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１、ご挨拶 
西秋恭子です。 
1966年生まれ。東京都出身、文京区在住。 
24歳と 20歳の一男一女の母です。（2019年現在） 
大学卒業後、大手婦人服専門ブランドに入社。 
結婚後退職し、子育ての傍夫の会社経営を手伝い、自宅でプリザーブドフラワー教室
を開く。 
 
２、起業のスタートは自宅教室 

2013年に開講したプリザーブドフラワー教室には未経験かつ、副業のサロン経営であ
ったにもかかわらず、ブログ集客のみで都内からだけでなく、 
新幹線でお客様が集まる人気サロンになりました。 
 
約半年でサロンを軌道に乗せ、 
たくさんの作品が生まれお花好き、ハンドメイド好きの生徒さんに集まっていただき
ました。 
 
教室運営の中で数々の作品を手がけた経験から、 
2017年からウェディングブーケのオーダー販売をスタート 

ウェディングブーケ制作の経験を活かし、 
フラワーアレンジギフトのオーダー・セミオーダーも承っています。 

• 何をしていいかわからない 
• 不安なことばかりで身動きできない 
• WEBは苦手 

それでも、一つ一つクリアしていけば 
自分らしい教室運営のスタイルが見つかります。 

 

 



 

 

３、「パソコン苦手」からの挑戦 

私も初めて自分で教室運営をした頃は、集客の仕方もわからず、 
「PCの電源ってどこ？」と思うくらい、WEB知識は全くありませんでした。 

ですが、教室運営をするために、お客様に来ていただきたいと思い、 
ノーリスクでできる集客について学んだり、 
来てほしいお客様に来ていただけるようなマーケティングを０から学んできました。 

教室運営をするために今までで 100万円以上のビジネスに関する投資をしてきまし
た。 

今では、アメブロを使った集客やHPを使ったサイト運営ができるようになっていま
す。 

私がこれまで経験したこと、学んできたことを活かして、 
セカンドライフを充実させる生き方を応援できると思っています。 

 

４、WEB を使った働き方 

WEBマーケティングを学びブログ型HP、Wordpress で自サイトを構築 

狙ったキーワードでgoogle１ページに表示されるようになり、検索流入でお問い合わ
せが来るようになりました。 

 女性起業家はまだまだアメブロや SNSの集客に頼りすぎです。 

そのままの集客方法ではいつか限界がくるでしょう。 

無料の集客媒体から自メディアを作り、息の長い起業家を目指す対策をお伝えし、成
果を出し始めたお客様からはとても喜んでいただいています。 

 



 

 

WORDPRESS５つの魅⼒！⼥性の起業にはアメブロより WORDPRESS がオススメ 

⼥性起業家の集客⽅法として、もはや当たり前となっているのが Web の活⽤
です。 

特に、多くの⼥性が⽬にしやすいブログは集客にも活⽤しやすく、アメブロは
その代表格となっています。 

ですが、この先今のビジネスを⻑く続けていきたい⽅は、断然 WordPress を
おすすめします。 

  

ですが・・・ 

「アメブロ集客で成功している⼈がたくさんいるわ！」 

なんて思っている⽅もいるかもしれませんね。 

  

そこで、アメブロよりも WordPress がオススメの理由をご説明するととも
に、WordPress の５つの魅⼒をご紹介します。 

 

アメブロと WORDPRESS との違いとは？ 

はじめてブログをはじめる⽅や Web サービスが難しく感じる⽅にとっては、 

アメブロや WordPress って、いったいどういうもの？ 



 

 

という疑問があるかもしれませんね。 

そこで、まずは、アメブロと WordPress がどのようなサービスなのかを知っ
ておきましょう。 

アメブロとは？ 

アメブロとは、ご存知の⽅も多いでしょう。 

正式名を Ameblo（アメーバブログ）といいます。 

運営会社は株式会社サイバーエージェント。 

アメブロをはじめ、インターネット上のテレビ局、AbemaTV（アベマティヴ
ィー）や、各種広告事業を展開している会社です。 

様々なブログの中で⼥性起業家にアメブロが評価されている理由は、その使い
やすさにあります。 

例えば・・・ 

・メールアドレスを登録するだけの簡単ステップでブログを作れること。 

・様々なデザインから好みのものを選んでカスタマイズできること。 

・アメブロユーザー同⼠で交流できること 

・事業を始めた当初から「知ってもらえる」機能が備わっている など、 

様々な魅⼒があります。 

ブログは無料でスタートできるとあって、起業初期の⼥性にとっての必須ツー
ルともなっています。 



 

 

WORDPRESS とは？ 

WordPress（ワードプレス）とは、オープンソース式の CMS、つまりホーム
ページを作り、管理できるソフトウェアのことです。 

これまで、ホームページを作成するというと、HTML や java といったプログ
ラミング⽤の知識が必要とされていました。 

これらは勉強すると使いこなせるようになりますが、初⼼者には難しく感じる
側⾯があります。 

そのためホームページ作成というと、専⾨業者などがおこなうケースがほとん
どでした。 

ところが、WordPress は、操作も簡単で、⼥性でも使いやすく、HTML ⾔語
などについて詳しく知らなくても操作できるようになっています。 

また、ソフトウェアといっても、機能的にはブログのようなもので、⾃分が発
信したい情報を記事として投稿して、Web 上に広めることができるのです。 

しかも、WordpPress はオープンソースといってその構成を誰もが開発、改善
することができるようになっています。 

そのため、開発者が集まって WordPress をアップデートしているだけでな
く、テーマと呼ばれるデザインが作られたり、より使いやすくなるように機能
が拡張されたりしています。 

少し難しかったですか？ 

WordPress は PC 操作が苦⼿な⼥性でも割と使いやすいので思い切って始めて
みましょう。 

  



 

 

WORDPRESS がもたらす 5 つの魅⼒とは 

このように、ブログとしてみればアメブロも WordPress も変わらないように
感じますが、 

私が WordPress を推す理由はとても多くあります。 

その中から 5 つの代表的な魅⼒についてご紹介しましょう。 

  

WORDPRESS は簡単に更新できる 

WordPress の魅⼒はなんといっても、更新が⼿軽にできることではないでしょ
うか。 

これまで、ホームページを⾃分で作るとなると、HTML ⾔語など専⾨的なプロ
グラミングの知識が必要でした。 

そのため、ホームページは専⾨業者に頼んで、アメブロなど別のブログを更新
しなければなりませんでした。 

その点、WordPress は、⼀度⽴ち上げると HTML などの専⾨的な知識がなく
ても簡単に更新できます。 

操作も画⾯を⾒ながら直観的に⾏えるのでパソコン操作を難しく感じる⽅やブ
ログ初⼼者の⽅にも記事を簡単に操作できます。 

  

しかも、WordPress は、記事のカスタマイズもとても簡単です。 



 

 

画像を挿⼊したり、LINE のように会話⾵に吹き出しを作ったり、表を⼊れた
りといった操作もスムーズにおこなえます。 

操作に慣れてきたら、いろいろとアレンジしてみるといいかもしれませんね。 

  

WORDPRESS は SEO 対策に有利 

ブログ運営というと、SEO 対策が重要となってきます。 

SEO 対策とは、検索エンジンに⾃分のブログが評価されるようにするための対
策です。 

例えば、あなたが特定のキーワードを検索したときに、検索結果として、その
キーワードに関連するブログやホームページの記事が出てきますよね。 

ブログやブログ記事に対して SEO 対策をきちんとおこなっておくことで、検
索結果の上位にあなたのブログを表⽰させて、集客へつながります。 

ところが、⾃⼰流で作ったホームページや無料ブログなどでは SEO 対策が万
全ではないため、検索結果の上位に上がりづらい傾向にあります。 

例えば、アメブロなどでは記事をたくさん書いても検索結果に表⽰されること
は稀です。 

その点、WordPress はそれ⾃体が SEO に強いため、SEO 対策も有利となりま
す。 

また、⼀度検索の上位に表⽰されるようになれば、Google の⼤幅なアップデ
ートがない限り順位の⼤きな変動はなく、安定的に継続してアクセスを得られ
ます。 



 

 

⾃分の記事を資産化することができる 

WordPress は、⾃分でサーバーを契約してブログを作るため、サーバーの契約
を継続する限り、あなたの記事はずっと残ります。 

もちろん、Google にも評価されている記事ですから、あなたにとっての資産
となります。 

ところが、アメブロの場合は、いわば、アメブロのサーバーを利⽤してブログ
を作らせてもらっている状態なので、突然のアカウント削除の⼼配がありま
す。 

アカウントが削除されるということは、つまり、アメブロの運営によっては、
ブログが突然なくなって、記事もすべて消えてしまう事態に発展しかねませ
ん。 

そして、そのような事態になっても無料なので⽂句も⾔えません。 

その点、Wordpress はあなたが運営元ですので、WordPress を続けて更新し
ている限り、Google からより⼀層評価されて資産とすることが可能です。 

しかも、時間が経つごとにドメインの評価は⾼くなって、より⼀層 SEO 対策
にも役⽴つのです。 

  

WORDPRESS はテーマが豊富で⾃分の好みにアレンジできる 

アメブロの魅⼒はデザインが豊富だということはお伝えしましたが、
WordPress には、それを超える豊富なデザインがあります。 



 

 

WordPress では、テーマや、テンプレートと呼ばれるのですが、無料で利⽤で
きるよう公開されているものから、プロのデザイナーが開発した有料のものま
で、種類はとても豊富です。 

無料のテーマでも特に問題はありませんが、有料のものだと、ブログ内に動画
や多くの画像を挿⼊できるなど、より⼿の込んだブログデザインにアレンジで
きます。 

  

こんな⾵にしたい！を叶える、プラグインが豊富 

WordPress は、世界中で運営されているブログの中でも６０％以上ものシェア
を誇っているといわれています。 

その理由は、これまでにお伝えした SEO 対策のしやすさや資産になりやすさ
に加えて、プラグインの豊富さにあります。 

プラグインとは、WordPress の拡張機能のことをいいます。 

例えば、SEO 対策に必要な設定ができる「All in One SEO Pack」、画像のデ
ータサイズを圧縮して⼩さくできる「EWWW Image Optimizer」などは、ほと
んどの⽅が導⼊しているプラグインです。 

また、集客に⽋かせないのが、お問合せフォームですよね。 

「Cntact Form 7」というプラグインを使えば、必要項⽬や⼊⼒された項⽬を
送信するためのメールアドレスも設定できるので、とても簡単にお問合せフォ
ームを設置できます。 

このように、プラグインをうまく組み合わせると、WordPress の使い勝⼿もさ
らによくなります。 



 

 

イチからの WORDPRESS デビューをサポートします 

WordPress の魅⼒をご紹介してきましたが、記事の更新や、SEO 対策など、
初めて WordPress を操作する⽅にとっては、少し不安があるかもしれません
ね。 

 

オシャレで集客できるホームページ相談会では zoom を使ってのオンラインセ
ッションもおこなっています。 

WordPress の使い⽅や集客への活かし⽅など、幅広くご質問にお答えしており
ます。 

まだホームページを作る段階ではない⽅には、今すぐ始められることを 

アドバイスさせていただいています。 

 

WordPress ブログを始めてあなたの起業に活⽤してくださいね。 

  

９、最後に・・・ 

自分にもできること、趣味や得意なことを活かして始めた仕事。 

どうせやるなら長く続く事業にしていきたい。 

みなさん、心の中ではそう思っていても、楽な方、簡単にできることに逃げてしまいが

ち・・・ 



 

 

ホームページを作って集客できるようになるまでには、時間がかかります。 

簡単ですよ♪とはとても言えない。 

でも、作ろう！始めよう！と思った時からでも間に合います。 

今ある商品・サービスを見直したい。 

集客の方法を教えてもらいたい!という方にはコンサルティングメニューもあります。 

 

この先何年も、長く続けられる事業に成長できるようにお手伝いさせていただきます。 

まずはホームページ相談会でお話ししましょう。 

 

 

mature life support 西秋恭子 


