
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■著作権について  

 

本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。 本冊子の著作権は、 

発行者にあります。 本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。  

 

■使用許諾契約書 本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行 

者(以 下、乙と称す)との間で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封するこ

と に より、甲はこの契約に同意 したことになります。 

 

第 1条本契約の目的: 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基 

づき甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。 

  

第 2条 禁止事項: 本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されていま

す。 甲は本冊子から得た情報 を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演

活動及び電子メディアによる配信等により一般公開することを禁じます。特に当ファ

イルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社及び関

連組織においてのみ本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。   

 

第 3条 損害賠償: 甲が本契約の第 2条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙

に対し、違約金が発生する場合がございますのでご注意ください。  

 

第 4条 契約の解除: 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許

諾 契約書を解除することがで きるものとします。  

 

第 5条 責任の範囲: 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を 

使って損害が生じたとしても一切の責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

いくらでも収益を

生み出せる仕組み 

をつくる文章術 

とは？ 

 

 



 
いくらでも収益が生み出せる仕組みは、意外にも簡単に作ることができます。 

結論簡単に言えば、あなたの販売するコンテンツを 

「欲しくてたまらない！！」 

「買いたくて仕方ない！！」と文章で思わせればよいのです。 

今まで僕が教えてきた NO RISK DRM の中の基本、 

・「価値観の教育」で共感させファン化 

・情報発信のポジションの差別化 

これができている前提でお話ししますね。 

 

ここまできていれば、あなたの商品を買う準備はできているので、 

『売り上げを 0 から 100 にも 1000 にもする差別化ポジショニングと文字の魔

力』の最後に説明した心理の壁を突破すれば、成約まで行きます。 

安心してください、その心理的な壁は 3 つしかありません。 

これをまさに進撃の巨人の如くぶっ壊していくわけです。 

僕がこの心理的な壁をぶち抜く文章術を今から授けますので、 



いつでも巨人化できるようになってくださいね。笑 

それでは進撃の巨人の画像を借りて、心理的な壁のぶっ壊し方について説明し

てきますね。 

 

進撃の巨人を漫画やアニメなどで見られていた方は懐かしいと思い出すかもし

れませんが、外側の壁からウォールマリア・ローゼ・シーナとなっていましたね。 

あなたが Twitter でも LINE のステップ配信など、なんでもいいですが、 

最後に商品をセールスレターで買わせる際には、 

①not read 100%読まない(興味・関心の壁) 

②not believe 100%信じない(共感・信用の壁) 

③not act 100%行動しない(行動の壁) 

この 3 つの壁をすべて完璧にぶち壊すことができればあなたの商品が 

無条件で買われるということなんですね。 



順番としては、「読まない」「信じない」「行動しない」の順番です。 

読まないが一番外側の壁で、行動しないが一番内側の壁になります。 

 

仮に読者が読んでも、信じなければ成約にはつながらないし、 

仮に読者が読んで、信じたとしても、行動しなければ成約にはつながりません。 

 

で、この文字の錬金術師の読んでいる方の中で、 

どれくらいの方が、この三つの壁を壊すことを意識して、文章が書けてるのか？ 

というところなんですが、まあ皆さん。 

自分が伝えたいことをがむしゃらに詰め込んで書きなぐっているだけなんじゃ

ないかなって思います。 

そうなると、あなたのコンテンツって、読まれないし、 

読まれたとしても「これ嘘くさい」「私には無理じゃね？」と思われて 

信じられない。それでいて、購入にいたらしめるための決定的なクロージングも

無いから買われもしない。 

 

何が言いたいかって、これら 3 つの心理的障壁を壊すことを目的とした、 

文章をそれぞれ書くことができていますか？っていう話なんですよね。 



 

どうでしょうか？大抵の人が、できていないでしょう。 

 

でも安心してください。 

これらの心理的障壁を壊す方法は、パターンで決まっています。 

文字の錬金術師のセールスレターでもお伝えした通り、僕はありとあらゆるジ

ャンルで文章を書いてきました。結果、1 つの分野でしか使えないものではなく

て、 どの分野でも使える文章力を手に入れています。 

 

なので、皆さんに今から教えることは、どんなジャンルで情報発信をするにして

も通用しまくりです。 

 

では、早速①not read 100%読まない(興味・関心の壁) 

の壁の突破する方法から見ていきましょう。 

簡単に言えば、 

読者に読ませるためのコピーを書けばいいんです。 

読ませるコピーというのは、具体的には、 

興味・関心を引き出すコピーを書くということです。 



次に、②not believe 100%信じない(共感・信用の壁)ですが、 

読者に信じてもらうためのコピーを書けばいいんです。 

具体的には共感・信用を勝ち取るコピーを書くということです。 

 

最後に③not act 100%行動しない(行動の壁)ですが、 

読者に行動してもらうためのコピーを書けばいいんです。 

具体的には読み手を行動させるコピーを書くということです。 

 

これらにはそれぞれ法則(パターン)があります。 

つまり、 

--------------------------- 

■興味・関心を引き出すコピーの法則 

■共感・信用を勝ち取るコピーの法則 

■読み手を行動させるコピーの法則 

--------------------------- 

 

この 3 つの法則(パターン)を覚えておけば、 

顧客の 3 つの心理的な壁を突破し、 



「欲しくてたまらない！！」「買いたくて仕方ない！！」 

と無条件に思わせることができるのです。 

 

この法則(パターン)があるということをまずは知っていただいたわけですが、 

それぞれの法則にも「目的」があることが分かりますよね。 

Note や Brain、あなたが作成したランディングページでコンテンツを販売する

ときに、セールスレターを必ず書くと思いますが、一文一文「目的」を持って書

くように意識してください。 

皆これ意識できていないので、意識するだけでもだいぶ変わります。 

 

「今自分は○○の壁を突破する為に文章を書いている」 

そのように意識するだけで、 

「これは本当に○○の壁を突破するためのものになっているか？」 

「○○の壁を突破するため文章を書いていたのに、○○の壁を突破する為の文

章になってしまった」 

このように感じることができるようになります。 

ただ、がむしゃらにコンテンツのメリットを文章で語っても、 

確実に購入に至らしめることは出来ません。 



そして今から、 

■興味・関心を引き出すコピーの法則 

■共感・信用を勝ち取るコピーの法則 

■読み手を行動させるコピーの法則 

これらの法則を用いて、3 つの心理的障壁をぶち壊す文章術を徹底解説していく

わけなんですが、一度読んだだけですべてを理解するのは難しいと思うので、 

何度も何度も読み込んで、自分のものにしていただければと思います。 

 

それでは早速、早速①not read 100%読まない(興味・関心の壁)を 

突破する為に、■興味・関心を引き出すコピーの法則から解説していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第１の壁 

読まない壁を突破

する 

興味・関心を引き出

すコピーの法則 
 



 

 

 

 

■ヘッドコピーで圧倒的注目を集める 

あなたの Note や Brain、ランディングページでを開いたときに、 

読者がこの先を読み進めるか否かはすべてヘッドコピーにかかっています。 

僕の「文字の錬金術師」のランディングページならば、 

 

匿名顔出し無しで年間１億円 

ローリスクで稼ぎまくれる文章術に興味はありませんか？ 

EC コンサルタント時代、多く人々を稼がせ過ぎてしまった 

禁断の方法を公開します 

この部分がヘッドコピーに該当します。 

ページを開いた時にほぼ必ず目を引くのがヘッドコピー、 

最初に目に入るトップにある文章のことを総称してヘッドコピーといいます。 

 

このヘッドコピーに求められること、それは 



「このページを読んでみよう」 

こう思わせること。これだけです。 

むしろそれ以外の目的を持たないように意識してください。 

この段階で、読者の行動を促したり、行動を起こさせることなども特に考える必

要はありません。 

ヘッドコピーは、「続きを読んでみよう」と思わせることが重要です。 

そこで必ず外せないポイントがあるのですが、それは、 

「わかりやすく短い言葉で伝える」ということです。 

そんなの当たり前だ、といわれるかもしれませんが、 

この当たり前がビビるほど皆出来ていないんですね。 

僕は EC コンサルタントとして様々な個人・法人のセールスレターを見てきま

した。冒頭のヘッドコピーを見て、 

「ああ、もったいないなあ」と思うことが多々ありました。 

なぜなら、ヘッドコピーを読んで少しでも 

「ん？」とか「どういうこと？」と読者に思われてしまうと、 

その時点で離脱されることも多くありますし、またその後に書かれている内容

が、イマイチ頭に入ってこなくなってしまうのです。 

後述もしますが、読者に商品を確実に買ってもらうためには 



「絶えずあなたの書いた文章に注目・集中させること」が 

大切です。 

だから「わかりやすく」書く必要があるんですね。 

 

では「わかりやすく」とはどういうことかというと、 

「日常会話で使う言葉しか文章に落とさない」 

ということです。 

これはヘッドコピーだけでなく、その後にかくセールスレター内で書いていく

文章にも同じことが言えるのですが、 

読者はわからない言葉が出ると、あなたの文章から気がそれてしまいます。 

絶えず注目させる必要があるのに、そのわからない言葉のせいで、 

後の文章の内容が頭に入ってこなくなってしまう。 

そうなると商品を購入するどころの話ではないですよね。 

だからこそ、 

「日常会話で使う言葉だけ文章に落とす」 

ということを必ず実践しましょう。これを意識するだけでも、 

購入率は全然変わってきますので。 

もう一つのポイントは「短い言葉で伝える」ということです。 



これも当たり前のように見えて、多くの販売者が出来ていない残念ポイントで

す。 

なぜ「短い言葉で伝える」必要があるのか？ 

 

それは読者が全員が全員、あなたの書いたセールスレターを 

「さあ読もう！」と思っているわけではないからです。 

例えばあなたのセールスレターを開いたときに、 

・なんとなくスマホをぼーっと眺めている人 

・電車の中で立ちながら見ている人 

・食事やテレビをみながら見ている人 

・休憩時間に一服しながら見ている人 

・・・etc 

あくまで一例ですが、要するに全員が全員「読もう！」と意気込んでいる 

状態ではないんですね。 

つまり、僕たちはそんな読者の 

「眺める程度の感覚」を見越したうえで、 

読者の興味・関心を引くことができるヘッドコピーを打ち出さなければ 

ならないわけです。 



となれば、長々とした文章をヘッドコピーにすべきでないことは明らかです。 

あれもこれも伝えたいと思うと、ヘッドコピーは長くなりがちですが、 

「わかりやすく短い言葉で伝える」ことを何より意識してください。 

 

■興味を引き付ける最強のフレーズパターンと 7 つのキーワード 

さて、あなたのセールスレターページに読者が訪れた時、 

全員が全員「読もう！」と意気込んでいる状態ではなく、 

眺める程度の感覚でヘッドコピーに目を通す人もいることをお話しました。 

 

つまり、ヘッドコピーを眺める段階では、 

「まだそこまで深いことを考えて、論理的にその文章やその内容を 

判断する心理状態」になっていないのです。 

だからこそ、ヘッドコピーでは「感覚的」に一つ一つの言葉を目に留めていくと

いう程度でしか読もうとしていないのです。 

そのためヘッドコピーを書いていく際には、 

その心理状態も見越したうえで、「そこで用いる言葉一つ一つ」も重視 

していく必要があります。 

まさに「感覚的に目に留まってしまうようなフレーズやキーワード」を 



散りばめて、その上で、 

「興味や関心を引き付けるヘッドコピー」を構成していくわけです。 

 

 

ではまず、読者の興味や関心を引くことができる 

感覚的に目に留まる「最強のフレーズパターン」を教えます。 

そのフレーズパターンとは、 

■信じがたい約束(ビッグプロミス) 

■フック(ギャップ) 

この 2 つです。それぞれ解説していきます。 

 

信じがたい約束(ビッグプロミス) 

その言葉の通り、「信じられないくらいの圧倒的な約束」を指します。 

僕のヘッドコピーで言うビッグプロミスは 

「匿名顔出し無し、リスク無しで 1 億稼ぐ文章術を教えますよ」 

となるのですが、 

これを購入した皆さんは「そんなことある？！」と思ったはずです。 

「マジ？！」「本当？！」「そんなことある？！」と思わせるのが、 



ビッグプロミスです。 

ビッグプロミスを提示する上で、重要なことは、 

「どんなベネフィットを得られるのか具体的示してイメージしてもらう」 

ということです。 

数字が入ればより具体化されます。例えば、 

「2 か月で体重が 10 キロ減ります」 

「アツアツのピザを 15 分以内に配達します」 

「労働時間 1 日 1 時間で月 100 万円儲けることができます」 

とかですね。 

ただし、このビッグプロミスは大きく注目を集めることができますが、 

後述するあなたの文章に一貫性、論理性があって、そこに矛盾が無いことが 

必須となります。 

論理の飛躍があると信頼性を損ない、買われません。 

どれだけすばらしいベネフィットを提唱しようとも、信じられなかったら全く

意味がありませんので、気を付けましょう。 

 

フック(ギャップ) 

もう一つのフレーズはフック（ギャップ）でひっかける、ですが、 



ここでいう「フック」とは「うそでしょ？！」と思うギャップを指します。 

それがどのようなものか、例文でみましょう。 

「片足のゴルファーが発見した、フックやスライスを無くして飛距離を 

50 ヤード伸ばし、一晩でスコアを 10 減らす驚くべき秘密！」 

片足なのに、50 ヤードも一晩で伸ばすってうそでしょ？！ 

と思いましたよね。 

フック(ギャップ)があると強力なコピーを作ることができます。 

 

さて読まない壁を突破するヘッドコピーについて、 

・ビッグプロミス 

・フック 

この 2 つの最強フレーズを紹介しましたが、このフレーズをより強力なものに

する方法があります。 

それは、「人間の 2 つの本能で越える」です。 

2 つの本能とは何かというと、それは以下の通り。 

1. 快楽を得る  

2. 苦痛を避ける  

人間には上記の 2 つの本能しか無いため、 



メリットがある、ベネフィットがあるといった快楽を得る方に訴えかける。 

もしくは、 

抱えている問題が解決できるという苦痛を避ける方に訴えかける。  

ようなフレーズを意識してみて下さい。 

ちなみにですが、 

苦痛を避ける方に訴えかけるフレーズの方が、より刺さりやすいです。 

行動経済学でノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマンが行った実験が 

あるのですが、そこでわかった事実は、 

「損失を受けることで感じる心の痛み」は「利益の喜び」よりも 

大きいということです。 

だから損失や苦痛が避けられるとわかると、得した気持ちになります。 

どちらの本能で訴えかけるかは、販売するコンテンツのジャンルや内容により

ますので、試行錯誤し、刺さる方を選んでみてください。 

 

さて感覚的に目に留まるフレーズパターンについては説明しましたので、 

次は、感覚的に目に留まってしまうようなキーワード」についてです。 

ポイントとしては、下記のような 7 つのコンセプトを上げることができます。 

 



■代名詞：あなた 

■新しさ：新しい、最新の、これまでにない 

■意外性：考えられない、ありえない 

■具体性：3 日間で、今すぐに、明日には、 

■希少性：考えられない、ありえない、ここだけの 

■反社会性：悪意ある、非人道的な、落とし穴に 

■タブー性：禁断の、グレーな、誰にも言えない、非公開の 

■ベネフィット：自由な、無償で、稼げる、儲かる、モテる 

■理想：寝てるだけで、労働なしで、するだけで、簡単に、楽に 

 

ここで僕のコピーを見てみましょう。 

匿名顔出し無しで年間１億円 

ローリスクで稼ぎまくれる文章術に興味はありませんか？ 

EC コンサルタント時代、多く人々を稼がせ過ぎてしまった 

禁断の方法を公開します 

僕が盛り込んだのは、 

■タブー性：禁断の方法 

■ベネフィット：稼ぎまくれる 



■理想：匿名顔出し無しで 

この 3 つです。 

解説すると、 

 

まず『ベネフィット』は必ず入れましょう。 

「これを手にすることによって何が得られるのか」 

ということは必ずコピーに盛り込んでください。 

これがないと、読者が購入する意味が分からなくなります。 

かつベネフィットを謳う上で最も重要なことは、 

「稼げる」とか「モテる」とか必ず結果を訴えることです。 

商品を買った人がどういう結果を得られるか、ここを訴求するのです。 

これ基本なんですけど、十中八九できてないんですよね。 

正直コピーライティングの細かい知識云々の前に、きっちりこのことを意識す

るだけで、読者からの反応は格段に上がります。 

よくありがちなのは、「学べる」とか「知れる」とか、書きがちですが、 

僕ら人間は怠惰なもので、常に受動的でいたいんですよ。 

受動的で、且つ結果を得たいというわがままな生き物なんです。 

学べる、知れる、などの能動的なフレーズは、意識が高い人以外には 



敬遠されます。 

僕たちは出来れば、学ばず、知らず、楽に稼ぎたいんです。 

だから、学べる、知れるではなく、その先の「稼げる」という 

結果を訴求するのです。 

だから、ベネフィットを考えるときには「相手がだれか」 

ということを常に考えないと、その人が欲しい結果をイメージできません。 

 

例えばですが、あなたが「筋トレ」に関する商品を出すとします。 

ターゲットは、20 代の非モテ男子、ナンパ師や裏垢男子が女の子と 

遊んでいるのを指をくわえて羨んでいるような人たちです。 

そこであなたが「筋トレ」に関する商品を彼らに打ち出した時、 

ベネフィットが「筋肉が付きます」「痩せます」だったとしたら 

どうでしょうか？ 

「へ～」っていう感じで終わってしまうと思います。 

でも、ベネフィットが「女の子にもてる」「女の子に困らなくなる」 

という結果に訴求したベネフィットならば、一瞬で目の色をかえるでしょう。 

 

次に『理想』です。 



これもかなり重要な要素です。 

この『理想』では、「結果が簡単に手に入ると思わせる」ことが重要です。 

ベネフィットの項目でも言いましたが、 

とにかく僕たち人間は楽して結果を得たい生き物です。 

学べるとか、能動的なことは嫌いです。 

それよりも強い感情は「楽したい」なんですよね。 

だからこそ、「受動的でいかに楽して結果が手にはいるか」を 

アピールするのです。 

もっと言ってしまえば、「金払った瞬間に効果がでる」 

くらいの勢いの方が圧倒的に反応率が上がります。 

しかし、根拠のない理想を語るのは NG です。 

根拠がなければ「胡散臭い」で一蹴され買われなくなります。 

たとえば「寝てるだけで稼げる」というコピーを打ち出すならば、 

否定できないようなアングルを必ず見つけてください。 

なぜ寝てるだけで稼げるのか、を後述するセールスレター内で、 

その理由を嘘偽りのない角度から語ってください。 

 

上記の「理想」と「ベネフィット」はしっかりと訴求できるものを考え 



入れると成約率がグンと上がりますので、実践してみて下さい。 

おまけ程度に「タブー性」を説明します。 

これも人間の性なのですが、 

「～してはいけない」ということをやってみたくなるのが人間です。 

そんな経験が誰にもあったりしますよね？ 

一般的には良しとされないもの、世間に否定されるであろうこと、 

～するなと禁じられていることこそ、 

知りたくなってしまうし、やってみたくなってしまうのです。 

そんなタブーなことも「お金をはらうからいいだろう」と 

自らが対価を支払うことでタブーに触れることを正当化できるのです。 

タブー性をコピーに盛り込むかは扱う商品によると思いますが、 

読者を惹きつけるテクニックだと覚えておいてください。 

 

僕はキャッチコピーで 3 つのキーワードを使いましたが、 

これらのキーワードを不自然なまでに多用しすぎてしまうと、 

その反応は「怪しい」という感情に切り替わってしまう場合があります。 

なぜならこれらのキーワードは調味料で言えば、 

「スパイス」のようなものだからです。 



多用しすぎてしまうとその反応は過剰になってしまい、 

逆に反応の取れないコピーになってしまいます。 

さじ加減がより絶妙であれば、この「スパイス」は 

大きな効果を発揮してくれます。 

■読者の興味を引く最強のテンプレート 

これまで読まない壁を突破するヘッドコピーについて説明してきましたが、 

念押しで読者の興味を引く最強のテンプレートを紹介します。 

これから説明するテンプレートはヘッドコピーで使えることはもちろん、 

セールスレターの書き始めや、ブログのタイトルや、メルマガのタイトル、

Twitter の日々の投稿とかでも使える汎用性の高いものとなっています。 

 

１．あなたは○○でこんな間違いを犯していませんか？ 

人間はされしも間違いたくありません。 

前述したように、僕らは損する痛み＞得するより喜びだからです 

このコピーを聞くと「え？どんな間違いなの？」 

そんな風についつい気になってしまうコピーです。 

○○の部分に自分のテーマとなるモノを当てはめるだけで使えてしまう 

お手軽テンプレートですね。 



 

２．○○が困ったときにするのが△△です。 

Ex)医者が体調を崩した時に食べるのがこれです。 

権威のある人、その分野で有名な人が困ったときにするというのは 

非常に興味がわきます。 

自分のテーマ・発信している分野で権威のある人、 

もしくは職業の名称など当てはめるだけでも使えます。 

 

３．やりたい、と思っていてもできない人へ。 

Ex)書きたい、と思っていても書けない人へ。 

やりたい、でもできない人へ。ターゲットにドストレートに訴えるコピーです。 

ベネフィットをそのままつくのが大きな特徴ですね。 

 

４．警告！○○をする前に○○をしてはいけません 

これはよく見るコピーですが、はじめに「警告！」とか「注意！」とか 

書いておくと、相手の意識を一気に引き寄せることができます。 

これは特に「これから○○しようとしている(買おうとしている)人」の 

注意を惹きつけやすいです。 



 

５．○○について誰もが知っておくべき○○のこと。 

Ex)ネットビジネスについて誰もが知っておくべき４つのこと 

 

これは普段の日常生活・ニュースなどでもたまに見ることがあるコピーですね。 

「知らなかったらどうしよう」「知らないと恥ずかしいのかな？」 

そんな風に思わせることのできるコピーです。 

このテンプレは一部になりますが、非常に使い勝手がいいです。 

どんどん使って、ぜひ自分のスキルにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第２の壁 

信じない壁を突破

する 

共感・信用を勝ち取

るコピーの法則 
 



 

 

 

 

次は信じない壁(共感・信用の壁)です。 

ヘッドコピーでいくら興味を惹きつけても、それがどんなに強いモノであって

も、商品の購入やサービスの申し込みには至りません。 

この段階ではまだ、主張に対する 

「信用」を勝ち取れていないからです。 

まあどんなにすごいことを謳っていても信用できるまでは 

「胡散臭い」で終わってしまいますからね。 

一つ目の読まない壁は、注目を集めさえしてしまえばいいので、 

割と突破するのは簡単です。薄い壁ですね。 

僕が教えたフレーズやキーワードで勢いよく突破できます。 

ですが、この信用しない壁は、非常に分厚く固い壁です。 

というのも、セールスレターの大半が、この信じないの壁を突破する為の 

文章になるからです。 

そもそも何故読者は信用しないか？ということなんですが、 



セールスレターを読んでいるときの読者の心理を紐解いてみましょう。 

そうすると 4 つの疑問が出てきます。 

以下の 4 つです。ご自身もこう疑問に思ったことはありませんか？ 

 

①これは私に何をしてくれるのか？   

②なぜ、これが私の役に立つのか？  

③本当に信頼出来るのか？  

④私にも効果があるのか？  

さて、どの疑問が一番強いモノでしょうか？ 

実は①、②、③は疑問はあるものの、そんなに大した疑問ではないです。 

それぞれの疑問の解消方法は以下の通り、 

・これは私に何をしてくれるのか？：実績を見せる 

・なぜ、これが私の役に立つのか？：根拠を見せる 

・本当に信頼出来るのか？：証拠を見せる 

あとでそれぞれ後述しますが、さほど解消するのに苦労しません。 

 

一番強い疑問は「私にも効果があるのか？」です。 

何か商品を買う前に必ず人は、 



「これ自分でもできるのか？」「自分でも効果が得られるのか」 

「自分でも成果が出せるのか」 

もう絶対にこう思うんです。 

信じない壁の 9 割は「私にも効果があるのか？」です。 

肩書がすごい方の商品を見ると、めちゃくちゃ買いたくなりますが、 

それなりに高単価だと、ついつい購入を渋ります。 

それは心のどこかで、 

「あんたはすごい人だからだよ、才能があるからだよ」 

「俺はたいしたことないから買ってもどうせできないよ」 

などと、思っているからなんですね。 

もうここまでお話すればお判りでしょう？ 

「私にも効果があるのか？」 

この疑問を解消してあげる魔法は、 

「再現性」です。 

つまり「どんな人でも、私(販売者)と同じ境地にたてるよ」 

と感じさせなければなりません。 

つまり「再現性の証明」をすることが、成約に至るには必須です。 



繰り返します、再現性が全てといっても過言ではないです。 

でも逆に言ってしまえば、「再現性」があると思わせられれば、 

商品が成約する可能性はグンと一気に上がります。 

じゃあ再現性を証明するにはどうすればよいのか？ 

再現性をだすフレーズを使うことも重要なのですが、(後で説明します) 

まず大前提として、再現性を出す文章の型(パターン)をおさえます。 

僕が再現性を出すために必ず採用している文章の型は 

『QUEST フォーミュラ』と呼ばれるものです。 

それぞれの頭文字が何を意味しているかは以下の通りです。 

―――――――――― 

Q：Quolify：約束  

U：Understand：共感  

E：Educate：教育  

S：Stimulate：刺激  

T：Trandition：行動 

―――――――――― 

ではそれぞれの頭文字でどんなことを書いていくのか、下記にまとめます。 



 

Q：Quolify：約束  

・あなたが読むべきページということを示す  

・キャッチコピー込みで Quolify と考えても良い  

・自分の実績も書いて良い  

・あなたをここのレベルまでもっていきます  

・なぜなら◯◯という証拠があるからです  

 

U：Understand：共感  

・自分も昔できなかった経験を書いてあげる  

・一回落としてから、それでも出来たという流れが良い  

 

E：Educate：教育  

・2、3 個やり方を否定してから、こういうやり方が正しいんだよと伝える  

・今までの方法が、なぜダメなのか伝える  

・なぜあなたのコンテンツが再現性があるのか説く 

 

S：Stimulate：刺激  



・これを手に入れたら良くなるという話（ベネフィット）  

・ブレットで書く  

・購入特典をつける  

 

T：Trandition：行動  

・ボタンをクリックして買って下さい（CTA:Call to Action)  

・限定性をつける  

・リスクリバーサルで買うハードルを下げる 

 

今一度僕のセールスレターを見ていただきたいのですが、 

このような型になっているはずです。 

S：Stimulate：刺激  

T：Trandition：行動 

ちょっとフライングしましたが、 

この 2 つは行動しない壁を突破する要素ですので後で詳しく解説します。 

 

Q：Quolify：約束  

U：Understand：共感  



E：Educate：教育  

この３つは再現性を証明するための三大要素です。 

つまり、Quolify で「商品を買うことでどうなれるか？」を「約束」し、 

Understand でこの人(販売者)も過去は駄目だったんだな、 

なら今ダメな自分でもできそうだな「共感」してもらい、 

Educate でこうすれば Quolify で約束したことが実現できるんだよ、と 

助言し「信用」を得る。 

これで「再現性の証明」は達成できます。 

 

どうでしょう？ 

『QUEST フォーミュラ』の型を知るだけでも、 

商品が買ってもらえるイメージがつきましたよね？ 

 

この文章の型をおさえた上で、 

再現性を感じてもらうフレーズを散りばめていきます。 

具体的なフレーズは下記のようなものです。 

・0 からでもいける。 



・パターン 

・知っているか、知らないか 

・真似すりゃいける。 

・ハードルが低い。 

・最も簡単なビジネス。 

実は僕のセールスレター内でもこんな感じのことを本文に書いています。 

これを書くことによって、読んだ人の心の中では、 

リアルな生活の変化を感じます。 

もっというと、想像しやすいのです。（これ超大事） 

「経験なし、実績なしからでもできるのか！」 

「パターンさえ覚えてしまえばできるのか！」 

「真似すればおりゅうみたいに稼げるのか！」 

「知っていればいいのか、、知りたい、、買うか。」 

となるのです。 

俺の人生でも再現できる！となるのです。 

簡単にできる。を強調するってすごく大事で世の中の 9 割の人は 

成功体験を欲しているので、超刺さるわけです。 

そうなるとやってみたい。となって、結果、続きを知りたいとなります。 



よくある間違いは、「1 億円とかいうワードを出しときゃ売れるだろ。」 

みたいな考えです。実績だ～数字だ～出しても別に信用されません。 

「だって、俺には関係ないから。」となるからですね。 

むしろ再現性が感じられなくなり拒絶される場合があります。 

これは、例えば可愛いインフルエンサーがアパレル出したけれども、 

全然売れない。みたいな事例と一緒です。 

「あなたはかわいいかもだけど、私が可愛くなれるわけじゃない」 

と思われてたら、つまりそこに再現性が不足していたら、 

商品は買われないわけです。 

 

さて、ここまで再現性を証明するための文章の型、 

そして再現性を感じてもらうためのフレーズを教えました。 

これではまだ不十分です。 

再現性があるということはわかりました、 

その次はなぜ再現性があるのかということ証明し、 

共感と信用を勝ち取る必要があるからです。 

 

■共感と信用を勝ち取る 4 つのポイント 



以下ポイントです。 

① 発言と主張には全て理由を添えていく。 

② 言葉を変え何度も説明する。 

③ 多くの言葉、情報を与える。 

④ 文体から自信を感じさせる 

1 つずつ解説していきます。 

 

① 発言と主張にはすべて理由を添えていく。 

再現性を証明し、成約のとれるコピーは小さな納得と共感を 

文章の中で必ず積み上げています。 

そのためには、 

どんな小さな主張にもしっかりと「理由」を添えていく必要があり、 

その理由が納得できるものであれば主張一つ一つに説得力が生まれ、 

それが共感と信用を積み上げていくことにつながっていきます。 

 

この、 

“理由付け”による効果に関しては、ある心理学関係の書籍にも 

それを立証している実験結果が掲載されているので、 



そちらもあわせて紹介しておきます。 

(「影響カの武器」より) 

 

 

◆コピー機でコピーを取っている人に下記のようなお願いをした◆ 

（1）「5 枚なんですけど先にコピーを取らせてください」 

コピー機を譲ってもらえた確率:約 60% 

次にお願いの内容を下記に変更 

（2）「5 枚なんですけど急いでいるので先にコピーを取らせてくだ 

さい」 

コピー機をってもらえた確率:約 94% 

更にお願いの内容を下記に変更 

（3）「5 枚なんですけどコピーを取らなけれればならないので 

先に取らせてください」 

コピー機を譲ってもらえた確率:約 93% 

 

これは海外の有名な心理学者が行った実験結果です。 

この実験結果が示している事実は、 



先に「コピーを取らせて欲しい」というお願いに対し 

「急いでいるので」という理由を付け加えただけで、 

そのお願いを聞いてもらえる確率が飛躍的に上がっている 

という点です。 

そして、「コピーを取らなければならないので」 

という実際には何の理由にもなっていない理由にたいしても、 

その成功率は理由づけをしない場合に比べて飛躍的に高くなることが分かりま

す。 

この実験結果は、例えそれが「論理的な理由」になっていなくとも 

人は「理由付けをされただけ」でそれに納得してしまう 

ということを証明しています。 

物事の提案に対して理由を付け加えていくことが、 

どれだけその文章の説得カを引き上げられるかは 

この心理実験の結果を踏まえても明らかではないかと思います。 

また、その理由付けがより的確なものであれば更にその説得 

カが上がるということです。 

 

② 言葉を変え何度も説明する。 



人間心理において「信用」は「共感」から生まれ 

「共感」は「理由」から生まれます。 

つまり信用を勝ち取っていくことのスタートは 

こちらの主張を「理解」してもらうことから始まるということです。 

だからこそ、セールスレターは 

わかりやすい文章、わかりやすい解説を展開し、まずは 

それを理解してもらうということが大前提 

になるわけです。 

分かりやすい文章については、さっき説明しましたね。 

重要な理解してもらいたいポイントは最低でも 3 回は繰り返し伝えて 

おきたいですね。 

 

何度も一貫した主張を頭の中に描いていけば 

人の脳はその主張に少なからず 

共感を抱きやすくなるものだからです。 

例えそれが生理的に受け付けられないような主張だったとしても 

1 度より 2 度、2 度より 3 度同じ話を耳にした後の方が 

その主張に対する共感度が上がることが 



心理学や脳科学の実験でも明らかになっています。 

ただ 1 つのレターの中で全く同じ話を 3 度繰り返してしまうと 

読み手がそのコピーに「飽き」や「違和感」を覚えてしまいます。 

だから、 

その物事の見方や表現、単語の表現を変えながら、 

結論として一貫した同じ主張を繰り返し行っていくことがポイント 

になります。 

それを自然に行っていくことができれば 

読み手は違う話に耳を傾けている感覚で何度も同じ主張を 

頭の中に描いていくことになり 

自然とその主張への共感度を上げていくことになるわけです。 

 

現にこのテクニックは「文字の錬金術師」のセールスレターでも、 

またこの教材でも、何度も活用されているものになります。 

(現時点でまだ気づいていないならば、僕のライティングの演出が 

実際に成功しているということです） 

この「文字の錬金術師」はこれからあなたがセールスレターを書くときに 

繰り返し読むことになろうかと思いますが、読み返す時には 



その点も注意しながら読み返してみて下さい。 

 

結論が同じものでも、切り口や視点が異なるだけで、それぞれが全く違う 

解説内容になっているはずです。 

③ 多くの言葉、情報を与える。 

このポイントは再現性が証明できるセールスレターの長さ 

(長い方がいいのか、短い方がいいのか)という質問への答えになる部分です。 

結論として、 

“セールスレターによるメッセージは「より多くの言葉と情 

報を与えられるもの」こそが、より成約の取れるセールス 

レターになっていく“です。 

 

そして、その理由は先立って解説した 2 つのポイント 

「発言と主張には全て理由を添えていく」 

「言葉を変えて何度も説明する」 

が、まさにそのまま答えになっています。。 

全ての主張に明確な理由を添えて 

重要なポイントを 2 回 3 回と解説していけば 



おのずとそのセールスレターの文字数は増えていき 

文章はどんどん長いものになっていきます。 

これらのポイントに限らず 

商品のメリットやデメリットなどはより多くの情報を与えていった方が、 

読み手の信用度はその文章量に比例して大きくなっていきます。 

逆に手短なセールスレターがより反応を取れるというなら 

同じような説明を 2 回 3 回行うということ自体が 

ナンセンスだということになります。 

また、全ての主張に理由をつけていけば 

それだけセールスレターは長くなってしまうわけですから 

短い文章を作るにはそれらも 

全て省いていかなければならないということになります。 

しかし、主張に対する根拠や理由をのべないような 

「独りよがりなメッセージ」に説得力があるはずがなく、 

そんなセールスレターでは再現性の証明はおろか、 

成約を勝ち取ることもできません。 

多くの情報を与えすぎると人の脳は判断に困るという事実もありますが、 

この理論の正確なところは、「多くの選択肢を与えた場面」に限り、人は 



判断に迷ってしまうというものです。 

セールスレターのゴールが、あなたの商品を購入してもらうことなら、 

最終的な読み手の選択肢は 

購入を行うためのアクションを起こすか否かの二択しかありません。 

そのための判断材料となるような情報については大いに越したことはありませ

ん。 

だからこそ、セールスレターにおける文章の多さや長さは先ほどのように断言

できるわけです。 

少なくとも「成約」という目的を達成していく上では、 

読み手に与える情報はメリット、デメリットを含め、 

兎に角大いにこしたことは無いです。 

これは多くのセールスレターがその結果を実証している 

100％間違いない「事実」です。 

このポイントの最後に、 

長いレターでも読者にすらすら読んでもらえる裏技を紹介しますね。 

それは「イラストや画像」をつかってページ数を増やすことです。 

減らすんじゃなくて、増やすんです。 

 



実は読みやすさと量ってあまり関係がないんですね。 

読みやすければ長文でもスラスラ読んでくれるものです。 

例えば小説も１，２ページ目はだるいけど、30 ページ目くらいまで 

「入っちゃえば」そのまま最後まで読めてしまいますよね。 

あなたの文章に「入ってもらう」ためにイラストや画像をつかって、 

読みやすくする。 

これ note や Brain でコンテンツを販売されている方でも 99％できていない 

裏ワザなので、ここだけの秘密にしといてくださいね。 

 

④ 文体から自信を感じさせる 

「文体から自信をにじませる」、これもかなり重要なポイントですね。 

再現性を語る人が、自身の無い表現で文章を書いていたら、 

まず信じられませんし、そんな人から商品を買うことはないですよね。 

ここでのポイントは、 

「ついやってしまいがちな曖昧表現は絶対にしない」ということです。 

具体的にはどんな表現化というと、 

・～らしい、～みたい、～と思います 

・ほとんど、より良い 



・恐らく、たぶん、きっと 

自分の推測や憶測、曖昧な数値などの表現は、主張を弱くします。 

「あれ？」と人は感じてしまうわけです。 

文章の中でそういう表現をしてしまう方は、 

「リサーチが不十分だから」そういう言葉が出てくるんです。 

自分が販売するジャンルのコンテンツについては徹底的にリサーチして 

自らの主張は必ず断言するようにしてください。 

もはやこれはセールスレターを書く以前の大前提ですが。 

 

これは余談になりますが、Twitter や noteや Brain などのセールスレター内で 

「月収 7 桁」とかよく書いている方いらっしゃいます。 

僕からしたらこういう曖昧な数値の表現をする人は 

「ああ、自信ないんだな」って思います。 

自身がない表現をしてしまうのは、 

「自分の実績自体、他者に誇れるものでない」or「実績を偽っている」 

この二択ですね。 

だからそういう曖昧な表現の人からは、僕は情報を買いません。 

どうせ販売するコンテンツにも自信がなく、当然ながらその内容もしれてる 



と予測できるからです。まず再現性は無いと断言できます。 

 

 

 

例えば、男女関係でも同じことが言えて、 

・イケメンだけど、自信が感じられないネガティブ男。 

・フツメンだけど、自信に満ち溢れているポジティブ男。 

これどっちが女の子にモテるかというと、確実に後者なんです。 

自信がある男の方が「何かあったときに私にとって＋のアクションを取ってく

れそう」と女の子が無意識下で思うからなんですね。 

 

あなたが販売する商品がいくら優れていても、 

曖昧な表現をしていると、自信の無さが読者には簡単に伝わります。 

自信がもてないなら、持てるように徹底的に市場をリサーチして、 

自分の商品をブラッシュアップしてください。 

 

 

 



 

 

 

 

■再現性の証明を手伝う客観的要素 

さてここまでは、なぜ再現性があるのかということ証明し、 

共感と信用を勝ち取るポイントをお話してきました。 

これはあくまでも自らの主張で主観的に共感と信用を勝ち取る方法です。 

これでも 100％、信じない壁を突破することは難しいです。 

というのも、客観的事実が不足しているからです。 

いくら再現性の証明をしようとも、 

「おまえが勝手に言ってるだけじゃん。」 

と思う人々は一定数いるわけです。 

このような人たちを納得させるためには、 

自分の主張が正しいということを裏付けるエビデンス（証拠）を 

提示してあげましょう。 

このエビデンスには 2 つありますので、紹介していきます。 

 



① 権威性 

読み手の信頼を獲得するために近道として利用できるよう要素。 

それが「権威」の力です。 

 

人はその 

特定された分野の専門家や著名人の言葉や言動を、 

無条件で信じ込んでしまうという心理的な側面を持っています。 

これを心理学的には「ハロー効果」と呼ぶのですが、この心理効果は 

セールスレターにもそのまま活用していくことができます。 

 

また、そのような権威性とは全くかけ離れた人の言葉や言動であっても、 

それを主張する人物に対して、聞き手が好印象を抱いていれば、人はその 

言葉に対しても高い確率で共感や信用を抱いてしまうという特性も持って 

いることがわかっています。 

だから以前教えたように価値観の教育でファンをしっかり作れ、 

ってことにもつながってくるんですよね。 

実際好感度の高い芸能人やタレントたちが、数多くのテレビ CM に起用され 

ているのはまさにこの効果を期待されているからです。 



もじご自分に実績や権威性がまだないのであれば、権威性のある人の言葉を 

引用して、自分自身のセールスレターに組み込んでください。 

Twitter にもみんなの憧れの対象であるビジネスインフルエンサーの方が 

多くいらっしゃいますよね。 

たとえば、自分が再現性の証明をするために、 

「○○は○○である」で断言するときに、 

ただ自分の主張で終わらせるのではなく、 

「あの有名な△△さんも○○は○○と言っています」と 

この一文を付けたすだけで、 

あなたの主張＝あの△△さんと同じ主張、と読み手の頭の中に刷り込まれ 

信頼度が一気に増します。 

よく意地を張って、自分の主張で通そうとする人がいますが、逆です。 

実績、権威性が無い人こそ、他人の力をここぞとばかりに借りて下さい。 

他人のふんどしでビジネスをすることは全く悪いことではないです。 

これは完全に余談になりますが、他人のふんどしでビジネスをするということ

をお話したので、おまけで。 

【実績０の人間が他人の権威性だけで、月 10 万円稼ぐ方法】です。 

知識共有プラットフォーム「Brain」にはアフィリエイト機能が付いています。 



販売者のコンテンツを買うとアフィリエイトリンクが機能するようになり、 

例えば、あなたがツイートに貼ったアフィリエイトリンクから商品が買われれ

ば、販売者が設定した報酬率分、アフィリエイト報酬が入るというものです。 

 

そこで、他人のふんどしで稼ぐ裏ワザです。 

① 有名ビジネスインフルエンサーが販売する Brain の販売日時をおさえる。 

② 販売されたと同時に速攻で購入し読み込む 

③ アフィリエイトリンクを付け、感想ツイートをすかさず投稿。 

その時、必ず販売者の Twitter アカウントに＠をつけて投稿 

これだけです。 

１はもちろん買われる可能性が高い Brain＝権威性がある人の書く Brain 

を確実に狙いましょう。 

２はかなり重要です。これに関しては迷っている時間はなくスピード勝負です。 

そして３。他者に先駆けて必ず販売者の Twitter アカウントに＠をつけて 

感想ツイートを投稿する。 

これをすることによって、販売者から RT される可能性がグンと上がります。 

なぜなら、販売者側も自分のコンテンツが有益であることをフォロワーに 

周知して、購買意欲を掻き立てたいからですね。 



有名ビジネスインフルエンサーであればたいていの場合フォロワーが多いので、 

あなたの感想ツイートが一番に RT されれば、いの一番に注目が集まります。 

感想ツイートもこの教材で説明した「ベネフィット」を意識して、 

投稿してみて下さい。 

 

どうでしょうか？ 

他人のふんどしで稼ぐことって、逆に賢い方法なんですよ。 

使える他人の権威性はバンバン使っていきましょう。 

 

ここまで、あくまで「他人の権威性」を利用することをお話ししました。 

※これから実績を作られる方が多いかと思いましたので。 

自分の権威性を示す場合は、以下のものを載せると信用度をグンと 

があげられますので、参考にしてください。 

・今までの実績／経歴  

・表彰歴  

・創業してからの年数  

・実店舗のキレイな写真  

・セミナーや講演活動の実績  



・権威者／有名人の推薦  

・同業者からの推薦  

・取引実績の数 (件数、金額) 

・権威者／有名人からの意見 

・服装、装飾(背景など) 

目に見える情報というのは潜在意識に強く働きかけるため、顔出しする人は、 

どんな背景にするか、またどんな服装にするかは非常に重要です。 

 

② お客様の声 

これはかなり強力です。 

何度も言いましたが購入者の懸念はあなたの販売する商品に 

再現性があるか否かです。 

そんな不安の中、「購入者が実際に買ってみてどう思ったのか、 

どんな成果を得られたのか」を視覚的に認知できます。 

「百聞は一見に如かず」ってやつです。 

お客さんの声を入れること自体は、知っている人がほとんどだと思います。 

現に note、Brain を見ていても、入れられている方は多いです。 

しかし、「どんなお客様の声が読者の心にぶっ刺さるか」 



分かってない人がほとんどです。 

どういうお客様の声が再現性の証明につながるか何も考えず、お客様の声を載

せてる人が多すぎます。 

 

では、読者の心に刺さるお客様の声とは？ 

◆良いお客様の声 ◆ 

1. 内容が具体的  

 →数字や名詞を織り交ぜる  

2. 主張を補足してくれている  

 →商品の長所や特徴を話してもらう  

3. 購入後の変化がイメージ出来る  

 →問題を解決して理想的な未来を手に入れた・入れることができる 

この 3 つを必ず盛り込むことです。 

可能であれば商品の販売前に、フォロワーの多い権威性のある方に 

商品を無償で提供し、得たレビューをお客様の声として利用することがベスト。 

ここはお金を惜しまず、頼みましょう。 

権威性のある方のレビューは、1 つでもあなたの商品以上の価値があります。 

ここで重要なことは、レビューやアンケートを取るときには、 



コチラから欲しい答えを誘導するような質問にすること。 

特に 3 では、あなたの商品を買うことで得られる結果(読者に一番ベネフィット

として伝えたい結果)を書いてもらうようにしましょう。 

 

 

また購入してもらった方からも必ずフィードバックを獲得しましょう。 

フィードバックをもらうために何か特典を付けてあげても構いません。 

兎に角フィードバックを獲得することにこだわってください。 

その理由は３つ 

① お客様の声としてセールスレター内で採用できる 

② もらったフィードバックを商品に落としこみ、改善できる 

③ 購入者に行動させることができる。 

 

① と②は記載の通りになりますが、フィードバックをもらっておけば、 

自信の商品も改善できますし、また要望などもいただければ、 

次なるサービスやコンテンツが作りやすくなります。 

かつ、要望を反映させたコンテンツならば、次回販売時でも必ず売れます。 

 



③は実はリピーターにつなげることができます。 

その理由ですが、購入者の中には「買って満足」するだけの人も多いです。 

なんとなく読んで、良い情報を得た。そうやって何気ない充実感だけ感じて 

終わる人もいます。 

 

そういう人たちを行動させることで、次も「○○さん(あなた)の商品を買おう」 

となる可能性が高くなります。 

行動＝あなたのコンテンツを読み込ませ、フィードバックさせること、です。 

フィードバックするためにあなたのコンテンツを読みこむことで、 

なんとなく理解していた内容も、しっかりと理解するようになります。 

あなたのコンテンツが優れているものの場合、 

しっかり理解されると「○○さんのコンテンツ、やばい、良い」となるわけです。 

そうなれば、ここでもファン化できます。 

ファンになってくれれば、次にあなたが販売する商品も無条件に気になり、 

欲しいと思わせることができます。 

 

フィードバックを得ることで、こんなにもベネフィットが得られるのに、 

商品を売ってハイ終わり、の人が多すぎるんですよね。 



確かに一時的に稼ぐことは出来ますが、長期的には間違いなく稼げません。 

そういう人たちがこの界隈から次々と姿を消す羽目になります。 

購入者からのフィードバックは必ず得る。いいですね？ 

 

■お客様の声を自分が書いてほしいように誘導するテクニック 

お客様の声をとる時に、「他の方はこんな風に書いています」 

というようなサンプルを見せてあげることでうまく誘導できます。 

また、「皆書いてくれている」ということを伝えることでレビューや 

フィードバックが取りやすくなりますよ。 

 

■お客様の声の配置場所 

配置する場所もとことんこだわってください。 

以下 3 つのポイントを意識して、声を配置することで、 

・どんな声か分別してどの分野に入れるか考える  

・主張を補足したり、疑問を解消する場所にいれる  

・刺激したり行動を促す部分に入れる  

（キャッチコピーの下、購入の近く）  

キャッチコピーの下に置くことでその先へ読み進んでもらえる確率が上がりま



す。また購入の近くに置くのは買う前に悩んでいるお客様に対して安心や納得

を与えることができ、背中を押す役割になります。 

 

 

第３の壁 

行動しない壁を突

破する 

読み手を行動させ

るコピーの法則 
 



 

 

 

 

読み手の興味・関心を惹きつけ、再現性の証明をし、 

共感・信用を勝ち取ったら、あとは 

「成約」という結果まで読み手を行動させていく 

ことが、セールスレターの最後の役割となります。 

 

これこそが最後にそびえたつ、「行動しない壁」です。 

最後のこの壁だけは実は、壁の高さが変わります。 

ひとつ前の壁「信じない壁」でいかに共感・信用を勝ち取れるかに 

よって変わります。 

再現性の証明ができず、共感・信用がイマイチ勝ち取れていなければ、 

この「行動しない壁」は高くそびえたったままですが、 

逆に共感・信用をしっかり勝ち取れていれば、この壁の高さは 

限りなく低くなります。 

 



ですが、ここまで来ても読者は購入を渋ります。 

「この商品いいな買おうかな」と思っても購入を断念した経験ありませんか？ 

まさにこれと同じことが、あなたの商品を購入しようとしている人たち 

にも起こります。 

何故かというと、いくらその商品を信用し、良いと思っていても、 

やっぱり「ソンをすること」が怖いのです。 

繰り返しになりますが、人間は、 

「得する喜び」よりも、「損したときの心の痛み」の方が大きいのです。 

 

そんな中、購入者が最終的に購入という行動に至る理由は何かわかりますか？ 

理由①：痛みを避け、快楽を得たいという本能的な理由 

理由②： 購入を正当化する論理的な理由 

この 2つの理由を満たすことができれば、成約にいたることができるのですが、 

ここで僕たちは以下のように理由づけして教えてあげるのです。 

 

「今買わないと損するぞ」、「今しか買えないぞ」とわからせてあげる 

「買ったとしても損する可能性は限りなく低いぞ」とわからせてあげる 

「買わなかった場合後悔することになるぞ」とわからせてあげる 



「買ったらこんな素晴らしいことが起こるぞ」ということをわからせてあげる 

これらのことを理由をつけて教えてあげ、背中をポンと押してあげるのです。 

ではそれぞれどうわからせてあげるのか、見ていきましょう。 

 

■「今買わないと損するぞ」、「今しか買えないぞ」とわからせてあげる 

このことをわからせてあげる要素は、 

「緊急性」「限定性」「希少性」、この 3 つとなります。 

「緊急性」「限定性」「希少性」の 3 つを与えて、 

「今行動しなくてはいけない理由」を教えてあげるのです。 

 

「緊急性」をどのように与えていくのか、それは必ず、 

「締め切りを設けること」です。 

人は締め切りが無ければ決して行動しません。 

締め切りを創り出して、損失感を演出するのです。 

例えば、値上げ、販売中止、キャンペーン終了などが例に挙げられるかと 

思いますが、僕がここで伝えたいのは 

「とりあえず何でもいいから、必ず理由をつけ締め切りを設ける」 

ということです。 



例えば、教育講座で有名なベネッセの例を見ましょう。 

ベネッセでは、「4 月 10 日までに申し込めば今月届きます」という 

一見よくわからない緊急性を与えます。 

 

ですが、これは「4 月 10 日を過ぎると届くのは 5 月になるよ」と 

ベネッセが遠回しに謳っているのです。 

親御さんからすると別に損するではないですが、 

「なんとなく急がなきゃ損するような気がする」と思い、 

期日の 10 日までに講座の申し込みに至るのです。 

この例からもわかる通り、締め切りを持たせれば、 

読者に行動を促すことができます。 

期日を過ぎるとんなデメリットがあるのか、逆に期日通りに行動したら 

どんなベネフィットが得られるのか、必ず説明し、期日を儲けましょう。 

 

「限定性」「希少性」を与えるには、以下のような限定を設けることが 

一般的です。 

・人数限定（100 名様限定）  

・数量限定（100 個限定）  



・時間限定（12 時～13 時まで）  

・日数限定（購入者限定）  

・条件限定（購入者限定） 

 

ただし、数量限定や締切日などを設定した際は、ここまでで何度もお伝え 

しているように “その理由”も明確に解説していく必要があります。 

なぜ、数量限定なのか。 

なぜ、その日が締切なのか。 

ただ、その理由に納得できなければ、 

読み手は漠然とそれらの事実をただ受け止めるだけになってしまいます。 

逆にそれらの理由に納得できれば、 

読み手はその希少性や緊急性を理論的に受け止め 

“今行動しなければならない状況”を強く認識することになるわけです。 

 

そしてさらに「限定性」「希少性」を意識させ、購入に至らしめる 

最強のアイテムが「特典」です。 

特典は手に入れられば得するし、逆にゲットできなければ損をする、 

ということを僕らはもう当たり前のように意識しているからです。 



 

特典は貴方が提供する商品に関する特典をつける必要がありますが、 

一般的には以下のような特典があげられます。 

 

 

・商品に関連するノウハウ  

・事例集  

・テンプレート  

・便利ツール  

・関連する商品  

・無料サポート 

ここで特典を最大限に活用する方法を教えます。 

特典を付ける場合は、それ自体欲しくなるような大きな特典にする。 

これがマストの条件です。 

特典をつけるという手法自体は当たり前なのですが、 

特典をないがしろにして、手を抜いている人が多すぎます。 

価値の無い特典はタダでも欲しがられないです。 

一方で価値がある特典は金を払ってでも欲しくなります。 



だからこそ、あなたが読者に与える特典について、 

価値があるかをいかに数値化して簡単に伝えるかが重要です。 

価値を伝える上で、「金額」という指標があれば、明確に伝わります。 

 

例えば 10,000 円相当の「販売テンプレート」、とかですね。 

その際にまた繰り返しとなりますが、なぜ 10,000 円相当なのか、 

その根拠を必ず説明してください。 

根拠がなければ 10,000 円の価値を実感できないからです。 

10,000 円の根拠が分かれば、価値を実感でき、その特典すらも欲しいと 

思わせることが可能です。 

例えばですが、「販売テンプレートを他のプラットフォームでは 

10,000 円で販売しているスクリーンショット」とかでもいいです。 

他の販売者が 10,000 円で販売しているモノを、自分はタダで提供します、 

という理由でもいいです。 

必ず、その金額相当であることの根拠を提示してあげてください。 

 

これは余談となりますが、特典をたくさん設ける場合の並べ方にも 

1 つテクニックがありますので、教えておきますね。 



パワーのある特典は、最初と最後に配置することです。 

なぜかというと、人間の印象に残るものは 

最初に来たものと、最後に来るものと心理的に決まっているからです。 

 

例えば映画を見にいったことを思い浮かべて下さい。 

冒頭のシーンはどんな物語何だろうと注目しますので、集中します。 

そして最後オチのシーンも結末が気になるので、集中します。 

見終わった後に振り返ってみると、「あれ？中盤のここどうだったっけ？」 

となることがありますよね。 

小説もそうです、映画と同じ理由で、最初のシーンと、最後のシーンは 

強く心に残ります。 

だから特典が複数あり羅列する場合は、 

必ず価値を感じてもらえると自身のある特典を、 

最初と最後に配置するようにしてください。 

 

 

 

■「買ったとしても損する可能性は限りなく低いぞ」とわからせてあげる 



これは何かというと、「保証を付けてあげる」ということです。 

保証による反応の良し悪しを決定づけるのは、 

他でもなく「保証の内容」です。 

いかに相手が納得できるうれしい保証を付けるか、ですね。 

これは「リスクリバーサル」と呼ばれる手法です。 

これは大きな買い物を前にしたお客が抱える「リスク」を売る側に 

「逆転」させことから名づけられたもので、 

これは「買ってもリスクはありません。無料ですから買いやすいですよね。」 

と、ささやきかけるものです。 

読み手が抱えるリスク、それに対する保証は一般的には以下のものです。 

----------------------------------- 

・金銭的なリスク（無条件返金）  

 ・だまされることのリスク（お試し OK、全額返金）  

 ・選択に失敗することのリスク（取り換え OK)  

 ・自分に合わないかもしれないというリスク（利用後の返品 OK)  

 ・使いこなせないのではというリスク（サポート保証） 

----------------------------------- 

リスクリバーサルは見込客に行動してもらう時のハードルを 



下げる役割を果たします。 

ここで注意しなくてはならない点がありますが、 

条件付きの返金保証は自信がなく見えたり販売側がリスクを取っていないとみ

なされ、信頼がなくなり結果、反応率が下がります。 

例えば、「購入から 1 か月以内なら返金可能」とかですね。 

ただし、「結果を保証する」ということを打ち出す保証は、 

逆に反応率を上げることができます。 

 

例えば 

「1 か月で○○の効果が得られなかった場合は返金します」 

ぜんぜん働く心理が変わってきますよね。 

こう書かれると、「これは本当に効果が得られるものなんだ」と 

読み手は思ってくれますし、この「結果を保証する」という 

コピー自体が、あなたの商品の価値を高めてくれます。 

 

 

■「買わなかった場合後悔することになるぞ」とわからせてあげる 

言葉を選ばず言うと、損失の恐怖とその疑似体験を与えるということです。 



 

読み手に希少性や緊急性を与えた際は同時に 

「その商品やサービスを手にした際の満足感」を 

イメージさせ、さらに 

「それらを手にすることができなかった状況もイメージさせること」 

がより高い反応を引き出すことに繋がっていきます。 

人は手に入るべきものを失ってしまうことに、 

極めて大きな「損失感」を覚えるからです。 

 

そのためにはまず、読み手に対して提供すべき商品やサービスを 

イメージの中で疑似体験させていく必要があります。 

 

具体的な商品内容やサービス内容の説明を行っていくと共に 

より鮮明な映像が浮かぶような言葉をつかって読み手が 

その商品やサービスを利用している感覚をイメージさせていくわけです。 

その感覚を鮮明にイメージさせることができるほど、その商品を手にでき 

なかった状況を読み手はより大きな損失感を覚えることになります。 

なぜなら、その人はすでにその商品を自分のものにしたかのような 



イメージを抱いてしまったからです。 

 

損失の恐怖とその疑似体験を与えることは、 

簡単な技術ではありますが、非常に有効です。 

恐怖は使いこなすと物が非常に売れやすくなります。 

 

例えばパーソナルジムだったら、通ったらこうなって異性にもてるようになっ

た様子をビフォーアフターの画像を用いつつ、 

例えば、パーソナルジムだったら、 

 

「太ったまま、このままの人生を歩みたいですか？ 

人からの印象も悪いですよ。 

人の初対面は 9 割外見で決まるとか言いますよね。 

中身がどれだけよかろうが見てくれる人が 0 になるとは言いませんが激減して

しまうのです。 

太ってると自己管理できないと思う人もいますよね。 

異性の印象も悪くなり出会えるものも出会えなくなるかも。」 

 



危機感がない人に危機感をぶちこむのは果たして悪でしょうか？ 

そのままずるずるいったら本人が気づかずにいつの間にかダメな人生になって

るかもしれないわけで、僕は恐怖のテクニックは使い方によっては相手を幸せ

にすると思っています。 

 

あとこれはちょっと応用なのですが、煽ってない感じで自然に、 

相手に恐怖感を与える技があります。普段から僕が使っている技なのですが、 

『直接メッセージと間接メッセージ』という技です。 

直接いうと角が立つから自分の話をして恐怖させるのです。 

例えば、例を挙げます。 

 

「太ってる自分が嫌すぎた。 

女の子にも相手にされないし。 

ただ最初は諦めてた。 

けどある日友達と飲み会にいったら、 

女の子にすごくゴミを見るような目で見られたんです。 

そこで僕は勝負するしかないと思いました。 

このままじゃあずっとコンプレックするまみれ、自信ないモテない人生を一生



歩む。そんなの嫌だ。←ここで恐怖を与えてます。 

それで努力しました。 

いまでは痩せて今は自分でジムトレーナーをやっています。」 

 

このような形です。 

印象全然違いますよね？ 

いいなーと思いませんか？ 

 

これはおまけですが、ノウハウ系をコンテンツにして情報発信される 

方も多いと思います。 

僕がよく恐怖感を与えるキラーフレーズとして多用する言葉があり、 

・○○できるかは知っているか、知らないか 

・みんな知らない。知っている人と知らない人では差がつく。 

・みんな○○していて、間違っている人が多すぎる。 

このように書くことによって、 

「知らないとやばいのか」と思わせています。 

 

ぜひご自分でも、恐怖のテクニックを使って、ツイートするなり、 



ブログを書いて恐怖感を与える練習をしてみてください。 

 

 

 

■「買ったらこんな素晴らしいことが起こるぞ」ということをわからせてあげる 

方法は 2 つあります。 

まずは僕のセールスレターを参照いただきたいのですが、セールスレターの方

に✅をつけて購入することで得られるメリットを複数打ち出してますよね。 

 

これは「ブレッド」(※弾丸という意味)呼ばれる手法になるのですが、 

セールスレターの最後にこれを行うことで、 

強烈に買うことのメリットをイメージさせることができます。 

読み手にとってのベネフィット（理想の未来）を明確にし 

今すぐにでもそれを知りたいと思わせていくことがポイントになるわけです。 

 

ブレッドを書き出して、さらにそのメリットからどういう結果が得られるのか、 

ここまでしっかり書いてください。 

僕のセールスレターを見てい頂ければわかりますが、 



✅でメリットを書いたうえで、具体的な説明を述べていますよね。 

メリットを書いたうえで、それを知ったらどんな効果が得られるのか、 

どんな未来が待っているのか、しっかりとイメージさせることが重要です。 

読み手がイメージできなければ、ただの空振りです。無いのと同じです。 

いろんな方の note や Brain のセールスレターを見返してみて下さい。 

これ、9 割方みんなが出来ていないポイントです。 

 

 

もう一つの方法は、「自分の商品がいくら分の価値があるのか、 

計算して具体的に伝えること」です。 

セールスレターを書き、最後に価格の表示をすると思いますが、 

「手に入れるとこんなメリットがあります、はい 5 万円です。」 

で皆さん終わってませんか？ 

それでも欲しいと思った方は買うかもしれませんが、 

さらに確実に購入という行動をとってもらうためには、 

「本来いくら分の価値があるのか」という根拠を示すのです。 

これもトップ層しか出来ていないところになります。 

ほぼ全員が出来ていないポイントと言っても過言ではありません。 



金額＝価値を数値化するものです。 

例えば、僕のセールスレターなら、 

 

 

「ここに到達するまでに 500 万円以上の自己投資、 

1 年間ぶっ続けで学び続けてきました。 

僕の収益の大部分に貢献しているこの文章術を 100 分の 1 の価格で、 

時間にして約 1日で習得できてしまうのはあまりにもお得だと思いませんか？」 

 

本来は 500 万円以上、＋αで時間もこれだけかかっているんだよ、 

ということを示しています。 

このように書くと、「5 万円を払えば 1 日で文章術手に入る」ことが、 

かなりお得に思わせることができます。 

 

そしてさらに、 

換金性をこちら側でやってあげて、意思決定を簡単にしてあげます。 

僕のセールスレターを見てみましょう。 

 



「49800 円という価格も、365 日換算すると 1 日たった 136 円です。 

1 日 136 円負担するだけで、一生使える知識が手に入るってどう思いますか？ 

毎日飲み物を 1 本買うのをやめる、外食じゃなくてコンビニで買う、 

それだけで捻出できる金額です」。 

このようにこちらで価値を換金して伝えてあげると、 

「これっぽっちの金額で、こんなにすごい情報を手に入れられるのか」 

と感じてもらうことができるわけです。 

 

 

さて、ここまでいかがだったでしょうか。 

第一の壁：読まない 第二の壁：信じない 第三の壁：行動しない 

この壁を突破する法則を教えてきました。 

 

どうでしょう、パターンを覚えればどんなジャンルのビジネスでも 

通用する普遍的な文章術でしたよね。 

 

僕が教えた法則を完璧に文章の中で再現できれば、 

文章だけで「勝手に商品が売れていく仕組み」が完成します。 



皆さんは今後、この『文字の錬金術師』をバイブルに、 

Twitter やブログ、そしてセールスレターを書いていくことになろうかと 

思いますが、文章を書く前のマインドセット的なところを最後に 

教えておきたいと思います。 

 

■文章を書き始める時にやってしまいがちな時間の浪費 

いざ文章を書くとなったときに「あれ、書くこと思いつかない」 

となってしまう時があると思いますが、その理由はたいてい 

「リサーチ不足」です。 

文章を書く前に自分の販売するコンテンツについて、一般的にはどうなのか、 

他人はそういう情報を発信しているのかを、いかにリサーチしておくかが 

重要になってきます。 

白紙の状態から文章(コピー)が書ける人はいません。 

しっかりリサーチしておけば、書くことは必然的に出てきます。 

書く素材をどれだけ集めているかが重要なのです。 

1 時間しっかりリサーチしておけば、書く時間は５～６時間は 

縮められるものですよ。 

 



また再現性の証明をする文章の型としてQUESTフォーミュラを紹介しました。 

ここでもそれぞれのセクションで自分が一番書きやすいところから 

始めていくのがポイントです。 

何も Q から順番に書く必要は無いのです。 

逆に E(教育)から書き始めて、こういう教育をするなら、 

E の部分でこういう共感や信用を得なければいけないな、 

といったように、前のセクションで書くべきことを思いつけたりします。 

・書く前に徹底的にリサーチする 

・書けるところから書いていく 

この 2 つをおさえて、文章を書き始めるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



■読んでもらうことと同じくらい重要なこと 

もちろん読み手にセールスレターを読んでもらわなければいけないのですが、 

読んでもらえることは当たり前のことではありません。 

人はいつでも読むのをやめます。 

読むことをやめるタイミングをうかがっているのです 

だから読み続けてもらえるようにこちらから仕向ける必要があります。 

そう、読み続けてもらうことにも重点を置かなければならないのです。 

 

例えばまた映画を例に挙げますが、 

映画というものは「注意を逸らすタイミングが無いよう」にできていて、 

僕らからしたらいつの間にか 2 時間とかたってたりしますよね。 

これは最初にお客さんをつかんでからは離れないように設計されているのです。 

どういう仕組みになってるかというと、 

必ず合間合間に僕らが「はっ！」とするような展開が入っています。 

その展開が起こった原因や、その先が気になって見入ってしまうワケです。 

 

文章を書くことも映画と同じことをするまでです。 

 



ある程度のブロックごとにあなたが伝えたい、 

インパクトのあることをドーンと書くのです。 

映画のように映像や音声で伝えることはできないので、 

文章の内容や、文字を強調して伝えます。 

それまで読み流していたとしても、インパクトのある文面が目に付けば、 

「あれ、その前ってなんて書いてあったっけ？」と感じ、 

前の内容も理解しようとしてくれます。 

またその後もどんなことが書いてあるのか気になり、主体的に読んでくれます。 

 

しかし、一回注意を惹きつけるだけではだめです。 

ブロックごとにあなたが伝えたい、 

インパクトのあることをドーンと書くことを繰り返し、 

最後の購入ボタンまで注意を惹きつけるのです。 

 

 

 

 

 



■コピーを書く速度、反応率の両方をグンと上げる最高のツール 

これは簡単にいうと、 

自分が心を揺さぶられたフレーズはメモしてパクる、 

パックたフレーズこそ最高のツールになるということです。 

漫画でも、広告でも、他の方のツイートでもセールスレターでも、 

良い言葉は自分のなかでストックするのです。 

ということ自体は皆さんわかっていると思いますが、 

僕がそのフレーズをパクる場所にこだわっています。 

これみんな知らないことなのでここだけの秘密にいただきたいのですが、 

「週刊誌」に結構いいフレーズが載っています。 

 

週刊誌って大体とある人物一人を悪者仕立てにして言及するのが得意なんです

が、読んでいる人の感情をうまく煽るフレーズが多いのです。 

且つ、週刊誌って色々な方が読まれるわけじゃないですか。 

言ってしまえばあまり頭のよくない方だって読まれるんですよ。 

そんな方でもわかるような簡潔の文章、かつ「こうきたか！」となるような 

感情を刺激する言葉が使われているのです。 

 



うまく煽られた結果、悪者仕立てにされた人のことを 

いつのまにか「あの人ヤバい人なんだ」と思わせられてしまっています。 

 

内容はともかく、言葉の使い方やフレーズは非常にパクりたくなるものが 

多いので、時間があるときにコンビニで立ち読みしてみて下さい。 

 

貴方のセールスレター内で使えるフレーズが絶対にありますので。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■この商品は私のためのものだと思わせるテクニック 

いざ、文書を書く前にこれもしっかりと抑えておいてほしいところです。 

結論、繰り返し同意させること、です。 

 

入り始めはどんな小さな YES からでも構いません。 

・胡散臭いと思った？ 

・信じられないとおもう？ 

・でもほんとだったらすごくないですか？ 

 

YES を重ねていくことで、本当に同意の得たいこちらの主張への 

「YES」をごく自然に引き出させていくことが可能になります。 

これは弁護士が法廷実際に使うテクニックであったりします。 

YES を積み上げていくことで、 

・興味を持ってらえる可能性 

・共感を得られる可能性 

・信用を勝ち取れる可能性 

すべての可能性を高めていくことが成約を得られる可能性を 

高めることになるのです。 



■どこにでもある商品ではないと思わせる方法 

これも多くの人できてないですね。もったいないです。 

Note、Brain を見てて思うのですが、 

自分の発信する情報の内容に「名称」を付けられている人は 

どれくらいいるでしょうか？ 

たいてい多くの人が発信する情報の名称って、 

「〇か月で〇〇万円マネタイズした Twitter 運用術」 

「1 か月で〇人フォロワーを増やす裏技ノウハウ」 

とかじゃないでしょうか？ 

名称って、認知されるためにあるんですよ。 

なおさら多くの人に買われたい商品なら、認知されたいですよね？ 

有形のモノには、当たり前のように僕らは名称を付けますし、 

名称がないモノはこの世に存在しません。 

しかし無形の情報になると、なぜか途端に名づけることをしなくなる。 

名称を付けることによって、人から認知されやすくなりますし、 

オリジナリティも出せます。 

また他者と同内容のコンテンツを販売することがあったとしても、 

読み手からすると別コンテンツだと認知させることも可能です。 



他人が「〇か月で〇〇万円マネタイズした Twitter 運用術と 

販売している中で、同じような名称で販売しようものなら、 

見向きもされない可能性が高くなります。※実績がある方は除きます 

名称を付けるだけで、振り向かれますよ。 

他の方が情報に名称を付けるということが出来ていないので。 

名称を付けるのもただつけるのではなく、自分が商品の中で伝えたい 

コンセプトの総称にするようにしてください。 

ベストなのはセールスレターを読んだ後に、名称をみて、 

「あーこういうことね！」と思うような名称をつけること。 

 

ぜひ、あなたの商品にも名称をつけて販売してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 



■商品販売前後に必ず送るべきメッセージ 

Twitter で販売している人は Twitter で、LINE のステップ配信で 

商品を販売している人は LINE で必ずやってほしいことがあります。 

以下の旨が含まれたメッセージを必ず送ってください。 

‘―――――――――――――――――― 

・販売前：明日、スタートします（ティーザー）  

・販売開始時：販売開始しました  

・販売翌日：売れていますが確認しましたか？  

・販売終了：もうすぐ終了ですが大丈夫ですか？  

―――――――――――――――――― 

販売前に告知することで見込客の期待感を上げることができ、 

効果的なティーザー（じらし）になるため反応率が上がります。  

販売翌日にメッセージを送るのはバンドワゴン効果という 

「皆が買っているものは自分も買いたい」という心理を利用したものです。 

 

 

 

 



             さ い ご に 

ここまで「文字の錬金術師」をお読みいただきありがとうございました。 

「買いたい」「欲しい」と思わせることって、パターンを覚えてしまえば 

意外と簡単だと思いませんでしたか？ 

稼げるか否かって、こういう稼ぐためのタネやしかけを知ってるか、 

知らないかで変わってくるということが実感できたと思います。 

「文字の錬金術師」読んでから、他の方の販売されているコンテンツを 

見てみて下さい。 

ほとんどの人が出来ていない知識をこの教材を以って習得できたと 

感じることができるはずです。 

 

当然ながら読むだけでは意味がありませんので、ぜひこの教材で 

インプットした内容をアウトプットしてください。 

アウトプット自体はセールスレターを書かずとも、普段のツイートの中でも 

出来ます。 

 

 



最後とはなりますが、この「文字の錬金術師」を読んでいただいた方へ、 

ぜひ感想を Twitter のDM でいただけると嬉しいです。 

・この商品の内容はどうだったか 

・この商品を手にしてどう変われそうか、どう変わったか 

この 2 点をいただけると嬉しいです。 

 

また、こんな教材・ノウハウが欲しいということもあれば DM してください。 

貴方の意見が採用された場合、その内容の商品は無料でプレゼントします。 

クラウドファンディングみたいですが。笑 

 

質問などがあればいつでもご連絡ください。 

 

お待ちしています。 

 

それでは。 


