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いい仏壇 オンラインセミナー

■第２部■

『紹介数が倍増する？！

いい仏壇掲載ページの作り方』

Presented by
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ユーザーの仏壇選び

仏壇選びで重視することとして、価格・デザイン・サイズが上位。

いい仏壇サイト上でも、店舗の仏壇展示数・品揃えが判断基準の一つとなっている。

また、「仏壇店の接客」も仏壇選びの項目として上昇傾向にあり、口コミが判断基準となっている。

仏壇選びにおける顧客要望
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ユーザーはどこを見ている？

商品情報（商品数、価格、デザイン）

店舗の信頼度（口コミ、アフターサービス、お店柄）

店舗情報（アクセス、定休日、営業時間、駐車場）

「いい仏壇ユーザーは、
仏壇・位牌・仏具の購入を検討中」

そんなユーザーが見ている
ポイントは…

クーポン発行者の7割以上は
どこかの店舗で何かしらを購入



店舗概要のお写真はお客様が最初に見るコンテンツとして非常に重要です。
お写真で店舗のイメージを持ち、もっとお店を知りたいという行動に移ります。

多くの仏壇展示がアピールでき、写真枠を最大限活用できる写真へ
※最大30枚掲載可能
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店舗概要ページ_写真の追加
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店舗概要ページ_写真の追加

画像の推奨サイズは、横1024px 縦768pxです。
大きすぎる画像を登録すると
ページの読み込みが遅くなることがあります。

※管理画面内左にあるメニュー欄
最上部の「店舗TOPの編集」項目の

「店舗画像編集」をクリック

【左画面に対応する管理画面】

〇〇仏壇店

〇〇仏壇店のクーポン特典

〇〇仏壇店

〇〇仏壇店



展示数・展示方法・アフターサービス・こだわ
り・セール情報・他店にない強みを箇条書きで
記載することでお客様へ効果的にPR出来ます。

≪掲載例≫
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店舗概要ページ_紹介文の変更

〇〇仏壇店のクーポン特典

〇〇仏壇店の紹介
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店舗概要ページ_紹介文の変更

最初の150字が
重要

〇〇仏壇店のクーポン特典

〇〇仏壇店の紹介

〇〇仏壇店の紹介

〇〇仏壇店の紹介
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店舗概要ページ_紹介文の変更

ここの最初の150字が
重要



【仏壇・位牌・仏具登録】

仏壇はもちろん位牌・仏具もご掲載ください。いい仏壇はお位牌をお探しのお客
様も数多く閲覧しています。

また、念珠や線香等の小物類も掲載していただくことで、クーポン発行に直結す
るわけではありませんが、集客に繋げることが出来ます。

Topics！
お盆の時期には新盆セットや提灯を掲載すると集客に繋がります
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店舗概要ページ_商品情報の登録

【お仏壇】 【お位牌・仏具】

〇〇仏壇店 〇〇仏壇店
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店舗概要ページ_商品情報の登録

①

②

③

①一覧・編集
「一覧・編集」を
クリックしてください。

②新規追加
「新規追加」を
クリックしてください。

③編集・商品画像編集
「編集」で商品説明を入力し、
「商品画像編集」で写真を登録し
ます。最後に「上記の内容で登録
する」をクリックしてください。

おすすめ仏壇に掲載される説明文の登録・編集 などを行なう画面です

サイズ欄
改修中

商品画像編集か
ら仏壇写真を登録

ください

③



口コミに店舗様からのご返信コメントがあると
更に貴店の印象が良くなり、新しいお客様の来店動機に繋がります。
お客様は口コミコメントからお店やスタッフの雰囲気や店柄を感じ取ります。

お褒めの言葉があれば、感謝と御礼はもちろん、今後仏事ごとでお困りのこと
があればお店に来てくださいね。とコメントすることで売ってお終いではなく購入
後も安心という印象を抱いていただくことが出来ます。

苦言があった場合には、改善しましたということをコメントすることで、お客様の
意見を反映する仏壇店として逆に好印象を持っていただけます。
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口コミページ_口コミ返信コメントの登録

店舗の返信コメント欄
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口コミページ_口コミ返信コメントの登録

口コミ返信コメント（例）

①「特にありませんが、店内の雰囲気が多少暗めなのが気になります。線香やロウソクなどの小物の品揃えはかなり豊
富なほうだと思います。また、駐車場のスペースも広く出入りしやすのは良いと思いました。」

お声を寄せていただき、ありがとうございます。店内が少し暗かったとのことで大変失礼いたしました。少しでも明るくなる
よう照明を工夫させていただきました。次にご来店の際には「〇〇店明るくなったね」と思っていただけるかと思います。小
物につきましては、新しさや季節感ある品ぞろえや展示に力を入れております。お線香やローソク等のご入用の際には是
非ともまた〇〇店をご利用くださいませ。

②「これまで購入した経験がなかったのでどんな仏壇を選んで良いか分からないまま店舗を訪れましたが、親切にいろん
なアドバイスをして頂きスムーズに決める事が出来ました。」

私たちのアドバイスが、初めてお仏壇をお選びになるお客様のお役に立ったとのお声を頂戴し、とてもうれしく思います。
お仏壇のある暮らしが始まるこれからにこそ、仏事ごとでご不明な点も出てくるかと思います。いつでもお声がけくださいま
せ。今後とも、末永くよろしくお願いいたします。

③「とても満足しています」

このたびはお仏壇をご購入いただきまして誠にありがとうございました。ご満足していただけるお仏壇をお選びいただけた
ようで私どもも嬉しく思っております。これからもお客さまのご希望を汲み取りご提案できるよう、より一層努力してまいりま
す。ご投稿ありがとうございました。

④「品揃えも良く、わからないことも親切に対応していただき大変良かったです」

Ｓ様 この度はご来店ご成約ありがとうございました。お選びいただきましたお仏壇は、明るい色合いと丸みのある戸板が
優しげで人気のお仏壇です。また、天然木の木目を生かして加工されているため、二つと同じ模様の無いお仏壇です。お
気づきの点等ございましたらいつでもご連絡ください。



Copyright Kamakura Shinsho, ltd. 15

お客様から届いたアンケート(口コミ)への返事を登録することができます。

① 編集
「編集」をクリックすると、
アンケート詳細ページに
移動します。

②担当者からの返答
アンケートへの返事を
入力してください。

③担当者からの返答
「上記の内容で登録する」
をクリックして
ご登録ください。

①

②

③

口コミページ_口コミ返信コメントの登録



スタッフ紹介を行うことで、お客様へ安心感を高めることが出来ます。

特に女性スタッフが写った写真を掲載することで安心感が高まる傾向にありま
す。複数人が写ったお写真でもOKです。

◎◎店スタッフ

始めて仏壇を購入される方でもご安心ください。
お客様のご要望、ご状況や環境に応じた適切なご案内をさせていただきます。
まずはお下見だけでも結構です。
クーポンを発行してご来店くださいませ。
スタッフ一同お待ちしております。

Topics！
スタッフのオススメ商品はコチラ！
といった活用もできます。
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店舗概要ページ_スタッフ紹介
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店舗概要ページ_スタッフ紹介
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クーポン発行者の行動傾向
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クーポン発行者の購入希望タイミング

２０２１年２月

四十九日まで ３７％

一周忌まで ３％

納骨まで ５％

新盆・初盆まで ３％

引越し・住み替えまで ６％

生前に ２％

その他 １４％

（空白） ３０％

２０２０年６月

四十九日まで ３２％

一周忌まで ５％

納骨まで ５％

新盆・初盆まで ２０％

引越し・住み替えまで ８％

生前に ２％

その他 １８％

（空白） １０％
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クーポン発行者の購入率

※2021年1月度における、クーポン発行店での成約・クーポン発行店舗以外での成約・
他のクーポン成約・対象金額未満購入の割合

クーポン発行者の行動傾向

Topics！
メールの配信停止を希望されるユーザーの停止理由において、
購入すること自体をやめた為と回答したユーザーは全体の内「１％」しかいない
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■クーポン発行から成約までの経過日数と成約割合（母数：成約数）

・クーポン発行から1回目の日曜までに契約する割合は全体の約70%

・クーポン発行から1週間以内に契約する割合は全体の約80％

・クーポン発行から2週目に契約する割合は全体の約10～13％

・クーポン発行から3週目以降に契約する割合は全体の約10％

∟クーポン発行曜日によって経過日数はやや変化する

∟共通して言えることは当日、土曜、日曜が高くなる傾向

クーポン発行から成約までの経過日数と成約割合（母数：成約数）

クーポン発行者の行動傾向

当日約３８％、翌日約１６％、 ３日目約８％

クーポン発行当日に成約するユーザーが最も多い（母数：成約数）
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成功事例
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クーポン発行者へのフォローコール

クーポン発行

当日
もしくは

翌日AMに

来店率 成約率



成功事例
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クーポン発行者へのフォローコール

【トーク例①：検討目安 四十九日にチェックありの場合】
「こんにちは。私、〇〇仏壇店の〇〇と申します。〇〇様でいらっしゃいますか？
この度はいい仏壇サイトからクーポンを発行いただきましてありがとうございます。
クーポン発行の際のご検討目安に49日までとの登録がありましたので、ご法要まで
に間に合わないといったことがないように、簡単ですがご案内出来ればと思い
お電話させていただきました。」

49日の日程・検討商品等を確認し、仏壇・位牌に関しての購入から納品までに要する
時間をご案内⇒ご来店予定日を確認
「お位牌はご注文からお渡しまで約二週間ほど頂戴しております。四十九日までに
間に合うようご対応させていただければと思いますが、ご来店予定日は決まって
いらっしゃいますか？」

「ご来店方法はお車ですか？当店は駐車場が5台ございますので、当日1台分は確保
しておきますのでご安心して来店ください。最後になりますが、今現在仏事ごとで
お困りのこと等ございませんか？ご法要までに準備すべきこと等もしお悩みのこと
ございましたらご遠慮なくお尋ねください。」 ⇒終話へ

【事前確認】検討商品・検討目安欄のチェック確認
（但し、任意項目なので空欄の場合もあり）



成功事例
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【トーク例②：検討商品 位牌にチェックありの場合】

「クーポン発行の際のご検討商品にお位牌のチェックがありましたので、ご法要まで
に間に合わないといったことがないように、簡単ですがご案内出来ればと思い
お電話させていただきました。」

「お位牌をご注文の際には戒名・法名のご確認をさせていただいております。
宜しければご来店いただける際には（白木位牌の文字の写し・お写真etc）を
お持ち頂くと後からお手間が掛からず宜しいかと思います。」

A「当店では感染症対策に力を入れております。３密を避け、当日お待たせすること
が無いようご案内をさせていただければと思いますが、ご来店予定日は決まって
いらっしゃいますか？」 ⇒終話へ

B「お位牌をご注文いただける場合には、お位牌選びやお位牌に入れる文字の確認等
で１時間弱頂戴しております。宜しければ当日お待たせすることが無いよう
ご案内をさせていただければと思いますが、ご来店予定日は決まっていらっしゃ
いますか？ 」 ⇒終話へ



成功事例
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営業電話ではなく、

フォロー・サポートコールとして、

電話していただくことで、

来店率・成約率の向上に繋がっています。

また、来店予約を取ることでトップセールスをアサイ

ンしやすくなり、単価UPへ。

来店率 成約率 単価
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お盆、春・秋のお彼岸シーズンは、いい仏壇への閲覧人数が大きく増加します。

この時期に広告を打つことで、仏壇購入客はもちろん、お盆用品やお墓参り等
の小物販売に繋がり、顧客を増加させることが可能です。

また、お盆、春・秋のお彼岸シーズンに合わせて貴店にてフェア等を行う場合に
は更に相乗効果を高めることが可能です。
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≪2021年度シーズン広告 スケジュール予定≫

① 「新春初売」 2021年1月1日(金)～1月31日(日）[31日間]

② 「春のお彼岸」2021年2月26日(金)～3月29日(月）[32日間]

③ 「お盆」 2021年5月1日(土)～8月16日(月）[108日間]

④ 「秋のお彼岸」2021年9月1日(水)～9月30日(木）[30日間]

⑤ 「歳末感謝」 2021年12月1日(水)～2021年12月31日(金）[31日間]

シーズン広告利用店舗と未利用店舗の差は約１．３倍！

トレンドに合わせた広告活用
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お盆特集広告

①いい仏壇TOPページ ②各地域の店舗一覧ページ

※イメージ(昨年お盆特集時）
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お盆特集広告 ※イメージ(昨年お盆特集時）

各地域の店舗一覧ページ（スマホ） 都道府県毎のお申込店舗様ご紹介ページ（PC・スマホ共通）

※イメージ
画像はお盆特集のPR内容です

東京都の仏壇店

東京都

東京都の仏壇店
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期 掲載期間 価格（Aプラン） 価格（Bプラン） 申し込み締切

5-7期 5/1-7/16 10万円 8万円 4月22日

6-7期 6/1-7/16 9万円 7万円 5月26日

6-8期 6/1-8/16 10万円 8万円 5月26日

7-8期 7/1-8/16 9万円 7万円 6月25日

通期 5/1-8/16 11万円 9万円 4月22日

お盆特集広告

販売価格
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月刊仏事_名刺広告



自己紹介
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・名前：行方 友貴（ナメカタ ユウキ）

・所属：仏壇事業部営業ユニット コンサルティンググループ

グループマネージャー

・年齢：４０歳

・出身地：千葉県市川市（父は新潟県、母は北海道）

・趣味：映画鑑賞、旅行

・前職：某大手互助会会社の営業責任者

・現在の業務：いい仏壇ご提携店舗様へ、少しでも売上

貢献が出来るよう奔走中


