Facebookファン待望のワークショップで学ぶFacebook講座を開催！
全6回のカリキュラムの中からみなさんの学びたいテーマをお選びください！
Webイノベーション・コンシェルジュ
代表

板津 博臣 氏

Profile:上場会社にて、大手電機メーカー・外資系コンピューターメーカー・都市ガス会社等各社の基幹シス
テムの構築等に携わった後、ITベンチャー企業のCMOとして新規顧客1,000社を開拓。現在は独立し『東
海地域を元気にし、さらに日本を元気にするために』をモットーに多方面で活躍中。特にFacebookをはじめ
としたSNSを使っての地域振興活性化とセミナー開催に尽力している。

DVD予約受付中（８月下旬）
第1回 Facebookページの開設と運営
第2回 Facebookページで使える無料アプリ活用 DVD予約受付中（9月中旬）
第3回 Facebook広告の出稿ワークショップ
DVD予約受付中（9月下旬）
第4回 Facebookページの無料アクセス解析ツール活用方法
第5回 Facebookページやホームページを始めとしてチラシ等のデザイ
ン作成に使えるフリーソフト(無料ソフト)の操作方法
第6回 Facebookクーポンの活用方法と活用事例
講座カリキュラム・複数参加特典は裏面をご覧ください。（一括/複数申込者は特典あり）

参加費 各講座￥2,500 開催場所 名駅4丁目おもしろ会議室
名古屋市中村区名駅4-24-12グローバビル5F

『ワークショップで学ぶFacebook活用講座 全6回』
以下のような講座をお探しの中小事業経営者・個人事業主・起業家・士業・プロフェッショナルの方にオススメ！

□パソコンを持ち込んでプロからFacebookカスタマイズについて学びたい方！
□連続して同じ講師から集中的にFacebookについて講義を受けたい方！
□基本からマニアックな話まで聞けるFacebook講座をお探しの方！
ご希望の講座全てに ○印をお願いし ます ！
第1 回
第2 回
第3 回
D V D \ 3 ,6 7 5 (税込) D V D \ 3 ,6 7 5 (税込) D V D \ 3 ,6 7 5 (税込)

第4 回

第5 回

第6 回

ご記入の上、下記の宛先にFAXでお申し込み下さい
貴社名
ご住所
TEL

FAX

Eメール

業種

御名前

部署

お役職

御名前

部署

お役職

申し込み先

お支払方法 次のいずれか☑をしてください。 事前振込 □

FAX:052-701-2628
問い合わせ先
セミナー開催事務局
担当：柴田 TEL052－589-6435
名古屋市中村区名駅3-24-8 三立ビル3F

※本申込書にご記入いただいた情報は厳守致します。
PCか ら の お 申 し 込 み 方 法
↓↓↓こちらからもお申込みいただけます。↓↓↓
http://www.kofficenagoya.com/

当日現金払い □

講座カリキュラム
以下の中からお好きな講座をお選びください！
日時/開催場所

内容

習得目標

参加費

定員

【Facebookページの開設と運営ワークショップ】
Facebookページをまだ開設されていない皆様向けに、自分自身(社内)で簡単に Facebook

・自社のビジネスの目的に合った

2012年8月5日（日）
ページを開設し、その後の運営をご自身で行なっていかれたい皆様向けに、 Facebookペー Facebookページの開設が出来る
15時00分～17時00分 ジの開設と運営方法をワークショップ形式で開催します。 ※Facebookページは、開設(お金 ・SEO（検索）にも強いFacebookペー

第1回

名駅4丁目
おもしろ会議室
名古
屋市中村区名駅
4-2
4-12グローバビル
5F

を掛けて制作)しただけでは本来の目的である集客や売上アップには結びつきません。
Facebookページで集客・売上アップを行なっていく ためには、Facebookページの運営が一
番大切です。これからFacebookページを開設しようとされている皆様にFacebookページを自
分で開設するためのワークショップと合わせて、Facebookページを開設したのだけれど目標
となる集客や売上アップに繋がってみえな い皆様にFacebookページの運営の基本を習得し
て戴くためのワークショップとなります。

ジを開設できる
・ファンを巻き込んで行ける
Facebookページの運営の基本を身に
つける

DVD予約
受付中（８
月下旬販
売予定）

【Facebookページで使える無料アプリ活用ワークショップ】
第2回

Facebookページを開設された（ホームページの様なカスタムページを制作予定の）皆様向け
2012年8月25日（土）
に、Facebookページのウォールやノートなどのように過去の投稿が下に流れていってしまわな
15時00分～17時00分
いよう、ホームページと同様に自社の会社案内や商品・製品案内、問合せフォームなどを
Facebookページにカスタマイズ（組み込み）を行える無料アプリの活用方法をワークショップ
名駅4丁目
形式で開催します。
おもしろ会議室
※Facebookページの制作に数万～何十万もコストを掛けたくない。自分で出来る事は自分
名古
屋市中村区名駅
でやりたい皆様が対象のワークショップとなります。
4-2
4-12グローバビル
5F

【Facebook広告の出稿ワークショップ】

・会社案内や商品・製品案内などの
ページをFacebookページに組み込め
る様になれる
・Google MapををFacebookページに
組み込める様になれる
・問合せフォームをFacebookページ
に組み込める様になれる

・Facebook広告の種類と基本を理解

2012年9月14日（金）
する
18時30分～20時30分 YahooやGoogleのリスティング広告(キーワード広告)とは違い、市(半径何キロなど)、性別、年 ・Facebook広告の配信可能な対象

第3回

齢、趣味・関心、学歴、恋愛対象、交際ステータス(すべて、独身、婚約中、交際中、既婚) な
どの、Facebookユーザーの属性に合わせて配信が出来る広告で、1日最低￥１００からでも始
められる広告についての、出稿方法などをワークショップ形式で開催します。※Facebook
名駅4丁目
ページを友達の繋がりよりも、より多くの皆様に短期間で認知して戴ける、最も正当な方法で
おもしろ会議室
あるFacebook広告の出稿ワークショップです。お試しであれば、1日だけで最低￥１００から
名古
屋市中村区名駅
でも始められますが、出来れば月間で￥５，０００〜¥１０，０００ぐらいのコ ストをかけれる方が
4-2
4-12グローバビル
5F ベストです。

DVD予約
受付中（9
月中旬販
売予定）

を理解する
・自社のターゲットに合わせて、
Facebookユーザーの属性を絞込み
費用対効果の高い広告の出稿が出
来るようになれる

DVD予約
受付中（9
¥2,500
30名
月下旬販
売予定）

【Facebookページの無料アクセス解析ツール（インサイト）
の活用方法ワークショップ】

第4回

・自分が管理しているFacebookペー
ジのファンの性別、年齢層居住地の
国、市町村などをインサイト（アクセス
2012年9月29日（土）
解析）により分析が出来るようになれ
15時00分～17時00分 『いいね！』の押された数がわかるＦacebookのアクセス解析ツールで、『いいね！』を押され る
た数の推移や、押して戴いたファンの統計（性別、年齢、地域など）や、ファン数のみならず
・自分が管理しているFacebookペー
ファンの友達の数もユニーク値でわかり、Facebookページから投稿したコンテンツ（情報）を
ジのファンが、どの様な投稿を望んで
見た人数なども分析できるアクセス解析ツールの活用方法をワークショップ形式で開催しま
いるのか把握出来るようになれる
す。
名駅4丁目
・インサイトの分析により、Facebook
※ご自身が管理されてみえるFacebookページに、「いいね！」のファンの数が30名以上にな
おもしろ会議室
ページのファンがどの様な日時（曜日
ると、インサイトが使えるようになりますので、ファンの数が３０名以上になっているか、今後ファ
名古
屋市中村区名駅
や時間帯）に投稿した情報を沢山見
4-2
4-12グローバビル
5F ン数が３０名以上を目指される方が対象となります。
ているのか分析が出来るようになれる

2012年10月11日（木）
18時30分～20時30分

第5回
名駅4丁目
おもしろ会議室
名古
屋市中村区名駅
4-2
4-12グローバビル
5F

30名

¥2,500

30名

¥2,500

30名

【Facebookページやホームページを始めとしてチラシ等の
デザイン作成に使えるフリーソフト（無料ソフト）の操作方
法ワークショップ】

・Facebookページやホームページを始めと
してチラシ等のデザイン作成が自分で出来
るようになれる
・画像の隠したい部分にモザイクを入れた
写真や画像などの編集を簡単にでき、無料で利用できるフリーソフトの操作方法を、基本的 り、画像の拡大・変形などが出来るようにな
れる
な操作の解説とあわせて実際の操作方法をワークショップ形式で開催します。
※Photoshopなどの高額な画像編集ソフトを持たれてみえない皆様で、ご自身でデザイン作 ・写真の必要な部分を切り抜いたり、バック
の画像を変えたり出来る様になれる
成を目指される方が対象となります。

【Facebookクーポン（チェックインクーポン）の活用方法と
活用事例】

第6回

¥2,500

Facebookクーポンは無料で作成ができ、ファンが「クーポンを入手」をクリックすると（チェクイ
ンクーポンとは違いリアルな店舗がなくても・クーポンの対象期間中に店舗にこれなかったと
しても）、そのファンの友達のニュースフィードにもその情報が表示される事で、クチコミでファ
ンの友達をお店などに誘導できるFacebookクーポンの活用方法と活用事例を中心にした講
2012年10月31日（水） 座です。
18時30分～20時30分 ※既にチェックインクーポンを発行されているか、今後Facebookクーポンを発行されたい皆
様が対象となります。
尚、現状ではFacebookクーポンの発行は既にチェックインクーポンを発行済みであるか、
名駅4丁目
Facebookページに「いいね！」のファン数が５００人以上の個人事業主のFacebookページで
おもしろ会議室
優先的に発行されています。
名古
屋市中村区名駅
※Facebookによる公式アナウンスによるFacebookクーポンの発行可能ページ：クーポンは
4-2
4-12グローバビル
5F
ベータ版であり、限定数の個人事業主のFacebookページでのみ提供可能です。クーポン
は、近いうちに、より多くの事業主が使用できるようになる予定です。

・チェックインクーポンとFacebook
クーポンの違いを理解できる
・Facebookクーポンのメリットと
Facebookクーポンの発行方法を理
解できる
・Facebookクーポンの活用事例を
参考に自社でのFacebookクーポン
の展開に繋げられる
・Facebookクーポンが発行できな
いFacebookページでも、Facebook
クーポンの提供範囲が拡大された
場合に備えて申請を行なう

複数参加特典：残り５回のうち２回ご参加の方は指定の口座へ事前振込により５００円引き（￥４．５００）、３回ご参加の方は１，０００円引き
（￥６，５００）、４回ご参加の方は１，５００円引き（￥８，５００）、５回ご参加の方は２，０００円引き（￥１０，５００）となります。振込の場合は１回・
複数参加の場合も一括でお支払いください。
尚、振込先はウェブ・ＦＡＸでの申込み後主催者側からご連絡いたします。（電話は問い合わせのみの対応とさせていただきます。）
キャンセル期限：各講座の開催３日前迄（振込手数料を引いた額をご連絡のあった日から１週間以内に返金いたします。）
万が一講座の２日前から当日キャンセルされる場合は返金の代わりにDVDに講座の模様を収録したものを後日送付予定。（２週間後）

開催会場案内

ＪＲ名古屋駅東側出口から南東方面へ徒歩８分
笹島交差点にあるスパイラルタワー（名古屋モード学園）から広小路沿いに
東へ１７０Ｍ先にある建物の５Ｆとなります。愛知銀行と餃子の王将の間に
ある喫茶店が目印です。

