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集客



と、
いえば…モチロン



SNSでしょ？

口コミ対策…？

？とか



ブログの書き方とか…

現場写真の撮り方とか…

ノウハウがイロイロあるらしい…



しかし、

その話しではありません



工務店で勤務する

ひとりの女性社員が

イキイキと集客してくれるようになる

仕組みづくりのお話です。





誰でしょうか？



えっ？今年入社してくれた子？



えっ？事務をやってくれている人…？



じつは、2人ともプチセミナーの講師です！

と、いうより
プチセミナーができるようになりました



たった二日間で！



この講座は…

が、UP

が、身につき



イキイキと集客してくれる！
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こんな講座ができました



ん？突然すぎてよくわからないけど…

なんのセミナーができるって？



こんな講座が開講できます





そんな～

うちの社員にはムリムリ
…と思うでしょ？



大丈夫です♬

①スライド テキスト
②講師用 テキスト

が、キチンと用意されています

プチセミナーの



し・か・も



年間 使いたい放題！！

だから…



プチ
インテリアスクール
が開催できるんです

なんと…

ひとりのお客様が
6回も

来てくれることに

で



例えば…このように講座を開催

第1回.
カラーコーディネートレッスン

第2回.
キッチン収納

第3回.
リビングの新しいカタチ

第4回.
子供部屋ワンポイントレッスン

第5回.
照明ワンポイントレッスン

第6回.
窓まわりの演出について

特別親子講座
わたしは未来のインテリアデザイナー

②夏休み・冬休み期間に
ファミリーイベントとして開講

2月生募集

5月生募集

9月生募集

11月生募集

①通年で受講生を募集し
年間通して講座を開講



つ・ま・り



インテリアや家づくりに興味のある

地元のお客様を

コツコツと集めて

関係性を築いてしまう
ことができるのです。



さらに

えっ？



が、身につき

が、UP



■電話での初期対応がスムーズに
できるようになった！

■プチセミナーによってお客様が来てくださること

のありがたさ、嬉しさを全員で共有できる。

■お客様からの不意の変更にも事務の人が
丁寧に対応してくれるようになった！

☞現場監督は嬉しい！

☞外出している営業マンも嬉しい！



じゃあ、
それってどうやったら
できるようになるの？



それは！
インテリアアテンダントプロ講座を
受講すると…

できるようになります！



お申込み方法と価格は？



法人価格
（法人会員となって

いただいた場合） 8万円 (TAX別※1名あたり)

資格取得 +  スキルアップ



法人会員になるメリットは？



②プチセミナーの講座セットが年間使いたい放題

①インテリアアテンダントプロ講座を特別価格でご提供

8万円 （TAX別 1名あたり）

③工務店様のご契約お客様用の特典として、
インテリアアテンダントWEB講座を40％OFFでご提供

※今後、会員のご要望に応えて
インテリアコーディネーター教育も別途お受けいたします。

（別途お見積り）

法人会員4大特典



法人会員4大特典

①インテリアアテンダントプロ講座を特別価格でご提供

8万円（TAX別 1名あたり）



②プチセミナーの講座セットが年間使いたい放題

法人会員4大特典



③工務店様のご契約お客様用の特典として、
インテリアアテンダントWEB講座を40％OFFでご提供

※インテリアコーディネーター教育を別途
お受けいたします（別途お見積り）

法人会員4大特典



入会金

毎月

上記の金額でお申込みいただけます。

3万円 (TAX別)

5,000円/月(TAX別）

初年度は入会時期により月割計算を致します。

法人会員になるには



なお、



講座を受けた場合、従業員の方は…

住 愛子 殿

代表理事 横川 浩

認定資格の認定証(認定印あり)と
インテリアアテンダント会員証
を授与いたします

文部科学省所管 一般財団法人生涯学習開発財団の
認定資格が取得できます。

●文部科学省所管一般財団法人生涯学習開発財団
の認定印が捺印されています。

●日本インテリアアテンダント協会の
認定印が捺印されています。

認
定
証

会
員
証



文部科学省所管
一般財団法人生涯学習開発財団とは

生涯学習開発財団は、
1983年に設立されました。
以来、学ぶことの

感動と大切さを伝えるために、
生涯学習に関する情報提供と支援を

長く続けられています。
※公式HPより

■所在地：
一般財団法人生涯学習開発財団 事務局
〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館9階
TEL:03-3508-4551 FAX:03-3508-4550

■設立許可 ：文部省(現文部科学省)

■設立年月日 ：昭和58年（1983年）4月1日
■代表者 ：代表理事横川浩基本
■財産 ：11億5千万円
■事業内容 ：1.ライフ・ラーニング・メンバーズ運営

2.「資格認定団体」の登録と支援
3.支援活動
助成金支援事業
博士号取得支援
助成金・奨学金

協賛金支援事業
4.生涯学習講演会開催
5. 研修事業



クリック！

クリック！



これで終わり
…ません！もう少々お付き合いください



たった2日間で、なぜ身につくのか？

が、身につき

が、UP



それは、
座学だけではなく、ワークを通して体験型で

学べる講座だからです。



1.図面が読めるようになる。



2.仕事の流れを理解しうた上で
スケジュールを逆算して仕事ができるようになる。

☞現場のやり直しをさせずに生産性UP

クロスを貼る

スイッチカバー・コンセントカバーを取り付ける



3.模型づくりを通して
展開図が読めるようになり、
空間構成を理解できる。



4. 7つの力（聞く力、引き出す力、・・・他）を
学んでコミュニケーション能力が高まる！



5.具体的な失敗疑似体験をすることで
本番でのトラブル防止に！

座学だけではなく、ワークを通して体験型で

学べる講座となっていることが最大の特徴です。



インテリアアテンダントPRO講座 Step1講座内容
第❶章 「家づくリから「暮らしづくリ」ヘ
1.家づくりは生き方づくり
2.プロとユーザーの上手なコミュニケーションとは
3.失敗しない家づくリ Section-1で学ぶこと

第❷章間取リ図の見方、読み方、活かし方
1.自分が住んでいた家の間取り図をかいてみる
2.間取リ図表記の基礎
3.意外に知らない間取リ図の落とし穴
4.間取リ時の検証方法

第❸章間取リ図の家具を
レイアウトしましよう

1.三角スケールの使い方
2.家具の大きさ
3.間取リ図に家具をレイアウトしてみましよう
4.失敗しない家具配置の方法

第❹章間取リ図から高さの
読み取り方を理解しましよう

1.家具をイメージする
2.家具配置を考える時の注意点
3.高さについて考えよう

第❺章機能性を考え
『自分仕様』でチェックしよう

1.図面記号をチェックしよう
2.照明スイッチやコンセントを

計画的に配置しましよう
3.機能性を考えて自分仕様でチェックする
4.照明スイッチやコンセントの

配置チェックポイント
5.プロとコミュニケーションをとる際に

忘れてはならないこと
6.その他のチェック項目
7.Section-1のまとめ



第❶章 図面のいろいろ
1. 平面図
2. 天井伏図
3. 電気配線図
4. 展開図

第❷章 建築模型を作って検証する
1. 模型作りの作成の手順
2. 住宅模型を組み立てる
3. 模型の検証

第❸章 工事の流れ
1. 工事の流れ
2. 工事工程を理解する

インテリアアテンダントPRO講座 Step2講座内容
第❹章 プランをまとめる
1. リクエストシートを活用する
2. 理想の間取りを描く

第❺章 インテリアのコーディネートボード
1. コーディネートボードとは
2. コーディネートボードの作成

第❻章 見積書の取り方、確認の仕方
1. 信頼される見積書へ
2. 見積書の確認ポイント
2. 見積書の確認ポイント詳細編 .

4. ユーザーとの信頼関係を築くために



第❶章 インテリアアテンダントの心構え
1. インテリアアテンダントとは？
2. 講習会を開催するために必要なこと
3 インテリアアテンダントに求められること

インテリアアテンダントPRO講座Step3講座内容

第❷章 インテリアアテンダントの
力を付ける

1. ７つの力を身につけるには
●聞く力
●引き出す力
●受け止める力
●寄り添う力
●まとめる力
●先を読む力
●伝える力

2. 情報収集の方法



充実した
カリキュラム内容と
ワークシート



最後に…



こんなチラシで
秋からの

集客準備を
はじめましょう！！

で



クリック！

クリック！



最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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一般社団法人 日本インテリアアテンダント協会


