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C R E C E R  成功する歯科医院経営

大々的広告宣伝をして、一気に知名を広げ集患を試みる広告は費用の割には効果が上がらず生活者の不評さえ

買います。こういったバーゲンセール的な「狩猟型」マーケティングに比べ、クレセルが提案する「農耕型」

マーケティングは、じわじわと生活者の信頼を高めながら医院をブランディングしていきます。

クレセルマーケティングの流れ

     ◎円商圏ではなく、より現実的なアメーバー商圏を設定

◎医院来院者の分布を把握する

◎ターゲットエリアを選定する

あに）圏療診トッゲータに特（アリエ布配の体媒紙 ◎

わせたエリアキーワードのチューニングが必要

かるいて見をジーペのどが客顧在潜た来に上PH ◎

を把握して紙媒体の内容との整合性を検証する

◎医院「100の強み」を洗い出す

ポチッタでズーェフの聞伝、後院来、院来、前院来 ◎

イントの構築

◎スクリーニング

年者患院来すらたもを入収たし定安てっとに院自 ◎

齢区分を形成する

正補て見をレズの者院来院医と態動口人の域地 ◎

する

◎ホームページの新規公開及びリニューアル

の等ドーカルーコリ、トッレフンパ、ータレスーュニ ◎

作成

◎ビデオ媒体の制作

◎患者アンケートの実施による医院評価の確認

◎マーケティング施策の見直し

ブランディング
フレームワーク作成

ＡＢＣ分析

医院診療圏の設定

アクセス解析

媒体・方法の選定と実施

スクリーニング＆
プランニング

［　　　　　　］

「農耕型」マーケティングで

経営を加速させる

送り手の医院から発せられる言葉には、患者の心は動きません。大切なことは自己ＰＲに終始しな

いこと、そして読んで面白いことです。患者事例は、患者が医院を応援する視点があり、疑似

体験できる面白さがあるため、自然と医院をブランディングして集患が達成できます。
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B r a n d i n g 

映像の用途
◆ 電子看板（大型）　　◆ デジタルサイネージ

◆ DVD　　 ◆ 電子広告　　◆ YouTube

映像内容
オープニング・院長あいさつ・医院ポリシー（2～4カット程度）、

医院設備（2～4カット程度）、診療項目（2～4カット程度）。

総カット数10程度、仕上がり3～5分程度。

※下記の料金は別途となります

画像・イラストなどを新規作成するとき。電子看板などの映像再生機器。DVDなどの複製。

オプション／カットの追加。他用途への展開。打ち合わせの追加。

絵コンテ・シナリオ修正の追加。撮影回数の追加・やり直し・長時間の撮影。映像修正の追加。

【クレセルからのご提案】

患者体験広告で成約率をあげよう！

　　 ▼
事例　インプラント治療

映 像

制 作

現実感の高さを活かして伝えるツール v i d e o

説得力

肉声 院長の姿 スタッフの姿 院内の様子

親近感 現実感

医院のポリシー 得意とする診療科目

地域貢献への意欲 設備・施設

整理

列挙

言語化
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1．同窓会では大きな笑顔を見せたかった

2． ○○変わったね。キレイになった。と言われました

3．インプラント治療は不安だったけれど

4．支払いは計画的なので楽々です

5． ○○歯科の対応は最高「オススメです」

6． ○○歯科のインプラント治療ビフォー・アフター

7．インプラント治療を考えている人へのアドバイス

8． ○○歯科へのメッセージ

2．○○変わったね。キレイになった。
    と言われました

3．インプラント治療は不安だったけれど 4．支払いは計画的なので楽々です 5．○○歯科の対応は最高「オススメです」

6．○○歯科のインプラント治療 7．これからインプラント治療をしよう
     という人へのアドバイス

8．○○歯科へのメッセージ

1．同窓会では大きな笑顔を見せたかった

6 月 10 日　相談・検査・X線
6月 17 日　総合プラン説明・治療方針・費用説明
6月 24 日　インプラント埋入手術・
12月 4日　上部構造物装着
1月 16 日　定期メンテナンス
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befor after

上部構造物装着

相談をしている画像 プラン説明の画像レントゲン撮影

定期メンテナンス

（患者さんとDr の
ツーショット）

「高校を卒業して○年ぶりの同窓会、
集合写真のときに大きな笑顔で笑えました」
「高校を卒業して○年ぶりの同窓会、
集合写真のときに大きな笑顔で笑えました」

ビフォー・アフター

インプラント埋入手術

TEL:03-5840-7801

電話もしくはe-mailでの相談（原則二回程度）を無料で承っております

Tel.03-5840-7801

E-Mail: info@crecer-m.com

Website: http://www.crecer-m.com/

から ホームページへ

患者さん事例で来院率をあげよう
ホームページには上位表示されるけれど、実際の来院が伸びない医院へ
SEOにお金をかけずに、自費患者を増やしたい医院へ
パンフレット、ニュースレター、小冊子を作成したい医院へ
ホームページに「売り」（キラーコンテンツ）がない医院へ
「患者さんの事例」は、いわゆる「患者の声」＝「うそっぽい」とは似て非なるものです。

１）３０分の取材でOK

HP来訪者を疑似体験させるコンテンツ

① 患者さんへの趣旨説明
② インタビュー
③ 写真撮影

① 取材・撮影
② キャッチコピー・文章作成
③ HP データ化
④ 公開

５分
１０分
１５分

２）１０日間で取材から公開まで
企画

① テンプレートコース
② オリジナルページコース
③ プレミアムコース

３）８万円で取材からテーマ作成まで

医療費控除ページに控除額の自動計算が出来るフォーマットを実装します

データはさらに小冊子・ニュースレター
パンフレットなどへの展開が可能です。
医院での配布、新聞折り込み、ＤＭ、
ポスティングなど、さらなる
プロモーション活動のベースになります。

○
○
○
○

クレセルからのご提案

の「自画自賛」 「患者賞賛」

制作の流れ

10 日間

（事前にお打合せを行います）

84,000 円（税込）
124,000 円（税込）
189,000 円（税込）

（訪問時の交通費は実費を別途いただきます）

各コース＋

事前にご諒解をいただいている患者さん
のご来院日にあわせてスタッフが医院に
ご訪問いたします。

インタビュー、撮影後、10 日後（営業日）
にサイトに公開します。

（テンプレートコース）

いたき聞くし詳ていつに例事験体者患 ●

ドアていつに果効のジーペムーホの今 ●

バイスが欲しい

つにスビーサbeWやOESのルセレク ●

いて説明してほしい

●集患やPRについて相談したい

Webディレクターが分かりやすくお応えいたします

無料相談
受付中



◎歯科医院の撮影経験が豊富な専属カメラマンによるPR
写真の撮影を行います。医院インテリア、外装、人物だけでな
く治療風景やカウンセリング風景など医院の特色を直感的
に伝えるための構図など同行のディレクターと共に提案しま
す。Webサイトだけでなく紙媒体、院内インフォメーションへ
も転用できる汎用性の高いPRツールとして撮影を行います。

Webサイト

構築サービス

Webサイト

運用サービス

w

e

b

c

o

n

t

e

n

t

s

w

e

b

s

e

r

v

i

c

e

［SEO］≦［集患］
医院開業支援、経営コンサルティングをワンストップで行うノウハウの蓄積や情報の集積を活用し、医院の独自性をインターネット上

で競合と比べ際立った形で再現します。患者との関係性を育成する事を目的にアクティブツールやソーシャルメディアの活用、そして

ブランドコンテンツの実装を軸に長期戦略の視点で 医院経営に貢献いたします。 

SEO
◎定期的な内部チューニングによる対策
◎ 弊社管理サイト同士による相互リンク
システム
◎ 検索順位を毎日集計して効果測定と
対策立案

◎三か月に一度の担当者によるレポート

◎診療： 弊社からの提案文章を自由にカスタマイズ
◎接遇： 弊社からの提案文章を自由に選択
◎ ブログ： SEOに効果的なブログの設置と活用方法の
実践的なレクチャー
◎診療カレンダー： 院内から更新できる診療カレンダー
◎ Twitter： Webサイト内にTwitterを埋め込み情報発
信ツールとして活用
◎ Facebook： 医院ブログやTwitterと連動して患者
の抱え込みとロイヤル顧客の育成を助長

3

2

4

◎競合医院調査
◎検索キーワード調査
◎類似環境医院サイトのアクセス傾向統計
◎ターゲットユーザー（想定患者層）策定
◎SEO戦略
◎Webプロモーション戦略

調査分析/戦略策定

撮影

Webサイトデザイン1

Webサイト構築

ソーシャルメディア
の活用
Twitterやfacebookを「ビジネス」と
いう視点で活用いたします。医院ブロ
グと連動させる事で同じ内容のブログ
記事をfacebookに同時に掲載させ
Twitterへの投稿は医院サイト内にも同
じ内容を掲載させる事が可能です。それ
ぞれの活用方法のレクチャーを行いな
がら患者への露出を高めて医院の優位
性を波及させます。

アクティブツール
◎医療費控除の還付金計算システム
◎自費治療の価格計算システム（有料）
◎ スライドショーなどの動的な仕掛け
　（一部有料）
◎症例写真のズームアッププログラム
◎医院ブログ
◎診療カレンダー
◎厚生労働省からの情報を自動配信

ブランドコンテンツ
患者事例の掲載（裏ページ参照）
プロモーションコンテンツの作成

患者満足体験コンテンツ
患者の声を取材、編集形式でよりリアルに発
信し、潜在顧客のニーズを掘り起こします。

医療費控除計算
プログラム
医院ホームページ上で医療費控除
の計算を行えます。医院受付などで
もご活用いただけます。

症例ズームアップ
症例写真をマウスで選択し、細部を
ズームアップさせる事で治療の精
度を訴求する事が出来ます。チェア
サイドの説明にもネット環境があれ
ばご活用いただけます、

厚生労働省緊急速報
緊急速報を自動的に掲載いたしま
す。公共性を高める効果があります。

コンテンツスライダー
ボタンと写真が連動してアニメーションする
高機能ナビゲーション。インパクトを与えたい
医院に最適です。

facebook
Facebookページ（旧ファンページ）を作成して医院の信
頼性を高め、訴求ポイントの露出を高めながらディスカッ
ションなどを活用して「医院ファン」を育成いたします。

Twitter
患者の声を取材、編集形式でよりリアルに発
信し、潜在顧客のニーズを掘り起こします。

標準化されたコンテンツを組み込んだWebサイトイメージ

外部サービスサイトイメージ

Twitter、
facebook
とも連動し、
相乗効果が
高まります


