
✅コンテンツ販売者として優良な見込み客を集客する2ステップ 

  

まず商品が売れていく仕組みを作るための流れをここでお話しします。 

  
ステップ①：見込み客に対し、‘’フォロー‘’で貴方自身と貴方のコンテンツを認
知させる。 
認知はリプではなくフォローのみでOKです。リプ回り、イイね回りは一切不
要です。 

フォローでOKな理由は、フォローされるプロフィールとフリーコンテンツが
整っている時点で、フォロー返してくれない人は、 

  

・相手が貴方のことを自分のをファンだと思ってる（下に見られてる） 

・自分にそもそも興味が無い 

(⇒相手からすればフォローされてフォロワー増えたラッキーという感じでしょ
う。) 

  

みたいに判断できるからです。 

貴方のことをこのように少しでも思った相手は、見込み客になるどころか、 

貴方から商品を買うことはほぼ絶対無いです。 

あくまで、Twitter のプロフィールと自分のコンテンツをそろえた前提です
が、 

そういう人たちはスルーします。 

逆にあなたに興味をもった見込み客は‘’フォロー‘’だけでも、フォローを返して
くれます。 



じゃあどういう人「見込み客」をフォローしていくのか、確実に認知を取るに
はどうすればいいか、 

ということは後述で詳しく解説します。 

  
ステップ②フォローしてくれた見込み客に対して、「情報格差」を利用した価
値提供を行う 

もうちょい詳しく言うと、情報伝達による価値提供です。 

差がどこにあるか？という話です。 
これめちゃめちゃ大事なことなのですが、「情報格差」を利用した価値提供を
してください。 
・え！そんなの知らなかった！ 
・え！そんな考え方があったのか！（知ってたけど、その視点はなかった） 
・なるほど、いい話聞いた！みたいなものですね。 

必ずこのように思わせる’’価値提供’’を行うことで、当然貴方のコンテンツを購
入する 
見込み客へとなりますし、尚且つ、「情報格差」を利用した価値提供された見
込み客は、 

今後も貴方のコンテンツ見たさに、‘’ソンしない条件’’ならばいくらでものんで
くれます。 
例えば、’’拡散’’ですね。見込み客が’’次の見込み客’’を呼んできてくれます。 

この２ステップが大前提になることをまず認識してくださいね。 

  
✓自分とコンテンツを必ず「認知」させる’’タネ’’と‘’仕掛け‘’ 

  

まずこれを話すうえで、 
①フリー戦略で、徹底的にリストを手に入れる 

皆さんに意識してほしいことは、見込み客はフリー戦略(0円価値提供)で必ず
リスト化(公式 LINE やメルマガに顧客として登録する）する、ということで
す。 



  

そんなの知ってるよ、そんなの当たり前だよという方。 

その理由しっかり語れますか？ 
  

マーケティングのテストで、以下 2パターンを試しました。 
・商品を直接売るか(固定ツイートに掲載して商品を露出させる) 
・リストを獲得してから売るか(公式 LINE などのクローズドの環境で売る) 

 どちらが良く売れたでしょうか？ 
 答えは商品を直接売らず「フリー戦略」をしてリストを取ってからの方が売上
は2倍になることがわかったのです。 

フリー戦略なので見込み客数(リスト数)も増加しながら売り上げ 2倍という結
果になりました。 

  
その理由はサンクコスト効果による商品価値の上昇です。 

  
サンクコスト効果とは、「回収不能となった投資金額や時間、労力を惜しみ、
投資を継続してしまったり意思決定を誤ってしまったりする心理的傾向のこ
と」です。 

  

人間は金銭的、時間的、労力的コストを投じた対象に対して依存してしまうと
いう‘’性質‘’が生まれながらにして備わっています。 

この性質に人間は逆らうことは出来ないんですね。 

  

例えば、女性がホストに大量のお金を投じ続けて、 

また男性がキャバクラで女性に量のお金を投じ続けて借金にまみれる、 

という話は珍しくないですが、これは完全にサンクコスト効果が原因となって
います。 



労力をかけて店に通い、時間とお金をかけて、男性・女性を落とそうとする、 

これを手に入れられるまで、やってしまうワケです。 

  

 このサンクコスト効果はコンテンツビジネスでも使えます。 

  
情報を得るために公式 LINE登録という’’労力’’をかけさせる、何か価値提供す
る時には拡散させたり、感想を述べさせ、’’時間的’’、’’労力的’’コストを絶対に
かけさせる。常にリストに対してコストをかけさせることで、あなたの商品を
手に入れたいという気持ちが強くなり、商品の内容は変わらないのに商品価値
が上昇します。 

  

また公式 LINE やメルマガなどのクローズド環境だと他の情報が一切入ってこ
ないので 

サンクコストをかける指示が出しやすいですし、見込み客もその指示に従いや
すい。 
そこで一度あなたの商品を買い、「金銭的コスト」がかかるとサンクコスト効
果で次もあなたから商品を買いたくなる。 

  
リスト獲得まではなんとなくやっている人が多く、リスト獲得後リストを持て
余し、適当に教育し商品オファーという人がとても多いんですね。 

これやっちゃう人は、上述した知識が不足しているからです。 

  
「徹底的にサンクコスト」をかけ商品を買ってもらいやすくする、ひいてはそ
の後のリピートも狙うために、フリー戦略で見込み客をリスト化するのです。 

後述しますが、そしてリスト化した後も、サンクコストをかけさせるのです。 
もう一度言います、「徹底的にサンクコスト」をかけるのです。 
何故繰り返すかというと、みんなが出来ていないポイントだからです。 



ここが意識できれば、他の発信者と差をつけることができますし売上も上がり
ます。 

  

  
②死ぬほど欲しがるフリーコンテンツの配置 

ここで、見込み客を集める「タネ」＝「フリーコンテンツ」を置いておく必要
があります。 

ここで覚えておいて欲しいことは、 

‘’フリーコンテンツ‘’は諸刃の剣、ということです。 

フリーコンテンツで、貴方の力量が一瞬で測られます。 

そこで、中途半端な知識を渡せば「このレベルか」と思われて終わりですし、 

逆に「無料レベルでこのクオリティか！」と思わせることができれば、 

今後貴方のコンテンツやツイートの内容ですらも、注目されるようになりま
す。 

もちろん、この一撃でファンにさせることだって大いにあります。 

  

そしてそのフリーコンテンツで確実に LINE 登録まで誘う動線の設置が必要に
なります。 

LINE 登録へ確実に誘う動線は後述しますので、まずフォローで認知させた
後、 

あなたの固定ツイートにあるフリーコンテンツを欲しいと思わせることです。 
後で説明しますが、フリーコンテンツを渡す条件として、拡散＆公式 LINE登
録は大前提です。 

  



さて、ではどのような内容をフリーコンテンツとするのかというところです
が、 
大前提として「お客が死ぬほど欲しがるコンテンツ」をフリーコンテンツにし
ます。 
「お客が死ぬほど欲しがるコンテンツ」って何って言う話になるのですが、そ
れは、 
「自分が一度でも悩んだこと」「わからなかったこと」「今すぐ解決したいこ
と」 
これらが、「お客が死ぬほど欲しがるコンテンツ」になるのです。 

あなたが一度でもそう思ったことは必ず他の誰かも絶対に悩んでいるし、 

わからないし、解決したい、と思っています。 
そう思っている人たちが、コンテンツのターゲットになるわけです。 

  

じゃあコンテンツの内容は、というと 

自分が悩んだこと、わからなかったこと、解決したかった事に対して、 
どう行動して、どう解決したかその答えがコンテンツになります。 

  

例えば、 

フォロワーが 500人集まらない、1000人集まらない 

月収が 5万到達しない 

月収が 10万到達しない 

月収が 100万到達しない 

  

こんな悩みを抱えている人がゴマンといるわけです。 

でも解決の方法って、それぞれ違うわけなんですよね。 

そこでさっきも言ったように自分自身がどう行動して、どう解決したかを 



分析して、その分析結果がコンテンツになります。 

  

  

さてそんなフリーコンテンツですが、 

絶対に訴求しなければならない点が 

6 点ほどあるので、下記に書いておきます。 
※これを意識できている人はマジで少ないので、押さえればそれだけで差をつ
けられます。 

  

今までコンテンツや、他人のコンテンツに比べて 
①大きな成果が出る 
②早く成果が出る 
③楽に成果が出る 

を訴求して、 
④どんなコンテンツなのか？ 
⑤何が今までと決定的に違うのか？ 
⑥そのコンテンツが得られるとどうなるのか？ 
を伝えること。 

  

①～⑥が出来ていれば、見込み客は容易にリスト化できますし、 

尚且つ内容が伴ったモノであれば、ファン化することも可能です。 

  
上記で記載したことは何も無料コンテンツだけでなく、貴方の提供する有料 
コンテンツにも全く同じことが言えるので覚えておいてください。 

  

※この Brain を購入いただいた方で、 



「どんな内容をフリーコンテンツにしたらいいかわからない」、 

という方は是非僕に相談してください。 

フリーコンテンツの内容は貴方のレベルに応じて考える必要がありますので。 

(例えば月 10万稼いだ実績の方が、月 100万を目指す方用のコンテンツを提
供するのって 

難しいですよね？） 

  
③見込み客を集めるために、どういう人に「フォロー」を仕掛けるか 

まずこの「フォローで認知」を取っていく作戦ですが、果たしてこれが再現性
のある策なのか、現実的なものなのか信じられない方もいらっしゃると思いま
すので、’’数字’’’で再現性を証明します。 

 

 

 

 

  

これはとある人物たちのフォロー、フォロワー数の画像になっています。 

見るとフォロー数が以上に多いのが分かりますよね。 



とある人物とは、コンテンツビジネスで月500万円～1000万円程度稼ぐ猛
者たちです。 

  
勿論僕もですが、コンテンツビジネスで稼ぐ人たちはフォローによる 
「認知」をめちゃくちゃ重要視しています。 

こうして見込み客だけを確実に集客していくのです。 

  

よくいらっしゃるのが、大量にフォローしているアカウントって、 

「なんか売れてない」イメージがあるから嫌だ、という人がいるんですが、 

そんなこと言ってると一生見込み客の集客は出来ません。 

フォロー過多になったら、相互フォロー過多でない方はフォローから外せばい
いだけの話です。 

  

じゃあどういう人をフォローしていくのか？ 

  
■自分と同ジャンルの権威者がしたツイートにRT・いいねをしている人をフ
ォロー 

  

大前提は、まずこれです。 

  

ここでまちがえていけないのはターゲットとする権威者 

  

コンテンツビジネスで稼ぐなら、コンテンツビジネスで稼いでいる権威者をタ
ーゲットとしてください。 

  



コンテンツビジネスで稼ぐ見込み客を集めたいのに、 

くれぐれもせどりとか、アフィリエイトとか、他のジャンルの権威者 

のツイートに群がる人を相手にしてはいけないです。 

  

コンテンツビジネスで稼ぎたい人は、コンテンツビジネスで稼いでいる権威者
のみ、 

見ているからです。貴方も同じ方向を向かなければなりません。 

  
■特にRTしているユーザーにフォローを仕掛ける 

当然権威者のツイートに「いいね」しているユーザーにもフォローは仕掛けま
すが、 
何よりフォローすべきは権威者が提供するフリーコンテンツを手に入れるた
め、 
固定ツイートのRTをしているユーザー、権威者のツイートをRTしているユ
ーザーです。 

  

RT している人をなぜフォローしていくのか。理由は 2つあり、 
①自分のフリーコンテンツも拡散してくれうる人だから。 
②まだ学びの段階、稼ごうと知識を収集している段階の人が多いから。 

大抵ですが、自分のコンテンツをすでに持っている人(一通り、学びの段階を終
えた人)たちは、自分の権威性を保つためにRTしたがりません。(タイムライ
ンに他人のツイートが表示されるのを嫌います) 

また自分でコンテンツを展開している人は、例えば「Brain アフィリエイトで
これは稼げる」 

と思ったコンテンツにしかお金を払いません。 
逆に自分のタイムラインに他人のツイートを表示させることに抵抗が無いユー
ザーはまだ学びの段階、つまりこれからお金をかけて知識をつけよう、という
人が多いわけです。こういう人が‘’見込み客‘’になるのです。 



  
特に権威者がやっているフリー戦略でフリーコンテンツを手に入れるために
RTしている人は「ノウハウを手に入れたい＝稼ぎたい」「自分がわからない
問題を解決したい」と思っている方の可能性が高いです。 

稼ぎたいと思っている方はノウハウを手に入れるためお金を落としてくれるの
で、 
‘’見込み客‘’になります。 

こういう方々を徹底的にフォローして、あなたを認知させるのです。 

  
ここで更に、‘’確実にあなたを認知‘’してもらうために策を打ちます。 

  

フォローで認知を取る作戦で起こりうる問題は、 
見込み客となりえるフォロー対象の人がTwitter を見ているときじゃないと貴
方のフォローに気付かない、ということです。 

  

あとから Twitter を開いて「貴方からフォローされました」という通知を見て
もあなたのプロフ、固定ツイートに飛んでくれる可能性はガクッと落ちますよ
ね。 

またそもそもその通知に気付かない可能性すらあります。 

  

ではこの問題をどう回避するのかというと、 
「リアルタイムでRT,いいねしている人をフォローする」が当然答えになりま
すね。 

  
これを実現するには、権威者のツイートを「通知オン」にしておけばいいので
す。 

 権威者が何かツイートすると、自分のところに通知が来ます。 



しばらく見ていると、RTやいいねが集まり始めます。 

そこでくまなくフォローを仕掛けていきます。 

リアルタイムで相手にもフォロー通知が飛ぶので、確実に貴方のプロフから、
固定ツイートのフリーコンテンツまで見られます。 

これで公式 LINE に登録されれば、晴れて’’見込み客’’のリストをGETというわ
けです。 
リアルタイムとはいかずとも、権威者がツイートしてから数十分以内にRT、
いいねしている人をフォローするのがベストです。 
また「権威者」は複数人見つけ、通知オンにするようにしてくださいね。 

  
 ✅「拡散」の’’自動化’’スイッチを作る① 

さあ、貴方を見込み客に認知させることが出来たら、リストの獲得を目指すわ
けなんですが、 

ただで獲得しても「１」リストしか手に入らないわけです。 

例えば、「１」リストから「５」リスト取ってこれたら、かなり効率が良くな
りますね。 

  

この「１」リストから「複数リスト」手に入れるために必要なのが 

「拡散＝RT」です。 
貴方のフリーコンテンツを手に入れる条件として‘’RT‘’を必須条件とするので
す。 

 と、ここまでは当然の流れでご存じの方も多いかと思います。 

とはいうものの、ここで重要になってくるのがフリーコンテンツを獲得するた
めに、 

見込み客にいかにRTさせるかということです。 

  



見込み客がRTする時は、大抵以下の２パターンです。 

  
①本当に欲しいと思うコンテンツがあった時 
②そのコンテンツが‘’何なのか‘’気になったとき 

  

じゃあどうするかというと、結論はいたってシンプルです。 

①は欲しいと思わせればいいわけです。 

②は読み手が気になってしまうような魅せ方をすればいいわけです。 

  

  

①はテクニックで、②はライティングで行きます。 

けど安心してください、‘’レシピ‘’なのでもちろんテンプレート化して皆さんに
教えます。 

  
■フリーコンテンツを本当に欲しいと思わせる方法 

  
それは、「有料なんだけど、無料note」です。 
この手法は月2000万円稼ぐ起業家から教わった手法ですが、 

この手法を取ると、こんな感じの盛り上がりになっていました。 

 

結論どんな内容かというと、 



「本来有料なんだけど、拡散(RT、引用RTで感想投稿)してくれたら、 
無料で有料コンテンツを差し上げますよ」という内容です。 

  

例えばアウトレットで根拠はないのに‘’70％オフ‘’見たいに書かれると、 

ついつい手を伸ばしたくなってしまうものです。 

それを今回 100％オフでやるわけです。 

  

※Brain の規約上他サイトのリンクは載せられないため、 

実際のURLが欲しい方は Twitter の DMにてお知らせください。 

ここではスクショで解説していきます。 

  

  

 ①画像のように有料で販売します。 



 



(価格はMAX10,000 円がいいです、それ以上は不自然に見えます) 

自分のフリーコンテンツを見直し、この値段は出す。 

といった妥当な値段をつけて下さい。 

  

②文章の中で、「これは知りたい」と思うような仕掛けを出し、 

記事の中でもリストを取得できるように仕組みます。 



 



  

  

③更に「知りたい」と思うような仕掛けをしますが、 

無料で公開は出来ないことを伝えた上で、この先には 

こんなに有益なコンテンツが待っているということを示します。 



 



  



  

④最後に「有料 note を一切お金をかけることなく、手に入れる方法」を案内
します。 



 



  



これが「拡散」させた上で「リスト」も取る技です。 

普通に登録させるだけでは「１」リストしか得ることができませんが、 

「有料なのに無料になる」お得が大好きな人間の心理を利用し、 

「拡散」までさせ、GETできるリスト数を最大化するのです。 

  

実際に拡散いただきリスト化した方には note の共有用リンクを渡してくださ
い。 

公開前のプレビューを渡すことができます。 

  
ここで更にやってほしいことが、フリーコンテンツの裏側でもう一つ特典を用
意し、 
‘’引用 RTで感想を投稿しないとあげないよ‘’と言って欲しいのです。 

  

流れをまとめると、下記のような流れです。 
RT＆公式 LINE登録屋⇒フリーコンテンツ渡す⇒引用RTで感想を投稿⇒更に
もう一つの特典渡す 

  

  
というのも、RTよりも第三者の感想があると、見た方がより再現性や有益性
を感じることができるからです。 

またあなた自身が「すごい人物なんだ」「有益な情報を持っている人なんだ」
ということを周囲に知らしめる材料にもなります。 

  
更に、引用RTで感想を投稿させることで、 
リストになる‘’見込み客‘’にもサンクコスト効果が期待できる、というわけで
す。 

  



こうやって、見込み客にサンクコストをかけさせながら、徹底的な拡散で貴方
という存在、貴方のコンテンツを認知させていきます。 

  
■思わず気に留めてしまうフリーコンテンツの魅せ方 

僅か数日で 200RT以上されたツイートのテンプレートをお渡しします。 

実はタネと仕掛けだらけです。 

ポイントごとに解説を入れます。 

  
テンプレート① 

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

"本当は"教えたくないんだけど、…※1  

 情報発信初心者でもこの裏技を丸パクリするだけで、サクッと楽勝で 100万
くらい稼げる…※2 

 ※というかコンテンツ売るなら知っとかないとマジで損します。…※3 

 "フォロワーさん限定"で RT頂いた方にDMで配りますね。…※4 

 ※今後有料で販売する内容なので人数増えたら終了します..※5 

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

  

※1.人間は、秘密、禁忌、タブーが大好きです。 

ここだけの話、とか言われると知りたくなりますし、これやっちゃダメと言わ
れると 

やりたくなってしまう生き物なのです。ここでは秘密を意識しています。 

  



※2.人間がわがままな生き物で、できれば受動的で労力をかけずに成果を得た
いと願う生き物です。だからこそ「丸パクリするだけで」「楽勝で」と簡単に
成果が手に入ることを 

伝えます。更にその成果は「ベネフィット」を書いてください。 

ベネフィットとは‘’得られる最終的な結果‘’です。 

学べる、とか、知れる、では訴求力が弱くなります。 

学んだ結果、知った結果、得られる最終的な成果を訴求しましょう。 

更に初心者でもと表現することで「誰でもできるんだ」という再現性を醸し出
しています。 

  

※3.人間は「トク」する喜び」＜「ソン」する恐怖の方が大きいのです。 

※だから皆さん高額な教材とかに手を出すことを渋るのです。 
だからこそ「手に入れないと損するぞ、マイナスなことが起きるぞ」というこ
とを 

訴求をしましょう。 

  

※4.フォロー＆RTと表現してもいいのですが、工数が多く見えます。 

工数が多く見えると、めんどくさがられ、離脱されます。 

そのリスクを最小限にするため、「フォロー」はそこまで言及せず「RT」のみ
言及するのです。 

  

※5.「限定性」「緊急性」「希少性」この 3つは人に行動を起こさせる三大要
素です。 

無料で手に入れられるのは今だけ、という「希少性」、 

早くしないと公開やめるぞ、という「緊急性」を利用しています。 



何名限定、という「限定性」を入れてもイイです。 

  

また※１に部分で【権威性】をつかっても気を引くようないい文章ができま
す。 

【権威性】とは、たとえば月収 2000万円超えの人から聞いたんだけど」と
か、ですね。 

「○○万円払って年収○○万円の人からこっそり教わった」 

とか権威性＋秘密性の文章にしても刺さる文章になります。 

  
このテンプレートを使う時でも、フォローRT＆公式 LINE 登録⇒フリーコンテ
ンツ渡す⇒引用RTで感想を投稿⇒更にもう一つの特典渡す、この流れは徹底
しましょう。 
見込み客にサンクコストをかけさせながら、徹底的な拡散で 
貴方という存在、貴方のコンテンツを認知させる、これを絶対忘れないよう
に。 

 自分がどんだけすごい奴アピールするよりも、 

「あの人のコンテンツは凄いよ」と第三者の声の方が何倍も強力なので、 
・お客さんの声 
・お客さんの感想 
・お客さんが得た実績 

これは絶対にもらうべきです。 

  
 ✅「拡散」の’’自動化’’スイッチを作る② 

さて、ここまで徹底的に‘’拡散‘’させ、‘’認知‘’を取りながら、 

見込み客をリスト化していくことをやってきました。 

しかし、リストを取って「はい、おわり」ではありません。 



公式 LINEの中でも「貴方という存在」、「貴方のコンテンツ」を認知させる
ために、 
更に‘’拡散’’の仕掛をします。 

  
ここでのテーマは「ファン化＋拡散」です。 

  

百聞は一見に如かず、僕の今の公式 LINE がどうなっているか、見てみましょ
う。 



 



応答メッセージの中に、【過去に自分がツイートした有益な内容】まとめたリ
ンクを載せるわけです。 
ここで価値提供してファン化をまず狙います。 

「この人から教わってみたいな」と思ってもらうのです。 

  

リンクを開くと、 



 



有益なツイートをカテゴリーごとに羅列しているわけなんですが、 
一番上に過去の「フリーコンテンツ企画」のツイートを載せておくわけです。 
そして見込み客が、そこで別のフリーコンテンツの企画を見つけると、 
またそこでRTしてくれる。 
さらに⇒引用RTで感想を投稿⇒更にもう一つの特典渡す流れを組んでおけ
ば、 
また拡散されるわけです。 

 ここでのワンポイントは登録者にタイムラインのリンクを必ず閲覧させること
です。 

せっかく仕掛けを用意したのにもかかわらず見てもらえないのは存在しないの
と同じことです。 
ここはあえて、【期間限定】という言葉を使い緊急性を突いたうえで、 
『プレゼント』と表現しましょう。 

  
公式 LINEに登録をポチっと押された後も、拡散されるコンテンツが待ち受け
る。 
そこで拡散した‘’見込み客‘’がまた新たな‘’見込み客‘’を呼んでくる。 

このループが続くわけですね。 

  
まさに「拡散」の’’自動化’’スイッチというわけです。 
この仕組みを作ってしまえば、貴方という存在、貴方のコンテンツが認知され
続けるし 
フォロワーも勝手に増えていくわけです。(リマインドになりますが、フリーコ
ンテンツを与える時には、フォローとRTを必ずさせること) 

タイムラインに有益ツイートをまとめられるよう、 

反応が良かった有益ツイートは、資産化しましょう。 

フリーコンテンツも一回企画をやったら終わり(←マジでみんなやりがち)、で
はなく 

有益ツイート同様、資産化をしましょう。 
 ✓リストが集まってもなお、拡散させる 



新たなフリーコンテンツを打ち出す際には、まず公式 LINE で通知しましょ
う。 
ここでもフォロー＆RTは必須条件にします。 



  



僕のこの『０→１突破ウェビナー』の LINE ですね。 

皆さんが一斉に拡散してくれたので、多くの方に僕のツイートがとどき 

またリストが一気に増えました。 
見込客だけ集めると、学ぶ意欲が強いから積極的に拡散してくれるのです。 

  
ここまでくるとわかると思うのですが、フォロワーも増やすのも、 
コンテンツを認知させて売り上げるのも、全ては‘’拡散‘’なのです。 

だから Twitter というプラットフォームを使うんですね。 

拡散できなきゃ Twitter では稼げないです。 

  
いかに拡散をさせる仕組みを作れるかが、重要です。 

誰でもできるように今回レシピ化したので、必ずやりましょう。 
ぶっちゃけめんどくさいですが、一回仕組みを作ってしまえば、 
勝手にフォロワーは増えるは商品は売れるわ、みたいな状態になりますので。 

細部にこそ神は宿ります。 

皆がめんどくさがることをやる人が、最後は稼げるのです。 

  

  

  

  
【番外編】’’拡散’’のためにやるべき2つのこと 

①RT企画に参加する 

「私のことをフォロー＆このツイートをRTしてくれたら、貴方の固定ツイー
ト 

RTします」という企画をやっている人が必ずいます。 



これに参加する理由は何より、リストを獲得するための固定ツイート拡散、 

ということはもちろんなのですが、なにより企画者にはアクティブなフォロワ
ーが集まります。そのアクティブなフォロワーに向けて、貴方のコンテンツが
RTされるので、 

反応率が必然的に高くなります。 

特に「アカウント作成年月が浅い」企画者のRT企画には必ず参加しましょ
う。 

これも知識として覚えておいてください。 

  

②‘’いいね‘’を付けあうグループに加入する 

実は RTだけでなく、いいねされるだけでも他人のタイムラインに 

貴方のツイートは表示されます。 

それも同じ時間帯に複数人からいいねされると、他人のタイムラインに表示さ
れやすい 

というアルゴリズムが Twitter には存在します。 

グループの皆が、いいねを付けあう時間にあわせていいねをつけてもらいまし
ょう。 

(たいてい朝 6時、朝 8時、夜 18時、夜 20時～21時) 

まあこれは知識程度におさえておいてください。 

全く必須ではありません。 

  
  
 ✅見込み客の角度を爆上げして『０→１』を『１→100』にする方法 
・ 見込み客が欲しがるフリーコンテンツを置いて、興味づけをする。 
・公式 LINEに登録させる流れで、ファン化＋拡散を狙った、「拡散」の’’自
動化’’スイッチを置く 



・拡散や感想ツイートを投稿させ、サンクコストをかけさせながらフリーコン
テンツ提供する。 
  

こちらが今まで説明した流れのまとめです。 

  

正直この手法でリストを集めながら、 

顧客の欲しがるフリーコンテンツを与えていることに成功していれば、 

有料商品を公式 LINE 内でリリースしても’’ある程度’’は売れます。 

『0→1』は確実に突破できるでしょう。 

  
ですが、更に一撃で利益を飛躍的に伸ばすには、無料勉強会や無料セミナー動
画で 
「見込み客に体験を与えること」＆「見込み客と接点をつくること」 

これがめちゃくちゃ大事です、なのに皆やらないのです。 

だからやれば一瞬で差別化＆ファン化できます。 
  
まず無料勉強会や無料セミナー動画をやる理由を考えてみましょう。 

  
理由①「動画講義」をやるだけで周囲の発信者との差別化につながるから 

これを読んでいる方、見込み客に自分がもつ知識やノウハウを 

しっかりと口頭で論理的に説明できますか？ 

  

これできない人が多いんです。 

なんでできないのか？ 
・口で論理的に説明できるほど知識を落とし込めていない 
・人に説明できるほどの自信が無い 



 大抵の人がこのどちらかの理由です。 

例えば、note や Brain を販売するにあたって、 

コンテンツビジネスでガチで売れている人は当たり前のようにやっています
が、 

自分が持っている知識やノウハウを動画で解説する人ってそんな見かけないで
すよね？ 

そう、さっきも言いましたがたいてい皆できないんですよ。 
じゃあみんなが出来ないことをやれば、そりゃ差別化になるよねっていう話で
すし、 
皆出来ないので、動画で話すだけで「この人すごいかも」って必然的になるん
ですよね。 

  
理由②：「見込み客に体験を与えること」ができるから 

例えばスーパーの食品コーナーで試食コーナーがあるのは、「購買体験」を与
えるためです。 

「購買体験」があるのと無いのでは、購入率が天と地ほど変わります 

前にも言いましたが、人間は‘’ソン‘’することを何より恐れます。 

これを買って失敗しないかな、効果が無かったら嫌だな、ということを必ず考
えます。 

だから、化粧品や美容品でも、ドラッグストアやデパートに行けば、 

必ずお試しできるようになっていますよね？ 

それと同じように、 
「この人からコンテンツを買ってもソンしないな」と思ってもらうために、無
料勉強会や無料セミナーを動画でやるのです。 
  

これは動画じゃなく文章でも同じことができるのでは？と思った方へ 

  



マーケティング的な観点で話すと、視覚は「目的の選択」へ働くのに対して、 
聴覚は「意欲を持たせる」という部分にうまく作用するのが特徴です。 
  
つまり視覚は商品を選ばせて買わせることを得意とし、聴覚は関心を持たせる
こと意欲を掻き立てることを得意とするのです。 
  
あなたの商品を買うことが決まっていて、あとは選んでもらうだけ、という場
合には 
視覚情報が最適ですが、まだその段階になく、あなた自身やあなたが提供する
コンテンツに 
興味、購買意欲を湧かせるには、圧倒的に聴覚情報が強力なのです。 
  
そんな聴覚情報の中で、「購買体験」に加えて「成功体験」を与えることがで
きれば、 
見込み客は、貴方のファンになり貴方の商品を買いたくなります。 
  

実際に貴方の動画をみて「稼ぐことができた」「問題が解決できた」「わから
なかったことが分かるようになった」という体験をすることが‘’成功体験‘’で
す。 
ぶっちゃけ 100の有益情報よりも１の成功体験の方が強力です。 

  
理由③：「見込み客と接点をつくること」ができるから 

無料勉強会や無料セミナーを動画で聴覚による強力な、 

「価値提供」や「成功体験」を与えることに成功すると、 

あなた自身やあなたが提供するコンテンツに興味、購買意欲がわくため、見込
み客から連絡をいただくこともあれば、こちらからコンタクトをとっても応じ
てくれるようになります。 

そこで現在抱えている悩みやわからないこと、問題を解決してあげれば、 

「信頼」が生まれ、確実に‘’今後商品を買ってくれる‘’貴方のファンになる。 

Twitter でのリプまわりやイイね回りはせず、見込み客とのコンタクトに時間
を割きましょう。 



  
■聴覚的に‘’原理原則‘’を語って見込み客の角度を爆上げすべし 

とはいったものの、無料勉強会や無料セミナーで取り扱うテーマは、何でもい
いです。 

「この内容だったら確実に価値提供できる」「成功体験を与えることができ
る」という 

モノを動画にして出せるならば、それでもかまいません。 

  
ですが、‘’原理原則‘’をテーマとした動画は必ず出すべきです。 

原理原則って難しい表現なので簡単にしますと、「どんな時代でも絶対不変の
ルール」のことです。もっとわかりやすく言うと「こうすれば、こうなること
は決まってるんだよ」 

ということです。 

ビジネスでも原理原則があり、「どうやったら商品が売れるのか」ということ
は、 

僕たちが生まれる遥か昔から決まっているのです。 

  

しかし、このコンテンツビジネス界隈では 
商品が売れる「原理原則」をフル無視する人が「9割以上」だと僕は思いま
す。 

いきなり、「Twitter を伸ばす方法、フォロワーを増やす方法」とか「月収
100万必達の裏技ノウハウ」手をのばした経験はありますよね？ 

  

そう、皆必ずと言っていいほど原理原則という稼ぐ上での「基礎」をスキップ
して、「ノウハウ」や「裏技」などの「応用」をやろうとするわけですね。 

 いわばドリブルすらできないのに、いきなりスリーポイントシュートをしたが
るんです、 



当然そういう人たちはポイントを決めることができません。 

 実際に僕の『0→1突破ウェビナー』を見たときに、 

「そうなのか！」「知らなかった」って思うことたくさんありましたよね？ 

 ただ僕はあくまで基礎を語っただけなのです。 
 ですが皆さんが「基礎」を知らなかったからこそ、「気付き」が多かったので
す。 

それを「価値」として受け止めてくれたと思います。 

  
さっきも言ったとおり、原理原則(＝こうすれば、こうなる)を 9割方スキップ
するので、 
原理原則を語るだけで、多くの価値を与えることが出来てしまうのです。 

なおかつ、「この人本当に知っている人だな」と思ってもらえるので信頼の獲
得もできます。 

  

『0→1突破ウェビナー』 
https://youtu.be/GCj-zwXGzDs 

  

これはビジネスの「超」が付くほどの原理原則を語っています。 

この Brain を購入いただいた方は、ぜひ内容を暗記して、 

丸パクリするなり、リメイクするなどして、フォロワーさんに価値提供してあ
げて下さい。 

一瞬で貴方のファンになってくれますので。 

  
さらに原理原則をフリーコンテンツとして出しておくと、 
有料商品を後に作り出しやすいです。 

  



例えば僕がだしたウェビナーでも 
・お客が死ぬほど欲しがる商品の作り方 
・フォロワーではなく‘’見込み客だけを集客する方法 
・顧客に商品を確実に認知させる方法 
(→今回のBrain はこの 3つをまとめました) 
・貴方から商品を買いたいと思わせるファン化戦略(＝価値観の教育) 
・貴方の商品が欲しくてたまらなくなる文章術 

とかですね、深堀すればいくらでもコンテンツが作り出せます。 

  

別僕の真似じゃなくても全然いいです。 

例えば文章術(＝ライティング)にも原理原則があります。 

売れる文章には型やパターンがあるのです。 

だからライティングに関する原理原則(＝こう書けば売れる)という動画だし
て、 

有料コンテンツでは「実際に私が○○円稼いだセールスレターテンプレート」 

と打ち出せば自然と売れていくのです。 

  

だからこそ、原理原則を教えてあげましょう。 

それも文章などの視覚情報でなく、音声などの聴覚情報で。 
 聴覚的に‘’原理原則‘’を語って見込み客の角度を爆上げした後に 
商品をオファーすると、それをしない時よりも2～3倍は売上金額が変わった
りするので、是非。 

  
✅セールスなしで「買いたい」「売ってほしい」と頼まれてしまうチート的立
ち回り 

先に言っておきますが、コンテンツ販売においてこのように言われることがベ
ストではありますが、これをあえて狙う必要はありません。 



  

価値提供が出来ている前提であっても、「売ってほしい！」とは言われにくい
です。 
価値提供だけでなく、「価値観」が教育出来ていることが大事になってきま
す。 

  

どのような価値観かというと、 

  
・教えてほしい人には頭下げてでもお願いするものだ 
・学ぶ時に、お金払うのは当然 
・間違った方向に進むと大変だから、知っている人から教わるのがイイ 
・本気の人には、僕も誠意をもって対応してきました。これからもしますよ 

  

みたいなことを強烈に伝えておかないといけないです。 

  

「やる気ある人が告白してきてくれたら(教わりたいって言ってくれたら)OK
なんですけどね」、ということをツイートや公式 LINE 内で教育しておく必要
があります。 

  

あとはフォロワーの方があなたに相談しやすいように、 

ツイート内でも「実際の無料相談のやり取りのスクショ」を載せたり、 

自分がアドバイスした結果「こんな成果が出ました」という第三者の声を掲載
しておくのです。 
 「真剣に相談くれる方には、真摯に相談に乗るよ」ということを教育するので
す。 
そして「僕のアドバイスや商品だったら成果が出るよ」ということを第三者の
声を利用し周知しておくのです。 



 「買いたい」「売ってほしい」と言われるようになれば、高単価な商材やコン
サルもこちらから提示してあげるだけで、自然と売れるようになります。 

  
 まとめると、「価値提供＋価値観の教育」ができて初めて、フォロワーさんか
らお声がけいただけるようになり、高単価商品も売れるようになるのです。 

  

価値観の教育方法は、『0→1突破ウェビナー』の「教育」部分を参考にして
ください。 
https://youtu.be/GCj-zwXGzDs 

  

これは余談ですが、 

固定ツイートから公式 LINE 登録誘導⇒無料相談誘致(電話、ZOOM) 

⇒高単価のバックエンド商品やコンサルの提案 

この流れが、今のコンテンツビジネス界隈では非常に多いです。 

  

別に悪くはないですが、コレをやっていいのは本当の実力者のみです。 

コンサルの内容が微妙だったりすると、一撃で信頼を失います。 

「詐欺だ」「だまされた」といったような火種にもなりかねません。 

  

また本当の実力者の方が、本当に価値のあるコンサルを提案しているのも事実
ですが、 

大体連鎖販売(ねずみ講)のケースが多いです。 

  

高単価商品やコンサルを販売するときは、上述した立ち回りで 



「お願いします」「売ってください」と言われて初めて販売するか、 

もしくはフロント商品(僕だったらこのBrain)を買ってもらった後に 

「購入者限定の環境」に入れてあげて、フロント商品に満足頂いた方限定で、 

「もしもっと利益をあげたいなら、この商品も買ってみて下さい」と 

誘致するくらいがベストです。 

  
✅どんなに頑張ってツイートしてもリストが増えない人の3つの原因 

  

見込み客を集客する最初のステップは「フォロー」による‘’認知‘’ということを 

お話しましたね。 

「認知される流れ」の復習です。 

  

ーーーーーーーーーーー 

貴方のフォローで認知される 

↓ 

プロフィール見られる 

↓ 

固定ツイート＆普段のツイート見られる 

↓ 

リスト化 

ーーーーーーーーーーー 

  



「リストが増えない！」と悩んでいる人だったら、 

この流れはすでに出来てはいるのだと思います。 

  

３つの原因と書きましたが、 

  
①固定ツイートが機能してないケース 
②ツイートで離脱してるケース 
③プロフィールで離脱してるケース 

これらのうちのいずれかになります。 

  

 それぞれの原因解消方法を書いていきますね。 

  
①固定ツイートが機能してないケース 

＝固定ツイートのオファーに魅力を感じていない 

  

貴方「フォロー＆RTしたら○○をプレゼントしますよ！」 

読み手「うーん、別にいらないな」 

  

みたいな感じですね。 

  

これは前述した、 
■死ぬほど欲しがるフリーコンテンツの配置 
■思わず気に留めてしまうフリーコンテンツの魅せ方 
  

この 2点で確実に解決できます。 



  
②ツイートで離脱してるケース 

僕たちの Twitter の TL いくつものツイートが広がっていて、 

一つ一つ時間をかけ目を通すことは、自分が憧れ、目標としている人の 

ツイートのみでしょう。 

  

どんなに魅力的なプロフィールや、固定ツイートに一見有益なコンテンツを置
こうとも、 

見込み客の中には「ツイート」の内容も鑑みてから、「フォローを決定す
る」、 

「フリーコンテンツの企画に参加する」という方が一定数います。 

  

売上を上げるためには、そういう方もしっかりリスト化していきたいところで
す。 

ではどうしたらリスト化することができるのか。 

簡単な話です。 
貴方の価値観を教育して、価値観に共感されれば、 
あなたのファンになりリスト化します。 

  

まずツイートの構成について、わかっているが改めて言語化して説明できる人
は 

そこまでいないと思うので、一応書いておきます。 

  

・冒頭 

・文中 



・文末 

  

に分けて考えてみるとよくて、 

  

（冒頭） 

興味付けする。結論として何が言いたいのを書く 

  

（文中） 

具体例、根拠、ストーリーの提示 

  

（文末） 

アクションの明確化 

  

この型に沿ってかけば、まず「言いたいことが伝わらない」というリスクは払
しょくできます。繰り返しになりますが、教育すべき価値観や価値観の教育方
法は、 

『0→1突破ウェビナー』の教育部分を見てみてくださいね。 

  

またビジネスにおけるポイントですが、 

「やっちゃいけないことをしない」ってのが大事です。 

  
× 結論がわからない（何言いたいのかわからない） 
× 誰かを直接否定している 
× アクションが明確化されてない（で、結局何をすればいいわけ？状態） 



  

これらのうちの一つでもやってしまっていると、せっかく貴方の「フォロー」
で 

認知させた見込み客が離脱してしまうケースがあります。 

どのツイートを見られてもいいように、細心の注意を払ってください。 

  
  
③プロフィールで離脱してるケース 

プロフィールの作り方に関しては、色々やり方はあると思いますが、 
ここではコンテンツビジネスで稼ぐことに特化したプロフィールの型を書きま
すね。 

結論はいたってシンプルです。 

  

とにかく興味を引いてください。 

興味を引く材料はストレートに貴方の実績で問題ないです。 

特に僕たちのような個人向け発信で言うと、ぶっちゃけ「怪しくてなんぼ」で
すよ。 

プロフ文目には【】で強調し、大きく自分の実績を載せておくのです。 

なにが言いたいかというと、要は興味を引いて目立ってください。 

「怪しくないプロフなんだけど特に見る気しないかな」と思われるより、 

よりよっぽどいいです。※もちろん嘘はNGです。 

目立ち方は「怪しい」くらいが実はちょうどよかったりします。 

怪しい＝その人の知らない世界を見せているということだからです。 

知らないことは、不安だし、怖いし、良く分からない だから「怪しい」と表
現します。 



何か裏があるんじゃないか？とか 

でもこの感情って、「無視」より上位な感情なんですよね。 

そもそも、「本当だったらいいな」、の裏返しが、「怪しい」になるわけで
す。 

  

プロフの流れは以下のような形がベストでしょう。 

  

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

最初にキャッチフレーズ 

↓ 

発信内容に関する貴方の実績 

↓ 

人柄 

↓ 

発信内容 

↓ 

フォローするメリット 

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

  

実績はガンガン出していきましょう。 

興味を引けなかったら終わりなので。 

  



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

以上が今回のBrain の内容になります。 

いかがだったでしょうか。 

  

今回の Brain は誰でも即実践できるように「レシピ化」しています。 

その方が、皆さんがすぐ行動に移せると思ったからです。 

  

この Brain を手に入れて、「知識投資したぞ」と満足するだけの人と、 

「早速行動してアウトプット」しようとする人、必ず 2極化すると思います。 

  

ですが、買ってくれた皆さんが行動すれば最速で収益化できるよう、 

収益化までの道筋を「レシピ」にしてあるわけなので、 

まず手を動かして、行動しましょう。 

  

見て行動すれば成果が出る内容ですが、見ているだけでは成果は出ないです。 

  

せっかく知識投資したのですから、ガンガン行動して僕に成果報告を是非くだ
さい。 

僕自身お節介焼きな性分ですから、そういう方にはもっと教えたくなります。 

  

そして僕のみならず、実績者の真似をどんどんしてください。 



  

自己流でやる人って本当に成功しないです。 

だってそれ地図が無いのに目的地に向かうようなものじゃないですか。 

  

どんなに有名な実業家でも、最初は必ずパクリから入ってます。 

最初はパクった内容と自分のスキルを照らし合わせて、合致するものを 

かき集めてビジネスをスタートしてるんです。 

  

自己流でやって試行錯誤して成功するかもしれませんが、 

時間めっちゃかかります。 

  

その時間あったらいくら稼げんのっていう、、話ですよね。 

  

だから変なプライドは捨てましょう。 

  

時は金なりですから、知識投資して、どんどん真似して、 

稼ぐことへの最短ルートを通りましょう！ 
 


