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開業後の状況
・平成26年2月に開業するが・・・

顧問数1件のみ

とりあえずアルバイトに行く

「将来事務所を承継も考えている・・・・・」と言われる「将来事務所を承継も考えている・・・・・」と言われる

週3日 週5日（フルタイム）

営業活動は一切できない

・やっぱり自分でやりたい

平成27年4月からアルバイトを辞める



開業後の状況
〇平成27年4月から
・とりあえず何をしたらよいか分からない

・交流会に行ってみる 効果なし

・業種特化したほうが良いと思い 医業専門といってみるが効果なし

・政策金融公庫にお金を借りに行く 生活費に消えていく・政策金融公庫にお金を借りに行く 生活費に消えていく

〇中小企業税務経営研究会で蔵田先生に相談

〇平成２７年10月
・ホームページを開設（お金ないので自分で手作り・・・）（ワードプレス）



開業後の状況



開業後の状況
・ホームページアップした翌日にいきなり問い合わせがある

・平成27年11月からリスティング広告を始める

GoogleアドワーズのみGoogleアドワーズのみ

キーワードは 税理士+地域 杉並 吉祥寺 三鷹・・・

税理士+価格 安い などは除外にした

Googleの勧める通りにやると金額型高額になるので注意



リスティング広告をはじめてから



リスティング広告をはじめてから



リスティング広告をはじめてから
〇感じたこと

・特別なスキルが無くても、リスティング広告である程度の集客はできる

（低価格はしょうがない）

・ホームページの質も関係ない（手作りでもなんとかなる）・ホームページの質も関係ない（手作りでもなんとかなる）

・単価が安い分、解約になってもあまり影響を感じない

〇反省点

・20件を超えてくると一人で作業だとかなり苦しい

・どのタイミングで人を雇うかをイメージしておかないといけない

・最初のころは何でも取ろうとしていたが、業種を選んで価格に合う顧問先を選んだほうが良い



現在の状況
・リスティング広告は3月でストップ

・ホームページからの直接問い合わせ

ワードプレスはSEOに強い？

エリア的に良い場所だった？エリア的に良い場所だった？

手作りのHPが逆に良い？



現在の状況
・freeeからの紹介

毎月２～３件くらいはある

あまり受注には繋がらない



これから
・事務所の移転

採用の為にも、事務所を借りたい

・スタッフの採用

業務はスタッフに任せることができる仕組みつくりたい業務はスタッフに任せることができる仕組みつくりたい

・業務特化

現在の低価格だけではないサービス展開



ご清聴ありがとうございました



５年で年商１億円

新規ネット受注年間１億円への道
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自己紹介

永江 将典（ながえ まさのり）

１９８０年生まれ

２０１２年９月 小牧市で独立

２０１２年１２月 名古屋市へ移転

２０１７年度 年商１億円超えた

２０１８年１月 新宿支店オープン予定

２０１８年２月 岡崎支店オープン予定
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開業時

営業能力・・・ゼロ

税務能力・・・ゼロ

貯金 ・・・300万円

ネット集客の知識もゼロ！！
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なんとかなるかと思っていたら・・・

開業１ヶ月目 売上 ０円！

どうしたらいいんだろう？

来月は異業種交流会へ参加して、名刺を配りまくるか・・・

やだなぁ(T_T)

飲み会とか、まじ行きたくない。
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自信がなくて。開業２か月目の奇跡

なんと！仕事を依頼されたのに断る！！

当時の実務能力

・税理士事務所での勤務経験ゼロ

・申告書作成経験ゼロ

・初めて提出した申告書はミスり、返金対応♪

※みなさん、確実に私より好条件でスタートしています！！
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お金が使えない

貯金３００万円がガンガン減っていく
通帳残高をみるのが怖い

名刺発注3,000円がもったいなくて、自作
端がギザギザのダサい名刺端がギザギザのダサい名刺

交流会に行こうと思っても、参加費が払えない

返ってくるかどうかわからないものにお金を使えない
先が見えず、眠れない夜
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現在

『今月もよろしくお願いします』の一言で、

勝手に仕事の電話が鳴り続けます。

名刺交換も、気分の乗らない飲み会にもいきません。名刺交換も、気分の乗らない飲み会にもいきません。

スタッフにもう嫌だ！と言われたら、1クリックで停止します。

交際費は０円、という月も普通にあります。

交際費も、仲のいい仲間との飲み代のみです。
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オラオラ営業

勝手に仕事の電話が鳴ります。

先に仕事が集まっているので、

弁護士や司法書士、行政書士の方、保険営業マンの方へ弁護士や司法書士、行政書士の方、保険営業マンの方へ

仕事を依頼できます。

『そろそろ、紹介で返して欲しいなぁ～』と強気に行けます。

『これだけ弾抱えてるから提携してよ』とやらしく交渉できます。

『セミナーやるんだけどさぁ（くるよね）』と暗に臭わせることができます。
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ネット集客の威力

「税理士 名古屋」 「名古屋 税理士」

というキーワードで、検索１位をゲットしました。

ネットからの年間受注額は・・・
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実物のサイトはこちら

http://sugoigundam.jp/

まさか1位まで行くと思ってなかったので、URLが、超適当。

「ガンダムが好きなんですか？」

と新規のお客様から聞かれたりします。

めんどくさいので、「そうなんです！」と笑顔で答えています。
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ネット集客したくなりましたか？

・営業活動ゼロ

・めんどくさい飲み会もなし、メタボ・糖尿病の心配も不要

・異業種交流会で頑張らなくていい

・オラオラ営業・オラオラ営業

・いやらしい業務提携作戦

・相見積もりで負けても気にならない

・新規面談もスタッフにお任せ（受注できなくても次がくる
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ネット集客できた要因

•成功事例を見つけて徹底的に研究した

•金をじゃぶじゃぶ使った（売上と経費のバランス無視！）
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何から始めたか？

蔵田先生のDVDとの出会い。こちらのＤＶＤ。

こちらのＤＶＤは社団入会特典です。今すぐ！入会しましょう。

さらに成功しているサイトまで真似する権利付きです。
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蔵田先生のＤＶＤの効果

• ＤＶＤの内容に忠実に、初めてのホームページを制作

• サイト公開３日後に受注

• リスティング広告は、月５万円程度（げろはきそうでした）

• ２０１２年１２月に始め、確定申告時期でもあったため順調に受注が増え
ました。売上高広告費率１０％程度だったと思います。

• ネットで行ける！と自信がつきました。
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今はこんな感じです。この他、電話もリンリン鳴ってます。
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３５万円のＤＶＤの効果

・ＤＶＤ３５万円 （げろ吐きそうな思いで購入）

・ＨＰ制作２０万円 （涙を流しながら発注）

・リスティング広告 ５万円 （貯金が１００万円を切った瞬間！）

・受注３件７０万円

はじめて通帳に３０万円くらい、ぽんと入金された瞬間。

なんとか生きていけるかも・・・と思えた瞬間でした。
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ネット集客できた要因

•成功事例を見つけて徹底的に研究した

•金をじゃぶじゃぶ使った（売上と経費のバランス無視！）

17



金をじゃぶじゃぶ使ってみた

２０１７年の投資

・３５万円 事務所サイト ・５０万円 求人サイト

・５０万円 相続サイト ・１５０万円 相続サイト

・３２４万円 youtube動画広告 ・１６０万円 ラジオCM・３２４万円 youtube動画広告 ・１６０万円 ラジオCM
・１００万円 本３冊出版 ・２００万円 MAP経営、MAS研修
・相続ＭＰ講座

・法人化して新宿、岡崎に出店します

・社員が１５名、バイトが７名、来年確定２名増。なのに今年の売上が１億円。

・脳梗塞リハビリ事業を年内に開始予定
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資金はどこから？

みなさん、借入金はありますか？

私は、先月の新規借入で４０００万円超えました。

最初は、200万円借りるだけでちびりそうでした。
なんせ最初は、３０００円の名刺が発注できず自作した男です。

「倍プッシュだ」の言葉に支えられ、借入を増やしていきました。
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屍を乗り越えて

痛恨の一撃も食らいました

ラジオ広告 １６０万円 受注０！
HP制作費 １５０万円 受注０！
製作費 受注０！ 名古屋で検索１位にしますよ♪

甘い言葉に
とても弱い！！

HP製作費 １５０万円 受注０！ 名古屋で検索１位にしますよ♪
HP広告費 ３０万円 受注０！ 名古屋で検索１位にしますよ♪
SEO対策費 ６５万円 受注０！

はっきり言って、もうやめたくなります。
そんなときは、いつもあの熱いカレンダーを眺めていました。

20



最近のぶっこみパターン

・何か新しい集客を始めたいとき

ホームページを３つの業者に依頼します。

そのうち、１つが当たればいいや！という感覚です。そのうち、１つが当たればいいや！という感覚です。

※最初は１回失敗したら、もう２度とやるもんか！って思ってました。

結構、げろ吐きそうな思いをしながら１億円受注できる集客力を

身に着けました。

21



HP制作会社について

・売れる文章力

・売れるデザイン力

・売れる広告力

この３つが揃った会社を見つけましょう。

この３つを見極める力は必要だと思います。

今は、６社使ってみて、そのうちの２社と付き合っています。
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一応、頑張ってた時期もあります

• ページは１万ページ以上作りました

• 作ったサイトは１００以上

• 時間は２０００時間以上費やしました
（３科目くらいとれる時間を集客の勉強に使ってます）

• ３００万円くらいは勉強代でセミナー行きました
（アフィリエイター向けのＳＥＯセミナーとか、ライティングセミナーとか）
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研究の成果事例

・アフィリエイターの技術をパクろう！

site:http://xn--n9jxig0r8cc2166hpx9a.net/

アフィリエイト＋税理士＋全国市町村 でサイト作成アフィリエイト＋税理士＋全国市町村 でサイト作成

（今は削除しましたが、北海道など遠方からも受注しました）

せどり版 http://せどり融資.xyz/
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ネット集客できた要因

•成功事例を見つけて徹底的に研究した

•金をじゃぶじゃぶ使った（売上と経費のバランス無視！）

※誰もやらないくらい続ければ、何だって結果は出ます。

全産業の中の税理士、しかも名古屋という狭い市場での競争です。

税理士試験のほうがよっぽど難しいと思います。正しいやり方をすれ
ば、誰でも結果が出せます。
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業務提携のご案内

弊社だけでは、首都圏・名古屋の問い合わせを捌けない状況です。

引き受けてくださる先生を募集します！

全国他のエリアでも集客可能です。全国他のエリアでも集客可能です。

当社のノウハウをお伝えします。一緒にやりませんか？

受注可能な仕事：会社設立、記帳・経理代行、仮想通貨 法人顧問、

個人の確定申告、相続税、税務調査
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業務提携のご案内

メリット

・すでに集客できてるので、失敗しません

・一生使えるネット集客ノウハウが身に付きます

お問い合わせ

・メール（39@tax-nagoya.jp）にて、業務提携の詳細が知りたい！
とご連絡ください。電話にて返信させていただきます。

実際に業務提携となった際は報酬も発生しますが、損するリスクはほぼな
いと思っています。クロージング力は必要です。
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ご清聴ありがとうございました

確定申告の仕事が楽に受注できる季節です。

去年は１１月～２月で確定申告を４００万円程度受注しました。

リスティング広告を利用しました。リスティング広告を利用しました。

割合は少ないですが、法人化するお客様も出てきます。

これからネット集客始める！という方には仕事もとれるし、ネット集客
の練習にもなるのでお勧めです。
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開業1年8カ月で顧問51件
 獲得     戦略

高田寛税理士事務所
税理士 高田 寛



税理士高田寛       

高田寛税理士事務所（東京税理士会豊島支部所属）
東京都豊島区池袋2-65-1プラザフェリス303
①生年月日：1985年10月30日（現在32歳）
②出身：埼玉県さいたま市（浦和）②出身：埼玉県さいたま市（浦和）
③経歴：(株)TKC（2年） 税理士試験受験専念（1年半） 新宿 個人事務所（2年） 

赤坂 中堅税理士法人（2年） 青山 相続専門個人事務所（半年）
④開業時期：平成28年4月（顧客ゼロからのスタート）
⑤事務所人数：3人（自分、妻、パート1名 時々税理士 友人 外注）
⑥事務所の特徴：創業3年以内 20代 30代 社長 創業支援特化
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事務所の変遷

3

平成28年4月開業時
（自宅の1室）

平成29年1月～池袋の
レンタルオフィスを借りる

平成29年7月～池袋の
マンション1室を借りる



開業直後 状況（最初 半年）

・完全ゼロからのスタート
・300万円を公庫から借りる
 最初 半年 池袋 税理士法人 週3バイト
・人脈ゼロ→最初 半年 異業種交流会 参加    ・人脈ゼロ→最初 半年 異業種交流会 参加    
（仕事   取     税理士   見      
確認  場    良   ）
・とりあえず自分でHPを作った（あきばれホームページ）、ブックマーケティングもしてみた（エッサム）
（自分の軸が定まっておらず、反応も少なかった。）
 集客     行    成功法則系 本 読         実行    
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開業  半年経過後

 半年    動   HPと紹介で月1件程度取          

（当時 税理士 文京区  検索1位になっていた。）

→    当時法人顧問年間報酬 60万円 の設定

相見積  時 金額 負     多  

他事務所との違いを出すのが大変

→    一人 全 対応   職人税理士   

     回      経営者税理士   

方向性に迷う…   成長感 欲  …
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転機（税務経営研究協会に入会）

 開業  半年経過     方向性 固       
誰かのコンサルティングを受けたいと考えていた
→たまたま藏田先生が2016年12月に販売されていた
 税理士     開業  軌道 乗     必勝    DVD  拝見 税理士     開業  軌道 乗     必勝    DVD  拝見
→藏田先生 緻密 戦略  税理士 集   皆 成功  
業界を盛り上げていこうという想いを感じ、入会

→ 職人税理士    経営者税理士  方向転換 決意
（「自分が全てやって納得いく完璧な仕事をしたい」
より「収入増やして働く時間を減らしたい」の方向。）
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リスティング広告・月額1万円 型    集客    

・低価格（月額1万円 ） 若手起業家向  会計税務 基本    
→ニーズが顕在化しているため、リスティング広告（ネット集客）との相性◎

・創業3年以内 20代 30代 社長限定 場所      駅 池袋駅 ・創業3年以内 20代 30代 社長限定 場所      駅 池袋駅 
→豊島区だけでなく、練馬区、板橋区、文京区、埼玉県一部が商圏となる。
→豊島区    法人設立数 月間100件程度 
（しかし練馬区、板橋区足せば200件超える。）
→ターミナル駅から徒歩5分以内。最初から来所型を徹底。
（    初回  来所       来所    初回 無料 何   相談      ）

7



HP 大幅変更（藏田先生方式 ）

【変更前】 【変更後】
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HP作成 意識    

        （      前提 衝動的  良     感     ）
→目を惹きつけるためにターゲットを絞る（「皆さん」ではなく、「あなた」）
・ボディコピー
→①問題提起（依頼することでのメリット、放っておくことでのデメリット）
②共感、限定感、お客様の声
③問題解決への欲求
④行動
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リスティング広告開始（平成29年5月 ）

・リスティング広告費
平成29年5月 10万円 ①1件2万円 3万円程度 獲得       
平成29年6月 7万円 ②時期によって反応変わる
平成29年7月 3万円 ③週明  月中 下旬 問 合   多 
平成29年8月 3万円 ④問 合       電話半々程度
平成29年9月 5万円 ★出    金（広告費）       
平成29年10月 12万円 投資に対する回収で考えたら◎
平成29年11月 10万円
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顧問数の推移
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平成29年5月からリスティング開始。月平均5件獲得。



面談時に気をつけていること

 相手 悩  不安 探 
 問題意識 顕在化（放          …）
・もう他の事務所を探すのは面倒、もう任せたいと思ってもらう
 断 理由 消     同業他社  客   顧問先       強調
・業務の説明、をするのではなく、顧問契約することでのメリットを伝える
（不安 悩   解放   ）
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リスティングやってみてどうだったか？

【同業からよく聞かれる質問】
・低価格+ネット集客だと客層悪くないか？
→創業    社長 HP 税理士探 →紹介よりも真面目で謙虚な人が多い
・将来顧問報酬を上げて採算合うというやり方なのか？
→顧問報酬上げる予定無し。月1万円 最 利益率高  競合少        大   
・創業3年以内 20代 30代に限定して、それ以外のお客さん取りこぼしていないか？
→40代以上     経営者 若手税理士 相性 良      取     OK
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顧問数増えてきて気づいたこと②

・リスティング経由の場合、セールスのツールは今のところ必要無し
→ほとんど初回面談の時には契約決まっている。売り込みの必要無し。
（           優               不要    ）

・自分目線ではなく、お客さん目線になることが必要
×「自分が提供したいもの」「自分が必要と思うものを提供」
〇「お客さんが欲しいものを提供」
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顧問数増えて気づいたこと③

・お客さんにとって「必要なもの」と「欲しいもの」は違う
例）     必要なもの：運動と食事制限

欲しいもの：楽して痩せる方法
→会計・税務 必要   ：月次決算 巡回監査 資金繰 表 予実分析表…

欲    ：面倒      経理 税務 丸投        
（本業に集中して早く儲けたい）

★「どうすれば売れるか」ではなく、「どうすれば買いたくなるか」の視点が本当に重要とわかった
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顧問数増えて気づいたこと④

 商品 質 一番良    一番売        
例）     Tシャツは日本一の品質？王将の餃子が日本一美味しい餃子？ニト
リの机が日本一の品質？
→税理士 同  腕 一番良 人 一番売        →税理士 同  腕 一番良 人 一番売        
→ 良        良     決  （ 客   腕 差 判断    ）
→月額1万円型 場合  同年代 税理士 話                  
だけで契約決まってしまう
★躊躇   目立        売上    
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事務所の課題、検討事項

・自分がいなくても回る仕組みがまだ作れていない
→ 所長依存        仕組 依存       転換 必要
→正社員の採用
・紹介お断りにするかどうか検討中（自分の望むお客さんだけに来てもらう方向）
・創業融資を入口商品とするかどうか検討中
・リスティング型から、ブログやコンテンツで情報発信して
サイトの資産性を上げる方向の検討中
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ご清聴ありがとうございました
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