
スマホサイトを持ちたいけど作成費用がなくて諦めてしまっている先生へ 

もし、本当にこんな集客効果実証済みのスマホサイト 
が完全無料で手に入るとしたらどうしますか？ 
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当然「完全無料でスマホサイトが手に入る」なんて、すぐには信じられないでしょう。す
でに無料でスマホサイトを手に入れられている方もそうでした。この疑いながらも申し込
みをして、スマホで自分のサイトを確認し、１ヶ月、３ヶ月、半年たっても一切の費用を
払うことがないことを確認するまでは。。。 

なぜ、完全無料で集客用スマホサイトを 
手に入れることができるのか？３つの理由 

完全無料で作成するには必ず裏がある。絶対に騙されると思っていませんか？もちろん、私が完
全無料であなたに集客用スマホサイトを作成するには理由があります。なぜあなたは完全無料で
集客用のスマホサイトを手に入れることができるのか？その理由をご説明します。 

理由①スマホサイトに表示される広告から収入を得ているから（Facebookやアメブロと同じ） 
理由②これからはスマホの時代が来るため誰よりも早くスマホ集客実績を手に入れたいから 
理由③治療院のための集客代行サービスを提供しているため、スマホで集客できることを先生 
　　　に確認してもらえれば、他の集客代行サービスにも興味を持ってもらえると思ったから 

これら3つの理由が、あなたに完全無料で集客用スマホサイトを作成しても、長期的に見ると利益
を出せると考えています。それでは、1つずつ詳しくご説明しましょう。。。 

理由①スマホサイトに表示される広告から 
収入を得ているから（Facebookやアメブロと同じ） 

スマホサイトを無料で作成して、どこで収入を得るのか？と疑問をお持ちですよね？もちろん、完
全無料で作成した集客用スマホサイトから収入を得る仕組みになっています。ですが、私の収入
源は制作費用でも月額の管理費用などでもありません。私の集客用スマホサイトからの収入源は
広告になります。 

あなたの治療院専用のスマホサイトに私の広告が表示されます。Facebookやアメーバブログをご
覧になったことはありますか？その時に小さな広告が出ていると思います。この広告のことを「バ
ナー広告」といいます。 



このバナー広告が、あなたの治療院のスマホページの下部に表示されます。この広告を掲載する
ことで、私に広告収入が入ってくるようになります。下のサンプル画像をご覧ください。 

このように広告が表示されるようになります。この広告の内容はランダムで表示されます。この広
告収入があるので、あなたに完全無料で集客用スマホサイトを作成しても収入を得ることができ
ます。 

理由②これからはスマホの時代が来るため 
誰よりも早くスマホ集客実績を手に入れたいから 

これからの集客はスマホが中心になります。なぜなら、スマホを使ってインターネットを見てい 
る人口が、パソコンで見ている人口を超えたからです。しかも、スマホを使って検索する人口は 
どんどん増えています。つまり、パソコンよりもスマホの方が治療院のサイトを見てもらえる可能 
性が高いということです。  

それにも関わらず、サイトがスマホ対策していないと、文字や画像が小さくなってしまうため、非 
常に見にくくなり、スマホユーザーがサイトに訪れても、すぐに違う治療院のサイトに行ってしま 
います。なので、これからはスマホサイトを持ち、スマホ対策をしてないと集客ができない時代に 
なります。  

そのため全国の治療院さんにスマホサイトを活用し、実際に集客してもらうことで誰よりも早く、
できるだけ多くのスマホサイトでの集客実績を手に入れたいからです。正直にお伝えするとスマホ
サイトを使った治療院集客の第一人者になりたいと考えています。  

理由③治療院のための集客代行サービスを提供しているため、 
スマホで集客できることを先生に確認してもらえれば、 

他の集客代行サービスにも興味を持ってもらえると思ったから 



例えば、私が今回提案している「完全無料の集客用スマホサイト」を手に入れて、そのスマホサ
イトから新規の患者さんを集客できたとします。そうなると、、、「スマホサイトで集客できた
のなら、他の集客代行サービスも効果があるかもしれない。」と考えていただけるのではないで
しょうか？ 

私の事業、「ダイレクトライティング」には集客用スマホサイト以外にも、「新規患者集客用の
折込集客代行」や「休眠患者掘り起こし用のＤＭ集客代行」があります。今現在、完全無料の集
客用スマホサイトの作成に多数のお申し込みをいただいていますが、そのお申し込みされた方の
何人かは、集客用スマホサイトの作成以外の集客代行サービスにお申し込みがいただけると考え
ています。 

他の集客代行サービスはもちろん有料になります。ですが、集客用スマホサイトを完全無料で作
成して、実際にスマホサイトから新規の患者さんを集客することができたら、私の提供している
サービスを信頼をしてもらえると思います。 

さらに、集客用スマホサイトから新規患者さんを集客できて、私の価値を感じてくれた先生の中
には、私と長期的にお付き合いをしていただける方が現れると考えています。そのため、まずは、
集客用スマホサイトを完全無料で作成して、私のサービスが信用できるものかを判断して欲しい
と思っているからです。 

これがあなたに完全無料で集客用スマホサイトを作成する3つの理由になります。つまり、作成の
段階で利益を出そうとするのではなく、私の利益は後回しにすることで、完全無料で集客用スマ
ホサイトの作成をお受けすることができます。 

無料なんてありえないと疑われている 
先生からよくある7つの質問 

それでは、今までに完全無料の集客用スマホサイト作成にお申し込みいただいた先生からのお問
い合わせをご紹介します。 

質問①無料だからどうせ体験版とかあとでグレードアップしなきゃ効果がないとか言うんだろ？ 
答え：もともと16万2000円で販売していたものと全く同じものなのでグレードアップなども 
　　　一切ありません。こちらからサンプルサイトをご確認ください。http://goo.gl/XJQJNV 

質問②他の集客代行サービスを売るためのしつこい営業をされるんじゃないの？ 
答え：先生が嫌がるようなしつこい営業活動は一切行っておりません。 

質問③何ヶ月か経ったころに使用料とか言って請求書が届くんじゃないの？ 
答え：スマホサイト作成前に契約書を交わすようにしています。その中に完全無料の契約内容を 
　　　明記していますので、法的にも無料を保証させてもらっています。 
　　　【契約書にある料金に関する条項】  

http://goo.gl/XJQJNV


　　　第3条(費用) 
 
　　　１．本業務の制作費用は無料とする。 
　　　２．治療院専用スマホサイト納品後の維持費用(サーバー代、ドメイン代)は無料とする。 
　　　３．治療院専用スマホサイトの納品後の更新作業は、ヒアリングシートで更新依頼をされ  
　　　　　たものに限り、無料で更新作業を代行するものとする。  

質問④ブログを書いて情報を発信したいんだけど？ 
答え：今回作成するスマホサイトにはブログの投稿機能が付いています。是非、あなたの治療院
の情報をブログに投稿してください。 

質問⑤スマホサイトに掲載される店舗情報などは作ってくれるの？ 
答え：担当者がお伺いし、サイト作成に必要な情報を全てヒアリングさせていただきます。ま 
　　　た、写真がない場合もこちらで撮影をさせていただきます。ですので先生にやってもらう 
　　　のはその質問に答えてもらうことだけになります。(但し、担当者がお伺いすることが難し 
　　　い地域はお電話でヒアリングさせてもらい、先生の方で写真を撮影してもらう場合があり 
　　　ます)  

質問⑥スマホサイトに表示される広告はどんな広告なの？変な広告が表示されると困るよ。 
答え：表示される広告は弊社の審査を通過している広告のみになります。公序良俗に反するもの  
　　　や信頼のできない商品サービスを提供している法人からの広告が表示されることはありま 
　　　せん。  

質問⑦完全無料だから集客できないスマホサイトを渡されるんじゃないの？ 
答え：実際に私のクライアントや経営している整体院で集客できているものと全く同じスマホサ  
　　　イトを提供させていただきます。 こちらが実際に私の経営する整体院で集客に使っている 
　　　スマホサイトになります。サンプルはこちらをご覧ください。 

　　　http://chiryoinac.jp/sample1.html 

　　　なぜ、完全無料で提供するスマホサイトが集客できるのかはこの下で詳しく解説していま  
　　　すのでそちらをごらんください。  

どんなサイトを作成してもらえるのか？ 

ここまで読んでいただいているということは、完全無料の集客用スマホサイトの作成にご興味が
あるのだと思います。ですが、実際はどんなスマホサイトが出来上がってくるのか？それが心配で
すよね？なので、あなたが手に入れるスマホサイトはどんなものなのか？それをご紹介します。。。

http://chiryoinac.jp/sample1.html


目立つ場所に、目立つ色で 
タップすると電話発信できるボタンを配置 

スマホユーザーは、なんと言っても電話での予約や問い合わせが大多数です。そんなスマホユーザー
に対して、パソコンサイトだけでのみ対応していない治療院では、予約の電話をかける時にホーム
ページの画面と電話のダイヤルの画面を何度も行ったり来たりして電話番号を確認しながらダイヤ
ルしなければならない為、とても面倒です。 

電車での移動中やすき間時間を使ってホームページをチェックしているスマホユーザーは、この面
倒なダイヤルだけでもライバル院のホームページに行ってしまうことがあります。 

私が作る集客専用のスマホ対応サイトでは、タップするだけで電話を発信できるボタンを、TOP
ページの中でも特に目立つ場所に配置しています。 

このスマホ対応の電話発信用ボタンを大きく目立つように配置することがスマホユーザーを逃さ
ないための大事なポイントになります。その他、あなたの治療院の特徴や患者さまの声など、来
院の決め手となる重要な要素の近くにも、大きくタップしやすい電話発信ボタンを配置しています。

初めての患者さんの不安を取り除く、 
重要な「施術の流れ」ページ 

初めての患者さんは、どんな先生に、どんな流れでどんな治療してもらえるのか？などいろいろな
不安を抱えています。しかも、治療院に行くことが初めてで、治療院に通い慣れていない患者さん
にとっては、とても大きな不安です。 

このような不安を少しでも取り除くために、この「施術の流れ」のページは、とても重要なペー
ジになります。初めての患者さんでも、できるだけわかりやすく具体的な説明載せると共に、イメー
ジしやすい写真も合わせて載せることで、来院前の不安を少しでも取り除いてあげる事が重要です。

私の集客経験上、この「施術の流れ」のページがあるか無いかで新規患者の集客効果にも影響が
ありました。初めての患者さんにとって、少しでも安心感を与えるための情報を充実させることで、
ライバル院のホームページへ逃げてしまう事を事前に防ぐことができます。 

事前にこのような「施術の流れ」をホームページを通して確認していただく事で、先生にとっても
患者さんにとってもスムーズに治療に専念できるようになります。 

読みやすく、見やすくするために画像の大きさ、 
文字サイズの選び方は特に重要 

施術の流れのページと同様に、初めて来院される患者さんにとって、この「スタッフ紹介」安心
感を与えるページとして、とても大切な要素になります。比較的テキストが中心になってしまう「ス



タッフ紹介」のページは、スマホの小さな画面でも読みやすくするためのフォントの選び方、文
字サイズの選び方がとても重要になります。 

この「スタッフ紹介」のページは、治療方針や経歴、患者さんに対する想いなど先生のプロフィー
ルやスタッフのプロフィールを伝える為の大事なページになります。このページをしっかりと作り
込むことによって、初めての患者さんに対しても親近感を持ってもらいやすくなります。 

しかし、初めての患者さんとの距離を近づけるための大事なページにもかかわらず、小さな文字で
読みにくい、見にくいデザインでは、せっかくの患者さんに伝えたい事も伝わりません。とくに40
代、50代、高齢者の多い治療院では、このような文字が読みにくいサイト、見にくいデザインで
は、場合によってはすぐにライバル院のサイトに移動してしまいます。 

こういったライバル院のサイトへ逃げられないようにするためにも、画像の大きさ、フォントの選
び方、文字サイズの選び方には十分に注意が必要です。 

初めて来院する患者さまには必須の 
わかりやすいアクセス方法 

初めて来院する患者さまにとって、治療院までのアクセス方法は必ずチェックする重要なページ
になります。スマホユーザーであれば、初めての治療院へは、ほとんどの場合、スマホを片手に治
療院までの行き方を調べながら来院します。そんなスマホユーザーには、できるだけスマホでも
読みやすい地図を載せる事が大切です。 

私が作るスマホ対応のサイトは、スマホでも見やすいGoogleの地図を埋め込む事によって、初め
ての来院する患者さんでもわかりやすく誘導できるように工夫しています。その他、店舗の写真や
目印となる看板なども必要に応じて写真を使いながら載せています。 

さらにこの「アクセス方法」のページは、道に迷った場合にすぐに電話で問い合わせができるよ
う大きめの電話発信用のボタンも配置しています。 

このようなちょっとした配慮で、スマホユーザーである見込みの患者さまにできる限りストレス
をかけないように工夫をしてスマホ対応のサイトを構築しています。 

以上が、あなたが手に入れていただくスマホサイトの説明になります。ですが、なぜ、私がこのス
マホサイトで新規患者さんを集客できると自信をもってお伝えしているのでしょうか？それには
こんな理由があります。。。 

新規患者さんから信頼を獲得しながら 
ＳＥＯ対策を同時にする方法 

初めて来院する患者さんは、不安で一杯です。どんな先生がいて、どんな施術をされるのか？怖い
人じゃないだろうか？など新しい治療院に行く前はドキドキしています。ですが、そんな新規患
者さんの不安を一掃する方法があります。 



それが、先生のブログです。先生が直接投稿しているブログを読んでもらうことで、新規患者さん
にあなたの誠実さや、治療に対しての思いを感じてもらうことができます。つまり、来院される前
からあなたのことを信用して、「あなたの施術を受けたい。」という気持ちで来院されるように
なります。 

さらに、ブログを更新すると副次的にもう1つ効果が現れます。それは「ＳＥＯ対策」ができると
いうことです。更新頻度の高いサイトは、優良なサイトだと認識され、あなたの地域で治療院を
検索した場合、ライバル院よりも上位に表示される可能性が高くなります。 

そうなると、必然的にあなたのスマホサイトを見てくれる新規患者さんは増えて、集客できる人
数も増えていくようになるでしょう。つまり、あなたがブログを更新していくことで、新規患者さ
んから信頼を得ながら、スマホサイトへのアクセスをアップすることができます。 

なぜ、スマホ対応することで 
患者さんを集めることができるのか？  

5つの理由 

その理由は5つあります。その5つの理由は、、、 

理由1：タップするだけで簡単に電話予約できるようにボタンを配置 
理由2：スマホサイトでの集客経験を元に効果実証済みのデザイン 
理由3：スマホ専用サイトにすることで表示速度を大幅に短縮 
理由4：スマホの画面に特化した見やすいデザイン 
理由5：スマホ対策をしているライバル院はほとんどいない 

これらが、スマホ対策することで集客できる理由になります。それでは、この5つの理由を一つず
つご説明させてください。 

理由1：タップするだけで簡単に電話予約できるようにボタンを配置 

スマホでホームページを見ている時、パソコン用のサイトだけしか準備されていないホームページ
で電話で問い合わせをしようとした時、電話番号をホームページの画面とスマホのダイヤルの画面
を何度か行ったり来たりして確認しながらダイヤルすることでイライラした事はありませんか？ 

スマホの便利なところは、なんと言ってもホームページを見ながら、すぐに電話できることです。
しかし、電話番号は載っていても、スマホユーザー用にタッチするだけで電話が発信できるよう
になっていなければ、大きなストレスを与えてしまいます。 

私が制作するスマホ対応用のサイトでは、全ての電話番号がタップするだけで電話が発信できる
ようになっています。さらに、この電話番号はできるだけ目立つ色で、タップしやすい大きめのボ
タンでデザインしています。 



電話での予約やお問い合わせが圧倒的に多いスマホユーザーに目立つ場所、目立つ色、タップし
やすい大きさで電話発信ボタンを配置する事で確実に集客へとつなげていきます。 

理由2：スマホサイトでの集客経験を元に効果実証済みのデザイン 

スマホサイトを作ろうと思ったとき、、、 

・どこの制作会社で頼んでいいのかわからない… 
・どんなスマホサイトを作れば集客できるのかわからない… 
・どんな内容やデザインにすれば効率的に集客できるのかわからない… 

こんなお悩みはありませんか？パソコンユーザーとスマホユーザーでは、見たい内容や確認した
い内容は違います。 

パソコンユーザーは比較的落ち着いてじっくりと家やオフィスでホームページを見ますが、スマホ
ユーザーはすき間時間や電車の移動時間など「ちょっとした時間」を使ってホームページを見て
います。 

ですので、パソコン用のホームページの内容をそのままスマホ用にしたのでは、スマホユーザー
にとっては不必要な情報が多かったり、画像も必要以上に使われている重たいホームページで、
とても見にくいページになってしまいます。 

私が作るスマホ対応のサイトは、これまでにたくさんのスマホサイトを構築してきた集客経験を
元にデザインしています。さらに掲載する内容もスマホユーザーの「ちょっとしか時間」で見るこ
とを想定し、スマホユーザーの行動心理に合わせた内容と見やすいデザインにしています。 

これまで経験した集客効果の高い効果実証済みの方法を凝縮してあなたのスマホサイトを構築し
ます。 

理由3：スマホ専用サイトにすることで表示速度を大幅に短縮 

スマホで検索するとき表示速度が遅くてイライラした経験はありますよね？そんなときあなたは
どういう行動をされているでしょうか？ 

①そのままサイトが表示されるのを待つ、、、 
②サイトを見るのをやめて他のサイトを探す 

もちろん②のサイトを見るのをやめて他のサイトを探しますよね。このように表示速度が遅いだ
けでサイトの集客効果はなくなってしまいます。せっかくあなたのサイトに来てもらうことがで
きた患者さんを表示速度が遅いだけで逃してしまっているのです。こんなことはしたくありませ
んよね？ 



この表示速度が遅くならないようにするためには、いくつか方法がありますが、中でも画像デー
タを軽くすることで、表示速度をできるだけ落とすことなくサイトを構築する事が可能です。 

表示速度を意識したスマホ対応のサイトを構築することで、②のようなスマホユーザーを逃すこ
となく集客できるようになります。 

理由4：スマホの画面に特化した見やすいデザイン 

スマホでホームページを見たとき、画像や文字が小さく見づらい経験をした事はありませんか？
スマホの画面でわざわざ文字を拡大表示したり、指で何度も拡大しながらホームページを見た事
はありませんか？ 

パソコン用のホームページしか用意されていない治療院のホームページでは、小さなスマホの画
面で見るととても小さく見づらいページになってしまいます。せっかく、あなたの治療院の特徴
やアピールしたい内容を載せていたとしても、このようにスマホユーザーにとって不親切なサイト
では、見てもらうこともできません。 

これでは、せっかくあなたのホームページに来てくれた見込みの患者さんを逃してしまいます。こ
のような事態を避けるためにも、スマホの小さな画面でも見やすくデザインする事が大切です。 

画像の大きさ、文字の大きさなどスマホの小さな画面でも見やすく読みやすいデザインにする事
で、スマホユーザーにストレスをかける事無く、アピールしたい内容をしっかりと見せる事が大切
です。 

私が作るスマホ対応の集客専用サイトは、スマホの小さな画面でも見やすくデザインします。さ
らに、確実に集客つなげるために電話ボタンの色や大きさ、配置する位置などもこれまでの集客
経験を元にデザインします。 

理由5：スマホ対策をしているライバル院はほとんどいない 

もし、あなたがスマホを使っているのなら、あなたのライバル院、競合院のホームページをスマ
ホから見てみてください。 さらに、あなたの治療院がある「地域名＋整体」もしくは「地域名＋
整骨院」というキーワードでスマホから検索してみてください。 

おそらく、ほとんどのライバル院、競合院はまだパソコン用のホームページしか持っていないはず
です。仮にスマホ対策をされたホームページを持っていたとしても、新規の見込み患者さんの行動
心理に合わせた集客専用ページにはなっていないはずです。 

スマホユーザーは毎日増え続けているにもかかわらず、まだまだスマホユーザー用に、しかも集客
に特化したスマホ対応のサイトを持っている治療院はほとんどありません。 

ライバル院、競合院よりも1日でも早くスマホ対応の集客専用のサイトを持つことで見込みの患者
さんを集客し、囲い込むことができるようになります。 



以上がスマホサイトを作成したことで、新規患者さんを集客できる5つの理由になります。それで
は、完全無料の集客用スマホサイトの作成にお申し込みした後の手順をご紹介します。 

スマホ対応のサイト制作の流れ 

【Step1】同封の申込書に必要事項を記入して申込む 
同封の申込書にて必要事項を記入してお申し込みください。後日、担当者からご連絡をさせてい
ただきます。 

【Step2】疑問の解消 
担当者から連絡があったときに、疑問や不安な点がありましたらご質問ください。どんな質問で
もお答えいたします。疑問点が解消できたら、今後の手順をご連絡いたします。 

【Step3】契約書の送付  
まず初めに契約書を取り交わします。こちらは個人情報の保護や、費用が無料であることを明記 
した契約書になります。2部作成し、1部はあなたが保有し、1部は私が保有いたします。  

【Step4】治療院紹介のヒアリング  
契約書を取り交わした後、担当者が店舗までお伺いして、ヒアリングをさせていただきます。こ
ちらから治療院の情報の質問をしますので、その質問に答えていただくだけで大丈夫です。(但
し、 担当者がお伺いすることが難しい地域はお電話でヒアリングをさせてもらいます)  

【Step5】スマホサイトの制作 
担当者が伺い、ヒアリングが完了しましたら、スマホサイトの作成に取り掛かります。 

【Step6】スマホサイトの確認 
ヒアリングした内容をもとに作成したスマホサイトをご確認していただきます。ここで実際の構
成やデザインをチェックしていただきます。内容により、修正や追加情報があれば随時更新をして
いきます。 

【Step7】スマホサイトの公開 
スマホサイトの確認が完了しましたら、公開をして、必要な情報をご連絡いたします。 

スマホサイトを最大限活用するための 
サポートプランもご用意しました 

今回、完全無料のスマホサイトの作成にお申し込みいただいた方にサポートプランもご用意しま
した。そのプラン内容は、、、 

・365日24時間受付の個別相談(無制限)  
・Facebookグループでスマホサイトを使った集客相談  



　（PPC・SEO・ブログ対策など） 
・スマホ集客成功事例を公開  
・スマホサイトの編集が無料(依頼から1ヶ月程度で修正します)  

以上になります。それでは、こちらも1つずつ紹介をいたします。 

365日・24時間受け付けの個別相談（無制限） 

・スマホサイトを作ったけど、どうやって集客したらいいかわからない... 
・スマホサイトから予約の電話をもらえない... 
・スマホサイトをどうやって運用したらいいんだろう… 

このような課題や解決したいことがあれば、すぐにご相談ください。ご相談はこの完全無料のス 
マホサイト作成のお申込者だけのFacebookグループを作成します。そこで365日・24時間受け
付けています。いただいた質問には遅くとも一週間以内には回答します。  

Facebookグループでスマホサイトを使った集客相談 
 （PPC・SEO・ブログ対策など） 

・作ったスマホサイトで、PPC広告を出して集客したいけどどうしたらいいの?  
・スマホサイトをSEO対策して上位表示させたいけどどうやるの?  
・ブログを投稿したいけど、どんなことを書くと集客しやすいの?  

など、スマホサイトの集客方法や運用方法などについてお困りであれば、お気軽にご相談くださ 
い。 スマホサイトを使った集客のアドバイスをさせていただきます。これはつまり、私たちをコ 
ンサルとして雇うようなものです。  

スマホ集客成功事例を公開 

他の治療院はスマホサイトを使ってどんな集客をしているのか? 繁盛している治療院のスマホサ 
イトのブログの投稿はどんなことを書いているのか? など、気になった事はありませんか?  

この集客サポートは、いただいた質問や回答は基本的にすべてFacebookのグループページで共有 
されることになります。  
この情報の共有は、自分では気付かなった疑問、自分では試したことのない集客方法などを知る 
事ができます。こういった情報をグループページで共有することで、事前に集客の失敗を防いだ
り、 他の治療院が成功した集客方法だけピックアップしてあなたの治療院に応用することができ
るよ うになります。  



スマホサイトの編集が無料 
   (依頼から1ヶ月程度で修正します) 

スマホサイトを納品した後もサポート期間中の編集は無料でお受けします。例えば、スマホサイ 
トが完成した後に、写真の入れ替えやプロフィールの文章など変更したい箇所が出てくると思いま 
す。スマホサイトの編集が必要になりましたら、ご連絡ください。ご依頼頂いてから1ヶ月程度で 
スマホサイトの編集を無料でさせていただきます。  

お申し込みは毎月100医院限定  
※あと37医院  

この完全無料のスマホサイト作成は毎月100医院限定です。なぜなら、先日FAXDMで完全無料の
スマホサイト作成をご案内させていただいたところ、全国から多くの治療院からお申し込みをい
ただきました。こちらが想像していた以上のお申し込み数でした。 
  
そこで、1ヶ月でお受けできるのは100医院までとさせていただきました。これ以上の医院から作 
成依頼を受けてしまうと、先にお申し込みされた先生への納品が遅れてしまうなど、ご迷惑をお 
かけしてしまいます。そのため、毎月100医院限定とさせていただきます。  

スマホサイトの作成はお申し込みいただいた先着順になります。なので、ライバル院が先にお申し 
込みをされた場合は、あなたのスマホサイトの作成は必然的にライバル院よりも後になります。
な ので、ライバル院が先にお申し込みをされる前に、お申し込みをされることをお勧めします。 

お申し込み方法は簡単です。 
下記のメールアドレスにて、お名前、治療院名、サイトをご記入いただき、ご連絡ください。その
後、担当の私、今田（こんだ）より今後の手続きについてご連絡させていただきます。 

追伸：「タダほど高いものはない」「こんなうまい話があるわけないだろう」そう思われるのは 
当然です。ですので私も本音でお話します。  

これからは完全にスマホの時代になります。主流となっているメディアがここまで大きく変わるこ 
とは私の人生でもう一度あるかないかでしょう。ですから正直言って私はこの人生に一度あるか 
ないかのチャンスを確実に活かして、スマホサイト集客の第一人者になりたいのです。  

そのため、できる限りのサポートをして実際に先生に集客をしてもらうことがこの企画で最も重 
要なことになります。私もできる限りのことをして先生の治療院に患者さんが集まるようにします 
のでそのチャンスをいただけると嬉しいです。  


