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はじめに 

 

本レポートは、エグゼ・マーケティングサポートのブログ「マーケティングのちから」か

ら学習塾経営に関する部分を再掲（編集・追加はしました）したものです。 

 

総務省の統計によりますと、学習塾の教室数は、全国で約 47,000。そのうち、従業員が

10人未満の学習塾が80％を越えています。売上高ベースで見ると、株式を上場している

上位21社の売上げが伸びているのに対して、中小塾は淘汰される傾向にあります。 

 

学習塾は、他の業種と比べて開業資金が少なくて済むという点から気軽に市場に参入でき

る業界です。しかし、このように現状からいったら大手塾の寡占状態が進んでいっていま

す。 

 

今回ブログをまとめたこのレポートは、小規模塾を対象に書かれたものです。このレポー

トが小規模塾を経営されているみなさんの学習塾経営の参考になれば幸いです。 

 

2007年1月 

エグゼ・マーケティングサポート 

代表 清水 徹 
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1. 小規模塾の生徒募集方法 

 

1-1. 新聞折り込みチラシ 

 

学習塾の集客で新聞の折り込みチラシはあまり有効な手段ではないことは皆さんご存

じだと思います。 

 

でも、いまだ新聞の折り込みチラシが入ってきます。 

大手の塾か、FC塾が多いようです。 

 

20年くらい前は、チラシの反応は１％程度はざらでしたが、 

最近では、当然のことながら反応はよくありません。 

 

ほぼ平均すると、0.03～0.05％ぐらいではないでしょうか？ 

10万枚（何回かに分けて）チラシを撒いても 

反応は30件から50件。 

 

市場が小さければ、数的にそんなに反応はこないでしょう。 

 

１０万枚のチラシを撒く費用はどのくらいですか？ 

どんなに少なく見積もっても１００万円はかかるでしょう。 

 

反応してきた人がすべて入塾するわけではないので、 

大変効率が悪い集客方法だということがおわかりかと思います。 

 

小規模塾は、お金があまりかからない生徒募集をすべきですが、効果が出るのに時間が

かかってはいけないですね。 

 

新聞折り込みチラシがそのビジネスの集客・宣伝に向いている場合とそうでない場合が

あります。 

 

学習塾の生徒募集は、新聞の折り込みチラシ向きではありません。 

折り込みチラシの配布対象にあまりにも集客対象外の家庭が含まれすぎです。 

 

まだ大手塾ならその塾の宣伝効果と言うこともあるでしょうが、中小塾には向いていな

い販促手段です。 
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少なくとも小規模塾が手を出していい方法ではありません。 

 

1-2. ダイレクトメール 

それならどんな手段が塾には向いているかというとやはりダイレクトメールでしょう。

（もちろん、今来ている生徒からの紹介というのが一番効果的でしょうが） 

 

しっかりとターゲットに到達しますし、セールスレター次第では反応が２～３％あがり

ます。 

 

ある小規模塾は、ダイレクトメールという形で夏期講習の生徒募集を行いました。 

 

封筒は、定形封筒。表面の下半分に自塾の名前、住所、地図が印刷。 

 

ダイレクトメールの中身は、 

夏期講習のチラシ（1色刷）B4 

保護者宛の夏期講習の案内（1色刷）A4 

B4カラー印刷の夏期講習チラシ B4 

 

カラーチラシと単色チラシに塾の特色が書いてあります。 

それも一言一句全く同じです。 

 

その特色も「少人数制」、「家庭学習も指導」などあまり特長として訴えかけるものでは

ありません。 

 

ダイレクトメールの基本は、何種類かのチラシを封筒に入れるということですが、内容

が同じでは意味がありません。 

 

また、チラシの目的がはっきりしていませんでした。 

夏期講習のための説明会への動員なのか 

直接、夏期講習に申し込んでほしいのか曖昧です。 

 

これでは、ダイレクトメールを発送しても反応が少ないでしょう。 

 

それに第一、通常の定形封筒というのがいただけません。開封率をアップするためには

透明封筒の方が好ましいです。 
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まとめ 

ダイレクトメールの基本 

○透明の封筒を使う 

○ダイレクトメールの中身は大きさのちがう何種類かのチラシを入れる 

○チラシの目的をはっきりする 

○特長で差別化が図れないならチラシに入れない（説明会へ動員しそこで、塾のちがい

をはっきり謳う） 

 

ある大手塾は、ポスティングをまめに行っています。 

 

新聞の折り込みチラシは小規模塾にとっては参考にならないと思いますが、ポスティン

グは小さな塾でも有効な広告手段ですのでその中身について少し触れます。 

 

封筒---透明の封筒を使っています。もちろん中身がわかるように。紙の封筒ですと、

封を切らずに捨てられてしまう可能性がありますから。 

 

中身 

○友人紹介カード---たんなる友人紹介ではなく、その塾では「ライバル」を紹介とい

うタイトルにしています。 

あえて、ライバルを紹介することによって、ライバルに負けまいと頑張っていけるとい

う趣旨です。 

 

○友人紹介カード同封趣旨手紙 

 

○塾チラシ 

 

○受験資料 

 

○塾通信 

 

○資料請求ハガキ 

 

このDMの趣旨ははっきりしています。 

－無料の学力テスト 

－無料公開授業への集客です。 
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まず、特典を与えて、集客し、入塾しようということですね。 

 

２ステップの集客システムとなっています。 

そのDMだけで入塾に持ち込もうとはしていません。 

物販ではないですから、これは当然のこととして、あとは、特典にどれだけメリットが

あるかでしょう。 

 

塾通信の中でも、自塾の情報収集能力のすばらしさを誇示するようなデータが入ってい

ました。これは、保護者やこどもから塾の信頼性を獲得するためのものです。 

 

個人塾がすべて大手塾と同じようなことが出来るとは限りません。 

 

それでは、どうするのか？ 

このDMで学べるのは、 

DMの目的をはっきりさせる。その目的のためにすべての中身をそろえるということで

す。 

 

そのために、 

DMの中身に、 

塾の信頼性を上げるもの、 

無料の特典 

などをちりばめるのです。 

 

「１点集中」 

これが、DMの基本ですね。 

 

個人塾を開塾する場合、 

生徒募集にかかる費用は一人あたり平均で 

4万円～5万円と言われています。 

 

そうしますと、開塾時に20名確保するとしたら 

（個人塾の場合の最低の目標値でしょう） 

80万円～100万円かかるということになります。 

 

広告宣伝を新聞折り込みチラシで行うとすると、 

20名確保するためには、もっと費用がかかるでしょう。 
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DMやポスティングの場合は、 

反応率が1％程度ですから、 

2000名に送付しなければなりません。 

封書で「郵送」すると、 

80円×2000通＝16万円／回かかります。 

 

当然、同じ人にはDMを1回というわけにはいかないので 

送付回数分費用がかかるわけです。 

 

以下の効率よく生徒募集ができるかというのは、 

この場合は、DMのコピーや送付内容物に 

かかってきます。 

 

ですから、塾の場合は、透明の封筒を使うところが多いです。 

 

もちろん、開封率が上がるということが一番の理由です。 

開封してもらえれば、あとは、コピーの勝負です。 
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2. フランチャイズ塾 

塾FCのフランチャイザー、フランチャイジー両方から話を聞いたことがあります。 

 

結局、塾のFCに関しては、フランチャイザーが与えるノウハウが少なすぎるため、な

かなか成立が難しいです。たいていのフランチャイジーは1年も一生懸命取り組んでい

れば、レベルもあがり、もうロイヤリティを払ってまで受け取るようなノウハウはあり

ません。 

 

学習塾FCに加盟して塾を開こうとしている方に対して、いくら周囲がやめた方がいい

といってもなかなか聞く耳は持たないようです。 

 

それならば、学習塾FCを選ぶにあたりチェックポイントを記すことにします。 

 

１．そのFC塾の名前は知られていますか？ 

もし、塾を開こうとしているあなたが初めて聞く名前の FCなら、世間のお母さ

んはその塾の名前を知りません。そうなると、全国展開をしているフランチャイ

ズという謳い文句は意味をなさなくなります。いくら全国で有名でも、その地域

で名前が知られていなければ普通の個人塾と同じです。 

 

２．ロイヤリティはどのくらいですか？ 

FC本部の試算ではなかなか実態とかけ離れている点があります。もし、10人し

か生徒が集まらないとしたらどのくらいの負担になるかを考えた方がいいですよ。 

 

３．月謝は高くないですか？ 

ロイヤリティの分は上乗せしてありますから、競合塾よりは高くなりますよ。そ

れでも、競争に勝てそうなレベルの高さですか？ 

 

４．教材は、FC本部のものを購入しないといけないのでしょうか？ 

塾専用教材出版社はいい教材を品揃えよく出していますよ。FC本部のものを購入

しなければいけないとしたら、その理由は、本部が儲けるためです。 

 

５．FC本部はどんな集客方法を勧めてきますか？ 

まさか、集客に新聞折り込みチラシをやりましょうなんて言ってきていませんよ

ね。新聞折り込みチラシの集客効率はひどく悪いです。それを本部が知っている

のにやらせるということは、これは本部が儲けようとしている可能性が高いです。 
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みなさんはよく考えた方がいいですよ。 

本部が自分の儲けだけを考えているのかどうかを。 
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3. 失敗から学ぶ 

失敗から学ぶことは多いようです。 

 

山形のSさんの例です。 

Sさんの塾は山形の都市部にあります。 

そのときは、開塾2年目。 

塾生は10名そこそこでした。 

本当なら、その時点で閉塾をした方がいいと思いますが、 

Sさんはその次の年も塾を継続することにしました。 

 

新年度募集にあたり、行ったことは、 

 

ご多分に漏れず新聞折り込みチラシ。 

2月～3月にかけて4回で合計52000枚（1回13000枚）を折り込みました。 

 

その結果はというと、 

4月までにやっと8名を獲得できたそうです。 

折り込みチラシによる新塾生獲得率は、 

8÷52000＝0.015％ 

 

折り込みチラシによる効率はこの程度でしょう。 

 

もう一つは、 

あるFC塾のオーナーさんの例です。 

 

愛媛県のYさんは、あるFC塾に加盟して開塾しました。 

 

開塾したのが３月。開塾の時期としては悪くありません。 

 

塾の素人なので仕方ないところもありますが、YさんはFC本部のいうとおりの集客を

してしまったのです。 

 

FC本部がいうには、 

折り込みチラシ（1万枚×4回）、DM、テレアポ、ポスティングでした。 
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なんとテレアポをしたのです。 

 

テレアポはおそらく塾、それも小規模塾にとって絶対にやってはいけないことでしょう。 

 

テレアポ自体の評判が悪すぎます。 

たしかにテレアポで集客する塾や家庭教師センターもありますが、保護者の評判はあま

り芳しいものではありません。 

突然勧誘の電話がかかってくるのですから。 

 

結果Yさんの塾は、８名からのスタートとなりました。 

８名も集まったのはそれでも幸運だったのかも知れません。 
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4. 小規模塾にとって効果的な生徒募集方法は？ 

 

塾はクチコミが派生するのに時間がかかるので、 

できるだけ早く採算ベースに載せる必要があります。 

スタート時点でなるべく多くの塾生を確保することが必要です。 

 

学習塾の集客に新聞の折り込みチラシを使うのは効率が悪いと以前から書いています。 

 

それでは、DMはどうなのでしょうか？ 

 

ターゲットと内容さえ間違えなければ、反応率は私の経験から１％くらいになります。 

 

 

DMといっても封書と葉書がありますよね。 

 

情報量からいったら封書が優勢ですが、反応率の点では葉書の方がいいです。 

 

ターゲットのニーズにヒットするキャッチコピーや内容ならば電話での問い合わせに

つながる確率は封書よりも高いでしょう。 

 

********************* 

音楽教室などをすでに開設して、その後塾を併設するケースがあります。 

 

当然のことながら、塾経営者としては、音楽教室の生徒を塾に取り込みたいわけです。 

 

そんなときに、音楽教室の生徒に積極的に塾の勧誘をしますか？ 

 

結論から言えば、 

積極的に勧誘することはマイナスです。 

 

「あの音楽教室に入ったら、塾にも入るように強要される」 

という評判が立つからです。 

 

音楽教室の内容が充実していれば、生徒のニーズに応じて 

塾の方にも自然とはいるものです。 
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パーセンテージからいうと、少なくとも20％～30％は 

塾の方に入ってくれます。 

 

音楽教室も学習塾もサービス業ですから、 

やはりクチコミは大切です。 

 

学習塾の集客方法で効率の悪いのは 

新聞折り込みチラシ 

電話勧誘（これは効率が悪いというかイメージを悪くします） 

電柱広告 

 

効率がいいのは 

クチコミ（塾生の紹介） 

DM・ポスティングですね。 

 

塾生の紹介は、おそらくクロージングできる確率は90％以上でしょう。 

DM・ポスティングは、塾のイメージや内容を伝えるのにいい手段ですし、中身次第で

は確率は投函数に対しての反応数は１～２％になります。 

 

意外と軽んじられているのが、看板です。 

教室の入り口などに貼られているカッティングシートなども含みますが、意外とこれに

反応する保護者もいます。 

特に建物の1階にある塾の場合は、看板を見て感じるものがあれば、ふらっと立ち寄る

ことが結構あります。 

看板もバカに出来ません。 
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5. 学習塾の集客方法の視点 

5-1. 生徒募集に関する誤り 
小規模塾が生徒募集に関して犯しやすい誤りがあります。 

 

●新聞の折り込みチラシを撒く 

健康食品や化粧品とは対象者の数が違うのですから新聞の折り込みチラシでは効率が

悪すぎます。 

 

●授業内容を充実していれば生徒はクチコミで集まる 

クチコミを利用するのは小規模塾にとってとてもいい方法です。でもただ待っているだ

けではダメです。クチコミの仕掛けをしなければいけません。そうしないと、クチコミ

が発生するまでは時間がかかりますよ。 

 

●難関校に合格者を出せば生徒は集まる 

これもクチコミと同じです。大規模塾と生徒数は違うのですから、数ではだめです。ま

た、最近では保護者も賢いですから、ある塾が難関校に合格者を出したからと言って、

自分の子がそこに入れるとは思っていません。 

 

 

5-2. 大手塾に混じって生徒募集しますか？ 

どこの塾でもそうでしょうが、年が明けると、高校受験を対象にする塾は、新中1年生

獲得に全力を挙げます。推薦入試が一般的になってきてから、募集開始時期が1ヶ月ほ

ど早まってきた感がありますが、新中1年生獲得に全力を挙げることには変わりありま

せん。 

 

1年生を獲得すれば、その生徒が卒業まで塾に経営的利益をもたらしてくれるからとい

うのがその主な理由だと思います。 

 

でも本当にそうなのでしょうか？ 

 

1年生を獲得すれば、そのまま継続して塾に来てくれる、つまり塾を変わる確率が低い

という考えから、そのような戦略が練られているのです。ですから、新学期に限って、

新入塾生にいろいろとオファーを提供している塾が多いわけです。 

 

さて、ここで考えてみてください。 
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一度塾に入った子はなかなか塾を変えないという事実を崩したらどうでしょう。 

そうしたら、別にこの時期に大規模塾に混じって競争する必要はなくなりますよね。 

 

それは可能ですよ。 

 

 

5-3. 保護者会は必要？ 

塾の経営者のみなさんは、保護者会を行っていますか？ 

 

人は、接触頻度が多ければそれだけ好意的に感じるものです。したがって、保護者に子

どもたちの塾での様子を電話連絡したり、塾通信を発行したりしていることと思います。 

 

保護者会はどうでしょうか？ 

保護者会では、塾での指導方針、高校入試制度の説明などが中心でしょう。 

大規模塾ですと、保護者会も保護者と塾とのコミュニケーションに役立っていることで

しょう。 

 

しかしながら、小規模塾では保護者会という形式がベストなのでしょうか？ 

 

時間的には、しんどいでしょうが、個人懇談会という保護者との接点の方が意外と保護

者とじっくり話が出来るものです。 

顧客のニーズを聞く場でもあるので、個人懇談会の方が、保護者会より好ましいと思い

ます。 

 

個人懇談会は、期間を決める方法といつでも希望があれば受け入れる方法があります。 

 

できれば、期間を決めた上（できれば定期テストの前）で希望がある場合はいつでも受

け付けるというかたちがベストでしょう。 
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6. 学習塾のイメージ戦略 

6-1. ターゲットを絞る重要性 

学習塾のイメージ戦略は、イメージを高めるためだけにあるものではありません。 

 

塾のイメージを低下させないためにも必要です。 

 

あなたの塾は、どんな子を指導できますか？ 

はっきりと指導する子のターゲットを絞っていますか？ 

それは、塾のポジショニングとも関連してきます。 

 

いわゆる進学校への実績を広告宣伝で謳いますか？ 

それとも、学習不振児を積極的に受け入れて 

学校の補完を打ち出しますか？ 

 

塾側の考え、講師の力量とも密接に関連してくることだと思います。 

 

まずそれを明らかにすることが必要です。 

 

経営のために誰でも受け入れて、 

いわゆる「やんちゃ」な子を入塾させてしまった場合、 

その子が他のこの授業をじゃましてしまったら、 

その子だけ別のコマをもうけて指導しなければいけませんよね。 

 

そうすると、経営上問題が生じることがあります。 

まして、そんな子を指導できる力が講師になかった場合は 

お互いが不幸です。 

 

もし、塾の方からその子をやめさせた場合は、 

保護者が塾の悪い評判を流すかも知れません。 

そうなると、塾のイメージが低下します。 

 

塾のイメージが低下すると、本来塾に来てほしい子どもたちが、 

来てくれなくなります。 

結局、経営上の問題を生じるわけです。 
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ですから、 

まず、どんな子を指導したいか、 

どんな子は指導できないか（指導したくないか）をはっきりと 

塾の案内に打ち出す必要があります。 

 

塾の広告には、 

「こんな子はお断り」というネガティブ・キャッチを入れてもいいでしょうが、 

あえて、そこまではしなくてもいいのではないかと思います。 

 

必ず入塾説明会では、どんな子を対象とするのかを説明する、 

入塾面接をするなどして、 

「指導できない」子をお断り願うことが必要です。 

 

開塾当初はなかなか経営上なかなか入塾を断れないと思いますが、 

あえて、断る勇気が、自分の塾のイメージを維持することにつながります。 

 

個人で学習塾を経営していると、生徒数確保のためどうしても間口を広くしていろんな

生徒を集める傾向になります。特に、開塾間もないときはそのような感じです。 

 

ここで大事なのは自分がどんな生徒を集めたいかということを明確にしておくことで

す。成績不振児を集めるのか、成績優秀者を集めるのか、それとも勉強の楽しさを教え

たいのか、それぞれの塾で特長があると思います。 

 

また、講師の能力の問題もあります。私立中学受験生を教える能力はあるのか、成績不

振児を教えるノウハウ、今季はあるのか、自塾のもっている能力を整理しておく必要も

あります。 

 

ですから、最初は経営的に苦しいかも知れませんが、ほんとうは成績が中以上のレベル

に子どもたちを集めたいにもかかわらず、成績が余りよくない生徒も妥協して入塾を許

可してしまったら退塾者が出てくるかも知れません。退塾者は、既存の生徒にも大きな

影響を与えます。退塾者を出すくらいであれば、最初から入塾させない方が経営的にい

いくらいです。 

 

やはり、入塾テストもしくは入塾面接を行って入塾者のスクリーニングをすることをお

勧めします。 
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7. 小規模塾の生徒募集ターゲットは？ 

小規模塾が広告のキャッチコピーやボディコピーを考えるにあたってターゲットとな

るのは、大手塾に子どもを通わせようと考えている保護者です。 

 

大手塾の生徒構成は 

優秀な生徒（進学実績をあげる、塾の集客をアップするため） 

成績が中位の生徒（塾にとって「お客さん」。成績が上がりやすい） 

 

最近では成績が中位以下の生徒を集めるところもあります。 

 

ところが、大手塾の広告では 

進学実績を宣伝し、多くの生徒がその塾に入ればそんな学校に入れるのだという気持ち

を保護者や子どもたちに抱かせます。 

 

そのような意味では、 

大手塾の広告はうまい出来となっているのです。 

 

それでは、小規模塾は大手塾に対してどのような戦略を立てていけばいいのでしょう

か？ 

 

保護者の関心のあることは、 

授業料（月謝）と授業時間数 

そして、進学実績です。 

 

ですから、まず保護者の現在の関心をちがうところに持っていくことが必要です。 

 

本来、塾に求められるのは、成績を上げることです。 

塾にきて、成績がどれだけ上がったということが大切です。 

 

情報として、保護者に与えることは、 

塾には、学校の成績分布でどのような子どもたちが来ていて、○％の生徒がどのくらい

成績が上がったということです。 

 

進学実績だけにとらわれない見方を保護者にしてもらうための広告・宣伝が必要でしょ

う。進学実績で塾を判断することの誤り（「あなたのお子さんが、現在の成績を問わず
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に、難関校には入れるわけではない」という現実の直視）を保護者に伝えられれば、ま

ず第一段階の広告宣伝は、成功と言っていいでしょう。 
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おわりに 

最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。今後もまたブログの内容を

まとめていくつもりです。 

 

エグゼ・マーケティングサポートでは、小規模塾の経営者向けに生徒募集にターゲット

を絞った商材を販売しております。 

 

 

「これまでの20倍生徒を集める8つのステップ～生徒がドカンと集まる学習塾マーケ

ティングの極意～」 

 

また、以下のレポート、メルマガで小規模塾の経営者をサポートしています。 

無料レポート 

「反応率が上がる！学習塾向けDMの作り方」 

 

無料メルマガ 

「学習塾集客110番ニュース」 

 

くわしくは、ウェブサイト「学習塾集客 110番」（ http://www.exems.com/ ）

をご覧ください。 

 

 

エグゼ・マーケティングサポート 

代表 清水 徹 

mail to: info@exems.com 


