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まえがき 

こんにちは、田中です。 

本書は15分で読める内容になっています。  

というのも、本書を読んで 

「為になった」 
「知識が増えた」というよりは、 

今すぐあなたにデジタルコンテンツを作って欲しいと思って書いた書籍だか
らです。  

とはいえ、全体像、特にインターネットマーケティング、デジタルコンテン
ツに関する基礎的なこと。 

たとえば、デジタルコンテンツの作成の仕方や販売方法などを知らないと実
践できませんよね。 

あまり余計なことはごちゃごちゃ書かずに、サクッと読めて、基礎的なこと
を抑えることができる内容を目指して本書を執筆しました。 

より詳しい内容は動画で解説しています。 

動画の方は現在も有料販売している商品ですが、本書の購入者特典として 
期間限定ですが無料でプレゼントしています。 
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以下のリンクからご請求ください。 

クリックしてページに飛ばなければ特典プレゼント終了となっておりますの
で、その際はご容赦ください。 

追加コンテンツや修正した内容をお届けできますし、もしあなたがKindle 
出版をしたければ、ご協力できることもあるかと思いますのでよろしければ
ご登録ください。 

無料コンテンツのご請求はコチラから 

自動返信メールが届きますので、ご確認ください。 

もし数分経っても届かなければ、まずは迷惑メールフォルダを確認してみて
ください。 

昨今、メールが非常に届きにくくなっている中、Gmailがもっとも届く確率
が高いので、なるだけGmailでご登録ください。 

せっかくプレゼントのご請求をされても、お手元に届きませんともったいな
いのでよろしくお願いいたします。 

もしGmailをお持ちでないようでしたら、この機会に取得することをオスス
メいたします。 

今やビジネスで使う場合のメールアドレスはGmail一択だからです。 
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１：最初に～本書の読み方～ 

まずはざっと本書をご覧いただいて、早速あなたの好きなことや得意なこと
でデジタルコンテンツを作ってみてください。 

音声コンテンツから作るのがオススメです。 

1分でいいです。 

あなたの好きなことを、目の前の相手に教えるイメージでスマホの録音機能
を使って一人語りを１分間してみてください。 

ですが、もしかするとコレが案外難しいかもしれません。 

なぜなら、多くの人は一人語りに慣れていないからです。 

ラジオ DJ でもない限りなかなか一人で喋る機会はない。 

喋るというのは、目の前に相手（人）がいる場合がほとんどだからです。 

パソコンやスマホを目の前にして話すという経験をした人がほとんどいな
い。 

特にコンテンツを作ったことがない人は、一人語りは「慣れ」でしかないの
で、まずは一人語りに慣れてみてください。 

コーチやコンサルタント、セラピスト、カウンセラー、士業、FPなどといっ
た問題解決を生業とする人がネット上でサービスを売るなら、デジタルコン
テンツを作成することは必須になってきます。 

ですからまずは簡単なことから、できることから実践してみてください。 
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その第一歩として私がオススメするのが、一人で1分間話した音声コンテン
ツを作り続けることです。 

騙されたと思って実践してみてください。 

まずは作ってみる。作り続けていくことです。 

もしあなたが一人語りに慣れている、コンテンツ制作をある程度やったこと
があるのであればOKです。  

以下本書では、マーケティングにおける誰もが知っておかないといけないレ
ベルの非常に基礎的な内容から、テクニック的なことまでお伝えしていきま
す。 
  

2：販売段階の3原則 

情報ビジネスに限らず、ビジネスにおいて収益を得るために必要な段階は、
大きくわけて3つしかありません。 

1:「集客」 
2:「教育」 
3:「販売」 

集客：見込み客を集める 
教育：見込み客と信頼関係を築く 
販売：販売して顧客になってもらう 

見込み客とは将来お客さんになってくれそうな人、将来商品を買う可能性の
ある人のことを指します。 
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1:「集客」 

「集客」 これは読んで字のごとく、お客様を集める段階です。見込み客（将
来お客さんになってくれそうな人）を集めること。 

見込み客とは、お金を払ってでも問題解決したい人。 

情報ビジネスにおいては、 アクセスと言われる部分です。（トラフィックな
どとも言われる） 

ネット上でアクセスを集める方法は、原則として、無料（SNS、検索）と有
料（広告）の２種類がある。 

SNSの原則は無料利用。友人知人とのコミュニケーション媒体。 

ビジネス利用しする場合は「広告を使いましょう」というのが、プラット
フォーム側の言い分です。 

2:「教育」 

オンライン、オフラインに関わらず、 共通するのは、自分の商品の購入を最
終目標地点として、そのために必要な情報提供(=教育)をしていく。 

教育といっても、これは学校の勉強のように、授業を受けてもらったりする
ことだけを指し示すものではありません。 

ビジネスにおける「教育」とは、 自分の商品を購入してもらうために必要な
情報をしっかりと相手に伝えるという意味です。 

なぜなら、お客さんは基本的に受け身なので、こちらが積極的に価値を教え
てあげなければ、商品が本来持つ価値が理解されず、売れないからです。 
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教育とは販売に必要な情報提供のこと。 
教育＝見込み客との信頼関係を築くことです。 

自分の都合の良い情報提供は洗脳。 
ビジネスをする上で、見込み客に対する教育要素は必須です。 

集客しても、あなたのこと、あなたの会社のこと、あなたの商品のことを
知ってもらわなければ商品は買ってもらえないから。 

プロフィールをお伝えしたり、あなたが販売している商品の特徴やメリット
などをお伝えする。 

つまり価値を伝える。価値が伝われば商品は売れます。 

3:「販売」 

商品が売れないのは、多くの場合、教育が不十分なことが原因です。 

集客（アクセス）ばかりに目が行きがちですが、教育（価値提供、信頼関係
の構築）がしっかりできてるのかをチェックしてみましょう。 

多くの人が「集客ができていない」と考えていますが、実際には「教育」「販
売」ができていないことがほとんど。 

集客（アクセス）は数字でわかるので目に見えるから、どうしても意識して
しまいます。 

反対に、「教育」は目に見えないからおざなりになってしまう。 

販売についてもう少し詳しくご説明すると、売上を上げるためには、大きく
分けると次の2つしかありません。 
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1.インターネット上で商品・サービスを販売する（セールスレターに誘導） 
2.店舗へ集客して販売する（実店舗に来てもらう） 

要するに、ネット上で直接商品を売るのか、実店舗に来てもらう、または対
面で会ってなにかしらのサービスを提供するしかありません。 

3：情報コンテンツを販売するための3ステップ 

情報コンテンツを販売するためには、以下の3ステップを踏む必要がありま
す。 

ステップ1：情報コンテンツの作成 
ステップ2：販売ページ作成 
ステップ3：販売開始 

（※応用編として、先に販売をしてから商品を用意する方法もあるが今回は
触れない） 

・ステップ1：情報コンテンツの作成＝無形商品を扱うこと。 

要するに、あなたの知識や経験したことを、PDFや音声、動画にまとめてい
くことです。 

・ステップ2：販売ページ作成＝セールスレターを作成 

ネット上に商品を販売するためのサイトを作ります。 
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・ステップ3：販売開始＝セールスレターにアクセスを集める（広告など
で） 

アクセスを集める工程。あなたが作った商品販売ページに訪れてもらうこと
です。 

各ステップをもう少し詳しく見ていきます。 

ステップ1：情報コンテンツの作成 

「販売する商品」の用意からスタートしましょう。 

ここでは、あなたの好きなことや得意なことをデジタルコンテンツにして、
販売していくわけですから、 

つまり、無形コンテンツを扱うことになります。 

ネット上における無形コンテンツとは、PDF、音声、動画のことを指しま
す。 

本やCD、DVDといった手に取ることができない商品、無形商品と言われる
ものです。 

無形商品を扱う３つのメリット 

・無形商品を扱うメリットは大きくは以下の３つです。 

　1：初期費用がかからない（原材料など不要） 
　2：在庫を抱える必要がない（在庫リスクなし） 
　3：販売価格を自由に設定できる 
  

1：初期費用がかからない 
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基本的にはパソコン1台あれば、PDFや音声、動画は原材料などが不要で誰
でも作ることができるからです。 

実店舗を構える必要もないので、サーバー代、ドメイン代といったようなご
くごくわずかな費用で済みます。 

今回、私がお伝えしているプラットフォームを使えばサーバーやドメインす
ら必要ありません。 

2：在庫を抱える必要がない 

要するに、在庫リスクがない。 

一般的に言えばどんな仕事でも在庫を抱える必要があります。物販にしても
商品を仕入れて、その商品を売って利ざやを稼ぐ商売ですが、その商品が売
れなければ不良在庫となります。 

飲食なんかは最もわかりやすいですよね。 消費期限が過ぎてしまいは廃棄し
なければいけませんから。 

3：販売価格を自由に設定できる 

原材料使っていないから、基本的に価格はいくらに設定しても商品さえ売れ
れば黒字になります。 

ですのでその点において販売価格は販売時に、いくらでも自由に決めること
ができる。 

もちろん売れる価格帯でないといけませんが。 
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ただこれも、似たような商品、コンテンツを扱うにしても販売者の知名度や
実績などによって販売価格がそれこそ0が1つ変わってくるぐらいの大きな違
いがあります。 

・商品の販売者には、2つのタイプがいる。 

どういうことかと言いますと、自分が売りたいモノを売っている人と、顧客
が欲しいモノを売っている人がいるということです。 

前者の顧客が求めている商品を調べて、無形商品を扱う、作る方が安全に大
きく稼げます。 

あなたは、なぜだかわかりますか？ 

ズバリ答えを言いますと、お客さんが欲している商品を作って売るのが商売
（ビジネス）の基本だからです。 

この視点は絶対に必要です。 

つまり、市場リサーチが必要だということです。 

ニーズのまったくないコンテンツを作っても意味がないから。 

ですが、私はまずは自分の得意なこと、好きなこと、人に教えることができ
ることから始めることを推奨しています！ 

理由は３つあります。 

1：自信を持って商品を作ることができないと、セールスにためらいが生じ
るから。 
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2：好きなことでないと長続きしないから。 
3：情報コンテンツは「物」を作るわけではないので、お金がかからないか
ら。 

1：自信を持って商品を作ることができないと、セールスにためらいが生じ
るから。 

せっかく情報コンテンツを作ったとしても、そのコンテンツに自信が持てな
いのであれば、自信を持ってオススメすることができない。 

つまりセールスができなくなってしまいます。これでは意味がありませんよ
ね？ 

2：好きなことでないと長続きしないから。 

私が「好きなことをビジネスにしたりコンテンツ化しましょう」と言ってい
る一番の理由として、「自分のやりたくないことだけど稼げそう」といった
動機でビジネスを、コンテンツ制作をはじめても結局長続きしないからで
す。 

これは私自身の経験上、確信を持って言い切ることができます。 

3：情報コンテンツは「物」を作るわけではないので、お金がかからないか
ら。 

もちろん、時間というコストは払うことになりますが、仕入れ作業などを伴
わないので在庫リスクがないというのは非常に大きい。 

ビジネスを立ち上げるにしても、初期費用がほぼかからないし、店舗を構え
ることなくやれてしまうのは非常に大きなメリットです。  
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ステップ2：販売ページ作成 

いわゆるセールスレター。縦長の１枚のモノのページのことを指します。 

コピーライティングの知識など必要で、初心者にはハードルが高い。 

今回お伝えする内容はセールスレター不要で販売できるので、あまり気にす
る必要はありません。 

ステップ3：販売開始 

売り上げの公式があります。 

ネット上の売り上げ＝成約率×アクセス×商品単価 

成約率は、セールスレターの出来次第です。 

アクセスを集める手段は、無料（SNS）と有料（広告）の２種類がありま
す。 

商品単価は、自分で決めることができる。 

今回お伝えする内容はセールスレター不要で販売できます。 

ネット上のプラットフォームを使うので、集客もやってくれる。 

つまり、純粋にコンテンツ作成に注力できるわけです。 

販売価格も自分で決めることができるので、稼ぎたい額も自分で決めること
ができます。 

まあ、売れなければ意味がないですが。笑 
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セールスレターの作り方やアクセスの集め方は、コンテンツ作成ができるよ
うになってから勉強すればいい。 

順番が大切なのです。 

「ビジネスは集客が大事」 
「セールスレターを書くために、コピーライティングスキルは必須」 

とはよく言ったものです。  

確かに間違ってはいませんが、最重要なのは、まずやるべきはコンテンツ作
成です。 

売り物であり、売上に直結するからです。 

4：無形コンテンツは3種類！その作成方法 

ネット上で扱うことができる無形コンテンツは次の３種類しかありません 

・テキスト（PDF） 
・音声 
・動画 

無形コンテンツの３つのメリット 

・初期費用がかからない（原材料など不要） 
・在庫を抱える必要がない（在庫リスクなし） 
・いくらでも修正できる。追加できる（DVDと動画の違い） 
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個人的には、無形コンテンツにはメリットしかないと思っていますが、あえ
てデメリットを言うと、無形コンテンツ（情報コンテンツ）は価値が低く見
られる可能性があります。 

たとえば、配信動画で購入するよりDVDで手元にほしいといった人たちで
す。 

あと、デメリットというと、年配の人などで、まだまだ情報コンテンツの扱
いに慣れていない人がいる。 

いくらでも複製できるから簡単にコピーされる。パクられる可能性があると
いったところでしょうか。 

・無形コンテンツの実際の作り方 

PDF：Wordやpagesの文章をPDFに変換するだけ 
音声：スマホのアプリで十分。あとはサーバーにアップロードするだけ 
動画：テキストスライド動画と顔出ししてホワイトボード動画 
　　　スマホやPC（Mac、Windows）で撮影してYouTubeやVimeoにアッ
プロードするだけ 

他にも、カムタジアスタジオを使ったり、グーグルドキュメントとZOOMを
組み合わせた方法などいろんな作り方がありますが、正直作り方はなんでも
いいです。 

ちなみに、私の場合はMacなので、pagesやKeynoteで作ることが多いで
す。 

とにかくまずはコンテンツ作成をやってみること。 

最初から有料販売を考えなくてもいいです。 
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むしろいきなり有料販売するというより、まずは無料で渡してみると言った
方が精神的ハードルが低いのでいいと思います。 

5：初心者にオススメの販売プラットフォーム4つ 

現時点における、デジタルコンテンツ販売オススメのプラットフォームを４
つご紹介します。 

・note 
・Kindle 
・ココナラ 
・ストアーズ（STORES.jp）自社のネットショップ 

私がオススメする３つの理由とメリットをご紹介します！ 

１．匿名で利用できる（note、Kindle、ココナラ） 

note、Kindle、ココナラは、本来は商品の販売に際して特定商取引法が必要
なのですが、ココナラやnoteはプラットフォーム側の特商法で大丈夫です。 

また、Kindleは書籍なので、ペンネームが使えます。 

参考 
https://ferret-plus.com/1759 

特定商取引法を表記する理由：購入者に安心して買い物をしてもらうための
表記となり、ネット通販においても「特定商取引法に基づく表記」の表記義
務が法律で求められています。 

note 
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本来は、特商法の記載が必要ですが、 
https://note.mu/faq 

販売事業者に該当しなければ、住所や電話番号の開示義務はない。 

STORES.jp 
https://officialmag.stores.jp/entry/kaigyou/tokusyouhou-rule 

自分の住所を記載するのに抵抗がある方は、バーチャルオフィスに登録して
おきましょう。バーチャルオフィスは「Karigo」などがあります。 
https://www.karigo.net/ 

２．プラットフォームが集客してくれる（ココナラ、Kindle） 

最新の統計では、ココナラは登録者数が100万人を突破とあります。 

KindleはすでにAmazonが取り扱う電子書籍として確固たる地位を築いてい
ます。 

ともに利用者の数が多く、Kindle に至っては「Amazon」というブランドが
使えるため、勝手に集客してくれます。  

ですので、商品さえアップしておけば、勝手に商品が売れていきます。 

また、noteも現時点で月間アクティブユーザーが1000万人を超えたとの報
告がありました。 
https://note.mu/info/n/n0b5e8e738451  

noteはツイッター属性と親和性があり。つながりを作りやすいというメリッ
トがあります。 
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ただし、現状ではツイッターに長けていないと集客は苦しいですが
（STORES.jpも同様）note利用者もどんどん増加傾向にありますので、将
来的にはnote単独でもいけるかもしれません。 

現に私は、noteをやっていないときに、Twitter の流れから全然知らない人
のnoteにおける記事コンテンツを購入したという経緯があります。 

３．PDF、音声、動画を扱える。 

この４つのプラットフォームでは、無形コンテンツ、デジタルコンテンツで
あるPDF、音声、動画をすべて扱うことができます。 

Kindleは書籍扱いなので基本はテキストになりますが、本文内でリンクを貼
ることもできますので、音声や動画も取り扱いできます。 

ココナラは有料商品のみの販売になりますが、noteやSTORES.jpは無料商
品も取り扱うことができます。 

6：ネタが見つからない方へ！その探し方と売れや
すいジャンル  

・ネタが見つからない方へ 

あなたが好きなことや得意なこと、人に教えたいこと、趣味、特技、資格な
ど、好きなこと得意なことをコンテンツとしてまとめれば良いのですが。 

とは言っても、何をコンテンツにしたら良いかわからない方。 

一例ですが、 
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ピアノ、ギター、ドラム、ゴルフ、テニス、サッカー、野球、ボクシング、釣
り、料理、登山、旅行、速読、子育て、英語、フランス語、中国語、韓国語、
ワイン、日本酒、二日酔い対策、ファッション、筋トレ、 吃音対策、受験勉
強、映像・動画編集、絵の書き方、タロット占い、九星気学、カラーコーディ
ネート、 心理学、対人関係、コミュニケーション、カメラ、営業、恋愛、体
質改善、睡眠、ペットのしつけ、ストレス対策、集中力UP、エクセル、Mac
の使い方、転職のコツ、カラオケ上達法、スピリチュアル、癒やし、パワー
スポット、スマホアプリの使い方 

…など 

上記に書いたジャンルは全然需要がありますね。 

他にもいくらでもあると思います。 

とにかく需要を探るよりも、まずは自分がコンテンツ化したいことをコンテ
ンツにすることがココでは大切になってきます。 

とはいえ、売れやすいジャンルというものは存在します。 

それは、人の悩みや欲望に直結する分野。 

お金儲け系：ビジネス・投資関係 
人間関係：コミュニケーション、スピリチュアル、恋愛・復縁関係 
美容・健康系：ダイエット、筋トレ 

などなど、誰もが抱える悩みだから単純に人が多い、市場が大きいというの
もあります。 

また上記の、お金、人間関係、美容健康などの分野は、悩みが深い。だから
こそ、悩み解消に人はいくらでもお金を出す。 

女性で言えば、綺麗になるにはお金を惜しまないですよね？ 

だからこれだけ、ダイエット、脱毛が流行るわけです。 
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また、悩みにもステージがあるので、コンテンツはいくらでも作ることがで
きる。 

例えば恋愛なら、出会い方、誘い方、デートの仕方、告白の仕方といった各
段階でコンテンツを作ることができます。 

ビジネス関係(集客法、マーケティング、営業ノウハウ、話し方など) 
人間関係系(恋愛、復縁、家族関係、部下や上司との関係など)  
美容・健康系(外反母趾の治し方、猫背治療法、ニキビを治す方法など)  
悩み全般(いびき解消法、体臭改善法、資格取得法、転職体験記など) 
語学系(英語、スペイン語、中国語の学習法など…)  
スポーツ・レジャー系(テニス、野球、格闘技、釣り、登山、旅行など) 

このあたりから探していけば、十分にあなたがコンテンツを作成できる分野
は見つかると思いますよ！ 

・リサーチ方法について 

参入ジャンルのリサーチ方法としては、 

ココナラやKindleで各ジャンルを見てみる 
ヤフー知恵袋や教えてgooなどで人の悩み、コンプレックスを眺める 
書店で書籍や雑誌から探す 

などありますが、リサーチに正解はないです。 

ですが、誰しもいいます。リサーチは重要ですと。 

いくら自分が好きなこと、得意な分野、ワクワクすることをコンテンツ化せ
よとは言っても、全く需要がなければビジネスとしては成立しないから。 
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相手方に価値提供して、役に立つことをやるからこそビジネスとして成り立
つのであって、そもそも需要がないということは役に立ちようがないからで
す。 

また、ライバルは確実にいます。 

と言いますか、ライバルがいない分野は需要がないので手を出してはいけま
せん。 
順番を間違えないことです。 

あくまで自分の好きなこと、得意なこと、教えたいこと、ワクワクすること
をやるべき。 

そこからリサーチして見込み客の気持ちを知ったり、悩みなどを知っていく
べきであって、儲かるジャンルは何か、ライバルが少ないところはどこかと
いったようなリサーチから入ると失敗します。 

いくらニッチで、誰も手をつけない、ライバルが弱い、ホットマーケットが
見つかったとしても、自分が情熱を持てないジャンルであれば長続きしない
からです。 

あとは自分の気持ちに正直になって、やりたいことからやってみるぐらいが
いいかもしれません。 

7：1つのコンテンツを使いまわして利用する方法  

シングルソース・マルチユースという考え方、方法があります。 

簡単に言うと１つのソース、ネタ、つまりコンテンツを使いまわすことで
す。 
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もうちょっと具体的に言いますと、形を変えていきながら、場所を変えて販
売していきます。 

たとえば、文章でまずは自分のオリジナルコンテンツをテキスト形式で作
る。 

その文章をメルマガやブログとして発表する。 

メルマガやブログとして発表した文章を読んで音声化し、noteで公開しま
す。 

あなたが書いた文章をスライドにして、画面録画しながら音声を吹き込んで
動画にYouTubeで公開します。 

販売方法としては 

たとえば、文章はPDFにして、ココナラなどで販売できます。 

epubにして、 Kindle 書籍として出版することも可能です。  

YouTube 動画にしたコンテンツをまとめて、PDFのダウンロード形式にし
てSTORES.jpでなどで販売することも可能です。 

・シングルソース・マルチユースのメリット 

ズバリ、コンテンツの量産が可能である。 

コンテンツは最終的には作り続けること、量産していかないといけませんか
ら。 

ただ、そうは言ってもなかなか毎回毎回ネタを探していくのも大変です。 
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だから、まず元ネタというになるものを探してきて、１つの素材をいろいろ
な種類の形式に変換し、色々な場所で発表、販売できないかを考えていきま
す。 

「一つの元ネタをどう料理していくのか」 

という発想ですね。 

「常に新しいネタ探しをしなくても、自分が過去に書いたブログ記事など
を、少し手を加えるだけでコンテンツになりますよ」ということを言いた
かったわけです。 

ここで大事なことは、実際に手を動かすことです。 

あれやこれやと頭で考えていてもコンテンツ量産はできません。 

まずは、自分が過去に作ったコンテンツを探すという行動を起こしてみる。 

頭であーだこーだと考えていても、コンテンツ量産はできませんので、まず
はやってみることをお勧めします。 

・元ネタを全方位化していくということ 

見え方が違ってくるということは、コンテンツを受け取ったお客さんに、届
く価値もまた変わってきます。 

どういうことかと言いますと、テキストで受け取りたい方もいれば、音声が
いいという人もいる。動画で欲しい人もいる。 

自分が好きなコンテンツ形式は人それぞれ。 
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お客さんが受け取る価値の大小ってコンテンツ形式によっても変わってくる
わけなんですね。 

これは本当です！ 

コンテンツ形式によっても、お客さんが受け取る価値の大きさというものは
ホント、千差万別というかですね、、、 

たとえば、一般的に言えば、同じ内容のコンテンツだったとしても、PDFよ
りは動画の方が価値が高いとは言われます。 

ですがこれも、受け手によって違うし一概には言えないわけです。 

だから販売者側の方でコンテンツ形式を固定化するよりは、いろんな形式の
コンテンツを作れた方がいいわけです。 

つまり、何か一つの商品をリリースするに際しても、PDF、音声、動画といっ
た様々な種類のコンテンツがあることによって、お客様満足度は上がってい
きます。 

・大事なことは決めつけないこと 

あるコンテンツ販売者の方は、動画よりも音声の方がいいと言ってました。 

その理由は、ながら聞きのような感じで、料理や掃除中、ランニングしなが
らや、通勤電車などでも利用できるからだそうです。 

つまり、音声の方が手軽に学習できるからということを強調されていまし
た。 

確かにこれは一理あります。 
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ですが、動画の方が文字と音声両方があるので、学習する側からすればわか
りやすいし、理解、記憶の定着化がしやすいという側面もあります。 

であるのなら、答えは両方用意すれば良いのではないでしょうか？ 

との結論が導かれるわけです。 

あくまで一例ですが。 

8：知識がなくてもコンテンツを作る方法  

「知識がなくてもコンテンツを作ることができる」とは言っても、もちろん
全く知識のない分野におけるコンテンツを作ることはできません。 

あなたが英会話に関するコンテンツを作りたいと思っても、英語を話すこと
ができなければ、もちろん英会話コンテンツは作れませんよね。笑 

当たり前と言えば当たり前。 

ですが、そもそも大前提として、あなたが好きなことや得意なこと情熱を持
てる分野でコンテンツを作りましょうと言っているんですから、全く知識が
ないわけがありませんよね。 

・本やネットから知識、情報をパクる。 

最低限の知識はもちろん必要ですが、本やネットから知識、情報をパクって
くる。 

自分の知識や経験に、他の人の情報を足すことによって、自分だけのオリジ
ナルコンテンツになります。 
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自分の経験だけでももちろんいいのですが、そこに他の人の知識や情報を足
すことによって、より厚みが増すというわけです。 

・キュレーション思考を持つこと 

自分の言葉に置き換える。並び替える。わかりやすく整理する。 

などによっても、オリジナルコンテンツになります。 

わかりやすさも価値になるからです。 

たとえば、YouTubeで『嫌われる勇気』といったベストセラー書籍などを
分かりやすく解説、要約したコンテンツも非常に人気です。 

これなども『嫌われる勇気』というちょっと小難しい本を、わかりやすくコ
ンパクトに５分、10分の動画にまとめただけ。 

それでも、多くのいいねがつくような人気コンテンツとなっています。 

分かりやすく解説すると同時に、整理してまとめてあげる。 

現代は情報が氾濫しすぎていて、何から手をつけたらいいかわからない状態
の人も非常に多いです。 

ですから、あなたがステップバイステップで学習しやすく、順番に並び替え
てあげるだけでも、価値ある教材、コンテンツになります。 

例えば、中学英語しか知らない人が、ネイティブと日常会話ができるまでの
手順を、順を追って一から教えてあげるコンテンツを作れば、それだけで十
分に優良コンテンツとして有料販売できます。 
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キュレーションとは、簡単に言うと「まとめる」ことですが、この「まとめ
る」という行為に価値が生まれるというわけです。 

・アウトプットモードにする。 

インプットしながらアウトプットを前提としてインプットすることを指しま
す。 

いま学んでいる素材。 

たとえば、見ている動画、聞いている音声、読んでいる本などを、最初から
インプットしながらアウトプットをすると決めてかかります。 

簡単にできる方法としては、今読んでいるこの本をアウトプットしようと決
めて本を読む。 

アウトプットの一例として、感想をSNSで書くとかですね。 

ちなみに、私はコピーライティング、マーケティングに関して色々勉強をし
ますが、多くの場合、まずはEvernoteにアウトプットしています。  

Evernoteは検索性に優れているので、とりあえず、一回アウトプットの場所
としてEvernoteに吐き出しておきます。 

で、後日何か情報を引っ張り出したい時はEvernoteから検索して、アウト
プットしておいた言葉や文章を使って今度はブログを書いたり、Twitterに呟
いたりなどすることが多いです。 

教材やコンテンツを作る場合も同様です。 

使うツールはあなたの使いやすいツールで構いませんが、アウトプットを前
提としてインプットするという意識だけは持っておきましょう！ 
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9：初心者でも今すぐできる「オリジナルコンテン
ツ」作成法  

・価値あるコンテンツとは？ 

コンテンツはKindle書籍、ココナラ販売、といった有料コンテンツだけでな
くて、ブログ記事やYouTube動画といった基本無料であっても価値を提供し
ていないといけません。 

でないと、誰も見向きもしてくれないから。 

コンテンツ＝価値 

「コンテンツで稼ぐためには、価値提供をする必要がある」 

わけですが、経験がないから価値提供できない。 

スキルがないから価値あるコンテンツが作れない。 

と、そんなことはありません。 

価値とは基本的には、受け手によって決まる。 
つまり「価値=役立つ」ですが、それだけではないからです。 

それだけではないというか、もっと広く解釈できるということですね。 

役に立つとは学びになると同義に近いと思いますが、 

「楽しい、面白い、感動する、安心する」 

といったような、感情も人によっては全て価値になるんですね。 

 28



ですから、「価値あるコンテンツを作らなければ」と肩肘張りすぎて、結局
何も作れないよりは、もっと気軽に作った方がいいということです。 

コンテンツは自分の表現物なのだから、もっと自由でいいんです！ 

・インタレスティングは価値になる 

価値＝役に立つこと 

が原則にはなってきます。 

ビジネスでわかりやすい価値提供の形といえば 

「お客さんの悩みを解消してあげる」 
「お客さんの欲求を満たしてあげる」 

ですね。 

ですが、インタレスティングは価値になるということを覚えておくといいで
す。 

例えば映画を見て、「とっても泣ける映画だった」 

「自分より辛い境遇の人もいるんだ、私ももっと頑張ろう」と楽しむ人もい
るわけです。 

「この映画は自分の人生に役立たないから価値がない」 との評価にはならな
いですよね？ 

ユーチューブを見ていると、やってみた系、おもちゃ紹介、大食いとか役
立っているといえば、役立っているわけです。 

・暇つぶしになる 
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・背筋が続々するのが快感 
・非日常が味わえる 

などのインタレスティングもある。 

ここまで述べてきたことで大切な視点とは、「価値」という言葉をもっと柔
軟に捉えることです。 

・初心者の方でも付加価値をつけてオリジナルコンテンツを作るもっとも簡
単な方法 

それが一次情報を盛り込む。 

つまり、実体験をコンテンツに入れることです。 

例えば、 

・ブログを30記事書いてみた 
・1ヶ月間ダイエットして結果 
・書籍を読んだ感想 

などなど。 

これなら行動ベースでできるので誰でもできる。 
行動した結果をコンテンツとするんです。 

ちなみに言うと、成功しようが失敗しようが関係ありません。 

ダイエットでの成功体験はもちろんのこと、失敗体験もコンテンツになりま
す。 
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価値あるコンテンツになります。 

たとえば、 
「◯◯ダイエットを実践して、毎日体重計のメモリを写真に撮って、ブログ
にアップしていた」 

だけど、90日後結果が出ていなかったとしましょう。 

つまり、ダイエット実践記をブログに書いてきたけれど失敗したとしましょ
う。 

ブログ読者は「◯◯ダイエットで90日間実践してきたけれどうまくいかな
かった」を読むことによって、こんなふうにダイエットを実践したら失敗す
るんだなということが分かる。 

これが十分に価値あるコンテンツになるわけです。 

「こんなふうにやったら失敗する」んだなということがわかるし、 もしその
90日間のダイエット実践記に笑いあり涙ありといったエンタメ要素があれ
ば、その感情の起伏も価値になるからです。 

まとめになりますが、、、 

コンテンツというのは価値を提供することである。 

だが、価値を厳格に捉えすぎると、コンテンツが作れなくなってしまいま
す。 

人は自分の知識、情報、経験に価値があるとは思えず過小評価してしまう傾
向にあるからです。 

だから、柔軟な発想が必要になってきます。 
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価値とは原則人の役に立つこと。 
だから、人の役に立つコンテンツを作る必要がある。 

価値を提供できないと、当然ビジネスはうまくいかない。 

では、その価値をコンテンツとして提供するためにはどうすればいいのかと
いうと、もっとも簡単にできる方法が、経験をコンテンツ化することです。 

なぜなら、一次情報（経験）はオリジナルの価値を持つからです。 

経験、体験したことは全てがあなたオリジナルで、そこにこそ価値が宿って
いる。 

それは成功とか失敗とかも含めてすべてです。 

「今こんなことやってますよ」みたいな実践記でもOKです。 

以前、私はある分野のYouTubeチャンネルで稼いでいたのですが、その実
践内容をブログに書いていたところ、ブログの問い合わせフォームから頻繁
に質問が寄せられました。 

質問がくるということは、そのブログに書かれた記事内容（コンテンツ）に
読者さんは価値を感じているわけです。 

ですが、私はただ自分のYouTubeで実践したことをブログ記事にアップして
いただけです。 

別にYouTubeで成功していたわけでも失敗していたわけでもない。 

要するに、実績なども不要でコンテンツは作れるし、作っていいし、売れも
するとのことを私は言いたいわけです。 

 32



10：売れるコンテンツを量産する方法  

・コンテンツが必要な理由 

ネットで情報発信して稼ごうと思っても、コンテンツがないと稼げない。 

なぜなら、コンテンツがないと集客もできないし、売る商品もないからで
す。 

ですので、ネットで稼ごうと思えば、初心者であろうと最初からコンテンツ
作成を意識してやった方が絶対にイイ。 

私はこの点、だいぶ遠回りしました。 

・アフィリエイトのように他人の商品を紹介する。 
・Twitter でお手軽にリンクを貼るだけ。 
・右から左に流す商品を流して利ざやで稼ぐ商売である物販。 

とにかくコンテンツ作成から逃げている時期が長かったんですね。 

その理由は、ビジネスの本質が分かっていなかったら。 

何が飯のタネなのか？ 

ネットを使った商売となるとコンテンツがカギであり命になってくることが
わかっていませんでした。 

とはいえ、コンテンツが大事というのは、なにもネットだけに限りません。 
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もう少し身近な例で考えてみましょう！ 

たとえば、お寿司屋さんは何で売り上げが上がるのでしょうか？ 

立地も大切です。 
店構えも大切です。 
接客も大切です。 
良い感じの内装も大切です。 
集客するために広告やSNSを使うのも大切です。 

ですが、、、 

お寿司屋さんは、お寿司以外では売り上げは上がりません。 

従って、 

立地もお寿司を売るため、 
店構えもお寿司を売るため、 
良い接客をするのもお寿司を売るため、 
イイ感じの内装にするのもお寿司を売るため、 
集客するために広告やSNSを使うのもお寿司を売るため、 

要するに、商品（売り物）はお寿司しかないということです。 

・売れるコンテンツを大量生産するには、、、 

「ズバリ！壁を乗り越えるコンテンツを作りましょう！」 

です。 

人の悩みとか欲求には際限がないからです。 
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人は変化したいけど変化できない。 
変わりたいけど変われない、だから悩むのです。 

ダイエットして、理想の体型になって異性からモテたいけれど変化できない
から悩むわけです。 

そこで、現状の体型。 

太ったぶよぶよのお腹の状態から、くびれができる腹筋に線が入った状態に
なるライザップのCMが受けるわけです。 

・壁を乗り越えるコンテンツの作り方 

私が教わっていた人は、お客さんの現状から理想の未来までを１００ステッ
プに細分化してみることをオススメしていました。 

例えば恋愛ジャンルの場合、 

出会いがないとの悩みがあったとしましょう。 

・女性と出会っても全く相手にされない場合どうすればいいのか？ 
・どうすれば女性にモテる身なりを整えることができるのか？ 
・身なりを整えるといっても、どんな服装、髪型がいいのか？ 
・服装や髪型といった身だしなみは、誰からどこで教わったらいいのか？ 

連絡先を交換したい、デートに誘いたいという悩みがあったとしましょう。 

・どんなタイミングでどんな誘い文句でデートに誘ったらいいのか？ 
・口下手な人はどうすればいいのか？ 
・どうすれば口ベタが解消できるのか？ 
・そもそも饒舌でないとデートに誘えないのか？ 
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このように書き出していけば、いくらでも悩みと疑問、その解消法は見つか
るはずです。  

これらをステップ化して1から順番に並べていく。 

そうすれば壁を超えるコンテンツは出来上がります。 

・まとめ 

ネット上での飯のタネはすべてコンテンツである 
人の悩みや欲求には際限がないからコンテンツの大量生産は可能である 
ステップバイステップ、各コンテンツの役割から考えることが重要である 

11：パッケージ化するときに大切な4つの枠組み  

・あなたのコンセプトを作る４つの質問 

１：なぜ、あなたはそのビジネスに取り組むのですか？（理念） 

２：誰の、どんな悩みを解決してあげたいですか？（対象） 

３：その人に、何を提供して悩みを解決するのですか？（商品・サービス） 
　　もしくは、どんな欲を満たしてあげるのですか？ 

４：自分の商品やサービスを、どのようにして知ってもらいますか？（マー
ケティング） 

商品設計は「コンセプトが大事」とよく言われますよね？ 
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じゃあ、「コンセプトって何？」というところになってくるのですが、コン
セプトも非常に曖昧な言葉でもあって、同じマーケッターであっても言って
いることは皆さんバラバラです。 

ただ外せないキーワードがあります。 

今回は２通りのパターンからご紹介します。 

一つ目のポイントとしては、「なぜあなたはこのビジネスに取り組むの
か？」という理念をまずはしっかりと構築することです。 

理念がないとお客さんに響かないんですよね。 

これは別に、常に表現する必要があるというわけではなく、自分の中で確固
たるものを軸として据えておくということです。 

この理念が、情報発信をしたり、コンテンツ制作をするときの端々に表れて
くるからです。 

「対象者、誰のどんな悩みを解決したいのか？」  
「何を提供して、どんな悩みを解決したり、どんな欲求を満たしてあげるの
か？」 

この辺りはビジネスの基本であり、どんな商品を作る時にも、いかなるコン
テンツにも必要になってくる部分となります。 

最後に知ってもらう方法ですね。 

まずは知ってもらわなければ話にならない。 

これがいわゆる「マーケティング」と呼ばれる箇所となります。 
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・マーケティングの３要素（コンセプト、誰に、何を、どうやって） 

１：何を売るのかを決める 

商品、提供できる価値、ベネフィットになります。 

２：誰に売るのかを決める 

「見込み客が悩んでいることは何なのか？」を徹底的にリサーチし、自分は
どういった欲を満たしてあげることができるのかを導き出す。 

３：どうやって売るのかを決める（提供方法、販売方法） 

今回は、note、Kindle、ココナラ、STORE.jpを使っていきましょう。 

次に２つ目のポイント。 

マーケティングの3要素であり、こちらをコンセプトと呼ぶ場合もありま
す。 

「誰に、何を、どうやって」の三つの要素ですね。 

「何を売るのかを決める」というのは、ビジネスをするなら当然ですよね？ 

商品が必要にはなってくるのは当たり前ですが、「何を売るのかを決める」
とは、その商品の特徴ではなく、提供できる価値であったり、お客さんが受
け取るベネフィットを決めていくことを指します。 

お客さんを欲しいのは、商品サービスそのものではなく、ベネフィットだか
らです。 

ベネフィットとは、お客さんがその商品サービスから得られる理想の未来の
ことを言います。 
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例えば、あなたがダイエットアドバイザーだったとしましょう。 

その場合、究極的にはお客さんはあなたのダイエットの方法に興味があるわ
けではありません。 

あなたのダイエット方法を実践すれば、どのくらいの期間で自分自身どのよ
うな体型になれるのか？ 

ココに興味があるわけ。 

むしろ、ココにしか興味がないと言ってもいいぐらいです。 

だからあなたは、もちろんあなたのダイエットメソッドも分かってもらう必
要もありますが、「その先どうなるか」のところまで突っ込んでお客さんに
分かってもらう必要があります。 

「何を売るのかを決める」とは、ここまで販売者側が決めておかなければい
けません。 

なぜなら、お客さんは理想の状態まで思い描くことができないからです。 

また「誰に売るのか決める」のも当然必要になってきます。 

万人に価値ある商品・サービスはありませんからね。 

顧客が何に悩んでいるのかを徹底的にリサーチして、どういった欲求を満た
したいのかといった点からターゲッティングしていきます。 

そして、最後に提供方法や販売方法が必要となります。 
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・考える順番 

1、テーマを決める（何を解決するサービスなの？） 
2、リサーチ、情報を集める。どんどんアウトプットする 
3、コンセプト、切り口を決める。（誰に、何を、どのように） 
4、理念の言語化（なぜ、私がやっているのか） 

各コンテンツを教材化、パッケージ化するに際しては、この順番でやってい
けば、商品化ができるでしょう。 

絶対この順番通りにやらなければいけないというわけではありませんが、一
つの目安ヒントにしてみてください。 

12：説得力のあるコンテンツ作成法  

コンテンツ「作成」の場合 

ズバリ結論から言うと「5W１H」を使うこと。 

なかでも 

・Why（なぜ） 
・What（なに） 
・How（どうやって） 

この順番に書くことによって、ロジカルな文章構成になります。 

この順番が本質的から具体的な構成となる。 
目的から手段をお伝えする順番になる。 

だから、ロジカルな文章構成になるわけです。 
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このフレームワークはシンプルで覚えやすいですし、一つ覚えておくだけで
も非常に効果的なのでおすすめです。 

話をするときもロジカルに話したければ、Why→What →Howの順番を意識
してみましょう！ 

ちなみに、コンテンツ販売の場合に【Why→What →How】のフレームを当
てはめて考えてみると、 

・Why to（なぜやるのか）＝理念、ミッション、ビジョン 
・What to（何をやるのか）＝無料、フロントエンド 
・How to（どうやるのか）＝有料、バックエンド 

となります。 

「なぜやるのか」は、コンテンツを販売するに際しては「なぜそのコンテン
ツを販売するのか？」となり、理念とかミッションとか言われる部分となり
ます。 

また「何をやるのか」にあたるのが、フロントエンドコンテンツです。 

フロントエンドとは集客商品であり、無料または格安でお客さんに提供する
コンテンツのことです。 

一方「どうやるのか」の部分がバックエンドコンテンツであり、利益商品と
呼ばれる部分になってきます。 

フロントエンド、バックエンドの一例をあげてみましょう。 

何か稼げる手法を教材とする場合、まずその手法自体は安価な価格で提供し
てしまう。 
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ここがフロントエンドとなります。 

その後バックエンドで、どうやってやって稼いでいったらいいのかという点
を手取り足取り教えるといったような形で高額商品として売り出すこと。 

簡単に言えば、こういったビジネススキームが、フロントエンドバックエン
ド戦略になってきます。 

これも非常にロジカルなビジネススキームでありまして、多くの人が採用し
ているやり方でもあります。 

13：最後に伝えたいこと～まとめ～  

無料プレゼントにおける動画内では、コンテンツ販売における大切な３つの
マインドセットのお話をしているのですが、ここでは割愛します。 

内容が気になる方は、無料動画を請求してください。 

無料コンテンツのご請求はコチラから　 

冒頭でも書きましたように、本書は実践の書でもあります。 

ここまで読みましたら、早速あなたのコンテンツを作ってみてください。 

冒頭では音声コンテンツをオススメしましたが、もちろん文章でも動画でも
構いません。 

何かあなたの好きなことや得意なこと情熱のあることを、文章にしてブログ
記事としてまとめてみてください。 

スライド動画にして、YouTubeにアップしてみてください。 
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あなた自身がホワイトボードで説明した内容を、スマホで録画しても構いま
せん。 

人にわかりやすく説明することが、コンテンツ化の第一歩となります。 

形式は何でも構わないので、あなた自身の言葉で説明すること、コンテンツ
化してみてください。 

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました！ 

あとがき～著者プロフィール 

日頃お力添えいただいている方に原稿を見せたところ、非常によくまとまっ
ていて読みやすいと高評価をいただきました。 

自分自身で読み返してみてもそう思います。笑 

人によっては当たり前のことしか書かれていない、退屈に思える内容かもし
れません。 

ですが、本書は実践の書ですので、是非あなたの好きな事や得意なことで、
まず１つデジタルコンテンツを作って販売してください。 

「よし！やってみよう」と思えたら、まずはココナラがおすすめです。 

コチラから登録して招待コードを入力すると300ポイントもらえるみたいな
ので登録してみてください。 

ココナラ登録はコチラ 
（招待コード「d4e5v」） 
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また、本書籍の内容は基本的には教育型ビジネス。 

主に、何かを教えるビジネスに携わっている人を対象に書きました。 

ですが、どんな職種、ビジネスをやっている方にも応用可能な内容になって
います。 

特に美容院、エステサロン、整体院といった店舗ビジネスをやられている方
も、ぜひデジタルコンテンツで何かしらの付加価値をつけるとの発想を持っ
てください。 

本編でも書きましたが、デジタルコンテンツは費用がほぼかからないという
メリットが大きいです。 

また、情報を付加価値とすると発想が広がるし、アイデア次第でどんどんあ
なた自身のオリジナルコンテンツとなるからです。 

STORES.jp（ストアーズドットジェイピー）で私もお店を持っています。 

あなたが見ている時点で、どの程度商品が並んでいるかわかりませんが、
ちょくちょくアップしていきますので、たまには覗いてみてください。 

無料０円の商品もたくさんあると思いますので、まずは何か１つでも手にし
ておいてもらえると、ネットショップのイメージもつきやすいと思いますの
でオススメです。 

私のSHOPはコチラ 

マーケティングコンサルタント／セールスコピーライター

名前：田中真徳
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出身地：大阪

出身高校／大学：富田林高校／中央大学法学部卒

【理念、ミッション】

良い商品や価値あるサービスであるにも関わらず、売れていない、広まって
いない「モノ、コト、ヒト」を、マーケティング・コピーライティングスキ
ルなどを駆使して、本当に欲している人に届けるお手伝いをすること。

ともに成長しながら、自分と関わってくれた人を幸せにすることをミッショ
ンに活動しています。

もはや「売れる商品はない」あるのは「売れる売り方」だ。

をモットーにしております。

詳細なプロフィールはコチラ 
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