
SDIダイブセンター様向け ダイビン

グを始めようキャンペーンのご紹介
貴ダイブセンターのビジネスに新ダイバーを取り込む

のに必要なものすべてが含まれています

私たちは、Eメールやソーシャルメディアを通じてSDIオープンウォータースクー
バダイバーコースを販売促進するために必要な全てのものを含め、簡単に実施で
きるダイビングを始めようキャンペーンを開発しました。これには、貴ダイブセ
ンターのウェブサイト上で使用していただけるカスタマイズ可能な仮ランディン
グページ、プロフェッショナルビデオ、見込み顧客に送信する一連のEメール、
ダイビングへの関心を高める様々なソーシャルメディア投稿、そして店頭用ポス

ターなどに必要なグラフィックが含まれます。

ダイビングを始めよう
オープンウォータースクーバダイバー

コース 販売促進キャンペーン
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全ての素材をダウンロードする

素材集はzipファイルで保存されます。zipファイルを開ける手順が必要

な方は、次のインストラクションに従ってください Windows | Mac
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ダイビングを始めよう

ダイビングを始めよう

3つのシンプルステップで、世界中でのダイ
ビングを始めよう

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%99%E3%82%8B-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlp2528/mac


プロフェッショナルビデオ
”ダイビングを始めよう”キャンペーンの最もエキサイティ
ングな要素の一つは、ノンダイバーにダイビング体験の素晴
らしさを強調できる高品質ビデオです。ソーシャルメディア
でシェアしたり、ウェブサイトのキャンペーンページに追加
したり、その他このエキサイティングなビデオを追加するこ

とがプラスとなるような場合どこでも使用可能です。

今すぐビデオを見る
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ヒント

ソーシャルメディア上で、ビ
デオを見る人をリターゲティ

ングする

https://www.youtube.com/watch?v=LmH4Hp2fFjI&feature=youtu.be


カスタムランディングページテンプレート
貴ウェブサイト用にカスタマイズ可
高品質な”ダイビングを始めよう”ページを貴ウェブサイト上に追加する際テンプレートとして使用していただけ

る仮ランディングページを作成しました。貴ダイブセンターに正しくあてはまる内容になるよう、カスタマイズす

るのを忘れないでください。テキストや背景に使用しているカラー(青)は#2992cc / rgb(41, 146, 204)です。

リンク先や仮に使用されている文字/画像を変更して、貴ダイブセンターのものに置き換えてください。下記にお

いて、このページの主要構成を紹介し、なぜ私たちがその要素を含めたのか理由を説明しています。

ページは、見込み顧客に
ダイビングを始めたいと
思わせる、この大きくて
目を引く”ダイビングを
始めよう”キャンペーン
バナーで始まります

ここで、ダイバー認定取
得に必要な３ステップを
見込み顧客に知ってもら

います

百聞は一見に如かず。な
ぜダイビングを学ぶべき
かをビデオで見せます

ここは貴ダイブセンターの
セクションです。ダイブセ
ンター名、所在地情報のほ
か、貴ダイブセンターの個
性が出る内容にカスタマイ

ズしてください

ここで、見込み顧客にアクシ
ョンを起こす（ダイビングを
始める）よう促します。オー
プンウォータースクーバダイ
バーEラーニングページにリン
クしているボタンを設置して
いますが、必要に応じて貴ダ
イブセンターの見込み顧客に
とって次のステップに適切と
思われるページにリンク先を
変更してください

このセクションでは、まだア
クションを起こす準備のでき
ていない方のために、貴ダイ
ブセンターへコンタクトし、
追加詳細情報を得る機会を提
供しています。このフォーム
に入力した人は、貴ダイブセ
ンターからの折り返し連絡を
受けるのみならず、”ダイビ
ングを始めよう”キャンペー
ンEメールシリーズ（下記参
照）を全て受け取る設定にな
っているか確認してくださ

い。
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ヒント
このページは、リー
ド獲得とリターゲテ
ィングの両方に有効

です！

ダイビングを始めよう

3つのシンプルステップで、世界中でのダイビングを始めよう

ABCダイブセンター

新しい世界に飛び込む準備はできましたか？

より詳細な情報をご希望ですか？

なぜダイビングを始めるべき？

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-mock-landing-page/?lang=ja_jp


Eメールシリーズ
”ダイビングを始めよう”ランディングページへアクセスした人の多くはすぐに
始める準備はできていないでしょう。おそらくもっと質問があったり、単に今は
時間がないのかもしれません。こうした理由で、関心はあるけれどまだすぐに始
める準備のできていない人や、今はダイビングを始めるタイミングではない人の
気持ちをより高めるようにデザインされたEメールシリーズを作りました。この
Eメールシリーズはまた、スノーケリングやスクーバディスカバリーコースを受
けた人に対して、認定コースに進もうという気持ちを促進するのにも適していま
す。
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全てのEメールをダウンロードする

”ダイビングを始めよう”ページのフォームからコンタクトした人に即時自動返信メール：”ダイビングを始めよう”

Eメール１:あなたがダイバーになるべき５つの理由

Eメール２:水中世界探検をスタートするための３ステップ

Eメール３:さぁ、ダイビングを始めよう！

ヒント
ほとんどのEメール
ソフトウエアは、新
しいEメールアドレ
スがニュースレター
リストに追加される
とスケジュール自動
メール配信機能があ

ります。

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


ソーシャ
ルメディ
ア投稿

ソーシャルメディアは、新規顧客を

獲得するための、とてもパワフ

ルなマーケティングツールで

す。私たちは、現在オープンウ

ォータースクーバダイバー認定

を持っていない人々の関心

を引くようなFacebookや

インスタグラムの投稿を

いくつか用意しました。

理想的には、これらの

投稿は貴ダイブセンタ

ーの通常のソーシャルメデ

ィア投稿に追加して、定期

的に投稿されるべきです。
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全てのソーシャルメディア投稿をダウンロードする

ヒント
”投稿を宣伝”や”宣伝す
る”を利用すると、既存顧
客ベースの枠を超えた顧客
へ、リーチを大幅に拡

大できます。

ダイビングを始めよう

ダイビングを始めよう

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


追加グラフィックス
私たちのマーケティングリソースセンターには、貴ダイブセンターのキャンペーンに使
用していただける、多数の追加グラフィックスが用意されています。(*注:このページ

を参照するにはログインが必要です）これら高品質画像は無料で使用できます。
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ヒント
独自のマーケティングキャンペーンを作成する方法を学びたいですか？年1
回行われるデジタルマーケティングワークショップやスクーバディーラーカ

ンファレンスをチェックして下さい。

https://www.tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=ja_jp


さぁ、始めよう
”ダイビングを始めよう”キャン
ペーンを作成し、配信開始しよう

ステップ１
i. ”ダイビングを始めよう”キャンペー

ンの全素材をダウンロードする

ii. ここをクリックしてダウンロード
する

iii. 素材集はzipファイルで保存され
ます。zipファイルを開ける手順が必
要な方は、次のインストラクション
に従ってください。Windows | Mac

さらにコンテンツ追加やキャンペーンを
カスタマイズしたい方は、マーケティン
グリソースセンターに用意されている画
像やロゴをご自由に利用ください。(*注:
このページを参照するにはログインが必要で
す）

ステップ２
i. ”ダイビングを始めよう”ランディングページを貴ウェブサイトに作成する

ii. ”ダイビングを始めよう”ページを貴ウェブサイト上に追加する際テンプレート
として使用していただける仮ランディングページを作成しました。貴ダイブセンター
に正しくあてはまる内容になるよう、カスタマイズするのを忘れないでください。テ
キストや背景に使用しているカラー(青)は#2992cc / rgb(41, 146, 204)です。

ステップ３
i. 貴ダイブセンターでご使用しているニュースレターサービス/ソフトウエアに素材集に

あるメール４つを追加してください。メール内のリンク先やテキストを貴ダイブセン
ターに正しく当てはまるよう変更するのを忘れないでください。

ii. 貴ダイブセンターのロゴなどをこれらEメールに追加すると良いでしょう

iii. ”ダイビングを始めよう”ランディングページで、追加情報を希望した方々へ：

1. コンタクトフォーム送信後に自動返信メール（ほとんどのウェブサイトコンタクト
フォームにはこの自動返信メール機能があります）

2. 入力された電話番号へ連絡をし、なぜすぐにダイビングを始める準備ができていな
いのか、自由に回答できる質問をする。質問に答える際は、見込み顧客の懸念に対
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https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%99%E3%82%8B-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlp2528/mac
https://www.tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=ja_jp
https://www.tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=ja_jp
https://www.tdisdi.com/ダイビングを始めよう　仮ランディングページ/?lang=ja_jp
https://www.tdisdi.com/ダイビングを始めよう　仮ランディングページ/?lang=ja_jp


9

処するよう心がける

3. 週1回、残りのメール３つを配信する

4. 貴ダイブセンターの通常ニュースレターリストにもこのメールアドレスが追加され
ていることを確認する

iv. まだオープンウォータースクーバダイバー認定を取得していないが、以前スノー
ケリングやスクーバディスカバリーを貴ダイブセンターで受講して、連絡先がデータ
ベースに既に入っている方々へ：

1. Eメール１をすぐに送信する。フォローアップとして週1回残りのメール２つを配信
する

2. メールアドレスが貴ダイブセンターの通常ニュースレターリストにも追加されてい
ることを確認してください

ステップ４
i. Facebookやインスタグラムの予約投稿を設定する

ii. これらの投稿は、貴ダイブセンターの通常の投稿スケジュールと合わせて、一定
の間隔で行われるべきです。例えば、通常の投稿スケジュールに合わせ週1回投稿、
または毎日投稿。

iii. 貴Facebookページやインスタグラムフィードの通常投稿に加えて、Facebook
広告またはインスタグラム広告を利用してこれらの投稿を行うと効果的です。
（既存顧客ベースの枠を超えた顧客へ、リーチを大幅に拡大できます）

ステップ５
i. 継続しましょう！

ii. マーケティングリソースセンターを通じて、多数のメディア
や画像にアクセスできます。できるだけ多くのEメールやソー
シャルメディア投稿を作成して、フレッシュで関心を引くキ
ャンペーンを継続しましょう

https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=ja_jp


ご質問
インターナショナルトレーニングマーケティングチーム
は皆さんのサポートをしています。いつでもMarketing@
tdisdi.comまでメールを下さい。今回のキャンペーンやそ
の他のマーケティングキャンペーンについて正しい方向に

皆さんを導くお手伝いをいたします!
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