
恋愛から学ぶ、ビジネスオンライン化のレシピ




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶴賀　太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンテンツ化スペシャリスト

�1

恋愛から学ぶ、 
ビジネスオンライン化のレシピ

あなたのビジネスを 
オンライン化するレシピ

【準備】 　出会い/見込み客化 

【下ごしらえ】　アプローチ 
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恋愛から学ぶ、ビジネスオンライン化のレシピ

はじめに

「ビジネスをうまくオンライン化すると、無駄な作業が減って効率が上がり、あなたの1の力を5
倍にも10倍にすることができます！」

そう言われて「なるほど！」と思いますか？


ぶっちゃけ、あんまりイメージが湧かないんじゃありませんか？


「オンライン化するってどういうこと？」


「セッションをZoomでやるってこと？」


「Youtuberになるってこと？」


？？？となってしまって、イマイチ自分のビジネスをオンライン化するとこにピンとこない人って
意外と多いんです。


そこで！


この冊子では、ビジネスをオンライン化するというのはどういうことかを、恋愛にたとえて、わ
かりやすく説明し、そして実際にオンライン化に必要なレシピもしっかりとお教えします！


「文章を読むのはめんどうくさい」「文字だとなかなか頭に入らない」という人は、こちらの
LINEアカウント（オンラインXコンテンツ）を友だちに登録していただくと、このPDFの内容＋ア
ルファが詰まった特別セミナー動画「はじめての集客オンライン化セミナー」（約１時間５４
分）をご覧いただけますので、そちらも合わせて活用してください。


オンラインXコンテンツ　公式LINE

登録はこちらから
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第１章：　ビジネスと恋愛は同じだった！





ビジネスのプロセスって、恋愛に似ていますよね？

恋愛では、もし誰かと付き合おうと思ったら


①出会い、があって、

②自分のことを知ってもらって好きになってもらって、

③告白して付き合う、


というプロセスを取るのがごくごく一般的ではないで
しょうか。


実はビジネスでもまったく一緒なんです。


①まず自分（やそのサービス、商品）の存在に気づいてもらって、

②自分（やそのサービス、商品）の特徴を知ってもらって、役に立つと思ってもらって、

③オファーを出して買ってもらう、というプロセスをとります。


ほら、一緒だ！


では、それをオンラインで自動化するというのはどういうことなのでしょう？


それは言うなれば、


「一度出会った相手に自動的に自分のことをきちっと知ってもらえるようにして、そして告白まで
してくれるシステム」


を作るということなります。


そう聞くと「えー、そんなのありえない！」という風におののいてしまうかも知れません。

そりゃそうですよね。機械的に全自動で告白までされたらたまらないという気持ちはわかりま
す。
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でもよくよく冷静になって考えてみてください。

実はそこまで悪いシステムじゃないかもしれないんです。


せっかく知り合った人の前で緊張して自分らしさを出せないで、気づいたら連絡も取らなくなっ
ていたということはありませんか？


いいところまで言ったのに、フラれて関係が終わるのが怖くて、結局お互い告白しないままで終
わってしまったという経験はありませんか？


そうなんです。結局、どこかの時点でしっかりと白黒をつけるために前に進まないと恋愛も進みま
せん。


ましてやビジネスの場合は、一生添い遂げる一人のパートナーを探すというわけではありませ
ん。だから吟味に吟味を重ねるよりも、お客様を見つけ続けてどんどん白黒をつけて先に進むこ
とも大切なんです。


だからビジネスでは、自動化できるところはできるだけ自動化した方が効率化の意味でも、ビジ
ネスを前に進める意味でもいいんです。


さあ、それではさっそく、どうやったらビジネスをオンラインの力を使って自動化できるのかを
考えていってみましょう！
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第２章　自動化するための3つのステップ


第１章では、出会って、好きになってもらって、付き合う、つまり、商品やサービスに気づいても
らって、その内容を知ってもらって、オファーを出して買ってもらう、というビジネスの流れを簡
単に説明しました。


この流れを自動化するために、もう少し詳しくその流れを見てみましょう。


STEP1


まず恋愛の出会いにあたる部分です。ビジネスでは、出会ってこちらにちょっと興味がありそう
な人を「見込み客」といいます。


では、どういう人を見込み客というのでしょうか？

もちろん「興味があります！」って言ってくれたらいいですけど、そんなストレートな人はあま
りいませんよね。でも、こちらが提供するサービスを得るために連絡先を教えてくれたら、それ
はそこそこ脈アリだと言ってもいいのではないでしょうか？


恋愛でもLINE交換できたら、まず第一段階クリアで、そこから連絡を取り合うことができますよ
ね。それと一緒です。ビジネスでも、相手が連絡先を教えてくれて、こちらからコンタクトを取る
ことができる人を「見込み客」と呼びます。


つまりビジネスにおける第一段階は「見込み客」を作ること。つまり「見込み客化」です。





STEP2 

では第2段階はどうでしょう？


恋愛では、自分のことを知ってもらって、好きになってもらうということでしたね？もちろんビ
ジネスでも一緒です。


では、そのために何をすればいいのでしょうか？
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恋愛では、一緒に遊びに行ったり、ご飯を食べに行ったり、時間を一緒に過ごす努力をすると
いったところでしょうか。まあ、これがすんなりいく場合もありますが、相手が人気のある人
だったりすると、ライバルがたくさんいて大変です。


その場合は、

たとえば相手が男性だった場合は自分の料理上手をアピールしたりすることもあるでしょうし、
相手が女性だったら高級レストランに連れて行って気を引こうとすることもあるかも知れませ
ん。つまり、自分といるとメリットがありますよ、というアピールですよね。


と同時に、


仕事で疲れている相手にできるだけ安らぎを与えたり、

面白いことを言って相手を笑わせたりするかも知れません。


これは相手にメリットを与えるというよりは、相手の情動に訴えかける作戦です。


ビジネスもまったく一緒です。


商品やサービスの場合、その機能や性能をきっちり相手に伝えて、利用してもらうことのメリッ
トをわかってもらうようにします。


それと同時に、たとえば高級車のテレビコマーシャルに見られるように世界観を伝えたり、ブラ
ンドストーリーを伝えて憧れさせたり親近感をもたせたりします。


つまり恋愛においてもビジネスにおいても、理屈と情動の両面から訴えかけて、相手と自分（や
その商品、サービス）の距離を接近させていくことが大切になります。


ときには「おためし」も必要になってくるでしょう。


恋愛においては、遊びにいったり、デートしたりすること自体が「おためし」ですが、ビジネス
においては実際にサービスを使ってもらったり、あるいはこちらから価値ある情報を提供するこ
とが、いわば「おためし」になって信頼関係が深まったりします。またはあなたが営業周りをし
ている間に見せる態度が相手にとっては信頼度を図るための「おためし」になっているかも知れ
ません。


つまり価値提供したり、自分をさらけ出すことが、信頼関係の構築につながって、相手との距離
を詰めることにつながります。
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そして価値提供したり、人となりを知ってもらうための発信をビジネスの世界では「ナーチャリ
ング（＝栄養を与えるという意味）」といいます。


つまりビジネスの第2段階で必要なのは、信頼を獲得して相手との距離を詰めるための「ナーチャ
リング」だということです。









STEP3 

では、最終段階である第3段階はどうでしょうか？


恋愛だったら告白ですね。

緊張しますね。


ビジネスもオファーを出すという意味では一緒なのですが、恋愛と大きく違うところがありま
す。


それは売る商品を明確にしなければいけないということです。


恋愛だったら、商品はあなた自身ですよね？

でもビジネスの場合は違います。きちんと提供する商品やサービスがないといけません。


たとえば僕が野村證券に勤めていたとき、一生懸命ある社長のところへ日参して

「社長、僕のお客さんになってください！」といって、社長がついに

「わかった。キミは信用ができそうだから、鶴賀くんのところで何か投資しよう。で、何がオス
スメなんだ？」と聞かれて、何も具体的な金融商品を提示できなかったら商売になりませんよ
ね？
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STEP2:価値提供や共感を提供してナーチャリングする
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それと同じように、ビジネスの場合もいくら信用を得ても「なんでも相談に乗るのでコンサル料
を払ってください」といっても中々商談は成立しません。明確な商品を用意しなければいけませ
ん。


つまりビジネスにおける最終ステップは「商品を用意してオファーをすること」になるわけです。










おさらいします。


ビジネスが成立するまでの３つのステップは


ステップ１　「相手の連絡先を知り、見込み客化する」

ステップ２　「価値提供や共感を提供してナーチャリングする」

ステップ３　「商品を用意して、オファーをすること」


ということですね。


では、次の章からそれらをオンラインの力を使って自動化する調理方法をご紹介していきましょ
う。
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STEP3: 商品を用意してオファーをすること
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第３章　ビジネス自動化の材料




さて、前章でビジネスの3つのステップを確認
しました。


この3つのステップをオンラインのシステムを
使って、一気に自動的にできるようにしたい
わけです。


それではまず材料からご紹介します。





では一つひとつ説明していきましょう。
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１つかみ 
小さじ１ページ 
適宜 
大さじ１ページ

#1　　オンライン化システム 
#2 　  お申し込みページ 
#3　  ナーチャリング用コンテンツ 
#4　  販売商品と販売ページ

Recipe ビジネス自動化の材料
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【材料１】「オンライン化システム」


いきなり「オンライン化システム」と言われてもなんのことかわからない人がほとんどですよね？


では、あなたはこういう経験をしたことがありますか？


オンライン上で何かを申し込んだ後、毎日連続してメールが送られてくるような経験です。１日目
のメール、２日目のメール、３日目のメール、といったような具合に。


もちろんこれは送信者が、毎日一通ずつあなたに送っているわけではありません。


ステップメールといって、あなたがお申し込みをした時点からシナリオどおりにタイミングを設定
して自動的に送っているんです。


あるいは、LINEに友だちを追加したら、瞬時にメッセージが届いて、プレゼント応募用のキー
ワードを送ったらプレゼントのリンクが来た、という経験はありませんか？


これもLINEでシステムを組んで行っているものなんです。


ビジネスを全自動化したいときは、こういうシステムを使います。

こういうシステムをマーケティング・オートメーションツールといって、先程お話したステップ
メールが送れるメール配信システム（メルマガスタンド）などもその一つです。


実はアメリカではマーケティング・オートメーションツールはかなり前から高度に発達していて、
色々な自動化ができるようになっているのですが、日本でも少しずつ色々なツールが出てきて、
最近ではLINEの自動化ができるシステム、あるいは動画セミナーの配信ができるシステムなども
出てきています。

 
どのようなシステムを作りたいかによって、どのシステムを選ぶかは変わってきます。


これだけはどんなにがんばっても素人が設計できるものではないので買わなければいけません
が、無料のものや月数千円からのものもあるので、本気でビジネスをしたい場合はここは投資の
しどころです。
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【材料２】　お申し込みページ


さきほど第２章のステップ１で、見込み客化するためには、お客さんの連絡先を知る必要がある
というお話をしました。


このお申し込みページは、お客様の連絡先（メアドやLINEなど）を教えてもらうためのページで
す。マーケティングの用語ではランディングページともいいます。


ここでお客様の連絡先を教えてもらえたら、いつでもコンタクトをとることができますよね。

つまりデートに誘い出すことができるということです。


でも、いきなり「メアド教えて！」といっても、相手がこちらのことを知らない場合はまず教えて
くれませんよね？


だから相手のメリットとなるような何かを提供しなければいけません。たとえばお得な情報がも
らえるメルマガとか、無料のオンライン講座とか。


そういうものを価値あるものを提供するために、登録してもらうためのお申込みページがこれで
す。


多くの場合、オンライン化システム自体にお申し込みができるページが作れるようになっているの
で、特に別途何かを購入したり契約したりする必要はないです。


【材料３】　ナーチャリング用コンテンツ


さて、ここでまた難しい言葉がでてきましたね。「ナーチャリング」ってなんなんだ、と。


実はこの言葉、第２章のステップ２のところで出てきています。


相手（見込み客）に自分（やその商品・サービス）のことをよりよく知って、好きになってもら
うために、自分（やその商品・サービス）を利用したときのメリットをよくわかってもらうよう
にしたり、あるいは人間性や世界観をわかってもらうために情報提供をすることをナーチャリン
グ（栄養を与える）というお話でしたね。


そして、ナーチャリングにはメリットをわかってもらうと同時に、情動的にも親近感、信頼感を
持ってもらう必要があるというお話をしました。つまり理屈と情動の両面から相手に気に入って
もらう必要があるということですね。
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では相手に理屈と情動、左脳的にも右脳的にも気に入ってもらうには、なにをすればいいので
しょうか？


これは２つのものを提供する必要があります。


一つは「価値」で、もうひとつは「共感」です。


つまり価値提供と共感提供することをナーチャリングといいます。


で、このナーチャリング。実はムチャクチャ大事なんです。


もう一度恋愛にたとえると、ここは「好きになってもらう」ための作業ですよね。

どんなにたくさん出会いがあっても、好きになってもらえなければ、付き合うことができませ
ん。


逆に、好きになってもらえさえすれば、告白なんてただの儀式ですよね。


だから、いかに信頼を得て好きになってもらうかが大事なんです。


というわけで、ここのナーチャリング、価値提供と共感提供については少し詳しくお話しますね。


（価値提供とは？） 

まず価値提供です。


これは、色々な情報を提供して、あなたがプロフェッショナルとしてきちっと信頼できる人だとい
うことをわかってもらうためのものです。


たとえばあなたがフィナンシャル・プランナーだったら、コロナ禍で世界中の株価が下落してい
る中、どのような投資戦略をとればいいのか、理論的に説明するようなメールマガジンを送ると
いうのは大きな価値提供ですよね。


あるいは、社労士や中小企業診断士だったら、コロナ禍で利用できる助成金や補助金の情報をわ
かりやすく伝えてあげるということもできるかも知れません。


ヨガの先生だったら、巣篭もりしていても運動不足にならず、ストレスも解消できる一日１５分の
プログラムを動画で提供してあげるというのも、かなり大きな価値提供です。
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ダイエット・コーチだったら、21日間で2キロ痩せながら代謝を上げていくメニューを提供しても
いいかも知れません。


とにかく、あなたの潜在顧客、見込み客が「これは役に立つ！」と思うような情報、価値を伝え
るのが価値提供です。


（共感提供とは？） 

では、共感提供とはなにを提供すればいいのでしょうか？


共感提供という四文字にしてしまうと堅苦しく感じるのですが、これは言い換えると「ああ、こ
の人に付いていきたい！」「この人こそ、私のことを理解してくれる人だ！」と思ってもらうこと
です。


では、どうやったらそのように思ってもらえるのでしょうか？


実はそのためにやらなければいけないことは、価値提供とはまったく逆のことだったりするので
す。価値提供はあくまでも相手の左脳、つまり理性に訴えかける作業です。


だから、自分がいかにスゴイ人なのか、社会的にどれだけ認められているのかを説明するのも価
値提供の一部となります。たとえば大学在学中に司法試験に受かりました、とか、クライアント
に一部上場企業のオーナー社長が3人います、とか、そういうったような類の情報です。


それらの情報を受け取った人は「そんなにスゴイ人なら、私のことも引き上げてくれるかも知れ
ない」という風に思うかも知れません。


でも、そういう情報ではかならずしも人は「この人についていきたい！」とは限らないんです。


たとえば僕が学生でバスケットボールをしていたとします。どんなにマイケル・ジョーダンやレブ
ロン・ジェームズのようなアメリカのトッププロに憧れていても、彼らと同じようなプレーをした
いとは限りません。だって、彼らの身長や身体能力なら、ちょっとジャンプしたらダンクできて
しまうわけですが、身長１７１ｃｍで跳躍力がない僕がいくら真似しようとしても真似できるわ
けがないと思ってしまいます。


でも、たとえば同じNBAの選手でも身体的にあまり恵まれていなく、選手としても期待されてい
なかったにも関わらず3ポイントシュートを死ぬ程練習してNBAの最高のスターに上り詰めたステ
フィン・カリーが「大学進学時に、強豪校からは相手にされなかったのをバネにしてがんばった」
と言われれば、「オレもがんばろう！」という気持ちになれるかも知れません。
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そのように、共感してもらうにはカッコいいところばかり見せていてはダメなんです。自分のだめ
なところも含めて見てもらう必要があります。


こんなところがダメだったけど、こうやってがんばったらここまでくることができたよ、というス
トーリーです。


これが共感提供です。


この共感提供は実は一般的には「自己開示」と呼ばれることが多いものです。つまりカッコつけ
ずに自分をさらけ出すという意味ですね。この作業をきちんとすると、相手があなたのことを自
分に重ね合わせてくれるんです。それが共感を生むわけです。


（ナーチャリングの方法） 

では、価値提供や共感提供はどのようにしていけばいいのでしょうか？


オンラインマーケティングにおいては、いくつかの一般的な方法があります。


それは①ブログ②メルマガ③SNS④動画、です。


それぞれに一長一短がありますが、こうしたメディアを通じて情報発信（価値提供・共感提供）
をしていくことによって、相手があなたの世界観（＝世界の観方・考え方）を理解してくれ、あな
たに自分の問題解決を託したいと思ってくれるようになるのです。


【材料4】「販売商品と販売ページ」


さて、きちんとナーチャリングをして、見込み客があなたの世界観を共有し、あなたに自分の問
題解決を託したいと思ってくれたら、あとは実際に一緒に問題解決をしていくだけです。


そのための最後の儀式が「オファー」です。


しかし、これまた恋愛と一緒で、かならずしも１００％OKがもらえるとわかっていてオファー
（告白）するわけではないのがツライところです。


特にビジネスでは、第２章のステップ３でお話したようにきちんとした商品を用意する必要があ
ります。
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と、同時にその商品の特長や魅力、価格などをきちんと説明するための販売資料（パンフレット
のようなもの）も必要となってきます。


この販売資料、オンラインマーケティングでは、多くの場合オンライン上に用意されます（そ
りゃそうだ）。そしてそれらはセールス・レターとかセールス・ページとか呼ばれます。セールス・
レターは縦スクロールが長々と続いて、商品の魅力をアピールするものが多いです。


セールス・レターの書き方については、ググっていただくと色々な解説サイトがあると思うのでこ
こでは割愛しますが、Webページ、PDF、動画などでこうしたセールスのオファーを用意します。


まとめ 

【材料１】「オンライン化システム」 
マーケティング・オートメーションツール。メールやLINEを利用して自動化
するためのプラットフォーム。月々数千円から１万円くらいから利用可能。


【材料２】　お申し込みページ 
見込み客のリストを収集するためのページ。単なるお申込みページですが、
リスト取りに不可欠な大切なページ。


【材料３】　ナーチャリング用コンテンツ 
価値提供と共感提供をするためのコンテンツ。ブログ、ステップメール、動
画セミナーでの情報発信が主。自動化の成否をわける肝。


【材料4】「販売商品と販売ページ」 
最終的に自動化で売るための商品と、その魅力をしっかりと伝えて販売する
ためのセールス・レター。セールス・レターは超縦長のページが多し。
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第４章　材料はわかった。で、調理方法は？




さて、前章まででビジネスを自動化するた
めの考え方、材料を説明してきました。


では実際にはどのようにそれらの材料を調
理していけばいいのでしょうか？


実はここは戦略によっていくらでも調理方
法があります。


同じ高級和牛でも、ほとんど生の状態で食
べて舌鼓を打つこともあれば、しっかりと

煮込んでいただくのもまた美味、といった具合に一つの正解はありません。


またまた恋愛で説明すると、たとえばステップ２の段階、つまり「好きになってもらう」フェーズ
の戦略はじっくりと時間をかけて好きになってもらう、という作戦もあれば、「上手くいくとき
はいく、ダメなときはダメなんだから、いつまでもウジウジしていないで、勢いのあるうちにさっ
さと告る」という戦略もあるでしょう。


これはビジネスでもまさに一緒です。ステップ２のナーチャリングのステージは、いわば信頼関
係を築くステージです。あまり性急にならずに、時間をかけてじっくりと信頼関係を構築した方
が上手くいくこともあるでしょうが、同時にいつまでもオファーを出せずにダラダラしている
と、気づけば他の人に持っていかれた、ではなくて、他のサービスを利用されたということにも
なりかねません。


つまり一つの正解はありません。


しかし調理方法にはポイントはあります。


（調理ポイントーその１） 

まず第一のポイントは、どのオンライン化システム、マーケティング・オートメーション・ツール
を選ぶかです。


メールベースにするのか？それともLINEを活用するのか？はたまた動画配信システムを利用するの
か？などです。


メールですと、文字制限がないのでしっかりと伝えたいことを伝えてナーチャリングができます
が、同時に開封率が低くなってしまうというリスクがあります。
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逆にLINEツールですと開封率は高いですが、あまり長いと読まれないので、情報や価値をどう伝
えていくかに工夫がいります。また、大した情報を送れないので、長期勝負よりも短期勝負に向き
だとも言えます。


動画配信システムに関しては、正直日本のもので一般的なものにはあまりいいものはまだ見かけ
ません。アメリカの動画配信システム（アメリカではウェビナー・システムといいます）にはいい
ものがたくさんあるのですが、この場合は英語がネックになってきます。


このようにどのメディアを使うのかは、あなたが最終的に売りたい商品の値段や性質にも関わって
くるので、吟味が必要です。


そんなこと言われれも、どうしていいかわからないよ。。

と思っている方、ご安心ください。次章では、鉄板のケースの例を挙げて、その場合にオススメ
のオンライン化システムを具体的にご紹介します。


（調理ポイントーその２） 

さてビジネスの自動化を設計するときの第二のポイントは、ナーチャリングです。

恋愛でも好きになってもらうのが一番難しいですよね。

どうやって好きになってもらうか？


時間をかけてじっくりと好きになってもらうのか？

短期間で一気に勝負にでるのか？


うーん、難しいところですね。


恋愛においては、苦しんでいるのもまた恋の醍醐味だったりするので、時間をかけて悶々とする
のもいいでしょう。


実際、信頼関係ができていないのに告白／オファーをしても、うまくいくわけがないので、ある
程度しっかりと時間をかけて信頼関係を築き上げたいのは事実です。


ただオンライン・マーケティングの場合は気をつけなければいけないことがあります。


それは「離脱」という概念です。


オンライン・マーケティングでは、基本的に線路を用意して、見込み客の方にはその線路の上を走っ
ていただくことになります。
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その間に、ディズニーランドのアトラクションよろしく、色々な価値提供や共感提供をして信頼関
係を構築します。


でもその線路が長ければ長いほど、その線路から脱線してしまう人がいるんです。


たとえば、その人が忙しくなってしまって、気づけばあなたからのメルマガを開けなくなってし
まったとか、あなたがチンタラしているうちに後からやってきた勢いのある別の同業者の方に気
移りをされてしまったりとか。


とにかく色々な理由から、あなたの敷いたレールから少しずつ人は脱線してしまうのです。


そのことを「離脱」といいます。


そして先程も書いたとおり、線路は長ければ長いほど離脱リスクは高まります。

つまり時間をかけてゆっくりとナーチャリングをしたいけど、ナーチャリングが長くなればなる
ほど離脱リスクが高まるというジレンマがあります。


このジレンマをどう解決していいか、ということはしっかりと考えなければいけません。


（調理ポイントーその３） 

第３のポイントは、販売商品です。

これはどんなものを売るか、ということも大切なのですが、それ以上に大切なのがいくらのもの
を売るか、です。


一昔前はオンライン上の情報教材を売ることが流行りました。オンライン上で何十万円、あるい
は１００万円近い教材がどんどん売れていたこともありました。


しかし情報が溢れかえっている今、単なる情報教材ではそこまで高い値段ではなかなか売れませ
ん。逆に安いとたくさん売れないともろもろ掛けたコストが回収できないのでわりに合いませ
ん。


ざっと感覚的には３万円から１０万円くらいのものが狙い所です。
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第５章　一週間で結果を出す！超オススメ自動化レシピ





さて第４章で、ビジネスを自動化させるレシピはケー
ス・バイ・ケースで、一概にはなんとも言えない、と
いうなんとも煮え切らないことをお話しました。


実際そのとおりではあるのですが、それじゃなんだ
か生煮えの気持ちになってしまうというのもわかり
ます。


そこで、この章では汎用性の高い鉄板の自動化レシ
ピを一つ具体的にお伝えしたいと思います。


それではもう一度、材料のおさらいをしましょう。


【材料１】「オンライン化システム」 
マーケティング・オートメーションツール。メールやLINEを利用して自動化するためのプラット
フォーム。月々数千円から１万円くらいから利用可能。


【材料２】　お申し込みページ 
見込み客のリストを収集するためのページ。単なるお申込みページですが、リスト取りに不可欠な
大切なページ。


【材料３】　ナーチャリング用コンテンツ 
価値提供と共感提供をするためのコンテンツ。ブログ、ステップメール、動画セミナーでの情報発
信が主。自動化の成否をわける肝。


【材料4】「販売商品と販売ページ」 
最終的に自動化で売るための商品と、その魅力をしっかりと伝えて販売するためのセールス・レ
ター。セールス・レターは超縦長のページが多し。


これが材料でしたね。


この材料の具体的な具材をこれからお伝えします。
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【材料１】「オンライン化システム」 

まずこちら。前章で、日本では実際メールを使ったシステムか、LINEを使ったシステムかの２択
だと申し上げました。


今回のレシピでは、ズバリLINEを使います。


理由は開封率の問題と短期決戦でいくという戦略上の理由からです。


今回はどなたのビジネスにも応用が可能な戦略ということで短期決戦にします。

長期で時間をかけてじっくりと信頼関係を構築していく場合は、選択肢はたくさんあります。ブロ
グを使うのもいいですし、ステップメールや普通のメルマガを活用するのもありです。それらに
SNSや動画を絡め手で使う戦略も組み立てることができます。


でも短期決戦ですと、実は選択肢は限られてきます。ナーチャリングにたくさん時間をかけられ
ないので、情報伝達の効率のいい動画を使うことになります。この動画の内容については【材料
３】のナーチャリング用コンテンツのところで詳しくお話しますが、とにかくキーとなる動画を
みてもらって、そこで信頼関係を一気に構築して好きになってもらうというのが作戦です。


こうなってくると、開封率がとても大切になってくるんです。というのは、短期決戦なので、一回
の情報の未達が致命的な離脱になりかねないからです。具体的にいうと、長期に渡りメルマガを
送って信頼関係を築こうとする場合は、メールが一通や二通届かなくても致命的なダメージにはな
らないですが、たとえば全部で１０通のメッセージで構成して一気にセールスまでもっていく場合
は、１通の未達でプランが台無しになりかねません。


だからLINEのシステムを使います。


僕がフリーランスや個人事業主の方にオススメしているのは、オートSNSフリー
４０００というプラットフォームです。


こちらをオススメする理由はいくつかあるのですが、無料でできる範囲が広い
（ステップメールならぬ、ステップLINEが無料プランでも組めます）とい
うことと、チュートリアル動画が異常に充実しているという点です。

また月々8,880円の有料プランが3ヶ月無料で使えるので、納得できない場
合はすぐに解約できるのも不慣れな人にはノーリスクで安心だと思
います。


少しでも興味のある方は、まずは登録
するとすぐに使えるので、登録してど
んなものかを見てみてください。
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【材料２】　お申し込みページ 

お申し込みページ、こちらはあまり作りこまないで、単にLINE登録させ
るだけのページに特化します。


知り合いや潜在顧客にはこのページから登録してもらいます。


このページは、LINEオートメーションツールについているコンテンツ
ページ作成機能で簡単に作れるので、別途サーバやドメインを用意する
必要はありません。


【材料３】　ナーチャリング用コンテンツ 

さて、ここがいよいよ問題のナーチャリングです。


ナーチャリングとは、見込み客に自分（やその商品、サービス）の価値をしっかりと理解してい
ただきつつ、好きになってもらうために価値提供と共感提供を徹底的にして信頼関係を構築する
ことだというお話をしてきました。


言うまでもなく、本来信頼関係を構築するのには時間がかかります。十年来の親友が本当に困っ
ていたら１０万円を貸すことはできるかも知れませんが、今日交流会で知り合った人が困ってい
るといっても、１万円を貸すこともためらわれると思います。


通常信頼関係を構築するのにはある程度時間がかかります。


しかし今回のビジネスの自動化は短期間、具体的には一週間くらいを想定しています。そして一気
にオファーまで行こうと思っています。


となると、短期間で信頼関係を構築しなければいけません。

メルマガでゆっくりと自分のスキルや価値観を伝えていたのでは間に合わないんですね。


ではどうすればいいかというと、より情報量の多い方法で発信をしなければいけなくなります。


それはなにかといえば、動画なんです。


短期間で一気に信頼関係を構築したい場合は、発信できる情報量が多い動画が一番です。


どういうことかというと、たとえば動画のセミナーを観てもらったとします。受講者はもちろん
セミナーから得られる知識やノウハウ、つまり「価値」も受け取りますが、同時に話すときのあ
なたの様子を見て、なんとなくあなたの人となりもうかがい知ることができます。そこから伝
わってきたあなたを見て、「この人なら信頼できるな」と思ってもらうこともできるんです。
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インターネット上にいる知らない人にお金を払うことは怖いですよ。だから、その人のスキルだ
けじゃなくて人となりも重要になってくるんです。


それらが短時間で一番伝わるのが動画なんです。


というわけで、ナーチャリング用コンテンツは「動画」です。


では、どのような動画でしょうか？


これもズバリ効く特性レシピをお教えします。


答えは2本の動画です！


1本はセミナー動画で、もう一本はガイダンス動画です。


もっと具体的に言うと、90−120分のセミナー動画を1本と、10−15分のガイダンス動画を1本で
す。


ご説明しましょう。




まずセミナー動画です。

この動画の目的はナーチャリングです。ナー
チャリングとは価値と共感を提供することで
す。価値という意味では、プロフェッショナ
ルとしてのあなたの価値を一番端的に表現で
きるのがセミナー動画です。ここであなたの
知識やスキルをきちんと伝えると同時に、
きっちりと人間性も出していきます。


価値も人間性もきっちり伝えなければいけないので、時間も90−120分かけたガッツリした内容の
ものにします。ここは出し惜しみせず、あなたの持っているものをすべて出しきりましょう。恋愛
にたとえると、一回のデートで付き合ってくれるか、そうでないかの結論がでるのです。出し惜し
みしている場合じゃありません。


そのセミナー動画を観終わった後、受講者が「これは役に立った！」と思ってくれるような内容
になっていなければ、あなたに対する信頼感は醸成されてきません。


あなたの持っているベストの2時間のセミナーをここで行います。
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よろしいでしょうか？


あまりよろしくない、と思っていませんか？


実際、このような動画セミナーを提供するようにコンサルでお話をすると、多くの人は「2時間は
長くないですか？30分くらいにコンパクトにまとめないと離脱してしまいませんか？」という質
問をよく受けます。


なかなか鋭い質問です。


そうです。確かに長いセミナーだと離脱を招くこともあります。


ただここでこのセミナーを開催する目的を思い出してください。それはセミナー受講者の満足度
を上げることではありません。あくまでも目的はその先にある商品の販売です。


つまり最終的な離脱率はセミナーを全編見てくれたか、見てくれなかったか、というところで測
定されるのではなく、商品を買ってくれたか、買ってくれなかったかで測定されます。

たかだか2時間のセミナーを最後まで観てもらえるような信頼関係も構築できなければ、最終的な
商品をかってもらうのは至難の技でしょう。


だから長時間で離脱のリスクがあっても、きっちりと徹底的に価値提供をするというのが正解で
す。


でも確かに2時間の動画セミナーをいきなり観てもらうのは大変です。




そこで必要なのがガイダンス動画です。


2時間の動画を観てもらうのにはそもそもある程度
の信頼関係が構築されている必要があります。

どうやってその信頼関係を構築するか？


実はこれには単純接触が有効です。


人はある人と一定回数接触をすると、一定時間以上接触すると、なんらかの信頼関係が構築され
ます。たとえ、その接触で「この人嫌だな」と思っても、まったく接していない人よりは信頼関
係ができあがるものなんです。


だからいきなり2時間のセミナー動画を観てもらうのではなく、その前に10分、15分くらいの動画
で接触しておいて、地ならしをするんです。


それがもうひとつの動画、ガイダンス動画の役割です。

�24



恋愛から学ぶ、ビジネスオンライン化のレシピ

ガイダンス動画は、基本的には本セミナーの章立ての解説だけで十分です。

本セミナーがどういう章構成になっており、それらを学ぶ結果何が得られるのかを説明して「観
てみたい！」という気持ちにさせることができたら大成功です。


とにかく前向きなエネルギーを発しながら単純接触するための動画がこのガイダンス動画です。


というわけで、ナーチャリングコンテンツであるガイダンス動画とセミナー動画を一週間以内に
観終わってもらうようにします。


【材料4】「販売商品と販売ページ」 

そして最後が販売商品と販売ページです。

この項目、順番的に最後に来ていますが、実は販売商品自体は最初に考えるべきものです。


ではここでは何を売るべきでしょうか？


よくナーチャリングの末に売るものを「バックエンド商品」といいます。

「バックエンド商品」とは、本来「お客様の課題を解決するために、あなたが提供できるベスト
ソリューション」のことを意味しています。


ベストソリューションなので、個人セッションを行ったり、手間暇がかかることが多いので結果
として高額商品になることが多いです。


では、この自動化システムで一気に高額商品が売れるでしょうか？


答えは

「売れないこともないが、確率は低い」ということになります。


実は一昔前は、こうしたオンラインでの販売で30万円、50万円の情報商材がよく売れるという時
代もありました。


しかし、今は情報が溢れかえっていて、無料でもかなりの情報がとれる時代です。

単に質のいい情報というだけでは、30万円、50万円のものはポンとオンラインで簡単に売れるこ
とはありません。


それ以上の価格帯のものをオンライン上で売る場合は、かなりしっかりと信頼関係（マーケティ
ング用語でエンゲージメントといいます）を強めないといけません。
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ということは、この一週間という短期決戦でいきなりオンラインだけで30万円、50万円という教
材を売るのは正直難しいです。


では安いものを売ればいいのでしょうか？


それも違います。

オンラインの自動化のシステムを作り上げるのは、それなりに面倒くさい作業でもあります。

実際に2時間の無料動画を作って撮影するだけでもそれなりの手間暇です。


だからあまり安いものだとよほど数が売れないと投資した手間暇が回収できません。


ではどうすればいいのでしょうか？


ここでご提案したいのは、「個別相談会」の販売です。


もしあなたがすでに30万円、50万円のバックエンド商品を売っているとしたら、どうやって売っ
ていますか？


多くの方がセミナーとかを開催して、そのあと「個別相談会」という形で1on1の面談をしてク
ロージングしているのではないでしょうか？


実は今回提案しているこの自動化では、その「個別相談会」を売ることを目的にしています。


正直いうと録画動画でクロージングを行っても成約率は多くの場合かなり落ちます。

特に1対大勢という形ですと、受講者もあまり当事者意識を持ってくれません。

やはりLIVEで1on1でクロージングを行うのが一番成約の確率は高いのです。


だからその部分は今迄どおりきちっと1on1で行う。

そのための「個別相談会」を売るというのが、このレシピの肝です。


値段は、相談内容、あなたのコンサル料金によっても変わってきますが、数千円から数万円がい
いでしょう。あと、いくらバックエンドを売るためのものだからといって、無料というのはオス
スメしません。無料にすると途端に集まってくる人の覚悟が低くなりますので。


以上が、このレシピにおける「販売商品」です。


では、「販売ページ」はどうでしょうか？
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これは先程もいったとおり、「セールスページの作り方」や「セールスレターの書き方」というキー
ワードでググって頂ければ、いくらでも解説ページは出てくるはずですので、そうしたものを参照
して作ってみてください。


ただ一つティップスを差し上げると、セールスを成立させるには５つの「NO」をクリアしなけれ
ばいけないと言われています。


それは「NO Need（関係ない）」「NO Desire（必要ない）」「No Trust（信頼できない）」「No 
Hurry（急ぎじゃない）」「No Money（お金がない）」の５つです。


この5つのNoをクリアしてあげる方向でレターを書いてみると、いいページができあがります。


なお、セールスページもお申し込みページ（ランディングページ）同様、LINEオートメーションシ
ステムの機能で作れるので、追加費用は発生しません。


それではまとめてみます。




【材料１】「オンライン化システム」 
LINEのオートメーションツールを使用。僕はオートSNSフリー4000を使用して
います。


【材料２】　お申し込みページ 
オートSNSフリー4000にお申し込みページ（ランディングページ）を作れる機能
がついています。LINEの登録用のQRコードと特典プレゼントの内容だけがわかる簡単なページを
作ります。


【材料３】　ナーチャリング用コンテンツ 
無料動画セミナー（90−120分）。あなたが提供できる最高の内容のセミナーを90分から120分で
行います。

ガイダンス動画（10−15分）。上記無料動画セミナーの章立てやセミナー受講で期待できる効果を
説明し、期待感を醸成します。


【材料4】「販売商品と販売ページ」 
販売商品はあなたが現在販売しているバックエンド商品の「個別相談会」。値段は数千円から数
万円程度。

販売ページはLINEオートメーションツールの機能を使って作成。5つの「NO」、「No Need」
「No Desire]「No Trust」「No Hurry」「No Money」をどうクリアするかがポイント。
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最終章　遊園地舞台裏からのご招待


さて以上、「恋愛から学ぶ、ビジネスをオンライン化するためのレシピ」をお伝えいたしました
が、いかがだったでしょうか？


少しはビジネスを自動化することのイメージが湧いたでしょうか？

それがあなたのビジネスのイマジネーションになってくれたのなら、僕としてはそれ以上の喜び
はありません。


ところで、この冊子をお読みくださっているということは、おそらくこれまでにあなた自身、こ
うしたオンラインによる自動化にどこかで触れたことがあるのではないかと思います。


Facebook広告で無料冊子や無料動画のプレゼントというのを見て、興味を持ったことがあるかも
知れません。あるいはもう一歩進んで、実際にそういった無料プレゼントをダウンロードした
り、無料セミナーを閲覧したことがあるかも知れません。中には実際になんらかの教材やプログ
ラムを購入した方もいるかも知れません。


そういう経験をしているとき、あなたはどう感じていたか覚えていますか？


広告のキャッチコピーに心惹かれて期待をしましたか？それとも「こういうのは怪しい詐欺同然の
ものがあるから気をつけないといけない」と身構えましたか？


いずれにせよ「気になった」ということです。


この「気になった」ということは、あなたの中に解決したい問題があったということなんです。

心惹かれた、ということは言うまでもありませんが、身構えた、ということも実は問題があった
ということなんです。もしまったく問題がなければ、身構えるまでもなくスルーするものです。


男性が生理用品の広告を見ても何も
感じずにスルーするのと同じよう
に、もしあなたの中になんの問題意
識もなければ、そういう広告をみて
も「怪しいぞ、騙されないように気
をつけなければ」という警戒心は生
まれないものです。


つまり、その時点であなたは問題を
抱えていました。


だからそのオンライン広告に反応し
たんです。
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もしあなたが今、あなたの持っている知識やノウハウをオンライン上で多くの人に知らせていっ
たら、かつてのあなたと同じようにそのことに関する問題を抱えている人がその広告に反応しま
す。


あなたは、そのように反応する人たちの問題を解決してあげられると信じているからこそビジネ
スを行っているはずです。


でも、いくら広告に反応してくれたからといっても、その人たちがただちにあなたのことを問題
解決の救世主だと思ってくれるとは限りません。もっとはっきりいうとすぐにそんな風に思ってく
れる人はまずいないでしょう。


先程もお伝えしたとおり、中には「この人は怪しいんじゃないか」という猜疑心バリバリであな
たの言葉を読み進めるはずです。


でももしあなたが本当にそういう人を助けてあげたいのなら、彼らが離脱するのを防ぎながら信
頼関係を構築していかなければいけないのです。


どうやって信頼関係を構築していくのでしょうか？


色々な方法が考えられるかも知れません。でも見知らぬ人と信頼関係を構築するのに、今の時代
オンラインほど適したものはありません。


そしてその過程を自動化させるマーケティング・オートメーションほど効率よく信頼関係を構築で
きるものはありません。


だから、もしあなたが本気で多くの人の問題を解決してあげたいと思っているのなら、是非真剣
にビジネスのオンライン化、自動化に取り組んで欲しいのです。


そのことによって、あなたに救われる人がかならず出てきますから。


（遊園地の舞台裏を見たその後は） 

さて、ここまでビジネスのオンライン化の舞台裏をできるだけ細かく説明してきました。


これまでは受講者の立場から見ることはあっても、そういった全自動のシステムがどういう仕組
で、どういうことを考えられて作られているのかを知る機会はあまりなかったのではないでしょう
か？
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いわばあなたは遊園地の舞台裏を知ったのです。


もしテレビである遊園地の舞台裏が特集されていて、「へー、お化け屋敷の裏側ってそうなってい
たんだ」と知ったら、あなたはそのあと何をしてみたいですか？


あるいは好きな映画のDVDの特典のメーキングで、ものすごいアクションシーンの撮影方法の種
明かしをしていたらどうしたいですか？


おそらくその遊園地のお化け屋敷にいきたくなったり、その映画のアクションシーンをもう一度見
直してみたくなるのではないかと思います。


今回のビジネスのオンライン化についても同じなのではないかと思いました。

少なくとも僕なら、こういうオンラインマーケティングの仕組みや裏側を知ったら、実際に現場
でそれがどう運用されているのか知りたくなってしまいます。




だから、もしあなたがこの冊子でお伝えしたことが、実際にはどのよう
に展開されているのかに興味があれば、こちらのURLかQRコードから
「オンラインXコンテンツ」の公式LINEを登録ページにいってください。


実はそのページが、【材料２】の「お申込みページ」になっています。

そしてこのページに登録した瞬間に【材料１】のオンライン化システム
（この場合はオートSNSフリー４０００）の自動システムがはじまり、
【材料３】のナーチャリングコンテンツ、つまりセミナーのガイダンス動画（１６分）と実際のセ
ミナー動画「はじめての集客オンライン化セミナー」（１時間５４分）につながっていくのです。


ここまでの内容を読んだ上で、一連の流れを改めて見るとまた気づくことも多いと思うので、是
非観てみてください。そうでなくてもセミナー内容は、本当に自信を持って超有料級といえるも
のなので、是非ご覧いただければと思います。


それでは、ビジネスをオンライン化することによって、あなたとあなたのお客様にハッピーが訪れ
ることを心からお祈りしています。


	 	 	 	 	 	 	 	 	 鶴賀太郎

	 	 	 	 	 	 	 	 	 コンテンツ化スペシャリスト

	 	 	 	 	 	 	 	 	 taro.tsuruga@paracata.com
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