


美容レッスンを始める流れ

1. レッスンコンセプト、構成を考える
2. 集客導線を考える
3. 申し込み・集客ページを作る
4. 集客をしてレッスンをスタート！



先ずは全国の⽣徒さんに
あなたのレッスンを紹介しましょう！

ストリートアカデミーには約40万⼈の登録者がいます。
「⾃宅にいながら綺麗になりたい」「美容レッスンで悩みを解決したい」
そう思っている全国の⽣徒さんに向けて、あなたのレッスンを発信するために
先ずはストリートアカデミーを攻略します。

ここでは講師プロフィール、講座ページ、教室ページを作成するステップと、
それぞれのステップでどのように集客要素を詰め込むかを解説していきます。

Step1 : 先⽣登録をする
Step2 : プロフィール登録をする
Step3 : 講座ページをつくる
Step4 : 教室ページをつくる



レッスンサイトとは？

レッスンサイトは年増加しています。
シンプルなページで講座を紹介するものから、ホームページとして代⽤で
きるほどクオリティの⾼いページを作れるものもあります。

ストリートアカデミーをおすすめする理由

・レッスンページが作りやすい
・ホームページのように利⽤できる
・決済も簡単にできる
・予約も簡単にできる

全体的にレッスン価格が安いので初期の集客ツールとして考えるのがおすすめ

ストリートアカデミーHP

https://www.street-academy.com/

https://www.street-academy.com/


ストアカでの講座スタートまでの流れ

先⽣登録
をする
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Step1 先⽣登録をする

開催する講座内容が決まっ
たら先⽣登録（無料）をし
ます



Step2 プロフィール登録をする

登録に必要な情報
・⽒名
・顔写真
・本⼈確認⽤のSNSや
ホームページのURL
・⾃⼰紹介
（キャッチコピー）
・⾃⼰紹介
（プロフィール）

基本的に本名での登録ですが、別名で登録名したい場合は、
その名前で活動しているSNSなどの提⽰ができれば別名登録
も可能です。



⾃⼰紹介（キャッチコピー）
キャッチコピーは所謂“あなたの肩書き”で、集客要素としてとても⼤切な
ポイントです。
過去にどんな経歴があるかはもちろん、あなたがお客様をどんな⾵に変え
ることができるのか、どんなレッスンをしているのかがはっきりと伝わる
⽂章を書きましょう。

例）
⼈⽣を⼀瞬で変えるスキンケア美容
「⾷」で⼼と体を整える腸活美容
若返りをお⼿軽に！表情筋の専⾨家
素肌に⾃信を持って⽣きる「ニキビ改善の専⾨家」

キャッチコピーは
あなたがどんな⼈か

どんなレッスンをしているかを
⼀⾔で伝えるのがポイント



⾃⼰紹介（プロフィール）

講師プロフィールをしっかり読んで参加される⽅が多いです。
あなたがどんな想いでレッスンをしているか、どんな経験をして
美容の仕事をしているかなど、お客様の⼼を掴むポイントをたく
さん⼊れ込みましょう。



例）
思春期に全顔ニキビだった経験からエステティシャンに。
20年の間、1,000⼈以上のお客様のニキビと向き合ってきました。

繰り返すニキビ原因のほどんどが「スキンケアの⼩さな間違い」です。
⾼級な化粧品に変えなくても、普段のお⼿⼊れを⾒直すだけで肌は蘇ります。

⾃分の肌はずっとこのままなんじゃないか。
⼀⽣ニキビ肌のままで過ごすのか・・・

そんな⼈⽣を今この瞬間から変えませんか？

まずはあなたのスキンケアを⾒直して、繰り返すニキビからさよならする⽅法を知って
ください。

＜資格＞
・〇〇協会 〇〇インストラクター

＜略歴＞
・⼤⼿サロンにてチーフエステティシャンとして勤務
・個⼈サロン〇〇を開業
・現在は経営者として３店舗のサロンを経営



例）
思春期に全顔ニキビだった経験からエステティシャ
ンに。
20年の間、1,000⼈以上のお客様のニキビと向き合
ってきました。

繰り返すニキビ原因のほどんどが「スキンケアの⼩
さな間違い」です。
⾼級な化粧品に変えなくても、普段のお⼿⼊れを⾒
直すだけで肌は蘇ります。

⾃分の肌はずっとこのままなんじゃないか。
⼀⽣ニキビ肌のままで過ごすのか・・・

そんな⼈⽣を今この瞬間から変えませんか？

まずはあなたのスキンケアを⾒直して、繰り返すニ
キビからさよならする⽅法を知ってください。

＜資格＞
・〇〇協会 〇〇インストラクター

＜略歴＞
・⼤⼿サロンにてチーフエステティシャンとして勤
務
・個⼈サロン〇〇を開業
・現在は経営者として３店舗のサロンを経営

美容仕事を始めた経緯やレッスンへの想いなど
を綴る

プロフィールは読んでくれる相⼿（お客様）を
想像しながら書きましょう

資格は分かりやすく端的に記載する

略歴は⾃分の経歴を端的に書く
講師業に関係のないものは省く



Step3 講座ページをつくる
あなたの講座（レッスン）を紹介するページです。
講座ページを公開すると、全国のお客様があなたの講座を検索したり、講座ページ
を閲覧できるようになります。
また検索対象にせず、直接URLを知っている⼈だけが講座ページを閲覧できる「限
定公開」の設定もできます。



講座ページを公開してできること

講座ページが公開されると以下のことが可能になります。

・受けたい登録
これにより講師が講座の告知をしたり、⽇程追加の⾃動通知ができます。

・開催リクエスト
⽇程が合わないお客様が希望⽇程をリクエストできます。

・講座の予約、申し込み
講座ページの審査通過後に⽇程を設定し、事前予約や申し込みを受け付けるこ

とができます



先⽣マイページ→講座管理→ ＋新しい講座を作る

この流れで設定します

【講座を作るときの注意点】
ストアカサイトでは下記に該当する講座は作ることができません。

・ストアカ以外の外部サービス、外部の講座へ勧誘⽬的の講座
・法律に抵触する内容の講座
・個⼈情報を取得することを⽬的とした講座
その他の禁⽌事項は事前にストアカガイドラインをチェックしましょう。

ストアカガイドライン https://www.street-academy.com/guideline



オンラインまたは対⾯（教室）開催の
選択をします。

1回限りの講座か、何回か受講して習得
できるコースかを選択します。

講座で何が叶うのか明確に書きましょう
（33⽂字以内）



どんな⼈が教えるのか
どんなことが学べるのかを
端的、明確に（70⽂字以内）

美容、メイクなど希望のカテゴ
リを選びましょう。

講座の特徴や詳細、オリジナル性な
どを分かりやすく記載します。
注）
お客様と直接連絡を取るためのメー
ルアドレス等の記載やLINE@などの
集客ツールURLは記載できません。



タイトルで集客の８割が決まる

レッスンタイトルはあなたの講座と講師の魅⼒を伝える絶好のポイン
トです。
ここで集客の８割が決まると⾔うことを念頭に置いて魅⼒的なタイト
ルを⼊れましょう。

タイトルを作るポイント

・あなたの⼿だけでリフトアップ！整形級セルフで⼩顔ケア
・15分でできる。⼩顔と安眠の顔ヨガ整体
・ニキビ改善。化粧品の使い⽅だけで変わる艶肌メソッド

!ダイレクトに⼼に刺さる⾔葉を使う
!数字を使ってアイキャッチを強める
!どんな講座か1度でわかる⽂章にする



教える内容の書き⽅が最も重要
教える内容はテンプレートも引⽤できますが、集客できる法則で書くことが重要です。

教える内容の書き⽅ポイント

1. 講座を受けてどんな⾵に変われるのか
2. 講座を受けるメリットは何か
3. 講座を受けてどんな⾵に綺麗になれるのか
4. 講師のスキルや経歴を記載する
5. 講座についての想いも記載する



教える内容の書き⽅例 （ニキビケアレッスン）

こんなことを学びます

ご覧いただきありがとうございます！

繰り返すニキビにもう悩まない！
＼化粧品の使い⽅だけで艶肌を⼿に⼊れるためのレッスン/

特にこんなニキビ肌のケアを得意としています

・20代以降の⼤⼈ニキビ
・ニキビ⽤化粧品を使っても綺麗にならないニキビ
・治りかけてもまた直ぐに現れる「繰り返しニキビ」

こういったニキビ悩みはセルフケアで解消できます

講師は〇〇歴○年のプロが担当。

これまで〇〇⼈の⼈を綺麗にしてきた経験から
セルフケアで叶える
シンプルで簡単な⽅法をこの講座で教えています

キャッチコピーと重複し
てOKなので講座の⽬的を
伝えましょう

下部の「対象者」の部分と被
りますがここでもアプローチ
しましょう

⾃⼰紹介を兼ねてメッセージを伝え
ます



⾼価な化粧品を揃える必要はありません。

今あるお⼿持ちの化粧品の「使い⽅」を⾒直すだことで
ニキビ改善が始まります。

ニキビ改善の⼤きなポイントはスキンケア⽅法

あなたはスキンケアの正しい⽅法を学んだことがありますか？

実は殆どの⽅がスキンケア⽅法は独学です。

YouTubeやSNSで知った⽅法を⾃分なりに実践して
本当にどれが正しいのか分からないまま
実践している⼈が多いのです。

でもこれでは悩み続けるニキビとは
いつまで経ってもサヨナラできません！

・クレンジングの選び⽅と使い⽅
・洗顔の正しい⽅法
・化粧⽔の種類と正しい使い⽅
・乳液、クリームどちらを使うべき？
・ニキビ肌への＋１アイテムは？

普段のお⼿⼊れを変えるだけでニキビ肌を綺麗にできます。

講座に対する不安を解消する
内容も記載しましょう。

この講座のポイントを
詳しく書きましょう



🎁 レッスン後にあなただけの「美容成分カ
ルテ」PDFをお送りします。

レッスン中で肌質や悩みを伺って、どんな美
容成分がおすすめかをカルテにまとめてプレ
ゼントします。
化粧品選びの参考になるととても好評です。

🎁 7⽇間のメールレッスンプレゼント！

受講後にご希望の⽅へ7⽇間のメールレッス
ンをプレゼントします。
ニキビケアに役⽴つスキンケアや⾷事法など
講座内で伝えきれなかったことをメールでお
送りします。

＜体験者の声＞

・
・
・

講座内、もしくは受講後にプ
レゼントがあれば書いておき
ましょう

体験者の声があれば書きまし
ょう。数は多い⽅が良いです。



＜こんなことが出来るようになります＞

繰り返すニキビ悩みを解消！
化粧品の使い⽅を⾒直すだけで
理想の艶肌を⼿に⼊れることができます。

✨⽑⽳のザラザラがつるつるに
✨ニキビで⾚くなりがちな肌を艶肌に
✨同じ箇所にできやすいニキビともサヨナ
ラ！

⾼価な化粧品に買い替える必要もなし！
⼿持ちの化粧品の使い⽅を⾒直して
正しいスキンケア⽅法でニキビ肌を綺麗にし
ましょう。

こんなニキビ悩みの⽅はぜひご参加ください

・20代以降の⼤⼈ニキビ
・ニキビ⽤化粧品を使っても綺麗にならない
ニキビ
・治りかけてもまた直ぐに現れる「繰り返し
ニキビ」

上記と重なることでも⼤丈夫
なのでこの講座を受けること
でお客様がどんな⾵に変われ
るのか、どんなメリットがあ
るのかを明確に書きましょう。



＜こんな⾵に教えます＞

３⼈までの少⼈数レッスンです。

セルフチェックシートを講座の前に送ります。
当⽇までに記⼊したシートを写真またはPDF
にしてお送りください。

普段のスキンケア⼿順の⾒直しや改善ポイン
トが明確になって、当⽇の指導もよりリアル
にできます。

※事前にZOOMに参加できるようにインスト
ールお願いします。PCからの参加がおすす
めです。

＜持ち物＞
・事前にお送りするセルフチェックシート
・ノート、筆記⽤具

＜注意点＞
〇〇〇〇

⼥性限定の講座です。

講座の内容が分からないと興
味を持っても参加してくれま
せん。
講座の雰囲気や、どんな⾵に
講座を進めていくのかしっか
りと記載しましょう

オンラインレッスンでも対⾯講
座でも必要なものは忘れず記載
しましょう

受講する上での注意点を記載します



＜定員＞
最⼤3名までの少⼈数制レッスンです

・・・・・・・・・・・・・

開催リクエストをいただく際には、
⽉・⾦の10:00〜17:00開催が可能です。
また、随時⽇時を追加してゆきますので
ぜひチェックしてください。

・・・・・・・・・・・・・

定員数も記載しましょう

開催リクエストを選択できるように
した場合は、リクエスト時の条件等
を書いておくと親切です。

教える内容を書くために⼤切なこと

・お客様（読み⼿）を想像すること
・1つのポイントを何度も書くこと
・⼤切なことは繰り返し書くこと



３notの法則
!読まない
!信⽤しない
!⾏動しない

多くの⼈は読まないし、読んでも信じない、信じても⾏動しません

3つの壁を突破する⽅法を詰め込むことが⼤切

講座ページを書く時には「読まれていない前提」で書きましょう。
３notの法則がある通り、殆どの⼈は⽂章をちゃんと読んでいません。

だからこそ、重要なことは何度も書くことがポイントです。



⼈は読まない
⼀つの情報に対して、⼈間が処理する時間は0.5秒以下とも⾔われています。そ
の0.5秒であなたの情報を「読みたい！」と思ってもらわなければいけません。

0.5秒で読める⽂字数は20⽂字以内です。

最初の20⽂字以内でその下の⽂章を読んでもらえるかが決まります。

お客様が隅々まで⽂章を読んでくれるとは限りません。

むしろ殆どの⼈が⽂章を⾶ばしながら読んでいます。
だからこそ「伝えたいこと」「⼤切なこと」は重複して何度も書きましょう。



⼈は簡単に信⽤しない

どんなにすごい講師でも、初めましての⼈を簡単に信⽤してお⾦を払うなん
てことはできないですよね？

だからこお客様に信⽤してもらうためには「証拠」が必要です。

講座の成果を表す証拠

・体験者の声
・お試し価格
・Before→Afterの写真



⼈は簡単に⾏動しない

「今はいいや」
「時間ができたらやってみよう」

こういう考えで⾏動しない⽇本⼈は８割以上を占めていると⾔われています。

⾏動の壁を取り除く⽅法

・今だけの特別価格
・講座を受けた成果の保証



⼀⼈当たりのレッスン価格
を決めましょう

テキスト、資料、その他講座に必要な
もので受講料に含まれるものは詳しく
記載します。

オンラインのみの場合にはこの⼊⼒は
ありません。

講座の対象者について記載します。
・こんな悩みを持っている⼈
・こんな⾵に変わりたい⼈
など読んでいるお客様が
「私のことだ！」と思ってもらえる内
容がベストです。



参加に関する注意事項を書きます。

イメージ写真は講座や講師の雰囲
気が伝わるものを使いましょう。

⼀番最初の画像はストアカサイト内で共有されま
す。パソコンスキルがある⼈は⽂字⼊れをして、
講座の⽬的をアピールしましょう。
画像だけの場合も講座の⽬的がわかる画像を選び
ましょう。



画像選びのコツ

• 講座の⽬的がわかる写真を選ぶ
• 不鮮明な画像は避ける
• 講座の雰囲気が伝わる画像を選ぶ
• できれば⽂字⼊れをしてレッスンの⽬的を伝える
• ⾊鮮やかな画像を使う
• Before→Afterの写真があれば使⽤する



おすすめの無料画像サイト
Photo AC   https://www.photo-ac.com/

Pixabay https://pixabay.com/



SNSなどで講座のURLをシェアし
たときにこの画像が引⽤されます

当⽇の講座の流れを細かく記載し
ましょう。
書き⽅がわからない場合はテンプ
レートを選択すると簡単です。
テンプレートの流れに沿って書い
てもOK。



決まった⽇程を設けずに、お客様から
依頼があった時だけ講座を開催すると
きや、決まった⽇程以外にも別⽇で講
座のリクエストを受けつる場合には
「受け付ける」にチェックします。

必ず下書き保存をしましょう！
下書き保存しないままページを閉じると、書い
た内容が全消しになります。
必ず下書き保存をしてからページを閉じましょ
う！

プレビューで確認し問題がなければ「講座の公開を申請する」ボタンを押します。
ストアカから申請通過のメールが来た時点で講座は公開となります。



Step4  教室ページについて
講師の⾃⼰紹介や活動をPRできるのが教室ページです。
講座ページや⾃⼰紹介はすでに書いていますが、教室ページを完成させることで
普段の活動内容などをより分かりやすく、伝えやすくアプローチすることができます。

松⽥静

イメージ写真などをのカバー画像を⼊
れることができます。
レッスンの雰囲気が伝わる写真がベス
トです。

教えた回数や⼈数が随時更新されます



講座ページで外部リンクは不可ですが、教室ページでは活動が
分かるSNSやブログなどのリンクも貼れます。

プロフィールは
以前に書いた⾃⼰紹介⽂を引⽤し
てもOKです。
さらに⾁付けしたよりボリューム
のある内容や、全講座の紹介など
を書いても良いでです。

ストアカ内で開催しているレッス
ンや個別レッスンのご紹介など記
載しましょう。



講座ページを申請して無事に公開されたら
⽇程を設定して完了です。

講座ページは⼀度作って終わりではありません。

受けたい登録や問い合わせの反応を⾒ながら
改善を繰り返してより良いページ作りを⽬指しましょう。

そして講座を受講してくださったお客様にも
あなたの講座の魅⼒を広めてもらって
集客⼒を⾼めることも⼤切です。

次に紹介するポイントも踏まえて
今後のレッスンに活かしてください。

⼈気講座に育てるポイント



⼈気講座に育てるポイント

・同じジャンルの講座は必ずチェックしましょう。
内容、価格、画像などは徹底的に参考にしましょう。

・他の講座と⽐較した時に「⾒えにくい」「分かりにくい」と感じた
ところは即修正
・講座のことを⽣徒さんにシェアしてもらいましょう。

! 講座で撮った写真を⽣徒さんにもプレゼントする
! 講座中の撮影を⼀部OKにしたり、SNSでの投稿を可能だというこ
とをアナウンスする

! クチコミ参加の特典を⽤意する
! 参加者コメントの特典を⽤意する



先ずはストアカページを攻略して
あなたのレッスンページを作りましょう！

そして沢⼭のツールでシェアしていき
集客⼒を⾼めていきましょう！


