
はじめに

この講座のゴール マーケター視点を身に付けること マーケターとは何か

顧客視点で考えられる人

商品のメリットではなく、お客さんのベネフィットを話す人

マーケターになると、顧客ニーズを理解して、販売戦略を立てることが出来ます。→メリッ

ト

マーケターになると、好きなものを好きな時に売れるようになるので、時間や場所に縛ら

れずにライフスタイルを選択することが出来ます。→ベネフィット

ビジネスビルディングフォーミュラ 起業家の成長過程

マネージャー

定義
起業家のゴール

経営者のスタートライン

年商 青天井

更に成長するには
フランチャイズのようにビジネスを展開する

ROIの高いものから投資していく

経営の３S セールス、スタッフ、システムの順に投資する

マーケター

定義 売れる万能感に包まれた商売人

年商 1000万円

次への条件
リピート紹介が起きるようにすること

人に委任すること

ハードル
売上が下がる恐怖を克服すること

売ることに対するプライドを外すこと

プロフェッショナル

定義 商品の良さを追求する職人
自分視点

顧客の欲しがる商品になっていない

年商 100万円

次への条件
顧客に恋をする。

相手から欲しいと言われる商品を作る

ハードル
セールスの恐怖を克服すること

お金を受け取る罪悪感を外すこと

ドリーマー

定義 自分探し中で、自信がない人

年商 0円

次への条件 情熱を持てる参入分野を決める。 市場性がある分野

ハードル
やらないことへの恐怖を克服すること

自信をつけること

第0章　成果を出す人の学び方
なぜ、ノウハウを学んでも成果が出ないのか？

問題１ 表層だけ受け取っている 深く理解

東大式勉強法
上手くいかない勉強法、一つ一つ理解しながら進める

東大式は、とりあえず1回通しで問題を解く

自分で理解しようとしない

今の自分の理解で、今の結果がある。
今以上の結果が欲しいなら、自分の理解を頼りにしない。

アドバイスを求める相手を一人決める

教わり上手になる

クライアント力 講師のやる気を引き出す

愚直な実践 アレンジしないで、言われたとおりにやる

ほうれん草 必ず報告する
成功 次のステップを教えたくなる

失敗 原因を分析したくなる

問題２ 先に理解しようとしている 先に行動 圧倒的なスピード

早く失敗すること

ビジネスの答えは外（お客さんの中）にある

失敗の中から改善のヒントがある
失敗は悪いことじゃない

失敗できる仕組みがマーケティング

チャンスは何度でも来る

大丈夫です、そのお客さんを逃してダメになるビジネスは、

そのお客さんに契約して貰ってもダメになります。

最初にアウトプットしたもので、恥をかかないのなら遅い

問題３ 実行の後、振り返りをしていない 振り返り 圧倒的な文字量
自己理解の深さ＝収入の大きさ

自分を深く理解した分、相手を深く理解できる

第1章　ゼロから年1000万のビジネスを構築する全体像

WHY

最初に年商1000万円ビジネスの
全体像を理解して、

逆算して組み立てる

絶対NGルート 低額商品×多数販売
大企業の戦略

新規集客がビジネスで一番難しい

鉄則ルート 高額商品×少数販売

無名の個人の戦略
一番難しい数集めを省略

高額商品でも仕組みを作れば売るのは難しくない

メリット
稼げるまで早い

キャッシュがあると色々な手段が選択できる

ハードル

高額商品を作ること

高額商品を売ること

見込み客を探し続けること

補助ルート 定期契約×積上げ＆値上げ

鉄則ルートを進めない時の補助
とりあえず安い値段でも定期的にターゲットと会う関係を築く

徐々にターゲットの悩み、課題が見えてくる

メリット

セールスのハードルが低い

長時間かけて関係構築 長いお付き合い

実績を積める

顧客を理解できる

デメリット
時間がかかる

お金もかかる

WHAT ダイレクトレスポンスマーケティング

WHY いきなり告白しても、フラれるから

フロントエンド 集客商品

無料オファー
特別レポート

メール講座

低額お試し商品
3000円セミナー

1万円以下の動画講座

バックエンド 利益商品 本命商品
個別コンサルティング

継続セッション

EX

杉田さん

水田さん

佐藤さん

HOW

ビジネス構築は階段を作ること

（理想はスロープ）

知らない人 理想の顧客が興味を引く情報を提供

知ってる人 理想の顧客が断ったら損でしょって思う無料オファーを提供

メルマガ登録者 理想の顧客に対して、「関係性構築」「顧客教育」する情報（ステップメール）を提供

フロントエンド購入者 理想の顧客がとりあえず手に入れたいものを提供

バックエンド購入者 理想の顧客が理想の未来を手に入れるための解決策を提供

リピート購入 バックエンド後の課題は何

継続課金購入
定期的にあなたから学ぶ理由は何？

継続学習は今後のビジネスの肝

ポイント

後ろから順番に作る

①まずバックエンドのメニュー表が出来たら、クライアント候補に見せる。

まずは感想を聞きに行く
口先だけの「良いね」は信用しない。 本当に良いと思ったら、買う。

理想の顧客じゃない人のアドバイスに惑わされない。

たまに売れちゃうこともある。

最初は低額で売るのもOK 後で、高額化する前提。

②売れちゃったら、慌てて中身を作る。
完璧じゃなくてOK

お客さんの興味は、自分の成果

③バックエンドが売れるとわかったら、それに繋がるフロントエンド商品を作る。

セミナー

動画

レポート

音声

面談

④リアルでフロント商品を販売する

リアルがとにかく早い

交流会でチラシ

知人の紹介

⑤無料オファー～ステップメールを用意する

少し時間がかかる

必要な物

無料オファー商品

オプトインページ

ステップメール

フロントのセールスページ

⑥メルマガ登録を集める

④で取りこぼした人

ネットで情報発信
ターゲットが知りたい情報を発信

わかりやすくオプトインページへ誘導

⑦メルマガ配信

関係性構築
考え方、価値観などを伝える

顧客とのやり取りを伝える

顧客教育 自分のサービスの必要性を伝える

定期的にセールス メルマガ配信の目的は売ること＝価値提供すること

集めた人が、バックエンドを買わない人だと残念

第2章　相手から欲しいと言われる商品の作り方

WHY
無理やり売り込まないと売れない商品では、起業家は続かない。 会社から強制されるから、商品の売り込みができる。

プロフェッショナルとマーケターの分かれ道 商品を作りながら、売って断られながら、プロからマーケに成長する。

EX
手作り鞄

飲みかけの水

WHAT・HOW

考えるべきは商品ではない。

プロフェッショナルは商品に恋をする。
良い商品が売れるという幻想

現代は、良い商品ほど売るのが難しい。（商品力で勝負すると）

マーケターは顧客に恋をする。

顧客の事を、顧客以上に理解した状態。

顧客が深く悩んでいることに対して「解決できるよ」と言えたら、
「それ、欲しい」と必ず言われる。

顧客の悩みから逆算して、商品を作ればOK

ターゲット設定

目的・ゴール

顧客の「痛み」「快楽」を理解すること

たった一人の理想の顧客を決める。 仮決めでOK

違ったら、変更するだけ。

どうせ、違う。笑

ひとりについて考え抜いたら、ターゲットを変えても応用が利く。

１．社会的状況

まず事実を書く
わからない事は予測して常識的範囲で設定

目的は、こんな状況の人はどんな心理なのかを考える材料

年齢

年収

貯金額

お小遣い

家族

住まい

仕事

通勤

休日

２．心理的状況

社会的状況から、心理を予想して書く

年収を●●円までUPしたい。

貯金額●円にしたい。毎月●●円貯金したい。

お小遣いは●円欲しい。

家族ともっと時間を過ごしたい。

賃貸から持ち家に引っ越したい。

転職したい、起業したい。

通勤時間を短縮したい

休日は自分の趣味も楽しみたい。

３．場面的状況

どんな時にイライラ、怒りを感じるか？

その時、何と言っているのか？（心の中でも）

本当はどんな状態を望んでいるのか？

それを叶えられない、本当の理由は何か？

４．時間的状況

ターゲットの「痛み」トップ３を整理する

現在の状況を整理して書く

3か月後、どんな状態になっていたら、ターゲットは嬉しいか。

6か月後は？

1年後は？

距離と角度が大事

10年後に1億円稼ぐ方法
魅力的だけど、先が長すぎ

その未来を手に入れるとき、1年後、半年後はどんな状態？

1年後に、月10万円稼ぐ方法 現実的で、魅力を感じない

1か月後に、月1000万円稼ぐ方法 そんなの、どうせ嘘でしょ？

3か月後に、月50万円稼ぐ方法 そんなことできるの？ちょっと詳しく話を聞かせて。

競合リサーチ

目的・ゴール 高額商品を売る時に、競合と戦わずして、勝つポジションを見つけること

間接競合

目的は同じ、手段は別 例）会社員がもっと稼ぎたい

間接競合を整理すると、高額化することが出来る。 多くの起業家は、いきなり直接競合と比較するから、低額化していく。

比較表

競合相手

起業

株

不動産

FX

転職

メルカリ

バイト

比較項目

時間

労力

初期投資

拘束時間

手軽さ

やりがい

メリット・デメリットを整理
ちゃんとメリットを言えることが大事！ 競合のメリットを伝える営業マンは信頼される。

検討するときのターゲットの思考を省略してあげるイメージ

直接競合

目的も手段も同じ 例）起業して稼ぐ

直接競合を整理すると、戦わずして勝つポジションが見える。 直接競合と戦っちゃダメ。

比較表

競合相手

●●動画講座

△△講座

■さんのコンサル

★★本

比較項目

講師

講師との距離感

対面・遠隔

値段

期間

自習・講義

メリット・デメリットを整理
ちゃんとメリットを言えることが大事！

自分のポジションが見える 勝負しない。 他が手の回っていないところを狙う

メニュー表作成

目的・ゴール 相手から「欲しい」と言われるメニュー表を作る

松竹梅の３コースがお勧め

コース名

これが最重要。８割ここで決まる。

相手が手に入れたいゴールを書く

NG。ベーシックコース、スペシャルコース、アドバンスコース

具体的に、最初は全部盛りで書く。

例）副業を全くしたことがない口下手な会社員がゼロからスタートして、3か月で毎月10
万円のコンサルティング契約を結べるように、売り込まずに売れるメニューと、セールスシナ

リオを一緒に考え、実現していくコース。

自分が出来る、出来ないは考えない。
ターゲットが欲しいものだけを考える。 おしいゴールは欲しくない。

自分が出来ないなら、外から調達すればOK

金額 ゴールに対して、金額を付ける。

NG。中身に対して値段をつける。
セッション10回だからいくら。

時間がこのくらいかかるから、いくら。

100万円稼げるようにするなら、100万円と値付けしてもOK

中身 どのようにゴールへ導くのかを書く。

松竹梅の調整
売りたいコースがお得に見えるように調整する。

30万円のコースは必ず入れる。

できたら、とりあえずターゲットに見せる。

反応を見て、ブラッシュアップ。

これで売れちゃう人もいる。

ゴールがちゃんと伝わっているか？

安易に言葉を信用しない。
いいね、と言って買わない人

ターゲットじゃないのにアドバイスしたがる人

ある程度、的が絞れたら、しっかり売ってみる。
なぜ、買わないのか、改善ポイントを聞く。

改善したら、また見せる。

第3章　人間の購買心理の理解とセールスシナリオの組み立て方

WHY購買心理に沿ってシナリオを組めば、売り手も買い手もノンストレス
集客の躊躇がなくなる。

紹介も出やすくなる

WHAT

フロントエンド、バックエンドで組み立てる。

フロントエンドでやるべきこと
顧客教育必要性を納得してもらうこと

悩みを解決するのに、自分のサービス以外の手段では、解決できないかも知れない。他

の手段では余計なお金・時間がかかる。自分のサービスを買うことがベストだと理解する

こと。

関係性構築営業マンではなく相談相手なんだと信頼してもらうこと価値観や考え方に共感できる。安心して相談できる。

HOW

セミナーがお勧め

理由は2つ
2時間一方的に話を聞いてもらえる。顧客は勉強のために一生懸命話を聞く。

先生ポジションになれる。人の前で話す人を、人は信頼する。

セミナーのシナリオで動画、音声、文章もなしではないが、セミナーに比べて集中度は下

がる。

シナリオの組み立て方

信頼度UPさせるプロフィール

人の感情を揺さぶるヒーローズジャーニー

ターゲットと同じスタートライン

小さな山

谷、苦悩

突然の出会い

成功の連続

メソッドの確信

他人も成功

次はあなたの番です。

参加者の共感を得るエピソード自分と同じ苦労をした相手に共感する。

参加者の信頼を得るエピソード自分と同じ苦労を、乗り越えた相手を信頼する。

成功事例の紹介参加者と同じ悩みを持っていた人が、こんな未来を手に入れています。

参加者の集中力を高める”本日の内容 ”の話し方相手の欲しい未来と紐づける

セミナーの最大の肝！根本原因の特定

ここが決まれば、その後は、 It's showtime!

なぜそれ？を潰す間接競合を潰すメリットもデメリットも伝える。

ターゲットが気づいていない根本原因を言い当てる。

沢山のセールスマンを見てきましたが、多くのセールスマンは、トークを磨いたり、礼儀を

学んだり、名刺にこだわったり、資料にこだわったり、、、、。でも、売れない原因はそこじ

ゃないんです。「セールスシナリオの組み立て方を知らないこと」これが最大の問題だった

んです。

３ステップで根本原因を潰す方法

なぜあなた？を潰す

各ポイントの説明例えば、セールス

１．マインドセット

２．商品価値の確認

３．質問のやり方

事例の紹介

個別面談を販売する

なぜ今？を潰す

断れないオファー
本気の人は断る理由がない。

冷やかしは来ないようにする。

個別面談の進め方

大事なポイント先生ポジションを崩さない。

手順

目的の確認なんで、今日来たんですか？

現状の確認今、どんな状況ですか？

理想の確認理想的にはどんな状態が良いですか？

やっていることの確認そのギャップを埋めるために何かされていますか？

欲求の再確認何とかしたいですよね？

提案の許可をもらう解決できますけど、話聞きますか？

メニュー表で説明なぜ、あなたの課題が解決できるのか？

EX杉田さん

第4章　安定売上の“肝”リピートする仕組み

WHY

バックエンドを売っておしまいでは、結局、新規集客に追われる

人の悩みは尽きない

お客さんも信頼している相手から買いたい

WHAT

ダウンセル

対象者
フロントを買ったけど、バックを買わなかった人

フロントを買わなかった人にオファー

ポイント
まずはお財布を開いて頂くことが大事

バックエンドの簡略版ex)講座の動画だけ販売

アップセル

対象者バックエンド購入者

ポイント
次の課題を予言しておくことが大事

バックエンドを煽って売っているとやりにくい

クロスセル
対象者フロント、バック、ダウン、アップ購入者

ポイントタイミングが超重要顧客になってから90日以降

HOW
売り続ける意識顧客に課題を聞く

人を入れる

EX杉田さん

第5章　会う前に先生ポジションを築く集客戦略

WHY
1発勝負は難しい点ではなく、線で勝負

自分以上に自分の課題を理解している人を先生と思う。

WHAT

一貫したメッセージ
理想の顧客、ターゲットからの逆算

違う人には降りてもらうことも大事

メッセージの階層分け

遠いお客さん
ノウハウWHYとEXだけ

すごい自分

近いお客さん
ノウハウWHY、WHAT、HOW、EX

ダメな自分

HOW

ブログ、SNS

ノウハウWHY

顧客事例EX

少しキャラ

必ずオプトインページを案内

無料オファー、ステップメール階段の全体像を見せる

フロントエンド
チラリズム

セールスシナリオを参照

最終的にはノウハウじゃない理由で選ばれるコンサルタントは継続される。

ネットとリアルの使い分け

リアル

ターゲットと会う方法を考える

リアルは早い
チラシでフロントへのお誘い

こぼれる人は無料オファーを紹介

ネット無料オファーに集中
リスト構築してから、フロントに誘う

いきなりフロントへのお誘いは難易度が高い

EX

第6章　まとめ

総括・復習

いきなり完璧はない。

とりあえず仮決めで進める。

顧客理解の深さが肝
浅い時は話を聞く

自己理解を深める

とりあえずバックエンドと、フロントエンドを作れば1000万円ビジネスは作れる

顧客の話を聞き続けることで、ビジネスは成長する顧客の悩みがビジネスになる

マーケターというポジション

先生（コンテンツホルダー）も悩みはたくさんある。

ネタ切れ商品化できていない価値を見つける

バックヤードが弱い

客観的意見

お客さんもいて、商品もあるけど、手が回らない。人を雇うのもお金がかかる

顧客との距離が離れている

マーケティングの定義

狭義マーケティング
1つの商品を売るための販売戦略を考え、実行すること

商品設計、セールスシナリオを組み立てられたら出来る。

広義マーケティング
ビジネス全体の戦略を考え、行動すること

顧客管理がポイント顧客の購買行動が一番のヒント


