
■著作権について

本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。 本冊子の著作権は、発行者に
あります。 本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。

■使用許諾契約書

本契約は、本冊子を入手した個人・法人 (以下、甲と称す) と発行者 (以下、乙と称す) と
の間で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封することにより、 甲はこの契約に同
意したことになります。

1. 本契約の目的: 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき 甲が
非独占的に使用する権利を承諾するものです。

2. 禁止事項:

本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。 甲は本冊子から得た情
報を、乙の書面による事前許可を得ずし て出版・講演活動および電子メディアによる配信
等により一般公 開することを禁じます。特に当ファイルを第三者に渡すことは厳し く禁じま
す。甲は、自らの事業、所属する会社および関連組織に おいてのみ本冊子に含まれる情
報を使用できるものとします。

3. 損害賠償:

甲が本契約の第2条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に 対し、違約金が発生す
る場合がございますのでご注意ください。

4. 契約の解除:

甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾 契約書を解除することが
できるものとします。

5. 責任の範囲:

本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使っ て損害が生じたとしても
乙は一切の責任を負いません。



コンセプトメイクについて
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1.コンセプトメイクをする理由と
その重要性について

コンテンツの「テーマ決め」をした後は、「コンセプトメイク」という工程で、

さらに戦う市場でポジショニングを決める作業をします。

「テーマ決め」はあくまでコンテンツの大枠を決めただけなので、

これだけではまだ完全な「売れるサービス」にはなりません。

ここからは大枠という名の「テーマ決め」に対して、

「コンセプトメイク」で肉付けをしていく作業になります。

細かくて面倒に思えるかもしれませんが、

ここがコンテンツ販売を成功させる準備の中でも「一番重要」な工程です。

そのため細かく練らないとコンテンツ販売を始める際に大失敗してしまいます。

では「コンセプトメイク」をしないことにより、

どのような失敗をして、どのようなメリットがあるのか、

次の項目から解説していきます。



1-2競合相手との「差別化」を図る

コンテンツ販売を始める際に意識をしなければいけない部分があります。

それは、「ライバルに比べて自分のコンテンツはどう見られたいのか？」です。

個人にもライバルはいますし、企業が相手だと100万円、1000万円と大金を使って、集客、広告
をビジネスとして回しています。

弱小、無名の私たちが売り上げを出して大手にお客さんを取られないようにするため

差別化を図ることがあなたの最速ペースで収益を上げるコツです。

自身のコンテンツの見せ方、見られ方を理解せずに進めてしまうと

つまりあなたのコンテンツを見た時に、

「このコンテンツは周りとやっていることが一緒だな」

と思われた瞬間、

あなたのコンテンツに興味を持ってもらえることがあっても利益は発生しません。

やはり重要なのは、競合コンテンツと差別化になります、

そのためにもあなたのコンテンツの「USP」を作らなければいけません。



USP(Unique Selling Proposition)とは・・・
「独自の売り」あるいは「独自の売りの提案」として知られる

マーケティング用語です。

「周りのライバル企業に比べて自社商品はここが違います！」と、

言える部分をUSPと覚えてもらえたらと思います。

次に「USP」を作ることにより、
どのようなメリットが生まれて収益が伸びるかを解説していきます。

「ファン」の存在でブログ収益が出るかどうかが決まる

他のライバルコンテンツと差別化しないことで発生する一番の問題、

それは「新規の顧客が増えないこと」です。

コンテンツ販売で安定的な利益を出すためには「ファン作り」をしなければいけません。

　（これは実業でいうと「リピーター戦略」とも言います）

一言で簡単言うと、

「収益が出たけど、ずっとそれが続かない！」

→ファンが出来ないから。

「コンテンツ販売でずっと利益が継続して出る！」

→ファンを増やし続けているから。

と言うことになります。



「新規の顧客」を集めるのは当たり前で、

あくまでも「ずっとコンテンツに興味を持ってもらう」状態を作るのが大事です。

ただ、

とはいえ言葉だけ聞いてもいまいちピンとは来ないかなと思うので、

例として身近な商売を出して解説していきます。

例）

「ラーメンが食べたいなぁ～・・・」

ファミリーレストランに置いてあるラーメン

→「どこでも食べられる味だから次は注文しないかな・・・」

それに対して・・・

とんこつラーメンしか出さないけど個性的でここしか食べられない

→「美味しいしここでしか食べられないからまた食べに行きたい！」

と、なります。



しかし、

「じゃあ個性的で周りがマネしてないコンテンツを作ればいいのか！」

という考えになる方もいますが、

それはそれで問題が発生してしまいます。

では「どのような問題が発生するのか？」を、

同じように例にして見てみましょう。

例）

「ラーメンが食べたいなぁ～・・・」

ファミリーレストランに置いてあるラーメン→
「どこでも食べられる味だから次は注文しないかな・・・」

それに対して・・・

オフィスビル20Fにある本格台湾ラーメン→
「場所が変わった場所過ぎて分かりにくい・・・」

「もっと馴染みがあって美味しいラーメンが食べたい・・・」

以上のように、

「個性的すぎるが故に大失敗」ということも考えられます。

こういった失敗をしないためにも「見込み客のニーズ」を考えつつ、

「こういうのが欲しかった！」と読者に言わせるような

「コンセプトメイク」をこれから一緒にしていきましょう。



2.コンセプトメイクのやり方と解説

「コンセプトメイク」をする流れですが、

コンテンツの「テーマ決め」で設定して大枠から、

さらに「5W1H」を使用して絞り込んでいきます。

「5W1H」とは・・・
Who（だれが）When（いつ）、Where（どこで）、What（なにを）、Why（なぜ）、How（どのよう

に）を指し示す言葉です。

個人レベルでコンテンツの「コンセプト」を作る段階では、

「（How）どんなコンテンツ？」
「（Why）このコンテンツをやろうと思った経緯は？」
「（What）なぜそうなるの？」の、「2W1Hのみ」で十分です。

「コンセプトメイク」が終わった後の「商品作成」で、「5W1H」まで詰めていきます。

では実際にどのようにして、

「コンセプトメイク」を進めていくのかを例にして解説していきます。



例）

ダイエットを取り扱うコンテンツを作る。

（How）どんなやり方？→
「社会人の忙しい人でも出来るダイエット方法を紹介したい」

（Why）このコンテンツは何に悩んでいる人が買う？→
「不規則な生活による食事の偏りと運動不足に悩んでいる人」

（What）なぜそうなるの？（悪い原因）→
「自分もこれからダイエットをしたかったから」

この作り方には「正解」も「不正解」もありませんが、

作り方のコツとしまして、

矛盾なく、飾らない言葉でシンプルにまとまっている回答にすることが大事です。

どういう意味かといいますと、

「誰が見ても納得する」形でまとめるのが重要という意味で、

これを「質の高い2W1H」といいます。

この説明文を読んでもよくわからないかと思うので、

あえて悪い例を今から出して解説してみます。



例）

ダイエットを取り扱うコンテンツを作る。

（What）どんなやり方？→
「社会人の忙しい人でも出来るダイエット方法を紹介したいし、

　ヒマで時間があるけどサボっちゃう人向けにも売りたい」

（結局どっちに向けて書きたいかが分からないからダメ）

（Why）なぜそうなるの？（悪い原因）→
「よくわらないけど、太っちゃう理由なんていっぱいあるから

　とりあえず思いついたことを書いていきたい」

（ダイエットに関心のある人全般に狙おうとした結果、

　昔からある「ダイエットコンテンツ」や、「ダイエット教本」と市場が被るためダメ）

（Who）このコンテンツを売りたい経緯は？→
「お金になりそうだったし、とりあえず始めたかったから」

（お金になるコンテンツだったらわざわざダイエットにする必要がないからダメ）

最初に出した例文に比べて先ほど上げた内容は、

「せっかく絞り込んだのに発信内容をあれもこれもと広げていく」

のような形になってしまっています。

こうしてしまうとあなたのコンテンツに個性が生まれず、

「どこにでも一般人の雑記コンテンツ」になってしまい、

「ファンを作る」という流れができません。

つまり長期的に安定した収益を得るのに、

「質の高い3W」は必須条件になります。



3.ペルソナ設定

「ペルソナ」とは・・・

心理学では外向きの（表面的な）人格。
マーケティング用語としては、
これから出てくるであろうお客様の「人物像」のことです。

「ペルソナ設定」とは・・・
「どのようなお客様が商品を買うのか？」を考えたり、
シミュレーションをすることを言います。

「2W1H」でブログを絞り込んだ後は、
ここからさらにコンテンツのターゲットを絞っていきます。

ようは、

「どんな人が自分のコンテンツを買ってくれるのか？」を設定して認識するといった工程になりま

す。

ここで決めておきたい項目は、

「年齢」、「性別」、「職種」、「お住まい」、

「家族構成」「収入」「今の悩み（書けるだけ書く）」

の、最低でもこの７つです。



例）

年齢→25～30歳
性別　　→女性
職種　　→OL、事務職
お住まい→関東（東京）
家族構成→一人暮らし（独身）
収入　　→月収20万円／年収280万円
今の悩み→「お腹が出てきた」、「水着を着るのが怖い」、「自分に自信がない」
　　　　　「周りからデブと言われる」、「今の仕事内容に不満がある」,,,etc

なお、「ペルソナ設定」をする際に、

パッと決められずにずっと悩んでしまう場合は、

「今の自分」、もしくは「過去の自分」を参考にして書くといいです。

長期的に安定した利益を出しているコンテンツほど、

「過去の自分がこんなコンテンツがあったら絶対に買ってた！」

と思えるコンテンツを作ることが多いです。

また、

先ほど設定した「ペルソナ設定」の項目ですが、

「今の悩み」が一番重要な項目になります。



先ほど「ペルソナ設定」について解説をし、

その中でも「今の悩み」が一番重要であると書いたのですが、

その理由は、「ベネフィット」に直接影響があるからです。

ベネフィット とは・・・
「利益」「恩恵」「便益」などの意味で、マーケティング においては、
「顧客が商品から得られる良い効果」のことをいいます。
人は商品やサービスを購入する際、商品そのものではなく
「その商品を使用することによってもたらされるもの」を
購入している考え方です。

文章で説明するとこんな感じですが、

これだとよくわらないかと思いますので、

次は「カフェ」を例にして「ベネフィット」を説明していきます。



例）

「疲れたからカフェの中に入ってリラックスがしたい」と
考えている人に対しての「ベネフィット」とは？

「美味しいコーヒーを提供する」→
今は美味しいコーヒーを目的にカフェに入ったため✖

「コーヒー1杯100円とかなり安く飲むことができる」→
コーヒーが安いため若い人が多く、店内が騒がしくて落ち着かないので✖

「コーヒー1杯900円と高いが、店内が静かでソファーもゆったりと座れる」→
騒ぐような人もいなく静かで、疲れを癒すことができるため〇

このように、「商品を手に入れて終わり」ではなくて、

「商品を手に入れてから迎える最高の未来」を考えるのが「ベネフィット」です。



どんな人でも最終的には、

「感情で商品を購入する」と言われています。

その「感情」はどこから湧いて出てくるのかと言うと、

「ベネフィット」に裏付けされて発生すると言われています。

そのため、

「どのような気持ちで自分のコンテンツを買うのだろうか？」

「自分のコンテンツを買った後はどのような感情になるのだろうか？」

を先読みする必要があり、

それに合わせて今後の「コンセプトメイク」や、

「商品作成」を進めていく必要があります。



4.商品作成、コンテンツ販売における
商品の種類について

コンテンツ販売で販売する商品の種類には3つあります

「PDF、音声、動画」

多くの人が知りたがっている知識をわかりやすい形にしてまとめ、ネット上で販売し、収

益を得ることです。

媒体として「PDF、音声、動画」がある。情報商材とも呼ばれる。

「情報商材」と聞くと、

「稼げる方法を教える」や「誰でも簡単にできる副業ノウハウ」のような、

怪しい商材をイメージする人が多く、2010年辺りからネット上に増え始めました。

そのため、「情報商材＝怪しい、詐欺」と考える人も中にはいますが、

悪い人が「コンテンツ販売」を悪用している人が目立っているだけで、

「情報商材」自体は、ネットがなかった時代からある手法です。

以下の欄は、

昔からある実業や店舗販売で売られている「情報商材」です。



「コンサル」とは？

1つ目は「コンサル」というオリジナル商品について解説します。

コンサル（コンサルティング）とは・・・
企業（まれに行政など公共機関）などの役員（特に経営者が多い）に対して解決策を示
し、その発展を助ける業務のこと。 または、その業務を行うことで、
一言で表すと「企業に対しての経営アドバイス」なのですが、

ここでの場合は、

「マンツーマンでリアルタイムに相手の知りたがっている知識やスキルを教えること」

と覚えてください。

こちらも先ほど説明した「情報商材」と同じように、

「稼げる方法を直接教えます」と言った

怪しいコンサルをイメージする人が多いと思います。

こちらも同じように2010年辺りからネットで増え始めましたが、
こちらも「情報商材」と同様に、

ネットがなかった時代からありました。

以下がその昔からあった「コンサル」の例です。



例）

リアルビジネス（実業）で存在している「コンサル」の商品

スポーツ関係→野球少年団、サッカー少年団、コーチの外部契約
音楽関係　　→音楽教室、大手レーベル事務所の対面レッスン
勉強関係　　→資格取得の学校（資格の大原、TAC等）、予備校塾,,,etc

「コンサル商品の案」を出す場合は、

「コンテンツの内容をマンツーマンで指導する」という形で大丈夫です。

ただ、その場合１つ注意しなければいけないことがあります。

そのまま「コンテンツ販売の内容を教える」という形ではなく、

そのサービスを購入したお客様に合わせたスキルやノウハウにしなければいけません。

「コンサル」の本質はオーダーメイド

「ただ普通に情報を直接教わる」だけにお客様は満足せず、

それどころかお金を払った後にクレームとなってトラブルを引き起こす要因になります。

「あなたと人間関係を持ってより詳しく近い距離から教わりたい」という考えで

コンサルを受ける人が大半です。

コンサルを実際に売る場合は、「型にはめたことを教える」ではなく、

「その人に合わせたオーダーメイドのやり方を教える」

もしくは、

「一緒にその人に合わせたオリジナルのやり方を作っていく」という意識が重要です。



「イベント関連」とは？

次に「イベント関連」について説明します。

ここでの「イベント関連」というのは、

「人を集めるサービス全般の商品」のことです。

例）

ダイエット関係
→公園に集まってダイエットヨガをやるイベント

お金を稼げる関係
→大衆向けのセミナー講義のイベント

お料理関係
→料理を作りみんなで食べて感想を言い合うイベント

この商品の特徴は、「人を同じ場所に集める」という部分がうりになることです。

「コンサル＝マンツーマン」に対して、「イベント関連＝大衆向け」になり、

扱うテーマによってはいろんなパターンで「イベント関連」の商品を作ることができます。



飛び道具的な存在の「クロスセル」とは？

※注意

今後使っていく知識とスキルですが最初のうちは必要ないので、

頭の片隅に置く程度で読んでもらえたらと思います。

まず最初に「クロスセル」について説明します。

「クロスセル」とは・・・
「他の商品などを併せて購入してもらうこと」を意味する。

例）
amazon商品の販売時や購入後のフォローアップ時に、関連商品や「この商品を買った
人はこんな商品も買っています」といったレコメンドを提示することで、クロスセルを達成
できる。

一発目に売るものではなく、次の商品としてついでに買ってもらう目的で使います。

「コンサル」、「イベント関連」のオリジナル商品を販売して、

その商品を購入してもらった人にだけ販売すると効果的です。



例）

ダイエット関係
→公園に集まってダイエットヨガをやるイベント
→「クロスセル：ヨガに使用するマット」

お金を稼げる関係
→大衆向けの副業セミナー講義のイベント
→「クロスセル：副業の作業に使える自動ITツール」

お料理関係
→料理を作りみんなで食べて感想を言い合うイベント
→「クロスセル：飲食店を開きたい人向けの不動産屋さん仲介」,,,etc

例の「クロスセル」をみてもらったらわかるように、

「コンサル、イベント関連に参加したからこそ欲しいと思えるもの」を

用意するのが重要で、

物でもサービスでも情報でもなんでもありです。

いろんなお店でも当たり前のように使われている販売手法なので、

外に出ていろんなお店を見かけた際は参考にしてみてください。

先ほどの「イベント関連」の例に合わせて、

「クロスセル」の案をあげてみました。



「コンサル」の相場価格帯は？
低価格帯
50.000〜100.000円

中価格帯（オススメ価格帯）
100,000〜500.000円

高価格帯
500.000〜1.000.000円（100万円）以上

低単価に設定されている場合は、
「あまり力を入れてコンサルがしたくない」or「期間や相談の回数制限がある」など、
極力エネルギーを使いたくないという意図がある場合が多いです。

中〜高価格帯に設定されている場合は、
「相当ノウハウやサービスに自信がある」という思いがあると裏腹に、
「とにかくお金を稼ぎたいだけ」という理由で高価格帯に設定している人も多い。



「イベント関連」の相場価格帯は？

低価格帯
1.000〜5.000円

中価格帯（オススメ価格帯）
5,000〜10.000円

高価格帯
10.000〜100.000円（10万円）以上

低価格帯は、「2時間のセミナー」の場合が多く、
中価格帯は、「セミナーセールス」「6~12時間の長期セミナー」の場合が多く、
高価格帯は、「合宿イベント」「有名人とのお食事会」のような一風変わったイベントの場合が
多いです。

また、
単発のイベントだけではなく「月額制、年会費制」のような形で
お金をもらうといった設定をしているパターンもあります。。

価格帯を見ていただけたらわかるように、利益が一番出やすい商品は「コンサル」で、次に「PDF
」、そして最後に「イベント関連」となります。

値段差が大きく出てしまうので、大きく利益を出したければ

「コンサルだけ売ればいい」と思われるかもしれませんが

そう単純な話ではありません。

見込み客、自分、商品やサービスと相性のいい形式でコンテンツ販売を行っていきましょう。




