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本日のアジェンダ

2022/6/4
　　株式会社CLANE

事業開発部

1. 5月のWEB広告結果について　

Googleリスティング広告のCPAが他月と比べて平均50%以上低下。
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● Googleリスティング広告のCPAが低い
○ 要因：FB広告からの流入

■ LP流入キーワードが「株式会社CLANE」が多く、キーワードでリスティング広告を出していないためFB
広告でFB広告でインターン講座を知る→CLANEのことを調べる→申し込むの流れを予想

○ 予想：

■ FB広告に注力することでGoogleリスティング広告CPA低下を狙えるか。

5月のリスティング広告流入キーワード

1月のリスティング広告流入キーワード
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2. 6月のWEB広告結果について　
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3. 本日までの売上推移について　

5月申し込みの方で3件着金がありました。
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4. 5月、6月の営業数値の結果について　

5月出席率が直近半年間の他月と比べて約20%ほど高い結果となっています。

● 出席率が高い

○ 要因：CLANEの会社のことを調べてきた人が多い。
■ 5月のLP流入キーワードが「株式会社CLANE」が多い
■ 同様に出席率がいい1月もCLANE関係のキーワードが多い「株式会社CLANE」「CLANE インターン」
「CLANE デザイン」

○ 予想：

■ これらのキーワードでリスティング広告を出していない、FB広告のインプレッション、リーチ数も他月より
高いことからFB広告でインターン講座を知る→CLANEのことを調べる→申し込むの流れを予想。FB
広告主体で広告を打てば出席率が上がる可能性があるか。

5月のリスティング広告流入キーワード
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1月のリスティング広告流入キーワード

1月FB広告数値
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5月FB広告数値
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5. 5月のアポイントに関して　

■仮申込

面談日 名前 年齢 内容

2022/05/20 中島真衣 28歳 職業：

事務職

過去の職業：

学歴：

大学卒

学習歴：

スクール

なぜデザイン？：

リモートで働きたいと思っている。島に仕事がほとんどなく、本島に仕事に

行こうと思うと車で片道1時間程度高速に乗ってかかる。

なぜインターン？：

実務経験が積めるから。知り合いのデザイナーに話を聞いたところ、未経

験でリモートは厳しい、コーディング等以外にも必要な話がたくさんあること

を知り、実務経験を積めるとこれらが解決するかも。

ネック（あれば）：

本当に仕事ができるところまでスキルを身につけることができるのか不安。

スクールで一度失敗しているため。

上手くいった点：

当人がいだいている不安を引き出して順序立てて背景も踏まえて話せた。

不安①未経験でも仕事にできるだけのスキルを身につけれるまでなれる

のか、不安②未経験で在宅ワークの仕事にいきなり就くのが可能なのか。

基礎→仕事に通じるスキルの順に学ぶ意味、未経験で在宅ワークは募集
があまりない。難易度が高い。など解決策として、インターン講座が手段の

一つになりうることを話した。

不安②が、具体的なエピソードも多く一番大きな不安と考えて、この不安を

取り除いた。

上手くいかなかった点：

申込日が先の日程となってしまった。今の仕事の契約期間が6月いっぱい
となっており、そこで区切りをつけてから始めたいと言われた。あらかじめ、

契約期間を聞いていれば、仕事しながらでも自分のあいている時間を使っ

て勉強できることを話せていた。そこから、すぐ始めても問題ない流れを

作って、近い日程で申し込み取れた可能性がある。

■アポ流れ
面談日 名前 年齢 内容

2022/05/28 Jansuwan
Kannarat

無断欠席

2022/05/28 船津 42 職業：

電気工事士
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過去の職業：

建築技術士

学歴：

大学院卒

学習歴：

職業訓練

なぜデザイン？：

バックエンドエンジニアになりたいと思っていて、そこに向かうためのきっ

かけ。WEBデザインの方がとっかかりがつきやすいと思った。

なぜインターン？：

実績を作れると思ったから。年齢が高いので、実績や実務経験がないと

仕事はできないと思った。

ネック（あれば）：

別で本命のプログラミング養成講座に受かっている。そちらにいくことに決

めている。

上手くいった点：

序盤にお客さんが目指すところの解像度をあげれた。最初、「IT系の仕事
につきたい」と漠然したことを言ってきたことからもしかするとデザインじゃ

なくてもいいんじゃないかという疑問を想定に入れることができた。実際に

聞いたところ、バックエンドがやりたくてあくまでデザインはそのきっかけで

しかないことを聞けた。その後、他のプログラミング養成プログラムのこと

も引き出せて、今はインターンシップ講座に興味がないことを序盤に聞け

た。

上手くいかなかった点：

別の研修がうまくいかなかった、合わなかった場合の選択肢としてイン

ターン講座を提示できなかった。研修が3ヶ月間でうまくいけば転職支援と
聞けていたので、そこでうまくいかなかった場合の選択肢として提示でき

なかった。うまくいく前提の話ばかりしてしまい、仮にうまくいかなかった場

合の質問もしてみるべきだった。

2022/05/30 佐分 杏菜 無断欠席

2022/06/03 高田 裕生 無断欠席

2022/06/03 前川 菜摘 21歳 職業：

学生

過去の職業：

学歴：

大学在学

学習歴：

独学

なぜデザイン？：
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好きなアニメでたまたま見かけて興味が出た。WEBサイトを自分の力で
一つ作ってみたい。まだ興味がある程度でWEBデザインに拘っているわ
けではない。

なぜインターン？：

就職活動のための業界研究になる。IT業界に元々興味があり希望する業
界。IT業界についてネットではわからないような具体的なことがわかりそ
う。

ネック（あれば）：

今は、WEBデザインには興味がある程度。大学とバイトとサークルがあっ
て勉強できる時間がない。それでもできるのか。

上手くいった点：

なし

上手くいかなかった点：

目的が明確化できなかった。漠然とWEBサイト作れるようになりたいとい
う話から、就職活動に生かしたいという話までは広がった。最後の方は本

人も目的は、これかもしれないといっていたが、これが本当の目的なのか

最後まで疑問が残った。就職活動にどのように生かしたいか投げかけた

ところ、話が何も出てこなかったから。

では、まずは趣味程度でいいのでは？という話をしたときに、それだと就

活に生かせないと思うとの返事があった。

2022/06/04 伊藤 加代 30歳 職業：

個人事業主

過去の職業：

飲食店マネージャー

学歴：

大学在学

学習歴：

独学

なぜデザイン？：

リモートでどこでも働くことができるようになりたいから。旦那さんが海外を

点々としていることもあり自分も海外にいても仕事ができるようになりた

い。

なぜインターン？：

実務経験を積めるから。あまりサイトを見たりしていないのでサービスに

ついてはよくわかっていない。

ネック（あれば）：

WEBデザインは選択肢まだ選択肢の一つ。

上手くいった点：

相手の悩みの違和感に気づいて立ち返ることができた。海外でも仕事を

していたが、リモートで仕事をしたいと話があり、オンラインの英会話の講

師とかをリモートできるのでは？と思い、質問を投げれた。実際、オンライ

ンの英会話の講師のリモートの仕事をしていた。そこでリモートでも対面で
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ずっと仕事をするのはしんどい。黙々と作業が自分のペースでできるリ

モートの仕事をしたいという思いを引き出せた。

上手くいかなかった点：

理想の姿の解像度を上げれなかった。最初に出た悩み、理想の解像度を

上げることをしなかった。リモートで対面でずっと仕事することのどんなとこ

ろがしんどい？黙々と作業ってどういうこと？など

6. 今週の添削に関して

課題 添削回数 備考

STEP1 1
STEP2 3
STEP3 2

STEP4 8 CLANE給付金LP CHAPTER3~5 3回
CLANE給付金LP CHAPTER6~8 5回
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STEP5 0
STEP6 0
STEP7 2

7. コンテンツ開発の進捗 　

■STEP2
STEP2 ステータス

CHAPTER1 完成

CHAPTER2 完成

CHAPTER3 完成
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CHAPTER4 完成

CHAPTER5 本文FB後、釣見さん修正中
CHAPTER6 本文完成、釣見さん確認中

CHAPTER7 本文完成、三矢確認中

■STEP3
STEP3 ステータス

CHAPTER1 見出し完成、本文未着手

CHAPTER2 見出し完成、本文未着手

CHAPTER3 見出し完成、本文未着手

CHAPTER4 見出し完成、本文未着手

CHAPTER5 見出し完成、本文未着手

CHAPTER6 見出し完成、本文未着手

CHAPTER7 見出し完成、本文未着手

CHAPTER8 見出し完成、本文未着手

8. 勉強会の数値とスケジュール

出席者数の推移と、評価を、簡単な要因を記載

日付 テーマ 出席者数 評価 要因
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5月28日(土) 質問力① 15 4.8 ・勉強会の内容を理解できたため。理解できたことを

最後の釣見さんの経験談を交えて、再確認できた。

5月21日(土) デザイン思考 10 5.0

・WEBデザインで仕事をすることに対して、漠然として
いた部分が具体的になった。向かっている場所が見え

て、知った気持ちになれた。

5月14日(土) 検索力 14 4.6 ・テクニック的な話だったため、いい話を聞けたとイン

ターン生が思いやすい話だった

5月7日(土) ロジカルシンキング 13 4.9 ・インターン生の勉強会への参加意識が上がった

4月30日(土) バケットリスト 13 4.7

4月23日(土) ディレクターとのコミュニ

ケーション
23 4.5

4月16日(土) フリーテーマ 20 4.6

4月9日(土) 質問力② 22 4.7

4月2日(土) 仮設思考 16 4.5

3月26日(土) 思考フレームワーク 14 4.5

3月19日(土) ラテラルシンキング 16 4.8

3月12日(土) 制作現場でよく使われるビ

ジネスメール
10 4.6
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https://docs.google.com/forms/d/1EqS_WWhRyR7a-D7xRAuucOEWOW1N4DMXPNF5dUlxS2I/edit#responses
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https://docs.google.com/forms/d/1PiEnrPvXt_viH-0dvq51tgfoM_p_0pz_VFrOmCG8uRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DXD3WaYoppK7nWXA26Hs5WDQN-MGC36Hopyt5z8Vfts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Tvdxwf1k98qj68sYGX_BiD4wtH1rdkxSO3py5aZVyGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kCtvLZA6lgG0liT9L2I7DtYanZEfqzA6KN6HoMklEUc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16_jtb0sGvEoM7IIV5XZdv-y_nd2h7adC3K7EM9INP-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTtrl8Wq9FZxaeXvSMjGBAon7F318hK7j7jW3ye-2qg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTtrl8Wq9FZxaeXvSMjGBAon7F318hK7j7jW3ye-2qg/edit?usp=sharing
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3月5日(土) 質問力① 17 4.5

9. スタートミーティングの実施方法変更

下記決定したいと考えています。

■背景
現在、毎回30分以上スタートミーティングを実施。入会数増加により、対応時間も増加傾向。対応時間の削減を行いたい。勉強会
を行うことを考慮すると最初に顔合わせをする場所は必要。そのため勉強会を実施しない、動画に置き換える等の方針はなし。

■方針候補
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● 毎週土曜日スタートミーティングを実施

● 複数人で実施

● 参加できない方は動画を配布

■要対応事項
● 動画の準備

● ランプアップの修正

● 申し込みフローの変更

● 資料の修正

■決定したい点
● 今後の進め方のスケジュール
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