
参加特典：ロングヒット集客チェックシート
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マーケティングカレッジ（MARC） 

体験説明会
～実務で役立つ実践マーケティングを身に付ける～



マーケティングカレッジ 
MARCとは？



マーケティングカレッジ（MARC）とは

1．全てのビジネス、経営において最も重要な 

　『マーケティング力』 
2．学びながらも収益をあげる仕組み 

　『超実践的カリキュラム』 
3．マーケティングツールを使い個人や会社の認知を広げる 

　『影響力』 
を養うことができます。



マーケティングの仕組みは 
理論でつくれる



マーケティングの仕組みは 
理論でつくれる



実践研究型WEBコンサルティング 
弊社事業内容 
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美容事業 

教育事業 

通販事業 
美容室mahoroba(恵比寿) ヨーグルト種菌・周辺機器 

輝きベビー保育園(江戸川区) 

コンサルティング事業 
WEBマーケティング 

店舗事業



会社概要
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会社名　：　FunTre株式会社 
URL  　：   http://funtre.co.jp 
所在地　：　東京都新宿区 
社員数　：　65名 (パート含む) 
設立日　：　2011年5月9日　  
事業内容：　WEBコンサルティング 
　　　　　　WEB集客の教育サービス 
　　　　　　海外向けプロモーション



『本物』を世界に。

9

弊社理念
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世の中で埋もれている技術、 
研究、サービス、文化を、デジタルマーケティングを使って、 
世の中に発信するその方法を日々研究、開発しております。 

世の中の”本物”が日本中に、 
そして世界中に広がることによって、 

日本がより楽しい、素晴らしい国に成長していくことに 
貢献したいと思っております。



何から集客を 
始めればいいのか？



マーケティングの型

1. ビジネスの切り口の見つける（コンセプトメイク） 

2. 最適なマーケティングツールを使う(メディア戦略) 

3. 点を線でつないでいる (動線設計) 

4. 広告の力を使う（広告戦略） 

5. コニュニティの力を使う（コミュニティ戦略）



1. コンセプトメイク



コンセプトとは？

1. 概念。 

2. 企画・広告などで、 
    全体を貫く基本的な観点・考え方。 



マーケティングのコンセプトとは？

営業が売り込まないでも、 
置いていたら勝手に売れていく、 
商品やサービスの切り口 



1. コンセプトメイク

誰に何を提供するのか？
魅力的に



自己紹介タイム

1. ご自身の自己紹介（15秒） 
どこで、誰に、何を？ 
提供している自分なのか？ 

2. マーケティングで何をしたいか？



1. コンセプトメイク　ワーク

•都内　結婚相談所のマーケティング　 
•結婚相談所歴1年 
•丁寧に結婚相談をしてあげる 
•何回もお見合いさせてもOK 

•できたら男性を集めたいが男性は結婚相談所にこない 
•来ても魅力の少ない男性で結婚させにくい 
•できたら、800万円以上の年収がいい



1. コンセプトメイク



ターゲットをさらに絞り、行動パターン、 
行動原因を追求、ヒットコンセプトをづくりにつなげる
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1. コンセプトメイク　ワーク

1. ターゲットを一人に絞る 
2. ターゲットの悩みを書き出す 
3. 自社の強みを掛け合わせる 
4. コンセプトをブレストする



2. メディア戦略 
３. 動線設計



100通り以上の戦術

�� ��
�	

�	

���

実践、研究したメディア・ツールの中から 
業種や事業に応じた最適な打ち手を選択
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100通り以上の戦術の効果やかかる労力、難易度を数値化



会社のターゲット、目標に合わせた戦略設定
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・リブランディング 
・ホワイトペーパー 

・リード獲得 

・インスタグラム 
・動線設計 

・コンテンツ制作 
・マーケティングオートメーション 
・SEO対策 

・顧客管理 

・ソーシャルメディア

���
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メディアの育て方には 
テンプレートがある
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インフルエンサーに投稿依頼
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４. 広告戦略



広告は徹底的に 
データ分析







36

Facebook広告の 
特徴とは？
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個人が暇つぶしで 
遊ぶ場所 
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マーケティングカレッジ 
MARCとは？



マーケティングカレッジ（MARC）とは

1．全てのビジネス、経営において最も重要な 

　『マーケティング力』 
2．学びながらも収益をあげる仕組み 

　『超実践的カリキュラム』 
3．マーケティングツールを使い個人や会社の認知を広げる 

　『影響力』 
を養うことができます。



さらに、

魅力あふれる仲間との交流 

学び続ける習慣が自然と身に付く 

数々の仕掛けが用意された最新の学校です。



部活動を通じて感性を磨きながら仲間とのつながりを深める

楽しい 
大人の部活動



マーケティングの型を知る 
カリキュラム



【3】マーケティング戦略学科 
【3】インスタグラム学科 
【3】フェイスブック学科 
【3】動画オンライン集客学科 
【3】LINEマーケティング 
【3】WEBライティング基礎学科 
【3】Webデザイン 
　　  WEBコンテンツ制作学科 
【3】プレゼンテーション学科 
【3】海外マーケティング研究学科 
【3】ビジネスモデル学科 

【3】初級アントレプレナー学科Ⅰ 
【3】上級アントレプレナー学科Ⅱ 
【3】出版ブランディング学科Ⅰ 
【3】出版ブランディング学科Ⅱ 
【3】事業企画プロポーザル学科 
【3】マーケティング戦略応用学科 
【3】コーポレートブランディング学科 

基　　礎 応　　用

※【】内の数字は単位数
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・実践している講師からの話が聞ける 
・いつでも相談ができる 
・テンプレートが豊富 
・遠方からでも同じ質の学びが受けられる 
・初めての方でもわかりやすく学べる 
・自分に必要な内容を選んで学べる 
・マーケティングを学べる場所は他にない

MARCのメリット



【基礎】マーケティング戦略学科



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論



FunTre株式会社　会社概要 Copyright  2019 FunTre株式会社 All Rights Reserved

�48

Copyright  2017 FunTre株式会社 All Rights Reserved

完全に実践型のケーススタディ 
& 

実績が出たことだけを共有



1.  “何とかなる”は何とかならない 
2.  遅い８０点より、早い４０点 
3. ノウハウを集めない 
4.  礼儀・感謝を忘れないまずは 
5. 

成果がでる人と、でない人の違い



1.  “何とかなる”は何とかならない 
2.  遅い８０点より、早い４０点 
3. ノウハウを集めない 
4.  礼儀・感謝を忘れないまずは 

5.  こまめに相談する人

成果がでる人と、でない人の違い



1.  流行りばかり学んでいる 
2.  一つのことをやり遂げない  
3. 人に厳しく、自分に甘い 
4. 決断が遅い 
5. 人のせいにする

うまくいかない人のパターン



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなるコンセプト 
  キャッチコピー&ブランディング



ターゲットをさらに絞り、行動パターン、 
行動原因を追求、ヒットコンセプトをづくりにつなげる

Copyright  FunTre株式会社 All Rights Reserved



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなるコンセプト 
  キャッチコピー&ブランディング 
3.  自然と売れる商品づくり





上場モデル
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資金力 大

資金力 小

スピード 
早い

SaaS

シェアリング 
エコノミー

マッチング 
サービス

スピード 
遅い

人の 
マニュアル化

フランチャイズ 
モデル

TEC 
B to C

DtoC



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなるコンセプト 
  キャッチコピー&ブランディング 
3.  自然と売れる商品づくり



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなる 
  コンセプト＆ブランディング 
3.  自然と売れる商品づくり 
4.  最も効率よく人が集まる 
  メディアの見分け方&使い方　



SNS

Instagram Facebook LINE Twitter YouTube

国内アクティブ
ユーザー数

2900万人 
(2018年11月時点)

2800万人 
(2017年9月時点)

7600万人 
(2017年9月時点)

4500万人 
(2017年10月時点)

6200万人 
(2017年8月時点) 
*ログインユーザーのみで

ユーザー層 20-40代の 
男女

20-60代の 
男女

20-60代の 
男女

20-40代の 
男女

20-50代の 
男女

特徴
投稿は基本的に写
真だけ。投稿にリ
ンクを挿入するこ
とができない

法人アカウントより
も個人アカウントの
方が発信力が強い。
起業家、経営者のユ
ーザーが多い

幅広い層が利用。
1:1、またはグループ
内のクローズドなコ
ミュニケーション。

若い一般消費者に
リーチしやすい。
情報量が最も多い

ログインをしていな
い視聴者を含める
とさらに多くの人
が利用している

動線の方法
プロフィールの下部
にリンクを挿入。
投稿とECサイトを
連携できる

外部リンクと写真
や動画を挿入して

投稿

LINE@をつかっ
た、登録ユーザー
への配信。配信へ
のURL挿入

外部リンクを挿入
して投稿

動画上と説明欄に
リンクを挿入 
チャンネルページ
の説明欄にも挿入



100通り以上の戦術の効果やかかる労力、難易度を数値化



会社のターゲット、目標に合わせた戦略設定
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・リブランディング 
・ホワイトペーパー 

・リード獲得 

・インスタグラム 
・動線設計 

・コンテンツ制作 
・マーケティングオートメーション 
・SEO対策 

・顧客管理 

・ソーシャルメディア

���



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなるコンセプト 
  キャッチコピー&ブランディング 
3.  自然と売れる商品づくり 
4.  最も効率よく人が集まる 
  メディアの見分け方&使い方　



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなるコンセプト 
  キャッチコピー&ブランディング 
3.  自然と売れる商品づくり 
4.  最も効率よく人が集まる 
  メディアの見分け方&使い方　 
5.  相手から申し込みが入り続ける 
  マーケティングの仕組みづくり



1. ターゲット決定 
2. コンセプトづくり 
3. 嫌われないクロージング 
4. Facebook & 商品づくり 
5. メルマガ作成 or LINE@ 
6. セミナー・説明会づくり 
7. オウンドメディア 
8. 絶対失敗しない広告戦略

基本ステップ



デジタルマーケティングシートをプレゼント



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなる 
  コンセプト＆ブランディング 
3.  自然と売れる商品づくり 
4.  最も効率よく人が集まる 
  メディアの見分け方&使い方　 
5.  相手から申し込みが入り続ける 
  マーケティングの仕組みづくり



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなる 
  コンセプト＆ブランディング 
3.  自然と売れる商品づくり 
4.  最も効率よく人が集まる 
  メディアの見分け方&使い方　 
5.  相手から申し込みが入り続ける 
  マーケティングの仕組みづくり 
6.  売り上げを左右する3つの力



1.講師力 
2.企画力 
3.クロージング力



1.ドタキャン率が下がる講座前に送るべきメール集 
2.大人気になる講座の構成テンプレート 
3.面白いほど契約がとれる、企画書作成術 
4.契約率が上がる価格設定方法 
5.クロージング率が飛躍的に上がる、事前メール事例



 毎回の講義は録画して送付 

 テンプレートやシート、資料も全て送付 

 どんなご質問でもウェルカム 

 WEBやPCが苦手な方もご質問可能 

全ての仕事に応用が可能

【基礎】マーケティング戦略学科



【基礎】マーケティング戦略学科
1.  マーケティング戦略コンサルタント総論 
2.  競争が必要なくなる 
  コンセプト＆ブランディング 
3.  自然と売れる商品づくり 
4.  最も効率よく人が集まる 
  メディアの見分け方&使い方　 
5.  相手から申し込みが入り続ける 
  マーケティングの仕組みづくり 
6.  売り上げを左右する3つの力



【基礎】マーケティング戦略学科
独立起業（マーケティング力アップ） 
　1年目から確実に目標達成できる起業家・経営者 
キャリアアップ 
　社内のマーケティングリーダー（昇級、昇給） 
ITアシスタント 
　ITを駆使した自由で新しい働き方 
インフルエンサー 
　企業のイメージアップ・販促をSNSで担う影響力 
マーケティングコンサルタント 
　世の中を素晴らしいものを発信する専門家





 圧倒的にマーケティングを 

学んでいる人は少ない 

 自分でやったことがそのままサービスになる 

 どこでも仕事ができる

マーケティングコンサルタントのメリット



・マーケティング戦略アドバイザー 

・マーケティング戦略コンサルタント 

・ビジネス戦略プランナー 

・Instagramプロ講師

認定資格を発行（試験あり）



認定資格を発行（試験あり）

・マーケティング戦略アドバイザー 

・マーケティング戦略コンサルタント 

・ビジネス戦略プランナー 

・Instagramプロ講師



学習効果が高まる最適な受講ペース

学科(3単位)の学習ペース

第6回第5回第4回第3回第2回第1回

3ヶ月（90日）を通じて効果的に学ぶ

2週間毎

授 業 実践＆定着 振り返り

修了試験





入学金・受講料



【入学金】25,000円（最初の1回のみ） 

【受講料】 

　単科コース：144,000円・・・3ヶ月（120分×6コマ） 

　全科コース：580,000円・・・1年間受け放題

入学金・受講料

※単科コースで修了した科目の受講料は、将来全科コースに進学された際に 
受講料から差し引かれます



【定員】10名（結果を出すための少人数制） 
席が埋まり次第、募集を締め切らせて頂きます 

各学科 定員

＜初回説明会のみの入学特典＞ 

入学金（25000円）免除 
※説明会開催日より３日以内の申し込みに限り



コンサルクライアント向け動画をプレゼント 
最新アップデート対応、SEO対策講座録画動画 
店舗のマーケティングに効果大！MEOの秘訣動画 
確実に仕事が取れる、営業・クロージング方法動画 
本当に売れた広告事例集動画

本日の仮申し込み特典

※キャンセルの場合は３日以内にお伝えください
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MARC教育方針



MARC教育方針

本物を、世界に。 
中小企業でも街の八百屋さんでも 
マーケティングを学んで、 
発信できるようになれる 
より多くの人にマーケティングの理論を伝える



MARC教育方針

日本がより楽しく、素晴らしい国に成長するために、 
最適なマーケティングを駆使できる新時代の人財を育て 
創出していくために 
　・思考を深め、視野を広げる講義スタイル 
　・現場で実務ですぐに使える実践的スキル 
　・さまざまな価値観を持った仲間との交流の場 
を提供します
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