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90%の起業家が失敗する最大の理由
なぜ、90%の起業家は5年以内に失敗するのか?
なぜ、商品がよくても、技術があってもダメなのか?

ビジネスで成功するための、たったひとつの条件とは…

ハンバーガーにちなんだある話に、その答えがありました…

答えは…次のページをご覧ください。
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この話は、80%～90%の起業家が失敗する最大の理由です。なので、注意して読んでください・・・ 

この話は、ゲーリー・ハルバートという今は亡き、世界で最高のコピーライターと言われた男のセミナーでの話。セミナーでゲー
リーは参加者にこんな質問をした。

「もし、オレとあんたらがハンバーガー屋を始めたとする。 
それで、誰が一番売れるか競争したとする。 
そしたら、あんたは、その競争に勝つためにどんな”条件”が欲しい？」

答えはバラバラだった・・・ 

「隠し味に使う秘密のソースが欲しい」「最高のハンバーガーを作るために最高の牛肉が必要だ」などなど、中には「最高の場
所」と言った者もいた。 

ゲーリーはこう答えた。 

「OK。あんたたちにその条件を全部くれてやろう。全部の有利な条件をあんた達にやった所で、オレはたった1つだけ欲しいも
のがある。それさえあれば、オレはあんた達全員を打ち負かす事ができるぜ」 

「一体、何が欲しいんだ？」参加者は聞いた。 

「オレがたった1つだけ欲しいもの…それは…」彼は答えた・・・ 

「・・・腹を空かした群衆だよ！」
考えてみてください。参加者のほとんどは、商品をいかに素晴らしくするか？という所に意識がいっていました。これは、ほと
んどの社長、起業家が失敗する原因の最大のもの。自分の商品のことばかり考えていて、顧客や見込み客のことが見えてない。 

「知ってさえもらえれば、いい商品だから買ってもらえるんです」というような言葉を聞いたことがないでしょうか？これこそ、
商品中心思考の現れです。今の時代、”知ってもらう事”の方が”いい商品を作る事”よりもはるかに難しいのです。 

もちろん、参加者の中には”場所”と答える者もいましたが、それも自分のビジネスの事ばかり。いいビジネス、いい商品を作れ
ば、お客は自然と寄ってくる。これはとても危険な考え方なのです。 

この質問にあなたはどう答えましたか？ 

最高の起業家の習慣・・・
ビジネスにおいて、もっともお金を生み出す考えは、いい商品を作ろうとする考えではありません。常に「腹を空かした群衆」
を探し、その群衆に商品を届けることです。これをあなたの習慣的な考え方にすれば、あなたは最高の起業家になることができ
るでしょう。 

ビジネスで最高の成功の秘訣は・・・ 

「人が欲しがっているモノを探して、それを提供する」

ということです。自分が売りたい商品と、人が欲しがっている商品は必ずしも同じではありません。というか、たいていの場合、
違います。 

だから、売れない商品を自分の都合で一生懸命売ろうとするよりも、すでにお客さんが欲しがっているモノを見つけて、それを
届けることが第一歩なのです。 

お客さんが欲しがっているモノを見つけ、それを届ける... 
そんな「売る仕組み」を作ることができれば…
左のグラフのビジネスは、「売る仕組み」のないビジネスです。「売る仕組み」がないので、キャンペーンやプロモーションが
成功するかどうかや、どれだけ紹介や口コミがあるかどうかなどで、売上が大きく左右されます。売上が大きく上がる月もあれ
ばほとんど上がらない月もある、先が予測できない、不安定な経営状態です。 

一方・・・
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月曜日の朝、3つの数字をチェックしたら、 
自社の状態がわかり、数カ月先の売上も見える。
右のグラフのビジネスは「仕組み」が売上を上げます。そのため社長が会社にいようがいまいが関係なく、キャンペーンやプロモー
ションが成功するかどうか、紹介がもらえるかどうかなど、外部要因の影響をあまり受けずに売上が上がり、そして事業は右肩上
がりに成長していきます。それに、これは最も大事なことですが…仕組みがあると数カ月先の売上が予測できるようになるため、
精神的にも安定します。先手を打ったり、人材や教育、設備や資産などの投資も安心してできるようになるのです。

3つの数字を毎週チェックするだけのシンプルな仕組みを発見以来、 
着実に業績が伸び続けている…
それは、5年ほど前に発見した3つの数字をチェックするだけのシンプルな仕組みのおかげで、それ以降、社長や売上を上げてく
れる優秀な社員がいなくても勝手に商品が売れて、会社が成長するようになりました。なぜならこれは、スタッフでも、事業を成
長させて売上を伸ばすために何をすべきかがわかるからです。この仕組みを使って改善を繰り返してきた結果、右肩上がりで売上
は増え続け、創業から10年間で121億円を売り上げることができました。そして、今も伸び続けています。 

もしあなたが、この「3つの数字をチェックするだけの、シンプルなマーケティングの仕組み」を知りたいなら、いいニュースが
あります。それが次のページからの特別レポート「3つの数字で長期的にビジネスを安定させる、マーケティングの仕組みの作り
方」です。 

このレポートを読めば… 

• 自分が何をすべきか。どんな施策をやるべきか。何を学ぶべきか。確信を持てるようになります。どれから手を付けたらいいの
かわからない…そんな迷いやフラストレーションは消えてなくなります。

• 時間がいつも足りない…その原因と解決策がわかります。

• あなたの会社の「マーケティング設計図」の作り方がわかります。家を建てるときに設計図がないと始まらないように、マーケ
ティングの仕組みを作るためにも、まずは設計図がないと始まりません...。

• 着実に事業を成長させる方法がわかります。売上が予測できない、不安定なビジネスとはお別れしましょう！(将来の安心と
は、将来の業績が予測できるかどうかで決まりますよね)

• 社長・経営者を惑わす、大量の情報に振り回されることがなくなります。

• 頭がスッキリとクリアになり、やるべきことに集中できるようになります。「これをやれば儲かる。」「こんな戦略をやるべき
だ。」・・・などなど、情報が多すぎて混乱しますよね？でもこのレポートを読み終わった頃には、無数にある情報の中から、
自分が今やるべきこととやるべきでないことがハッキリとわかるようになります。情報に振り回されることなく、やるべきでな
いことを自信を持って捨てて、やるべきことに集中できるようになります。

• あなたが長期休暇に出ている間も、着実に売上を上げる方法がわかります。

• 少ない時間でより大きな成果が出せるようになります。このレポートでは、あなたのビジネスを3つに分解して考える方法を知
ることができます。それによりあなたは「どこに手を入れれば最も効率よく成果が出せるのか」がわかるようになります。

• スタッフでも事業を成長させるのに何をすべきかがわかるようになります！もしあなたに、右腕にしたい従業員がいるなら、こ
のレポートを一緒に読むことを強くオススメします。

など・・・です。このまま、次のページの特別レポート「3つの数字で長期的にビジネスを安定させる、マーケティングの仕組み
の作り方」をご覧ください。
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見込み客が信じられない
３つのもの

1. 売ってるあなたが信じられない

2. 売ってる物が信じられない

3. 自分に使いこなせるかどうか信じられない
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顧客の声 
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業界のエキスパート
からの推薦 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事実,調査結果,統計 
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保証 
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信用できるボーナス 

例えば3万円で販売している商品に、100
万円の特典をつけるのではない…　相手
が信じられるボーナスをつけましょう。 
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弱点/欠点を認める 

コンサル講座
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「嘘だ！」と思うかもしれませんが… 

これが"週末で1年分の売上" 
をあげる方法です… 
まだ日本では一般的ではありませんが、このメソッドはたった一人のマーケターに、
累計で少なくとも150億円以上の売上をもたらしました。さらに週末のイベントを
1回開催して、1億円の売上を記録しました。それもたった一人の個人事業主に…
です。あなたもこのメソッドを使えば、同じ結果とはいかないまでも、1/10、1/
100でもあげられるだけでも、インパクトは大きいはずです… 

✔週末のイベントを1回開催して、1億円を越す売上を記録
✔1つの商品を11年連続で1億円以上もの売上を記録。
✔累計で150億円もの売上を、このメソッドを使って記録しました。
この手紙では、そのメカニズム、活用法、日本で実践した成功事例を公開している
ので、今すぐ読み進めてください、、、

申込〆切は10月16日(月)まで！ 
From：西埜巧祐 

「え、嘘じゃない？」 

この方法を知った時、僕はこう思いました。だって、ありえないじゃないですか。週末で1年分の売上…って。僕もそう
思っていました。でも、これを使っている人の実績を知ってしまいました。そして、実際に海外視察で見ることもあり
ました。そして、、、、僕自身も、このメソッドを実践し、スゴさを体感してしまいました。この手紙では、その週末
で1年分の売上をあげたメカニズムや、僕がこのメソッドを実験して得られた成果について、話しています。 

「信じられない」という気持ちもわかります。色々な実績も紹介しますが、それでも信じられないかもしれません。そ
れでも構いません。でも、これを知らないことは、とても勿体無いと思います。なので、疑いながらでいいので、聞い
てください… 

＜実績＞ 
ケネディのクライアントに、あるコンサルタントをする個人事業主がいました。最初の頃は、好きでもないお客さんを
相手にしていて、苦労をしていました。実際、単価も安く、クライアントも少ない状態でした。ケネディの教えの元、
そのビジネスはだんだんと改善していきました。彼は、ある時、1つのイベントを企画しました。彼が専門とする業種が
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集まるイベントです。そこで、彼はセールスをしました。その結果、、、なんと１億円もの売上をあげてしまったので
す。たった一人の個人事業主が週末で１億円もの売上をあげてしまったのです。実は、このような実績は他にもあるん
です… 

他にも… 
・たった1つの商品を、このメソッドを使って1億円以上を売りました。それも11年連続で
・たった1回のイベントで3000万の売上 
・毎年行われるイベントで、安定して1億円以上の売上（それも２５年間も）
・34億円もの売上を当初の1/4の期間で達成 
・たった90分の少人数セミナーで2000万の売上（歯科医）
・最初の１ヶ月で50万個もの商品の販売に成功… 
・1億円から最大25億円もの利益をもたらしたプロモーションの設計を100本以上制作
・たった1回限りのプレゼンで2億円。 
・たった１回のイベントで6000万円 
・つい最近やったプロモーションでは、20日間で20億円の売上（1日あたり、１億円）
・過去48ヶ月で56億円もの売上（1ヶ月換算で1億1666万円）
・このメソッドは40年間も使われ続け、累計で”少なくとも”150億円以上の売上を記録 

「週末で1年分の売上」と言われて胡散臭いと思った私は、この実績を聞いて、もう少し調べる気持ちになりました。実
際、このメソッドを公開していたのがダン・ケネディということもあります。彼は世界中でたくさんの億万長者を、0か
ら生み出してきました（だからこそ、彼は21世紀のナポレオンヒル、億万長者メーカーと言われています）。僕は、ケ
ネディのメソッドを使って、多くのビジネスの売上がドカンと上がるのを見てきました。だからこそ、もう少し調べよ
うと思ったのです。 

というのも、中小企業庁の27年度の発表によると、日本にある企業313万社のうち80.5％は、年商1億円を超えていま
せん。でも、このメソッド１つで、週末という短い期間を使って、その売上を達成しています。達成できなかったとし
ても、それに近しい売上をあげてしまっているのです。じゃ、彼らはどうやって売っていたのか？ 

”週末で1年分の売上”をどうやって？ 
秘密はたった１つ、コレです… 

それは、彼らがセミナーや講演会で「超高額商品を売ったこ
と」です。これは、10万とか、20万とか、そういう商品では
ありません。50万、100万、200万というような超高額商品
です。超高額商品を売るとなれば、高い売上をあげるにしても
少ない人数で済みます。 

図を見てもらえれば、わかると思います。例えば、1人に1億
円の商品を売れば、売上は1億円です。10人に1000万の商品
を売れば、1億円。100人に100万の商品を売れば1億円…　
というように高額であればあるほど、売る人数は少なくて済
みます。 

それに「超高額商品」を買う人というのは、コミットメントが
高いです。あなたのことを信頼してくれているので、あなたのガイドやアドバイスをきちんと守ります。商品を大切に扱
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います。では、超高額商品を売ることは難しいか？　例えば、1万円の商品を売るのに対して、100万円の商品を売るこ
とが100倍難しいか？というとそうではありません。価格に対して、売る難易度というのは、比例しません。で
も、、、普通の売り方では、売れません。別の方法が必要です… 

超高額商品を売るには？ 
これはやってはいけない… 

まず、超高額商品を売るにあたり、適さない方法をお話しします。何か商品やサービスを売るとなれば、一般的にはビ
デオやセールスレターを使う、「インターネットのプロモーション」を考えると思います。でも、この方法では超高額
商品は、売りづらいです。というのも、超高額商品の場合、さっと買えるようなものではないからです。商品の売り手
が、どういう人か？誰が売っているか？も購買の検討材料になるのです。きっとあなたも、100万の商品を、ネットのEC
サイトでさっと買うことはしないですよね？それと同じです。 

超高額商品を売る”ベストな方法” 
そうなれば、一対一の対面販売が効果的か？となるでしょう。確かに、この方法で売ることはできます。でも、デメリッ
トがあります。それは、時間が限られるということです。1日に、あなたが会える人の数は限られます。週末で1年分の
売上なんて、到底あげられません。では、どうすればいいか？

それは一対多数のセミナーや講演会、イベントを開催することです。一対一ではなく、一体多数で売るということで
す。ここでお客さんとの関係性を作り、3日間という短い期間で顧客を教育し、高額商品を売る…　それが、週末で1年
分の売上を手に入れてしまう方法です。 

海外視察で現場を目撃… 
僕は去年から、海外視察をしています。そこで目にした光景は驚くものです。
海外では600人から最大3000人規模でやるサミットやカンファレンスがあ
ります。 

そこで、100万円を超える超高額商品が売られます。会場にいる人が興味津々
で話を聞き、手に入れたいとブースに並ぶのです。必死に相談をする人、僕
の隣に座っていた人も「申し込み用紙」を記入していました。驚くような光
景です。だって100万を超える商品を、その場で意思決定して申し込むわけ
ですから・・・. 

僕は思ったのです。 
「これは実験する価値がある」って… 

考えてみてください。超高額商品が、どんどん売れていくわけです。このメソッドには、普段の僕らが使う売り方には
ない、”何か”があるわけです。メソッドの使い方は、人それぞれです。僕は、この売り方を、【ザ・レスポンス】に取り
入れられないか？と考えたのです。だって、超高額商品を売ることができるなら、普通の商品だって売ることはできる
はずですから・・・。実験した結果はどうだったか？ 
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こんな結果が出ました… 

たった30分のトークで639万円。 
このメソッドを使って、セミナーを開きました（1Dayのセミナーを、２回開
催）。両日合わせて100人くらいが参加したセミナーです。そこで、私は彼の
言った通りの流れで、セールスをしました。たった30分のセールストークだっ
たのですが、売上が639万円になりました。信じられないことは、成約率です。
なんと両日の平均で38.49%です。これは、普段のセールスレターの成果に比
べると、91倍にもなります！ 

1時間半のウェブセミナーで925万 
準備にかかった時間はたったの4,5時間 
ダン・ケネディは、このメソッドを単にセミナーだけではなく、ウェブセミナーやビ
デオでも使えると言っていました。なので、私もそうしました。最近では、こういう
ビデオを活用することは、ますます必要になってきています。ここのセミナーを、ウェ
ブセミナーにして、ある限られたリストに見せたのです。その結果、ウェブセミナー
を見たリストからの売上が925万円です。先ほどのものと合計したら、1539万円の
売上になりました。 

ちなみに、制作にかかった時間は、４、５時間です（セミナーで使ったスライドを少
し編集して、吹き込みだけだったので…） 

ビデオで5720万の売上 
DMと合わせれば9050万の売上に！ 
私はそれ以来、何か商品を売るビデオを作る時も、このメソッドを使っています。こんな
成果が出たんですから、ケネディのメソッド以外使う必要あるか？とすら思っています。
その結果はどうなったか？もちろん、良い成果が出ました。 

メソッドを使ったビデオのプロモーションの売上は、5720万円を超えました。ちなみに、
その内容は結構よくできていて、DMにも使えました。結局、人間心理を活用したメソッ
ドなので、オンラインだろうが、オフラインだろうが、微調整するだけで使えたのです。
結果として、合計で9050万の売上になりました。

この成果には驚きました。なぜか？実際、このメソッドを実践するときは急いでいたので、講座の内容は３、４０％し
か実践できていないと思います。でも、これだけの成果が出ました。しかも、この時に売ったのは超高額商品ではあり
ません。きちんと集客をして、超高額商品を売れたら、、、なんて思うと後悔します。でも、このメソッドは試す価値
があることは、お分りいただけたと思います。 
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やったことはこの3つだけ  
それで、あんな成果を出せました 

あなたのビジネスなら、どうなるでしょう？ 
1.商品を用意する。
なるべく高額が理想です。本来は超高額商品を売るメソッドですが、ほぼ全ての商品で使えてしまいま
す。まず、実践するときは商品を用意しましょう 

2.シナリオを作る。
①で用意した商品を売るための”シナリオ”を作ります。1つの売れるシナリオがネットでもオフライン
でも使えます。効果的なシナリオ1つが、大きな売上をもたらします。

3.シナリオを使って売る。
お客さんに、そのシナリオで売りましょう。お客さんはどんどんあなたの話に釘付けになり、終わる
頃には”買いたい”という、お客さんの心理状態を作り出し、紹介しただけで買う人も出てくるでしょ
う… 

1つのシナリオで短期間で大きな売上を上げられた… 
あなただったら、、、どうなるでしょう？？ 

つまり、僕がやったことは商品を用意し、その売るシナリオを作り、それを使って売ったことです。ポイントとなるの
は、そのシナリオです。超高額商品を売るためのシナリオで、短期間で大きな売上をあげてしまったのです。そして、
ケネディ自身も、彼のクライアントもそうです。闇雲にただ売ったのではありません。商品を売るためのシナリオを作
り、売ったのです。

もちろん、そのシナリオを作るのには、習得に何年もかかるものではありません。考えてみてほしいのですが、あなた
がこのシナリオを作レたら、どうなるでしょう？ 

もしあなたが、社長、事業を持っているのなら…　あなたはこのシナリオを使って、週末を活用して大きな売上を出せ
るようになるかもしれません…　部下がいるなら、自分の部下に話させてもいいでしょう。もちろん、高い成果が出る
かは保証できませんが、あなたが前に立たずとも、ある程度の売上を出すことはできるでしょう…。もし仮に、商品が
たった1つでも、大きな売上を出すことができるでしょう。実際、僕が売ったのも1つの商品です（たった1つの商品で
毎年安定して、売上を1億円あげた事例もあるわけですし・・・） 

もしあなたが、セールスライター/コンサルタントなら…　クライアント獲得にも使うことができます。その獲得したク
ライアントさんにも、同じメソッドを使って売上をあげさせることも、できるかもしれません…　それが成功すれば、
あなたは他の専門家よりも差別化され、より高いフィーを請求することもできるかもしれません…

もちろん、保証できるものではありません。でも、これまで話した事例の数字は全て事実です。もしこの数字の半分、
1/10でも出すことができれば？最初は小さくても、改善をし続けることで、もっと大きな成果を出すことだって可能な
はず…。　もしあなたが、この売れるシナリオ作りをしたいと思うなら、、、オススメしたいものがあります。コレで
す… 
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これは、ダン・ケネディが累計150億円以上もの売上を叩き出した、セミナーや講演会、ウェブセミナーやビデオで使
う台本（シナリオ）を作るための講座です。これは『Dan only training（ダンが唯一自分で行うセミナー）』の限定セ
ミナーを収録したビデオ講座になっています。

このシナリオ習得講座の良いところは、使う基本形が１つしかないということです。例えば、セールスレターだと、た
くさんのスワイプファイルから、自分が使うものを１つ選んで書く必要があります。実は、この選定をする作業でつま
づくことも多いわけです。たくさんありすぎて、どれがいいかわからない…　あなたも、そういう経験をしたことはあ
りませんか？　 

でも、このセールスシナリオ習得講座では、１つの基本形をベースに作っていきます。１つの基本形をマスターすれば、
それをビデオで、ウェビナーで、セミナーで、レポートで、あらゆるところで使うことができます。この講座では、流れ
に沿って、「どんなことを話すか？」を解説していて、彼のいう通りに作っていけば、そのシナリオの大まかな部分が
完成してしまう講座なのです。（プログラムはメンバーサイトにて提供） 

ザ・レスポンスで学ぶことは、他とは違います ... 
もちろん、このテーマについて他にも色々なトレーニングやコースが世の中にはあります。でも、ザ・レスポンスが他
と決定的に違うのは、机上の空論を売ってるわけではなく、広告・マーケティングのメッカである米国から最新技術を
入れて、自分たちが使ってみて、結果を出し、良かったものを提供しています。このメソッドについてもそうです。私た
ちが実践して、成果が出たことはお話ししました。それ以外にも、年間10億円以上の広告費を使い、さまざまなテスト
実験を繰り返しているので、その辺の「情報を調べて横流ししてるだけ」の所や「自己流でうまく行ったこと教えます」
とは違います。 

つまり、レポーターやただの情報提供者じゃなく、実践者です。あなたは水泳を習う時に、泳ぎ方の理論や情報だけで
実際に泳いだことのない人、自己流で泳いで理論を知らない人、理論や情報をしっかり知って、かつ実際に泳いだ経験
が豊富な人と、だれから学びたいですか？もし、理論も実践もある人間から学びたいのなら、ザ・レスポンスはあなた
にピッタリです 

他講座と３つの違い 
1.基本形は1つだけ
覚えるべきは１つの基本形だけです。たくさんのスワイプファイルから1つを選ぶのではなく、1つの基本形を微調整し
て使うので、迷うこともありません。その1つの基本形は、セミナー、ウェビナー、ビデオ、レポート、どのフォーマッ
トでも変わらずに使えます。なのでシナリオを作るときも、言葉は悪いですが、楽に始めることができます。

2.論理と感情がベース
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単純に感情を煽るだけではなく、論理的な部分もケアした内容です。お客さんをスムーズに購入に導くことができます。
これの良いところは、きちんと納得して買ってくれるので、変な問い合わせや、返金の数が少なくて済むことです。も
ちろん、論理と感情がベースになっていると言うことは、普遍的な内容です。なので、1つのシナリオがビデオ、ウェビ
ナー、オフラインで使えることは言うまでもありません。

3.短期間で売上upが見込める
事例では、週末という短い間で大きな売上をあげていましたよね。このメソッドが他と違うのは、短期間での大きな売
上upが望めることです。もちろん、頼りすぎてはいけませんが、僕らがこの売り方を1つ持っておけば、どれだけ心強
いでしょうか？少し売上が困ったとき、あるいはもっと売上をあげたいとき、このメソッドを使って売上をあげること
だってできるでしょう 

講座の開発者 
プレゼンを通して累計150億円を売った 
世界Topスピーカー：ダン・ケネディ 

ダン・ケネディは、他の権威とは比べられない。DRMやセールスライティングの世界で43年と、
ダントツで長いキャリアを持っていながら、未だに現役。最前線で、topの成果を出し続ける。こ
のメソッドを通して、起業当初から今までで累計で150億円以上の売上を出している。このメソッ
ドはセミナーだけでなく、ビデオ、ウェブセミナー、テレビ通販にも使って成果を出している。事
例で紹介したのは、全てケネディの実績。テレビのCMでは、8年間連続で放映され、売上をあげ
続けたものもある… 

週末で1年分の売上 
＜講座のカリキュラム＞ 

Session#1 
最初の3分で、お客さんの注意を釘付けにする方法 
まずセッション１では、３分以内にお客さんの注意を釘付けにする方法を学びます。どんなに中身のコンテンツが素晴
らしくても、最初に注意を引けなければ、意味がありません。全てが無駄になります。ここが正しくできなければ、中
盤に寝てしまう人や、携帯をいじる人、最悪帰る人も出てきてしまうかもしれません。まず、このセッションでは注意
を引くため、話を聞いてもらうための要素を４つに分解して、わかりやすく解説します。それぞれの要素を、プレゼン
の3分以内に並べることで、お客さんはあなたの話に、釘付けになるでしょう…　 

Session#2 
ビッグアイディアの作り方＜実例付き＞ 
セッション２では、ビッグアイディアの作り方を学びます。このアイディアを聞いた時、無意識にあなたの商品に興味を
持ってしまい、記憶に残る…そんなアイディアの作り方を学びます。お客さんは、あなたの話をあとで思い出そうとし
ても、思い出せないです。それよりも印象的なアイディアが1つ残れば、商品に興味を持つようになります。このセッショ
ンが終わる頃には、あなたのアイディアを聞いただけで、お客さんの無意識の中にスッと入り込み、自然と商品に興味
を持ち、記憶に定着するアイディアを作れるようになるでしょう…

Session#3 
無意識に商品を買うことを正当化させる方法 
セッション３では、商品を買うことを無意識に正当化させる方法を学びます。プレゼンを聞いても「良い話聞いたな」
で終わってしまったら、商品は売れません。ほとんどの人は、この方法を知らないがために、「良い話」で終わってし
まい、商品を売れずに終わります。このセッションでは、お客さんが無意識に「商品を買いたい」と思ってもらう２つ
のポイントを学びます。このセッションが終わる頃には、あなたのプレゼンやトークを聞いてる多くの人が、商品を欲
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しいと、無意識で思うようになります。ここでは、商品を実際に売るトークスクリプトの実例をもって解説しているの
で、とてもわかりやすいです。このフレームワークを使って、お客さんに話をすれば、無意識に商品を欲しいと思うよ
うになるでしょう…　 

Session#4 
感情的な結びつきを作る心理トリガー 
セッション4では、感情的な結びつきを作る方法を学びます。全く初対面の相手から、何かを買おうとは思えないですよ
ね。でも、実際に売るときは、ほとんどの人が初対面…というケースが多いはずです。初対面でも、短い間で信頼され
る感情的な結びつきを作ることで、商品は売りやすくなります（ましてや、超高額商品を売るわけなので、信頼性は最
も重要なはずです）。このセッションが終わる頃には、あなたはお客さんと感情的な結びつきを作れるようになるでしょ
う。あなたのことを先生と思い、話を聞きたいと思ってもらえるようになります。この結びつきをきちんと作れば、あ
なたも超高額商品を売り、週末で大きな売上をあげられるでしょう…

Session#5 
商品が欲しくなるストーリーの作り方 
ここではストーリーの作り方を学びます。お客さんにプレゼンをするとき、私たちには2つの方法しかありません。そ
れは主張とストーリーです。主張というのは、「この商品は良いですよ」とダイレクトに言うことです。多くの人が”主
張”を使いますが、お客さんはすんなり受け入れてくれません。最も効果的な方法は何か？それはストーリーなのです。
このセッションが終わる頃には、あなたも商品を売るために使うストーリーを作れるようになるでしょう。そのストー
リーを聞いた人は、誰もがあなたの商品に興味を持ち、欲しくなるようになるでしょう…

Session#6 
＜公開＞最強のセールステクニック 
一見、信じられないものすら、売ってしまう最強のセールステクニックを公開します。実はこのテクニックによって、
少なく見積もって６兆円もの市場が生まれました。これを、あなたのセールスで使えば、それだけでも成約率が上がる
といっても言い過ぎにはならないでしょう。ここでは、ケネディが最強のセールステクニックを公開します。 

Session#7 
魅力的なプロミスを作り、強化する方法 
商品に興味を持ち始めた時に、あなたが提示するプロミスの作り方を学びます。多くの人は、商品が良くても、売れな
いと言う悩みを持っています。それは、お客さんに対して、効果的なプロミス（約束やベネフィット）を提示できてい
ないからです。なので、このセッションでは、そのプロミスの作り方を学びます。このセッションが終わる頃には、あ
なたの商品を買いたい！と言わせるプロミスを、たくさん作れるようになるでしょう・・・ 

Session#8 
セールスをスムーズに始めるブリッジの構築法
せっかくセミナーの流れが良くても、急にセールスになった途端に雰囲気を変えてしまうと、成約率が下がります。こ
こでは、セールスをスムーズに始める”ブリッジ”について学びます。このセッションが終わる頃には、お客さんが興味津々
で聞いている状態を、高い確率で維持して、セールスにスムーズに繋げられるようになります。重い雰囲気のまま、セー
ルスを始めることもなくなります。あなたも喋りやすく、商品を勧めやすくなるでしょう。 

Session#9 
失敗しないクロージング術 
最後のセッションでは、クロージングについて学びます。「クロージングが下手な人の子供は、貧乏だ」と言う名言が
あるように、クロージングができなければ、これまで作った全てが無駄になります。ここでは、効果的に商品やサービ
スに申し込んでもらうためのクロージングを学びます。このセッションが終わる頃には、興味を持ってもらったお客さ
んを逃さず、申し込みをしてもらえるようになるでしょう。本当は得られるはずの売上を、取り逃がしたりすることも
少なくなるでしょう・・・
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1つのシナリオが複数の媒体で活躍… 
セミナー、ビデオ、ウェビナー、オフライン…
あなたは、このシナリオを何に使いますか？？

日本の実践事例でもお伝えした通り、このシナリオは複数の媒体で使えます。元々はセミナーで売るために作られたも
のです。でも、このメソッドは人間心理や論理的な面も扱っているものなので、どの媒体でも使えます。今やビデオや
ウェビナー、それをもとにオフラインの媒体でも使えることがわかりました。

元々ダン・ケネディはテレビ通販の分野でも使っていました。アンソニーロビンズの商品を売るためのコマーシャルを
作っていました。彼が制作したTVショッピングの通販番組は8年間連続で毎日放映されたものもあります。”ただ”放映
するだけなので、一度作ったらずっと売上をあげてくれています。あなたは、このシナリオをどこで使いますか？どこ
で使うにしても、あなたにとって心強い武器になることは間違いないでしょう 

週末で1年分の売上… 
あなたはこのメソッドをどう使いますか？ 

ダン・ケネディはこのメソッドで、40年間も売上をあげ続けています。1億円以上の売上を11年間連続で、たった1つ
の商品であげています。累計では150億円もの売上に到達しました。彼のキャリア40年で換算すると、1年あたり3.75
億円もあげていることになります。毎年、それだけの売上を安定して出せたら、どれだけインパクトがあるか…。　彼
が作ったプロモーションの中には、8年連続で売上をあげ続けたものもあります。あなたのビジネスで、同じような売上
をあげ続けるプロモーションがあったら？

僕もこのメソッドを使いました。当時、プレゼンでの販売で良い成果を出したことはありません（「良い話でした」で
終わり、商品を買ってくれる人は少なかったです）。でも、講座の30%,40%しか理解していないのに、大きな売上をあ
げられました。 

このメソッドは、プレゼンだけではありません。これからトレンドにもなる、ビデオ、ウェビナーにも使えます（オフ
ラインにだって…）。週末という、とても短い間で、大きな売上をあげられるこのメソッドに、いくらの価値があるで
しょうか？

でも、こういう人のためのものではありません… 
楽して簡単な金儲けではない… 

このメソッドは確かに強力です。やり方次第で、週末という短い期間を通して、大きな売上をあげられる。人によって
は1年分に匹敵する売上をあげることもできてしまう。ただ楽して簡単に得られる金儲けではない。もしあなたが、金
儲け感覚で、楽して得ることを考えているのなら、このメソッドは知らない方がいいかもしれません…  

でも、もしあなたが真剣にスキルとして、ビジネスとして、このメソッドを取り入れたいと思っているなら、、、それ
もきちんと試行錯誤、テストをして、改善をすることを考えているのなら、、、このメソッドは、あなたにとって、と
ても心強い武器になってくれるはずです 
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＜ 2つの参加方法 ＞ 
①オンライン講座のみに参加
１つ目の参加方法は、ダン・ケネディのオンライン講座のみに参加する方法です。世界的権威が制作し、数多くの成功
事例を出している講座でですので、あなたもきっとご満足していただけるでしょう。カリキュラムもお話しした通りで
す。最初の出だしから、最後のクロージングまで、要所となるポイントを、ケネディの解説付きで学ぶことができます。
この講座は、アメリカで1597$で売られています。つまり、15万9700円（税抜）です。でも、今回は完成を記念した
特別キャンペーンでもあります。なので、あなたに特別なオファーを用意しました。なんと、たったの8万9800円（税
抜）で参加することができます。もちろん、分割支払いも対応しています。例えば24回払いを利用すれば、月々3,741
円（税抜）です*。これは飲み会1回にいくのと、ほぼ変わりません。たったそれだけの投資で、一生ものの知識を手に
入れることができます。また、これは完成記念なので、期間限定です。 

②セミナー+オンライン講座に参加
２つ目の参加方法は、セミナーとオンライン講座の同時受講です。オンライン講座は、①の参加方法で説明した通りで
す。同時受講できるセミナーは、オンライン講座をそのまま話すものではありません。セミナーでは、このセールスシ
ナリオ習得講座のカリキュラムをベースにしつつ、日本での実践事例…　ザ・レスポンスのケーススタディも交えながら
解説をします。ザ・レスポンスでは、数多くのビデオ、セミナー、ウェビナーを展開しています。そのケーススタディを
交えて解説するので、とてもわかりやすく学べます。実際に作るプロセスや、設計図（メールをどう出すか？等）も学
べるので、セミナーもかなり貴重な学びとなるはずです。

このセミナー＋オンライン講座の同時受講ですが、たったの16万9800円（税抜）で参加することができます。24回払
いを利用すれば、月々7,075円(税抜)と、飲み会の2回分にも満たない投資で参加できます*。セミナーの日付は2017年
11月18日(土)、11月19日(日）それぞれ10:00～18:00です（最長19時）。場所は東京都内で行います。 

*クレジットカード会社の分割支払いを利用する場合は、カード会社によって所定の手数料がかかります

セミナーとオンライン講座の違い
違いは日本の事例の豊富さにあります。セミナーでは、僕たち
の実践事例を交えてお話をします。僕らが使ったスライドや、
ビデオのスクリプト、セミナーでのやり方を解説して、わかり
やすくシナリオの作り方をお話しします。セミナーのアイディ
アやコンセプト決め、リサーチでどこを見ていたかなど、実践
した情報をもとにセミナーをします。

内容はもちろん、オンライン講座をベースにしていますが、日
本の実践している事例をより深く聞きたいなら、セミナーで参
加されることをお勧めします。当日は質疑応答や可能な限りの
時間でコーチングをしますので、活用法も見えやすくなるはず
です。 

講師は私、西埜です。【ザ・レスポンス】でかなり多くのプロモーションの設計に携わっている経験から、よりわかり
やすく活用法をお話しします。 
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30日間の返金保証… 
リスクなく、このメソッドを試せます 

真剣に学び、実践する…　そういう人のために、この講座には30日間の返金保証が付いています。なので、あなたにリ
スクはありません。30日の間、あなたは、このメソッドを試すことができるのです。もしあなたが万が一、この講座を
学習し、各セクションにある習熟度チェックやテストをやって、価値がないなと思ったのなら30日以内にカスタマーサ
ポートに連絡してください。すぐに返金させていただきます。
*セミナー参加する方も、購入日から30日以内の返金保証です。 返金された場合、セミナーの参加券がなくなることをご了承ください

ちょっと待ってください！特典も一緒にプレゼント… 

＜特典1＞ 

ダン・ケネディが90分で4,600万円の売上をあげたプレゼンのスワイプファイルをプレゼントします。彼が使った資料
も付いていて、それぞれの資料の手紙はどんな意図で作られたのか？それらをケネディ自身が解説したものです。彼が
自分のメソッドをどのように使って、プレゼンを作っているのか？その背景を知ることができます。あなたはこれを見
ながら、プレゼンの販売方法の理解を深めることもできます。また、スワイプファイルを見ながら、あなたのプレゼン
を活用することもできるでしょう。何より、たった90分で4,600万円の売上をあげた実例なので、使うにせよ、学ぶに
せよ、これほどためになるものはないはずです。（*メンバーサイトにて提供）

＜特典2＞ 

講座の全体のうち40%しか理解していないまま、試行錯誤しながら実践しました。そうしたら成約率が37％のセミナー
ができたことはお話ししましたよね。そのプレゼンテーションの内容を解説したケーススタディをプレゼントします。
社内秘の内容ですが、このプログラムの内容を理解して実践をするためには最高の特典だと思います。 
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スポーツと同じで、やることはわかっていても、実際にやってみるとでは、見え方が違います。より深い理解をするた
めにも、このケーススタディを活用してもらえれば、より早くケネディのプレゼンメソッドを理解し、実践し、売上を
あげることができるでしょう・・・（*メンバーサイトにて提供）

＜セミナー参加者限定特典3＞ 
【ザ・レスポンス】サミット参加券 
日本最高峰のDRMの3日間のイベントに招待! 

（19万9800円相当） 

19万9800円相当の【ザ・レスポンス】サミット参加券をプレゼン
トします。これは、日本最高峰のDRMのイベントです。当日は、意
識の高い人が多く集まり、人脈を作ることもできるでしょう。また、
イベントで話される内容は、日本の最前線でうまくいっている最新
事例なので、有意義な３日間になるはずです…
*これはセミナー参加者限定の特典です。2018年6月8日(金)～6月10日(日)にて、東京
で３日間開催されます。複数のゲストスピーカーが喋るので、楽しみにしていて下さい。
詳細の日時と会場は、購入者の方にメールで告知します

疑う気持ちもわかります。だって僕もそうでした… 
でも驚くような成果は出た。あなたは？ 

ここまで読んでも、あなたの疑う気持ちは拭えないかもしれません。でも、私も一緒でした。実際に商品を申し込むと
き、ずっと疑いの気持ちは拭えなかったのです。しかも、当時は講座の金額は20万払わないと申し込めませんでした。
申し込んだ後も「本当に大丈夫かな？」という気持ちがありました。私が初めて実践するセミナー前日まで、ずっと心
配をしていました。今だからこそ言えますが、セミナーで商品がきちんと売れた試しは、それまでなかったのです。 

そして、セミナー当日。。。私は驚きました。今まで売れなかった高額商品（超高額商品ではなく20万円台の商品）が、
驚くように売れたのです。30分のセールストークでですよ！成約率は38.1%。これには驚きました。そして次の日もや
りました。ほぼ同じスクリプトで成約率は38.89%です（しかもお客さんの満足度は5段階中4.38）。自分でやったこ
とが信じられませんでした。正直、これが超高額商品だったら、、、と思うと、残念な気持ちがします。その後、私が
ビデオやウェブセミナー、オフラインでも使ったことは、あなたもご存知の通りです。 

私自身、週末で1年分の売上をあげられたわけじゃありません。でも、このメソッドを通して、普通のセールスレターの
売り方じゃ得られない売上を得たこと。そして、これからも長期的に使える売り方を身につけられたことは事実です。
この話を聞いて、少しでもやる価値があると思ったのなら、あなたもチャレンジしてみませんか？やってみる価値は大
いにあると思います。あなたは、どちらを選びますか？ 

申込〆切は10月16日(月)まで！ 

FAX、インターネット、お電話の３種類の方法でお申込みできます。 
詳しいお申込み方法は、同封の「お申込み用紙」をご確認ください。
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一般の他の人には入手不可能なケネディの非売品の商品… • • • • •

それだけではなく、ダン・ケネディのすべての商品を 
85%以上の割引でお渡しする特別なグループへ 

あなたをご招待します。 

ご招待は２月２８日(火)までになっております。

From：山田光彦 

今日、あなたにお送りしたお知らせは、一般の人にはしていません。なぜなら、一般の他の人に
は入手不可能なダン・ケネディの非売品の商品を、すべて無料であなたにお渡しする、という特

• • • • •

別なお知らせだからです。もし、あなたが今日、「ダンケネディ・プラチナグループ」に入会す
れば、ケネディの非売品の商品をすべて無料でご提供します。プラチナグループは、たくさんの
起業家・社長の方々の中から厳選した方のみ参加できる特別なグループです。 

なぜ、ケネディの非売品の商品を、プラチナグループのメンバー限定で、すべて無料で公開する
のか？それは、僕たちはケネディから学び続けることにコミットしてくれたプラチナグループの
メンバーには、他の一般の方とは違う特別な扱いをしたいと思っているからです。一般の他の人
には提供しない、プラチナメンバー限定で提供するノウハウや情報を、もっと増やしていきたい
と思っています。なので、一般の他の人には入手不可能な非売品の商品を、プラチナグループメ
ンバー限定で無料でご提供したいと思います。 

でもこれは、プラチナグループメンバーの驚くような特典の数々の、ごく一部に過ぎません。そ
れだけではなく、ダン・ケネディのすべての商品を85%以上の割引でお渡しするという特別なグ
ループです。これは、僕たちにとっては、かなり思い切ったオファーです。

このグループの存在は一般の方にお知らせをしていません。なぜなら、すべてのお客様にダン・
ケネディのすべての商品を85％以上の割引でご提供することはできないからです。さらに、この
85%以上の割引を受けられるのは、特別なグループ「ダンケネディ・プラチナグループ」に入会
していただいた方のみだからです。 

このダンケネディ・プラチナグループは、たくさんの起業家・社長の方々の中から厳選した方の
み参加できる特別なグループです。そして、あなたを今から、、、 

「ダンケネディ・プラチナグループ」にご招待します… 

プラチナグループに入会されれば、その後、何年にも渡って【ザ・レスポンス】が提供するダン・
ケネディのすべての情報をあなたにご提供します。商品はもちろん、販売終了になっているもの
や、非公開にしてきた情報もあなたには公開します。このように、プラチナグループに入会され
た方には、、、 

ダンケネディ・プラチナ会員のみの 
８つの特別な権利をご用意しています…

あなたもすでにご存知だとは思いますが、ダン・ケネディは世界中の起業家を億万長者にしてき
たことから、億万長者メーカーとも呼ばれています。そして、その言葉とおり、僕たちダイレク
ト出版は、ダン・ケネディのノウハウを忠実に実践することで、大きな恩恵を受けてきました。
具体的には、創業から10年間、業績は右肩上がりに成長。2015年のダイレクト出版、グループ
全体の売上はおよそ年商50億円。去年と比べて38%upの成長することができました。 

もちろん、成果を出しているのは僕たちだけではありません。 

ダン・ケネディのノウハウのおかげで成果を出せたと言ってくれる方は、年商1000万弱のビジ
ネスを年商1億にした社長をはじめ、参加費350万円のセミナーに申込みが殺到する人気講師、
ビジネス書・起業本の著者、人気テレビ番組の取材を受けた社長、年間5000万円の報酬のコン
サルタント、弁護士や税理士といった各分野のスペシャリストなどなど、数え上げればキリがあ
りません。 

ダンケネディ・プラチナグループの目的はたったひとつ 
起業家・社長として売上を上げ、お金を稼ぐこと

こう言ってしまうと、品がないように感じる人もいるかもしれません。ですが、僕たちはそう思
いません。少し厳しい言い方にはなりますが、社長・起業家は稼げるようにならなければ、何も
できません。稼げるようにならなければ、ビジネスを続けることもできません。世の中に優れた
商品やサービスを提供して顧客に価値を提供しつづけることも、ビジネスを通じて社会に貢献す
ることもできないからです。 

アメリカでダン・ケネディの商品を販売しているGKIC。そのGKICも「中小企業の社長や起業家
が経済的に成功し、自立するために作られた」と宣言しています（原文：GKIC was created to 
help small business owners and entrepreneurs achieve financial success and 
independence.）。 

つまり、ダン・ケネディのノウハウや知恵は、売上を上げ、お金を稼ぐことに消極的な人たちの
ためのものではありません。それとは全く逆です。「儲け過ぎだ」と友人や業界のお偉いさんに
に批判されても前にすすんでいく。「感謝が大切」といった耳障りのいい「成功ノウハウ」では
満足できない。少し油断していたら、後ろから強くケツを蹴られ喝をいれてほしい。 

そんな社長・起業家のためにダン・ケネディのノウハウはあります。そして、そのノウハウを実
践し、売上を上げていく、本物の社長・起業家のためのグループ。それがダンケネディ・プラチ
ナグループです。

なぜ、あなたを招待したのか？ 

理由は単純です。あなたなら、これまでにお話してきたダンケネディ・プラチナグループの価値
観、世界観を共有できる、と僕たちが思ったからです。 

ですので、もし、今までお話した内容は”自分には合わない”という感じられたなら、申し訳あり
ませんが、この招待は無視して下さい。あなたにこの招待をお送りしたことが間違いだったとい
うことになります。 

ですが、もし、今までお話した内容に共感していただけるなら、あなたにはぜひ、ダンケネディ・
プラチナグループの一員になっていただきたい。そして、あなたなら、ダンケネディ・プラチナ
会員だけの特別な権利を活かして、よりビジネスを成長させていただきたい。そう思ったので、
この招待状をお送りしました。 

ダンケネディ・プラチナ会員の方には、破格のご提案をさせていただくのには理由があります。
ですが、その話をする前に、プラチナ会員の特別な権利が一体どんなものか説明させて下さい… 

ダンケネディ・プラチナ会員だけの 
８つの特別な権利…
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*すべてメンバーサイトでのご提供となります。

一般の人には入手不可能な、 
ケネディの販売終了した全5商品(60万8900円分)を

すべて無料で受け取れます。

プラチナ会員の特別な権利１

インフォマーケティングはとても価値があり、成長が見込め、儲かるビジネスの1つです。特に、
価値あるコンテンツを持っている人にとっては大きなチャンスがあります。既存のビジネスをイ
ンフォ化するだけで、ビジネスチャンスはおもいっきり広がります。

もし、あなたが、インフォ化したコンテンツを販売するという新しい収入源を作りたいと思うの
なら、、、あなたの価値あるコンテンツをインフォ化して、もっとビジネスを成長させていきた
いと考えているのなら、、、ダン・ケネディほど最適な先生はいないでしょう。なぜなら、アメ
リカでは「ダン・ケネディがインフォマーケティング業界を作った」という人もいるくらい、ケ
ネディは40年以上のキャリアの中で、インフォマーケティングを体系化し、彼自身やそのクライ
アントたちに、圧倒的な成果をもたらし続けてきたからです。そのケネディの知識やアイデアを
すぐにでも活かしたいと考えているなら、この特別なパッケージが、きっと役に立つでしょう。

このプログラムには「豊富なサンプル」と「人間心理を利用してセールスする方法がわかる」の
２つの大きなメリットがあります。優れたサンプルを見て、そこで使われている心理を理解でき
れば、後で、あなたのプロモーションにも同じように使う事ができます。このような「人間心理
を利用したセールス手法」を知ることであなたは、どんな言葉を使えば見込み客を動かすことが
できるのか？わかるようになります。そして実際、動かすことができます。 

33の各テーマにはそれぞれ「課題」と「セールスレターのサンプル」(英語版とその日本語訳)が
ついています。なのでビデオを見て課題をこなすだけで、あなたは見込み客を動かすために必要
な「人間心理を利用したセールス手法」を単期間で身につけることができます。

このセミナーはダン・ケネディが実際にセールスで使っている心理トリガーをマスターし、相手
の感情を刺激し、自然に購入へと誘導する強力なセールスメッセージを２日間で作り上げるため
のセミナーです（オンライン講座でのご提供になります）。 

人間の感情の種類はざっと数えただけでも50以上にわたります。しかし、ケネディはセールスや
マーケティングで中心となる感情はこのうちの「７つを覚えておけば十分」と言います。この７
つを「エモーショナル・ファクター」と呼びますが、実際、彼の強力なセールスレターはどれも、
この７つのエモーショナル・ファクターを中心に組み立てられています。 

この講座では、人を惹きつけ行動を起こさせるメッセージの中心となる７つの「エモーショナル・
ファクター」と、それを刺激するための心理トリガーを使ったセールスメッセージの作り方を身
につけることができます。

ビル・グレイザーはダン・ケネディのコンテンツを販売する世界最大の会社「グレイザー・ケネ
ディ・インサイダーサークル」の元代表であり、マーケティング、セールスライターでもあります。
彼のノウハウは３７業種５３００を超える小売業者の売上アップをサポート。彼に広告の執筆を
依頼すると、最低でも２５０万円の費用＋売上からのロイヤリティが必要になります。 

このプログラムは２０１０年に開催された参加費３０万円のセミナーで、ビル・グレイザーが講
演した内容を収録したものです。理想の顧客を引き寄せるコピーを書く８つの秘訣を使いビル・
グレイザー自身が書いたコピーの事例とその解説をしています。あなたも簡単にそのままパクっ
たり、参考にして書くことで、理想の顧客を引き寄せるコピーを書くことができるでしょう。

これはダン・ケネディのビジネスパートナーであり、小売店のオーナーでもあるビル・グレイザー
が作った、小売店が集客するための方法をまとめたものです。具体的には、３７種類のコピーと
アイディアを集めた「プロモーションとイベント37の戦略マニュアル」や、顧客であふれる繁盛
店を作るDMの秘訣や集客に成功したサンプルを公開した「ダイレクトメールの書き方」。その
他にも、「最高の利益を出すための31のマーケティングツール」「最高の利益を出すための34
の経営戦略」も公開しています。 

※現在は販売が終了しているので、ここでしか手に入りません。
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*すべてメンバーサイトでのご提供となります。

一般の人には入手不可能な、 
「NOB.Sマーケティングレター」(月額4980円)の 
創刊号から最新号までの全バックナンバーを 

すべて無料で受け取れます。

プラチナ会員の特別な権利２

これはダン・ケネディのたくさんの業界の事例、うまくいった広告コピー、アイディアなどが紹
介されているニュースレターです。率直に言ってしまうと、この中で紹介されている事例をパクっ
て使って下さい。もう反応の高い広告を作るのに苦労する必要はありません。うまく言ったもの
をパクって使えばいいんです。もちろん、道徳的にお願いします。（NOB.S.マーケティングレター
の購読者の森田さんは「アイディアの宝庫」と言っています。） 

毎月4,980円で販売している「NOB.S.マーケティングレター」のバックナンバーを、2009年7
月の創刊号から最新号までの全92巻、合計45万8160円分をすべて無料であなたに差し上げま
す。

*すべてメンバーサイトでのご提供となります。

一般の人には入手不可能な、 
「スパイ・ダンケネディ・コピー」(月額9250円)の 
創刊号から最新号までの全バックナンバーを 

すべて無料で受け取れます。

プラチナ会員の特別な権利３

ダン・ケネディは毎年、セールスライティングの副業で1億円～3億円の大金を稼ぐ、世界で最も
料金の高いセールスライターの1人です。「スパイ・ダンケネディ・コピー」は、そんな彼のセー
ルスライティング専門のニュースレターです。彼が書いているセールスライティングのプロジェ
クトを「横から覗き込める」このニュースレターでは、コピーのまだ下書きの段階から、どのよ
うにコピーが仕上がっていくのか、そのプロセスを見ることができます。またそれぞれのコピー
の中で使っている心理効果、戦略などに関する、ダン・ケネディ本人の解説がついています。 

海外でも日本でも、業界のトップコンサルタントたちが定期購読し、毎月9,250円で販売してい
る「スパイ・ダンケネディ・コピー」のバックナンバーを、2009年5月の創刊号から最新号まで
の全94巻、合計86万9500円分をすべて無料であなたに差し上げます。

*すべてメンバーサイトでのご提供となります。

一般には未公開のケネディの新商品を 
すべて無料で受け取れます。

プラチナ会員の特別な権利４

あなたもご存知の通り、ダン・ケネディは世界的なDRMの権威であり、世界トップクラスのセー
ルスライターでもあります。でも、実はもう１つ隠れた一面があります。それは、世界的な講演
家、スピーカーということです。でも、単に素晴らしいスピーカー・講演家ということではあり
ません。彼はスピーチ・セミナーなど、”一対多数”でセールスをするプロなのです。 

彼はこの”一対多数”でセールスするメソッドを、いろいろなメディアを通じて繰り返し使い、何
回も成果を上げているのです。ケネディは、このスキルだけで累計100億円以上の売上をあげて
います。それも講演をし始めてから39年間も続けてです。 

このプログラムでは、ダン・ケネディが39年間の起業家人生で講演・ウェブセミナーを通じて発
見した”爆発的に売り続けるプレゼンの秘密”を公開しています。

プラチナ 
会員 
限定公開
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*書籍以外の商品はすべてメンバーサイトでのご提供となります。

現在、一般販売または特典提供している 
すべてのダン・ケネディ関連商品 

全27商品(86万5600円分)を無料で受け取れます。

プラチナ会員の特別な権利５

このプログラムは、ケネディの「マインドコントロール・コピー」の戦略・戦術・武器の３つを
ひとつにまとめた”システム”です。マインドコントロール・コピーに必要な７つのトリガーと５
つの要素（戦略）、それを実際のセールスコピーに落とし込むための設計図の作り方（戦術）、
そしてマインドコントロール・コピーを実際に作り上げていく上で活用できるセールスコピーの
パーツごとのスワイプファイル（武器）の３つを手にいれることで、見込客の感情を揺さぶり行
動に突き動かすパワフルなセールスメッセージを作り上げることができます。

これは、お金に好かれ、自然とお金を引き寄せる起業家になるために、お金を引き寄せることを
邪魔しているお金に関する常識・思い込み・価値観を取り除いて、お金を稼ぐための正しい認識
に変えるためのプログラムです。もし、あなたが、お客さんに価格の話をするときに緊張してし
まったり、値下げを要求されていないのに安くしてしまったことがあるのなら、このプログラム
が、あなたがお金に対してもっている罪悪感を取り払ってくれて、あなたは自然とお金に好かれ、
お金の方からあなたに近づいてくる人になることができるでしょう。

ダンケネディの作ったマーケティングのレポートの中から「ベスト」なものを１６種類厳選して
まとめたものです。この内容を見たお客様からは「日本の書物では見た事がないような内容でし
た。私は一人で治療院をやっていて収入に限界を感じていましたが、これのおかげでまた違った
収入源を手に入れられそうです。（瀬川様）」「ノウハウの量といい質といい、今まで手にした
教材の中で文句なしに最高峰の物と言い切れます。（利光様）」「まだ半分ほどしか目を通して
いませんが間違いなくこれまで読んだマーケティングの本の3本の指に入ります！特に「経費を
2倍にすることなく売り上げを2倍にする方法」は目から鱗でした。。。ちょっとしたことを知っ
ているだけで経費をほとんどかけずに売り上げを2倍、3倍にできるのですね！（福永様）」な
ど、ケネディのマーケティングの秘訣が公開されています。

これはダン・ケネディが開催した参加費10000ドル（日本円：約100万円）の3日間のコピーラ
イティングセミナーから抽出した、あなたのコピーの成約率を高める即効性のある93種類のアイ
ディアです。あなたのコピーに読み手の注意を引き、読ませるための方法、ライティングテクニッ
クやクロージングはもちろん、コピーを書く前の準備にいたるまで、ダン・ケネディのコピーラ
イティングの秘密が明かされています。 

さらに、ダン・ケネディのコピーライティングの秘密をあなたに確実に身につけてもらえるよう
に、コピーライター：小川忠洋と寺本隆裕による解説オーディオ（CD）もお付けします。この解
説オーディオを聞いてもらうことで、ダン・ケネディの秘密をより簡単に引き出せるようになり、
あなたのコピーの成約率を高めてくれるでしょう。

これは、クライアントが1,000万円単位のお金を払ってダン・ケネディへ実際にセールスコピー
の依頼をしたプロジェクトの内側を見ることができるプログラム、スパイ・ダンケネディ・コピー
のベスト盤です。ダン・ケネディ自身が選んだものが5つ。【ザ・レスポンス】チームが選んだ
ものが5つ。厳選された合計10号分がまとめられています。これはダン・ケネディが進めている
プロジェクトのプロセス全体やコピーの裏側にある背景、心理効果、戦略を解説した99ページ
に及ぶアイディア集。そして、どうやってその広告を書いたのかがわかった上で使えるスワイプ
ファイルが352ページもあります。なので、マネすれば高い確率でヒットする広告、セールスレ
ターを短期間で作ることができるでしょう。
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これは、ダン・ケネディの参加費40万円の超高額セミナーをオーディオに収録したもの(日本語
版)です。このオーディオをiPodに入れて、通勤時間や部屋の片づけをしている隙間の時間に聞
くだけで、ケネディ流のコピーライティングをマスターできます。例えば、、、 

• 売れるコピーを書くトップコピーライターが持っているマインドセット 
• 読み手がわくわくするようなコピーを書く方法 
• 潜在意識を「コピーライティングモード」にシフトさせ、素早くコピーを書く方法 
• あなたのコピーを読まずにはいられなくさせる、強烈なオープニング5つの型 
• 長いコピーを確実に最後まで読ませるための、ちょっとしたトリック 
• ビッグ・アイディアを見つける方法（1つもないように思えるときでも） 
• どんな価格でも「お買い得」と思わせる、価格プレゼン法 
などなど・・・合計10時間7分のオーディオプログラムです。

これは、日本でダン・ケネディのマーケティングを使って集客に成功した事例集です。この事例
集では、店舗、コンサルタント・セールスライター、B2Bビジネスなど、いろいろな業種の集客
の成功事例を公開しています。 

ただ、集客の成功事例を紹介しているだけじゃありません。成功事例の現物はもちろん、いくら
投資して、いくらのリターンがあったか？という数字付きのレポートがついています。さらに、
成功した理由やポイントなどの解説もついています。

この書籍では、地域密着＆店舗ビジネスでダイレクトレスポンスマーケティングを使って、どの
よにして、顧客を集めるのか？という、ダン・ケネディのマーケティングをはじめる最初の一歩
になるノウハウを公開しています。また、ノウハウだけではなく集客に成功した事例も大量に公
開しています。どんな業種の成功事例を公開しているかというと、、、小売店、税理士、飲食店、
治療家、歯科医、営業職、住宅ローン販売、害虫駆除業者…などです。

ダン・ケネディとビル・グレイザーは、毎年1,000人の起業家が集まるカンファレンスを行なっ
ています。参加費は１人２５万円。にも関わらず、アメリカだけではなく外国から参加する人も
いるカンファレンスです。そして、このカンファレンスの中から、ビジネスでブレイクスルーを
起こす１２の方法について公開したセミナーが、この『マーケティング・ブレイクスルー』です。
他にも、すぐに使える２３のプロモーション・アイデアとハガキ、DM、チラシなどの広告のサ
ンプルもついてきます。

これはダン・ケネディが参加費40万円の高額セミナーで公開したトップクラスの起業家たちの「パ
フォーマンス」「行動のスピード」に関する８つの秘密をまとめたものです。あなたが勉強熱心
で、うまくいきそうなアイデアをたくさん持っていて、時間がなくてイライラしているなら、こ
のプログラムがそれを解決してくれます。合計2時間22分の公演を聞くことで「どうやって、そ
んなにたくさんのことができるんですか？」「いつ、そんなに仕事しているんですか？」「どこ
からそのパワーが湧いてくるんですか？」と驚かれるほど、短い時間で多くのことを達成できる
ようになるでしょう。

このビデオセミナーでは、人を引きつけるメッセージを作るもっとも重要な３つのポイント、セー
ルスレターからの売上を飛躍的にアップさせる秘訣、借金取りから学んだ小さいビジネスでも勝
つことができる方法など、ダン・ケネディが356の業種で使って成果が実証されている、すぐに
使えて効果が出る具体的な方法を公開しています（セミナー時間：約2時間）。
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この「１０のブレイクスルー」では、あなたのビジネスを飛躍的に成長させるための、小手先の
話ではない、ビジネスの根本的なやり方、考え方の話を聞く事ができます。例えば、、、 

• 市場の「ギャップ」を見つけて成功率の高い事業を作る方法 

• あなたのビジネスにマーケティング・システムはありますか？自信がないなら、このセッショ
ンである有名レストランが（おいしい料理も割引もなしで）新規客を獲得するシステムを見て、
ヒントにしてください… 

• なぜ、顧客獲得のための広告は最悪なのか？あなたの広告に本当に必要な事は？ 

• ファーストフード業界の成功事例から学ぶ、圧倒的な成果をだすために必要な事…（このよう
な根本的な事を無視して、小手先の手テクニックに走っていませんか？） 

• USPを作り出す魔法の質問（USPを作るのに高度な知識やコンサルタントは必要有りません。
この質問に答えるだけで、かなり出来のいいUSPができあがるでしょう…）などなど。

このレポートではダンケネディの「マーケティング成功のためのルール」が学べます。ダンケネ
ディはいくつかの「成功のためのルール」を持っています。プロモーションの企画を作るとき、
新しいビジネスを立ち上げるとき、商品を開発するとき、売上が欲しいとき、集客したいと
き、、、そんなときはこの「ルールブック」を横に置きながらプランを立ててみてください。失
敗を避け、成功率の高いマーケティング・プランを立てることが出来るでしょう。

「マーケティングを実行する時間がない！」「やることが多すぎる！時間が足りない！」あなた
がこんな風に感じているなら、まずこの億万長者のタイムマネジメントを聞いて下さい。 

この音声セミナーでは、社長・起業家がどうすれば、売上・利益につながる時間をもっと取るこ
とができるのか？働く時間を減らしながら、売上・利益を上げるにはどうすればいいのか？とい
うダン・ケネディ流のタイムマネジメントが語られています。 

ダン・ケネディは数えきれない程の『ゼロから億万長者になった社長』や『全然上手くいかない
社長』と接してきました。そして、たくさんの事を達成して次から次へとビジネスを展開するた
めに、利益を上げるために社長は自分の時間をどう使うべきか？をこの音声セミナーで語ってい
ます。ですので、これを聞けば、ダン・ケネディのマーケティンで売上を上げる時間を確保する
ことはもちろん「これをやれば、儲かることはわかっている。でも、時間がなくて行動できな
い・・・」といったイライラや悩みを解消することができるようになるでしょう。

このオーディオセミナーは、ダン・ケネディが顧客向けに行ったセミナーのハイライトです。 
• あなたは顧客が本当は望んでいないモノを一生懸命売っていませんか？このマクドナルドの話

を聞いて、確かめてください 
• あなたは自分の価値に見合った収益を受け取っていないのでは？高価格な商品（価格を上げる

時）を売る時に最も重要なこと（これで3000円の商品を売っていた人が70万円の商品を売る
ように変わりました） 

• マーケティングが失敗する理由トップ３（この１つで１０億円の利益をあげていた会社が次の
年には倒産寸前まで追い込まれました） 

• ほとんどの社長が聞きたくない、信じたくない、従業員の不都合な真実（でもあなたは悲惨な
事が起きる前にこれに向き合うべきです…） 

• ２つの最高の商品（この２つがあなたのビジネスを安定させ、高い利益を生みます） 
などなど…どれ１つとっても、あなたのビジネスの売上アップのヒントになると思いませんか？

このオーディオセミナーで話している内容は、ビジネスをしている人なら、誰もが知っておくべ
きことです。どうすれば売上が上がるのか？そして、集客できるのか？その答えはオーディオセ
ミナーの中で話されています。何をすれば、売上が上がるのか？その具体的な方法をお話してい
ます…

１年の暦を見ると、たくさんのイベントがありますよね？毎月なんらかのお祝いやイベントがあ
ります。ゴールデンウィークやお盆休みなどの長期休暇もそうです。でも、実は、イベントや休
暇は楽しむためのものでもありますが、ビジネスをやっているあなたにとっては、売上をあげる
大きなチャンスの日でもあるのです。また、イベントや祝日を利用して楽しいプロモーションを
やることは、お客さんとの関係性を深めてもくれます。でも、多くの人は、このチャンスを逃し
ています。 

では、どうすれば、このチャンスを利用して売上を上げることができるのか？そのために作った
のが、この「ホリディプロモーション」です。これは、季節のイベントや休日を利用して売上を
あげるプロモーションの事例集です。この「ホリディプロモーション」にある事例集を使えば、
イベントや休日を利用して、短期間かつ小さい労力で売上をポンっと上げることができます。
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広告を出したいけど、キャッシュフローがぎりぎりで広告費に回せるお金がない… 
とりあえず食べるのが精一杯で断りたい仕事でも無理をして取ってしまう… 
その結果、時間もお金もなく、マーケティングを実践したいけどできずにいる… 

もしあなたがそんな悪循環にいるのなら、この特別レポートはきっとあなたのお役に立てるでしょ
う。なぜなら、「インスタント・キャッシュフロー」では、たった３通のメールを送るだけで瞬
時にあなたの会社にキャッシュを呼び込むシステムを公開しているからです。 

これは、ダン・ケネディの弟子たちが実際に使って大きな成果を繰り返し生み出してきた効果実
証済みのシステムで、最短で３日間であなたの会社のキャッシュ・フローを急増させることも不
可能ではありません。しかも、このシステムの使い方は簡単です。収録されているテンプレート
をもとにメールを作成するだけなので、誰でも簡単にすぐに実践することができます。

「なぜ、君のほうが報酬が高いんだ？」 

こう言ったのは、ケネディのクライアントです。時給を比べたところ、クライアントの社長より
もケネディに支払っている時給の方が高かったのです。その理由について、ケネディはこう答え
ました。「その理由は簡単です。私は、この会社にいる誰よりもお客さんを集める事ができるか
らです。」これほどシンプルな答えはないでしょう。 

なぜ、彼が356の異なる業種で成果を出せるのか？なぜ、彼は世界中のグル（先生）から、グル
（先生）と呼ばれているのか？なぜ、彼は誰よりも億万長者を生み出すことができるのか？理由
はシンプルです。彼は誰よりもお客さんを集めることができるからです。この「非常識なマーケ
ティング戦略31」には、ケネディや彼のクライアントが実践して成果が出た集客や売上アップの
アイデア・戦略が31個収録されています。

これはケネディが「ここぞ」という時にこっそり使ってきた秘密のリストです。 

月末の支払いがあり、どうしても現金を作りたい時など、ここに載っている10の秘訣のどれか
を使えば、あなたはすぐに現金を得ることができるようになるでしょう。 

もちろん、一時的に売上を上げるだけでなく、この方法を使い続ければ、長期的に売上を安定さ
せることができるアイデアばかりです。

この年収1億円ポジション戦略は、ダン・ケネディが業界のエキスパートとしてのポジションを
築き、それを活かして収入を上げるにはどうすればいいのか？ということを７つのステップにま
とめたプログラムです。そして、これはダン・ケネディが、3日間のセミナーでごく限られた人
だけに公開したもので、セミナーに参加できた人たちの年収は全員1,000万円以上。年収2,500
万円以上の人たちの割合が68.8%、すでに年収1億円以上の人たちの割合が13.1%、という極め
て限られた人たちだけに公開された内容です。 

というのも、この方法はダン・ケネディが発見した今までのマーケティングとは、まったく別の
アプローチを使って収入を増やす方法です。この方法には大きな副作用を伴う危険があります。
それに、この方法を悪用すれば顧客からお金を搾り取ることもできてしまう非倫理的な内容が含
まれています。ですので、この危険な方法を使うなら、決して悪用しないと約束してください…

世界中で93億円以上も売れたダン・ケネディのベストセラー商品。実際に試してみて、うまくいっ
たセールスレターの成功事例を221集めたものが、このマグネティック・マーケティング・シス
テムです。この中には、小売店、BtoB、BtoC、専門家（士業・治療家など）、飲食店などの成
功事例が載っています。ですので、すぐに売上がほしいときに、この成功事例から１つ選んで、
それをマネして使うだけで売上を上げることができるでしょう。また、成功事例をより効果的に
使うためのレポートや音声セミナー（CD6枚分）もセットでおつけします。

レネゲイド・ミリオネア、つまり、理想の収入と自由なライフスタイルを同時に手に入れるため
の具体的な戦略やテクニック、思考法を身につけるダン・ケネディの起業家人生の集大成ともい
えるプログラムです。ダン・ケネディ自身の経験と理想の収入と自由なライフスタイルを同時に
実現した起業家100人以上を研究。その結果、発見した秘密を誰でも実践できる６つの戦略・ノ
ウハウとして体系化したものです。ですので、あなたが収入を伸ばすだけではなく、自由なライ
フスタイルを手に入れたいなら、このプログラムが役に立ってくれるでしょう。
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今後新しく販売するダン・ケネディ関連の 
新商品（数十万円～数百万円）を 
すべて無料*で受け取れます。

プラチナ会員の特別な権利６

もう買おうかどうか、悩む必要はありません。 

僕たちは、ダン・ケネディの商品を販売するライセンスを持つ、唯一の会社として、ダン・ケネ
ディの商品を開発してきました。そして、これからもどんどん新しい商品を開発していく予定で
す（実際、まだ日本語に翻訳していない商品が山のようにあります。しかも、増え続けていま
す）。これから【ザ・レスポンス】で開発するダン・ケネディの関連商品を一生無料で手に入れ
ることができます。おそらく、これだけでも、何十万、何百万円の商品を無料で手に入れること
ができるでしょう。

実際、今制作予定の商品として、「Consulting & Coaching Boot Camp（仮訳：ケネディ式コ
ンサルティング・メソッド」価格19万9700円（アメリカでの販売価格：$1997を1ドル100円
で計算）も今後追加されていく予定となっています。 

ただし、原価がかかる商品の場合のみ、その原価分の金額と送料だけ負担していただくことにな
ります。そうしなければ、プラチナ会員の入会費に、今後販売する予定のすべての商品原価と送
料をリスク分も含めて多めに見積もって上乗せせざるをえないからです。 

でもご存知の通り、私たちが扱っている商品はeブックなどデジタル商品なので、原価はほとん
どゼロです。もちろん、あなたが欲しくない商品の原価分を負担する必要ありません。こちらか
らカタログや商品一覧を送りますので、必要なものだけお知らせください。 

※会場を使って行われるセミナー・ワークショップ・コーチングプログラム、またダイレクトブッ
クで販売される書籍やオーディオブックは対象になりませんでご注意ください。

今後発行するダン・ケネディの 
「NOB.Sマーケティングレター」(月額4980円)を 

すべて無料で受け取れます。

プラチナ会員の特別な権利７

先程もいましたが、NOB.S.マーケティングレターはダン・ケネディのたくさんの業界の事例、
うまくいった広告コピー、アイディアなどが紹介されているニュースレターです。 

このニュースレターは、即実践できる具体的な事例を毎月、毎月、お届けします。ですので、あ
なたがアイデアに困ったり、何から手を付けたらいいのかわからない、といったときに、毎月あ
なたをリードしてくれるコーチ、売上アップのガイドとして使うことができます。 

毎月4,980円で販売しているこのニュースレターを僕たちが発行し続ける限り、無料ですべて受
け取ることができます。つまり、計算すると、、、

になります。そして「NOB.S.マーケティングレター」のバックナンバーもすべてあなたに提供
するので、あなたはこのニュースレターをすべて手に入れることができます。 

さらに、NOB.S.マーケティングレターと同時にお届けしている「ダン・ケネディ実践ニュースレ
ター」は、ケネディのメソッドや戦略を日本向けにわかりやすく伝え、ダン・ケネディやDRM
を日本で実践し成功した事例を紹介するために始めたニュースレターです。このニュースレター
も、僕たちがこのニュースレターを発行し続ける限り、無料ですべて受け取ることができます。 

＊現在、NOB.S.マーケティングレターを月額購読されている方は、次回分からの月額料金が不
要になります。年間購読されている方は、次回からの年間購読の更新料が不要になります。

今後発行するダン・ケネディの 
「スパイ・ダンケネディ・コピー」(月額9250円)を 

すべて無料で受け取れます。

プラチナ会員の特別な権利８

ダン・ケネディのセールスライティング・プロジェクトを横から覗き込める「スパイ・ダンケネ
ディ・コピー」。海外でも日本でも、業界のトップコンサルタントたちが定期購読し、今、セー
ルスライティングの上級プログラムとして招待制で販売している、毎月9,800円で販売している
このニュースレター。これを僕たちが発行し続ける限り、無料ですべて受け取ることができます。
つまり、計算すると、、、

になります。そして「スパイ・ダンケネディ・コピー」のバックナンバーもすべてあなたに提供
するので、あなたはこのニュースレターをすべて手に入れることができます。 

＊現在、スパイ・ダンケネディ・コピーを月額購読されている方は、次回分からの月額料金が不
要になります。年間購読されている方は、次回からの年間購読の更新料が不要になります。
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プラチナ会員の持つ特別な権利をまとめると、、、
インフォマーケティングレター・コンプリートパッケージ 199,800円 集客成功事例大全2016Vol.2 非売品

33コピーライティング・トレーニング 199,800円 小さな会社のためのマーケティング入門 3,800円

セールス心理学マスターコース（オンライン講座） 129,800円 マーケティングブレイクスルー 39,800円

キャッシュ・コピー・クリニック 29,700円 8ビックアイデア 14,800円

小売店集客講座 49,800円 ダン・ケネディ流　ダイレクトレスポンスマーケティングの秘訣 非売品

NOB.S.マーケティングレター（最新号まですべて） 458,160円 あなたのビジネスに革命をもたらす10のブレイクスルー 非売品

スパイ・ダンケネディ・コピー（最新号まですべて） 869,500円 ダン・ケネディのBig Lesson 非売品

ダン・ケネディの爆発的に売り続けるプレゼンテーションの秘密 189,700円 ダン・ケネディ流　億万長者のタイムマネジメント 非売品

エモーショナル・ライティング・システム 99,800 短期間で利益を一気に伸ばす マーケティング＆セールス戦略 非売品

ウェルス・アトラクション・セミナー 79,800円 あなたの収入を劇的に増やす６つの方法 非売品

ベスト・オブ・ダンケネディ 19,800円 ホリデープロモーション 非売品

コピーライティング93のアイデア 79,800円 インスタント・キャッシュフロー 非売品

ベスト・オブ・スパイ・ダンケネディ・コピー 69,000円 ダン・ケネディから学ぶ非常識なマーケティング戦略３１ 非売品

コピーライティング＆セールスマインドトレーニング 139,700円 ファストキャッシュ・チェックリスト 非売品

集客成功事例大全2014 非売品 年収１億円ポジション戦略 99,800円

集客成功事例大全2015Vol.1 非売品 マグネティック・マーケティング・システム 69,800円

集客成功事例大全2015Vol.2 非売品 レネゲイド・ミリオネア・システム 149,700円

集客成功事例大全2016Vol.1 非売品 Consulting & Coaching Boot Camp（仮） 199,700円

合計 319万1,560円　→　無料 
それだけでなく…

無料で受け取れる商品が319万1560円。さらに、NOB.S.マーケティングレターとスパイ・ダン
ケネディ・コピーを発行し続ける限り、無料でお渡しいたします。たとえば、このニュースレター
２通分の費用は１年分で17万760円、3年分なら51万2280円、5年分なら85万3800円なりま
す。ですので、プラチナ会員の価値は、、、

になります。さらに、今後追加されるダン・ケネディの新商品もすべて無料で受け取ることがで
きます。 

このダンケネディ・プラチナグループへの入会費用は入会手付金１万円(税抜)と48,800円(税抜)
の10回払いです。一括なら入会手付金１万円(税抜)と48万8000円(税抜)になります。プラチナ
会員の１年後の価値から考えても、85%以上の割引です。こんな破格のご提案をしているのは、
プラチナグループだけです。（＊クレジットカードの分割払いの場合、カード会社ごとに、所定
の分割手数料がかかります。なお、支払回数は10回払い以外の回数もお選びいただけます。） 

ただし、毎月、ニュースレターの印刷代と送料。それから事務管理コストをまかなうために、お
申し込みから４年目以降、1年ごとに9,800円(税抜)のメンテナンス料が発生します。ですがそれ
以外にお金はかかりません。更新のタイミングが来たら、詳細をお知らせしますので安心してく
ださい。また、返金保証はありません。 

こんな破格のご提案をする理由。 
それは、あなたに１つお願いがあるからです… 

こんな破格な提案をするのには、ワケがあります。

僕たちは、日本で唯一のダン・ケネディの商品を販売する会社として、もっともっと多くの人に
ダン・ケネディのことを知ってほしい。もっと多くの人にダン・ケネディのノウハウ・知恵を使っ
て、売上を上げ、ビジネスを成長させてほしいと思っています。 

あなたならきっとわかってくれると思いますが、売上が上がらないときの社長・起業家の苦しみ
はほんとうに辛いものです。実際、僕も自分でビジネスをやり始め、売上が上がらなかった時は
「本当に自分の力で売上を上げられるようになるんだろうか、、、」「いつまでこんな状態が続
くんだろうか、、、」「気軽にサラリーマンをやっていた方がよかったんじゃないか、、、」な
んて弱気になることもありました。 

僕は幸運なことに、その後、ダイレクト・レスポンス・マーケティングに出会い、売上を上げら
れるようになりました。広告がはじめてヒットして、はじめてお客さんを集客できたときに感じ
た、背筋がゾクゾクするような興奮と「こうやって売上を上げればいいのか」ということがわかっ
た安心感を、今でも覚えています。これと同じような経験をしている人が僕のまわりにはたくさ
んいます。もしかしたら、あなたもそんな経験をしているひとりかもしれません。 

そして、今、昔の僕たちと同じように売上を上げることができずに、苦しい思いをしている人が
たくさんいます。そんな社長・起業家にダン・ケネディのノウハウ・知恵を届けていくために、
あなたに協力してほしい、仲間になってほしいと思っています。

具体的には、ダン・ケネディのノウハウを実践した成功事例を、僕たちが毎月4万部ほど発行し
ている【ザ・レスポンス】マガジンに掲載させていただいたり、毎週配信しているポッドキャス
トなどでご紹介させていただきたいのです。もちろん、これは強制や義務ではありません。こち
らからご依頼させていただいた時に、お断りいただいても、まったく問題はありません。 

ですが、僕たちがダン・ケネディの情報を多くの社長・起業家に知ってもらい、実践してもらう
ためには、あなたにより成果を出してもらうことが必要なのです。あなたのようにすでにビジネ
スで成果を出している方、これから大きな成果を出される方を増やしたい。そんなあなたを最大
にサポートするために、これ以上ない破格な提案をさせていただいただくことにしました。 

ダンケネディ・プラチナ会員への特別枠での入会受付は 
２月２８日(火)までです。 

この破格の提案は僕たちにとっても、かなり思い切ったものです。そして、この招待状をあなた
にお送りするのは、年に１度になるかもしれませんし、もう一度、ご招待することがあっても、
同じご提案をさせていただけるかどうかわかりません。 

あなたからいいお返事をいただけることをお待ちしています。インターネット、FAX、お電話、
郵送でお申込みできます。詳しいお申込み方法は、同封の「お申込み用紙」をご確認ください。
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＜価格に関するオファー＞ 
- 買う量に応じた割引
- 100円オファー
- 半額オファー
- ～円割引オファー

＜無料に関するオファー＞ 
- 無料お試し
- 条件無しの無料
- 無料資料請求
- 無料レポート 
- 無料デモ 
- 送料無料

＜支払いに関するオファー＞ 
- 後払い
- 段階的な支払い
- 複数のクレジットカード支払い
- 銀行振込
- 代金引換
- 決済方法の対応を広げる（～円は銀行振
込。～円はクレジットカードなど）

＜保証に関するオファー＞ 
- 返金保証をつける。 
100%満足保証、品質保証。
- 返金保証＋ペナルティ
- ２倍、３倍返金保証
- 保証期間の延長
- 買い戻し保証
- アクションテイカー型返金保証
- 返金保証なし

＜販売を促進するオファー＞ 
- デラックスオファー
- 松竹梅
- Buy 2 Get 1 Free
- バンドル・セット販売
- コンテスト

＜期限,特別な理由オファー＞ 
- スタートメンバーオファー
- ベータ版/テストマーケティング
- 期限に応じた別の価格帯
- お客さんの行動に応じた別の価格帯
- 記念日/誕生日オファー
- 値上げ検討中、保留中
- 前売り/予約販売 
（まだできていない商品を売るオファー）
- 販売中止、最後の販売

＜限定性を使ったオファー＞ 
- リミテッドエディションオファー
- お客さんのステータスを活用するオファー
- メンバーシップに合わせた提案・価格帯
- はじめの100人は～円、 
次の100人は～～円。・・・

＜特売＞ 
- 季節的な売り出し
- ワケあり
- オークションセール

＜特典をつけるオファー＞ 
- 選択制無料ギフト 
- ボーナスあげまくり
- 秘密ギフト 
- くだらないボーナス 
（カレンダー、マグカップ、シール）

＜その他のオファー＞ 
- ライフタイムメンバーシップ
- フォーストコンティニュイティ
- アップセル 
- クロスセル 
- 紹介特典・割引

オファーチェックリスト52
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一晩でスコアを一気に削ぎ落としたいですか？ 

片足のゴルファーが発見した 
フックやスライスをなくして飛距離を50ヤード伸ばし
ほぼ一晩でスコアを10ポイント減らす驚くべき秘密！

生まれながらに備わったあなたの能力を「呼び覚まし」、 
ほぼ一晩でティーショットのパワーを200％アップ。 

夢でしかなかった飛距離を実現するだけでなく、ショットという 
ショットを時計のような正確さで狙った場所に打ち込む。
しかも、もしあなたが一般的なゴルファーなら、早速
次のラウンドではスコアをごっそりと削ぎ落とします！ 
そんなことは不可能だと思いますか？いいえ、可能です。 

もしあなたが世界中のプロゴルファーや 
話題の新進アマチュアゴルファーの証言を信じるのなら… 

親愛なる皆様 

もしあなたが、キャノン砲のような破壊的な速さでゴルフボールを打ちたいと思ったことがある
なら（ティーショットならサッカー競技場の半分の飛距離を更に追加して）、、、しかも匠の技
ような精密さですべてのショットを狙ったフェアウェイやグリーンのど真ん中に打ち込みたいと
思ったことがあるなら、、、これはあなたが今まで読んだどの手紙よりも重要なものになるでしょ
う。 

早速、本題に入りましょう。私の名前はドクター・マイケル・オレアリー。つい最近まで、いわ
ゆる「薪割りゴルファー」でした。それまでの私とゴルフの関係は、愛と憎しみの日々でした。
あるときはプロのようにショットを打ち、パーと仲よくじゃれ合うときもあれば、次の午後には
地獄を見ることになるのです。何を隠そう、ボールを落とした池の縁に立ちすくみ、ゴルフバッ
グを投げ込んでしまいたいという衝動にかられたり、絶対に新しいボールは使うものかと意地を
張ったりしたこともありました。 

まったく、やってられませんよね。12 年以上もずっとやってきて、いまだに一貫性のないプレー。
どんなゲームができるか運にまかせるしかない。でも、努力はしていたんです。「プロ」に練習
をつけてもらったりして、もう何千ドルも注ぎ込んだと思います。でも、そこまでやっても、「ひ
どいフックだな」とか、「アップスイングではこ～んな感じで体をひねって…」とか言われるだ
け。 
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そんなもんでしたね。 

幸運なことに、私は聞いてくれる相手なら 
誰かれ構わずぼやいている男でした 

それが理由で、ミルト・ウォレスに出会ったのです。そして、そこから私の人生が一変しました。
ミルトにアドバイスをもらってから、ものの数週間で、、、

✓ 発見した新しいパワーを使ったスイングで、いまだかつてないほどの、50ヤードも長い
ショットがコンスタントに打てるようになったのです！（180ヤードのコースでも８番アイア
ンを使ってショットが決まるんです。一緒にやってた人たちは、５番アイアンでも外してまし
たからね。そのときの彼らの表情を見せてあげたかったですよ）

✓ なんと、フェアウェイキープ率とパーオン率は110％向上したのです！（以前のスイングで
は、10打中４打の「成功率」でしたが、今では10打中８～９打の成功率です。プロでもなか
なか難しい確率です）

✓ それだけではありません。驚いたことには…

わずか４か月で、ハンディキャップが 
16からわずか７になったのです！ 

しかも、どんどん良くなってくるのです。「フェード」も完全に無くなり、リンクスコースでも
全く怖さを感じません。まるで魔法の力が働いているかのように、ショットを打つごとに良くなっ
ていったのです。 

とはいえ、魔法などではありません。ミルトから学んだものは、私自身の能力や努力とは一切関
係なく、ひとえに彼が何年もかけて開発した驚異の新しいスイングのおかげなのです。これを彼
は、「トリプル・コイル・スイング」と呼んでいますが、そのヒントとなったのは、15 年前にあ
る片足のゴルファーがティーアップし、最長のティーショットを打つのを目撃したことでした。
当時、すでにプロゴルファーだったミルトは、カリフォルニアのハーゲン・オークスにてコース
専属プロとして生計を立てていましたが、このことをきっかけに、彼自身のゴルフも変貌し、真
剣なゴルファーの専属インストラクターとしてのキャリアが一気に開花したのです。 

実は、ミルトは、その片足のゴルファーがティーアップしてショットを打つ姿を初めて見たとき、
そのゴルファーが気の毒になったそうです。しかし、いざ、二本足の仲間ですらできない優雅な
スイングで彼が320ヤードのショットをフェアウェイのど真ん中に打つのを見ると、そんな思い
は吹き飛んでしまいました！片足の男がボールと向き合い、バックスイングから見事に振り抜け
る姿を想像してみてください。最初は、てっきり転んでしまうものと思っていました。 

�2

186



ところが、彼が転ぶことはありませんでした。それどころか、全くバランスを崩すことすらあり
ませんでした。そこで、ミルトは即座に気づいたのです。 

この片足の男には普通のゴルファーにない強みがある！ 

それは、その男が片足でバランスを取らなければならないという現実にありました。後でミルト
がその原理を説明してくれますが、片足を使うことで、自然に張りつめた動きを「引き締め」、
爆発させ、スイングに「大きなパワーを与える」ことができるのです。しかも、完璧なバランス
を維持しながら、ボールを打った瞬間にどこにボールが落ちるかを予測できる――そんなショッ
トを繰り返し打つことができるわけです。

この片足のゴルファーのショットを見て、ミルトが開発したのが、極めて単純明快でありながら、
破壊的なパワーをもたらすトリプル・コイル・スイングなのです。これにより、誰でも、例外な
く、自分のショットを正確な機械のような武器に変えることができるのです。両足を使うことで、
そのパワーと正確さは劇的に向上し、ライバルに差をつけ、リンクスコースを完全制覇すること
が可能です。 

そんなシンプルなスイングの仕組みとは？ それは簡単です。なぜなら、このスイングでは、、、 

生まれながらに誰もが持っている能力を使って、 
的確なねじりを体に「与え」ながらの 
正確で「軌道に乗った」スイングで 
ボールが擦り切れるほどの 

強いショットを打つことができる！ 

いずれにせよ、なぜこういう話をあなたにしているかというと、これまで、この驚異のトリプル・
コイル・スイングを習得する唯一の方法は、ミルト・ウォレスに個人レッスンを受けるしかなかっ
たのです。しかも、費用は決して安くはありません。事実、ここ10 年ほどの彼のレッスンの受講
料は１時間に225ドル、しかも、最低６時間のレッスンを受けなければなりませんでした。つま
り、このスイングを教えてもらおうとすれば費用だけでも1,350 ドルもかかるわけです。それ
も、運よく予約が取れたらの話です。なぜなら、彼は、おそらく、、、

全国で最も人気のあるゴルフインストラクターなのです！ 

ですから、私がある提案を持ちかけなければ、彼はずっと、べらぼうな費用で個人レッスンを続
けていたはずです（最近の健康上の問題にも関わらず）。私の提案は、とてもシンプルなもので
した。彼の教えるトリプル・コイル・スイングをビデオに収め、それをお得な価格で提供するの
です。そうやって一年もすれば、多くの人たちがビデオを購入してくれますので、彼自身も個人
レッスンをする必要がなくなるのです。つまり、１か月に「キャデラック」が買えるほどの大金

�3

187



をもらってひと握りの金持ちゴルファーに教えるよりも、「小銭」程度の価格で多くの人たちに
ビデオを買ってもらうほうが、彼はより稼ぐことができるわけです。 

それで、彼自身も、まあいいだろうということになったのです。ただし、条件付きです。「テス
ト」的に何回か安い価格でやってみて、うまくいけば続けるが、そうでなければ、、、

ビデオテープの販売は打ち切りになり、 
再び、べらぼうな値段の個人レッスンへと逆戻り！ 

つまり、今、この手紙をお読みいただいている期間だけ、このオファーは有効なのです！しかも、
自宅で身に付けることができ、費用のリスクも一切ないという信じられないほどエキサイティン
グなオファーです。このプログラムは、サン・ディエゴのプロスタジオや地元の有名なゴルフコー
スのリンクスコースで撮影したビデオテープ２巻からなり、トリプル・コイル・スイングを最短で
マスターするために必要な情報がすべて網羅されています。ミルトの高額な個人レッスンをその
まま完全収録してあるのです。しかも、ビデオですから、しっかり身に付くまで、必要な箇所を
何度も巻き戻して確認できるのです。さらに、、、

プロゴルファーですらやってしまう、ダウンストロークのパワーを削いでしまうミスを防ぐ方法
――シンプルで簡単な「調整法」でパワーが 200％以上もアップします！（想像してみてくだ
さい。9番アイアンで300ヤードのショットを打ち、150ヤード外側からグリーンに乗せるとこ
ろを！） 

ショットを打つ度にスコアを改善しながら、限りなく最短で、この新しいスイングをマスター
する方法（これで、金持ちゴルファーたちが大枚はたいて習得している技のすべてをマスターす
ることができます！）

なぜ、「初心者」がこのスイングを使うことで、即、経験豊富なゴルファーに勝てるのか？例え
毎週プレーしなくても！（実際、「ベテラン」が教える内容を理解できないゴルファーの方が
スコアを上げるのが速く、思ってもみなかった夢のような飛距離を出すことができるのです）

ヒップの位置を５インチ変えるだけの「秘訣」で、ショットに大きなパワーをつける方法！
（この単純明快な秘密に気づいているプロゴルファーは、1000 人に１人もいないでしょう！）

パワーを奪う「旧式の」スイングの問題を回避する方法！そして同時に、何度でも再現可能な
正確でスゴイ「パンチ」と、かつてないほど快適で自然なスイングを保証します 

トリプル・コイル・スイングの最初と最後の６つのセグメント。これを知っておけば、上達をス
ポットごとにチェックし、スポーツにおけるこれまでの経験をはるかにしのぐ速さでスイング
をマスターすることができるでしょう！（しかも、迷いを一切断ち切り、完璧なスイングを毎
回繰り返すことができます！）

身体に「チャージする」秘密を使って最大限のパワーを引き出す方法！（これまでのスイング
はこのパワーを奪ってしまいますが、トリプル・コイル・スイングは２倍に増やします！） 
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なぜ、この新しい「遅らせる」スイングが、ゴルフ仲間にいぶかしがられながらも、常に彼らよ
り 40、50、60ヤード長い飛距離を出すことができるのか？（ズルをしているんじゃないかと
疑う仲間たちは、自分たちのボールで打ってみろと迫ってくるでしょう！） 

シンプルな「ダブルチェック」（言わば「指関節の見える化」ルール）を使って、どんな場面に
も即座に対応する方法！この方法を使えば、コンディションのいかんに関わらず、何度でも同じ
結果を手に入れることができるでしょう（例え、初めてのコースでも、雨の日でも、パーティー
のメンバーが咳やキャディバッグを落としてあなたの集中力を妨げようとしても！）

「フォロースルー」に隠された真実――そして、99％のゴルファーがボールを打ったとたんに、
完全に失敗してしまう理由がこれです 

自分のスイングの間違いを即座に診断する方法。これで、もう二度とあなたは連続ミスショッ
トをすることがなくなるでしょう！（これは、最もやりがちな間違いを完全リストアップし、プ
レー中にも自分の間違いを修正する安全確実なシステムです！）

１セントもかからない道具を使って、練習効果を10倍アップさせる自宅練習法！

”チョークダウン”の秘密を使って、すべてのクラブの使い方をマスターする方法ーー今までそれ
がどんなに苦手であったとしても関係ありません！ 

さらに、、、「上級コース」を特別に追加。これを見ることであなたは、、、ベテランゴル
ファーがどうやって長年の癖を修正して即座にこの新しいスイングを身につけ、信じられないほ
どのパワーと飛距離、そして正確さを身に付けることができるのか？何の訓練もしていない初心
者が、たった一夜にしてうなぎ登り的に上達していくのか？その秘密を知ることができます。

まだあります。このスイングのより詳しい情報が詰まった説明マニュアル付きですので、いつで
も簡単にすぐに自分のスイングをチェックできます。このマニュアルをリンクスコースに持って行っ
てください。あなたのゴルフを雲の上のレベルまで高めることができるほとんどの基本的な答え
をすべて網羅しています。 

果たして、そんなシンプルなスイングで本当にあなたのゴルフが変わるのか？ もちろん、変わり
ます！ 実際にこの新しいスイングを体験したゴルファーの声をご紹介しましょう。 

「このビデオを見て以来、ずっと50ヤードも飛距離が伸びています。平均すると90
％アップです。ショットに失敗することがあっても調子が落ちることはありません。
ずっと悩まされてきたスライスもすっかりなくなりました」 

エドワード・レイ（アルカディア）

「ミルトと知り合ったのは10 年前ですが、彼の教え方にはとても興味がありました。
パワーがあって正確なショットの打ち方を教えることにかけては、彼ほどの人物はい
ません」 
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ジョー・メリデオ（イタリア、ボローニャ、 
カステイツァソ・ゴルフ・クラブ チーフプロゴルファー）

「90代半ばくらいでこれを始めましたが、数週間でスコアを70まで落とすことがで
きました。パーム・スプリングスでは８番アイアンで200ヤードを打ちました。今で
は、なんと平均290ヤード！このスイングはスゴイ！」 

ディーン・メシアー（コンピュータアナリスト） 

「ミルトのシンプルな”ターン＆バーン”戦略で信じられないほど簡単に、長くストレー
トなショットを打てるようになりました。スコアを10打減らし、ハンディキャップも
20代半ばから15になりました」

フランキー・クロッカー（ＤＪ／タレント／アナウンサー）

「１回観ただけで、スイングの際の打撃的な揺れがなくなりました。今では平均290
ヤードと、以前のベストより70ヤードも長いショットを打っています。正確さも抜群
です。ありがとうございます！」

ジョン・トンプソン（カリフォルニア州ノーウォーク） 

「わずか15分間で、ミルトは私のスイングを変えてくれました。スライスもなくなり、
６番アイアンで185ヤード、５番アイアンで190ヤード。以前の自分ではとうてい考
えられません。しかも、極めてシンプル、何度でもできます」 

メル・クラーク（ロサンゼルス、銀行副社長）

「こんなに長いショットが打てるなんて信じられません！どんなに過酷なコースでも
簡単にプレーできます。この新しいスイング法は、これまでいろいろ試しましたが、
一番シンプルで、非常に快適、リラックスしてできます。素晴らしい」 

C. M. ナッサー（マンハッタン・ビーチ、生産エンジニア）

「以前はハンデ15でしたが、トリプル・コイル・スイングを使うようになってから４
か月後、なんとハンデ４になりました！しかも、スイングの再現率は何回やっても100
％、一夜にして必殺ゴルファーになってしまいました」 

ショーン・サンソン（サン・ガブリエル）

「なんと！正確さも３倍にアップ、だいたい10のうち９の割合でフェアウェイに打ち
込んでいます。１回観ただけで、即座にショットの範囲が広がりました。正直、この
発見は友人にも教えたくないです。コースでの私の秘密兵器ですからね」  

パトリシア・ロング（ロサンゼルス） 

「このスイング法に関しては、他のゴルファーが変わっていくのを見ても、そんなに
簡単にできるわけがないと思っていました。でも、とりあえずやってみようと思って
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試してみたら、即、すごい結果が現れたんです。自分のスイングが変わってきて、す
ごく上達していくのがわかりました」 

T. A. ボルカー（不動産業） 

「とにかくスゴイ。ショットが信じられないくらい正確になりましたし、スイングだっ
て何度も再現できる。明らかに、かつてないベストなゴルフ教材ですね」 

F. P. クオーモ Jr（オレゴン州アルバニー） 

「髪の毛が逆立つくらいスゴイです。５番アイアンで227ヤードも打てるとは思って
もみませんでした。ドライバーで329 ヤードです。このスイング法は絶対やってみる
べきです」 

クリス・アルヴァラード（アリゾナ州タクソン）

「シンプルで即マスターできて、何度も簡単に繰り返せる。スイングに最大限のパワー
をつける最も速い方法がこれです」 

テッド・ハリス（金融アドバイザー）

「今ではバッグの中に入っているどのクラブでも正確でパワフルなスイングができま
す。９番アイアンで 153ヤード、パーオン率は100％向上、スコアもわずか数週間で
90代半ばから80代始めにまで削減しました！」 

R. S. ナンコ（インディアナ州マンシー、 
カイロプラクティック医師・医学博士）

「６人ものプロについて何千ドルも払って週４回練習してきましたが、90をクリアす
ることもできませんでした。このスイング法を試してみると、即座に８打も減らすこ
とができたのです！150 ヤード外側からピンの10フィート以内に乗せることができ
ます。距離もついて正確さも備わり、もう別人になったみたいです」 

マイク・セイエー（カリフォルニア州ラグーナ・ヒルズ） 

あなたはこの人たちとは違うと思いますか？そんなことはありません。ここに紹介した人たち
は、プロやアマチュア、初心者、ゴルフ歴の長いベテランゴルファーなど、あなたと同じ情熱と能
力を持っている人たちばかりです。 

唯一の違いは、この新しいスイング法を信じて試してみたかどうかです。この中には何千ドルも
払って個人レッスンを受けた人もいますが、それでも価値ある投資だったと思っているのです。 

ですからあなたも、少しの間、疑うのをやめて、まずは試してみてください。今までよりも50ヤー
ドも長い夢のようなショットをご自分で実感してみてください。150ヤードのショットなんてチッ
プショットになってしまいます。即座にスコアも削ぎ落とされますから、仲間の方々も恐れをな
して、もういっしょにプレーしてくれないかもしれません。 

�7

191



さらに良いことには、他のゴルファーが払った数分の１の費用で、 
あなたは同じ内容のレッスンが受けることができます！ 

聞いてください。実は、この「秘密兵器」スイングをご紹介すると、私は世界中の多くのゴル
ファーたちの猛烈な怒りを買ってしまうことになるんです。彼らが１回のレッスンに払った大金
に比べればはした金のような費用で習得できるわけですから、無理もありません。

それだけならまだしも、これは長年の間ずっと秘密にされてきたテクニックなのです。このスイ
ングが急激に広まり、すぐに一般的になってしまうようなことはないでしょう。とは言え、彼ら
は膨大な時間とお金を注ぎ込んでゴルフをしてきたのですから、使うお金は1セントだってムダに
したくないわけです。たとえ、それが人生が変わるほどのシンプルなスイングであっても。それ
が、人間の性というものです。

でも、ここまで読んでいただいたのですから、あなたはもうすでに他のゴルファーとは違います。
ご依頼方法を説明しましょう。私の「ゴルフ用」事務所にすぐにご連絡ください（忘れないで下
さい。このオファーは今日にも終わってしまうかもしれません）。電話番号は、1-800-282-8316
（2-G 部門を呼び出してください）です。そして、電話に出たスタッフに、リスクゼロのトリプ
ル・コイル・スイングのビデオとお伝えください。価格はわずか69ドル。送料・ハンドリング料
が５ドル（合計 74 ドル）。クレジットカードも使えます。また、ご希望であれば、同封の簡単
な優先注文書に記入し、小切手や為替でお支払いただくこともできます。

ちなみに、この価格は、通常のミルトの個人レッスンの15 分間分にも満たない金額です。多くの
ゴルファーたちが10年以上もの間、個人レッスン費用として何千ドルも払ってきたのです。とこ
ろが、このビデオ（とマニュアル）には、本来個人レッスンで学ぶべきすべてが網羅されていま
すから、しゃれたカントリークラブのグリーン１個分の値段であなたはミルトのスイングをモノ
にすることができるわけです。 

つまり、あなたのような真剣なゴルファーにとって、これは千載一遇のチャンスなのです。しか
も、費用は一切ムダになりません。なぜなら、、、 

３か月間リスクなしの全額返金保証！ 

つまり、こういうことです。まず、ビデオをご注文いただき、あなたのものにしてください。そし
て、３か月たっぷりお試しいただき（私の場合、３か月で11打数削減！）、もし、ご満足いただ
けない場合は、理由のいかんに関わらず、ビデオとマニュアルを返品ください。どんな状態でも
かまいません。すぐに、私が責任を持って、代金を全額お返しいたします。こちらからの質問
も、面倒な手続きもありません。心配はご無用です。 
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なぜそんな太っ腹なことをするのかって？その理由は簡単です。これまでこの新しいスイング法
を試してみた方で、途中でこの方法を使わなくなった方は一人もいません。しかも、先ほどご紹
介した証言のように、多くの方が信じられないくらいの結果を出しているのです。 

ですから、あなたにもきっと効果があるという自信があるのです。想像してみてください、、、
コースに立ち、ニコニコ笑いながらボールがフェアウェイの奥深くに落ちるのを見守っている自
分。そして、仲間のベストショットよりもはるかに、サッカー場の半分くらい先まで飛ぶティー
ショット…最高ですよね？

それが現実になるのです。しかも、全額返金保証ですから、あなたが失うものは何もありませ
ん。私も博士号を取っていますから、自分の言葉には責任を持ちます。でも、ドクターである前
に、あなたのようにゴルファーですから、この素晴らしい新スイング法をぜひご紹介したいとい
う正直な気持からお勧めしています。だから、あなたには、「ぼったくられる」という心配は一
切していただきたくないのです。私自身も怪しげな専門家から怪しげな商品を「つかまされた」
ことがあります。人を信頼するのは難しいものです。だからこそ、全額返金保証をお付けしてい
るのです。 

さあ、今すぐお電話ください。あなたが失うものは何もありません。すぐにでもあなたは自分の
ゴルフに満足できることでしょう！ 

Dr.マイケル・オレアリー 

P.S.　この手紙を最後まで読む必要はありません。今すぐお電話ください。あなたには、この驚
異のビデオを試すリスクもなければ、試さない理由もありませんね。しかも、こんな熱いオファー
は１回限りです！あなたのゴルフを永遠に変えてしまうこのチャンスを逃がさないでください！
ご連絡先は、1-800-282-8316（フリーダイヤルですので１セントもかかりません）。 

�9

193



194



ダンケネディが  
コンサルする時、
必ずやるのが
”この12の戦術”です…
どれも速攻で売上があがりますが、実践するの
に時間はかかりません。その中の１つは一瞬で
できてしまうものだって…　リストの数は関係
ありません。例えば： 
＞戦術８は、たった1つで、成約率39.72%アッ
プ！売上が91.29%アップ(ほぼ２倍に)! 
＞戦術４は、1日で実践できますが、追加の売
上を320万、654万円、本来の売上をほぼ２倍
に！* 
＞戦術２は、たった1日の販売で200万円。3日
間の販売で310万円。3日間の販売で683万円を
記録！* 

42年間トップで活躍し続け、364業種で成果を出したトップコンサルタ
ントが、成果を出すために必ず使っている12の戦術…

たとえリストの数が少なくても、この戦術で効果的に収益化ができるで
しょう。このページで、その秘密を15日（日）まで公開しています
が…  
*それぞれダイレクト出版調べ
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{新}３０ページで１０億円  
マーケティングシナリオ作成講座 

・１ページなんと３,０００万円以上！
・一番 “売れなかった” ものでも２億円...

・１０年経っても毎年１億円…

150万円のセミナーで公開されたリッチ・シェフレン 
最大の秘密が、、ついに講座になりました… 

From：萩原　敬大（Strategic profits マーケティングマネージャー） 
「いやいや、ウソでしょ」 

きっとあなたは、そう思ったんじゃないでしょうか。 

僕も最初、この数字を見せられた時、そう思いました。でも、リッチ本人に電話で確認したとこ
ろ、、間違いなく、たった30ページのシナリオだけで10億円の売上が立っていたんです…… 

しかも、それ1つだけじゃなく、まったく同じ方法を使って、リッチはその後1年半の間に6本の
シナリオを書いているんですが、、一番”売れなかった”ものでも2億円の売上が立っていました。
一番売れたシナリオに至っては、それを書いてから10年後の今でも放ったらかしで毎年1億円以
上の売上が上がっているのです…

なので、「ウソでしょ」と思う気持ちはいったん脇に置いておいて、続きを読んでみてください。 
きっと後悔しないはずです。(＊Strategic Profits社 調べ) 

「マーケティングシナリオ」って何なの？  
100人未満の顧客リストが,たった2週間で2,000人超に… 
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この秘密の「マーケティングシナリオ」を知るまで、リッチは新規客のリストをほとんど持って
いませんでした。なぜなら、当時彼がやっている「ビジネス戦略のコーチ」なんて、誰も受けたい
と思ってなかったからです。 

こういう見込み客にとって本当に必要なものはなかなか売りにくいので、あなたも知っての通り、
ほとんどの売り手は、グーグルのアドワーズ広告で月100万稼ぐ方法とか、Facebookの裏ワザで
稼ぐ方法とか、、とにかく楽で、簡単に儲かる… 見込み客が欲しがる魔法のような教材ばっかり
売っていたのです… 

なんとかして彼はこの状況を変えようと、ある秘密を使って30ページのシナリオを書き、その効
果を試してみることにしました。定価30万円の高額コースを売っていたので、最初、20人くらい
クライアントが取れればいいかなーと思っていたんですが、、なんとたったの2時間で2,000人も
のクライアントが取れてしまったのです。

募集を始めてから、申し込みのメールが受信ボックスにバンバン入り続け、、２時間もしないう
ちに、彼のペイパル口座には1億円が入金されました。それから1ヵ月もしないうちに噂は業界中
に広まり、ただの無名のコーチだった彼は、インターネット・マーケティング業界の第一人者と
呼ばれるように。30ページのシナリオからの売上は2週間で3億5,000万円、最初の1年間で7億
4,000万円、その後10億円を超えました… 

じゃあ、なんでそんなに効果があるの？ 
ほとんどの人がやってるのは、 
マーケティングじゃなかった… 

では、なんでリッチだけ、誰も欲しいと思ってなかった商品を、こんなにたくさん売ることがで
きるんでしょうか？ 

その一番の理由が・・「マーケティング」をしているか、それとも「セールス」をしているか。の
違いです。残念ながら、大半の起業家は「マーケティング」と「セールス」の違いをはっきりとわ
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かっていません。自分では「マーケティング」をしているつもりでも、実は「セールス」しかでき
ていない人がほとんどなのです… 

ほとんどの人は、まず自分の商品を買ってくれそうな人を探し、そして、彼らに売り込みのセール
スレターを書いて送ります。これって、みんなごく当たり前にやっていることなんですが、、

実は、セールスレターを書くことはマーケティングではありません。 

マーケティングというのは、本来、それよりもはるかに前の段階で終わっているものなのです… 

経営学の父：P.ドラッカーは「マーケティングの目的はセールスを不要にすること」だと言ってい
ますが、、これはつまり、マーケティングが正しくできていれば、セールスレターを送るまでも
なく商品は売れていく。ということになります。そして、リッチがマーケティングシナリオの中で
やっているのは、まさにこれです。 

事実、彼はそれを読んだ多くの見込み客から、「正直あなたが売っているものは何かよくわから
ないけど、とにかくあなたから買いたいです！」と、言われることが多いと話しています。新商品
の公開直後に申し込みが殺到…2時間で1億円もの売上が上がる。なんてこともザラにあります。 

また、「マニフェスト」を読んで高額コースを買った2,000人のお客にアンケートを取ったところ、
9割近くの人が、21ページ目の「あなたの図」を読んだところで買うことを決めた。と言っていて、
そのほとんどの人が“セールスレターさえ読まずに買っていた”ということがわかりました。 
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きっとあなたにも、セールスレターを読むまでもなく商品を買ってしまった… 販売プロモーショ
ンのビデオを見ていたら、いつの間にか欲しくなって買ってしまった… そんな経験が一度はある
んじゃないでしょうか？ それこそ、正しいマーケティングができている状態なのです。

”間違った”マーケティングをしている人は…  
（あなたは「間違っていない」と断言できますか？） 

①めちゃくちゃ成約率の高いセールスレターが必要…
あなたはセールスレターだけで10%、20%という高い成約率を出せるでしょうか？ 何度も言いま
すが、セールスレターを書くことはマーケティングじゃありません。この間違いをしている人は、
今より売上を上げようと思ったら、とにかくその技術を磨いてレターの成約率を上げていくことに
なります。 

でも、きっとあなたもご存知の通り、0.5%でも成約率を上げようと思ったら、それだけでもかな
りの修行が必要になります。実際、セールスライターとして腕を磨くなら、4～5年で普通レベル。
10年続けてやっと一流と呼ばれる部類に入ります… 

そもそも、社長には他にもやるべき重要な仕事がありますから、そこにそんなに時間をかけてい
られないですよね。誰か優秀な人を雇うにしても、今の日本には一流といえるレベルの人はほぼい
ません。なので、セールスレターだけでどうにかしようと考えれば、かなりの努力が必要になる
でしょう… 

②本来取れるはずの90%のお客・売上を逃している…

マーケティングをうまくできている人が、新
規の見込み客を取るために、必死になって
追いかけたりするでしょうか？ いえ、そん
なことはしないですよね。 もはや「セール
ス」の段階で売り込むことができる見込み
客は、この市場のピラミッドで分かる通り
上位10%以下の人だけです。

ここで狙うことができるのは、元からその
商品に興味があるとか、たまたま知り合い
からの紹介とか、あなたのことを気に入っ
て昔から買ってくれている人など。限られた
ごく一部の人しか対象にすることができま
せん。 

なので、いつまでたっても顧客リストは少ないまま。本来、マーケティングをすれば取れるはずの
お客が取れないので、毎月毎月、新しい見込み客を見つけるのに苦労しています… 
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③とにかく比較、 比較の激しい競争…

マーケティングがうまくできていたら、買う直前になって競合と比較されるでしょうか？ いえ、
そんなことはありませんよね。 間違ったマーケティングをしている人は、常に激しい競争にさら
されています。 

なぜならこのピラミッドの上の方には、似たような商品を売っていて、あなたと同じようなこと
をしている競合がウヨウヨいるからです… たとえあなたのHPやセールスレターで商品を最初に見
たとしても、次の瞬間にはググられて、、「楽天市場」、「Amazon」、「価格.com」など、お
客さんは1円でも安く買えて、信頼できる大手の元へと去っていってしまいます。 

これは商品じゃなく、サービスを売っている場合でも同じです。同じようなサービスを売ってい
るところ、近所にあるところをググられて、相見積もりを取られては比較、比較…を繰り返され、
結局は値下げしないとなかなか売れない。利益も思うように残りません… 

その一方で、、、 

正しくマーケティングができている人は…  
競争なし、値下げ競争もなければ相見積もりもない！ 

①たとえしょぼいセールスレターでも高い成約率を出せる
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リッチはセールスライターじゃないので、特別すごいレターは書けません。でも、マーケティング
ができていれば見込み客はレターをほとんど読まずに買うので、ここではそんなの関係ないんで
す…

②狙える見込み客、売上は少なくとも10倍以上に...
効果的なマーケティングができれば、ピラミッドの一番下にいる人まで。競合がまったく手を出
せないような人までターゲットにできます。そうなれば、リッチがやったように、、あなたの顧
客リストは一気に10倍以上に。売上を10倍にすることだって夢じゃありません... 

③競争なし、値下げ競争もなければ相見積もりもない！
見込み客は、商品というより「あなた」から買うことを決めているので、ここでは値下げ競争も
なければ、相見積もりで比べられることもないでしょう。「あとは売るだけ」の状態なので、売
るのはとても簡単で、楽しくなります... 

さて、あなたの今の状態はどっちに当てはまりますか？もしあなたがこれまでやっていたのが
「セールス」だけだったとしたら、「マーケティング」によってあなたが本来取れるはずの90%
もの売上を逃しているのは、、とてももったいないと思いませんか？ 

じゃあ、どうすればいい？  
30ページで10億円「マーケティングシナリオ」の秘密... 
では、いったいどうすれば、効果的なマーケティングができるようになるのか？それまで欲しい
と思ってなかった人さえも、あなたの商品が欲しくなるような「マーケティングシナリオ」を作
ることができるのか？そのシナリオの作り方の全ステップ・秘密のテクニックを唯一公開してい
るのが、この、、30ページで10億円「マーケティングシナリオ作成講座」です。 
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何が学べる？  
参加費150万円・これまで30人にしか公開されなかったコース… 

この講座は、米国で150万円を支払い、守秘義務契約を結んだ30人の起業家だけに公開された2
日間のワークショップの内容を、日本向けにオンラインコースにしたものです。 

これは、単なるレポートの書き方や、セールスライティングのテクニック、文章の書き方などにつ
いてお話しするコースではありません。ここで伝授するのは、どんな媒体でも応用ができて、あな
たのもとに今まで想像もつかなかったような数の新規客を集め、売上を上げることを可能にして
くれる”マーケティングシナリオ”を作る方法です。 

30ページで10億円の「マニフェスト」。そして、その後にリリースして、それぞれ最低2億円以
上の売上を上げた6本のシナリオ。実践を通じて効果が実証された「マーケティングシナリオ」の
裏側にある秘密の法則・テクニックの全てを知り、あなたのビジネスでも応用できるようにした
のが、、このコースです。 

このコースは誰のためのもの？ 
社長・セールスライターどちらにも役立つ... 

社長・個人事業主が自分のビジネスで使うなら・・ 
ほんの数週間の仕事で、リッチのように3年、5年、7年と、ほぼ自動的に売上が安定して上がり
続ける… そんな「マーケティングシナリオ」をあなたのビジネスにも作れたら、、どうでしょう
か？ 

1回頑張って作っただけのシナリオが、昼夜を問わず、あなたのために働いてくれるとしたら、、
あとは売るだけという買う気満々の新規客を、あなたの前に定期的に連れてきてくれるとした
ら、、あなたのビジネスはめちゃくちゃ楽になると思いませんか？ 

そうなれば、、今まで本当にやりたくても、目先の売上をあげるために我慢するしかなかった”新
しい事業”に、何のためらいもなくチャレンジすることができるようになるでしょう。 

なんとか食っていくためだけの仕事ではなく、本当にやりたかったことを思う存分やって、1日が
始まるのが楽しみで仕方ない…と、毎朝ベットから飛び起きるような、心から充実した毎日を過
ごすことができるでしょう… 

フリーのセールスライターがクライアントに使うなら・・ 
あなたもご存知の通り、セールスライターの仕事は、ただセールスレターを書くことだけにとどま
りません。それでも何とか食ってはいけるでしょうが、単にセールスレターが書けるというだけは、
それほど高い報酬はもらえないままでしょう。 
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本当に高額の報酬がとれる一流のセールスライターというのは、「マーケティング」ができる人。
その商品を買いたいとは思っていなかった人の需要さえ掘り起こせるようなスキルを持った人です。

なので、フリーランスのセールスライターとしてやっていくことを決めたあなたにとって、この
「マーケティングシナリオ」を作るスキルというのは、まさに一生モノのスキルになるはず。 

もちろん。身につけるのは簡単じゃありませんが、日本でこのスキルを持っているセールスライター
はまだいないので、もし身につけることができたら、今後あなたは目先の仕事に困る…なんてこ
とはなくなるでしょう。 

それどころか、どんな案件が来ても大丈夫。そんな確かな自信と、食いっぱぐれることのない安
心感を得られます 

冒頭でも話した通り、リッチの作ったシナリオは30ページで10億円。それが10年経って
も毎年1億円の売上になっています… 実際、そこまではいかなかったとしても、話半分、
いや、リッチがやったものの1/10の結果でも得られたらどうでしょうか？ やってみる価
値はあると思いませんか？ 

本コースのアジェンダ 

セッション１：
見込み客の心を捉える、強力なメッセージに隠された3つの要素

まず初めにこのセッションでは、リッチのシナリオが、なぜこれほどまでに売れたのか？その秘
密を、参加者からのフィードバックを元に解き明かしていきます。ちなみにこのワークショップに
参加しているのは、シナリオを読んだことがきっかけで、1人あたり150万円を支払った”超優良
顧客”たちです。 

なぜ、彼らはそこまでの大金を支払うのか？なぜ、リッチのシナリオは他のものとは違い、つい
つい友人にシェアしたくなってしまうのか？ その裏側に隠された3つの要素について知ることが
できます。もしあなたが、すでに何かしらのメッセージを発信しているなら、、このセッション
で話している要素を意識して書き換えてみてください。それだけでも、見込み客の心をより強く捉
え、シェアされる、売上に繋がるメッセージを作ることができるでしょう。 

セッション２：
大ヒットを生むアイディアの見つけ方・伝え方の極意
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同じような商品を扱っていても、億単位の売上を上げるシナリオと、数百万、数千万で終わって
しまうシナリオの違いはなんでしょうか？それは、パワフルなアイディアがあるかどうか。そして
それが、もっともパワーのある形で表現されているかどうかが重要だ。そう、リッチは語ってい
ます。 

このセッションでは、彼のシナリオを大ヒットに導く原動力となった「チャンス追求型の起業家
と戦略型の起業家」というアイディアをどのように見つけたのか？その裏側を見ていくことで、リッ
チ流のアイディアの見つけ方、伝え方の極意を知ることができます。彼のクライアントは、たった
1つの強力なアイディアで300億円を超える売上をあげましたが、、1度ヒットするものが見つか
れば、それだけで1つのビジネスが立ち上がってしまうほどパワフルなものです…

セッション３：
見込み客の心の奥深くに入り込む
「人間心理の法則」15のテクニック
このセッションでは、過去に催眠療法センターを経営。人間心理について徹底的に研究をしてき
たリッチ独自の、人を動かすための心理テクニックを知ることができます。たいていの起業家が
大ヒットを生むマーケティングができないのは、見込み客の心に入り込む方法を知らず、表面的な”
浅い共感”しかできないからです...　 

その一方で、リッチのシナリオを読んだ見込み客は口々に「あなたが私の部屋にいて、後ろからずっ
と監視していたんじゃないかと思った…」こんな風に言いますが、それも全て、このセッション
でお話しするテクニックを使い、見込み客の心の奥深くまで入り込むことで可能になるのです。 

もしあなたもこの方法を知れば、今よりはるかに反応が高く、見込み客の心を揺さぶるメッセー
ジが作れるようになるでしょう 

セッション４：
成功の土台を築く：リサーチ4つのポイント
このセッションでは、あなたのマーケティングシナリオの土台となる”リサーチ”について学びます。
きっとあなたならその重要性はわかっていると思いますが、売れるシナリオを作れるかどうか。
この先何年も、あなたに新規客と売上をもたらしてくれるシナリオを作れるかどうかは、、ほと
んどこのプロセスにかかっています。 

ここでは、リッチがシナリオを作るときに必ず使っている「4つのリスト」のワークと、参加者と
のディスカッションを参考に、あなた自身の見込み客、マーケットについてより深く知ることがで
きるでしょう。 
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セッション５：コア・コンセプト：
競合がマネできない“独自のUSP”を創る
同じような商品なのに、ほとんどがわずかな売上しか上げられずに終わる中、なぜ、ほんの一握
りの商品は大ヒットするのか？ ... このセッションでは、リッチがマーケティングにおいて”最強の
武器”だと語っている「コア・コンセプト」について事例を見ながら学んでいきます。 

一見普通のように見える商品であっても、このメソッドに沿って考えていくことで、見込み客の目
には、競合が提供している商品とは全く違うものに映るようになり、大ヒットを呼ぶような強力
な商品・アイディアへと変化させることができるでしょう。 

セッション６：
強烈な“アハ体験”を与える「根本原因解析メソッド」
リッチのシナリオが大ヒットした理由の1つに、「チャンス追求型の起業家と戦略型の起業家」と
いう優れたコンセプトで、多くの見込み客がうまくいかない”根本的な原因”を示したことがあげら
れます。では、あなたのビジネスでも、見込み客の失敗の根本的な原因を明らかにするにはどう
すればいいのでしょうか？どうしたら、それを多くの人の心に響くような形で伝えることができ
るのでしょうか？

このセッションでは、彼が独自に使っている「根本原因解析メソッド」のステップを通して、あ
なたのビジネスでもそれを探すことができるようになっています。これをうまく見つけることが
できれば、、「競合の提供しているものは”ただの応急処置”に過ぎず、あなたこそ本物」そんな強
い印象を見込み客に感じてもらうことができるでしょう。 

セッション７：
意外性を生む「逆説の主張」の作り方 6step
”情報過多”と言われる時代、ネット上には似たようなメッセージが溢れていて、注目を集めるのが
すごく難しくなっています。そんな中、リッチはすべてのシナリオに「逆説の主張」と呼ばれる”
市場の逆をいくようなコンセプト”を含んで成功しています。  

ここでは、彼が実際にやっている主張の作り方を、6つのシンプルなstepで教えてくれます。これ
を実践することで、ありきたりではない、一味違ったコンテンツ・メッセージを作ることができ
るようになり、あなたのメッセージのインパクトを格段に強くすることができます。 

セッション８：
戦略的に見込み客を巻き込むストーリーの使い方
人は、生まれながらにして、ストーリーを求める生き物です。小さい頃に絵本を読んだ経験から始
まり、今では、小説やドラマ、映画など、様々なストーリーをお金を払ってでも見ようとします
よね。そのため、ストーリーはマーケティングにおいてもあなたが見込み客に対して説明したり、
説得するよりも常に効果的です。 
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じゃあ、ただストーリーを語ればお客を行動させられるのか？ というと、、もちろんそんなこと
はありません。ストーリーを語っても、全くお客を惹きつけないことだってあります。そこには”
ちょっとしたコツ”があるんです…このセッションでは、リッチのシナリオでの実践事例と、効果
的なストーリーを作るための複数のワークを通して、あなたも見込み客を戦略的に巻き込み、行
動へと駆り立てるストーリーが作れるようになるでしょう。 

セッション９：
口コミを自然発生させる「6つの原則」
「毎日毎日、Facebook、ブログを頑張って更新しているけど、全然いいねも付かないし、シェア
されないのはなんでだろう...」もしあなたがそんな悩みを持っているなら、このセッションを見て
ください。ここでは、広告費をかけずにシナリオを広めまくったリッチが得意とする”「口コミ」
を自然発生させる原則”を知ることができます。 

一方、リッチは7つのシナリオ全てを口コミで広め、ある商品のプロモーションでは6万人もの見
込み客のリストを口コミ・紹介だけで集めました。そこから発見した6つの原則が、、コレです。
口コミ・シェアがモノをいうSNS時代必須のスキルをあなたもここで身につけて、もっとラクに、
楽しく集客しましょう。 

セッション１０：
説得力のあるアウトラインを作る
なぜ、リッチのシナリオは大ヒットするのに、巷に溢れる無料レポート・無料コンテンツはほと
んど売上にさえ繋がらないのか？その1つの要素が、しっかりとした「アウトライン」があるか、
ないかです。この確固たる骨組みが、あなたのメッセージに強い説得力を生み出し、それを読ん
だ「見込み客に欲しい！」という気持ちを起こさせるのです。 

ここでは、リッチのシナリオの事例をベースに、どうやったら説得力のあるアウトラインが作れ
るか？を知ることができます。アウトラインなので、もちろんレポートだけでなく、ビデオ、メー
ル、ブログ記事など、あらゆるフォーマットにも応用して使うことができるでしょう。

セッション１１：
文章が苦手でも素早くシナリオが書ける・・  
「リッチ流：ライティングアプローチ」
リッチはもともと、大学の教授から文法の本を手渡されるほど、文章が苦手でした。それに、セー
ルスライターではないのでセールスレターを書くのが得意というわけではありません。

しかし、このマーケティングシナリオに至っては、1週間や2週間程度で書き上げたものがいくつ
かあるほど、とてもスピーディに仕上げることができています。そこには、彼がトップのセールス
ライターから学んだいくつかのプロセスや、マインドセットがあったのですが・・・これを知るこ
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とで、あなたもライティングのスピードを上げ、大ヒットを呼ぶシナリオを素早く仕上げることが
可能になるでしょう… 

セッション１２：
市場へのリリース：初速をつけて、一気に広げる
このステップまで来た時には、あなたの手元には、あなたのビジネスのマーケティングシナリオ
が1つ完成していることでしょう。でも、もちろんそこがゴールではありません。これからそれを
市場へとリリースし、広げていく必要があります。 

このセッションでは、リッチが7つのシナリオを大きく広めたケーススタディを通して、リリース
時に初速をつけ、一気に広めていくためのいくつかの手法を知ることができます。 

3つの違い 
（セールスレターじゃこれはできない…）

①”シナリオ”の力だけで23億売った独自メソッド
このコースでは、実際にリッチが使って累計23億円以上を生み出した、合計7本・480ページ超の
マーケティングシナリオを提供し、1つ1つ丁寧に解説していきます。世の中には”マーケティング”
の名がつくものはたくさんありますが、その実態はほとんどが「セールス」を教えているニセモノ
ばかりです。 

マーケティングシナリオの力だけで23億円以上も売り上げた起業家は、後にも先にもリッチだけ。
このような”本物のマーケティング”を教えているメソッドは、他にはほとんどないと断言できます 

②質の良い顧客リストが大量に獲れる
シナリオを使って効果的なマーケティングができるようになれば、あなたは自分の市場のピラミッ
ドの一番下にいる人まで、もれなくターゲットにすることができます。そうなれば、あなたの顧
客リストは一気に10倍以上…なんてことも夢じゃありません。

それだけじゃなく、、なんといってもこの方法が優れているのは、単に数を集めるだけではない
ということ。シナリオを読んだ見込み客は、あなた自身の考え方に深く共感しているので、その
後も商品を買い続けてくれ、ファンになってくれる確率がとても高くなります 

③シェア・口コミでの拡散が狙える

あなたはSNSで、友達に「セールスレター」をシェアできるでしょうか？ 単なる売り込みをシェ
アするなんてまずありえないですし、そんなことしたら確実に嫌がられて、あなたの評判は下がる
だけでしょう。
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その一方で、、シナリオには売り込みの要素がないので、たとえSNSに出しても、内容が良けれ
ば見込み客に喜ばれ、自然とシェアされていきます。それどころか、読んだ人からのあなたへの
評判、権威性は自然に上がっていくでしょう。 

出せば出すほど”評判が上がる”なんて、、そんなの売り込みのセールスレターじゃ絶対にありえな
い 

他の人が150万円も払って受講したコース・・
でも、あなたはそんなに払う必要ありません 

このメソッドは、リッチに累計23億円以上の売上をもたらし、10年経った今でも毎年1億円以上
の売上が上がり続けている”マーケティングシナリオ”の作り方を公開した唯一のコースです。世界
中からこのワークショップに参加した30人の起業家たちは、参加費として150万円もの大金を支
払っています。 

実際、うちの代表の小川もその1人で、「作ってから7年間、しかも毎年1億円も売上が上がり続
けるなんて、、めっちゃええやん！ そんなの俺も作りたい。」と、このワークショップを受ける
ためだけにアメリカに出かけていきました。飛行機のチケット、ホテル代、食費を合わせたらトー
タルで200万円はかかっています… 

でも今回は、それを日本向けにオンライン版にして受講できるようにしたので、もしあなたが参
加するなら、その1/10以下。たったの199,800円（税抜）でオッケーです。もちろん分割払いも
できます（最大24回まで。分割払いにはカード会社所定のお手数料がかかります。） 

満足保証があるので、安心して実践できます 
このコースには60日間の満足保証を付けています。ただし、これはあくまで前向きなあなたの実
践をサポートするための保証です。まずセッション1からビデオを見て、あなたの商品・サービス
に当てはめてワークブックに取り組んでみてください。そして、あなたの理解度を深める、各セッ
ションに用意された習熟度チェックに取り組んでください。

そこまで取り組んだ結果、このコースではまったく成果が出ない。変化が見られないということ
であれば、60日以内にカスタマーサポートまでご連絡ください。そうすれば、2～3営業日以内に、
あなたにいただいた参加費は全てお返しします。 

ちょっと待ってください、 
実はまだあります… 

これだけでも、ものすごいボリュームなので、きっとあなたなら十分価値をわかってくれていると
思いますが、今日申し込んでくれたら、、さらに特典もセットでご提供します。 
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累計23億円以上売った  
”7つのシナリオ”解説セミナー 

リッチが製作した7つの「マーケティングシナリオ」は累計の売上が23億円以上。10年以上経っ
た今でも、7つのシナリオのうち6つから売上が上がり続けているという、他ではありえない成果
を出した貴重な素材です。

今日、このコースに参加してくれるあなたには、その7つのシナリオそれぞれについて、弊社マー
ケターが1つ1つ分析し、解説を付けて収録したオンラインセミナーを特別にご提供します。あな
たはこの解説を聞きながらスワイプを眺めることで、そのポイントをより深く理解し、売上に繋
がるシナリオを作ることができるようになるでしょう。

リッチ・シェフレンの違い
一度身につけたら、一生使える... 

もちろん、マーケティングというテーマについて、他にも色々な本や教材が世の中にはあります
し、それを教えてくれる先生もたくさんいます。でも、リッチ・シェフレンが他と決定的に違うの
は、単なる”答え”ではなく、その背景にある”本質・理論”を教えてくれるところです。 

多くのマーケターはプロダクトローンチだったり、FacebookやLINEで稼ぐ方法といった戦術（答
え）を教えますが、そのほとんどは何年か経てば使えなくなるものばかりです。 

しかし、リッチの教えてくれる本質や理論というのは、この先もずっと変わることのない普遍のも
のです。自分自身で考えるという力は必要ですが、その代わりどんなビジネスにも応用できて、
一度身につけたらなくなることはなく、あなたに一生安心をもたらしてくれます。 

また、リッチは誰もが欲しがるものを売るのではなく、必要だけど売りにくいものを売る能力に
長けています。だからこそ、ダン・ケネディやジェイ・エイブラハム、業界で1000億円以上の売
上を上げているアゴラなど、、マーケティングの業界では権威と呼ばれる人も、困った時はリッ
チに電話をかけて相談する…そんな存在になっています。

もしあなたが、小手先のテクニックやノウハウではなく、ずっと使える本質を学びたい。そして、
どうせ学ぶなら一流から学びたい。そんな想いを持った方なら、リッチ・シェフレンはあなたに
ピッタリです。 

でも、今すぐ買う必要はありません。 
（これは誰もが使えるわけじゃないので…） 

「そうはいっても、うちのビジネスで使えんのかな…」 
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「難しそうだし、自分にできるかな…」 
ここまで聞いても、まだあなたがそう思っているなら、、やめておいた方がいいかもしれません。

そもそも、これはまだ日本ではほとんどの人が知らない方法ですし、不安に感じることも当然あ
るでしょう。それに、「これさえやったらスグに売上が上がる」なんてお手軽なノウハウではない
ので、あなた自身の頭で考えて、自分のビジネスに落とし込んでもらうという、ちょっとした努力
も必要になります。 

やはり、こういったコースは受講される方の心構えで結果が大きく左右されます。うちのビジネス
では、業界では、たぶん使えないだろう…という気持ちで参加されても、「あ、やっぱり難し
い。」「うちには合わないや。」と、おそらくスグに諦めてしまう可能性が高いと思うので、あ
まりオススメはしません。 

それとは逆に、これを使うべきなのは、、 

まだ日本では誰もやっていないものだからこそ、業界ではまだ誰もやっている人がいないからこそ、
チャンスがある。チャレンジする価値がある。そんな風に前向きに捉えられる人。自分の売って
いる商品・サービスに誇りを持っていて、これはもっと多くの人の手に渡るべきだと信じている
人。そして、今よりもっと売上を上げたいという強い気持ちがあり、そのために努力できる人です。
もしあなたがそうなら、このコースはきっとあなたの役に立つと断言できます。

リッチがやったように、まだ業界では誰一人やっていなかったことにいち早くチャレンジするか
らこそ、いきなり10倍、20倍という圧倒的な売上を上げることができたり、その後、10年以上
も安定して億単位の売上が上がり続けるなど、それをやった時の効果はデカくなる…そういうも
のだと思います。

改めて言いますが、この「マーケティングシナリオ」の力は強烈です。実際、150万円を支払って
いち早くこのワークショップに出た人は、初めてのシナリオを作ったことで、1年目で7,500万円
も売上をあげたり、毎年2,000万円の安定して入ってくる収入源を手に入れたり、、0から始めた
ビジネスを1年で年商1億円に成長させることができています。 

もちろん、彼らにできたからといって必ず成果が出ると確約はできません。最後はあなたの判断
です。ただし、このコースには前向きな人のための満足保証をつけているので、チャレンジするの
にリスクはないはずです。あなたのチャレンジをお待ちしています 
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一生、お客に困らない！日本人の知らなかったフリーエージェント起業術 (書籍)【ダイレクト出版】 公式サイト 2,980円～

https://www.directbook.jp/bfa/index_fbw.html

商品の説明商品の説明

もしそうなら読み続けてください。

この本の対象となる読者は、今から１年以内に独立をしたい人です。でも、ただ独立したいという
人ではありません。あなたのように真剣な人、仕事が好きな人、人の役に立ちたい人。組織や会社
に使われるのではなく、自分の人生を自分でコントロールしたい人。不平不満だらけの人生、平凡
な人生ではなく、充実した人生を送りたいと考えている人。そして・・・独立成功のために一生懸
命努力できる人です。

あなたは、そんなタイプの人間ですか？

当たり前じゃないか。そう思いましたか？あなたのようなタイプの人間にとっては驚きの事です
が、たいていの人はそこまで考えていません。現状に不満はあるものの、何だかんだ安定している
毎日をそれなりに心地よく感じている人が大半です。だから、もしあなたが「当たり前」だと思っ

ページの先頭へ戻るページの先頭へ戻る

お問い合わせ・ご相談はお気軽にお問い合わせ・ご相談はお気軽にお問い合わせ・ご相談はお気軽にお問い合わせ・ご相談はお気軽に 06-6268-085006-6268-0850
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たなら、あなたは既に大半の人よりもリードしていると言えるでしょう。そしてそんなあなたに
は、このページの続きをこのまま読む価値があると思います・・・

この本はどんなものか？この本はどんなものか？
そしてなぜそしてなぜあなたの将来に役立つか？あなたの将来に役立つか？

これはあなたのような専門知識や技術を持っている人が「フリー」で独立開業して成功する方法を
教えてくれる本です。英語で出版されるとすぐにベストセラーとなり、その後８カ国語に翻訳され
ました。本書はその日本語版です。

ノウハウやテクニックはもちろん、独立するときや初めてのことを実行するときに感じる「不安」
などの感情部分までを細かく丁寧にカバーしています。

そのため本書を実践した長谷川さんは「2年先までは鮮明にイメージできました。まず何をすべき
が明確になったという部分が大きいです。そして、すべきことが効果として表れるのが、どれくら
いかも逆算できるようになりました。」と言っていますし、

伊藤さんは「感情が置いてきぼりになっていない点も、すごく好きです。」と言っています。

全１２２の細かなステップで、全１２２の細かなステップで、
失敗せずに着実に前進できる失敗せずに着実に前進できる「賢い」独立起業法「賢い」独立起業法

もちろん「独立すること」そのものはゴールではなく、スタートにすぎません。独立自体はちょっ
とした勇気さえあればできます。むしろ大変なのはその後です。独立したら、これまでほとんど気
にしたことのなかった様々な問題が発生します。例えば・・・

当面の生活資金当面の生活資金はどうやって稼ぐのか？
どうやってお客さんを取るのか？どんなサービスを提供すればいいのか？価格はいくらにすればいい
のか？
独立して１～２年は食えたとしても、そのまま死ぬまで食っていけるのか？自分自身をどう売り込め
ばいいのか（そもそも自分にできるのか）？ほかに経験のある同業者がいる中でほかに経験のある同業者がいる中で、どうやって自分
を選んでもらうのか？
お客さんに「続けてもらう」にはどうすればいいのか？顧客を紹介してもらうには？
ウェブサイトはどのように作ってどのように運営すればいいのか？フェイスブックは？コピーライテ
ィングは？どのくらい必要なのか？

など。そして勢い余って独立した多くの「フリー」の起業家たちは、これらの問題への対応や判断
を間違ってしまいます。そのため失敗したり、何年も低い収入から抜け出せないまま、歳ばかりと
ってしまうのです・・・

でもあなたはそのような失敗をする必要はありません。あなたにとって、独立起業は初めての経験
だとは思いますが、でも本書の著者はもう何千人もの独立をサポートしています。つまり、ほとん
どの人にとっての「初めて」の経験を、もう何千回も経験しているということです。

凡人は自分の失敗から学び、賢人は他人の失敗から学ぶ。凡人は自分の失敗から学び、賢人は他人の失敗から学ぶ。

偉人の名言にもあるように、他の人が既に失敗済みの、やる必要のない失敗やる必要のない失敗はあえてしなくても
いいのです。本書は独立成功のために必要な行動を、細かな122のステップに分解しています。そ
のためあなたはそれを１つずつ進めていくだけで、賢く成功に向かうことができるのです。具体的
に見てみましょう、、、
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ステップ ＃1～＃17ステップ ＃1～＃17
理想のビジネスの見つけ方理想のビジネスの見つけ方

まずこの最初のステップで、ほとんど（恐らく８割以上）の起業家がおかす失敗を避けることがで
きます。

意外に感じるかもしれませんが、独立で失敗する最大の原因は「何を売るのか？」「自分は何屋で
独立起業するのか？」「どんな商品を扱うのか？」と言った売り物を最初に決めてしまう売り物を最初に決めてしまうことに
あります。つまり、自分自身に注意が向きすぎているのです。でも、独立起業で成功できるかどう
かは、あなたが誰であれ、あなたが売るものが何であれ・・・それを買ってくれる人がいるかどう
か、つまり「相手」で決まります。いくらあなたが「一流」であっても、需要がなければビジネス
にはなりません。一方、「平凡」であっても、需要さえあればビジネスは成り立つのです。

ここではあなたがこれから「どんな顧客」を相手にビジネスをすれば成功できるのか？その顧客を
「どこで」見つけるのか？彼らに刺さる商品やサービスの「コンセプト」はどうやってつくるの
か？がわかります。つまり、この１７ステップは、あなたにとって最も成功確率の高い、理想のあなたにとって最も成功確率の高い、理想の
独立起業の方法独立起業の方法を教えてくれるということです。

もちろん、あなたがまだビジネスをはじめていなくても大丈夫です！（この本の読者の大多数は、
まだスタートしていない人たちです。）

ステップ ＃18～51ステップ ＃18～51
セルフ・ブランディングと顧客獲得セルフ・ブランディングと顧客獲得

フリーとして独立するからには、最大の売り物はあなた自身です。あなた自身が「ブランド」とな
り商品そのものとなります。

でもほとんどの人は「セルフ・ブランディング」について間違った認識をしています。例えば、か
っこいい写真を撮るとか綺麗なデザインのWebサイトを作るとか。Facebookでコメントしまくる
とか、ロゴや名刺にお金をかけるとか。。。でもそんなブランディングは、実はお金が出て行くば
かりでほとんど収入にはつながりません。効果的なブランディングとはお金が「入ってくる」もの
です。

このステップでは、どうすればあなたのファンとなる人を作ることができるのか？どうすれば同業
者ではなくあなたを選んでもらえるようになるのか？その、本当にカネになるブランディング本当にカネになるブランディング
と、あなた自身の信頼性を確立する方法がわかります。このステップが進んでいくと、あなたは売
り込まなくても顧客が集まるようになります…たとえあなたがまだ独立したばかりでも！（ヒン
ト：人は自信満々の人と仕事をしたいと思うものです）

また、ほとんどのうまくいかない「フリー」の人は、顧客を獲得するのが得意ではありません。で
すがここにある１１のステップを進めていけば、営業せずに顧客を獲得したり商品を売ることがで
きるようになります。これはほとんどの人がやっている営業とは全く逆のアプローチなので、売り
込んでも、顧客に嫌がられることはありません（むしろ感謝されます）。

ステップ ＃52～＃60ステップ ＃52～＃60
働く時間を減らして働く時間を減らして収入を増やす戦略収入を増やす戦略

想像してみてください。想像してみてください。独立して、誰にも依存することなく、あなたが自分自身の力だけで毎月毎月
100万円の収入100万円の収入を得ているところを・・・。毎日どのような生活をしているでしょうか？どうい
うところに住み、何を食べ、何を着て、誰と、どんな暮らしをしているでしょうか？
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「これが毎月200万円だったら？あるいは300万円だったら？？・・・あなたにもそれができる！
今のあなたが得るにふさわしい報酬の全てを手に入れてほしいのだ（本書p9 ）」。

このステップではまさにその第一歩となる戦略を教えてくれます。まず、あなたの知識や技術を
「製品化」し、新しい収入源を確保する新しい収入源を確保する方法です。どのように知識を製品化するのか？タイトル
はどう付けて、どのように売るのか？売ったあとそこからさらに大きな収入を得るにはどうすれば
いいのか？（はい！売ったあとの方がより大きな儲けにつながります！）がわかります。

さらに、より高くあなた自身を売り込むためのちょっとしたテクニック（あなたの時給は10倍にも
20倍にも高まる可能性があります）から、高い収入が急激に入ってきても混乱しない「メンタル」
の持ち方と注意点までがカバーされているため、あなたのステージが一気に上がります。

ステップ ＃61～＃89ステップ ＃61～＃89
人脈・紹介を使って人脈・紹介を使ってビジネスを一気に拡大するビジネスを一気に拡大する

このステップでは、重要な人脈とどうやってつながるのか？何をすれば長期的な関係を構築できる
のか？そしてどうやってそれをビジネスにつながるのか？がわかります（フリーとして成功してく
ると、自然と「人脈」が広がってきます…）

あなたが人付き合いが得意なタイプかそうでないかはわかりません。ですが、こういった場で人間
関係を築いたり信頼してもらうために必要なのは、いわゆる「クラスの人気者」のような素質では
ありません。むしろ、口下手や人付き合いが苦手なタイプの方が、有利だったりします。

ここのステップでは、その「人脈」を最大限に活かす方法を教えてくれます。尊敬できる起業家や
経営者と「ビジネスパートナー」となり、刺激し合い、お互いを高め合ったり・・・よりあなた自
身の成長スピードをアップさせたり・・・新しいビジネスを生み出したり、大きな案件につなげた
り・・・など、もっともっとエキサイティングな日々を過ごせるようになるでしょう。

そして周りの人はあなたの姿を見て、きっとこう言うはずです。

「成功していますね」「成功していますね」

と・・・。

ステップ ＃90～＃122ステップ ＃90～＃122
成功を継続させる成功を継続させる

最後の仕上げのステップでは、あなたの成功を継続させる方法がわかります。

ビジネスの成功とは継続的なもの。今年はうまくいったけど、来年、再来年、５年後１０年後はど
うなっているかわからない・・・そんなものは単なるまぐれ。成功とは呼べません。短期間に成功
したあなたは、その成功を「持続」させる必要があります。

ここでは、あなたの専門知識を市場にどんどんアウトプットしていくことによって、同業者と大き
く差をつけ、あなたの地位をより強固にする方法がわかります。

成功した起業家が失敗に陥るのは、一時稼いだ金を間違ったものに使ってしまうことです。もちろ
ん、車を買ったり家を買ったり、旅行に行ったり高い店に飲みに行ったり・・・は自由ですが、一
方で、長期的に成功を維持させるための賢い「投資」長期的に成功を維持させるための賢い「投資」が必要です。

せっかく築いた地位を維持し、より高みを目指すための方法を、この最後のステップが教えてくれ
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今日、チャレンジするか？今日、チャレンジするか？
それとも独立をあきらめるか？それとも独立をあきらめるか？

多くの人が「いつか独立したい」と言っています。
でもそのほとんどの人に「いつか」はやってきません。なぜでしょう？

答えは簡単です。今日の行動を変えることがないからです。今日の行動を変えることがないからです。

今日の行動を変えなければ明日は変わりません。今日の行動が明日のあなたを作り、その行動の積
み重ねがあなたの将来を決定します。つまり、将来を変えるのは常にあなたの「今日」の行動「今日」の行動なの
です。

でもほとんどの人は、不満はありながら「今日」に何だかんだ満足してしまっています。今日の行
動を変えて理想の未来を手にするよりも、、、今日の行動を変えずに平凡な将来を選ぶのです。
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それが、成功する人に比べて、成功しない人のほうが圧倒的に多い理由です。

ごく一部の成功者と、大多数の普通の人。

あなたはどちらを選びますか？あなたはどちらを選びますか？

この本を試してみるか、あるいは別の方法を探るか。
それとも独立をあきらめるか？

後悔しない道を選んでください。

このページで今日申し込むと、一般価格よりも安いキャンペーン価格で手に入ります。送料このページで今日申し込むと、一般価格よりも安いキャンペーン価格で手に入ります。送料
はこちらで負担します。通常２～３営業日でお手元に届きます。はこちらで負担します。通常２～３営業日でお手元に届きます。

９０日間保証９０日間保証

気にいらなければ全額返金。しかも本を返品する必要はありません！気にいらなければ全額返金。しかも本を返品する必要はありません！

今日、この本を試してください。もし内容が気に入らなければ、今日から90日以内なら無条件で無条件で
返金します返金します。電話一本、メール一通頂ければすみやかに対応します。 しかも、本を返品する必要本を返品する必要
はありませんはありません。手元に置いていただいても、処分していただいても構いません。

通常、出版業界には保証なんてものはありません。本の内容が気に入らなかったらお金を返しても
らう、なんて事はどこの本屋でも出版社でもやっていない事です。しかも、返品すらしなくていい
なんて、業界の人が聞いたらバカだと思うでしょう...

でも、私たちはそうは思いません。

理由は簡単です。本の内容に本当に自信があるからです。役立つ良い本だったら、返金しようなん
て思いませんよね？ でも、そこがポイントなんです！つまり、本当に役立ついい本じゃない限り、
私たちのビジネスは成り立たないのです。実際この本を手にとってみて、読めば納得してもらえる
と思います。

もし読んでみてしっくり来ない...あるいは、使ってみたけどイマイチだった、あるいは読みきれそ
うにない、など、理由は何でも構いませんが、気に入らなければ90日以内に知らせてください。全
額、無条件で返金します。本を送り返す手間も費用もかかりませんから、あなたにリスクはありま
せん。

圧倒的に優れた知識、価格を大きく超える価値が手に入ることをお約束します。

これが私たちの「満足保証」です。これが私たちの「満足保証」です。

今すぐオレンジ色のボタンをクリックして、90日間のお試しを知らせてください。

連絡先：お問い合わせメールフォーム
TEL : 06 - 6268 - 0850（平日10時～17時受付）

FAX : 06 - 6268 - 0851（24時間受付）
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一生、お客に困らない！日本人の知らなかったフリーエージェント起業術 (書籍)【ダイレクト出版】 公式サイト 2,980円～

https://www.directbook.jp/bfa/index_fbw.html

By nico

By こもん

著者紹介著者紹介

マイケル・ポートマイケル・ポート

マーケティングおよび営業をテーマに世界中の企業や業界団体に向けて講演を
行い、最高の評価を受けているほか、小規模ビジネスを成功に導くため、示唆
に富んだ協調的な、成果を重視したメンタリング・プログラムを提供してい
る。
本書をはじめ、「Beyond Booked Solid」「The Contrarian Effect」
「The Think Big Manifesto」といったベストセラーを持つ作家であり、

「ボストン・グローブ」紙で「並はずれて正直な作家」、「ウォール・ストリート・ジャーナル」紙から
は「マーケティングの教祖」と称される。
また、テレビのパーソナリティーとしてケーブルテレビやキー局にレギュラー出演している。

カスタマーレビューカスタマーレビュー
個人の感想であり成果や効果を保証するものではありません。

1  2 おすすめ順 | 最新レビュー

9 人中、9人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
高額な起業塾で提供されるコンテンツが1/100の価格で, 2017/4/17

ちゃんとワークにも取り組めばしっかり結果が出る内容だと思います。

経験を積むごとにぶつかる壁を避けて通ることができるように経験から得た結果を元にまず何をして次に
何をしてと順序だてて体系化されているので、この本に沿ってビジネスを構築したら、苦労知らずで結果
が出てしまうのではないでしょうか。

30万とかの高額な起業塾で教えられていることはこの一冊に入っています。
つまり、1/100の投資で高額塾の内容を学ぶことができます。

高いだけで驚くほど内容のない高額商材もたくさんありますので、そういうのを購入するかどうか迷うよ
り先に、この本を一読することをおすすめします。

ビジネスで成功するために必要なことは体系立てて網羅されており、ガイドブックとしては必要十分な内
容かと。

起業したいけどネタがないという方は、この本を使ってコーチとして起業することもできるのではないか
と思います。

次から次へといろいろなノウハウを食い散らかす前に、まずこの本に沿って実行してみて、専門的な知見
が必要になった部分や深掘りしたいと思った戦術部分などは、自分がどんな戦略でビジネス構築していく
のがよいのかを明らかにした上で、他に求めていくのがよいかと思います。

これまでたくさんの教材を買ったことがある方なら、これ以上ない投資対効果の高さを実感できる一冊な
のではないかと思います。
※お客様個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。
レビューを評価してください
このレビューは参考になりましたか？ はい いいえ

23 人中、19人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
おすすめ出来ます。, 2017/2/4

いちから起業して理想のお客で予約がうまる仕組みがどうすれば作れるかを教えてくれる本だと思いま
す。
起業したての方や、今起業して上手くいっていない人にも使える非常に便りにできるガイドブックです。
必ず読んだ方の考える手助けになるかと思います。
是非、参考にしてみて下さい。
※お客様個人の感想であり、成果や成功を保証するものではありません。
レビューを評価してください
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From：寺本隆裕 
自宅近くのプライベートオフィスより、、、 

　もしあなたが、セールスライティングの技術を高めたいと思っているなら、、、あるいは、セールスライターとして起業したい
と思っているなら、、、これは、とてもラッキーなニュースになるでしょう。 

　なぜか！？ 

　詳しく話しましょう。 

　AWAI（全米セールスライター社：American Writers & Artists Inc.）は1997年に設立された、アメリカで最も有名な、
セールスライターを養成する専門機関です。僕たち【ザ・レスポンス】は去年１月、そのAWAI（エーダブルエーアイ、と発音しま
す）と、日本独占ライセンス契約を結びました。

　AWAIを立ちあげたのは、世界的に尊敬されているダイレクトマーケッターでありセールスコピーライターの、マイケル・マス
ターソン。彼はセールスレターで出版物（インフォ・プロダクト）を販売するビジネスを立ちあげて、年商600億円規模のビジネ
スに育てました。彼は例えば、「ニュースレターをセールスレターで売る」と言うような、僕らと同じようなビジネスを、圧倒的
に優れたレベルで実行している人物です。

発表！ 
【ザ・レスポンス】は、アメリカで最も有名な 

セールスライター養成機関AWAI（全米セールスライター社）と
独占ライセンス契約を結びました。 

そしてその「AWAI」のベストセラー講座 
「最短で1,000万円ライターになるための短期集中講座(PDFファイル)」を 
あなたに無料でプレゼントしようと思っているのですが…
（テキスト607ページ、エクササイズ37種類、スワイプファイル37種類）

������
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HEADLINE FORMULA 
ヘッドライン フォーミュラ

1.～する方法、どうやってあなたが… メリット　する方法

2.12枚のCDがたった１枚の値段で！ 　商品　がたった　＿＿で

3.どのように一発芸が、私をトップ営業マンにしてくれたのか？
どのように、バカなこと・意外なこと　が、
メリット,顧客の求める事 を実現したか？

4.状況に応じた質問
妊娠中？トウモロコシについてはなるべく早めに知っておいた方が
いい。

　相手の状況　　なら、ベネフィット・理由

5.今からショットをあなたの指す方向に真っ直ぐ打つ方法をお見せ
します。でなければ、このゴルフレッスンビデオは無料です。さら
に、あなたの時間を無駄にしたという事で、25$払います。

メリットを見せる・あげる  
できなければ、  
私がペナルティ

6.顧客の声  
「私はこのマーケティングの天才に、去年１年だけで６０００万円
支払いました。なぜなら、彼のおかげで２億円稼げたからです。そ
して今、あなたは私の払った金額の１０分の１の１％以下のお金で
彼を雇う事ができます」

印象的な顧客の声  
必要な場合、打ち合わせをする。  
使う場合は、了承を得る。

7.痛みを無しに  
たった２分半で、あなたの商品をガンガン得るセールスレターを簡
単に、すぐ作ることができます…　たとえ、書かなかったとしても

メリット
たとえ、　痛み・やりたくない事・  
面倒なこと　をしなかったとしても

8.メリットをトーンダウン　信じられる範囲に  
ゆっくりと億万長者になる方法

約束を信じられる範囲にトーンダウンする  
マーケットの主流の約束の逆を言う

9.もし…なら  
もしあなたが安全運転ドライバーなら  
車両保険の節約ができます。

もしあなたが  
条件、ある種の人 なら　メリット　

10.２倍、3倍返金保障  
このオニオンスープが今までで最高の味でなければ、  
代金を２倍にして返します

商品が顧客の望みを叶えないなら、  
代金を２倍、３倍にして返します

11. 100%完全保証  
ついに、初めてのインターネットビジネスのステップバイステップ
のマニュアルが登場！どんな商品を扱っていようが、関係ありませ
ん・・・１００％完全保証

100%完全保証!

12.速攻・簡単（Quick & Easy）  
これが、すぐに簡単に時間や労力を費やすことなく、ビジネス文書
を書く方法です。

これがすぐに簡単にメリットです

13.パラドックス・矛盾  
痛みで足を引きずっていた男が…今毎朝2キロ走っている  
弱い馬に賭けてレースに勝つ方法
14.権威のヘッドライン  
医者が気分が悪くなった時、これが彼らのすることです

エキスパートが問題を抱えた時・・・  
これが彼らのすることです！

15.他にいませんか？  
映画スターみたいなルックスになりたい人は  
他にいませんか？

メリットを手に入れたい人は  
他にいませんか？

16. #の理由  
これがUSレポートを今すぐ読むべき３３の理由です

これが買う、反応する、何かを試すべき#の理
由

17. ついに、とうとう  
ついに、めまいを科学的に抑える方法ができました ついに、見込み客の待ち望んでいたもの
18.ニュース（発表！紹介します NEW）  
最新のダイエット法は、あたなが毎週98キロ走るよりも  
カロリーを消費します！

発表！　新商品・サービス

19.ストップ！  
ストップ！苦労してセールスレターを書くのはやめましょう

ストップ！
見込み客にとって嫌なこと
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20.発見  
科学者がカリブのサトウキビ畑で驚異の血液戦場酵素を発見  
あなたの給料に隠れた財産を発見しよう
21.～してもらえますか？  
もしあなたの財産や生活の出費を抑えるなら、このニュースレター
に97$投資してくれますか？しかもそれが無条件の完全保証つきだ
ったら、どうですか？

もし　見込み客の望み　だったら  
　アクション　してくれますか？

22.私に＊＊ください。そうすれば～～してみせます  
あなたを新しい男に帰ることを証明するために、私に７日間くれま
すか？

私に時間ください。そうすれば、  
　あなたを顧客が望むこと　にできることを
証明してみせます。

23.探しています。～求む  
子供用の本を書く人を探しています。  
求む！アイディア・発明！

　相手がやりたいこと　をする人を探してい
ます。

24.～～のための～～へ  
コピーを書きたくても、なかなか始められない人へ  
毎日髭を剃る、1/5の男性へ

・ メリットが欲しい　あなたへ  
・相手が望むこと　をしたいけど、  
なかなかできないあなたへ  
・理想の見込み客へ

25.挑発  
あなたは億万長者になるための資質を持っていますか？  
あなたの従業員は役所と同じくらい遅い仕事をしていませんか？
26.何故  
世界で最も値段の高い雑誌。しかし、４万人以上のビジネスマンが
毎月これを買っています。何故でしょうか？

何故、答えが聞きたくなる挑戦的な質問

27.どれ  
この４つの健康法のうち、あなたはどれを選びますか？

この選択肢のうち、どれが欲しい？  
この問題・痛みの内、どれで悩んでいますか?

28.無料  
無料レポートが語る、バラの１７の秘密 無料オファーを前面に出す
29.あなた  
あなた、億万長者の著者ですか？

あなた、彼らが望む最終的な結果、キャリ
ア？

30.クレイジー、狂った  
狂ったように売れる驚異の方程式を見つけよう  
私は狂っていると思われました。1800kmも海を渡って、伊勢海老
を運ぶなんて！
31. チャレンジ  
恐れずに豊かになれ
32.これ、これら  
こんなことがあなたの結婚式に起きたら、どうしますか？
33.想像してみてください  
想像してみてください。私がたった２０分で  
聴衆を感動で息を殺させてしまっている様子を・・・
34.＃の方法  
未回収金を現金化する７つの方法

彼らのやりたいことを  
実現する＃つの方法

35.メッセージをドラマチックに表現  
家のベッドから風邪を引きながら、たった１日で350万円稼ぐこと
ができました。  

世界的に有名なストリートファイターがあなたに無料で拳銃をあげ
ます…それをあなたから、赤ちゃんから飴を取り上げるのと同じく
らい簡単に奪い返せる事を証明するためだけに！
36.ミステリーマン  
ラスベガスの謎の人物の驚異のブラックジャックの秘訣
37.死ぬ前の望み  
この秘密を私の親しい会員にあげたい…まだ手伝えるうちに！
38.告白
ある広告マンの告白

何か秘密を知ってそうなエキスパートの告白
39.警告・注意  
警告：これを読む前にボディビルサプリメントを買おうなんて考え
てもいけません！

警告！何かをする前に、これをやれ
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From：寺本隆裕 
自宅近くのプライベートオフィスより、、、 

　もしあなたが、セールスライティングの技術を高めたいと思っているなら、、、あるいは、セールスライターとして起業したい
と思っているなら、、、これは、とてもラッキーなニュースになるでしょう。 

　なぜか！？ 

　詳しく話しましょう。 

　AWAI（全米セールスライター社：American Writers & Artists Inc.）は1997年に設立された、アメリカで最も有名な、
セールスライターを養成する専門機関です。僕たち【ザ・レスポンス】は去年１月、そのAWAI（エーダブルエーアイ、と発音しま
す）と、日本独占ライセンス契約を結びました。

　AWAIを立ちあげたのは、世界的に尊敬されているダイレクトマーケッターでありセールスコピーライターの、マイケル・マス
ターソン。彼はセールスレターで出版物（インフォ・プロダクト）を販売するビジネスを立ちあげて、年商600億円規模のビジネ
スに育てました。彼は例えば、「ニュースレターをセールスレターで売る」と言うような、僕らと同じようなビジネスを、圧倒的
に優れたレベルで実行している人物です。

→次のページを見てください

発表！ 
【ザ・レスポンス】は、アメリカで最も有名な 

セールスライター養成機関AWAI（全米セールスライター社）と
独占ライセンス契約を結びました。 

そしてその「AWAI」のベストセラー講座 
「最短で1,000万円ライターになるための短期集中講座(PDFファイル)」を 
あなたに無料でプレゼントしようと思っているのですが…
（テキスト607ページ、エクササイズ37種類、スワイプファイル37種類）
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申し込み期限は９月２２日（金）まで 
新しいビジネス・収入源を作るなら…  

大量のリストを構築し、関係を作り、商品をたくさん作って、 
セールスレターで売らないといけないですよね…？

いいえ、違います! 
これが"少ないリスト"で  

大きな収益をあげる現実的な方法です 
それもその収益は、安定的で 
ほぼ利益・収入に繋がります… 

しかも場所や時間を問わず自由に 
仕事ができるようになるでしょう… 

事実：この方法は、過去17年間もの長い間、ある人物に1億円以上の売上を安定的にあげ
させていました。さらに今年の初めには、4億3923万円もの売上を確定しています 
事実：ある歯科医はコンサルタントになって収入を２倍以上に！さらに、働く日数を大幅
に激減！働いた日数は、たったの”40日”/年！ 
事実：マーケティングの初心者でも、40万円の高額サービスに成約率33.33%で販売に
成功…（３人に１人が申し込む計算…　どれだけ楽か…） 

注意：  
 これは楽して稼げるお金儲けの方法を教えるものではありません。  
でも、もしあなたが本気でコンサルティングビジネスをやるのなら、  

少ないリストでも大きな収益を上げるケネディのビジネスモデルあなたにインストールします… 

From:西埜巧祐 

きっとDRMやセールスライティングを学んでいるあなたなら、リストの重要性はご存知でしょう。「money in the list（リスト
にお金が眠っている）」という言葉にもあるように、顧客リストの数はビジネスの売上を決めます。リストの数が多ければ多いほ
ど、売上も大きくなりますよね。  
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OPENING template 
オープニング テンプレート

1.質問（イエス・ノー）で答えられない質問

・１２ヶ月ごとに、あなたのポートフォリオから５０％
の利益が出たら、あなたはどれくらいうれしいですか？

・もう１つの売上が、あなたにとっていくらの価値があ
りますか？

イエス・ノーで答えられない質問をすること。 
そうすれば、相手は答えを探すために、セールスレター
を読もうとする。 

「どれくらい」「どんな」「こんな」 
というように、答えをイエス・ノーで答えられない質問
を作ることが必要 

推奨：ソーシャルプルーフ、ブライブレター、ニュー
ス・記事型、誠実レター、

2.プレビュー

私はこれから、スワイプファイルをほとんどエンドレス
に、しかも無料で手に入れる方法を公開します。 

１、セールスレターで書いている文章自体を価値ある内
容すること。 

２、単刀直入に、価値のある内容が書いてあることを言
うこと。 

推奨：ニュース・記事型 

3.ヘッドラインのベネフィットを拡大する

すべすべして、透き通った美しい顔が、こんなに安く手
に入ったことは今までありませんでした。 

ベネフィットを単純に拡張すること。 
「『ベネフィット』が手に入ったら、どうなるか？」と
いう質問をして、それをオープニングで書く 

推奨：ブライブレター、理由＋割引 

4.もし・・・なら

もしあなたが将来、インフレやそれにまつわる経済状況
などを心配しているなら、真剣に考えたほうがいいアイ
ディアを私は持っています。 

もしあなたが、今まで自分の本屋ニュースレターを書く
ことを考えたことがあるなら、あるいは、自分の自費出
版社を運営するのに、どんなことが必要なのかを考えて
いるなら、この手紙にきっと興味がわくことでしょう。 

一番簡単で、使い易いオープニング。困ったら、これを
使うのが良い。 

・商品を売るにあたり、どんな人が一番メリットを受け
られるか？その人を明確にする。

推奨：ソーシャルプルーフ、ブライブレター、理由＋割
引、ニュース・記事型、誠実レター、招待状

5.おめでとうございます！いいニュースです

おめでとうございます！ 

良いニュースです。 

今日はあなたの人生で最もラッキーな日になるかもしれ
ません。あなたはこの個人的なメモを受け取ることがで
きる、ほんの一握りの選ばれた人です。 

シンプルに、相手にメリットがあることを言う。

推奨：ブライブレター
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6.お願いがあるのですが？

私のお願いを聞いてもらえる代わりに、この無料プレゼ
ントの名前を受け取ってもらえませんか？

私のお願いを聞いてくれますか？約束します。そんなに
大したことではありません。 

あなたにお願いがあります。 

お願いがあることを、最初に伝えること（シンプルに） 

推奨：お願いレター

7.短く＆滑らかに

はい。本当です。 

相手が信じられないような約束をしている時に、 
こういうシンプルな文章で始めると、効果的。 

推奨：ニュース、理由＋割引、ブライブ 

8.こんにちは。私は・・・

自己紹介をさせてください。私の名前は＿＿。あなたは
きっと、私の名前を聞いたことがないでしょう。しか
し、これを読み終える頃には、きっと喜んでもらえると
思います。 

私の名前は＿＿＿。私は＿＿＿をしています。広告を書
くプロではありません。しかし、これからあなたにシェ
アする情報はとても強力で、とても乳母らしいので、自
分自身で書くことにしました。なので、少し私の下手な
文章に我慢してください。

これも使い易いやり方の一つ。 

書き手が社長であろうが、外部のライターであろうが、
使える鉄板のオープニング。 

これを使う時は、正直に使うこと。無理に自分のことを
大きく見せる必要はなく、事実を伝えること。 

推奨：ニュース、理由＋割引、ブライブレター、誠実レ
ター

8.あなただけのスペシャル

これが、時々私たちの顧客や友人に提供する＿＿です。 

同封したギフト券は、厳選された人にのみ送っていま
す。そしていつでも使う事ができます。なので、その利
点を生かしてください。そして今すぐ使ってください。 

選べれた人対して送っていることを言うこと。 
その人たちだけが受けられるメリットを、単刀直入に言
うこと 

推奨：ブライブレター、写真 
　　　招待状（送っている人を選んでいる時）

9.予言

予言します。・・・

予言をする内容については、大きなチャンスがある。大
きな危機が迫っている時に使うこと。 

タイミングが合うと、相手の好奇心を強く刺激できるの
で、効果的。

推奨：ニュース・記事型 

10.これはみんなのためのものではありません。

率直に言って、この＿＿＿＿＿の会員は、すべての人の
ためのものではありません 

選べれた人対して送っていることを言うこと。

絶対に、その区分を守ること。このオープニングを読者
全員に対して使ってはいけない。 

推奨：招待状
11.招待状

この個人的な招待状は、あなたを含め、ほんのすこしの
人の元にしか届いていません。あなたがこの正体を受け
取ることを期待して待っています。でも、もしあなた
が、この招待を受け取らないとしても、私はあなたに無
料のプレゼントを贈ろうと思っています。もちろん、完
全に無料で・・・ 

選んだ人に対して送っていること。 
そしてそれに対するメリットを言うこと 

推奨：招待状
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12.めちゃめちゃムカついています。

めちゃめちゃ頭にきています。これ以上、我慢できませ
ん！ 

感情的なオープニングは、一気に興味・好奇心を掻き立
てる。何かイベントや、大きな事件があった時に、使え
るオープニング。 

推奨：理由＋割引、ブライブレター、理由＋割引、写真 

13.私はとてもワクワクしています。

私はある重要なことで、とてもワクワクしています。す
ぐにあなたにもシェアしたいんです。だから、座ってこ
の長い、けれども期限がある手紙を書きました。なの
で、２、３分とって、この手紙を読んでください。 

１２と同じで、感情的な出だしは、読ませる力がある。 

何かイベントや明確な締め切り、読者が得られる大きな
メリットがあるのなら、使うのも効果的

推奨：ニュース・記事型、ブライブレター、理由＋割引

14.あなたの許可のもと

あなたの許可のもと、私は無料であなたの名前の貼って
ある＿＿＿＿を贈ろうと思います。 

無料で何かのプレゼントがある時、オススメ。 

推奨：ブライブレター、理由＋割引

15.ストーリー

25年前の美しい春の夕暮れ時、二人の若者が同じ大学を
卒業しました。彼らはとてもよく似ていました。二人と
も平均的な学生より成績がよく品格もあり、将来に向け
情熱的な夢に満ちていました。 

参考：二人の男のストーリー 
　　　ピアノコピー 

ストーリーがある時は、ストーリーで始める。

推奨：二人の男、（スターストーリーソリューション）

16.私に問題があります。

今、税金のことでトラブっています。なので、税務署よ
りもあなたにこのメリットを享受してほしいと思ってい
ます。 

間違いでした。誰かが、～～のスピーカーを３５００個
も注文してしまいました。 

何か失敗した時。それを使ってイベントを出す時に、こ
のオープニングを使うと効果的。 

推奨：理由＋割引

17.面倒な仕事は全て終わっています。

１２ヶ月近くに及ぶ、残業、休日出勤のおかげで、私と
編集者は２０００年の、～～もの金儲けの秘訣を集める
ことができました。そして、それらは巨大なバインダー
１つに収めることができました。 

相手がやる仕事はない。 
いわゆる、「あなたの代わりに、～～をします」という
代行系を売る時に、効果的。 

推奨：ニュース・記事型、ブライブレター、理由＋割引

18.引用

『私がゼロからビジネスを始めるとしたら、最初にやる
ことはJVだ』 

マーケティングの天才、ジェイ・エイブラハムはかつて
こう言いました。 

もし、出だしで困ったら、これを使う。 

引用はメルマガでも、セールスレターでも使える 
貴重な出だし。最終手段として、持っておく。 

＊が、ほとんど使うことはない・・・

注：自分がパクったスワイプファイル、テンプレートのオープニングを使う  
これが一番悩まず、早く、良いオープニングを作る方法です
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ブレットのポイント

• 「要するにこれ買うとどうなるの？」というメイ
ンのベネフィットをレター全体で伝える。商品の
詳細なベネフィットをブレットで伝える。

• いろんなバリエーションを組み合わせて使うとリ
ズムが良くなり、効果的
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この『世界的大ヒット広告のマスターコレクション』には、サプリメント、ケーキ、書籍、ソフトウェア、コイン収集、投資
ニュースレターなど、様々な業種で最近大ヒットした広告やDM、セールスレターを選りすぐり全文翻訳して収録。いずれも数千
万円から数億円以上を生み出したメガヒット広告で、中には史上最も売れたと言われるあのウォールストリートジャーナルを破
り、新たにコントロール（その商品を売るのに最もうまくいっている広告やプロモーション）になったセールスレターも含まれて
います。でも、本当にすごいのはここからです、、、 

プロのセールスライターがあなたに代わって、その広告を作った本人に直接インタビュー。何がそのレターを大ヒットさせたのか？
それぞれのパーツにはどんな意図や目的が隠されているのか？どんなテクニックやアイデアがそこで使われているのか？などなど、
ライティングの秘訣はもちろんのこと、デザインやレイアウトに至るまでそのセールスレターの裏側を聞き出し、成功の秘密を明
らかにしているのです。

注）一部のスワイプファイルはインタビューはなく分析レポートのみとなります。 

このマスターコレクションに収録されている広告には例えば、、、 

①史上最も売れた”あの有名な大ヒット広告”を破った男の秘密

きっとあなたは「ウォールストリートジャーナル」のセールスレターのことは
知っているでしょう。このセールスレターは史上最も売れたセールスレターとし
て、実に29年間にもわたってコントロール・レターとして使われ続けてきました。
しかし、そのセールスレターが、遂にコントロールの座を新しいセールスレター
に明け渡したことをあなたは知っていましたか？その新たなコントロール・レター
を書いた男こそマル・デッカーです。 

彼はいったいどうやって史上最高のセールスレターを破ったのか？実際のセール
スレターを元に彼がその秘密を暴露しています。例えば、、、

✓なぜ、このたったひとつのシンプルな方法が、史上最高のセールスレターを破
ることができたのか？
✓退屈なストーリーと読者を魅了するストーリー。その最大の違いとは？（この
方法を知ることであなたは、どんな商品からでも魅力的なストーリーを生み出
すことができるようになるでしょう）
✓顧客一人当たりの価値を最大化するために成約率よりも重視しなければならな
いこと（成約率だけを気にしていたら、あなたはもっと大きな売上を長期的に
失うことになるでしょう）
✓なぜセールスライターは人前で話をしてはいけないのか？
✓歴史的建築物を救うために彼のセールスコピーのアイデアがどう役に立ったの
か？（この方法を知れば、あなたはセールスライティングに無限の可能性を感じずにはいられないでしょう）
✓他のライターが失敗したプロモーションから大ヒット広告のヒントを得るちょっとズルい方法

②史上２番目に売れたセールスレターを作った男の秘密

「金融業界のセールスライターとして、今や彼の右に出るものはいない」と言われるのがマイク・パーマーです。彼の作ったある
セールスビデオは史上２番目に売れたセールスレターとして、世界中で数多くのセールスライターのお手本となっています。

彼はどうやって今の地位を築くことができたのか？そしてなぜ彼のセールスレターは常に大ヒットするのか？ 

ここでは、４年間で7万7,000人もの新規客を集めた彼の大ヒットレターの一つを分析しながら、その秘密を紐解いていきま
す、、、 
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✓面白みのない商品を新しく魅力的に表現する”実態変化”のテクニック（多く
の世界トップライター達が好んで使うテクニックのひとつがこれです）
✓大ヒットするアイデアを確実に見つけるためのリサーチ・プロセス
✓見込客にあなたの言うことを信じてもらうためには”証拠”は多ければ多いほ
どいいですよね？残念、必ずしもそうではありません。証拠が多すぎて失敗
する理由とその対処法
✓他人のアイデアを使って大ヒット広告を作るちょっとずるい方法（この方法
を知らなければあなたはやがて行き詰まることになるかもしれません）
✓セールスレターを出す前にあなたがそのレターを見せるべき”２人の人物”
（どちらか片方だけではそのレターが失敗するリスクは高くなります）。プ
ラス、相手にチェックしてもらうべき３つのポイント
✓”セールスライター・グループ”を作って、あなたのスキルは加速度的にアップ
させる方法
✓セールスレターを書き終えた時に自分にするべきたったひとつの重要な質問
（もしこの質問の答えがNOなら、そのレターを出すのは諦めた方がいいでしょ
う）
✓日給10ドルで働いていた男が、どうやって金融業界トップのセールスライ
ターになったのか？
✓すべてのセールスライターがぶち当たる最大の障害とそれを乗り越える方法

③世界で最も真似されるセールスライターの秘密

ジョン・カールトンについてはいまさら説明の必要はないでしょう。彼が書いた
片足ゴルファーのセールスレターは15年以上にわたって使われるなど「世界で
最も真似され、そして尊敬されるセールスライター」として、世界中のセールス
ライターがこぞって彼の広告を研究し、そして彼のテクニックを自分のセールス
コピーに取り入れています。

なぜ彼のセールスレターはそんなに真似されるのか？ここでは、５年以上にわ
たって3,000万通発送されたと言われるカールトンの大ヒット作のひとつを徹
底的に分析。その秘密を明らかにしています。例えば、、、 

✓なぜカールトンのヘッドラインは「最強」と呼ばれるのか？感情を揺さぶる
ヘッドラインに隠された３つの秘密
✓読者が知りたいことを巧みに隠しながら読者の興味を最大限に掻き立てる
カールトン流ブレットの秘密（これこそが彼が世界トップライターと言われる
理由のひとつです）
✓読者が続きを読まざるをえなくなる、誰にでもできる簡単なテクニック
✓多くの人がやっているセールスレターで絶対にやってはいけない致命的間違
い（これをやってしまうと読者は二度とあなたのセールスレターに戻ってはこ
ないでしょう）
✓見込客を決して逃さないオファーと保証の作り方（ある出版社はこの方法をそのまま真似して2,000万冊もの本を売り上げま
した）
✓なぜ、カールトンは”追伸”にヘッドラインと同じくらいの力を注ぐのか？（追伸を使って成約率をさらにもう一段高める方法）
✓注意！！もしあなたがフリーのセールスライターなら、クライアントに決してやらせてはいけないこと（どんなに優れたセール
スレターもこれですべてがムダになってしまいます）
✓確実に見込客を購入に至らせる”オーダーフォーム”に隠された秘密（ほとんどの人はオーダーフォームを軽視して、せっかくの
注文を逃してしまっています
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④たった一通のセールスレターで1億3,000万円を生み出した男の秘密

たった一通のセールスレターで１億円以上の売上が上がるなんてことはそう多
くはありません。しかも、それが新商品ではなく成熟期を迎えた商品であれば
尚更のことです。しかし、それをやすやすとやってのけた男がいます。 

それがジョン・フォードです。彼は様々なセールスライティングのテクニック
やアイデアを駆使することで、この商品に新たな息吹を吹き込んだのです。 

彼はこのセールスレターでいったいどんな秘密を使ったのか？それは、、、 

✓なぜ、このセールスレターはたった一通で1億3,000万円を売り上げることが
できたのか？その”３つの要素”とは…
✓驚くほど大量の見込客を引き寄せる”大予言テクニック”の秘密
✓正攻法をあえて破ることで大量の読者を釘付けにしたヘッドラインの秘密
（もしあなたの商品が市場で飽きられているならこのタイプのヘッドライン
は大きな効果を発揮するでしょう）
✓なぜこの男はヘッドラインを最後に書くのか？（実はヘッドラインを最後に
書くセールスライターは少なくありません。その理由は…）
✓注意！！もしあなたがせっかく書いたコピーを台無しにしたくなければ、このタイミングで編集作業をしては絶対にいけません
✓読者が無視することができなくなる”オファーの見せ方”のずる賢いテクニック
✓見込客が広告に求める２つのこと（どちらか一方が欠けていただけでも、そのセールスレターは失敗に終わってしまうでしょ
う）
✓伝説のセールスライターに教えられた、ちょっと変わったセールスライティングの効果的な上達法
✓ペンキ塗り職人とセールスライターの意外な共通点（実はあの有名なセールスライターもペンキ職人でした）
✓あなたはいくつ当てはまりますか？成功するセールスライターに共通する３つの特徴

⑤キャリア30年の天才ライターが明かす、反応率を激増させる秘密のテクニック

ボブ・ブライはダイレクト・レスポンス・マーケティングの分野で30年以上の
経験を持つフリーのセールスライターであり、コンサルタントであり、著述家で
す。彼のクライアントにはソニー、IBM、AT&Tなどの大企業がずらりと並び、
その広範囲かつ長年にわたる経験から、ダイレクトレスポンス業界のスタープ
レーヤーとして今も確固たる地位を築いています。

そんな彼のスタートは実は商品のマニュアルや仕様書を作成するテクニカルライ
ターでした。しかし、その経験こそが彼を一流のセールスライターにしたのです。
ここでは、売上を２倍にしたあるソフトウェアのセールスレターを分析しなが
ら、彼の成功の秘密に迫ります、、、 

✓キャリア30年の天才セールスライターが明かす、反応率を激増させるための
テクニック、ベスト３
✓以前のコントロールレターの２倍の反応率を叩き出した最大の秘訣（表現を
少し変えただけで反応率が２倍になる事実にきっとあなたは驚くことになる
でしょう）
✓インデックスカードを使って、リサーチ結果からすばやく魅力的なストー
リーボードを作るちょっと変わった方法
✓最適な見込客を明確にして刺さるセールスコピーを作るためにクライアントにするべき５＋２つの質問
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bullet template 
ブレットの例文 テンプレート

アイディア1　～する方法　～やり方 

セールスレターを2日で書き上げる方法

本を二日で出版する方法 

（ベネフィット）を得る方法

アイディア2　秘密　秘訣 

ヘッドラインを変えずに、見込み客の注意を引きつける秘訣 

メールのクリック率を２倍にする秘密

メールで売上を２倍にする秘訣

（ベネフィット）を得る秘密

アイディア3　数字を使う 

今すぐ売上を倍増させる７つの方法 
今すぐ顧客を獲得する３つの方法・・・ 

*数字は嘘をつかない

（ベネフィット）を得る（数字）つの方法

アイディア4　絶対にしてはいけないこと 

セールスレターを書く時、絶対にやってはいけないこと ～～について、絶対にやってはいけないこととは？

アイディア5　すぐに、簡単に 

すぐに、簡単に、セールスレターの成約率を倍増させる方法が
わかります！ 

すぐに、しかも簡単にできてしまう（ベネフィッ
ト）を得る方法

アイディア6　警告 
＊恐怖を刺激する 

警告！これら２つのセールスレターの書き方はしないでくだ
さい！もしやってしまえば、商品は売れず、クライアントから
契約を切られるかもしれません… 

警告！　～～が、（見込み客にとって最悪の悪夢
を描写する）

アイディア7　具体的な質問 
＊興味のある質問をする 

スワイプファイルが欲しい？なら、、、この方法で簡単に、
効果が実証済みのスワイプファイルをほぼ無限大に手に入れ
ることができます 

（見込み客が興味を向ける質問）？なら、～～を
して（ベネフィット）を得ることができます。

アイディア8　もし、～～なら 

もしあなたがセールスライターなら、この方法で簡単に契約を
取ることができます。 

もしあなたが～～～なら、この方法で（ベネフィ
ット）を得ることができます。
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もし、もっと詳しい話を聞きたいなら、ぜひ同封した「日本Topコンサルタントインタビュー」をご覧ください。 

さらに、それだけじゃありません 
追加特典をご紹介 

特典３：申込書のスワイプファイル 

もう「やる気のないクライアント」とはおさらばしましょう。コンサルタント
にとって、やる気のないお客さんを相手にすることほど、無駄な時間はありま
せん。特に契約を獲得するにあたっては、見込み客の質を高めることもポイン
トです。そこで、この申込書が役に立ちます。この申し込みフォームは、コー
チングなどで使われるものですが、普通の申込書ではありません。これを使え
ば「やる気のないクライアント。関わってはいけないクライアント」が明確に
わかります。もう、自分が相手にする必要のない人と、一緒に仕事をすること
は無くなるでしょう・・・
※メンバーサイトにてご提供します

特典４：【ザ・レスポンス】サミット  
DRM,セールスライティングの日本最高峰のイベントに無料ご招待  

19万9800円相当 

2018年に6月開催する、ザ・レスポンスサミット。これにあなたを招待します。このサミットでは、複数スピーカーが各業界の
「今、うまくいっている最新の事例や原則、集客方法」について話します。参加することで、あなたのビジネスの売上をあげるア
イディア。あるいは、クライアントを獲得するアイディアがどんどん出てくるでしょう。また、当日は意識の高い人が参加します。
なので、そういう人との”繋がり”ができるのも、サミットでしか得られないメリットです。
※2018年6月8日(金)～6月10日(日)にて、東京で３日間開催されます。複数のゲストスピーカーが喋るので、楽しみにしていて下さい。詳細の日時と会場は、購入者の方にメールで告知します。

少ないリストでも、大きな収益を出せるビジネス… 
あなたはいつ始めますか？ 

あなたには３つの道があります。１つ目は、何もしない道です。もし、あなたが今の現状に満足されているなら、それも一つの道
だと思います。悪いとは思いません。２つ目は、一人で始める道です。少ないリストで、大きな収益を出せるコンサルティングビ
ジネスを、ご自身で、試行錯誤して始めるという道です。きっと、僕らの元で勉強をされているあなたなら、この道でも成功でき 

→次のページへ続く
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ると思います。でも、成功するためには、たくさんのテストが必要です。少しやり方を間違えれば、収益を出せなかったり、お客
さんを取れなかったり、嫌な人をクライアントにしてしまい、かなりストレスが溜まるビジネスになってしまうかもしれません（実
際に、よくある話です）。 

これは本当にあった話ですが、この講座で明かした原則を無視して、タダ働きで、こき使われる事例もあります。やはりビジネス
なので、どんなトラブルがあるかは、経験がない人からすると、防ぎようがありません。こういったトラブルを解決して、試行錯
誤をすることで、成功できるはずです。でも、、、 

もしあなたが、もっと早く、安全に、そして確実に、コンサルティングビジネスを始めて軌道に乗せたいなら、、、私はあなたに
３つ目の道をお勧めしたいです。３つ目の道は、ダン・ケネディの講座に参加し、彼の知識や経験をガイドとして活用することで
す。彼は、1970年から個人のコンサルタントとして活躍し続けています。今ではキャリアが４３年の経験があります。こんなに
長くやっている人はいないでしょう。 

さらに彼は、たくさんの世界的なコンサルタントを育て上げてきました。その彼の元にはたくさんの成功事例や失敗事例が届きま
す。膨大なデータの中から、選りすぐった原理や原則、パターンを、この講座では公開しています。机上の理論ではなく、実践で
使えるものばかりです。 

彼のコンテンツを実践すれば、1人か2人のクライアントを獲得するだけで、この講座の代金を簡単に回収できるでしょう。それ
だけ少ない人数でペイできるのです。そして、この講座の知識は一回きりしか使えないものじゃありません。あなたが生きている
間ずっと、使い続けられる知識です。あなたがこの知識を使って、いつでも少ないリストから、大きな収益を出すことができるの
です。 

金銭的なメリットも大きいですが、生涯を通じてやれる価値がある仕事です。もちろん、この講座を学んですぐに、ケネディのよ
うな大きな成果が出せることは約束できません。でも、この講座が、コンサルタントを始めるあなたにとって、すぐに使える実践
的な知識を手に入れられ、コンサルタントを１０年、２０年、３０年と続けるにあたり、ずっと使える指針になることは約束でき
ます。私がお伝えできることは、ここまでです。この講座を手に入れるかどうかは、あなたが100%決めることができます。あな
たのお返事をお待ちしています。 

西埜巧祐 

FAX、インターネット、お電話の３種類の方法でお申込みできます 
詳しいお申込み方法は、同封の「お申込み用紙」をご確認ください 

PS 
この講座の申し込み期限は9月22日（金）までです。今回は、初回リリースと同じ金額でのご案内となっています。実際、海外で
は20万円で販売されている商品なので、同じ金額をずっと続けられるわけじゃありません。ですので、今すぐご参加ください。
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この分析によって、『AWAIセールスライティング通信講座【上級編】』で学んだ秘密やテクニックが実際のセールスレターでど
のように使われているのか一目瞭然で理解できるでしょう。 

つまり、このスワイプファイル集を手に入れることであなたは、セールスライターの天才達のエッセンスを即座に手に入れ、そし
てそれらを応用し「盗む」ことが簡単にできるようになるというわけです。 

『AWAIセールスライティング通信講座【上級編】』で学ぶ世界トップレベルの秘密やテクニック、そしてそれらを実際に使った
分析レポート付きの『世界的大ヒット広告のマスターコレクション』、、、この２つが揃えばあなたのセールスライティングのス
キルは短期間で確実に世界レベルに近づいていくことでしょう。ただし、ひとつだけ注意点があります。というのも、このプログ
ラムは誰にでも向いているわけではないのです、、、 

こんな人には向いていません… 
このプログラムは、セールスライティングの基礎をある程度身に付けている人のためのものです。理由は簡単で、このプログラム
で紹介するのは文字通り「上級の秘密やテクニック」なので、基礎が分かっていないとその威力を十分に発揮させることができま
せんし、そもそもどうやって使っていいか分からないからです。なので、もしあなたがまだセールスライティングの基本（例えば
セールスレターの基本的な構造やパーツ、特徴とベネフィットの違い、ヘッドラインの役割、、、といったことです）を理解して
いなかったり、セールスレターを今までに一枚も書いたことがないのであれば、このプログラムはおすすめできません。（基本を
身に付けるところから始めたいなら『AWAIセールスライティング通信講座【入門編】』がおすすめ）

逆に、もしあなたがセールスライティングの基礎を理解し、今までにセールスレターを一枚でも書いたことがあるなら、このプロ
グラムで公開する内容はストンと腹に落ちるでしょうし、その秘密やテクニックを充分に発揮させることができるでしょう。さ
て、以上が今回のあなたへの特別オファーですが、、、 

これは2月22日(月)までの限定オファーです 
世界一流のセールスライターの秘密を公開した『AWAIセールスライティング通信講座【上級編】』に加えて、さらに世界的な大ヒッ
ト広告とそれらを詳細に分析した『世界的大ヒット広告のマスターコレクション』を定価から33％オフの特別価格で手に入れる
ことができるのは2月22日(月)までです。セットでご提供する『世界的大ヒット広告のマスターコレクション』のアップがすべて
完了した後は、価格も今よりも高くなる予定です。なので、もしあなたが33%オフの特別価格でこのプログラムに参加したいな
ら、、、今すぐ同封の申込書からお申込みください。さて、、、

あなたはどちらを選びますか？ 
世界トップレベルのセールスライティングの秘密を手に入れるには２つの方法があります。 

ひとつはそれらを自分で探していく方法です。古今東西の何百、何千にものぼる大ヒット広告やプロモーションを研究すれば、きっ
とあなたは自力で大ヒット広告の秘密にたどり着くことができるでしょう。ただし、そのために費やす時間や労力、そしてコスト
はどれくらいになるでしょうか？ 

もうひとつは、このプログラムでその秘密を手に入れる方法です。このプログラムでは、この男をはじめ、現役の世界トップレベ
ルのセールスライター達が、あなたの代わりに大量の大ヒット広告を研究し、その法則や秘密を解き明かし、そしてそれを公開し
てくれています。

どちらを選ぶのもあなた次第です。ですが、もしあなたが、最低限の時間と労力、そして投資で世界トップレベルのセールスライ
ティングの秘密を手に入れ、そしてライバル達よりも一歩も二歩も先を行きたいと思うなら、この『AWAIセールスライティング
通信講座【上級編】』はきっとあなたのために最大の力を発揮してくれるでしょう。 

FAX、インターネット、お電話の３種類の方法でお申込みできます。 
詳しいお申込み方法は、同封の「お申込み用紙」をご確認ください。 
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次はあなたの番です！ 
　８年前。安定していた収入を捨てて、セールスライターとしてのキャリアに進むという決断をした自分自身に、死ぬほど感謝し
ています。12週間セールスライティング通信講座には、僕のセールスライターとしての経験をタップリと詰め込んであります。 

　もしあなたがセールスライティングのスキルを手に入れたなら、あなたの欲しいものはほとんど何でも手に入ります。でもそれ
を手に入れる、ということを本気で決断するのには、ちょっとした勇気が必要です… 

　さて、、、あなたにはその勇気がありますか？答えがイエスなら・・・おめでとう！同封の申込み用紙に必要事項を記入して
「12週間セールスライティング通信講座」を試してください。一緒に頑張りましょう！ 

お申込みは、FAX、インターネット、お電話の 
３種類の方法でお申込みできます。 

詳しいお申込み方法は、同封の「お申込み用紙」をご確認ください。 

PS. 
　品質保証が付いているのを忘れないで下さいね。申込みから１２週間後（受講期間終了後）から３ヶ月間、無条件で返金を受け
付けています。内容に100%満足できなければ…あるいは、12週間やってみて、セールスライティングのスキルが身に付いた実感
がなければ…講座の学費は全額戻ってきます。あなたにリスクはありません。 

PPS. 
　今、参加すると、この12週間通信講座の原点となった、AWAIの「最短で1,000万円ライターになるための短期集中講座(PDF
ファイル)」が無料でついてくることも忘れないでくださいね。（＊「最短で1,000万円ライターになるための短期集中講座」の詳
しい内容は同封の別紙で確認してください。）

PPPS. 
　この手紙限定、特別価格の申込みの〆切は３月６日（金）までです。 
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CLOSING template 
クロージングの例文 テンプレート

アイディア１：オファーをまとめ、明確なCTAを伝える
（参考：採用面接でこんな間違いをしていませんか？） 

今すぐお電話をしてください。～～の読者には、５つの特典
が無料でもらえます。 

特典１ 
特典１のベネフィット特典１のベネフィット 

特典２ 
特典２のベネフィット特典２のベネフィット 

特典３ 
特典３のベネフィット特典３のベネフィット 

これらが全てついて、～～円です。これはとてもパワフルな戦
略で、世界大恐慌の時でも、複数の仕事の紹介を生み出しま
した。この秘密を用いれば、あらゆる求職者の中で、最も成
功するものになれるでしょう。今すぐ申し込みをしてくださ
い。 

今すぐ申し込みをしてください。そうすれば、５つ
の特典が無料でもらえます。 

特典１ 
特典１のベネフィット特典１のベネフィット特典
１のベネフィット 

特典２ 
特典２のベネフィット特典２のベネフィット特典
２のベネフィット 

特典３ 
特典３のベネフィット特典３のベネフィット特典
３のベネフィット 

これらが全てついて、～～円です。これは（　希少
性・ベネフィットをアピール　）。今すぐ申し込み
をしてください。

アイディア２：誰もが納得する事実を伝える

知識は力です。しかし・・・ 

今、どれだけ知識を持っているか？がそのまま、あなたの収
入レベルにつながってしあうような時代です。会社の売上
も、あなたの個人の生産性も、ストレスも人生の充実感
も、、、全て、的確な知識を持っているかどうか？で、決まっ
てしまうんでしょうか？ 

しかし、せっかく仕入れた知識も忘れてしまっては何の意味
もありません。それを身につけ、使ってこその知識です。もち
ろん、全てを覚えている必要はありません。でも、本当にあ
なたにとって重要だと思える本に出会ったら、、、 

あなたの業界、お客さんの中で、誰もが納得する
事実をシンプルに伝える 

注意：必ず、商品につながるような事実を伝える。

アイディア３：最初のテーマに戻る（二人の男のストーリ
ー） 

先ほどの大学の二人のクラスメート二人については、このお手
紙の冒頭でお話ししましたね。彼らはともに大学を出て、と
もに働き始めたのです。なぜ彼らのビジネスにおける人生は
違ってしまったのでしょう？

二人の男のストーリーであれば、このクロージン
グは、そのまま使いましょう。 

アイディア４：お客さんの声を出す
（参考：怠け者がお金持ちになる方法） 

私を信じた人達が何を得たのか？紹介しましょう。  
顧客の声・・・ 
顧客の声・・・ 
顧客の声・・・ 

全てはあなた次第です。今日から１ヶ月後、ただ３０日歳を
取るだけなのか？金持ちへの道を歩いているのか？それを決
めるのはあなた次第です。 

すでに、この商品を手に取った人達が、何て言っ
ているのか？それをご紹介しましょう。 

顧客の声・・・ 
顧客の声・・・ 
顧客の声・・・ 

このように、多くの声をもらっています。あなたは
どちらを選びますか？それを決めるのはあなた次
第です。
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アイディア５：クロスロード（２つの道） 
あなたには２つの道があります。 

　1つ目の道は、今までのやり方でコピーを書くという道で
す。スワイプファイルがなければ、コピーを書くのは難しい仕
事になるでしょう。レシピなしで料理を作るのと同じです。書
く度に指が止まる… 「何を書けばいいか」悩んでしまう… 書
いたコピーに自信が持てない… これはノウハウだけではどう
にもなりません。何を、どういう順番で書けばいいか、とい
うことがわかるのはスワイプファイルだけです。 

　2つ目の道は、このプログラムに参加して、大量のスワイプ
ファイルを使ってコピーを書くという道です。既にお伝えした
ように、スワイプファイルがあれば、何を書けばいいの
か・・・と悩む時間も少なくなるでしょうし、書いては書き
直し、書いては書き直しの繰り返し…にはならないでしょ
う。スワイプファイルを大量に持ったあなたは、今までよりも
早く、良いコピーを書けるようになるでしょう。

　もちろん、どの道を選ぶのもあなた次第です。

あなたには二つの道があります。 

１つ目の道は、自分一人でやる道です。 

自分一人でやるデメリット・苦労を言う 

２つ目の道は、私たちと一緒にやる道です。 

商品のベネフィット・早く結果が出ること。確実
にベネフィットが得られることをアピール。 

あなたはどちらを選びますか？

アイディア６：ポジティブなクロージング 

一度知ったら、ずっと使い続けることができます 

　この講座で話す「クライアント獲得法」は、一度限りしか
使えないものではありません。あなたがセールスライターとし
て起業しているのなら、あるいは起業したいのであれば、ず
っっっと使い続けることができる方法です。今後ずっとあなた
に収入をもたらしてくれる資産です。 

セールスライターは、クライアントの数を５０人とか６０人
とか、そんなに多くとることはできません。現実的に３人～
５人くらいです（実際に書く仕事がありますし、頭を使う仕
事ですから）。その少人数のクライアントを集めるにあたっ
て、現時点でこれほど簡単で、そして再現性の高い方法はない
でしょう。 

ポイント 

「これを知らなかったら、どうなるか？」 
ではなく、 
「これを知ることで、何を得られるか？」 
ということを書く

アイディア７：ネガティブなクロージング 

もしスワイプファイルがなかったら？ 

もしセールスレターを書くときに、スワイプファイルがなかっ
たことを想像してみてください。書く度に指が止まる… 「何
を書けばいいか」悩んでしまう… 書いたコピーに自信が持て
ない… など、あなたがコピーを書く上で、スワイプファイル
がないことによるデメリットは大きいです。今、申し込みをし
ない理由はあるでしょうか？今すぐ、スワイプファイルを手に
入れて、あなたのコピーを書くスピードをあげましょう。 

ポイント 

「これを知ることで、何を得られるか？」 
ではなく、 
「これを知らなかったら、どうなるか？」 
ということを書く 

注：自分がパクったスワイプファイル、テンプレートのクロージングを使う  
これが一番悩まず、早く、良いクロージングを作る方法です

338



339



340



サンプル①
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これは、ケネディが一度だけ公開したセミナーで、参加費は35万円もしました。日本から参加するとしたら、これにホテル代、現
地の生活費、飛行機代などを込みすると、70万はくだらないでしょう。でも、もしあなたが今、このプログラムに参加されるの
なら、半分の35万円でもなく、1/3の23万円でもなく、、、たったの19万9800円（税抜）で参加することができます。実際、
この商品は、アメリカでは1997$で販売されています。日本円換算で、*21万5676円です。 
*１ドルあたり108円換算。2017年9月6日のレートより

でも、今回は定価での案内ではありません。お話したように、この新商品の告知を、私はきちんと全員にお伝えすることができま
せんでした。ですので、特別に初リリースと同じ金額で手に入れることができます。なんと、その定価から2万円も割引した、たっ
たの17万9800円（税抜）と言う破格で参加することができます。 

もちろん分割支払いにも対応しています（こちらは、カード会社所定の手数料がかかりますが、毎月の負担を驚くほど軽くしてく
れます）。日本で公開するにあたり、翻訳代や吹き込み、編集に大きな費用がかかっていますが、それら全部度外視して、特別価
格にしています。たったそれだけの投資で、世界Topコンサルタントのマインドや知識をインストールすることができるのです。
これは新発売を記念した特別割引です。ずっと同じ割引をするわけじゃないので、今すぐ手に入れてください。 

でも、ちょっと待ってください 
特典があります 

特典１：ダン・ケネディの 
プロモーションスワイプファイル 
ご存知かもしれませんが、ダン・ケネディは世界で最も高額報酬を取るセールスライター
です。にもかかわらず、彼には「セールスレターを書いて欲しい！」というキャンセル
待ちの列ができています。そんな彼が、自身のグループコーチングを売るセールスレ
ター、プロモーションの実例を公開しました。この実例を、あなたにプレゼントします。
これをパクってあなたのセールスレターにするもよし。応用して、個別コンサルティン
グの販売をするもよし。やり方次第で、いろいろな使い方ができるはずです。世界Top
セールスライターのコピーを使って書くのか。それとも、真っ白な紙で０から書くの
か。　明らかに雲泥の違いを生むでしょう・・・

※この商品はメンバーサイトでのご提供となります。 

特典２：ダン・ケネディの契約書サンプル（一部） 

ビジネスをする際、契約書はとても重要なものです。「契約書」と聞いて、身構えるかもしれませんが、
これがなければ報酬がもらえませんし、トラブルに巻き込まれかねません。重要な話は、紙にまとめて
おく必要があります。そこで、ダン・ケネディが実際に使っている契約書のサンプルをあなたにプレゼ
ントします。トップのコンサルタントがどのような契約事項を入れているのか？そのまま使えるもので
ありませんが、制作の際の参考例として、非常に役立つでしょう。実際、契約書にまとめていないこと
で、報酬を取りっぱぐれ、タダ働きをさせられるとか、痛い目を見ることなんて、数え切れないほどあ
るわけですから・・・
＊この特典は、メンバーサイト内での提供となります。これはあくまで、制作の際の参考としてお渡しするものであることをご了承ください 

もしあなたが、これに当てはまるなら 
参加しないでください… 

世の中に万能なものはありません。もちろん、この講座もそうです。確かに学べるものは多い講座です。でも、ノウハウとして聞
こうとする人には、お勧めできません。中途半端な気持ちで「少しかじってみようか」と思っているのなら、参加しないでくださ
い。 

ダン・ケネディが公開している秘密は実践的です。「お客さんと会って話すときは、こうしろ」「こういう態度を見せるとダメだ」
「サービスの売り方は、これがポイントだ」という風に、実践的なアドバイスをくれます。なので、実践をしていきたい人。この

サンプル②
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プログラムをガイドや指針として活用できる人。実践した後に、自分でガイドを見て、改善をすることができる能力が高い人…　
真剣にケネディの知識やマインドを学び、インストールしたいと思っている人には、最高の講座と言えるでしょう。 

そういう真剣な人のために、私たちは講座の品質保証をつけました。世界Topコンサルタントの秘密を学び、各セクションの課題
や習熟度チェックをした後、学んでも成果が出ないと思ったのなら、、、30日以内に私たちのサポートセンターに連絡をしてくだ
さい。２～３営業日以内に、あなたの投資した金額をお返します。でも、私は、この講座が、あなたのお役に立てると確信してい
ます。なぜなら、日本で活躍しているTopコンサルタントの方から、推薦の声をもらえたからです。 

日本のトップコンサルタントも推薦… 

ビジネスにおける方位磁針になる 

個人的には、この講座はコンサルビジネスの方位磁針になると思っています。コンサルビジネスの重要な部
分を、明確にしてくれます。私自身、ケネディの講座で聞き続けるものは決めているんですけど、まさしくこ
の講座も、ずっと聴き続けることになるだろうと思っています。この講座を聞いた方がいい人は、ケネディが
好きな人か嫌いな人です。どっちかがいいと思います。嫌いな人も聞いたほうがいいと思っています。逆にだ
めな人って何かっていうと、ものすごく客観的に聞こうとする人、ノウハウ的に聞こうとする人ですね。そ
ういうノウハウ的に取り入れたいっていう人。こういう人は絶対だめです。 
ー北岡秀紀様(1000社以上をコンサルティング。その成功率は93.8%を誇る。監訳を含め著書は3冊) *個人の感想であり、成果を保証するものではありません。 

まさに、コンサルティングビジネスの世界地図 
感想を一言でいうと、コンサルビジネスの世界地図ですね。例えばコンサルタントとして、コンサル
ティングするとか、ないしはクライアントを集めるなど、コンサルタントとしてやる業務全てが載っ
ていて、やる報酬のもらい方全てが載っていました。パッケージの売り方、報酬のもらい方、契約の
ポイント、集客のやり方など、、、本当にまさしく全部ステップ・バイ・ステップ、全部あるよねっ
ていう感じですかね。この講座の中身で驚いたのは、売り方の原則を教えてくれることです。コンサ
ルの収入を増大させるもの等、本当に全部言っていましたね。なので重要なのは、それを使うことが
できるあなたの準備だけだと僕は思っています。スキルは関係ない。それを使う準備ができて、これ
を手にするか。しないのか。それだけだと思います。
ー楠瀬健之様 (自ら複数の事業を経営しながら、多くの人にコンサルティングを提供)*個人の感想であり、成果を保証するものではありません。

一部を実践しただけで純益140万円 
とても面白かったです。ケネディの講座は、ほとんど勉強させてもらっているんですけど、今回のはとても実
践的でした。私が聞いて、すぐに実践したのは一部だけなんですが、一部だけで140万の純益をあげられま
した。多くの人は、単価を上げられないとか、キャッシュが入ってくるのが遅いとか、そういう悩みを抱えて
いると思います。まさに、この講座はその解決策になってくれると思います。ただ、変化が怖いのなら、聞か
ない方がいいと思います。ケネディが答えを用意してくれているので、そこに手を伸ばすのに躊躇するならや
めた方がいいと思います。でも、コーチ、コンサル、制作会社をやっているのであれば、絶対に聞いた方がい
いと思います。迷っているなら、すぐにでも聞いた方がいいです。 
ー中谷佳正様 (HP制作業界の権威であり、企業の戦略を策定するコーチ、コンサルタントでもある) *個人の感想であり、成果を保証するものではありません。 

ケネディを知らずにコンサルはしない方がいい
日本にも色々なコンサルタントの方がいますが、ほぼ全員ケネディから学んでいると思います。正直、
ケネディのコンテンツを学ばずに、集客をするとか、その市場で大きなパイをとるとか、不可能に等
しいです。今回の新商品では、コンサルティングの商品のマーケティングの仕方、コンサルとはどうい
うものか？マインドから実践論まで、非常に参考になりました。多くの人は、マインドブロックがある
せいで、前に進めないケースが多いです。そのマインドブロックを、ケネディの話を聞いて壊して欲し
いなと思います。
ー藤井翔悟様 (理学療法士、セラピストに開業支援、経営支援している権威)*個人の感想であり、成果を保証するものではありません。
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PS(post script) template 
PS テンプレート

1.すぐに行動を刺激する。

PS. 
忘れないでください。たった～つの会社がこのプログラ
ムを受けることができます。これは、私が年数年間かけて
作った唯一のプログラムです。なので、今回があなたにと
って、今機会を利用するたった一度きりのチャンスかもし
れません。送れないでください。　～～まで、今すぐ電話
して、名前を呼んでください！

P.S. 忘れないでください。この商品を買えば、（　ベ
ネフィット　）が得られます。この商品は、（　他では
売っていない希少性をアピール　）です。今すぐ、下記
のボタンより、申し込みをしてください。

2.ボーナス or オファーの繰り返し

PS 
＿＿＿＿のレポートは、早く反応した方へのボーナスだ
と言いました。なので、１０日以内にこのオファーに返
事して、この無料ボーナスが確実にあなたのものになるよ
うにしてください。 

P.S. 　特典　は、早く申し込みをしていただいた方へ
のプレゼントです。なので、今すぐ申し込みをしてくだ
さい。

3.保障を繰り返す

P.S. 間違ったニュースレターを読んだら、たくさんのお
金を失ってしまいます。しかし、このノーリスクオファー
では、あなたはお金を損することはできません、もし、
あなたが最初の商品名に満足できなかったら、お知らせ
ください。全額あなたに返金します。 

P.S. 忘れないでください。この（　商品　）には、（　
返金保障　）が付いています。もしあなたが万が一、こ
の商品に満足できなければ、私たちに教えてください。
何も聞かず、あなたが支払った代金をお返しします。

4.新しいボーナスを紹介する。

P.S. あなたが今すぐ行動するなら、６０種類のカラフル
なモチベーションカードも無料であなたに送ります！ 

P.S. あなたが今すぐ、申し込みをしてくれたのなら、上
記で紹介した特典に加えて、～～を無料でプレゼントし
ます。 

（必要に応じて、オファーのまとめをつける）
5.顧客の声を紹介する

P.S. 最新情報：このプログラムをリリースしてから、ほん
の少ししか時間が経っていません。ですが、すでにたく
さんの読者から、このような素晴らしいフィードバック
をもらっています。 

P.S. この～～という商品は、発表をしてからほんのす
こししか時間が経っていません。ですが、すでにたく
さんの読者から、このような素晴らしい感想をもらっ
ています 

＊顧客の声を列挙する。これでもかというくらい。

6.リフトノート

PS.もし、購入しないと決めたなら、ここをクリックして
ください。 

PS.もし、購入しないと決めたなら、ここをクリックし
てください。 

＊クリックした後のページには、「参加すべき理由・お
客さんの声」など、”買うべき理由”を列挙する。 

7.希少性・デッドラインを強調する

P.S.  忘れないでください。申し込みできるのは～日まで
です。期日までにお返事を頂ければ、（特典A）、（特典
B）はあなたのものです。もちろん、この特典が手に入る
のも～日までです。ご注意ください。

PS.  忘れないでください。申し込みできるのは～日ま
でです。期日までにお返事を頂ければ、（特典A）、
（特典B）はあなたのものです。もちろん、この特典が
手に入るのも～日までです。ご注意ください。

注：自分がパクったスワイプファイル、テンプレートのPSを使う
 これが一番悩まず、早く、良いPSを作る方法です
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1日置いたか？（熱を冷ましたか？）
声に出して読んだか？
他人に読んでもらったか？

To do

専門用語は取り除いたか？
お客さんがわかる場合は、割愛する

話し言葉で書いてあるか？
読んだ時につっかえる部分は、改善できたか？
文章のつながりは変じゃないか？
誤字、脱字はないか？
文字の大きさは整っているか？
レイアウトのこと。文章のフォントサイズがズレたりすると、信頼性が損なわれてしまう。一貫したルールを文章全体のレイアウトに持たせる
こと。

見込み客が使う言葉で書いているか？
テンプレートを使って書いているなら、テンプレート
のアイディアをパクれているか？

文章について

編集のチェックリスト
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サンプル元：ダン・ケネディ「マグネティック・マーケティング・システム」
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サンプル元：ダン・ケネディ「マグネティック・マーケティング・システム」
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サンプル元：ダン・ケネディ「マグネティック・マーケティング・システム」
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【このお手紙限定の特別ボーナス】 
「ダン・ケネディから学ぶ 
”稼ぐ社長”の作り方」 

を無料でプレゼントします！ 

��������まで 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

ダン・ケネディの 
６つの秘密

FROM：小川忠洋 

この手紙には、ダン・ケネディの「６つの秘密」を使って、理想とする収入と理想とするライフスタイルの両方を、同時に手に入
れる方法が書かれてあります。そして... 

これからあなたに成功の秘密をお話ししますが、僕はいつも無料でこんな話をするわけではありません。でも今日は違います。 

説明させてください。 

僕の名前は小川忠洋。ダイレクト出版という会社の社長をしています。ビジネスに関するメルマガ【ザ・レスポンス】をはじめ、
自己啓発や投資に関する複数のメルマガの発行者でもあります。 

現在僕は、世界的な名著「７つの習慣」のフランクリン・コヴィー・ジャパン社や、１冊の本から700億円の企業を作った世界的
なコンサルタント、ロイス・クルーガー氏。口コミで３０００万部以上も売れた有名な自己啓発の「サイコ・サイバネティクス」
財団と一緒にビジネスをしています。 

また、ダイレクトレスポンス界の権威であるダン・ケネディをはじめ、ジェフ・ポール、ヤニク・シルバー。全米トップパフォー
マンスコーチである、リー・ミルティアなど、世界のスーパースター達の販売権を持つ日本で唯一の会社でもあります。

日本のビジネス界で言うと、ドクターシーラボとネットプライスの２社を上場させた池本克之さんや、まだ名前は出せませんが、
誰もが知っている超有名な経営者の方々とも一緒にビジネスをしています。つまり一言で言うと、僕のビジネスパートナーは超一
流の人たちです。 

最近聞いた話なのですが、僕のメルマガ【ザ・レスポンス】で誰かを紹介すると、その人はちょっとした有名人になるそうです。
街の喫茶店で仕事をしていても「○○さんですよね？」と声をかけられるようになったり、ビジネスの提携の話を持ちかけても
「あ、レスポンスで紹介されていた○○さんですね」という風に、話がスムーズに進むようになった、と言っていました。 

僕が個人事業から始めた小さなメルマガは、いつの間にかちょっとした影響力のあるブランドになっていたようです。 

→次のページを見てください410
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