（有）
ヴイ・ダブリュ・ストーク

ファンを創造し、
ビジネスを加速させる！

ファン創造プログラム

消費者の購買行動モデルの変化に
気づいていますか？
クライアントの購買行動モデルの変化に
気づいていますか？
OnlineとOfflineの
融合が起きています。

Only
Cannell

Online

オンライン
（ネット）

Offline

オフライン
（リアル）

オンリーチャネル

自分自身の購買行動を考えてみませんか？
❶購買は複数のチャネルやメディアを渡り歩いて決めている
❷買うときは必ず何社かを比較して購入を決めている
❸好きな時間に情報を仕入れ、好きな時間に発注している
などなど、など。

ふと気づくと、そんなLife Styleに

どっぷりと浸かっていたりしませんか？
逆な言い方をすると、
こういう購入の仕方をしない人は
あまり利口な消費者、クライアントとは言えない
時代になっています。

Offlineだけのビジネスは、
顧客の流出を招いています。
Online と Off line が融合する時代、
販売、営業、宣伝、開発、システムや

考え方までを変える必要性が高まっています。
いやいや、もううちは Web も SNS もやっているよ！
というあなた。
胸に手をあてて考えてみてください。
本当はそんなにうまくいってないんだよな、
と思ったあなた。

原因は、
ノンチャネル化にあります。
情報発信はチャネル化していなければ、
ただの情報のタレ流しです。
解決方法は自分だけのチャネル、
オンリーチャネルにすることです。

Online

Offline

オンライン
（ネット）

オフライン
（リアル）

インフォブランディング

Non Cannell
ノンチャネルとは、
Web や SNS が単独で存在しているか
リンクしているだけで相乗効果を起こしていないオンライン

今回ご紹介する「インフォブランディング」は、

Online と Oﬄine をつなぎオンリーチャネルで
ファンを創造するためのプログラムです。

Only Cannell
オンリーチャネルとは、
フォロワーを増やし見込み客や購入客
（ファン）
に
なってもらうための道筋ができていて
相乗効果を起こす仕組みになっているオンライン

モノを売るのではなく、コトを売る。

商品を伝えるのではなく、想いを伝える。

顧客を増やすのではなく、ファンを増やす。

ファンとは応援してくれる人
顧客であり、仲間であり、パートナーであり、
口コミしてくれる人であり、他に紹介してくれる人。
商品

は
ファン
を
ファン
呼ぶ！

のファン

人材

のファン

企業

事業

のファン

のファン

弟子ファン
信者ファン
リピートファン
顧客ファン
ファン

B to B も、B to C も、C to C と
考えてみることから始まります。

B to B

B to C
⬆

⬆

C to C

オンリーチャネルの価値は、
いかに強い人とのつながりを作っていくかにあります。

では、どのように進めるか？

⬆

インフォブランディングプログラム

ノンチャネルを、
オンリーチャネルに！
SNS Fan
［画像メディア／自己アピール］ ［文字メディア／つぶやき］

Instagram
Facebook

［動画メディア／自分番組］

［音声メディア／井戸端会議］

Youtube

Clubhouse

Twitter
Pinterest

TikTok

Blog

LINE

Website

notesite

何屋

何者

［企業］
営業
催事
広報
広告
同胞

Stand FM

［個人］

Web
広告

COMPANY
CONTENTS

①事業コンテンツ
②商品コンテンツ
③製品コンテンツ
④人材コンテンツ
⑤企業コンテンツ

HUMAN
CONTENTS

Landing
Page

自社店舗／他社店舗

●セールスライティング
SEO 対策
検索キーワード
ハッシュタグ

記事
マガジン
サークル
ショップ

ウェブ店舗

リピート・新規顧客

REAL Fan

リアル店舗

①実績コンテンツ
②使命コンテンツ
③趣味コンテンツ
④興味コンテンツ
⑤仲間コンテンツ

自社サイト／他社サイト

○ショッピングモール系
○クラウドファンディング系
○アフィリエイト系
○カートシステム系 etc

見込み
LINE
LP

HP

YouTube
Instagram

note

Twitter

Clubhouse

このプログラムを使い、
❶知る ❷分かる ❸できる ❹続ける ❺変わる
の５ステップを進めます。
❶知る……Web や SNS の仕組みや価値、扱い方などの基本を知る
❷分かる…なぜメディアミックスでビジネスが加速するのか分かる
❸できる…実際にプログラムに合わせて情報を整理し発信ができる
❹続ける…情報を発信し続け、ファンを獲得し続け、成長を続ける
❺変える…売上はマーケティングでなく心が決める、と心を変える

しかし弊社サービスの目的は、
オンリーチャネルの構築だけではありません。

社内に 1 人
インフォブランディングマイスター
の育成が急務です。

インフォブランディング構築
マイスター育成プログラム
Step❶ インフォブランディングとは
Step❷ 新規事業、既存事業の課題再認識
Step❸ カンパニー、ヒューマンコンテンツの整理
Step❹ 事業、商品、製品の見直し仮説
Step❺ ターゲット、見込み客の想定
Step❻ オンリーチャネルのイメージング
Step❼ インフォ・ブランディング戦略の構築

インフォブランディングマイスター 1 人は、
営業マン10人以上の価値があると信じています。

企業成長のカギを握る人材
インフォブランディングマイスター

なるほどと感じた方へ、
IBコンサルティング
一度受けてみませんか？
120分 50,000円（税抜き）
まずは、お問い合わせを。
info@vw-stork.co.jp
090-8868-9185（望月）
有限会社ヴイ・ダブリュ・ストーク

静岡市駿河区馬渕3-1-25 エンブルステージ馬渕1004

IB コンサルティングのメリット
○既存事業の再構築の進め方が見えてくる
○新規事業の展開イメージが掴める

○Web、SNS活用の仕方や進め方が分かる

○Web、SNSの結果が出ない理由が分かる

○顧客獲得の次の一手がイメージできる
○情熱や考えの伝え方が分かってくる

○戦略や考えている事の整理の仕方が分かる
○説明が重要な事業・商品の強みが分かる
○SNS 関係の人材の活かし方が分かる

IB コンサルティングのデメリット
相談内容は資料として弊社がまとめることはありません。

メモを取るか、録画していただくことをお勧めします。

※収録内容を無断使用、無断配布することは禁じています。

IBコンサルティング
3 つのお約束

1

満足、納得しなければ返金保証

IB コンサルティングを受けてなんかしっくりこない、
など納得いかない場合はご返金いたします。

2

実直に対応します

問題点を第三者の目として誠実にお答えします。
否定する事が目的ではないことをご了承ください。

3

営業はいたしません

弊社では数々のサポートや制作を行っていますが、
コンサルティング後に営業行為を行うことはしません。

最後に

ビジネスは総合芸術
ビジネスの成長は、何か一つの要因だけでは決まりま
せん。SNS が流行ってきたからといってそれだけでう
まくは行きません。
○○を使って毎月○○百万円売上
げが上がったなどというものを見かけますが、その１
つの要因で結果が出ているのではありません。特にも
の溢れ、サービス溢れの時代、商品は良くてあたり前。
どうやって選んでもらえる存在になるかがポイントで
す。まさに今は情報発信を規範に企業、事業、商品、
販促、人材の経営の五資源を見直す時代になりまし
た。専門的に言うと、マーケティング、マーチャンダ
イジング、プロモーション、マネジメント、ブランディ
ングで構成されています。何かの専門のコンサルティ
ングを受ける前に経営の五資源に照らし合わせビジネ
スを見ていく「IB コンサルティング」を弊社ではお勧
めしています。ビジネスはトータル芸術とも言えるクリ
エイティブなもの。オンラインとオフラインが融合した
今をチャンスと捉え、既存事業の再生と新規事業の
未来を一緒にイメージしてみませんか。
（有）
ヴイ・ダブリュ・ストーク代表取締役 望月聖司

私たちが応援します！

望月聖司 もちづきせいじ

●インフォブランディングプランナー
●ヒューマンブランディングプロデューサー
●アートディレクター
述べ 1000 社以上、約 8000 人の企業人材と商
品広告、求人広告、事業戦略、商品開発に関わる。
自治体、各外郭団体などと共に支援やセミナー、
講演を重ねる中で中小企業のための支援メソッド
を開発。顧客満足は従業員満足が作り上げると言
う考えの元、経営の五資源はその中の人材が育て
ると言う考えから健康思考が健康人生を生み、そ
れが健康経営を生むことで強い企業を育てること
を発見。企業人材の育成に力を注いでいる。

石司麻美 いしづかあさみ

●インフォブランディングマイスター
●ホリスティックティーアーティスト
●ティーペアリングマイスター
お茶と食事、健康面やスピリチュアルなど多方面
から新しいライフスタイルの研究を進め、独自の
Holstic Tea LIFE と言うブランドを立ち上げる。
同時に長年の日本茶やハーブに関わりの中、
ティー
ペアリングのノウハウを確立。現在、茶彩師と言
う資格取得の主催者として活動。自らのビジネス
をインフォブランディングによって展開し多くの
ファンを掴んでいる。そしてその経験からファンを
獲得するためのコンサルティングを行っている。

IBコンサルティング
120分 50,000円（税抜き）

まずは、お問い合わせを。
info@vw-stork.co.jp
090-8868-9185（望月）

ファンを創 造し、
ビジネスを加 速させる！

ファン創造プログラム

有限会社ヴイ・ダブリュ・ストーク

静岡市駿河区馬渕3-1-25 エンブルステージ馬渕1004

