
ひとりでも出来る
オンラインセミナーの始め方

稲葉社会保険労務士事務所

稲葉知秋
令和4年12月27日



本日のテーマ

１、セミナー開催の意義

２、セミナー開催までの流れ

３、セミナーからサービスへの誘導

４、システム活用
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講師の紹介

稲葉知秋 社会保険労務士

開業前はリモートでベンチャー企業のバックオフィス業務構築を
行う。数百名規模のセミナー運営効率化やマニュアル化を通し講
師が講師業に専念できる環境を作ってきた。

開業後はオンラインコミュニティ立ち上げやオンラインセミナー
の企画運営に携わる。企画運営するセミナーの参加者は年間2000

名を超える。当セミナーも企画運営すべてひとりで行っている。
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セミナー開催の意義



開催の目的

周知 集客

収益 人脈
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何のために開催するの？

◆自社（事務所）のことを知ってほしい

◆自社（事務所）サービスの集客目的

◆アウトプットの場がほしい

◆人脈形成がしたい

◆セミナー収益目的

inabasr 7



先に有料か無料か決めておく

無料周知集客人脈

有料収 益
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例外として
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周知・集客・人脈目的でも収益化は可能

１、協賛、協力団体を募る
２、安価のチケットで人数を集める
３、セミナー終了後に投げ銭をもらう



協賛、協力、後援、共催？
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主催
企画運営の主体となり
全ての責任を担う

協賛
スポンサー

金銭的援助など行う

協力
物資やシステムなどの

提供を行う

後援
名義貸し

社会的信用の確保

共催
主催として動く団体が

複数ある場合



各団体へ提案って？
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協賛→協賛団体の顧客となり得る層の参加者数見込とその根拠
例：大手HR系サービスで参加者数20名予定なら20万程度

協力・後援→その業界での必要性と影響度

共催→出版や新たなビジネスをスタートする予定の人へ打診
セミナーによる相乗効果を提案する



セミナー開催までの流れ



開催までの流れ

１、概要の確定

２、告知

３、集客

４、リマインド

５、開催
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実際なにをする？



ステップ１、概要の確定

開催の目的 主催はどこにするのか

有料か無料か 使用するシステム

誰に向けたセミナーか 資料配布の有無

講師はどうするのか 特典の有無

セミナー内容 アーカイブ配信の有無

日程 集客方法
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告知準備…の前に
使用するシステムを決めよう

告知

• 自社サイト

• ペライチ

• peatix

• パスマ

• SNS広告

決済

• ペライチ

• peatix

• パスマ

• STORES

• PayPal

集客

• Twitter

• Facebook

• Instagram

• メルマガ

• 自社サイト

• 告知システ

ム

メール配信

• ペライチ

• peatix

• パスマ

• メルマガシ

ステム

当日配信

• Zoom

• YouTube

• Teams 
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告知の準備

システム登録 Googleアカウント作成

セミナータイトル決定 事前アンケート作成

告知文章作成 案内メール作成と設定

講師の情報をまとめる 事前資料配布の準備

タイムスケジュール決定 SNSで告知の予告

特定商取引法に基づく表記 決済テスト
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ステップ２、いざ告知！

◆告知の予告をしておく

◆SNSなら拡散してもらえるような内容で

◆日時.費用.講師名.アーカイブ配信の有無は必須

◆告知後の反応には即レス→顧客が顧客を生む

◆質問があれば即案内を流す→カスタマー負担軽減

◆解析機能があるシステムを使用する場合は導入経路を
確認

inabasr 18



ステップ３、集客

情報発信

追加情報発信

参加者への返信参加者数の発信

運営状況の発信

inabasr 19



集客のポイント



①
いかにニーズを汲み取った

内容にできるか
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他人のSNS投稿を参考にする

例：「ブランディングでは無くコテコテ実務を学べる
塾がしたい」との社労士先生の投稿に500いいねと多
くのコメントがあった。コメント内容やいいねしてい
る人の属性を分析。そのままセミナー内容に組み込め
ば確実に集客が可能。自分で投稿して反応を見るのも
よい。



②
熱意を伝える
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開催する意義を明確にしておく

なぜセミナーを開催しようと思ったのか。
例：
業界の資質向上のため
業界の知名度向上のため
○○の件で混乱している企業様の支援がしたい



③
クラウドファンディングと

同じ感覚
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普段からの横の繋がりが重要

知り合いには事前に開催する事を伝えておく。わざわ
ざお願いする必要はないが、お互い様という事で、普
段からインフルエンサーとSNSで関りを持っておくと
いざ告知の際反応してくれたりする。



④
初動が肝心
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告知第一弾での申し込みが７～８割

初動の動きが肝心。初動で100名の申し込みがあれば
それを第二弾告知で売り文句に出来る。

告知の前にもうすぐ告知しますといった発信をしてお
くと初動に伸びやすい。



某セミナーサイト訪問の推移
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⑤
売り文句フル活用
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チケット限定10枚！
チケットセット割！早割！
申し込み受付は明日まで！
申し込み受付は早期終了する場合あり！
満員御礼からのチケット追加販売！
満員御礼からのアーカイブ申し込みを別途受付！



適時申し込みの分析もしよう
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集客がひと段落したら
いよいよ本番準備



ステップ４、リマインド
リマインド≠

参加してもらうためにメールなどで案内すること

1週間前

当日参加用URL
当日セミナー資料

特典資料等

1日前

当日参加用URL
当日セミナー資料

特典資料等

当日

当日参加用URL
念押しで伝えたいこと

があれば案内
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開催当日

例：

19:45 開場

20:00 講演スタート

21:20 質疑応答

21:30 終了
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開場前に確認すること

１、ホストは必ず有線で繋ぐ

２、音声の確認

３、画面共有や録画権限

４、ホストが落ちた時のための備え

５、ホストはスマホでもログイン
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当日やってしまった失敗談

• 講師が参加URLを間違えて入室→ 即パネリストへ昇格させる

• 録画するのを忘れていた→ クラウド録画をスケジュールしておく

• 開始前に録画や画面共有権限付与するのを失念→ ダッシュで権限付与

• ホストや講師のアカウントが落ちた→ 予備アカウントでログインしておく

• ZOOMチャットで運営間のメッセージが公開に→ 宛先に気を付ける

• ホストのZOOMアカウントで別ミーティングが進行→ 事前にスケジュール
要確認

• 終了後の雑談が配信され続けた→ 講師やパネリストには事前に「終了画面
が表示されたら退室」するように伝える。退室しない時はホストで画面＆マ
イクをオフに
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終了後にやること



終了後のアンケート

セミナー中に案内＞終了後に案内

ZOOMのアンケート機能やGoogleフォームを活用
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アンケート回答率を上げるための特典

★セミナー資料の送付
★特典資料の送付

★アップセルサービスの割引



アーカイブ配信

YOUTEBE
VIMEO
ZOOM…

動画サービスにて編集もしくはアップロードし、そのURL
をメールにて案内することが多い
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で、ビジネスにどう活かす？



セミナーからサービスへの誘導

•メルマガ等下層サービ
スからの誘導

•顧客リストを確保し
サービスの案内

•無料相談から契約や
サービス提供へ
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開催後アンケートにて

・無料相談を希望する
・最新情報の資料配布を
希望する

・サービスの導入を検討
している
等項目を作る



終了後
出版社やメディアから
仕事依頼が届くことも！
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システムの活用



システムは効率重視

告知

• 自社サイト

• ペライチ

• peatix

• パスマ

• SNS広告

決済

• ペライチ

• peatix

• パスマ

• STORES

• PayPal

集客

• Twitter

• Facebook

• Instagram

• メルマガ

• 自社サイト

• 告知システ

ム

メール配信

• ペライチ

• peatix

• パスマ

• メルマガシ

ステム

配信

• Zoom

• YouTube

• Teams 
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無料開催なら
システムはなんでもいい
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システムには得意不得意も
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操作性
メール
配信

決済 決済手数料 サポート 総合評価

ペライチ
◎

デザインも
綺麗

○ △
一括操作に

弱い

○
クレカだと3.5％程度
但し別途月額料金

○
プランによるが

良心的

○
少人数の有料開催におすすめ

Peatix
○

初心者にお
すすめ

△
ステップメー
ルが組めない

◎ ×
4.9％＋チケット1枚につき

99円

△ ◎
決済手数料は高いがこれだけで

完結出来る

Passmarket
○ △

送信エラーに
なることも

◎ ◎
3.564%

△ ○
yahoo関連のサービスなので決

済の自由度高い

Stores
○ ○ ◎ ○

3.6％～５％

○ △
オンラインセミナーで使用する

にはまだ早いかも



システムの選び方：例

無料開催

体裁気にする？

peatix

広告：ペライチ
決済＆メール：

peatix

NO YES

有料開催

体裁気にする？

Peatix or パスマ

NO

YES 参加人数は？

30名未満

30名
以上

ペライチ

広告：
ペライチor自社HP

決済＆メール：
peatix

or
STORES等
決済システム
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実際の操作を紹介



サブスク型の場合
PayPal等で決済のみ対応
決済エラーや再開の個別対応が、、
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決済とサービスが連動している
システムを活用しよう

例：TAKETIN CAMPFIREコミュニティ



事前質問



自分の顔をださずにセミナーっ
てできますか？



オンラインと対面のハイブリッ
ドの場合、気をつける点を教え

て下さい。



インターネット回線が落ちたと
き等のトラブル対応を知りたい

です。



セミナー開催は
ビジネスのスタート地点



運営はコンパクトに
情報は濃く深く

コスパ重視で開催しよう



ご視聴ありがとうございました。

ひとりでも出来る
オンラインセミナーの始め方

稲葉社会保険労務士事務所

稲葉知秋

令和4年12月27日
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