
会員番号2987

木村真基
の1on1シート 2023年版



木村なおきについて
所属：和47支部／準役員、お仕事：WordPressサイト制作

お仕事は
３つです

WordPress
Webデザイン／ホームページ制作
→集客・マーケティングに応用

性格タイプ論
エニアグラム／決め付けの刃
→カウンセリング・コーチングに応用

即興ディベート
ロジックと意思決定のトレーニング
→事業企画・コンサルティングに応用

とりあえず、自分がお金をもらって教えていることは
自分でも実践しています。キチンと結果も出します。

時々、しくじります。でもめげません(笑)



木村なおきについて

出身地 東京都八王子市 所属コミュニティ ニーズマッチ

住んだことある場所 小岩、蒲田、アメリカ、橋本、新宿 興味関心 • FacebookはWebマーケティングなのか、リアル営業なのか？
• ニーズマッチは「外向型」のコミュニティなのか？内向型のコミュニ
ティーなのか？

• コーチング/カウンセリング/コンサルティングとは何か？
• ビジネスゴールドラッシュにハマっていないか？

好きな音楽 ラルクアンシェル、洋楽全般（メロウ系）

好きな食べ物 鶏肉、卵

好きな本・マンガ 鬼滅の刃、新世紀エヴァンゲリオン
ようこそ実力至上主義の教室へ

必要(？)情報

■略歴と強み

お仕事はホームページ(WordPress)制作です。

３１歳の時にWebデザイナーを目指しました。それまではIT土方でした。

Webサイトでの実績を作るために、
・即興ディベート/エニアグラム講座/性格相談業(1on1)の専門サイトを作りセミナーや
有料1on1にダイレクト集客していました。

Webサイト×セミナーの企画立案・制作から集客、講座運営まで独りで作れます。

2019年から本格的にWebデザイナーとして働けるようになり、2020年10月フリーラン
スに転身しました。
＊派遣切りにあいました

2021年はBNIとNMにもまれながら、自分の事業スタイルを確立して今に至ります。



業務内容 希望紹介先・協業先・テーブル希望

WordPress制作・運用

• 専門サイト企画・構築
• セミナー集客特化型ホームページ

支部サイト制作※NM限定サービス

• 支部サイト内ランディングページ
• 1on1シートのWordPress化

マーケティング系

• デジタルマーケティング支援
• Webマーケティング企画立案

• セミナー講師・講座運営者
• コミュニティ・協会運営者
• セミナーを検討中の事業主

希望紹介先

• NM支部の主催・事務局長
• 支部サイト運営者
• ペライチユーザー

希望紹介先

• ホームページ運営者
• Webマーケティング実践者

※コンサルは間に合っています

希望紹介先

Webサイト集客したくありませんか？自作のサイトで
相談案件の集客ができる人がいます。

メンバーの商品・サービスを47都道府県にお届けしたく
ありませんか？

起業・マーケティングコンサルタントのアドバイスを実
践できていますか？

お声がけ お声がけ お声がけ

希望協業先

• Webエンジニア：JavaScriptで診断テストの開発ができる／PHPに詳しくWordPressのトラブルシューティングができる
• Webライター：検索エンジンを意識した記事が書ける。自身でブログやサイトを運営している。ライティング依頼したい
• グラフィックデザイナー：チラシやバナーの制作ができる。ロゴが作れる。Webサイトのパーツを依頼したい
• スライド制作者：プレゼン用のパワーポイントスライドを制作できる。スライドの内容をWebサイトにしたい

• 自身のホームページを保有・運営している。（Webサイトの改善や集客に興味がある人が多い）
• 関東圏お住まいの方/都内にアクセスができる（2023年から東京都中央区でセミナーを開催するため）
• 八王子～吉祥寺で活動している（八王子にお越しいただければ最短２４時間でサイトがひとつ作れる）
• 自分の商品・サービスが大好きで大好きで仕方ない個人事業主（コンテンツマーケティング向き）

テーブル希望



ビジネス交流会(NM/BNI等)で成
果を出せている。
※非会員はNOでお願いします

①コミュニティサイト
→支部サイト／協会サイト

【価格】55,000円～＋ 165,000円～

誰かと協業をしている。所属し
ているチームがある。

Yes チームのみんなの売上に貢献し
たい

Yes Yes

ビジネス交流会以外では、
ビジネスが回っている

②オウンドメディア
の企画・構築＋マーケテイング/ライティング支援

【価格】330,000円～＋ 330,000円～

その気になれば、その事業は独
りで回せる。その方が楽だ。

Yes 仲間やチーム、協業よりも部下
や専属のスタッフが欲しい。

Yes Yes

No

商品・サービスは伝われば売
れる自信がある。

③ランディングページ・セミナー集客サイト
の企画・制作＋マーケティング支援

【価格】165,000円～＋ 広告費

集客・営業・マーケティング活
動にリソースを割けない。

Yes 目標売上に相当する「それな
り」の予算を用意できる。

Yes Yes

商品・サービスの企画の制作
から始めたい。

④WordPressレッスン
オンラインハンズオン制作※リアル可

【価格】8000円～／1時間～

10～20万の予算は用意できる。
Yes フロントエンド開発からWeb

集客の手伝いをしてほしい。

Yes Yes

No

No No No

No No No

No

No

ホームページは不要だ
と思います。

No

もし木村が何かお役に立てそうなこと
があれば、1on1をお願いします。

No

既に企画や事業戦略を教えていただければ、WordPressサイト化します。工数を導き出してお見積書を
発行させていただきます…たぶん、価格はその場で伝えると思います。

ホームページは必要？

スタート

NM会員・個人事業主はホームページが必要なの？という質問に答えるための診断テストを作りました。



支部サイトとは？
あなたの商品・サービスを47都道府県にお届けします！

CL支部

和47支部

ななほし
スパイラル

支部

BNI/J-One
チャプター

Coming Soon Coming Soon

Coming Soon Coming Soon



支部サイトの金額？
ビジネス交流会の主催者限定で支部のサイトを作っています。

項目 金額 備考

支部サイト制作費 88,000円～165,000円 支部会への参加人数（1000円～3000円）＋支部の会員数（1000円～3000円）＋諸経費

更新費・運用費 0円～5000円 1時間ごとの作業費。※個人的には支部内で運用できる体制ができるのが理想です。

その他・保守費 0円～
お客様環境：ドメインやサーバーはお客様負担
当方の環境：https://needs-match.comのサブドメイン運用
（https://xxxx.needs-match.com)

主催・事務局様へ

価格は、支部のメンバーや会員数、サイトの制作工数などを考慮して、お見積もりを出させて頂きます。サイト更新担当者様には、WordPress＋ページ更新の
レッスンを10時間分お付けいたします。支部内でWordPressサイトの更新をしてくださるなら、更新費・運営費は無料です。木村に更新依頼をする場合は、5000
円／1時間になります。インフラは主催・事務局長様のサーバー環境になります。

• 制作の是非は支部のメンバーに貢献したいか？エンドのお客様から必要とされているか？などを基準に判断ください。
• 支部サイトの制作は2022年12月末までとさせて頂きます。2023年以降は通常のサイト制作と同じ価格体系になります。



オウンドメディアとは？
木村、「エニアグラム」という性格タイプ論に特化したオウンドメディアとランディングページを運営しております。
エニアグラム案件は、直でサイトからお申込みを頂ける状態：集客＋販売の自動化ができています。

①ホームページの運営

ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム講座
という名前のサイトを運営しています。

たくさんの人から読んでもらえるサイトです。
月の閲覧数は70000～90000人。

②オンラインセッションを開催

月４～12人の方が参加してくれます。

ホームページだけでダイレクト集客が
できています。
これだけで8～30万／月の売上があります。

③オンラインセッションを開催

セッションでは性格タイプの判定をしてい
ます。

1回で５～10時間のコーチング・カウンセ
リングをしています。



オウンドメディアの成果
検索エンジンからの流入に力を入れております。

2017年からサイトを制作×運営

2020年からSEOに力を入れる

75%が自然検索トラフィック

SEO：Search Engine Optimizationの略／「検索エンジンの最適化」。サイトをGoogleやYahooなどで上位表示させる手法。
トラフィック：純粋な数。今回は124.7万人／3年間の数。ユーザー数は1/3～1/5ほど。

ユーザーが自らの意志で
検索してサイトに辿り着く



オウンドメディア＋ランディングページの金額
WordPressを覚えたい方向けのサービスです。

項目 初期制作費 運用・改善費 合計

①WordPressサイト制作＋レッスン（1式＋1か月コース） 165,000円～ 165,000円～ 330,000円～

②WordPressサイト制作＋レッスン（1式＋3か月コース） 330,000円～ 330,000円 660,000円～

③WordPressサイト制作＋レッスン（複数＋6か月コース） 660,000円～ 660,000円 1,320,000円～

WordPressサイト制作とレッスンを通してPDCAを回していきながら、あなたをサイトの運営者としてWebマーケティングができる状態まで
導きます。金額はサイトのボリュームによって異なります。

時間 金額 種別 備考

３～６時間 22,000円～55000円 オンライン 時間、回数、頻度、支払い期日などにより価格調整します。

４～８時間 55,000円～110000円 リアル 出張費別

バックエンド

ミドルエンド

内容 金額 時間 備考

通常の1on1 無料 1on1 時間、回数、頻度、支払い期日などにより価格調整します。

スポットサービス 11,000円 1時間～ WordPressの修理やメンテナンスなど

フロントエンド



WordPressでPDCAを回したい

企画
Planning

まずは事業と相性の良い企画・商品を作るところ
からスタートします。競合・事業・顧客の3つの観
点から企画を開発していきます

制作
Design

あなたの企画をWordPressでWebサイトにしてい
きます。WordPressサイトはなる早で作って公開
していきます。そこからが勝負！

改造
Customize

WordPressの改造をしていきます。お客様がおひ
とりでも更新・運営できる状態を目指します。ま
た、ご自身でも操作できるようレッスンします。

計測
Analytics

Webサイトの効果を計測して、着実に成長して成
果に貢献できるようにします。

→Googleアナリティクスを運用します

P D

A C

クリエイティブ

オペレーション

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

サ
イ
ト
運
営

理想の
お客様



おまけ
ホームページで集客するコツ

Visibility Credibility Profitability
お客様の課題に応えて
確実に上位表示させる
ポジションを獲得する

特定のジャンルの専門家
になり、圧倒的な影響力を
得る。ファンの育成

ファンのお客様に対して
直申し込みを訴求する。
LP→セールレターにする

集客：ホームページのPVが指標 教育：訪問数の滞在時間が指標 販売：LPの申し込みの数が指標

NMやBNIで行っていることをDX化するだけです。
リアルでも、Webでも、やることは一緒です。



副業・スポット相談
以下のことでスポット相談にのります。

コンテンツ企画

・マーケティングファネル構築／セミナー企画/商品づくり
・1on1シートスライド制作

制作
Design

あなたの企画をWordPressでWebサイトにしてい
きます。WordPressサイトはなる早で作って公開
していきます。そこからが勝負！

改造
Customize

WordPressの改造をしていきます。お客様がおひ
とりでも更新・運営できる状態を目指します。ま
た、ご自身でも操作できるようレッスンします。

計測
Analytics

Webサイトの効果を計測して、着実に成長して成
果に貢献できるようにします。

→Googleアナリティクスを運用します

P D

A C

制作

ビジネス

相
談
系

サ
イ
ト
運
営



最後までありがとう
ございました。※随時時更新します

木村の運営サイト
• https://kimu-labo.com/
• https://seikaku-type.com/
NM会員はこちらをご覧ください
• https://cl.needs-match.com/member-list/about-

naokikimura/

https://kimu-labo.com/
https://seikaku-type.com/
https://cl.needs-match.com/member-list/about-naokikimura/
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