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はじめに 

 

本書を読んでいらっしゃる方は電話占いでビジネスをすることを検討している、または既にビ

ジネスを行っていらっしゃる方であり、少なからず占いというコンテンツでビジネスを検討さ

れているかと思います。 

今、占い業界は年間 1 兆円を超える巨大占い市場となっています。そのうち電話占いに関して

は数百億円のシェアがあります。 

 

リーマンショック、東日本大震災、高齢化社会、終始雇用の崩壊、etc・・・ 

今の日本で安心して暮らすのは難しく、常に「不安」がつきまとっています。現在の日本人が

抱えるさまざまな不安要素を軽減するために占いというコンテンツは需要があり、先行き不透

明な今の時代であるからこそ占いの需要がますます増えておりそんな状況であるからこそ、今

電話占いサイトは爆発的に増えています。 

 

では占い系のコンテンツを提供する上場企業はさぞ売上を伸ばしているのだろうと思えますが、

具体的にどれ位の売り上げがあるでしょうか？ 
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 株式会社ザッパラス（東証第一部） 

2014 年の売上高：8,155 百万円（株価：約 800 円） 

2018 年の売上高：4,800 百万円（株価：約 400 円） 

 

 株式会社メディア工房（東証マザーズ） 

2014 年の売上高：2,482 百万円（株価：約 900 円） 

2018 年の売上高：2,350 百万円（株価：約 500 円）） 

 

上場企業の 2014 年から 2018 年の値を比較していますが、明らかに売上が下がっています。 

これは「占い市場自体は徐々に右肩上がりなのに上場企業の売り上げが落ちている」ことにな

ります。 

つまり、いま占い市場は上場企業よりも中～小規模な会社の売り上げが割合として多いことが

予測できます。 

 

話がそれますがスマートフォンなどモバイルコンテンツ関連の市場規模は 2016 年で 5 兆 619

億円 です。 

そのうち、占い、ゲーム系、音楽系をはじめとしたデジタルコンテンツを有料配信する「モバ

イルコンテンツ市場」は 1 兆 8,757 億円 です。 

 

これだけをみるとスマートフォンやタブレットで占いができるようになるだけで、モバイルコ

ンテンツの市場規模に参入することになり、お客様が増える可能性が出ることが分かります。 

対面鑑定しか行っていない、パソコンしか利用できない占いサイトはそれだけ見込み客を逃し

ていることがいえます。 
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いかがでしょうか？ 

市場規模や大手会社の売上の数字を少し調べただけで、これだけのことが分かってきます。 

 

「占いのことはよく分からないけど、とりあえずやれば儲かるんだろ？」 

 

このような考えで占いのビジネスをしてもお客様が増えずに売上が伸びないのは目に見えてい

ます。何も考えずに占いビジネスに参画しても失敗するのは当然です。 

 

では、占いビジネスで成功を収めるにはどのようにすれば良いのか？ 

 

それには、ちょっとしたコツがあります。 

本書は「電話占いビジネスを始めるぞ」と考えてから占い師を集めて電話占いサイトがオープ

ンするまでやること、サイトがオープンしてからも継続的に売り上げが伸びていくためのノウ

ハウがまとまっています。 

 

あなたの電話占い事業が成功するように参考にして頂ければ幸いです。 
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自己紹介 

 

わたくしは 5 年以上、占いのシステムを提供する会社でサポート業務をしてきました。 

サポート業務と兼ねて営業でさまざまな企業の方や占い師様とお話をしてきました。 

私がこの業務についてから数何十社以上の会社と契約、問い合わせをしていただいた会社様を

含めると 300 社は超えます。 

 

みなさん事業を開始するときは夢に満ち溢れた笑顔でどうやって占いビジネスで成功させるか、

という作戦を話してくれます。 

 

しかしこの業務を続けていくうえで、企業様や占い師様の話を伺ってくると 

 

「この会社はこのビジネスで売り上げを伸ばすことはできないな。たぶん失敗するな。」 

 

というのが分かってきます。 

そのような事は決して言わないですが、さまざまな方とお話ししていくと明らかに占いビジネ

スで失敗して撤退する人の特徴がわかってきます。 

 

順調に売上を伸ばした会社もあれば、一切お客様がこなくて売上が伸びず赤字だけ抱えて数年

後に撤退した会社を何社も見てきました。それは私だけではなく、同じ仕事をしている会社の

人や上司も経験で分かります。 

 

けど、絶対に口はしません。 

 

弊社では売上に影響することまで責任を持てないから何もいいません。 

この人はもう少しこの点に気をつけてくれたら、きっと売り上げが伸びるだろうなあ。。 

何度も歯がゆい想いをしてきました。 
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そんな歯がゆい想いを本書にぶつけて、これから占いビジネスを始める人に読んでいただくこ

とでビジネスとして成功に導くお手伝いができればと思い本書を書きました。 

 

本書は 1 日で読んでいただき、最速 24 時間で占い事業をスタートして、3 カ月以内に利益を出

せる、占いビジネスをスモールスタートするための具体的な方法をまとめました。 

 

 

電話占いビジネスとは 

 

電話占いビジネスとは、電話占いサイトを設立してお客様がサイト上でメールまたは電話で占

い師に占ってもらうことで収益にするビジネスです。占いの他にも物販なども行い収益を上げ

ます。 

 

「電話占いは儲かるビジネス」という意見もありますが、現場を知る私の意見としては電話占

いは「絶対に」儲かるビジネスではございません。 

「儲かるビジネス」という言葉だけを鵜呑みにしてビジネスを始めてから絶対に儲かるビジネ

スではないという現実を知って撤退する企業様が多いです。 

 

占いビジネスで成功するにはちょっとしたコツが必要です。 

 

本書ではそのコツと、電話占いビジネスを始めるまでに必要な情報を取り揃えました。 

  



 

 

10 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

占い業界の現状 

 

占い業界について、業界全般はゆるやかに右肩上がりしています。 

占い館で並んで人気の占い師に占ってもらうよりも、夜中でも空いた時間に気軽に占いのでき

る電話占いが重要が増えています。 

 

昨今占いの大手、株式会社ザッパラス（東証第一部）が「占いフェス」などの大型イベントや

「占い TV」といった占いのコンテンツを仕掛けて占い業界を活性化させようとしています。そ

の恩恵もあって、今まで占いに興味のなかったお客様も占いに興味をもつようになりました。 

また占いは日本独自の文化であり、海外で占いよりもカウンセリングが主流です。 

 

ここ数十年ではリーマンショック、3・11 以降は爆発的に占いをする人口が増えました。 

おそらく 2020 年の東京オリンピックが終わると、祭りが終わった後の日本が抱える問題であ

る少子化高齢化問題が注目されて更に占いをする人口が増えることが予想できます。 
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占いに関する統計 

 

占いをする人口が増える可能性があるといっても、具体的にどんな人が占いたいと思うのか分

からなければ、売上を伸ばすためのターゲットを決めることができません。ここでは過去に占

いを利用したお客様に関する統計を紹介します。 

 

 性別 

男女比率では圧倒的に女性の方が多く、８割は女性の利用者です。 

一方、男性の利用者というのは１割程度、多くても２割程度です。 

 

 年齢 

占いを利用する人の年齢比率は女性は２０代～６０代、男性は４０代～５０代が年齢層ですが 

男女ともに４０代に次いで３０代の比率が多いです。 

 

 職種 

占いを利用する人の職種比率は男性は会社勤め、女性は主婦の方が多いです。 

ある企業の社長が会社の将来を占うといった話もありますが、稀なケースのためあまり参考に

はなりません。 

 

 相談内容 

占いで相談する内容はランキング形式で紹介いたします。 

 

第５位 将来 

いつ結婚するのか、妊娠するのはいつなのか？自分に対して、将来に対する漠然とした不安を

占ってほしいという依頼が多いです。年金や老後といった何十年後の将来よりも数年後といっ

た、近い将来を占うことが多いようです。 
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第４位 家族・育児 

 親との関係 

 親の介護 

 子供の将来・進学 

 夫との関係 

家族に関する問題はいろいろとありますが、主にお子様を持つ母親からの相談が多いようです。

家族を心配する母の不安が溜まって電話占いで相談するといった傾向が強いようです。 

 

第３位 片想い・相性 

 相手は私に対してどう思っているか 

 気になる人との相性 

 彼の気持ち 

 彼の本音を聞きたいといった 

このような方想いの相手に関することを知りたい、比較的若い世代からの相談が多いです。 

出会い系で知り合った、社内恋愛、イベントをきっかけで知り合った男性との相性など親しい

人に相談するのが難しいときに電話占いで相談する方が多いようです。 

 

第２位 復縁 

 一度別れたけど復縁したい 

 元彼が忘れられない 

 元彼とのヨリを戻したいといった 

このような人間関係のドロドロとしたところもある復縁に関する相談は多いです。なによりも

占い師に占ってもらうことで気持ちの整理をするという方が多いようです。 
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第１位 不倫 

 今のままの関係を続けていても大丈夫なのか 

 不倫相手は私のことを本当に想っているの？ 

 今の関係が壊れないようにするにはどうすればいいの？ 

 不倫相手と将来一緒になれるか 

 

圧倒的に多い相談がこの「不倫」です。 

家族なんてもってのほか、友人にもなかなか打ち明けることができないので誰にも知られるこ

となく悩みを解決できる占いなら相談しやすい！ということでもっとも相談件数が多いです。 

 

恋愛に関する相談内容が大半を占めているといっても過言ではありません。 
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電話占いシステムとは 

 

電話占いシステムとは、ここでは占いサイト上でお客様が新規登録して、気になる占い師を選

んで占い師と電話ができるシステムです。 

占いサイトに記載されている電話番号に電話をするだけでお互いの電話番号を知らずに占い師

と電話ができたり、お客様が支払った料金を精算したり、お客様を管理したり、お客様へ占い

サイトからのお知らせとなるメールを自動的に配信したり、運営で必要な作業を自動化して電

話占いの運営のコストと手間を軽減するシステムを電話占いシステムと呼んでいます。 
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占いシステムのメリット 

電話占いシステムを利用することで、お客様と占い師の電話を取り次ぐオペレーターが不要に

することで人件費の削減が図れたり、電話の利用時間に応じてお客様に請求する料金を自動計

算したり、毎月の売上を自動的に計算することができるため運営のコストの削減ができます。 

 

ほかには Twitter と連携して自動ツイートをすることで Twitter 上で自動的に集客を行うなど

SNS との連携もできるようになってきています。 

 

占いシステムがないと、お客様は占いサイトの電話番号に電話をすると、占いサイトを運営す

るオペレータが占い師のシフトを確認して、オペレータは占い師に「今からお客様から電話が

あります」と伝えてお客様との通話を占い師の電話番号に転送してお客様はやっと占い師と電

話ができます。 

お客様と占い師のパイプ役をするオペレーターが休んでしまった場合、代わりのオペレータを

見つけなくてはならないし、年末年始もオペレータは稼働しなければなりませんが、占いシス

テムを導入していると、オペレータが行うパイプ役をシステムが自動的に行うメリットがあり

ます。 
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占いシステムのデメリット 

電話占いシステムのデメリットは、システムの費用がかかることと、システムの使い方を理解

する必要があることです。 

 

占い師が高齢でスマートフォンの扱いが難しい場合であったり、今までオペレータがフォロー

していたものがシステムで機械的に占いができるようになることを人間味がないという理由で

極度に嫌う占い師もいます。 

また、ほとんど聞かないですがシステムに不具合があった場合は最悪、占いサイトが運営でき

なくなる可能性もあります。どれもシステムならではのデメリットになります。 
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占いシステムの値段 

 

現在、確認できている占いシステムを提供する会社は数社あります。その数社にシステムの初

期導入の見積もりを問い合わせただけでも数十万円〜数百万円もの金額がかかることが分かり

ました。これは非常に高価です。 

 

とはいっても、人件費と運営コストを考慮すると圧倒的にシステムを導入した方が安くなりま

す。フリーランスなどで活躍されているフリーランスのエンジニアに占いシステムの開発を依

頼すると安く作ってもらえるかもしれませんが占いシステムを知らない者が作った占いシステ

ムが良いものになるとは個人的には思いません。 

そのため、占いシステムは個人ではなく法人が制作したシステムを利用する方がおすすめです。 
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占いシステムを選ぶポイント 

 

いざ、占いシステムを契約して費用を支払ってから「思っていたのと違っていた」「サポート

がイマイチだった」などの後悔がないように、占いシステムの会社を選ぶポイントを紹介いた

します。 

 

 メール・電話の対応 

占いシステムを提供する会社のホームページに記載されている電話やメールアドレスなどから

お問い合わせをするかと思います。メールやお問い合わせのフォームからお問い合わせをして

から 

 何日後に連絡がくるか 

 メールの文面は丁寧か 

 電話で話すことがあれば、言葉遣いは丁寧か 

 

チェックしてみてください。 

占いシステムの提供に注力をしていない会社であるとメールの返事も遅いですし電話の応対も

いい加減になります。丁寧な言葉で迅速に対応する会社は好感が持てます。 

 

 占いシステムのデモを見せてもらえるか 

契約前に占いシステムのサンプルデモを見せてくれる会社は多いですが、なかには 

 

 お客様個別にシステムを提供しているためデモはありません。 

 弊社でしかデモは閲覧できないため、一度ご説明に来社ください。 

 

このような回答をする会社は注意が必要です。デモを見せることを出し渋っていたり、直接会

うことで言葉巧みに他社のシステムの悪い噂を流したりして契約をさせようとしています。 

最初からあなたの事を相手にしていない可能性もあります。 
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デモサイトという情報を出し渋る会社と情報を惜しみなく公開している会社どちらが信頼でき

るでしょうか。 

 

 占いサイトは誰が制作するか 

 占いシステムと占いサイトがセットになって提供している会社は多いですが、 

占いサイトのデザインやデザインの制作は 

事業者とシステム会社のどちらが行うかはしっかりと確認しましょう。 

 

システム会社にサイトの制作を依頼すると、占いサイトを制作した経験のない会社であった場

合、マトモなサイトを作ることができません。また異常に高額なサイト制作費用が請求される

可能性があります。 

 

 相談にのってくれるか 

 占いシステムを契約しても最初は使い方が分からないことばかりです。そんな時、メールや電

話で相談にのってくれるか確認してください。契約前に占いシステムについて分からない点を

全て電話で聞くのも良いです。キチンと丁寧に回答してくれる会社は信頼できますが適当な回

答や納得のいかない回答をする会社は契約した後のアフターサポートもいい加減になる可能性

があります。 

 

 レンタルなのか、買い取りなのか 

占いシステムには「レンタル」または「買い取り」のどちらかの種類があります。 

レンタルとは、占いシステムをシステム会社から借りて契約することです。初期費用は買い取

りより安いですが毎月システムの利用料金を支払います。契約後に占いシステムに新しく機能

が追加されたり契約後のシステムのカスタマイズができる点が大きなメリットです。 
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買い取りとは、占いシステムをシステム会社から購入します。初期費用はレンタルより高いで

すが月々の利用料金はありません。契約後は占いシステムの修正は基本的にありません。 

 

そのため契約後になって追加してほしい新機能があっても追加できない点がデメリットです。 

 

 最後に機能を追加したのはいつですか？ 

占い業界は今、いろんな業界とコラボレーションをして新しい試みをしています。占いサイト

もお客様が利用しやすいように日々、新しい機能を作っていく必要があります。 

 

例えば、LINE はいま誰でも使っていると思いますが LINE で占いサイトの支払いができれば、

支払いの敷居が低くなります。 

 

facebook を利用しているお客様も多いはずです。facebook のアカウントで占いサイトに登録

できれば占いサイトの新規登録でお客様の情報を入力する手間が省かれて便利です。 

 

twitter で占い師の状況やサイトの情報をいち早く配信してくれるとお客様はより占いサイトに

興味を持ちます。 

 

占いシステムも事業者様により売り上げをあげてほしいと常に色々な機能を取り入れるように

しなければなりません。そこで最近追加した占いシステムの機能について質問をして答えるこ

とができる占いシステムの会社はトレンドをおいかけている占いシステムを作っていると言っ

てもいいでしょうか。 

逆に答えられなかったり、何かと理由をつけて答えない会社は昔ながらのシステムをずっと使

い続けてメンテナンスできないと考えてもよいです。 

 

システムというのは必ず不具合があります。絶対に不具合がないと言い切っていても 

時代の流れで、メンテナンスをしないと明らかに使えないシステムになってしまいます。 
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メンテナンスのできない、メンテナンスをしない占いシステムはトレンドに沿った機能を追加

できないうえに不具合がある可能性があるため非常に危険です。 

 チェックリスト 

占いシステムの会社を選ぶポイントを下記の項目でチェックをしてみてください。占いシステ

ムは契約をするとその会社との関係は終わりではなく、あなたの占い事業を共に成長するパー

トナー企業となります。実際に占いシステムの会社に問い合わせてチェックの少ない会社は避

けた方が良いです。 

 

 サポートセンターのメール・電話の対応 

 問い合わせをしてから回答までの時間 

 占いシステムのデモを見せてもらえるか 

 サイトのデザインは誰が制作するのか 

 買い取りなのか、それともレンタルなのか 

 最後に追加した機能を答えられるか 

 システムの機能の変更や機能の追加要望がでた場合は対応してくれるか 

 システムの変更には費用はどれ位かかるか 

  



 

 

22 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

占いシステムを見分ける方法 

 

占いシステムを利用しているサイトを見分ける方法を紹介いたします。 

 

 サイトの URL から確認する 

占いサイトの URL の末尾に「/admin/」を入力してみてください。ID とパスワードを求められ

たり「You don't have permission to access /admin/ on this server.」エラーが表示されると間違

いなく占いシステムを利用しているサイトです。この URL の末尾に「/admin/」を付けた URL

は運営者が閲覧できる管理者画面となっているため占いシステムを利用しているサイトはどん

なものなのかと参考になります。またサイトを攻撃することになりますので、くれぐれも ID と

パスワードを破ろうとしないようにしてください。 

 

 占い師の出演状態から確認する 

占いサイトの占い師の一覧が表示されている画面に「いますぐ占えます」「待機中」「ただ今

鑑定中」などの占い師の状態が表示されいること。実際に「いますぐ占えます」状態の占い師

に電話鑑定をすると、状態が「ただ今鑑定中」に即座に切り替わると占いシステムを利用して

いると言えます。 
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収益の仕組み 

 

電話占いサイトでビジネスをする場合、売上はどれ位なのか、利益はどれ位になのかをあらか

じめ検討をする必要があります。電話占いサイトを運営した場合、ほとんどのサイトでは売上

と経費の内訳は下記のようになります。 

 

 電話占いサイトの売上 

 お客様がポイントを購入 

 開運グッズの物販 

 遠隔占い 

 

 電話占いサイトの経費 

 占い師への給与 

 運営スタッフへの給与 

 システム利用料金 

 電話料金 

 オフィス賃貸料金 

 光熱費 

 インターネット料金 

 広告・宣伝費 
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例えば、お客様が 10,000 円でポイントを購入して 10,000 ポイントを全て鑑定をした場合、お

客様が利用したポイントのうち 20～30％（2,000 円～3,000 円）が占い師への給与になります。 

 

今回占い師への給与を 25%(2,500 円)として、残りの 7,500 円のうち、固定費(運営スタッフの

給与、システム利用料金、オフィスの家賃、光熱費、インターネット料金)を差し引いた残りの

金額から、広告・宣伝費用を差し引いた料金が運営会社の利益となります。 

経費を差し引くと、最終的に運営者の利益になるのはだいたい 2 割程度になります。 

 

開運グッズを販売すれば、占い師への給与や電話料金はかからず、グッズの仕入れ値と郵送料

が経費となるだけで、ほとんどが利益になります。 

 

一方で、お客様が占いサイトでお金を払っていなくても、お金を払う見込みのあるお客様から

のお問い合わせの対応や占い師へのフォローアップ行わなければ、占いサイトとして運営でき

なくなります。売上が上がらなくても、売上が上がるための運営をしなければならず消耗して

しまう運営者も多いです。 

 

  



 

 

25 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

 

メール占いと電話占い 

 

占いサイトを運用する際、何の占いをサービスとしてお客様に提供するかを考える必要があり

ます。本書を読んでいらっしゃる方は既にご存じかと思いますが主に下記のどちらか、または

どちらも選んで占いサイトを運営します。ここではメール占いと電話占いのメリット・デメリ

ットをいま一度確認をして、あなたのサイトはどちらが適しているのかを考えてみてください。 

 

 メール占い（写真鑑定） 

 電話占い 

 

 メール占い 

占いサイトから気にる占い師を見つけて、占いサイト上の専用フォームに相談内容を書くだけ

で、後日占いの結果が届くというのがメール占いです。個人情報が占い師に漏れることはあり

ませんし手軽にできる反面、１回相談するだけで数千円程度の料金がかかります。 

 

 メール占いのメリット 

メール占いは、一番気軽に相談できる占いの方法です。 

お客様が電話占いではなかなか言葉にして言えない悩みを文章にして相談ができます。じっく

りと悩みを考えることができますし写真鑑定では、手相の写真や顔の写真を送ることで対面鑑

定と同じような鑑定ができます。 

 

また占い師からの鑑定結果も文章として残るので後日、見直したりすることもできます。 

占い師も占いのために待機する時間もなくメールで来るお客様からの依頼を鑑定してメールを

返信するだけなので時間と場所の拘束がありません。 
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 メール占いのデメリット 

文章で占いをするためお客様・占い師ともに正しく伝わる文章を書く必要があります。 

それができないとお互いに認識が違ったまま占いが終わってしまった！という結果になります。 

 

運営者はお客様へどのように占い師へメール鑑定を送れば良いのか、メール鑑定の見本（テン

プレート）をサイトに掲載してあげないとお客様の自由に書いた鑑定内容の意図を理解するだ

けで占い師は疲労してしまいます。またメール占いでは実際に占い師の顔も見えないですし声

も聞けないのでお客様にとっては 

「本当に占ってもらっているのかな・・」 

と疑問に思われることがあり信頼が築きにくくなっています。 

最後に鑑定しながら「これってどういう意味だろう？」と新しく出てきた疑問が質問できない

ところも電話占いと比べるとデメリットになります。 

 

 電話占い 

電話占いは電話で占い師とお客様が会話するので対面で占いをするのと同じように一対一の鑑

定ができます。電話なので占い師に顔を見られたり他の人に話を盗み聞きされる心配がありま

せん。 

 

 電話占いのメリット 

お客様にとっては気軽に話を聞いてほしい時に占いができるメリットがあります。 

占い師にとっては電話がかかってきたら占うだけですのでお客様、占い師双方に時間と場所を

選ばない点でメリットがあります。 

 

 電話占いのデメリット 
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フリーダイヤルを利用して通話料金を運営者が負担する場合や占い師へ電話を転送をしている

場合は月々の通話料金が高額になります。またお客様と占い師が電話ができる環境を整える必

要があるため電話回線を契約するなどの最初の準備が大変です。 

 

また「占い師が電話を取り損ねた」「圏外にいたため電話ができなかった、雑音がひどかった」 

など電話だからこそのトラブルもございます。 
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電話占いビジネスでやること 

 

本書を読んでいらっしゃるあなたは、すでに電話占いビジネスを検討されているかと思います

が電話占いビジネスを始める(電話占いサイトをオープンする)まで何が必要か分かりますか？ 

 

「占いサイトと、占い師と、電話と・・えぇーっと・・何がいるかな？」 

 

漠然とした答えが出ないあなたは、本書を読んでこれから何が必要なのかをハッキリさせてい

ただければ問題ございません。 

 

電話占いサイトを始めるには下記の項目は最低限検討して実施していただく必要があります。 

 

 占いシステムの会社を選ぶ 

 占いサイトを制作する 

 占いサイトのドメインを契約する 

 決済方法を決める 

 決済代行会社を選ぶ 

 占いサイトに必要なコンテンツを用意する 

 占い師を集める 

 集客する 
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・占いシステムの会社を選ぶ 

 

占いシステムを利用する場合は、占いシステムを提供している会社と契約をします。 

占いシステムは数社ございますが、私がお勧めしている会社は下記の３社です。 

 

 株式会社イーステム 

占いシステムを提供する会社では最大手の会社。一番有名でサポートも充実していますが導入

費用が１００万を超え、クレジットカードの決済代行会社を費用の高い関連会社を強くすすめ

られます。決済代行会社をイーステム関連会社以外の会社にするだけで、数十万程度の費用が

かかったり、機能追加要望、サイトのデザイン変更などもかなりの金額を請求されるようで

す。 

イーステム 占いシステム開発 

http://uranai.eastem.co.jp/ 

 

 株式会社メテム 

初期費用、月額費用共に安価で提供しており、小規模で電話占いを始める場合には良いです。

ただし売上の管理と電話の自動取り次ぎをするだけのシステムであるため機能は少ない。占い

サイトのデザインもシステムに含まれていないため、占いサイトをシステムとは別に発注する

費用があります。 

メテム 相談・占い・コーチングダイヤル 

https://www.metem.co.jp/service/charge-dial/ 

  

http://uranai.eastem.co.jp/
https://www.metem.co.jp/service/charge-dial/
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 ワークアップ 株式会社 

株式会社イーステムに次いで電話占いシステムを提供する会社では大手の会社。初期費用は百

万以内となっているが、月額費用が株式会社イーステムよりも高めになる可能性があります。

電話占いに特化した機能が充実しており、サイトのデザインもカスタマイズ可能。自由度が非

常に高くサポートも充実しているがシステムが使い難くなっています。 

ワークアップ 電話占いシステム 

http://uranai.tel-system.com 

 

これら３社の他にも「電話占いシステム」のキーワードで google 検索をしていただければ他に

も占いシステムを提供している会社はありますが、実績がない（占いシステムを利用して運営

しているサイトがない）、裁判沙汰になったなどあまり良い噂をきかないため紹介は割愛いた

します。 

占いシステムを利用する場合は「占いシステムを選ぶポイント」の項目を参考に選んで

みると良いです。 

 

 

  

http://uranai.tel-system.com/
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占いサイトを制作する 

 

占いサイトを運営するには占いサイトを制作しなければなりません。 

しかし占い自体が特殊な業界であるため、占いサイトのホームページは最近のスタイリッシュ

なデザインというよりも、どこか昭和な雰囲気が醸し出している、いわゆるダサいデザインの

占いサイトが多いです。 

ワードプレスで占いサイトを制作する場合もテンプレートを利用すればデザインは即座に出来

あがりますが、占いサイトとして利用できるテンプレートは非常に少ないです。 

 

では、どうすれば良いかといいますと占いサイトに近い業種のテンプレートの画面を使えば良

いのです。あなたが占いのホームページを制作するとして、どんなコンテンツを占いサイトに

掲載しますか？ 

 

例えば 

 占い師の一覧 

 占い師のコラム 

などがコンテンツに挙げられます。 

 

占い師の一覧と言えば、占い師が縦横に並んで一覧で表示できるものが想像できます。 

 

それに近いテンプレートとなるとショッピングサイトの商品一覧の画面が応用できそうです。 

占い師のコラムとなると商品紹介ページなどが応用できそうですね。 

 

・・・・ 

具体的に、どんなショッピングサイトのテンプレートを使うかは探す必要がありますが 

ワードプレスで占いサイトを制作する場合は、似たコンテンツをもつ業界のテンプレートを利

用すると便利です。 
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ワードプレスで占いサイトが制作できない場合であったり時間がない場合は、やはりホームペ

ージを制作する業者に依頼するのが確実です。 

ホームページを制作するためにお金はかかりますが、素人が制作するホームページよりも出来

上がりが全然違ってきます。 

 

占いサイトを業者に依頼して制作する場合、占いサイトを制作した経験のある業者に依頼をす

るようにしてください。 

理由は占いサイトのコンテンツ自体が他の業種と比べると特殊であるからです。 

占いサイトを制作したことのない業者には占いサイトには最低必要なコンテンツとは何なのか

理解できないです。せっかく高いお金を支払ってホームページの制作を依頼したのに 

出来上がりが「なんかイメージと違うな・・・」と思いながらも、業者がそれなりの理由を言

ってくるから腑に落ちていないけど使うことにしたという事業者は非常に多いです。 

 

 

少しでも経費を削減したい場合は、事業者様自らがホームページの制作方法を調べてご自身で

制作していただく必要があります。 

今はホームページは無料で制作できますしサーバーレンタルと独自のドメインを取得するだけ

で気力さえあれば、年間数千円程度のコストで占いサイトを制作することは可能です。 

 

またホームページを制作するに際には SEO 対策は必須です。なるべくホームページの制作と

一緒に基本的な SEO 対策もやってくれる業者を探すようにしてください。 

 

「そんな都合のいい業者なんていないよ！！」このように思うかもしれませんね。 

 

実は占いシステムを契約することで 
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占いシステムと一緒にサイトも提供してくれる会社は多いです。占いシステムを提供する業者

なら占いサイトを制作した経験も知識も豊富ですし基本的な SEO 対策もある程度やってくれ

る会社も多いです。 
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 スマホで使いやすいデザインになっているか 

 

サイトのデザインを制作する作業は PC を利用して作業をするため自然に PC で閲覧した際の

デザインに注力してしまいがちです。 

 

PC で見たときのデザインは素晴らしいのに同じサイトをスマートフォンで見たら、画面が崩

れていたなんてことはあります。 

 

スマートフォンで閲覧した際にデザインが崩れていないか利用しやすくなっているかを必ず確

認する必要があります。 

むしろ、占いサイトの場合はスマートフォンのデザインのみを制作して PC のデザインは制作

しなくても良い場合もあります。 

 

スマホで使いやすいデザインとはスマートフォンで占いサイトを閲覧したとき使いやすいデザ

インにすることは大切です。 

では、どうすれば使いやすいデザインになるかといいますと非常に難しくなるため、逆にこれ

はやってはいけないものを紹介します。 

 

 １画面に表示するページの情報量が多すぎてごちゃごちゃしない 

 スマートフォンを横に傾けると画面が崩れる 

 フォントサイズを小さくしすぎない 

 お客様が入力するテキストはなるべく少なくしてチェックリストやドロップダウンメニュ

ーなどを使い、ユーザーの負担を軽くする。 

 クリックをするだけで自動的に電話が掛けられる、住所を選択した際にスマートフォン内

の地図アプリを開く、近くの店舗を GPS で位置を確認するなどのスマートフォンに備わっ

て言う機能を駆使する 
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 タップするボタンやのサイズは小さくしすぎない 

 

などがあります。 

  



 

 

36 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

占いサイトのドメインを契約する 

 

ドメインとはホームページの URL などに使われるもので「インターネット上に存在するコンピ

ューターやネットワークを識別するための名前」です。 

 

https://（あなたの好きな言葉）.com 

https://（あなたの好きな言葉）.jp 

などのホームページのアドレス（URL）のうち（あなたの好きな言葉）となっている箇所を自

由な文字にしてレンタルすることができます。 

例えば google だと 「https://google.co.jp」が URL ですが「google.co.jp」の部分がドメインに

なります。 

占いサイトを運営するためには、ドメインをレンタルする必要があります。ドメインのレンタ

ルをしている会社は沢山あり、私が運営しているサイト 占いで事業するなら占い事業支援 は

お名前.com でドメインを借りています。 

 

 「.jp」「.com」など、どれが良い？ 

https://uranai-kaigyo.net/
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お名前.com を見ていただくと、「.jp」や「com」などのドメイン選べます。なかには「.work」

や「.online」なども選べますが、あまり馴染みがないものは契約するべきではないです。

「.jp」、「com」、「.net」のいずれかを選んだ方が無難です。 

 

理由はお客様からすると、家族や友人に相談しにくい内容を占いで相談するのに、サイトのア

ドレスが見慣れないアドレスであった場合、日本のサイトなのか、海外の怪しいサイトなのか

区別がつかなくなります。 

占いサイトのドメイン(アドレス)が 

「uranatteyo.xyz」（占ってよ. xyz） 

などの URL だったら「なんかこのサイト怪しくない？」と警戒をしてしまいます。サイトに訪

問しただけで警戒されないような占いサイトにしなければなりません。 

サイト名やドメインにしてもお客様が安心してサイトを利用できるような心遣いが必要です。 

 

 日本語ドメインはどうなの？ 

日本語のドメインは増えてきましたがまだメジャーではありません。奇をてらったサイトにす

るならば日本語ドメインも良いと考えています。 

ただし、日本語のドメインを契約した場合契約したドメインのメールアドレスは日本語になら

ないため注意をしてください。 
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 whois 代行って何？whois（フーイズ）とは 

ドメインを取得するとドメイン登録者の名前やメールアドレスや会社名などを指します。 

この情報はインターネット上で公開するように義務付けられています。 

そのため誰でもドメインを契約した人の名前やメールアドレスや会社名が分かってしまいます。 

 

whois 代行とはこれらの個人情報をドメインを契約した会社名の情報に代行して表示するよう

にしてあげます。というサービスです。お名前.com では whois 代行も無料で行えるようになっ

ております。 

 

 ドメイン業者はどれがいい？ 

私が運営しているサイト 占いで事業するなら占い事業支援 はお名前.com でドメインを借りて

います。理由は大手ＧＭＯが運営している会社だからサーバー障害になったときも迅速に対応

してくれるところです。ドメインの値段が安すぎる業者で契約をするとサイトにアクセスでき

ないことが１か月に数回程度ありました。 

業者に問い合わせても「障害は発生しておりません」の一点張りで調査すらしてくれませんで

した。安い業者はトラブルが発生した際の対応がずさんであることに気づいて大手のドメイン

業者を選ぶようにしました。 

 

https://uranai-kaigyo.net/
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 他に使われていないサイト名を選ぶ 

日常生活に身近すぎるモノであったり、大手サイトに似たようなドメイン名にならないように

してください。いくらサイトのＳＥＯ対策をしてもあなたのサイトを作る前からずっと SEO

対策をし続けているサイトが優先的に検索結果に表示します。 

 

例えば「占いの館・ピオーネ」というサイト名にした場合、「ピオーネ」という単語だけで占

いサイトへ検索してくるお客様もでてきます。 

そのときぶどうの「ピオーネ」が google の検索結果には優先的に表示するため占いサイトで

「ピオーネ」というサイト名を使うのは得策ではありません。 
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決済方法を決める 

 

多くの占いサイトでは下記の決済が多く利用されています。 

 

 銀行振込 

 クレジット 

 携帯キャリア決済 

 コンビニ決済 

 

「クレジットカード情報を入力するのに抵抗がある」 

「カード明細に占いサイトに利用した履歴があると不都合がある」 

 

占いサイトを利用するお客様はなるべく家族に占いを利用していることがバレるのを恐れて 

占いサイトを利用した履歴は残さないようにしたいという要望があります。 
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そんな時はクレジットカード決済の他にも携帯キャリア決済や、コンビニ支払いが利用できる

ようになるとお客様は決済に対する心理的な壁が低くなり安心して占いサイトを利用しやすく

なります。 

コンビニ支払いとは、占いサイトでどこのコンビニで支払うかを選択すると支払う金額と支払

い先のコンビニと一緒にお客様番号が発行します。支払い番号をメモして 

 

ローソンなら Loppi 

ファミリーマートなら Fami ポート 

サークル K サンクスなら K ステーション 

 

各コンビニの端末でお客様番号を入力することでバーコードが発行します。 

バーコードを持ってレジで支払うことで即時に占いサイトで使用するポイントが付与します。 

 

他にも、郵送された請求書に記載されているバーコードをレジへ持って行って支払うタイプや 

コンビニで電子マネーを購入して、その電子マネーで支払うタイプがありますが 

お客様がコンビニへ行って支払いをする決済方法がコンビニ決済です。 
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コンビニ決済に人気がある理由として占いサイトは特に詐欺サイトも横行している噂もあるた

めクレジットカードでは情報漏えいが心配するお客様がいること、 

しかし銀行振込では手数料がかかってしまったり ATM が近所にない場合があります。 

そんな時に比較的近いところにあるコンビニだと楽に支払うことができる利便性と家族にクレ

ジットの明細書で占いサイトを利用していることがバレることがないためコンビニ決済に人気

があります。 

  



 

 

44 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

決済代行会社を選ぶ 

 

決済代行会社とはお客様の購入の決済をあなたの代わりに行ってくれる会社です。 

お客様が占いサイトでポイントを購入したり、水晶などの商品を購入する時占いサイトでクレ

ジットカードの情報を記入して占いサイトで即時に決済ができるようになると便利ですよね。 

 

そんな即時の占いサイト上で決済ができる仕組みを実現するのが決済代行会社の仕事です。 

 

占いサイトでクレジットを利用したい場合はほぼ間違いなく決済代行会社と契約する必要があ

ります。 

 

 決済代行会社のメリット 

 決済代行会社を利用するとお客様はその場で占いサイトで必要なポイントが購入できるため 

 

あ、今有名な占い師と電話鑑定ができる！ 

でも鑑定に必要なポイントが足りない！！ 

 

という時でも、即時に「ポイントという商品購入の決済」が行えることで売り上げの機会損失

を防ぎます。ポイントの購入は「銀行振込」とするのも良いですがお客様が銀行に振り込んだ

のを確認してからポイントをお客様に付与する必要があります。 

 

それだと、週末にお客様が銀行に振り込んだのが確認できるのは週明けとなりお客様がお支払

いしてからポイントの付与までタイムラグが生じます。決済代行会社を利用すると週末であろ

うと、年末であろうと、深夜であろうと即時に決済が行えます。 
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 決済代行会社のデメリット 

決済代行会社を利用するデメリットは契約するためにお金がかかることです。 

 

 初期費用 

 月額費用 

 １度の決済を実施した時の費用 

 決済が成功した場合の費用 

 

それぞれが運営者にかかります。また、決済代行会社と契約をするだけでは即時に決済はでき

ますが、即時にポイントの付与はできません。 

 

理由は、決済代行会社の仕事はサイト上からお客様のクレジットカードの情報から 

お客様の料金の支払いができる仕組みを提供するだけだからです。 

支払い後のポイントの付与は占いサイトにてそれぞれ行う必要があります。そのため 

「占いサイトからクレジットカード情報を入力して決済をすると即時にお客様にポイントを付

与する」というのを実現するには占いサイトを決済代行会社と連携したシステムを作る必要が

あります。 

システムを作るにはシステム開発をする必要があるためシステム開発費用が更にかかります。 

 

なるべく低予算でやりたい！ 

決済代行会社と契約をして、更にシステム開発費用がかかるのはコストオーバー！ 

 

という事業者様向けに実は、占いシステムを利用すると会社によっては、占いシステムの契約

と同時に決済代行会社との契約が自動的にできたり決済代行会社との連携するシステム開発は

無料で行うシステム会社もございます。 
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 占いと決済会社 

実は決済代行会社と契約をする場合にはこのサイトは詐欺をするサイトではないか 

というのを決済代行会社がチェックをする「審査」があります。 

 

理由はどんな占いサイトでもクレジット決済ができるようになると後になって詐欺サイトであ

ると判明した場合クレジットカード決済が詐欺に加担したという事になり決済代行会社の社会

的信用が下がります。 

そのため「審査」を行うことで詐欺サイトではないことを証明する必要があります。 

ちなみにこの「審査」ですが占いサイトというだけで門前払いをする会社が多いです 

理由は 

「占い」という形のない商品をお客様に提供をしているため、形のないモノは商品として扱わ

れていない決済代行会社が多いからです。しかし、数多くある決済代行会社には占いサイトで

も利用できる会社もございます。 

株式会社 AXES Payment、GMO ペイジェントゲートウェイ株式会社は特に占いの審査は通り

やすくなっています。 

 

 

決済代行会社を選ぶ際の罠決済代行会社を選ぶ際に気をつけていただきたいのは 

使用できるクレジットカードの種類です。クレジットカードの種類とは 

VISA、JCB、Master、AmericanExpress などのことです。 

 

決済代行会社によっては VISA と Master だけで、JCB と AmericanExpress は使えない 

という所もあります。Yahoo! JAPAN（ヤフージャパン）が運営するクレジットカードは、

JCB でカードを利用する方が多いので注意が必要です。 
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占いサイトに必要なコンテンツを用意する 

 

占いサイトには「これは最低限必要です」といった決まったコンテンツがあります。ここで紹

介するコンテンツをサイトに入れることでお客様にはどういうサイトなのかが分かると同時に

サイトの使い方も分かるようになります。 

 

 特定商取引法 

お客様からお金を支払っていただいて占いを行うためには特定商取引法の表記は必須です。 

代表者名、住所、電話番号などを記載しないと、どこの誰が占いサイトを運営して、返品があ

った場合や連絡をする場合はどうするかが分からなくなります。 

特定法取引法の表記が適当な内容であったりしても詐欺サイトとして疑われやすくなりますの

で特定商取引法の表記は必須です。 

 

 サイトマップ 

サイトマップとは、サイト内のページリンクをまとめたページのことで検索エンジンと検索ユ

ーザー双方に、そのサイトにどうのようなページがあるのかを伝えるためのものです。 

SEO 対策の一環としてサイトマップを用意します。 

 

 はじめての方 

あなたのサイトについてを記載します。 

 

 どういった占いサイトなのか 

 占い師はどれ位の人数が在籍しているのか 

 サイトとしてはどんな占術が得意なのか 

 どんな相談が多いのか 
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このように占いサイトの特徴をここに記載することでサイトに訪れたお客様へあなたのサイト

の第一印象を与えることができます。 

 

 利用方法 

占いサイトを利用するお客様の年齢層は高めです。そのため PC やスマートフォンの操作にす

ら慣れていない方も非常に多いです。 

 

「占ってほしいけど、どうやって利用するか分からない。」 

 

そんなお客様は非常に多いです。利用方法は PC、スマートフォン、ガラケーの３タイプで 

それぞれどう操作をすれば占いができるかを記載する必要があります。 

 

 お問い合わせ 

お客様がサイトで困ったことがあったときに事業者様に連絡をとるためのお問い合わせ先を記

載します。メールアドレス、電話番号やお問い合わせフォームを用意することでいつでもお客

様からのお問いあわせを受け付ける状態にしておきます。 

 

 占い師の一覧 

あなたのサイトの在籍している占い師の一覧を表示します。 

 

 どんなジャンルの相談が得意なのか 

 鑑定に必要な料金 

 占い師の写真 

 占い師からのメッセージ 

  

お客様が占い師のイメージが掴めるように占い師毎にプロフィールを記載する必要があります。 
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 占い師の口コミ 

過去に占い師に鑑定をしたお客様の評価を紹介するページです。 

 

表示する占い師の評価は運営者にて取捨選択しても良いですが、良い評判ばかりの占い師だと

逆に怪しまれます。 

 

その他には占い師のランキングや占い師のコラムや日記などのコンテンツがございますが 

無くてもお客様は困らないため必須ではありません。 

 

占いサイトのコンテンツを充実させる目的でコンテンツを増やすと SEO 対策にも繋がり、検

索結果にも上位表示されやすくなります。 
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占い師を集める 

 

占いサイトを運営するためには所属する占い師を集めなければなりません。占い師の質によっ

て占いサイトの売上が左右されるためなるべく多くのお客様がリピーターとなっている占い師

を集めることが重要です。ここでは、占い師をどうやって集めるかを紹介いたします。 

 

 個人事業主の占い師を見つける 

個人事業主として活動している占い師は多くいます。個人で活躍する占い師はブログで活動し

ていることが多いのでアプローチしてみてください。 

特に占い師はアメーバブログを利用して自身のブログを書く傾向があるためアメーバブログか

ら探してみるのは良いです。 

個人で活動している占い師に会社で所属して働いてもらうと個人で活躍していた時のリピータ

ーが会社の占いサイトにお客様としてきてもらえるので収益に繋がる可能性が高くなります。 

 

最後に占いタウン(https://www.uranai-town.net/)で活動している占い師は個人で活躍している占

い師が多いためアプローチしやすく、かつここのサイトに掲載されている占い師は個人事業と

してこのサイトに登録しているため引き抜き可能です。 

 

 占い師募集 

占いサイトに占い師募集のページを作成していつでも占い師が応募できるようにしておきます。 

きちんと業務内容や応募資格、報酬、勤務時間などの詳細を明記しておかないとせっかく応募

ページを見ている占い師も貴方の会社で働くイメージがわかないと募集してきません。 

 

 SNS でアプローチ 

https://ameblo.jp/
https://www.uranai-town.net/
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占い師が Twitter や facebook で個人的に営業をしているのはよくあります。迷わずアプローチ

して占い師になってもらうようにお願いしてみましょう！特に Twitter で自身の宣伝をしている

占い師は非常に多いです。Twitter で占い師を探すと沢山でてきますので声をかけてみてはいか

がでしょうか。 

 

 求人広告媒体 

これは占い師を集めるというよりも求人広告媒体を使って仕事をするスタッフを募集します。 

そして雇ったスタッフを占い師として教育します。 

もちろんキチンと占いができるようになるまで時間がかかります。けど、占い師になるのに資

格は必要ありません。誰でも自称・占い師になれるのでプロの占い師が集まらない場合は自ら

プロを育てることができます。 
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占い師は男性・女性のどちらを採用する？ 

 

事業者様から男性と女性のどちらの占い師を所属させる方良いのか相談をいただきます。 

 

 女性の占い師 

占いを利用するユーザーは圧倒的に女性が多いです。そのため女性の占い師は感覚が似ている

同性の方が話しやすいと考えられています。 

 

女性占い師は女性らしい細やかな気遣いができることから恋愛などのデリケートな問題を尋ね

るには良いです。また男性と比べて、何かを決めるときに感情的な部分があるのは女性の占い

師ならではです。そのため人間関係など感情が関わってくるような問題に関しては男性の占い

師よりも親身に話を聞いてくれます。 

 

共感してほしいという相談には女性の占い師が向いています。 

 

 男性の占い師 

男性の占い師は決断力がモノと言えます。 

女性の占い師のような感覚で相談しても「そうなんだね。大変なのですね」 

と親身に相談にのっているいようでも、女性の占い師のように感情移入はしません。 

一方で論理的で中立的な立場に立って話してくれる占い師が多いため何か物事を決めたいとき、

自分ではなかなか決めきれない時は男性の占い師に相談にのってもらった方が良い結果になり

ます。 

 

 どちらの占い師を雇えば良い？ 

女性の占い師であっても論理的に話してくれたりズバッと言ってくれる方もいます。 

一方、男性の占い師であってもオネエ系などの人柄で男性目線で共感してくれる方もいます。 
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今や占い師もキャラクターを作ってまで集客をしているため性別で分けること自体が難しいで

すが、占いを利用するお客様は女性が多いという理由により基本的に女性の占い師を多く所属

させておいた方が無難です。 

 

理由は女性の占い師なら、女性ならではの悩みまで理解してくれるからです。それと同時に、

同性だからこそ言いづらい事もハッキリと言ってくれます。占い師自身の経験も踏まえた鑑定

になるためより具体性のある鑑定になります。 

男性の占い師は、男性目線の意見が欲しいとき、決断できないときに有効です。 

分かりやすい例としては、彼氏と喧嘩をしたとき、仲直りをしたくても彼氏がなぜ怒ったのか

わからないというときに男性占い師ならば当時の彼氏の感覚がわかります。 
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集客する 

 

 SNS による宣伝 

企業が SNS を利用して自社のサービスや商品を宣伝するのは当たり前になっています。 

Twitter、facebook、LINE のアカウントを作成してどんどんコミュニティの輪を広げて占いサイ

トを宣伝していった方が良いです 

 

ただ、各 SNS によってユーザーの年齢層が違うので運営する占いサイトのターゲットの年齢

層にマッチする SNS に力を注いだ方がよいです。 

 

ちなみに各 SNS の年齢層はざっくりと下記のようになっています。 

 

LINE…10 代～60 代まで幅広い層に使用されている。 

Facebook…10 代の利用は少なく、20 代以上の利用が多い。高年齢層での利用率も高い。 

Twitter…10 代～30 代の若年層が中心。 

 

SNS を始めたけど、運用ができず放置したり各 SNS のフォロワーを相当数獲得できたけれど

集客や販促に活用できていないような事にならないように SNS で発信する情報にも気を使っ

た方が良いです。 

 

 SEO 対策 

SEO 対策ってよく聞くけど何のことか分からない・・と思いますが、ざっくりと説明すると

SEO 対策とは google の検索結果で上位の表示するための対策です。この SEO 対策は、ビジネ

スが成立するくらい複雑なのですが今すぐにできる対策としては下記の点に注意してホームペ

ージを見直すのが良いです。 
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 ページのタイトルを正しく記載しているか 

 meta description を正しく記載しているか 

 １ページ最低 1000 文字以上のページにしているか 

 正しい日本語で書いているか 

 

このうちうえの３つは SEO 対策となります。2018 年 6 月現在では問題ないですが、google の

SEO の仕様が変更すると全く無意味になる可能性もあります。 

google の SEO マニュアルに沿った内容に適宜変更をする必要があります。 

 

【Google のマニュアル】 

http://goo.gl/bcCxuy 

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184 ※2017 年 12 月リリース 

 

  レスポンシブルデザイン 

レスポンシブルデザインとは、ユーザーのデバイス（パソコン、 タブレット、モバイル）に関

係なく同じ URL,同じ HTML が画面サイズに応じて表示を変えることができるデザインのこと

です。 

つまり、スマートフォンやタブレットでもサイトが表示するように対応することです。 

ホームページを閲覧するにはスマートフォンで見る人の方が多いです。サイトの制作時は PC

を利用して制作する方が多いかと思いますが実際に利用されるサイトはスマートフォンなので 

スマートフォンでもサイトがキチンと表示されるようにしてください。 

  

http://goo.gl/bcCxuy
https://support.google.com/webmasters/answer/7451184
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 占い師のコラム 

占い師の誕生月・星座・血液型を組み合わせたコラムや仕事・結婚・家庭・不倫を話題とした

占い師が記載したコラムはお客様にとっては記事の内容が気になるだけではなく 

 

 コラムを書いた占い師がどんな人なのか 

 どんな占いができるか自分のフィーリングにマッチしているかな 

 この人なら悩みを相談できるかな 

 

など占い師の宣伝もできます。 

 

 日記 

「この占い師の日常って何をしているのだろう？」 

お客様にとっては占い師の日常は気になります。日記を毎日更新する必要はありません。 

週１回程度でも日記を更新することで占いサイトでは神秘的に見える占い師の日常を見せるこ

とで親近感がわきます。日記の内容も「この商品がすごかったです！」などの商品の宣伝はお

客様も望みません。 

「今日はこんなパーティーをしました」 

などの「凄い自分」を演出するような日記もお客様も日記を読んでいて疲れます。 

 

 鑑定結果 

メールの鑑定結果の一部を占いサイトに掲載したり電話鑑定の結果を一部再生できるようにす

るのは効果的です。 

お客様にとっては占い師がどんな答えを出してくれるのか気になります。その答えがあらかじ

め分かっているだけで安心して占える人という印象になり占いの依頼をしやすくなります。 

 

 占い師レビュー 

占い師のレビューをサイトに掲載します。 
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具体的にどんな鑑定内容で鑑定を受けて「気分が晴れた」「上手くいった」などのお客様のフ

ィードバックのあるレビューは宣伝になります。 

 

また良い評価のレビューばかりだど怪しいと思われるためあからさまに「占いが当たらなかっ

た」といった低評価のレビューではない 

「私のフィーリングとは違った」 

など、ちょっとした占いにおける意思疎通の失敗のレビューを載せて占い師の印象が悪くなる

ようなレビューは避けます。 

 

 運営者おすすめ占い師 

運営者がおすすめする占い師を紹介する書くとどの占い師が良いか分からないお客様は運営者

のおすすめを参考にします。 

おすすめする占い師は何の相談内容が得意なのか、どんな占いをするのか「占い師としての履

歴書」や具体的なエピソードを書くことでお客様がどんな占い師なんだろうとイメージできま

す。 
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電話占いシステムを利用した際にかかる時間と費用 

 

電話占いサイトを占いシステムを利用してサイトがオープンするまでの平均的な費用とオープ

ンまでにかかる時間を紹介します。 

 

 費用 

占いシステムの会社によってかかる費用は異なりますが、電話占いの運営に必要な機能が一通

り揃っているシステムだとおおまかな目安として初期費用で 80 万円～120 万円程度のコストが

かかります。この値段の幅はサイトのデザインをこだわったり、オプションを追加することに

よって占いサイトによって金額が変動するためです。月額費用は 5 万円～10 万円のところが多

いです。 

 

 時間 

占いシステム会社と契約してからサイトがオープンするまで、およそ２～3 カ月程度の時間が

かかります。これはサイトのデザイン制作に時間がかかるためにこれだけの時間がかかるのと、

運営者と占い師が占いシステムの使い方を理解するまでに必要となります。 

 

例えば、4 月に占いサイトをオープンする場合は遅くても 1 月中に、10 月に占いサイトをオー

プンする場合は遅くても 7 月中に、占いシステムの契約をする必要があります。 

 

  



 

 

59 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

チェックリスト 

 

占いサイトを運営するためには下記の項目を漏れなくこなす必要があります。下記の項目を確

認して占いサイトが予算内で希望する日にオープンできるようにしてみてください。 

 

No チェック内容 チェック 

1 予算・占いサイトのオープン希望日は決まっている  

2 システム会社は決まっている。デモサイトを利用した、実際にシステム会

社と話をする 

 

3 サイトのデザインは決まっている、サイトを制作する目途が立っている  

4 サイトのドメインは決まっている  

5 決済方法は決まっている。決済代行会社と契約をする。  

6 SEO 対策はできている  

7 占い師を集める  

8 集客をしている  

9 占い師へシステムの説明、サイトの説明などが済んでいる  

 

 

  



 

 

60 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

24 時間で占いビジネスを開始する 

 

 あなたが占い師または所属する占い師が存在する場合 

あなたが占い師である場合、今すぐ占いビジネスを開始するためには下記の占い師として活躍

できる場所に登録をします。 

 

 ココナラ（https://coconala.com/） 

 タイムチケット（https://www.timeticket.jp/） 

 ストリートアカデミー（https://www.street-academy.com/） 

 

同時にあなたの占いを宣伝するためにブログを制作します。 

今やブログはホームページの知識がなくてもスマートフォンのみで無料で制作できるようにな

っていますので、ぜひあなたのブログを作って情報を発信してみてください。 

 

 アメーバブログ（https://official.ameba.jp/） 

 ライブドアブログ（http://blog.livedoor.com/） 

 FC2 ブログ（https://blog.fc2.com/） 

https://coconala.com/
https://www.timeticket.jp/
https://www.street-academy.com/
https://official.ameba.jp/
http://blog.livedoor.com/
https://blog.fc2.com/
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最後にあなたのホームページを制作します。 

常に新鮮な情報を発信するブログと差別化するために、ホームページにはあなたの占いに関す

るメニューや、今まで鑑定をされたお客様の声などの固定化した情報を掲載します。 

ここで紹介するホームページを制作するサイトはどこも無料で利用できますし、予約システム

とセットになっているところもございます。 

 

 JIMBO（https://jp.jimdo.com/） 

 WiX（https://ja.wix.com/） 

 Strikingly（https://www.strikingly.com/） 

 Cubic（https://coubic.com/） 

 RESERVA（https://reserva.be/） 

 

 あなたが企業の担当者である場合 

あなたが企業の占い事業の担当者であり、これから占い師を探さなければならない場合、今す

ぐ占いビジネスを開始するためには、所属する占い師を集めます。 

 

 占いタウン（https://www.uranai-town.net/） 

https://jp.jimdo.com/
https://ja.wix.com/
https://www.strikingly.com/
https://coubic.com/
https://reserva.be/
https://www.uranai-town.net/
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同時に、JIMBO など前述のホームページが制作できるサイトでホームページを制作します。企

業のホームページだから Wordpress を使って、業者にホームページを制作してもらって、きち

んとしたモノを制作したいという気持ちは分かりますが、なるべく事業が失敗した時のダメー

ジを少なくするために無料で制作できるものは無料で使うようにします。 

上記で紹介したホームページが制作できるサイトの他にも xdomain を利用すれば無料で

Wordpress が使えるサーバーをレンタルして、ホームページを制作後に独自のドメインをつけ

る方法もあります。 

 

 xdomain（https://www.xdomain.ne.jp/） 

 お名前.com（https://www.onamae.com/） 

  

https://www.xdomain.ne.jp/
https://www.onamae.com/
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3 カ月で利益を出す 

 

24 時間で占いビジネスを始めて 3 カ月で利益を出すために、24 時間で制作したホームページ

を次の内容に沿って日々修正しながらブログを更新していく必要があります。ホームページも

ブログも情報量が多く毎日更新していくことで、google の検索結果に上位表示されやすくなり

ます。 

 

・SEO 対策を行う 

Page52．集客する の「■SEO 対策」に記載されている内容を参考にブログやホームページを

更新してください。良質な記事を多く掲載していくことでおのずと検索順位が上がっていきま

す。 

 

・どのような場面で、誰に、何を、どうやって？を書く 

占いサイトにアクセスするお客様は、概して自分が何を欲しているのかが分からない状態、い

わゆる受け身の気持ちで占いサイトを閲覧していることが多いです。 

どんなお客様が、どのような場面（状況）で、どうやってあなたの占いサービスが提供できる

のかを具体的に記載されていると「私に当てはまる！」と感じたお客様が占いサービスを利用

します。 
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・あなたの占いサービスが「誰のためのものなのか」を書く 

お客様は「価値がある」と感じた商品に対してお金を払います。あなたの占いサービスがどん

な価値を提供できるものなのかを明確に記載することでお客様はどんなサービスであるかが想

像しやすくなります。 

 

・占いによるビフォー・アフターを記載する 

あなたの占いサービスやセッションを受けたお客様は、占いをする前と比べてどんな変化があ

ったか、ビフォーとアフターを記載することでセッションを通じて自分がどう変われるかとい

う明確なイメージがお客様のなかでできあがります。 

「セッションを受けてこういう風になりたい」というアフターの姿と同時に、「嬉しくなる」

「安心する」など、どのように感情が動くかも併せてお客様に伝えることで、お客様はあなた

の占いを受ける価値を想像しやすくなります。 

 

・初心者でもわかる言葉を使う 

もしあなたが占い師であれば、あなたが普段から使っている言葉はお客様にとっては専門用語

に聞こえるかもしれません。お客様は意味の分からないものに対して不安や恐怖を覚えます。

お客様を安心してセッションを受ける環境を提供できるように、お客様でも分かる言葉を使っ
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てホームページを制作するようにしてみてください。セッションを行うときもお客様でも分か

る言葉を使って話すように心掛けてください。 

「専門用語でもだいたい分かるでしょ」という気持ちもあるかと思いますが、占いをするお客

様は年齢層が高く、世間の 10 代、20 代では当たり前のように使われている言葉でも知らなか

ったり、だいたいの意味は分かっているだけでは占い師様が伝えたいニュアンスとお客様が思

っているニュアンスが異なると、伝えたいことが伝わらない可能性があります。 

 

・「こういう雰囲気なんだ」がイメージできること 

あなたの占いは、どのようにすれば受けることができるでしょうか。 

代表番号に電話で問い合わせをするのか、メールフォームから問い合わせるのか、LINE で問い

合わせをするのか、占いサイトから予約をするのか、これが分からないだけでお客様は不安を

覚えます。 

鑑定はどのような雰囲気で行われるのでしょうか。 

まず年齢や生年月日を聞いてから鑑定するのでしょうか。少し雑談をして緊張をほぐしてから

行われるのでしょうか。 

このように、占いが終了するまでの一連の流れや雰囲気をお客様が把握できていないと不安を

覚えます。お客様が安心して鑑定が受けられるように、鑑定の雰囲気を伝えるようにしてみて

ください。写真も一緒に掲載することで視覚的に読みやすくなります。 
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・曖昧さを排除して具体的な数字を出す 

占い師のプロフィールや占いサイトに記載されている情報が「都内で某所で有名な占い師」、

「超大物有名人」などの曖昧な言葉を使っていないかを確認してください。「某○○」などの曖

昧な表現を使っていると、「隠す程の後ろめた理由がある」と思われてしまいます。なるべく

具体的に記載するようにしてください。また具体性を出すために数字を入れるようにしてくだ

さい。数字があると説得力が増します。 

 

・宣伝をする 

あなたの占いサイトが制作できれば、多くのお客様の目に届くように宣伝をします。 

 

 SNS で宣伝 

Twitter、facebook、Instagram など、SNS でアカウントを作ってはフォロワーを増やして

いきます。もちろん SNS の各アカウントも作成して終わりではなく、日々情報を発信して

活きた情報を発信し続けているアカウントであることを他のユーザーに伝えるようにしな

ければなりません。 

 エニーテン（https://uranai.anyten.jp/）などのポータルサイト 

占いサイトを宣伝する場として無料のポータルサイトはいくつかあります。その中でもエ

ニーテンは無料であなたの占いサイトを登録して宣伝することができます。 

 

https://uranai.anyten.jp/
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上述の内容をホームページやブログに記載して 3 カ月で利益が出ない場合は、どこかが漏れて

いたりお客に正しく伝わっていない、サイトが使いにくいなどネックとなっている箇所があり

ます。友人や知り合いにお客様として実際にホームページを利用して鑑定ができるまで利用し

て改善点を修正していきます。 
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よくある質問 

 

Q．後払いを導入したいのだけど支払わないお客様はいるの？ 

A．料金を支払わないお客様は必ずいます。占った後に鑑定料金をお客様が支払う、後払いを

採用している占いサイトはありますが、どこもサイトを継続して利用する常連客だけ後払いが

できるようにしています。ちなみに料金を支払わないお客様へ督促状を出したり電話をしても

回収は難しいです。回収できても、回収のためにかけた時間とコストを考えるとマイナスにな

るため後払いはおすすめしておりません。 

 

Q．占い師の給与は何割 

A．売上の 2～3 割が相場です。占いサイトによっては売上ではなく、出演した時間（いつでも

占える状態にした時間）分だけ支払うサイトもございます。 

 

Q．占いサイト制作はどこに依頼すれば良い？ 

A．占いサイトの制作経験の豊富なサイト制作会社があれば良いです。しかしサイト制作会社

で SEO 対策を依頼すると、たいした効果のない SEO 対策をした挙句に追加で料金を請求され

ることもあります。 

 

Q．占い師の鑑定料金は？ 

A．1 分 250 円～が一般的です。人気のある占い師は 1 分 500 円以上、経験の浅い占い師は

180 円～などがあります。 

 

Q．新規登録するお客様が増えない 

A．google で検索をして上位を狙うように SEO 対策をする、コンテンツを増やすなどの施策が

必要です。SEO 対策のキーワードも「電話占い」では上位を狙うのは難しいため「渋谷＋電話

占い」などの地域を織り交ぜたキーワードを狙ったり、「不倫＋電話占い」といった、相談内

容をキーワードに織り交ぜると検索結果の上位を狙うことが可能です。 
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またターゲット（客層）を明確にして、ターゲットが利用しやすいサイトを作らなければなり

ません。 

 ターゲットは明確にしているか？ 

 ターゲットが利用しやすいサイトのデザインになっているか？ 

 ターゲットが利用する環境となっているか、他サイトにはない強みはあるか？ 

 

例えば、ターゲットを 50 歳女性、不倫の相談にする場合、 

サイトのデザインは白を基調をした明るいイメージよりも、黒や紫といった少々暗めのイメー

ジ。50 歳になると PC でサイトをみるのはあまりいない、スマホがメイン。スマホサイトは充

実しているかサイトにアクセスして占いの流れや料金設定は明確に記されているか。 

電話をかけやすい紹介文になっているかなどサイトを制作する際に気をつけてみてください。 
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おまけ 

詐欺サイトについて 

 

 占い師ではない人が占っている 

 メール鑑定の内容がありきたりな内容すぎる(使いまわしている) 

 電話では長引かせることに集中している。 

 存在しない占い師を在籍させている 

  

占い師の在籍数が少ないからダミーで占い師が在籍させよう！ 

占い師を１人で２役で在籍させよう！ 

そんな気持ちもありますが占い師は必ず存在する占い師を表示させるようにしましょう。 

 

理由は 

「この占い師に占ってほしいのだけど、いつも電話鑑定できない！」 

などお客様のクレームにつながるからです。 

また、占い師の写真も月や水晶などの抽象的な画像ではなくきちんと占い師の画像を貼ってあ

げるようにしてください。抽象的な画像にするということは顔を出せない理由がある・・隠し

事があって怪しい。そんな印象をお客様に与えます。 

 

また、無料で利用できる写真素材サイトを使って女性の顔写真を加工しても写真検索をすれば

一発でバレてしまいます。メール鑑定の結果が同じメール鑑定の結果を少し修正しただけで他

のお客様に使い回すのも、お客様からすると「サクラの占い師でやっているな」と、すぐに分

かります。 

 

誰にでも当てはまるような鑑定結果ではなくお客様それぞれに合った鑑定結果を書くようにし

ましょう。 
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沈黙が多い 

  

電話占いでタロットなどを使ってお客様を鑑定しているときタロットを並べて、結果をひいて

いる最中は鑑定に集中するために話せない場合があります。 

 

けど対面占いならお客様もタロットをひいていると分かりますが電話ではそれがわかりません。 

沈黙が長いとお客様は不安になりますし１分単位で料金を支払っているので何も話さないと１

分間が無駄と感じクレームになりやすくなります。 

 

誇大されたフレーズ 

  

ＴＶやラジオで話題沸騰中！ 

有名人も占ったことがある！ 

 

そんな誇大された言葉は、既に使い古されているので使うことで逆にお客様に怪しいという印

象を与えます。誇大ではなく、事実であるなら具体的にどう話題になっているのか。 

 

有名人の名前や一緒に写っている写真も載せて信憑性を高くする必要があります。 

 

勝手に占い師からメールが来る 

 

占いサイトに新規に登録したら誠に勝手ながらあなたの運勢を鑑定させていただきました。あ

なたの運勢はこのままでは落ちます。運勢を上げるためにも私が鑑定します。なぜか占い師か

ら不安を煽る鑑定結果を出すサイトもあります。 

 

お客様からすると無料といえど勝手に鑑定した挙句、不安を煽ってきたら迷惑です。 
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占いサイトからスパムメール 

  

占いサイトからお客様へどうしても伝えたいメッセージはあります。 

そのためにメールをお客様へ送るのは良いですがむやみやたらにお客様へメールを送信すると 

１通１通は重要な内容であってもスパムメールと判断されてしまいます。 

 

他のサイトを反面教師にする 

 

詐欺の疑いのある占いサイトは下記にてまとめられています。なぜダメなのか理由も添えられ

ていることも多いので、あなたのサイトでは同じことをしないように反面教師にしてください。 

 

鬼島の出会い系クチコミの鬼 こんな占いサイトは危険！ 

http://onijima.jp/?p=22898 

 

  

http://onijima.jp/?p=22898
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占いサイトのクレーム対応 

 

クレームが生じる理由 

お客様のクレームは様々な理由からありますが大きく分けると下記のようになります。詐欺サ

イトと思うからサイトが全体的に暗いから詐欺サイトだと思った 

占い師のプロフィールが胡散臭いから詐欺サイトだと思った 

悪い評判もなく、実際に詐欺の被害にもあっていないのになんとなく詐欺サイトだと思ったか

ら何をしても「お金をだまし取ろうとした！」と感じてクレームになります。 

 

占い師との相性 

電話占いですと電話で占い師と占いをしますが顔が見えないのでコミュニケーションの手段が

なくなり「なんとなくこの人との相性が悪いな」という印象があると、占い師が何を言っても

聞く耳を持ちません。 

 

困らせようとしている 

とにかく文句を言って脅迫すれば返金してくれるだろう文句を言えばサービスしてくれるだろ

う特に理由もなく、自分だけが得をするためだけにクレームをするお客様もいます。 
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期待したものと違った 

私が期待したものとは違った期待していた答えと違う回答が返ってきた 

お客様のなかで「こういう答えを求めていた」という期待している答えがあり、異なる答えが

返ってきたからクレームに発生する場合があります。 

 

鑑定料金を占いサイトに提示しているにも関わらず 

夢中になって長く話してしまい思っていた金額よりも多くなってしまっただけで 

このサイトは詐欺だ！ 

というお客様もいます。 

 

不誠実な対応をしてしまった 

料金を間違えて請求してしまった 

メールが届かなかった 

占い師が不誠実な対応をしてしまった 

占いサイトは人間が運営するものなので 

ミスは必ず発生します。 
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クレームがでたときの対応方法 

クレームが発生した場合具体的にどのようにすれば良いか紹介します。 

 

迅速に対応する 

クレームが発生してそのまま放置するのはＮＧです。なるべく迅速にお客様へ返信をします。 

具体的な処理を決めていなくても 

「ご迷惑をおかけしました。現在確認をとっております」 

簡単な内容でも良いので「あなたのクレームは見ましたよ」とお客様にすぐに返信をするだけ

でも印象が変わります。 

 

状況を整理する 

お客様は何に対して怒っているのか？という状況を整理します。電話鑑定の場合ですと占い師

との電話の内容を全て録音をしてクレームが発生した場合に鑑定の内容が確認ができるように

している会社もあります。 

 

運営者の落ち度を探す 
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事業者様の落ち度は何なのかを探します。 

 

請求金額を多く請求してしまった等、明らかにお客様に迷惑をかけたという以外にも 

クレームに繋がるでろう改善するべき点を見つけます。 

 

お客様への対応 

事業者様に落ち度があればお客様にお詫びをして「お客様が返金をしてほしい」と言わない限

りはポイントをサービスして、またサイトを利用してもらえるようにします。 

 

事業者様に落ち度がない場合はお客様には理由をしっかりと返金しない点を説明して 

「今後、ここを改善いたします」と一言添えることで反省をしている所をお客様は見て満足し

ます。 
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占い事業で値下げ交渉は有効なのか 

 

私は占いシステムを提供する会社にいましたのでよく値下げ交渉をされます。 

 

お客様からの値下げ要求をされると値下げを受け入れる・受け入れない、値下げ幅は全て上司

の判断となりますがある程度の値下げも受け入れるようにしていました。 

 

理由は占いサイトを売り上げて繁盛してほしいという期待をしているからです。 

 

ところが、ほとんど事業者様はそんな期待を裏切ることが多く、せっかく値下げしてシステム

を提供しても全く利益を出さずにいます。 

 

むしろ値下げ交渉をしなかった事業者様の方が右肩上がりの売り上げをされていることが多い

です。 

傾向として値下げ交渉をした事業者様の占い事業は売れないことが多いです。 

理由はモノの価値が分かっていないからであると私は考えています。 

 

せっかく事業者様が楽になる占いシステムを提供しているのに事業者様自らが楽になることを

放棄してシステムを活用しないから売り上げが出ないのです。 
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「やった、値下げに成功した！」で終わらせているから一時的な利益に目がいって、長期的に

は損をしています。 

 

占いシステムなんて、契約時に価値を理解するのは難しいかと思います。なので契約時は慎重

になって事業者様のやりたいことが叶うモノであるかを必ず確認する必要が有ります。 

 

他の事業者様が利用している機能や、オススメの機能、流行っている機能などを 

質問するほどの真剣さがないとダメです。 

 

きちんと身銭をきって手に入れた物でないと真剣にならないから身につかないのです。 

 

また、値下げ交渉をした事業者様ほど真剣に理解しないから使い方が分からない、全く使えな

いとクレームを言います。 

私達も、わざわざ値下げまでしているのに文句を言われるとこの会社は今後も売れない会社で

あるというレッテルを貼り、サポートの体制も手薄にしています。 

 

同じサポートをするのなら適正価格を支払って、売り上げを出している事業者様を優先的に行

うのがビジネスです。 

 

値下げした交渉はしない方がいいのか？ 

モノの価値が分からない時点でむやみに値下げ交渉をするのはよくないです。 

契約時に価値が分からなければ理解するようにします。 
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売り上げが伸びてきた時点で 

あなたのシステムを使って売り上げが伸びました。これから新しく挑戦して更に売り上げを上

げたいと考えているのですが資金の調達が難しく、もう少し月額の請求を安くすることはでき

ませんか？そんな交渉でしたら検討の余地は十分にあります。 
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占いサイトの宣伝でメディアを利用する 

 

雑誌広告 

女性をターゲットにした雑誌の広告枠に占いサイトを宣伝します。 

雑誌によって料金は異なりますが、だいたい数十万円～の費用が発生します。 

週刊誌なら１週間が過ぎれば広告として掲載されません。 

そのため、雑誌に広告を掲載しても一時的にお客様は増えますが新しい雑誌が販売されるとそ

こでおしまいになります。 

今だに雑誌を購入するユーザーは多く 

「雑誌の広告なら安心して利用できる」 

という雑誌のブランドを借りて広告を行うため非常に有効です。 

 

TV 広告 

全国テレビではなく、ローカル TV への CM、番組宣伝などは番組関係者が知り合いにいる場

合は実現する可能性はあります。 

費用は局や宣伝んする時間帯によって変わりますが全国区ならともかく、ローカル TV での宣

伝はあまり集客が期待できないことが多いです。 

 

SNS 広告 

Twitter、facebook は無料でできる広告で効果は高いです。 

ユーザーが多く情報発信しやすいため、まずはこれから広告を行う事業者様も多いです。 

占いサイトには Twitter や facebook のアカウント ID でログインできたりとサイトと連携した

機能もあるため、使いやすく効果は高いです。 
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アフィリエイト広告 

a8 ネットなどのアフィリエイトプログラムで広告を出して広告から経由して新規登録やポイン

ト購入したお客様がいると広告主に支払うシステムです。 

比較的低コストでサイトの広告を出すことができますが占いサイトの広告を出せるサイトとい

うのは占いに関する記事やレポートを書いているサイトが多くサイトの数としては少ないで

す。 

 

大手サイト広告 

大手メディアサイトに広告として掲載します。 

例えばヤフージャパンに広告を掲載する場合ヤフージャパンの PC サイトに１週間、占いサイ

トの広告を掲載すると 550,000 円～の広告費用がかかります。 

大きなメディアサイトですとそれだけ宣伝効果は期待できますがホームページに掲載されてい

る広告は今や誰でも 

「あ、これ広告だな・・邪魔だな。」 

と邪険に扱われてしまい、あえてクリックしない、利用しないユーザーもいます。 

 

Google アドワーズ 

Google で検索を行った際に、検索結果の一番上に掲載されるようにするのが Google アドワー

ズです。１クリックすると何円といった形で費用が発生しますが効果は期待できます。 

例えば、「電話占い」というキーワードで Google で検索した場合に検索結果の一番上に表示

させるためには、1 クリックにつき数千円という費用が発生します。 
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そのため「電話占い」など人気のあるキーワードで占いサイトを表示する場合 

 

費用が高くなりる可能性があるため注意が必要です。 
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メディアが占いを叩かない理由 

 

なぜ TV や新聞、ネット上などのメディアで詐欺サイトが叩かないのでしょうか。 

 

占いは人気がある 

占いが好きな人が多いのが最も大きな理由です。 

朝の TV で「今日の星占い」のコーナーがあれば気になってあなたの星座の運勢を見てしまい

ますよね？ 

 

それと同じで、占いは人気があるためメディアとしては占いのコーナーを設けるだけで 

メディアを利用してくれる人が増えます。 

 

広告収入になる 

検索サイトで「占いサイト」で検索をすると多くの占いサイトを紹介しているサイトが出ま

す。なかには 

「こういうサイトは詐欺サイトなので注意！」 

「占いサイトの内部情報を公開します！」 

といった煽り文句でサイトには詐欺サイトの情報が書かれていますが 

 

必ず最後にはこのサイトは優良サイトです、安全です。といった詐欺サイトではないサイトを

紹介しています。こういったサイトは占いサイトを紹介して広告収入を得るのが目的です。 

例えば「このサイトは安全なおすすめできる占いサイトです」と書かれていたとします。 
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あなたが興味本位で占いサイトに新規に登録したり、サイトを利用するだけで紹介したサイト

の運営者には宣伝した報酬金が支払われます。 

しかも詐欺サイトであっても広告を出すことは可能です。占いサイトを紹介して、利用しても

らうとお金になるから広告を出します。 

 

次々に新しいサイトが出来る 

占いサイトは制作するコストが安いので、占いサイトの制作や運営に慣れている事業者様にと

っては次々と新しいサイトを制作することができます。「このサイトは詐欺サイトだ！」と叩

いても、すぐにサイトを閉鎖してサイト名とホームページのデザインを少し変えるだけで別の

占いサイトとして運営することもできます。 

 

詐欺の線引きがグレー 

詐欺で騙された！とお客様が怒った場合、お客様は占いサイトを詐欺罪として告訴したくなり

ますが詐欺罪っていうのは、「人の財産をだまし取ること」と定義されています。 

また、詐欺罪のとして成立させるためには 

①詐欺罪の実行行為があるか 

②詐欺罪の結果が生じたか 

③詐欺罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか 

④詐欺罪の故意が認められるか 

がポイントとなります。 

運営者としては 

「占いの結果は捉え方次第で当たりでもハズレでも言える」 

「占い師は業務委託として契約しており占い師が勝手にやっています」 
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といった言い訳をするとこのサイトは詐欺をしたという事実がグレーになり詐欺罪として成立

するのが難しくなります。 

とにかく分かりやすく簡単に 

 

今や新しい占いサイトが次々に出来上がってありお客様の奪い合い状態となっている中で、あ

なたのサイトにある「何か」に惹かれてサイトに訪問したことになるからです。 

 

新規に訪れたお客様を取り逃がさないようにまずやるべきことは新規登録をしてもらうことで

す。 

 

 どこから登録するのか。 

 登録する際に入力しなければならない情報は適切か。 

 登録した後、確実にメールアドレスに届くようになっているか。 

これらのポイントに事業者様は注意しなければなりません。 

 

特にお客様が入力する情報に、いきなりクレジットカードの情報を入力させようとすると明ら

かに怪しいと思われます。最初は性別・名前（ニックネーム）・メールアドレスくらいで十分

です。 

 

続いてはメールアドレスも Gmail やヤフーメールを利用しているお客様には迷惑メールとして

扱われないようにしなければなりません。 
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最初はお客様に分かりやすく登録できること、手間がかからずに簡単に登録できるように心が

けないとせっかくサイトに訪れたお客様も、入力する手間が面倒になるとサイトから離れてい

きます。 

 

 最初は無料で体験してもらう 

 新規に登録すると○○ポイントプレゼント！ 

 新規に登録すると○○分無料で鑑定ができます！ 

 タロットカードの占いの特典付き！ 

 

上記のような新規登録した方がお試しで占いサイトを利用してもらえるようにサービスをしま

す。 

 

理由は、お客様はあなたのサイトの何かに興味があって新規に登録したけどいきなりお金を払

って占いをするには抵抗があります。 

 

「せっかくお金を払ったのに適当な占い師だったら嫌だな。」 

「詐欺サイトかもしれないぞ・・・」 

 

お客様は疑心暗鬼な状態でサイトを利用してくれています。 

そんななかで、無料であなたのサイトを体験できるようにサービスすると 

「無料の範囲内なら試してみようかな」といった具合にお客様の心理的なハードルは低くなり

ます。 
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サイトに登録をしても、お客様にとっては利用することに抵抗があるためなるべく無料でサイ

トを利用してもらえるようにしてください。 

 

体験した後はお客様はあなたのサイトを無料体験した後は継続してサイトを利用してもらう 

リピーターになっていただかなくてはなりません。 

 

例えば、 

 体験いただいたお客様を対象に、鑑定した占い師の口コミを書くとポイントを進呈！ 

 １ヶ月以内に同じ占い師に鑑定をすると○○ポイントをキャッシュバック！ 

 １ヶ月以内にポイントを購入すると、ボーナスで○○ポイントをプレゼント 

 

お客様が次にサイトを利用してもらうための「動機」を作る必要があります。 

動機を作ることで、お客様にとっては 

「また利用したいけど、値段がちょっと・・」 

といったお金を払う抵抗を少しでも軽減することができます。 

 

最初の情報は少なくする 

名前、生年月日、血液型、どんな相談をしたいのか、などは占いをするにはもしかしたら必要

な項目なのかもしれません。では、メールアドレスや会員規約に同意する等は占いとは関係な

いですが、サイトを運営するためには必要な項目かもしれません。 

 

しかしお客様にとってはこんなに多くの情報を入力させようとすると新規に登録したくなくな

ります。 



 

 

89 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

 

お客様は面倒臭がり 

占いサイトを利用するお客様の中には 

インターネットすらまともに利用するのが難しいお客様もいます。 

 

「まさか！？こんな時代にそんな人いるの？」 

案外驚く運営者様もいますが占いサイトを利用するお客様は高齢な方も多い傾向にあります。 

 

実は、検索してたまたまヒットしたあなたの占いサイトに新規に登録しようとしているお客様

も少なくありません。インターネットに不慣れなお客様が、占いに必要な情報とはいえ多くの

情報を入力させるのは至難の技です。 

入力する項目が多いと、それだけ入力チェックも行わなくてはならないためせっかく入力した

情報に１つでも間違いがあると 

 

入力した情報に間違いがあります。正しく入力してください。 

などのエラーが表示されたら、二度とサイトを利用したくなくなります。 

 

またお客様の中には、あなたのサイトが個人情報を悪用したりしないかと疑心暗鬼になるお客

様もいます。そんなお客様の心理的なハードルを下げるためにサイトで一番最初にお客様に入

力していただく情報は少なくします。 

 

お客様は基本、面倒臭がりと思った方が良いです。 
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SSL を導入する 

  

SSL（Secure Sockets Layer）とは、インターネット上でデータを暗号化して 

送受信する仕組み（プロトコル）となっています。個人情報やクレジットカード情報などの重

要なデータを暗号化してサーバ～PC 間での通信を安全に行なうことができるものです。 

 

占いサイトから情報を送信する際に、送信する情報を暗号化する為に SSL 利用をします。 

サイトの管理者である事業者様は送信される情報を悪意を持った第三者から守ると同時に 

送信される情報が改ざんをされていないことを証明することが SSL で行うことができます。 

 

占いサイトでお客様の個人情報を入力したつもりが実はあなたの占いサイトではなく、全く違

う悪質なサイトであるような事を防ぐために SSL が必要となります。 

 

SSL が導入されているかを確認する方法 

ホームページの URL に 

https://～ 

と「https」から始まっていれば SSL が導入されているホームページです。「http」から始める

ホームページは SSL が導入されていません。 

 

SSL を導入するメリット 

SSL を導入するメリットは占いサイトを本物そっくりに作った偽の占いサイトにアクセスを誘

導して、お客様の ID やパスワード、個人情報やクレジット情報などを不正に入手しようとする 
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いわゆる「フィッシング詐欺」と呼ばれている不正行為が防ぐことができます。 

 

暗号化されていない公共の Wi-Fi ネットワークや Wi-Fi ルーターを悪用してアクセスポイント

を偽装したり、それを知らないまま利用するお客様からログイン情報などの情報を受信しよう

とする中間者攻撃からも防ぐことができます。 

悪意ある第三者による盗聴の心配をする必要がなくユーザは安心してウェブサイトから個人情

報やクレジットカード番号などの情報を利用することができます。 

 

現在、Google chrome ブラウザで SSL の導入されていないサイトにアクセスすると 

「この接続ではプライバシーが保護されません」 

上記のようなエラーメッセージが表示され強制的にサイトを表示させないようにします。 

また、SSL を導入されていないサイトは検索結果が上位表示することはできないようになって

います。 
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占いサイトを開設してから利益がでるまで 

  

全くの無名の占い師が所属する占いサイトがオープンすると、利益がでるまでだいたい 3 カ月

～1 年はかかります。 

 

もともと占いサイトを運営していてリピーターのいる占いサイトや有名な占い師が所属してい

て、その占い師のファンが沢山いるような占いサイトはサイト開設と同時に多くのお客様が利

用するため、1 ヵ月目から利益がでますがほとんどのサイトはゼロの状態から集客を行うと、

だいたい利益がでるまで 3 カ月から 1 年はかかっております。 

 

つまり、サイトを開設してから少なくても 3 カ月から 1 年間は赤字になるということです。 

 

最初の 1 年間はお客様を集客するために SEO 対策をしたり広告を出したり占い師へのフォロ

ーアップを行ったりすることで過ぎてしまいます。 

 

人気の出ない理由を探す 

もしサイトを開設して、SEO 対策や広告・宣伝を行った結果全くお客様が入らなかったり利益

にならない場合は一度原因を探す必要があります。 

 

電話占いサイトの数自体は非常に多く競争は激しいですがサイトを構築してから、SEO 対策を

していたり広告を出して 1 年間続けているとほとんどのサイトでは固定客がつくようになりま

す。しかし、全く利益が出ない場合は下記の内容をもう一度考え直してみてください。 
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 占いサイトのデザインが悪い・使いにくい 

 占い師の質が悪い 

 入金できていない 

 悪評がでた 

 占いサイトのデザインが悪い・使いにくい 

占いサイトのデザインが明らかに怪しかったり、気分を害するような見た目であるとサイトを

訪問したお客様はまず利用したいと思いません。 

同じくサイトがごちゃごちゃして、どこから占えば良いのか分からないようなデザインである

とお客様はどうやって占いをすれば良いのかが分からず利用できません。 

 

占い師の質が悪い 

占い師がお客様に対して暴言に近い言葉で話していたりお客様に不快な想いをさせるような占

いをしていないかを確認してください。占いシステムによっては、お客様が占いをしたときの

通話を録音していつでも確認ができるようになっているものもございます。 

 

入金ができない 

お客様が占いをしたくて入金をしたくても振込先の銀行名や口座番号が記載されていないかっ

た。クレジットの支払いがエラーでできなかったなどの理由で入金ができないこともよくあり

ます。 

運営者は気づきにくい所ではありますが、必ずお客様としてサイトが正しく表示されるか 

占いはできるか、入金はできるか等は確認しなければなりません。 

 

悪評がでた 
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インターネットで占いサイトの評判を書き込むようなサイトは沢山存在します。 

多少の悪評ならともかく、悪評しかなかったり、詐欺サイトであると書き込まれていたら 

それはサイトとしていくら運営をしても利益を出すのは難しくなります。 

こうなってしまっては一度サイトを閉鎖して、サイト名やドメインを変更して別の占いサイト

として運営をし直した方が良い事もあります。 
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これは NG！占いのプロフィール 

 

占いサイトには占い師のプロフィールを掲載してお客様にどんな占い師であるかを紹介しま

す。 

「私は将来について悩みがあるんだけど、この占い師に占ってもらおうかな」 

お客様が「これの人に占ってほいい」といえるような占い師のプロフィールにすることが重要

です。 

 

本日は占い師のプロフィールでこれはやってはいけない事を紹介します。 

 

占い師の写真が抽象画 

お客様は占いサイトを利用する時は 

「このサイトに騙されたりしないだろうか」 

「詐欺サイトで高額な請求をされないだろうか」 

という不安を持っています。お客様が安心して占い師を選んでもらえるように写真は抽象画で

あったり、風景画であったり、本人以外のものが占い師の写真として掲載されているとお客様

は安心しません。 

 

本人の顔出しができない占い師である場合女性の写真素材である画像を加工して占い師の画像

として掲載するサイトもありますが 

「この占い師、明らかに占い師じゃない風貌なんだけど」 

「声と顔の年齢が一致していない・・なんか怪しい」 

お客様は明らかに占い師の写真じゃないと気付きます。 
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本人の写真を加工して掲載をした方が安心して相談がしやすくなります。 

 

奇を狙いすぎたプロフィール 

「過去はタクシー運転手をして、占い師として独立しました」 

「私はコーヒー占いをしています」 

 

集客のために奇を狙ったプロフィールを掲載する占い師が存在しますがこれも逆効果です。 

 

タクシー運転手やっていて何で占い師になったの？ 

占い師としての経歴はそれほど長くないんでしょ？ 

なんでコーヒー占いなの？ 

 

無料で占ってくれるのならともかく、お金を払って悩みを相談しようとしているのに 

得体の知れない人に占って悩みが解決するとは思わないからです。 

 

なんて読めば良いのか分からない 

占い師の名前に漢字や英語を使っている場合は、必ず振り仮名を掲載してください。 

お客様は何て呼べば良いのか分からないなります。 

 

占い師のプロフィールには占い師の占術、得意な相談、鑑定歴、占い師からの文章、運営者か

らのコメントの他にもお客様からのレビューがあればお客様はどんな占い師であるか想像がつ

きやすくなりますのでなるべく情報として掲載するようにしてください。 



 

 

98 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 
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占いサイトの強みをもつ 

 

言うまでもないですが、占いサイトに強みは必要です 

理由は、強みがないと他のサイトと比べて劣っていても良いという事になります。 

あなたの占いサイトを利用する価値・メリットがなくなるためあなたのサイトを利用したお客

様にメリットを提供できるように占いサイトにも強みを持つ必要はあります。 

 

強みがない 

他の占いサイトと比べて「強み」といえるものがない。 

うちの占いサイトはこれといった特徴がないので「強み」なんてないよ。 

このような考えをお持ちの事業者様もいます。 

いきなり強みと言われても「ウチのサイトは○○が強みです！」と言える占いサイトは数少ない

です。 

 

でも安心してください。 

 

強みが今なければ、これから「強み」を見つけていくか「強み」を自分で作っていけば良いの

です。 

 

強みを見つける 

一番簡単な方法は、あなたの占いサイトに所属している占い師様のうち最も多い得意な占術や

鑑定方法はなんでしょうか？ 
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例えば、電話鑑定で姓名判断の得意な占い師様が多いのであればそれがあなたの占いサイトの

強みになります。 

 

「え、これでいいの？」 

 

こんなにアッサリと強みを出してしまって心配する事業者様もいますが問題ありませんです。 

 

試しに電話占いで姓名判断の得意な占いサイトを検索サイトで調べて見つけることはできます

か？ 

 

電話占いで姓名判断の可能な占いサイトは多くありますが、得意なサイトはありません。 

 

「電話占いで姓名判断が得意な占いサイト」という強みで占いサイトにアピールしたり SEO

対策をすれば、それだけで集客効果もあります。 

 

強みを作る 

「所属している占い師は占術はバラバラだし、これといって強みがないよ！」 

このような悩みをもつ事業者様は自分で強みを作っていければ良いのです。 

 

例えば過去にお客様から褒められた点、喜ばれた点を探してみたり全く新しい占いのジャンル

を作って、あなたの占いサイトでそのジャンルで No１になってみたりお客様はあなたの占いサ

イトを利用することで、どんなメリットがあるのかを探してみます。 
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お客様があなたの占いサイトを利用することによって提供できる価値が「強み」になります。

例えそれが大きく誇れるようなものではなくても自信を持って誇ってください。 

 

熱がさめないうちに稼働する 

 

せっかくシステムを提供して、占いサイトを稼働しても全く売上が伸びず赤字ばかりが増えて

撤退する事業主様の特徴の１つに行動が遅い事業者様が挙げられます。 

 

行動が遅く熱が冷める 

私が働いていた企業に占いのお問い合わせを頂いたときには占いで売上を伸ばしていこうと熱

意がありました。 

しかしいざ契約をすると、契約をしたことで満足しきってしまい占いサイトを制作するために

デザインの考案を出してもなかなか返事をしない占い師様のプロフィールなどは全て運営者様

にて入力して頂く必要があるのになかなか入力しない。 

 

その割には「あれをできるようにしてほしい」「この機能を追加してほしい」とたいして占い

システムを利用していないのに要望だけは多い方はいます。 

 

やらないければいけないことはあるのに実行に移さない。 

その割には料金は支払ってしまったから言いたい事だけ言って 

仕事をした気になる事業主様は多いです。 
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熱が冷めないうちに動く 

占いシステムを契約をしてから実際に占いサイトが稼働するまで 2～3 カ月程の時間がかかり

ます。 

 

その間に事業主様は占いシステムの使い方を覚えたり、占い師様に占いシステムの使い方を教

えたり、どうやって運用するかを決めたりすると同時に占いサイトのデザインも検討する必要

があります。 

 

これだけ多くの作業があるのにそれを自覚しないで契約をしたことに満足してしまい 

「あとはシステムが全て自動でやってくれる」 

このような事を言って熱が冷めてしまう方は多いです。 

 

やることがあることに気付いた時には既に契約をして 1 ヵ月以上も経過してしまい 

すっかり占い事業をする熱が冷めてしまっているので、腰が重くやる気がでてこない。 

 

なんとなく中途半端な気持ちでやってしまうため占い師もやる気がおきない。 

やる気のない占いサイトにお客様は寄ってこず、せっかく作った占いサイトも集客できずに撤

退してしまいます。 

事業を興すときは熱があるうちに早く稼働させることを目標にしてみてはいかがでしょうか。 
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SNS で集客をする具体的な方法 

 

 SNS と言えば Twitter、facebook、intagram、google+などがございますが Twitter、facebook

のアカウントを作成して集客をすれば SNS を利用しているお客様はカバーできます。 

 

Twitter と facebook の最初の使い方 

まず他のアカウントをフォローするところから始めていきます。占い師様のアカウントであっ

たり、占いサイトの情報をまとめているアカウントなど無理してフォロワーを増やさないで、

関心を持っていただけそうなアカウントのみをフォローします。 

 

とりあえず 100 フォローになるようにします。そして Twitter の場合はフォローを一気に増や

すとアカウントが凍結する恐れがありますので毎日コツコツを続けていくことが大切です。 

 

無暗にフォロー数を増やすと、フォロー数だけが伸びてしまい 

「何のためにこのアカウントをフォローしているのだろう？」 

 

と、全く関係のない業種にまでフォローをするとアカウントの質が下がります。あなたが関心

の持てるアカウントを探してフォローしてみてください。 

 

コミュニケーションをする 

SNS はコミュニケーションツールなので、良いと思った記事やツイートがあれば「いいね」や

リツイートしてください。 
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他のアカウントが良いと思った発言をしたら素直に「いいね」を押してあげると相手に「あな

たに関心がありますよ」と意思表明をすることができます。 

SNS を使ってコミュニケーションをとってお客様を増やしていくのでアカウントの発言にキチ

ンと耳を傾けてください。 

 

一日にチェックする回数を増やしていく 

 1 日 1 回 SNS の作業をして終わり、ではなく 1 日に何回か分けて SNS をチェックしてみてく

ださい。 

最初は「1 日 5 いいね」ができるくらいにして慣れて自分のペースがつかめてくると「1 日 10

いいね」に増やしたりします 

 

発言する 

1 日に 1 回はツイート(つぶやき)をして情報を発信します。あなたが発言することで「いいね」

をしてくれる人もいますしリツイートしてくれることもあります。 

ここまでの状態になると、あなたの占いサイトのアカウントを見たユーザーは「キチンとコミ

ュニケーションをとってくれるアカウントだから占いサイトもちゃんとした鑑定ができるだろ

う」 

このように他のアカウントは考えてあなたのサイトのお客様になります。 
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売上を伸ばすためには 

 

占いサイトの売上を上げるためには占いサイトの売上を分解して、売上の内訳を分別する必要

があります。 

占いサイトの売上を分解するということは 

「お客様の単価×お客様の人数×お客様の購入回数」 

といった具合に売上の要素を分けることです。 

 

「こんな事はわかっているんだよ！」 

 

当たり前すぎてこのような事をおっしゃる事業者様もいるかと思いますが、これをベースにし

て具体的にどうやって売上を伸ばしていくかを考えて行動できる方は非常に少ないです。 

あなたの占いサイトは上の３つの要素でどの要素の割合が多くて、どの要素の割合が少ないで

しょうか。 

 

 お客様の単価 

「お客様の単価」とは、お客様が購入する金額を増やすことです。例えばこれらのことが一例

として挙げられます。 
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 占い師様の１分間の鑑定料金を値上げ 

 メール鑑定を導入 

 開運グッズを販売 

 遠隔占いのサービスを導入 

お客様からすると特に値上げをされると、鑑定をしたいという心理的なハードルが高くなるた

めその分だけお客様が満足するようにサービスを提供する必要があります。 

 

 お客様の購入回数 

「お客様の購入回数」とは、リピーターとなっているお客様が鑑定する回数を増やすことです。 

会員様限定のキャンペーンを行ったり、無料のお試しキャンペーンを行ったり延長サービスを 

行うことが例として挙げられます。 

 

売上を伸ばしていくためには、「お客様の単価」「お客様の人数」「お客様の購入回数」のう

ちどれを伸ばしていくかを考えて、伸ばしていくために何をするかを考える必要があります。 

「うちのサイトは単価を上げながら新規登録者数を増やします」このように同時に２つの要素

を伸ばすことを考える事業者様も居ますが、これは NG です。 

新規顧客を増やすのならば、集客だけに力を注ぐ。 
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お客様の単価を上げるためにはサービスの質を上げることに力を注ぐ。 

全く異なることを同時に行うと、それぞれに注力する力が分散してどっちつかずになってしま

います。１つの要素にだけ注力をして伸ばしてみてください。  
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一緒に関わる人を大切にする 

 

占い事業で成功をしたい事業者様は特に一緒に事業を行う人や会社様を大切にしてください。 

「私は代表なんだから、お前たちは黙って言うことに従え」 

このように一緒に仕事をする人の意見に耳を傾けなかったり大切にしないですると、事業を成

功するどころか事業は失敗します。 

 

 誰を大切にするか 

「一緒に事業を行う人」というのは、同じ事業をしている社員やメンバーであったり 

占い師様であったり、占いシステムを利用している場合は占いシステムを提供している 

会社であったり、決済代行会社などを指しています。 

どれか１つでも欠けると、あなたの占い事業に大きな支障がでます。 

どれか１つでもあなたが大切に思わずに横暴な態度をすると相手は協力しようと思わず、いざ

あなたが困った時に助けてくれません。 

 

経験上、このように「お客様と自分意外はみんな敵」「やってもらっているのが当たり前」 

といった態度は占い師様が多いです。 
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「私が占いをしているのだから、占い事業の売上は占い師である私が握っている」 

「私がいなければ、貴方達はダメなのだから私がやってあげている」 

このような横柄な態度を事業主様に行う占い師様は非常に多いです。 

 

なぜ横柄な態度を取るのか、このように周りの人を大切にしない理由として 

「自分の眼先の利益しか見えていない」ことが挙げられます。 

 

例えば運営者の手違いがあったとします。お客様からすると些細なことであり占い師様にとっ

てもたいしたことではありません。それなのに 

「あなた達がミスをしたせいでお客様に迷惑がかかったじゃないの！」 

「次同じようなことをしたら、別の会社へ所属します」 

運営者も人間なので失敗があるのに何故か他人の失敗には敏感に反応する占い師は多いです。 

このような態度を取り続けていると、運営者からは「面倒な人間」として扱われます。 

占い師は事業をする上では大切ですが、占い師に振り回されることによる損失が多いと判断す

るとアッサリと切り捨てて別の占い師を雇います。 

一度「面倒な人間」としてのレッテルが貼られると、その印象はいつまで経っても残ります。 

時が過ぎて、状況が変わってから占い師様にお客様がつかなくなったりしても 
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運営者様は過去に横暴な態度をとった記憶が残っているため助けようとはしません。そのため

にも失敗があったとしても、必要以上に責めないで協力する位の気持ちで取り組んだ方が 

お互いに長く良い関係を築くことができます。  
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占いサイトのアンケートをとる 

 

占いサイトにて売上を伸ばしているサイトはお客様からのアンケートをとっていところが多い

です。お客様からのアンケートを取っていくとお客様はどういった点でサイトを満足している

のか、不満なのかどこが良かったのかが分かります。 

 

 受付の対応はどうでしたか 

 いつどの占い師と鑑定したか 

 占い師の態度はどうたったか 

 占い師とは電話鑑定をして話しやすかったか 

 今回この占い師を選んだ理由は何ですか 

 鑑定の結果は満足しているか 

 今後も同じ占い師で鑑定をしたいか 

 どんな時に占いを利用しますか 

 本占いサイトはどこで知りましたか 

 他にご意見・ご感想があれば書いてください 
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このようなアンケートフォームをお客様に書いて頂くだけで「お客様の声」が分かりサイトの

改善に繋がります。 

お客様がアンケートを書いてくれないと嘆く事業者様はいますが余程のことがない限り、お客

様はアンケートは書いてくれません。 

 

お客様がアンケートを書いてもらえるように誘導をする必要があります。 

 アンケートを書いたお客様はもれなく 100 ポイントプレゼント 

 期間限定でアンケートを書いたお客様のうち、運営者が選ぶベストアンケート結果には

500 ポイントプレゼント 

 アンケートを書いてくださったお客様には優先的に占い師と鑑定ができます 

このようにお客様がアンケートを書くメリットを提供する必要があります。 

 

 回答しやすい質問にする 

お客様がアンケートを回答するとき、あまりにも項目が多かったり記入する内容が多いと途中

で回答する気力が失せます。アンケートの回答はなるべく選択式でお客様が選んで回答できる

ような形にした方が良いです。 

 

 アンケートの回答を反省材料にする 
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お客様からのアンケートの結果は、あなたの占いサイトを利用したお客様の生の声なので 

目を通してどのようにサイトを改善していけば良いかを考えてみてください。1 人のお客様が

声をあげた内容と同じことを他のお客様も思っています。 

時には「アンケートの結果から、ここの部分をこう改善しました」といった具合にお客様から

のアンケートから改善した内容をサイトに掲載することでお客様の声を大事にしていますとい

うことをアピールできます。 

それによって、初めてあなたの占いサイトにアクセスしたお客様も 

「このサイトはお客様を大事にしてくれているから安心できそう」 

このように安心できるサイトであると考え機会損失が減ります。 
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占いサイトは妥協できるところは妥協する 

 

事業者様が検討された占いサイトのデザインは、たくさんの占いサイトを調べた結果このデザ

インというものであったり、他社様が運営している占いサイトを全く調査しないで、運営者自

らの感性で制作したデザインであったりとさまざまあります。 

しかし、デザインによっては運営者様の思った通りのデザインではできないこともごく稀にご

ざいます。 

占いシステムというのは、占いに関わる運用業務を自動化・効率化することが目的に作られて

います。 

 

デザインは時として妥協することも大事です 

 

運営者様が考えたデザインをそのまま占いシステムのデザインとして利用することは難しい場

合があります。 

理由は、システムにて自動的に表示している箇所はシステムがサイトデザインを出力しており 

そこに運営者様が検討したデザインに当てはめることがシステムで不可能なことがあるからで

す。 

例えば、占い師の待機予定を 
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「○月○日○時～○時まで」 

 

という表記をシステムにて自動的に表示している箇所をカレンダーで表示したいという要望が

あると、占いシステム本体を変更する必要があります。 

システムの変更になると、システムの変更ができる人員を確保して修正を行うため時間がかか

ります。HTML、CSS、Javascript を利用してカレンダー表示するだけでしたら、比較的変更は

簡単にできますがシステムで今まで文字のみで表現していたところをカレンダー表示に行うと

なると、難易度は上がります。 

 

お客様からすると、ちょっと見栄えが変わるだけで占いができることには変わりはないのに 

そこの部分を事業者様だけがカレンダー表示にこだわることによって占いシステムにも変更を

加えなければならないですし、時間がかかることによって占いサイトのオープンの時期が遅く

なってしまう可能性があります。 

運営者様だけがデザインにこだわることで機会損失が生まれることはよくあります。 

 

「ここのデザインはなるべくこうしたいけど、代替案があるのなら問題はないよね」 

 

占いサイトはとにかくスピード勝負です。 
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早い段階でオープンして早く集客を始めないと、他の占いサイトに先を越されてしまします。

オープン時期を遅くするだけ機会損失が生まれます。 

事業者様が検討したデザインをそのまま占いサイトとして制作するのは時間がかかったりする

などの理由で実現が難しい場合があります。 

お客様にとってはどうでも良いデザインをこだわり過ぎることによって占いサイトのオープン

時期を遅くすると、それだけ機会損失が生まれます。 

望み通りのデザインができない場合は代替案を利用してある程度の妥協をする必要もあります。 

  



 

 

117 

 © 占い事業するなら占いシステム事業者が教える【占い事業支援】 

https://uranai-kaigyo.net/ 

アクセスするお客様を増やす方法 

 

占いサイトにアクセスするお客様を増やす方法として一番簡単な方法は、新鮮で有益な情報を

毎日更新することです。「新鮮で有益な情報」を毎日更新するのは難しいと思うかもしれませ

んが、一番シンプルなのは「本日の占い」です。「○○先生の本日の占い」というコーナーを毎

日更新するだけで、占いが気になるお客様はアクセスします。もし毎日の占いが当たれば占い

を提供している先生も鑑定してみたいと感じます。あなたのサイトにとって新鮮でかつ有益な

情報は何なのかを考えてみてサイトに掲載してみてください。 

 

他にも不定期で「本日○○円以上のポイント購入でプラス 20%のポイント増量」といったゲリラ

的なイベントを行うと、ゲリライベントのお得にポイントを購入したいと思うお客様は頻繁に

サイトにアクセスします。 
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身バレを防ぐ 

 

占いサイトを運営すると「特定商取引法」を記載する義務があります。特定商取引法にはあな

たの名前、連絡先、住所などの個人情報を記載する必要があり、ここから占いで副業をしてい

ることを身内や知人、職場に人にバレる可能性があります。 

ここでは、あなたが占い事業をしていることを知り合いにバレにくくする方法を紹介します。 

 

一番簡単にできる方法は、本名や住所を画像ファイルにして掲載することです。テキストでは

なく画像であれば google などの検索エンジンのキーワード検索でヒットすることはありません。

検索結果にヒットしなければ、あなたの知り合いがあなたを特定することはほぼなくなります。 

住所はバーチャルオフィスをレンタルすることであなたの住まいの住所がバレることがありま

せんし、電話番号も 050 番号や海外の電話番号をも無料でレンタルすることもできます。 

メールアドレスや電話番号を表示することで迷惑メールや勧誘の電話がくるのを防ぐ方法とし

て、メールアドレスの「@」マークを大文字に変換したり、電話番号の「0（ゼロ）」を「ｾﾞﾛ」 

などあえて数字で書かないだけど、勧誘の電話をする業者や迷惑メールを送る業者からの迷惑

行為を大幅に防ぐことができます。 


