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さて、ここからいよいよ有料ページになります。 

これからお話しする無料コンテンツ(プリローンチコンテンツと呼ばれます)の構成、 

作り方をマスターできれば… 

 

「一発でお客からの信頼を勝ち取り商品を買いたいと思わせること」 

 

あなたがどんなジャンルで、どんなものを売る時にでも、 

これがいとも簡単にできるようになります。 

 

そしてこれから無料コンテンツの構成や作り方をステップバイステップで説明していく

ので、あなたが実際に無料コンテンツを作成する際には、このステップ通りに当ては

めて、作成してしまえば良いのです。 

 

さて、前置きが長くなっても仕方ないので、早速説明していくとしましょう。 



 

 

✅超重要マインドセット：無料コンテンツの説得力を１００倍強めるたった一つのもの

とは？ 

 

ほとんどの人には見えないが、あなたの無料コンテンツの説得力を圧倒的に 

強くするたった一つのものは何か？ 

 

それは… 

 

「論理的な構成」です。 

 

単純すぎる答えに、拍子抜けしましたか？ 

でもこれが最も重要なのです。 

 

逆に論理的でないとどんなことが起こるのか？ 

 

「あれ、ここの部分何を言っているかわからないぞ」 

「論理が飛躍し過ぎてて、話盛ってるのかな？嘘っぽいな」 

 

このような、疑問や疑念をもたれてしまいます。 

 

無料での説明段階でお客に疑問や疑念、違和感を少しでも持たれたら、 

有料商品の成約は絶望的だと思ってください。 

 

あなたが販売員から何かしらの商品の説明を受けるときに、 

 

「こいつ何言ってるのかわかんないな…」 

「めちゃくちゃ商品の効果を謳ってくるけど、そんな効果あるかな…？」 

 

このように感じたとしたら、あなたはその販売員から商品を購入しますか？ 

 

しないですよね。 

 

そのため、無料コンテンツは、「論理的な構成」で説得力の高いアウトラインを作るこ

とが超重要だということをここで認識してください。 



 

そして無料コンテンツにおけるあなたの最大の役割は、 

 

「見込み客の悩み・思い込み・感情と自分のプロダクトのベネフィットをつなぐ架け橋

をかけること」です。 

 

満足のいく成果を十分に得られていないあなたの見込み客は、様々なことに悩んで

いたり、はたまた有りもしない思い込みをしていたり、そして一方的に痛みやフラスト

レーションを感じています。 

 

だからこそ無料コンテンツで、見込み客に提示するゴールは、 

 

「俺のコンテンツで用意している解決策なら、あなたの深い悩みや思い込み、痛みや

フラストレーションはたちまち無くなって、こんなに素晴らしい未来・結果を手にするこ

とができますよ」 

 

という「ベネフィット」を理解させること、です。 

 

ただし、いきなり「ベネフィット」を語っても、見込み客は受け入れてくれません。 

 

男性が街中で女性をナンパするシーンを想像してみてください。 

 

街中を歩いている、見ず知らずの女性にいきなりこのように声をかけたら、女性はどう

思うでしょうか？ 

 

男性ナンパ師「俺と付き合ったら、俺は金を持っているから毎晩外食で～毎月旅行も

連れていくし、夜もヒィヒィ言わせてやるぜー！」 

 

女性「…いやお前誰だよ。」 

 

というオチにたいていの場合なるのは、容易に想像がつきますよね。 

 

いきなり「俺と付き合うことのベネフィット」を語っても、女性側は全く受け入れようとは

しないでしょう。 

 

コンテンツビジネスだってこれと同じです。 



いきなりベネフィットを語っても絶対に理解されません。 

 

だからこそ、無料コンテンツの中では、 

 

「見込み客があなたの商品のベネフィットを受け入れる準備をする必要がある」ので

す。 

 

あなたの商品のベネフィットを受け入れてもらうためには、 

あなたの主張に対して一切の疑念や疑問を抱かれないようにしっかりと論理的な構

成でコンテンツを作らなければいけません。 

 

無料コンテンツで、 

 

「うんうん、そうだよな」 

「俺の悩みやフラストレーションは、この人の商品でしか解決できないな」 

 

一切の疑念や疑問なく、このように見込み客にスラスラとベネフィットを理解させること

ができれば、あなたの商品はよほどのことがない限り購入されます。 

 

 

ではここから早速、「一発でお客からの信頼を勝ち取り商品を買いたいと思わせる無

料コンテンツの構成・作り方」について解説していきます。 

 

ステップごとに解説するので、このステップ通りにあなたの無料コンテンツを構成して

みてください。 

 

✅ステップ 0：種明かしする前にベネフィットの価値をしっかりと組み立てる 

 

※便宜上ステップ０としていますが、ステップ１を読んでからこちらを見るとより理解が

深まります。 

 

ステップ１で「お客が手に入れたいと思う「強烈なベネフィット」の提示を冒頭ですべ

し、ということを述べているのですが、 

 

ステップ０では「お客が手に入れたいと思う「強烈なベネフィット」に対して、 

「見込み客に期待の感覚を持たせる」ということをします。 



 

例えば映画やアニメ、ドラマの予告において、僕たちが最もワクワクドキドキする予告

は必ず「この先一体どうなるのだろう」と思わせるものになっています。 

 

「この先一体どうなるのか？」 

 

これを見込み客に感じさせないと、 

「早く続きが見たい！」と思ってくれません。 

 

「適当な出だしでも見込み客は見てくれるだろう」と思うかもしれませんが.. 

 

あなたの想像以上に見てもらえません。 

 

あなた自身の経験を振り返るとわかりますが、 

 

とにかく僕たちの周りには誘惑物が多く、１つに集中するということがなかなかできま

せん。 

 

そのため、無料コンテンツの冒頭では、まず見込み客に「画面釘付け」で見てもらうた

めの姿勢をしっかりと整えてもらわなければなりません。 

 

だからこそ、「強烈なベネフィット」の種明かしする前にベネフィットの価値をしっ

かりと組み立てて、「見込み客に期待の感覚を持たせる」ことが重要なのです。 

 

 

例えばですが、 

 

「これは私が数百回のテストを繰り返して、私が何年も研究して編み出した最高のノ

ウハウですが…」 

 

「数百の事例をリサーチし、何百万という金額の投資の末に出した唯一無二の結論で

すが…」 

 

「時間」「お金」「労力」の３つの内いずれか、もしくは全てに対して、 

 

「普通の人が普通に過ごしてたら到底辿り着かない境地」を示してあげると、 



開始数秒で見込み客に「画面釘付け」で見てもらうための姿勢をしっかりと整えてもら

うことができます。 

 

このように、 

種明かしする前にベネフィットの価値をしっかりと組み立てる 

＝今からあなたに提示するベネフィットは凄いものだぜ！と期待させる 

 

この前段階の仕込みをしっかりやりましょう。 

 

✅ステップ１：チャンスの提示（何を得られるか？：強烈なベネフィットの提示） 

 

無料コンテンツをお客に見せる上で、まず 1番最初にやらなければいけないのは、 

 

「このコンテンツを最後まで見ることでどんな変化＝ベネフィットが得られるのか」を 

提示することです。 

 

見込み客はあなたのコンテンツから何を得られるか？ 

冒頭で、お客が手に入れたいと思う「強烈なベネフィット」の提示をするのです。 

 

「そんなのわかっているよ」という方もいらっしゃると思いますが、 

・謎に冒頭で自己紹介し始めたり 

・ベネフィットではなくメリット（〜を学べます）と語り始めたり、 

・欲しくないベネフィットを語ったり… 

 

そういうことをしている人が非常に多いです。意外とみなさんわかっていないです。 

 

お客が手に入れたいと思う「強烈なベネフィット」を提示して一気に興味を惹きつけな

ければ、あなたのコンテンツの途中で必ずお客は離脱します。 

 

理由は簡単、「これをみて一体俺はどうなれるのか？」がわからないからです。 

 

ではお客が手に入れたいと思う「強烈なベネフィット」を提示するにはどうすれば良い

のか？ 

 

最適なテクニックが二つあります。 

 



テクニック①：人間の爬虫類脳を刺激する 

 

「爬虫類脳」がわからない方はまず調べていただきたいのですが、 

人間は「早く・楽に・大きな成果」が欲しいと心から願う生き物です。 

 

わかりやすくいうと… 

「飲むだけで 1 ヶ月で５キロ痩せます！」 

 

半ば「ほんとかよ！」と思っていたとしても、本能的に「早く・楽に・大きな成果」を謳っ

た訴求に目が行ってしまうのです。 

 

「半年で５キロ痩せます」など成果が大きくても、成果に至るまでの時間が長かったり

すると、全く興味が湧きませんし、 

 

「毎日１時間・５キロの走り込みすれば、５キロ痩せるランニング方法！」 

など、「大変そうだな」と思った瞬間に購入を諦めます。 

 

なので、あなたの商品のベネフィットを提示するときには、「早く・楽に・大きな成果」を

意識して提示するようにしてください。 

 

ただし、ここで重要になるのはあなたの商品ベネフィットの「真実味」です。 

 

基本的に、人間は広告を見るときに「早く・楽に・大きな成果」に惹かれながらも 

「どうせ嘘だ」！と疑いを持ちながら見るモノです。 

 

あなたの商品のベネフィットがどんなに「早く・楽に・大きな成果」を訴求した素晴らし

いモノだったとしても、そこに真実味がなく疑われてしまえば、そこでゲームセットで

す。 

 

EX)「飲むだけでバストが 1 ヶ月で Aカップ→G カップになるバストアップサプリ」 

「1 日 20分浸かるだけで、1 ヶ月で１３キロ痩せる脂肪燃焼入浴剤」 

 

などの広告が出てきたときに、あなたはその効果を信じますか？という話です。 

 

どんなにベネフィットが優れていたとしても、疑いの念を払拭できず購入には至らない

のではないでしょうか？ 



 

「誠実に、そしてベストシナリオを示す」ということを意識して「ベネフィットの真実味」を

演出するようにしてください。 

 

テクニック②：小さいものから大きなものを示す 

テクニック①の補足となりますが、 

 

「小さい努力で大きな結果を得たいという人間の欲求をつく」 

ために、ベネフィットの提示の時に利用するテクニックです。 

 

EX)「 1 日２３円、自宅で出来る癌治療の奇跡」 

 

どうでしょう、癌治療って一般的には高額でかなり大変なイメージの中、 

こう言われるとかなり気になりませんか？ 

 

実は僕も今回のベネフィットの提示に、このテクニックを採用しています。 

 

「たった 30 分」 

「読むだけ」 

「実績・人脈関係なしにコンテンツのみで 

１ローンチ 100万～1,000万が狙える無料コンテンツの構成・作り方」 

 

お手軽なのに、強烈な成果を得られると感じませんか？ 

※僕の訴求は僕の実体験に基づいた事実ですのでご安心ください。 

 

このテクニックを利用する際に、 

もしあればそのベネフィットを証明するあなたの実際の実績で「権威性の証明」をし、 

見込み客の興味関心を一気に攫ってください。 

 

EX)あなたが実際に収益化した数字のエビデンス(売上金額のスクショや銀行振込着

金額のスクショ)、クライアントの実績数字やクライアントの声…etc 

 

第三者から見て数値的に変化が読み取れるものを提示することがベストです。 

 

 

✅ステップ 2：インサイト・欲求の核心・思い込み・感情の代弁 



 

よく YouTube広告を見ていると、 

 

「こんなことに悩んでいませんか？」 

「００に悩める男子必見！」 

というフレーズの出だしで始まる CM を見たことがあると思います。 

 

なぜそんな始まり方をするのか、 

 

「これ俺のことじゃん！」と当事者意識を持たせるため、です。 

 

人間は自分が 1番かわいいと思う生き物、他人事には興味関心は向けませんが、 

自分事になると途端に興味関心を寄せます。 

自分事にならないと、人間はロクに話を聞こうとすらしません。 

 

だからこそ、自分事と思わせて当事者意識を芽生えさせるために、まず見込み客の

インサイト・欲求の核心・思い込み・感情の代弁を行うのです。 

 

そして、インサイト・欲求の核心・思い込み・感情の代弁を行うもう一つの理由が、 

「見込み客からの信頼・好意を勝ち取るため」です。 

 

病院に行って、医者に診察してもらうシーンを想像してください。 

 

自分ではこの体調の悪さの原因や病名がわからず困り果てている、症状も 3日程度

続いていて、なかなか治らず不安。。。 

そんな中、医者があなたに対して、 

 

「今こんな症状で辛くないですか？」 

「ここが痛い部分ですよね？」 

「コロナも流行ってるし、すごく不安でしたよね。」 

 

のような形で言い当てられると、 

 

「この人、私のこと理解してくれてる…！」と思わざるを得ないですよね。 

そしてあなたは途端に目の前にいる医者を信頼し始める。 

 



このような経験があるのではないでしょうか？ 

 

そして「この人、私のこと理解してくれてる…！」と思ったら、あなたはその目の前にい

る人の話をしっかり聞こうという気持ちになりますよね。 

 

だからこそ、あなたは無料コンテンツを作り始める前にはしっかりと見込み客の 

「インサイト・欲求・思い込み・感情」この４つのリサーチをしっかりとしなければならな

いのです。 

 

①インサイト：見込み客が自覚していない or口にしていない深い悩みのこと 

②ビリーフ：思い込み、先入観、偏見 

③デザイア：欲求、何が欲しくて、何が欲しくない？何を求めていて、何を避けたいか 

④フィーリング：今どんな気持ち？どんな気持ちになりたい？どんな嫌なこと避けた

い？心配事不安 

 

▶︎この４つをリサーチする方法の動画は、購入者特典でプレゼントします。 

 

またインサイト・欲求の核心・思い込み・感情の代弁をするときのテクニックを一つ紹

介します。 

 

テクニック：見込み客が親しんでいる言葉や口から出た言葉を使うこと 

 

インサイト・欲求の核心・思い込み・感情の代弁をする際には、見込み客が親しんで

いる言葉や見込み客の口から出た言葉を使うようにしましょう。 

 

なぜ見込み客が親しんでいる言葉や見込み客の口から出た言葉を使う必要がある

のか？ 

理由は簡単です。 

 

「見込み客が使っている言葉を使わないと他人事だと思われる」からです。 

 

リサーチの購入者特典動画内でも話しているのですが、見込み客が親しんでいる言

葉や見込み客の口から出た言葉をキャッチする 100%確実な方法は、 

 

「見込み客に聞くこと」です。 

 



リサーチに、自分のエゴは一切入りません。 

見込み客の思考回路を自分にインストールする。 

自分のエゴが１ミリでも入ってきた瞬間に、それはリサーチではなくなります。 

 

コンテンツを作成する際にリサーチを５％とか１０％とか、はたまた０とかでいってしま

う方が非常に多いのですが、そのコンテンツは大概滑ります。 

 

✅ステップ３：お客の間違った問題意識を否定 

✅ステップ４：真の問題や原因の指定（問題定義）：常識の破壊（脱洗脳、再洗脳） 

 

ここのステップはつながっているので、まとめてお話しします。 

 

この２ステップで行うことは、以下の二つです。 

①問題の教育 

②脱洗脳、再洗脳のプロセス 

 

なぜ問題の教育を見込み客にするのか？ 

 

それは簡単な話、問題がないところには悩みや痛み、フラストレーションが発生しな

いし、それらがないと解決しようがないので、お金が我々のところに入ってくることが

ないからです。 

 

「ULM」でも耳にタコができるほどお話ししましたが、 

あなたの見込み客は、自分が稼げなかったり、成果が出ない根本となっている問題

や原因に気づいていなかったり、間違って認識しています。 

 

そして、根本の問題や原因がわからないので、解決策にも気づけないし、解決策にも

気づけないので、今後何をすべきか、どんな商品を買ったらいいのか、にも気づけず

終いになってしまっているのです。 

 

そして問題や原因、その解決策がわからなければ、お客はあなたの商品を絶対に買

いません。 

 

例えば、あなたが痩せたいけど、自分がなぜ痩せられないのかという原因や根本的

な問題、解決策がわかっていない中、 

 



「ほらこのサプリがいいよ！」「絶対買った方がいいよ！」 

 

といきなり商品を勧めても、なんで自分が痩せられないのか、理由や原因が 

わからないから、すぐに買おうとは絶対にならないのです。 

売り込みにしか感じられないんじゃないですか？ 

 

だからまず見込み客に対して、 

「なぜあなたが稼げないのか？満足のいく成果が出ないのか？」 

その根本的な問題に気づかせるために、 

 

「問題の教育」をしてあげなければいけない。 

 

そしてその目的は、 

 

１、見込み客の「商品・サービスの購買欲求」を高める 

２、見込み客がセールスを歓迎する状態を作ること 

 

ということを大前提に置いておいてください。 

 

そして「問題の教育」の過程でやることが 

 

お客の間違った問題意識を否定→真の問題や原因の指定（問題定義） 

→常識の破壊（脱洗脳、再洗脳）となっているわけです。 

 

この過程でやることを噛み砕いてお話しすると、 

「あなたはこんな悩みや思い込みがありますよね。そしてあなた自身、成果が原因を

〇〇だと考えている（＝その人にとっての常識）と思いますが、それ実は違う。本当の

原因は△△なんですよ！」 

 

ニュアンスはこんな感じです。 

 

常識とは、その人にとってのいわば「当たり前」なわけですが、 

当たり前と思い込んでたことを崩されるほど、びっくりすることはないのです。 

 

それがもうどんな小さいことでも当たり前の思い込みが崩されると、 

「え？！まじ！」ってなるし「じゃあ本当はなんなんだ?!」と 



１００パーセント強制的に思わせることができるわけですよ。 

 

人間は自分が信じていた価値観が崩された瞬間、次の価値観を欲する生き物です。 

 

例えば、 

 

「おいおい知ってた？！実はたかしのやつ、夏実とじゃなくて、なんとあの子

と付き合ってたらしいぞ！」 

 

「え！あの子って誰だよ！教えろよ！」 

 

って感じですよね。 

 

「夏実とつきあってる」と思ってたのに、その考えが崩されると、 

「え！本当は誰？！」と新しい考えを欲するわけです。 

 

「問題の教育」は問題に気づかせる前に、見込み客の洗脳を解くことが大事なのです。 

 

ここでいう洗脳とは、 

 

「見込み客自身が、成果が出ないと思い込んでいる問題や原因」だったり、 

「業界や界隈でまかり通っている悪い風潮や誤った常識」です。 

 

この洗脳を、あなたが否定することによってまず解いてあげる＝脱洗脳 

 

そしてあなたの用意している商品が解決策になるように、都合のいい問題や原因を

刷り込んでいく＝再洗脳 

 

このプロセスを踏むことによって、見込み客はあなたの指摘した問題や原因が、 

自分が真に原因が出ない問題や原因だと思い込み始めるのです。 

 

見込み客はどうしたらあなたの指摘した問題や原因を解決できるのか、その解決策

が知りたくてたまらない状態になるのです。 

 

ステップ３・４において気をつけなければいけないことは、 

 



なぜお客の現在の問題意識が誤りなのか 1 ミリも否定できないように論理立てて作る

ことです。 

 

「そうだよな、YES、YES」と言わせ自分のベネフィットを受け入れてもらう準備をする

必要があります。 

 

ここが論理的な構成になっておらず、違和感を感じられてしまうとここで離脱されてし

まいます。そうならない様に以下の４つをしっかりと押さえて、論理的に常識の破壊を

して、見込み客にあなたにとって都合のいい問題定義をしていきましょう。 

 

――――――――――――――――― 

１：まずお客がどんな問題や悩み・欲求を抱えているのか 

２：問題や悩みの原因を何だと思い込んでいるか 

３：どんな信念を与えれば、そしてどの順番で話せば、本当の原因（貴方が指

定するもの）はこれだと気づかせられるか 

４：本当の原因（貴方が指定する都合のいいもの）は何か？ 

 

 

✅ステップ５：あなたの解決策・の主張や話題の定義 

ステップ４までの工程がしっかりできると、見込み客はからっからに喉が乾いている

人と同じ状態になっています。 

 

見込み客はどうしたらあなたの指摘した問題や原因を解決できるのか、その解決策

が知りたくてたまらない状態になっているのです。 

 

ここで初めて、あなたが指定した問題や原因を解決する解決策や主張（〜すべきだ）

を提示するのです。 

 

からっからに喉が乾いている人は、水を入れればなんでも飲みます。 

たとえ、それがドブ水であっても飲もうとします。 

 

見込み客の常識を崩した時点で、無料コンテンツの役割の半分は終わりです。 

あとはあなたが刷り込みたい都合のいいものを伝えるだけです。 

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 



 

さて、まずここまで読んでいただいた方、お疲れ様でした。 

 

僕はこれまでありとあらゆるコンテンツを見てきました。 

当然ながら Twitterに存在する同業者のコンテンツも拝見してきました。 

 

そもそもまだ説明の途中ですが、序盤からここまで構成が練られているコンテンツに

出くわしたことは、今までほとんどありません。 

 

ということはですよ？ 

 

もしあなたがまずここまでの内容を完璧に理解し、自分のコンテンツメイクに落とし込

むことができるならば、もうそれだけで、 

 

「上位１％に食い込めた」と言っても過言ではないわけです。 

 

なぜなら、この情報発信業界は全体の９５％が収益化に至らず、収益化に至るのは

わずか５％。その５％の中でも、しっかりとした構成でコンテンツを作れている人間は

ほぼいないからです。 

 

ここまでの内容で全体の５０％は終了しています。 

 

逆に言えば、前半の５０％で「あなた有料商品の購入まで誘導できる無料コンテンツ」

になるか否かが決まります。 

 

では次のステップを説明していきます。 

 

ステップ６以降まで完璧に抑えることができれば、あなたも１ローンチで１００万〜１００

０万を狙えるコンテンツが作れる様になります。 

 

 

✅ステップ６：主張が正しいと思われるための証拠の提示や何をすべきか（WHAT の

提示） 

 

ステップ５までのおさらいになりますが、 

 



見込み客をどうしたらあなたの指摘した問題や原因を解決できるのか、その解決策

が知りたくてたまらない状態にして、から初めて、 

 

あなたが指定した問題や原因を解決する解決策や主張（〜すべきだ）を提示する 

 

ここまで説明しましたね。 

 

さて、見込み客の現在の状態としては、 

・自分が成果の出ない真の問題や原因に気付かされた 

・あなたによって、真の問題や原因を解決する解決策や主張を与えられた。 

 

→でもまだ、あなたが提示した解決策や主張が正しいとは思えていない。 

 

このような状態となっており、まだあなたの商品を買ってもらえる心理状態にはなって

いないので、ステップ６では、 

 

・あなたの提示した主張や解決策が正しいと思われるための証拠 

・問題や原因を解決するために何をすべきかの提示（WHATの提示） 

 

この２つを提示して、あなたの主張や解決策こそが、見込み客の抱える真の問題や

原因を解決し、素晴らしい未来や結果に導いてくれるものと気づかせなければいけま

せん。 

 

実は今とても重要なことを言いました。 

 

「あなたの主張や解決策こそが、見込み客の抱える真の問題や原因を解決し、素晴

らしい未来や結果に導いてくれるものだ」と、 

 

「あなたが教える」のではなく、「見込み客に気づかせる」ということが非常に重要なの

です。 

 

人は誰かに教えられたり、新しいことを覚えることが基本的に嫌いです。 

今自分が持ってることに対して、何か気付きが欲しいと思う生き物なのです。 

 

だから、あなたも学生の頃は、先生の話す授業中、聞いていなかったり、寝ていたりし

ていませんでしたか？大抵の場合、聞いていなかったですよね。 



 

でも、自分で「あーそういうことか！」と気づいた時には学習意欲が高まって、ペンを

走らせ、どんどん吸収しようとしたのではないかと思います。 

 

つまり、見込み客に対して、「自分の主張や解決策こそが、見込み客の抱える真の問

題や原因を解決し、素晴らしい未来や結果に導くものだ」と信じさせるためには、 

 

「新しいことを知識として教えたり、新しい情報を与えるのではなく、見込み客がすで

に知っていることを引っ張り出して気づかせる」 

 

ということが”絶対に”必要になります。 

 

それではここでとっておきのテクニックを紹介しておきましょう。 

 

テクニック①気づきを与えるには、既に彼らが知っている情報とリンクしてあげること 

 

まず鉄則ですが、自分の解決策や主張が正しいものだと信じさせるために、新しい知

識や情報をむやみやたらに与えるのは NGです。 

 

「間接メッセージ」で事例や具体例をあげて、あなたの主張や解決策が正しいと気づ

かせてください。 

 

そしてその事例は「彼らが知っているもの、彼らが経験体験したことあるもの」を出す

のです。 

新しいことを教えようとせず、あくまでも見込み客が知っていることとリンクさせてあげ

ることを意識するようにしましょう。 

 

テクニック②見込み客のお腹を好かせる（「What」だけを教え「How」は教えない事） 

 

問題や原因を解決するために何をすべきかの提示（WHATの提示）を行う上で 

気をつけるべきことは、やらなきゃいけないことを 100%教えるわけではない、ということで

す。 

 

「ワットを教えるんだけど、ハウは教えない」ということ、つまり何をすべきかは教えるんだけ

ど、どうやってやるかは具体的には教えない、ということ。 

 



これが非常に重要なのです。 

なぜ「ワットを教えるんだけど、ハウは教えない」をするかというと、 

 

見込み客は「何をすべきか」という WHAT リストが大好きだからです。 

 

ここに HOW がなかったりすると途端に何をすべきかWHAT というリストに 

お客さんは大きな価値を感じ始めるのです。 

 

一つ例をあげます、下ネタでごめんなさい。(笑) 

 

EX) 

貴方の意中の女の子を夜の営みで死ぬほどイかせて 

もう貴方が目の前に現れるだけでトンデモなく濡れて、 

一生女性から求められ続ける「メス化セックステクニック」 

 

こういう企画があったとします。(笑) 

 

「まず女の子をリラックスさせて、耳元で言葉攻めをし、前戯をして、、 

こういう体位が良くて、実は首を絞めるとめちゃくちゃ女の子を支配できる。 

 

結果、貴方の意中の女の子を夜の営みで死ぬほどイかせて 

もう貴方が目の前に現れるだけでトンデモなく濡れて、 

一生女性から求められ続けられますよ。」 

 

こういうWhatを企画の中で言っていると、何をすべきか方向性が見えて喜ぶ反面 

 

「え、どうやって女の子をリラックスさせるの？」 

「どんな言葉を囁けばいいの？」 

「具体的に前戯の仕方は？」 

「どんな腰の振り方すればいいの？」 

「女の子を支配する首の閉め方は？」 

 

これらの How の部分にめちゃくちゃ価値を感じ始めるわけです。 

 

お客さんは「何をしなければいけないリスト」が欲しい、 



そして Howがないと価値があると思い始める。 

 

やることはわかったけども、でも結局今の段階では何にも一人ではできない、 

なので結果として何も状況は変わらないんです。 

 

でも何をやらなきゃいけないかがわかってるから、 

焦らしていると HOWの部分が欲しくなるのです。 

 

具体的なやり方は教えないんだけれども、正しい何をやらなければいけないかを教える。 

もちろん方法について話しちゃダメと言ってるわけではないです、 

別に話してもいいですが、教えすぎないでください。 

 

 

 

✅ステップ７：具体的なベネフィット（希望&自己重要感：自分のストーリーや他人の

ストーリ）&悪夢の提示（ストーリー：痛み・恐怖・緊急性） 

 

こちらを読んでいただいている方々含めて、僕たちの最終目的は何か？ 

それはもちろん、貴方の販売する商品をお客さんに購入してもらう事ですよね。 

 

お客さんに貴方の商品を欲しいと感じてもらい、 

商品の購入という「行動」を取ってもらう必要があるのです。 

 

では、行動はどうやったら起こるのか？ 

それは、なんらかの感情が起こった後に行動が起こる。 

何かをしてから感じるのではないのです。 

 

想像（思考）、感情、行動、の順になっているのです、人間という生き物は。 

 

人は、何かを想像した後に、行動をとる生き物であり、逆にいえば人は、何かを想像

しない限り、行動はとれない。 

 

思考、感情、行動の順なので、行動させるには感情を動かさねければいけない 

感情を動かすためには、思考させて想像させなければいけない 

 



では何を想像させ、どんな感情を抱かせれば、見込み客は「購入」という行動をとって

くれるのか。 

 

①あなたの解決策によって、見込み客の成果が出ない根本的な原因が解消され、 

結果が出て、素晴らしい未来が待っているという希望を想像させて、「私でもできるん

だ！」という感情 

 

②あなたの解決策を手にしなかった場合に起こる最悪の悪夢を想像させて、「今、こ

の解決策を手にしないとまずい！」という感情。 

 

見込み客に「購入」という行動をとってもらうには、希望&悪夢を見せるという二つのモ

チベーションが必要になるということをまずここで覚えてください。 

 

これら①と②ついて、どのように希望と悪夢を見せていくのか。 

細かく解説していきます。 

 

①あなたの解決策によって、見込み客の成果が出ない根本的な原因が解消され、 

結果が出て、素晴らしい未来が待っているという希望を想像させて、「私でもできるん

だ！」という感情を起こさせる方法 

 

「この解決策を手にすれば、こんな素晴らしい未来や結果が待っている」ということを

想像させるのですが、ここでもあなたがつらつらとベネフィットを説明して「教える」の

は NGです。 

 

 

あくまで、見込み客に想像してもらい、こんな素晴らしい結果や未来が待っているのだ

と「気付いてもらう」必要があります。 

 

そのため、ここでも間接メッセージ（ストーリーや物語）を利用します。 

 

・希望を与える物語のフォーミュラ 

１、似ているスタート地点（見込み客にとって「お前もそうだったの？」思わせる、出来

るだけ似ているところからスタートしていかなければいけない 

２、チャレンジ、そして失敗の連続：すぐに成功してはいけない。失敗の連続という部

分 



３、突然の出会い、もしくは発見：あり得そうな出会いにする、真実味なければならな

い 

４、成功の連続：本当の話だったとしても、いっても信じられなさそうなことは言わない

ほうがいい 

 

 

このフォーミュラに従って、ダイエットの例を想定すると以下の通りになります。 

 

・僕も昔、太ってた、周囲からキモがられていた 

・運動や、サプリ、食事制限をやったけどどれも失敗に終わった、こんなことが一年以

上続いた 

・そんなとき、こんなもの（あなたの商品の内容）に出会って、 

・体重が一気に落ちて、モテモテになって、女の子は好きな子を抱けて、今では可愛

い彼女もできて同棲しているんだ。 

 

 

ライザップのダイエットプログラムはめちゃくちゃバカ売れしたのか？ 

 

想像してください、中年の腹の出たおっさんがね、ぼーっとテレビを見てるわけです、 

「あー痩せてキャバクラとかでチヤホヤされてえな、風俗行ったら女の子の優遇され

てえなあ」とか思ってるわけです、 

でも食べることはやめられない、酒もやめられない、今更痩せることなんて無理だぜ

ー」って思ってる中、 

あのライザップの CMが流れるわけです。 

 

衝撃ですよね、俺と同じくらいの腹の出たおっさんが、２ヶ月であんなバキバキのイケ

イケダンディになってるんですから。 

「うわー！ライザップ行ったら俺もこうなれるかもしれない！！」って自分にめちゃくち

ゃ可能性を感じることができるんです。 

 

そう、人は自分と同じ問題を抱えていたけど、それを解決した人間を一番信用するよ

うになってるんですね。 

 

だって考えてみてください。今太っている人が、ダイエットプログラムの商品を買おうか

なと検討している時に、 

 



元々スリムで筋肉バキバキで、女の子にも最初からめちゃくちゃモテてチヤホヤされ

ているような人の商品か、 

少し前までものすごく太ってて、女の子には相手にされなくて、職場でも「あの人の近

くにいるだけで暑いとか、汗臭いとか」煙たがれてたような人が、 

２ヶ月で 15 キロ痩せて今では合コンに行っても女の子にモテて連絡先聞かれるしお

持ち帰りもできるようになって、職場でもみんなの態度が変わって、 

仕事も円滑に回るようになった人、だったらどっちから買いますか？って話ですよ。 

 

当然ながら後者ですよね、だって太ってる人からしたらものすごく「自分もこうなれるか

も」と可能性を感じることができるからですよね。 

 

そうだから、希望を与える物語のフォーミュラでも書いていますけれど、 

似ているスタート地点（見込み客にとって「お前もそうだったの？」思わせる、出来るだ

け似ているところからスタートしていかなければいけないんです。 

 

希望を与えられて、自分に可能性を感じると、商品を買って、痛みが解消して、救わ

れて、結果が出て、幸せになっていくところを想像します、 

そこでこういう感情が起こります「よっしゃダイエットしよう！」「よっしゃ痩せてやろう」と、

人はやる気になるんです。 

やる気になったら、その結果を自分にもたらしてくれる商品が、欲しくなるんです。ここ

で初めて 

 

貴方の商品を手にれたいという感情、「欲求」が起こるんです。 

欲求（欲しいという感情）が起こると、初めて行動する、あなたの商品を買ってくれるよ

うになります。 

 

②あなたの解決策を手にしなかった場合に起こる最悪の悪夢を想像させて、「今、こ

の解決策を手にしないとまずい！」という感情を起こさせる方法 

 

 

希望を感じさせるだけでは、もちろん購入という行動を取ろうとしないお客さ

んがいるわけです。 

だってライザップのあのCMをみて、貴方も「うわいいな、俺もライザップに

通って、ムキムキになりてえな」 

って思うけど、実際にライザップのダイエットプログラムを購入していないわ

けじゃないですか。 



 

僕もそうですよ、僕も外に出ずご飯はコンビニやウーバーイーツで済ませて、 

ひたすらコンテンツビジネスに打ち込んでいるので、多少なり太ってくるわけ

ですよ。 

 

実際痩せないとやべーなーって思ってるんだけど、行動できないわけです。 

 

人は現状維持が大好きな人間だと以前の動画で話たかと思いますが、 

これが原因なわけです。 

 

じゃあ僕を含めた惰性だらけの人間を商品購入へと動かすには、 

何をすれば良いのかという話ですが、 

 

簡単な話、お客さんの傷口を踏み躙って、大量出血させることです。 

 

やべーな、なんとかしなきゃなーって思ってる段階では、 

傷口から少し血が出ている程度なわけで、時間が経ったらその血は止まってし

まうわけです。 

 

でも皆さんどうでしょう、その傷口が重症化し、大量の血が流れて、止まらな

くなってしまったら、、？ 

間違いなく、救急車を呼んだり、即座に病院に駆け込むわけですよね？傷口の

処置をする行動をすぐに取りますよね。 

 

残酷かもしれませんが、僕らがお客にやらなければいけないことはこれなんで

すね。 

 

お客さんの傷口を踏み躙って、大量出血させて、痛みを味合わせて、なんとか

しなきゃやばいと思わせる。 

 

じゃあどうやってこれやるのと言われたら、「悪夢」を見せるということなん

です。 

 

 

■人が現金を手放す瞬間 

 



どういうときに人は現金を手放すのか？ 

貴方が一生懸命働いて、汗水垂らして、苦労して手にした大切な現金をどうい

うときに手放しているのか？ 

考えたことはありますか？ 

 

 

どういう時かというと、 

 

 

→恐怖、痛み、そして緊急性、この３つが交差したときに、その瞬間に人は現

金を手放す。耐えきれなくなってね。 

 

 

恐怖、痛み、そして緊急性、この三つが重なったときは、 

単純に、本能的に半ば、やけくそになって何も考えずに、お金を手放すように

できているんです、人間ってのは。 

 

これ不思議だし、とても面白いですよね？ 

 

 

すごくわかりやすくするために、あえてみんな大好き下ネタで説明しますね。 

女性の皆さん、これが1番わかりやすいので、悪く思わないでください！ 

 

EX)男性の下半身の話 

 

男性の皆さんは創造してください。 

 

 

・とある女性と合コンでもクラブでも、マッチングアプリでもなんでもいいで

す。 

・アナタがいいな、かわいいな、彼女にしたいなーって思ってたこと、 

ホテルに行く流れになって、夜の営みをし終わった後に、その彼女はすごく不

満げなんです。 

 

アナタがどうかしたの？と聞いた時に、 

「アナタのモノが小さすぎて全く気持ち良くなかった、もう会うことはない



よ」 

 

 

こう言われたら、たまらなく痛いですよね？ 

 

痛いし辛いし、なんとかしたいと思う一方で、 

「俺のブツがもしこのままだったら、今後自分がいいなという女の子が現れた

としても、 

ブツが小さいという理由でふられるんじゃないか？」という恐怖が湧いてきま

すよね。 

 

そんでもって、一刻も早くなんとかしないとやばい！と思うわけです。 

 

そんな時に「アナタのあそこをたった1ヶ月で３センチ大きくして、 

女性を快楽するづけにする下半身メイクメイクメソッド」なるものが 

目の前に現れるようもんなら、有無を言わさずお金払って買いますよね？ 

もう細かいことなんて一切考えず、すぐにお金を払って手を伸ばすと思いま

す。 

 

こういうことなんです。 

 

恐怖、痛み、緊急性が交わった瞬間に、人ってのは現金を本能的に手放すんで

す、よし手放すぞ、お金払うぞとか正直いちいち考えてないのです、本能的に

何も考えず手放すんです。 

 

まずここで、この感覚を覚えてください。 

だからコンテンツビジネスでも全く同じ話で、 

 

貴方の見込み客が何を痛みを感じてるのか、何について恐れてるのか、何に1

番緊急性を感じてるのか？ 

 

それをしっかりと知って、それを貴方がお客さん以上に理解して、 

悪夢としてお客さんに見せてあげるわけです。 

 

 

 



✅ステップ８：悪いのはあいつだけど、あなた一人ではどうにもならないよね〜「自己

解不可能＋救済＝依存」の方程式を完成させる〜 

 

ここまで読まれた方、大変お疲れ様でした。 

もうあなたは上位 0.数％の発信者と同じ領域に突入しています。 

 

ここから最終ステップに入ります。 

 

「もう俺だけでの実力ではこの問題や原因の解決は無理だ！俺はあなたの解決策を、

あなたから買うしかない！」と思わせるところまで持っていきます。 

 

では具体的に説明していきます。 

 

悪いのはあなたじゃないけど、今のままではどうにもならないだろうから助けてあげま

しょう。（自己解決不可＋救済＝依存） 

 

 

簡単に言えば、見込み客が「あなたの指定した問題や原因」を抱えて、満足のいく成

果が出ない理由を、見込み客ではなく、他の第三者（他の誰か、業界など）のせいに

して、見方になってあげてください。 

 

 

実際に見込み客が成果を出せていないのは、見込み客自身が問題であることは間違

いないのですが、 

 

見込み客は大抵の場合、「成果が出ない原因」を自分にあるとは思っていません、そ

れどころか、必ず「誰かのせい」にしているものです。 

 

そのためあなたは、見込み客が自分の成果が出ない原因を「誰のせいにしているの

か？」「どんなもののせいにしているのか？」これらをしっかりリサーチした上で、 

 

■敵を具体的に描く 

・どんな敵が、見込み客を絶望させたり、侮辱したり、憤慨させたり、怒らせるのか？ 

・敵のどんな行動が、見込み客をイライラさせたり、憤慨させたり、もしくは大金を使わ

せたりするか？ 

 



■自分（あなた）が「敵」に対してどんなふうに感じているかを伝える 

 

■だから成果が出ないのかあなたのせいじゃない、「○○のせいだ」と伝えるのです。 

 

「見込み客の見方になる」、これをやる理由は簡単です。 

 

「あの先生、うざいよな〜！」 

「あの先輩、口だけでムカつくよな〜！」 

「あの上司、全然仕事しないよな〜！」 

 

皮肉にも、人間は誰かの悪口を一緒に言う時が「1番仲良くなれる」ものです。 

見込み客が責任を押し付けている対象を、一緒に責めて、「あなたは悪くないよ」と言

ってあげることで、「この人は私のことを理解してくれているなあ」と思わせることがで

きる。 

 

つまり、「解決策である商品をあなたから買う理由ができる」のです。 

 

その次にやることは「見込み客にとって協力が必要な状況を作る」ことです。 

 

まずこの方程式を、頭の中に入れてください。 

 

「自己解不可能＋救済＝依存」 

※人は自分で解決不能になったときに、外部の新たな価値観を一番取り入れやすい

という習性があるからです。 

 

日々の生活を振り返ると当たり前の話で、分からないことが出てきたら、本やネットで

調べたり、 

人に聞いたりしますよね。そう、自己解決不能になったときは、第三者の力を借りたく

なるんですよ、人間っていうのは。 

 

更に自己解決不可能＋救済(僕が助けてあげる）が加わると、「依存」が発生します。 

自己解決不可能な状況に陥ったとき、自分に解決策を与えてくれるものに対して、人

は救いを求め依存するようになるんですよね。 

 

これは勉強でも、ビジネスでも、恋愛でも同じです。 

 



自分一人では志望校に合格できないとなれば、志望校に合格するための対策を教え

てくれる予備校に依存しますし、 

恋愛でも、どうしようもなく寂しい女の子がいたとして、寄り添ってくれる男性があらわ

れたら依存しますよね。 

 

宗教の勧誘も言ってしまえば、同じロジックなんですよね。 

 

宗教にハマる人間ってのは、何かしらの原因で精神を病んでいたりするものですが、 

自分ではどうしようもない悩みや問題を抱えていて、病んでいる人ほど、自分を救っ

てくれる依存先を見つけようとするものです。 

 

だから宗教の人は、そんな病んでいる人に、私たちの教えを信じれば救われますよと

救済の手を差し伸べる。 

 

そうするとその病んでいる人はその宗教を信仰し始めて、ずぶずぶとはまっていって

しまうっていうロジックですね。 

 

■テクニック：自己解決不可能に持ち込む方法 

解決策を持っている自分と同じ境地に辿り着くには、 

 

・やらなきゃいけない方法を大量に教える（理想的ではないもの） 

・自分 1人で解決策を見出そうとするならば、何百時間と時間がかかる 

・何をしなきゃいけないかという膨大なリストをめちゃくちゃ詳細に言う 

 

 

こんなことまでやらなきゃいけないなんて頭おかしくなるんじゃないか？ 

くらいまで詳細に言ってやるのです。 

 

例えばおりゅうがコンテンツの中で使っていた実際の文言を挙げると、 

以下の通りです。 

――― 

この需要創造力を習得するには通常長い年月が必要であるということ。 

需要を自由に創造するようになるには 

 

・DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング） 

・社会心理学 



・行動経済学 

・進化心理学 

・認知バイアス 

・神経科学 

・論理と論証 

・プロバカンダ 

・信念の構造 

…etc 

これらはほんの一例ですが、 

 

などなど、これだけでもアホほど学ばなければいけないことが多い、 

完璧にしようと思ったら、貴方自身だけでは一体いつまでかかってしまうか？ 

――― 

 

 

これを見込み客に伝える最大の目的は、コントラストすること。 

いわば対比することです。 

 

つまり自分の商品がいかに簡単で早い解決策であるか、 

自分以外の他の方法がどれだけ大変ものかと言うことを気づかせるのです。 

 

今は「労力」と「時間」を例に挙げましたが、例えば、 

「この研究結果に辿り着くには膨大な資金をかけてトライアンドエラーする必要にがあ

る」など、「あなたでは賄いきれないお金が必要だ」とあなたの提供する解決策に合わ

せて、臨機応変に対応してください。 

要は、あなたが自力で解決策に辿り着くには、 

現実的ではない「労力」「時間」「お金」が発生するよ、と言うことを伝えるのです。 

 

「私の解決策を選択することが、見込み客にとって、最も楽で早く大きな成果が望める

ものだ」ということに気づかせてあげましょう。 

 

 

 

✅ステップ９：解決策の提示 or 解決策に至るまでの新たな問題提示 

ステップ８までが無料コンテンツ作成における共通フォーミュラになります。 

 



ここから先は、あなた自身が提供する商品・サービスの内容によって異なってきます。 

 

以下の通り分岐すると想定されます。 

 

パターン①あなたの解決策を提示し、商品の販売まで繋げる。 

パターン②解決策に至る新たな問題定義をし、次の無料コンテンツに繋げる。 

 

あなたの商品を提供するまでに何を教育しなければいけないか、またそれを何本の

動画に分けて提供するかによって構成は変わりますが、例えば、 

 

無料コンテンツ１は権威性を付ける、結果やチャンスを伝える。 

無料コンテンツ２はケーススタディや具体的なことを伝える。 

無料コンテンツ３はベネフィットを伝え想像させる 

 

という形で 3本の動画に分けても良いでしょう。 

 

動画が何本に別れようとも、結局やることは僕がこのコンテンツの中で伝えた、 

ステップ１〜９のことであることに変わりはないです。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オリジナルベネフィット作成シート 

└以下ステップ通りに進め、ベネフィットを抽出して下さい。 

 

ステップ１：見込み客のことを理解すること 

１：インサイトは何か？ 

２：欲求の核心は何か？ 

３：思い込みは何か？ 

４：抱いている感情はどんなものか？ 

５：過去に検討した商品は何か？：聞くのが早い 

６：競合のベネフィット・約束は何か？：企画・コンテンツ・セールスレターのチェック 

 

ステップ２：商品の特徴を集めた全体目録を作ることから始める 

・特徴： 

・理由： 

・機能的ベネフィットは？： 

・多面的ベネフィットは？ 

・感情的ベネフィットは？ 

 

ステップ３： 

なぜその特徴は相手にとってベネフィットになるのか？： 

なぜ競合と違うのか？： 

なぜ、このベネフィットは信頼できるのか？： 

 

 

ステップ４：それぞれの特徴を機能的ベネフィットへ転換していく。 

→この商品はお客に「何を」「してくれるのか」：～できるようになる 

※大体動詞で始まる 

→それに対して見込み客が対価を支払いたくなるもの 

 

ステップ５：多面的ベネフィット：ベネフィットをできるだけ鮮明にする＝相手の頭の中

にベネフィットが思い浮かぶようイメージさせる。→経験や体験を描写する。 

 

 

 

 

 



ステップ６： 

多面的ベネフィットが見込み客にどんな感情を引き起こすか？を考える。 

・どのポジティブな感情を見込み客は感じることができるのか？ 

・どんなネガティブな感情を癒す手伝いができるのか？ 

 

ステップ７：ベネフィットに順位をつける 

└どのベネフィットが見込み客にとって大事なのか？ 

└最も優先度の高いベネフィットを抽出する。 

 

 

 

■お客のインサイト・欲求・感情・フラストレーションを確実に披露リサーチノウハウ 

→https://youtu.be/H3qTqvmx15M 

 

■意のままに自分の主張が正しいと思い込ませる悪用厳禁ノウハウ 

→常識を破壊する方法：https://youtu.be/nL5JFTc_4Gk 


