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-成約率を極限まで上げる- 
「セールスライティング」の技術 

- - 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
1）成約率UPの鍵 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

本教材は“サイトアフィリエイト”の教材です。 

そして、教材内で何度も説明している通り、 
アフィリエイトで売上を上げるための方程式は以下です。 

売上＝顧客数×単価×成約率 

売上を伸ばしていくためには、 
それぞれの変数を底上げしていく必要があります。 

復習を兼ねて、もう一度説明しますね。 

顧客数UPには？ 
→顧客数を増やすには、アクセス数（PV）を伸ばす必要があります。 
　これは、キーワード選定で自身の記事をいかに上位表示させるかで決まってきます。 
（→キーワード選定編を参照）　 

　後は、作業量ですね。 
　上位表示できる記事の絶対数が増えるほど、アクセスもそれに従って増えていきます。 

単価UPには？ 
→単価に関しては、商品選定で決まります。 
　売りやすく、高単価の商品を見つけましょう。（→商品選定編を参照） 

成約率UPには？ 
→成約率を高めるには、見込み客を集めるというキーワード選定にプラスして、 
　本コンテンツでお伝えするライティング力が必要になってきます。 

　（見込み客の集め方は「応用編-ブルーオーシャン戦略」で説明した通りなので、 
　　何度も復習してください） 
　 

ページ  / 3 49



このように、 

アフィリエイトで売上を増やすには、 
基本的に、以上の変数（顧客数,単価,成約率）を上げていけばいいだけです。 

構造としては、非常にシンプルですね。 

ただし、これらは掛け算だということが肝心です。 

顧客数が多くても、単価が高くても、 
成約率がゼロであれば、売上はゼロになります。 

例）1000PV×単価4000円×成約率0％＝売上0円！！ 

 

成約率が10％あがるとどうなる？？ 
成約率がゼロであれば、売上はゼロですが、 
一方、成約率を上げたらどうなるのでしょうか？ 

簡単な計算でシュミレーションしてみましょう。 
（計算が得意な方は飛ばしてOKです） 
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以上の図の通り、 
成約率を10％から20％にUPさせると、報酬額が倍になります。 

さらに、 

記事が多ければ多いほど、 
露出期間が長くなればなるほど、 

ライティング力から生じる成約率の差は、 
長期的な売上に“じわじわ”と“大きな”影響を及ぼします。 

ちなみに、 
Googleの検索結果で表示されるテキストリンクの色がブルーなのはご存知かと思います。 

リンクの色がどうしてブルーなのかと言うと、 
ブルーが他の色よりもクリック率が高くなるというデータがあるからです。 

さらに、世界トップクラスのIT企業Alphabet社（Google）はここでは終わりません。 
Yahoo!の元CEO、Googleの元副社長であるマリッサ・メイヤー氏はこう考えました。 

 
 
←マリッサ・メイヤー氏 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「ブルーといっても、さらに細かく分けることができるわ。 
　同じブルーでも、さらにクリック率が高くなるブルーは何色なのかしら？」 

メイヤー氏は、 
グーグルの検索エンジンを利用した人に対して、41種類からランダムに選んだ青を見せ、 
どの青が一番多くのクリックを生むかを実験しました。 

結果、現在Googleでは、テキストリンクの色として、  
カラーコード#1a0dabが採用されています。（2018年） 

Googleのようなグローバル規模のサービス提供者の場合、 
ほんの僅かな広告文のクリック率の差でも、長期的な売上に何十億もの影響を及ぼすわけです。 

なので、一見、些細な事でも極限まで改善していくという姿勢を持っているわけですね。 
 
（以上、小咄でした） 

というわけで、 
今回のコンテンツでは、 

そんなGoogleに習い、 
売上UPのため、極限まで成約率を向上させるべく、 

ライティング力を上げるための方法・テクニックを説明していきます。 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
2）２つのライティング 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

成約率UPのためにライティング力を上げるというのが、 
今回のコンテンツの目的です。 

ただ、今回のコンテンツは、 
“サイトアフィリエイトにより特化した形”でのライティングノウハウです。 

ライティング力と言っても様々あり、 
ネットビジネスにおけるライティング力をざっくり分けると、以下の２つに分けられます。 
　 
①ファン化のためのライティング（Trust Building）  
 
②販売のためのライティング（Sales Writing） 
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大事な話なのでそれぞれ説明します。 

まず①のファン化のためのライティング力とは、 

文字通り、ファン化を目的としており、 
販売のためのライティングではありません。 

読者との信頼関係を育み、 
長期的な関係を築くことを目的としたライティングです。（→トラストビルディング） 

簡単に言うと、 

ロジックよりも、 
個人的なストーリーを語るなど、読み手の感情に訴えるライティングが必要になってきます。 

一方、 

②の販売のためのライティングの場合（特にサイトアフィリエイト）は、 

書き手（情報発信者）のパーソナルな情報ではなく、 
商品に焦点を当て、商品の魅力をわかりやすく伝える必要があります。 

もっと言うと、 
伝えるだけではなく、その場で“すぐに”購入してもらう必要があります。 
（※サイトアフィリエイトは、自分のリンクから購入してもらう必要があります） 
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そんなわけで、 

今回のコンテンツでは、②の販売のためのライティングに焦点を当てていきます。 

（もちろん、正しく伝えるという点では、ファン化ためのライティングでも十分活用できます。 
　ここでは便宜上、あえて２つに分けています） 

再度確認します。 

サイトアフィリエイターのミッションは、 
自分が紹介したい商品を“その場で”成約させることです。 
 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
3）３つのNotの壁を越える 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

“読まない、信じない、行動しない” 

これは、コピーライティングの世界で有名な文言です。 

シンプルながら、 
文章で物を売る時には、常に意識しておきたい言葉。 

ネット上で商品を販売するには、 
この３つのNotの壁を乗り越える必要があります。 
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ちなみにこれをサイトアフィリエイトに適応するとこうなります。 

-サイトアフィリエイトにおける3つのNot- 
“最後まで読まない→記事に納得しない→購入しない” 

今回のライティングコンテンツでは、 
この３つのNotをどうやってYesに変えるかに焦点を当てています。 

この３つのNotの壁を乗り越えていけば、 
結果として、成約率UPに繋がるというわけですね。 

3つのNotを詳しく説明します。 

“最後まで読まない”とは？ 

 
サイトアフィリエイトの場合、 
正しくキーワード選定をし、読んでもらいたい読者を的確にターゲティングできれば、 

読まない（Not Read）の壁は、ひとまず越えることができます。 

ただし、自身の記事にたどり着いたとしても、 
それを最後まで読んでもらえるかは、また別の話です。 

 
検索ユーザーが、 

「あー、この記事では自分の問題は解決できなそうだな・・・」 

「ん～とにかく読みづらい・・・何が言いたいのかも不明！！」 

なんて事を１ミリでも感じたら、読者はあなたの記事から容赦なく即離脱です。 

つまり、あなたが記事の下部に用意したアフィリエイトリンクが踏まれ、 
そこから報酬が発生することは“ない”ということです。 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記事を書く時は、以下の言葉を意識すると良いです。 
 

　“読者はゴミ箱の上で、あなたの記事を読んでいる” 

それくらい、人に何かを読んでもらうのは難しいという前提でいた方が良いということです。 

では、最後まで読んでもらうには、どんな工夫が必要なのか？ 

それをWhat編で詳しく説明していきます。 

“記事に納得しない”とは？ 
 

読者は猜疑心の塊です。 

ステマ記事、フェイクニュースがWeb上に溢れる中、 
最近の読者は特に警戒心が高めです。  
 
ですので、 

上っ面な記事を書き、 

「あ、こいつ。この商品を使ってないな。」と思われたら、 

記事を即離脱してしまうでしょう。 
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また、実際にあなたがその商品・サービスを使い、 
心からその商品を紹介したいと思っていても、 

その魅力を伝えることができなければ、それは何も言っていないのと同じです。 

価値を伝え、魅力を感じてもらえなければ、購入へ繋がることはありません。 

ですので、 

読み手に、商品の魅力を“わかりやすく”伝える必要があります。 
 
じゃあ、どうやったらわかりやすい文章を書くことができるのか？ 

それには、実践の場で使いやすい3種の神器があります。 

これもWhat編で詳しく説明していきます。 

“購入しない”とは？ 

どれだけ商品の魅力をわかりやすく伝えても、 
最終的に商品を購入してもわらないことには、1円たりとも報酬は入ってきません。 

サイトアフィリエイターの最終目的は、 
自分のアフィリエイトリンクから商品を購入してもらうことです。 
（しつこいかもしれませんが、何度でも言います） 

ここから逆算して、 
全体を設計する必要があるという話はこれまでも沢山話してきました。 

というわけで、 

最後まで読まない→記事に納得しない　 

この２つの壁を越えたら、 
最後は、いよいよ「購入しないの壁」です。 

ここでは、少しでも成約率を高めるための、些細だが強力なテクニックを紹介します。 

意識するかしないかで、成約率は大きく変わることをお約束します。 
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- ・ - 
（Why編にてライティング力を高める必要性について理解して頂けたかと思います。 
　というわけで以下では、サイトアフィリエイトの３つのNotの壁を越える具体的な方法について　　　 
　説明していきます） 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
1）最後まで読ませるには？ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

早速、１つ目の壁である“最後まで読まない”を解決する方法を説明します。 

世界的に有名なコピーライターに、 
ジョセフ・シュガーマンさんという方がいます。 

彼はこんな言葉を残しています。 
 
 
　　　　“第１文の役割は、第２文を読ませること 

　　　　 第２文の役割は、第３文を読ませること 

　　　　 第３文の役割は、第４文を読ませること　 

　　　　 第４文の・・・・・” (最終文まで続く) 

以上のように、 

コピーは、滑り台のように上から下に滑り落ちるようにしろ！ 

と、彼は言います。 

これは、縦スクロール型のWebメディアでは特に意識する必要があります。  

 
 
 
 
 
←記事作成編でも説明した図です 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そこで、サイトアフィリエイトにおいても、 

記事の下部まで読んでもらうために、 

まずは序文にて読者の注目を集め、この記事をスルーしてはいけない！ 

と、検索ユーザーに思ってもらう必要があります。 

要するに、キャッチコピーなるものが必要だということです。 

キャッチコピーの役割・目的 
→自分の情報をスルーさせないための注意喚起 

じゃあ、良いキャッチコピーってなに？？ 
何を意識してキャッチコピーを作ればいいの？？って話です。 

以下で解説していきます。  

良いキャッチコピーとは？ 
 
先程、キャッチコピーとは“注意喚起”と言いましたが、 
これでは定義がまだ少し曖昧です。 

キャッチコピーと言って何を想像しますか？ 
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以上は有名なキャッチコピーですね。 

これらのキャッチコピーは、確かに頭に残ります。 

インパクトがあって記憶に残るので、 
企業のブランドイメージ向上＆認知UPには貢献するかもしれません。 

しかし、お分かりかと思いますが、 
サイトアフィリエイトで作るべきキャッチコピーとは少し異なります。 

何度も言いますが、 
サイトアフィリエトの目的は“商品をその場で購入してもらうこと”です。 

購入までにタイムラグがあってはいけません。 

「そうだ。京都へ行こう。」 

と、記事の冒頭で書いても、 
その記事から京都旅行への申し込みをしてもらえる確率は低いです。 

第２センテンスを読ませる動機にもあまり繋がらないでしょう。 

サイトアフィリエイトにおける、 
キャッチコピーが果たすべき役割とは、 

下部の文章（ボディコピー）を読ませるための注意喚起になることです。 
 
そもそもです。 

販売する商品がある 
＝検索ユーザーには何らかの問題がある状態が想定できます。 

何らかの解決したい問題があるからこそ、 
わざわざ能動的に検索という面倒な行為をしているわけです。 

なので、 

検索ユーザーの不快、不満、不安、不便を解決するための手段として、 
商品を紹介するのであれば、 
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キャッチコピーでは、 
「不の状態」から「それが解消された状態」 
つまり、良い方向への変化を予感させるキャッチが良いです。 

注意喚起＋読み手に利益を予感させる 
＝良いキャッチコピーです。（サイトアフィリエイトにおける） 

それでは以下にて、 
使えるキャッチコピーのテンプレート（型）をいくつか紹介していきます。 
 

　　そのまま真似できるキャッチコピーのテンプレート 
 

✔マイナスからプラスへの変化を強調する（人は変化に敏感） 

→〇〇だったけど〇〇になった。 

例） 
・学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した 
・クビでも年収一億 
・ニートだった私がキャリア官僚から大学教授になった人生戦略 
 

✔簡易性に訴える（人は複雑なことが嫌い） 

→〇〇しただけで〇〇になった。 

例） 
・たった１分で人生が変わる片づけの習慣 
・本当に頭がよくなる１分間勉強法 
・１日１ページ 読むだけで身につく世界の教養３６５ 
 
✔短期的欲求を刺激する（人は待てない） 

→〇〇したらすぐに〇〇になった。 

例） 
・1週間でマスター！小説を書くための基礎メソッド 
・２時間でおさらいできる世界史 
・大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 
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✔意外性に訴える（常識と真逆の事を言う） 

→〇〇ではなく〇〇せよ。なぜ〇〇なのか？ 

例） 
・さおだけ屋はなぜ潰れないのか？ 
・スタバではグランデを買え 
・お金は銀行に預けるな！ 
 
以上で紹介した 
すべてのキャッチコピーが「えっ？どうやって？」と思わせます。 

ギャップが描かれれいると、 
脳みそに隙間ができ、隙間を埋めるべく、続きを知りたくなります。（→隙間理論） 

要するに、 

「えっ？どうやって？」→How? 
「それって、どうして？？」→Why？ 

と思わせることができたら、 
続きを読ませるためのキャッチコピーとしては、成功なわけです。 

以上の４つのキャッチコピーテンプレートを付箋でパソコンの横にでも貼っておいて、 
記事を書く前に、意識すると良いでしょう。 

ちなみにお気付きの方も多いと思いますが、以上のテンプレートの例は全て本のタイトルです。 

書店に並んでいる本は、日々厳しい競争に晒されていて、 
興味深いタイトルでないと、手にとってもらうことすらできません。 

←手にとってもううのは至難の技 

 

なので、タイトルに工夫が施されていることが多いので、 
書店で自分の目を引いた本のタイトルをメモする癖をつけると良いでしょう。 
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̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
2）記事に納得してもらうには？ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

工夫してキャッチコピーを作ることで、 
“最後まで読まない”の壁を越え、記事の続きを読んでもらうことに成功したとしましょう。 
 
次に、考えるべきことは２つ目の壁“記事に納得してもらう”ことです。 

そのためには、 
 
紹介したい商品の事をわかりやすく伝え、その魅力を最大限にPRすることが大切になってきます。
 
商品を購入してもらうには、読者を説得する必要があり、 
説得するには、“わかりやすく伝える”ことが大前提としてあります。 

そんなわけで、 
 

わかりやすく伝えるための３種の神器を紹介します。 
 
（3つなら記憶に保持しやすいので、実践の場でも使いやすいかと思います。 
　多くの文章テクテニックもこの３つから派生していることがほとんどです） 
 

その前に・・・ 

認知科学の世界で使われる言葉で、 
「知の呪縛」という言葉があります。 
 
「知の呪縛」とは 
→専門家や勉強好きの人が陥りやすい病のことで、 
自分が詳しいために「相手も同じくらいに知っている」と勘違いして事を進めてしまうことです。 
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「知の呪縛」って本当にこわいです。 

要するに、初心者の気持ちを忘れた状態になり、 
「相手もこんなことわかって当然！！」と勘違いした独りよがりな状態です。  
 
顧客が最終的に得ることのできる本当のメリットをすっ飛ばして、 
商品の特徴ばかり語ったりしてしまいます。 

「このカメラ、２０００万画素なんだよ！」（→それってどれくらい凄いの？） 

「ミラーレスカメラがこの価格で買えるってお得すぎ！」（→ミラーレスってそもそもなに？） 

（もちろん、伝える相手とその目的によって、使う単語や訴求方法は変わってきますが） 
 
何が言いたいかというと、 

リサーチを重ね、販売する商品について詳しくなるにつれて、 
人は「知の呪縛」に陥りやすくなるので、それを忘れずに覚えておいてくださいと
いうことです。 
 
 

「知の呪縛」を回避する方法 

・自分がリサーチ前に感じた“素朴な疑問”を忘れずにノートに書き留めておく 

・何かを伝える時は、相手は該当分野に関して何も知らないという前提に立つ 

・気付かないうちに、人は「知の呪縛」に陥りやすいと知る 
 

わかりやすく伝えるための３種の神器 

それでは、わかりやすく伝えるための３種の神器について説明します。 

３種の神器を装備し、 
それを意識して使うことで、 

伝える力は格段に上がります。 
 
逆に、わかりにくい文章は、この３種の神器が欠けていることがほとんどです。 
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それでは、３種の神器とは？？ 

比較、具体、抽象 

この３つを意識して書けば、文章はガラリと変わります。 

ピンとこない方もいると思うので、以下でそれぞれ具体的に説明していきますね。 

 

“比較”とは？ 

比較とは、文字通り“比べる”ということです。 

まず、以下の２つの文章を比べてみてください。（こうして説明している今も比較を使っている） 

Aさん「今年の冬は暖かいね」 

Bさん「今年の冬は去年の冬と比べて暖かいね」 

どちらがわかりやすいでしょうか？ 
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冬というのは、一般的に寒いという認識があります。 

なのに、Aさんは“暖かい”と言っています。 

これを聞いた相手は？？？状態になるでしょう。 

一方です。 

Bさんは、“去年の冬”という比較対象を持ってきた上で、 
今年の冬は暖かいと言っています。 

これ、大きな違いです。 

なぜなら、暖かいといっても、人によってその基準・認識にはバラツキがあるからです。 

そこでBさんは、 
相手がすでに知っている情報（去年の冬）を持ってくることで、基準を作っています。 

AさんもBさんも本来伝えたいことは同じなのですが、 

Aさんの方は、聞き手との間で前提が共有されているだろうという勝手な推測に基づき、 
「去年の冬」という大事な文言を勝手に省略しているわけです。 

後ほど説明する「具体」の箇所でも説明しますが、 

形容詞・副詞（暖かい）というのは漠然としていて曖昧なので、 
人に物事を正しく伝える時には注意が必要です。(→解釈の幅が広い) 

じゃあどうするか？ 
その工夫の１つが“比較対象を持ってくる”ということなのです。 

比較対象があると、伝えたいことが“瞬時に”相手に伝わります。 
例） 
☓　「日本の冬は暖かいね～」 
◯　「ロシアの冬と比べたら、日本の冬は暖かいね～」 

☓　「受験勉強って簡単だよね」 
◯　「正解がない人生に比べたら、正解がある受験勉強って簡単だよね」 

☓　「今月は売上が良かった」 
◯　「今月の売上は先月の約3倍の売上だった」　 
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特に、サイトアフィリエイトを実践する場合は、 
商品レビューをする必要がありますよね。 

その際、 

紹介する商品の“凄さ”をPRしたいわけですが、 
その時は、類似商品と比較してみてください。 

比較対象がないと、 
その商品がどう凄いのかをいまいち想像しにくいのです。 

読み手は、 

常に「何と比較して凄いのか？」「どのレベルで凄いのか？」と疑問を感じています。 

物事の価値は“絶対的”なものではなく、多くの場合“相対的”に決まります。 

自転車は歩きと比べたら速いですが、車と比べたら遅いのです。 

１万円の化粧品は高いですが、安い化粧品を使う事で生じる、その後の美容整形費と比べれば安
いものです。（美容部員の宣伝文句としてありそうですね） 
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結論！ 

比較対象を持ってくると、 
自分が伝えたいことを相手に“正確に”そして“瞬時に”伝えることができる。 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶- 
CHECK！ 
比較を使う時の注意点！ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶- 

１つ注意点をあげると、 
持ってくる比較対象は相手が理解できるものにしてください。 

相手がわからないものと比べたら、逆に相手は混乱してしまいます。 

NG例）私は、ジェイソン・ホッダーよりも足が速いです！ 

※ジェイソン・ホッダーを知っている人は少ないでしょうし、実はそんな人存在しません。 
　 
 

“具体”とは？ 

具体化とは、文字通り、 
物事を相手にイメージしやすいように、具体的に説明することです。(＝客観性) 

商品レビューをする時は、 
商品の魅力を伝えるわけなので、 

自然と、 

凄い！！安い！！可愛い！！といった形容詞を使ってしまいがちです。 

 

しかし、“比較”の箇所でも軽く触れましたが、形容詞の多用は厳禁です！ 

形容詞、副詞というのは、使いやすくて便利である反面、 
受け手にとって、解釈の幅が広いため、物事が正確に伝わりにくいです。 
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商品レビューという客観性が求められた場では、 
形容詞の多用は絶対にNGです。 

メッセージの受け手は、客観性を欲しています。 

じゃあ客観性を高めるにはどうするか？？ 

凄い！安い！可愛い！などの形容詞が口から出てきそうになったら、 
以下の３つを意識してください。 

 
１)数値化　２)固有名詞　３)範囲・限定 
 
 
 
この３つを意識するだけで、メッセージの客観性が大幅に高まります。 

それぞれ順に説明します。 
 

ページ  / 23 49



１)数値化 

 
数字というのは、 
この世で最も客観性が高いものです。 

100円は誰にとっても100円です。（それを安いor高いと感じるかは別にして） 

１メートルは誰にとっても1メートルです。（それを短いor長いと感じるかは別にして） 
 
商品レビューをする際、 
商品の速度、重量、時間、料金について記述することは多いと思います。 

 
その際は、必ず数値化して下さい。  
 
例）ダイエット商品の効果を伝える場合 

✕　 すぐに結果が出やすいです！ 

◯　１ヶ月間、毎日３０分間、この器具を使うことで２キロ㌘減量しました！ 

→効果が出た期間とその労力を具体的に数字で表現する 
 

例）Webサービスの登録に掛かる時間を伝える場合 

✕　 すぐに登録できます！ 

◯　３分以内に登録できます！ 

→正確な時間を伝えないと、登録を後回しにされるかも・・・ 

例）商品・サービスの価格を伝える場合 

✕　 この動画配信サービス、コスパが最強にいいよ！ 

◯　この動画配信サービス、月額1000円で動画見放題でコスパが良いよ！ 
 
→コスパが良いかの感じ方は、人によって違う。 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　       数値化はインパクトを表現したい時にも使える！ 

その昔、スティーブ・ジョブスさんというプレゼンの天才がいました。 

彼は、プレゼンが大の得意であり、人を口説くことも同様に得意でした。 

そんな彼がプレゼンや説得時に、よく使っていたのも“数値化”です。 

例えば、 

iPhoneの売れ行きが凄まじいことを表現する際は、こう言いました。 
 

 
iPhoneの売れ行きを数値化し、 

さらに、400万台という大きな数値を１日単位の台数に分割することで、 
そのインパクトを、誰にでもわかる形でわかりやすく伝えています。 
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ジョブズ氏のように、 
数値化をする際は、相手が理解しやすい単位に直すと、さらにわかりやすさが増します。 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
CHECK！ 
サイズ感の変更でわかりやすさUP 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

サイズ感の変更には主に２つの方法があります。 

それが、 
１)サイズダウン 
２)サイズアップ 

１)サイズダウン 

→イメージの湧かない大きな数字は、分割して皆が知っている小さな数字or概念に直す。 

例） 

質問者「バチカン市国の大きさってどれくらいですか？」 

before 
バチカン市国の面積は、0.44 km²です！ 

after 
バチカン市国の面積は、東京ドーム10個分の広さです！ 
(→東京ドームのように皆がすでに知っている概念をストックしておくと便利） 
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質問者　(スタバの店舗内での会話）「スタバってどれくらい儲かっているの？」 

before 
スタバの店舗全体の年間売上高は1,225億7,500万円だよ！ 

after 
スタバの１店舗の１日の売上は約33万5,151円だよ！ 

(計算式)　 店舗全体の年間売上高は1,225億7,500万円。店舗数は1,002。 
　　　　　1,225億7,500万円÷1,002 = 約1億2,233万円 
　　　　　1億2,233万円÷365日 =１店舗の１日の売上は約33万5,151円  

 
 
２)サイズアップ 
 
→イメージの湧かない小さな数字は、拡大して皆が知っている大きな数字or概念に直す。 

例） 
 
質問者「このお店の会員カードってどれくらいお得なの？」 

before 
当店の会員カードを利用すると、毎回のお買い上げで3％引きされますよ！ 
 
after 
当店の会員カードを利用すると、毎回のお買い上げで3％値引きされますよ！ 

例えば、毎日1000円分のお買い物をするとしたら、 
当店の会員カードを利用すると、年間で約１万円分の節約になります！ 

１万円あれば、叙々苑で焼き肉が食べれちゃいますね！　 
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質問者「蟻ってどれくらい力持ちなの？」 

before 
蟻は自重の20倍以上を支えることができるんだよ！ 

after 
人間で言えば、普通車を一人で引きずるくらいの力を持っているよ！ 

(計算式)　蟻は自分の体重の20倍もの重量を引きずることができる。 
　　　　  つまり、人間で言えば、60kgの体重の人×20倍＝1,2㌧　 
              1,2㌧とは、普通車の重量と同じくらい。 
 

以上、 

数字を上手に使うことにより、 
受け手は物事をパッと具体的にイメージできるようになります。 

曖昧な形容詞は避け、数値化を意識しましょう。 
 

メッセージの受け手の“認識負荷”を減らすことは大切です。 
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２)固有名詞 

次は、固有名詞です。 

固有名詞とは、簡単に言えば、“唯一無二”のモノ・コトを表します。 

例えば、アイドルと言っても、 
それが示す対象は幅広いです。 

ピンクレディー、キャンディーズ、中森明菜、 
モーニング娘、AKB48、ももクロ、　etc 

これらは全てアイドルに含まれます。 

要するに、 
「アイドルが好き！」と言っても、それだけでは相手にうまく伝わりません。 

相手はAKB48を想像するかもしれませんし、 
もしくは、男性アイドルを想像するかもしれません。 

解釈の幅が広いのです。 

それを避けるためには、唯一無二の対象を表す“固有名詞”を使うことです。 

固有名詞を使うことで、 
メッセージの受け手と、誤解なく正確なイメージを共有できます。 

特に“比較”を使う時には、 
固有名詞を意識的に使うと良いでしょう。 

例えば、 

「この前出会ったユミちゃんが、とても可愛かったんだよ！」 

これでは、相手によく伝わりません。 

伝え方を少し変えてみましょう。 

「この前出会ったユミちゃんは、まるでアイドルのようだった！」 

ん～、これでもまだわかりにくいですね。 
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先程話した通り、アイドルと言っても幅広いです。 

次はこちら。 

「この前出会ったユミちゃんは、乃木坂46の白石麻衣にそっくりで、それくらい可愛かった」 

 

 

このように、固有名詞を使うことで一気にイメージが膨らみ、相手の理解も進みます。 

メッセージを伝える時は、 
固有名詞を使い、とにかく具体的にすることが大切です。 

数値化の時と同じく、 
形容詞を使いたくなったら、具体的な固有名詞とセットで使っていきましょう。 
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３)範囲・限定(ライティングを越えて大事な話！) 

商品レビューの際は、 
商品の“価値”を読み手に伝える必要があります。 

読み手に価値を感じてもらえなければ、 
商品を購入してもらうことはできません。 

価値を認識→購入 

この流れです。 

それでは、改めて考えてみましょう。 

価値とは何か？ 
例えば、 
Aさんが乃木坂46のライブのチケットに当選したとします。 

しかし、残念。 

ライブの日は、他に大事な予定があるためライブに参加することができません。 

そこでAさんは、乃木坂46のライブチケットを泣く泣く誰かに売ることにしました。 
 
候補は２人。 

Bさん 
→Aさんと同じく乃木坂46の大ファン。今回のライブの抽選は外れました。 

Cさん 
→アイドルに興味なし。むしろアイドルが嫌い。 

問題 : さて、AさんはライブのチケットをBさん、Cさんのどちらに売るべきでしょうか？ 

簡単ですね。 

正解 : 乃木坂46の大ファンであるBさんです。 
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なぜなら、 

Bさんの方が、 
乃木坂46のライブチケットに高い価値を感じている可能性が高いからです。 

喜んでお金を払うでしょうし、おまけに感謝もされるでしょう。 

一方、Cさんにチケットの買い取りの提案をした場合は？ 

Cさんはアイドルの事が嫌いなので、 
そもそも、そのライブチケットに価値を感じていません。 

むしろ、ライブに行くことで時間が失われるので、 
無料と言われてもライブに行くことを拒否するかもしれません。 
 

このエピソードから得られる教訓 
→価値とは変動するものである 

価値というのは人によって感じ方が様々であり、それは変動します。 

どんな時に価値は変動する？ 

というわけで、 
以下では、どんな時に価値が変動するかを説明します。 
（もちろんライティングにも関係してくる話です） 

価値が変動する場面は、以下のケースです。 

同じ商品でも・・・ 

１）人によって価値が変動するケース 
２）時や状況によって価値が変動するケース 
３）理由によって価値が変動するケース　　があります。 
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１）人によって価値が変動するケース 

先程のライブチケットの例も人によって価値が変動するケースですが、 
他にも、身近なところで見受けられます。 

例えば、 

フリマやオークションが成り立つ原理も、 
価値の変動性にあります。 

自分が不要と思っているものでも、 
それを強く欲している人がいるからこそ、それらは成り立ちます。 

つまり、“誰かのゴミは誰かの宝”なのです。 

２）時や状況によって価値が変動するケース 

例えば、株式投資なんかがそうです。 

株式投資で稼ぐ原理とは、 
多くの商売と同様に「安く買って、高く売る」が基本です。 

株の価値(＝株価)というのは、日々変動していて、 
時期によって価格が変動しています。 

今現在は株価が低くても、 
将来的に大きく株価が上がるかもしれません。 

一方、 
株を発行する会社がなんらかの不祥事を起こした場合、 
その会社の株価は急激に下がるかもしれません。 

このように、株価というのは時と場合によって変化します。 

投資家というのは、 
価値の変動を誰よりも先に見抜くことで利益を得ているわけですね。 
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３）理由によって価値が変動するケース 

先程の乃木坂46のライブチケットの例で話します。 

Aさんが乃木坂46のライブチケットを売る場合、 

アイドル嫌いのCさんではなく、 
乃木坂46のファンであるBさんに売るのが正解だという話をしました。 

が、以下のような説得を行えば、 
もしかしたら、Cさんにもライブチケットを売ることができるかもしれません。 

仮にCさんが、 
ビジネスのコンサルタントだとしましょう。 

その場合、 
Cさんにはこんな提案ができるかもしれません。 

Aさん : 乃木坂46って今かなり売れている日本のアイドルなんだけど、彼女らが売れている理由っ　　　 
　　  　てなんだと思う？  
            
           メンバーの写真集もバカ売れしていたりして、特に白石麻衣ちゃんの写真集は、 
           タレントの写真集としては、歴代最高レベルの部数が出ているらしいよ。 

            その背景にあるのは、 
　　　　秋元康という優秀なプロデューサーがいたり、　 
　　　　かなり戦略的にグループのブランドを構築しているからこそだと思うんだ。 
　 
　　　　これってビジネスに応用できることばかりだと思わないかい？ 
　　　 
　　　　乃木坂46のライブにいけば、ブランディング、マーケテイング、広告を考える上での、 
　　　　重要な知見が得られると思うから、是非行ってみなよ！ 

Cさん :  アイドルには興味ないけど、その視点でライブに行ってみるのは、確かにありかもしれ　　 
　　　　ないな。　ちょうど今エンタメ型の飲食店のプロデュースに関わっているから、ヒント　　 
　　　　を探しにちょっくら行ってくるわ！ 

つまりAさんは、乃木坂46のライブチケットの購入理由を、 

乃木坂46のライブを楽しむため 
↓ 
ビジネス(マーケテイング、ブランディング)を学ぶための場へとすり替えたのです。 
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これは、 
同じ商品でも理由を変動させることにより、受け手が感じる価値が変わった例です。 

これは、セールスにおいて特に重要ですね。 

以上を覚えておいて下さい。 

あれ？？セールスライティングの話はどこへ？？ 

ライティングの話に戻ります。 

以上で、価値は変動するという話をしましたが、 
ライティングの時も“価値の変動性”を意識して書くと、相手に伝わりやすくなります。 

例えば、 

ベンチャー企業で働くことの魅力を 
就活生に説得したいとします。 

その時は、以下のように表現すると伝わりやすくなるでしょう。 
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まず、悪い例から。 

✕　「ベンチャー企業で働きなよ！バイタリティ溢れる人ばかりで楽しいぞ！」 

改善します。 
　 
◯　「もし、君が将来起業したいのであれば、ベンチャー企業で働くといいよ！」 
　　　 
　　　会社がゼロの状態からどうやって売上を立てていくのかを間近で勉強することができるか　　 
　　　ら、将来起業したいなら、その経験はかなり貴重だよ！」 

要するに、 

伝えるメッセージに関しても、 
範囲や条件(～において)を示すことで、より適切に伝えることができるのです。 

なぜなら、商品やサービスの価値が、 
人・時・理由によって変動するのと同様に、 

伝えるメッセージの価値も、伝える相手や置かれた条件によって変動するからです。

ベンチャー起業で働くことも、 

起業したい人にとっては良い選択肢でも、 
それが万人にとって良い選択肢とは限りません。 

エナジードリンクも、 

徹夜せざるを得ないシチュエーションで、 
一時的に活力を増大させるためには便利ですが、 

長期的な健康を考えると、成分的に毎日飲むのは健康には良くないでしょう。 

以上のように、 
何かの“魅力”を“正確に”伝える時は、 

範囲・限定（～において）を付け加えると、メッセージが伝わりやすくなるので、 
是非意識していきましょう。 

“具体”はここで終了です。 
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“抽象”とは？ 

抽象とは、具体と対極にある概念です。 

抽象的な事を伝えるために、 
具体化・具体例を通して説明するのですが、 

反対に、具体例を挙げることで、 
どんどん本質から遠くなったりもします。 

相手にわかりやすく伝えるために具体例を挙げて話しているはずが、 

ある分岐点を越えると、 

「結局、君は何が言いたいの？？」なんて思わたりします。 

 

ページ  / 37 49



相手に何かを伝えるには、 
具体と抽象のどちらも大切です。 

話が具体的になりすぎて、論点がボヤけそうになったら、抽象化で話をまとめます。 
反対に、話が抽象的になってきたら、具体例をあげてイメージしやすくします。 

わかりやすい説明には、抽象と具体の行き来が大切です。 

例えば、 
商品の具体的な特徴、メリット、デメリットをひと通り話したら、 

途中で、要点をまとめます。(→大事な所を抽出する＝抽象化) 

しがたって、 
つまり、 
結局、 
要するに、 

これらの接続詞の後に続く言葉は、モノゴトの核心(＝本質)であることが多いです。

例） 

・要するに、インターネットの本質は、リンク・シェア・フラットの３つだよ！ 

・ 結局、サイトアフィエイトで最も大切なのは、キーワード選定だよ！ 

抽象化 
＝最も大切な点を言い当てること。 

と捉えてOKです。 
 

抽象化によって、  

商品の魅力や特徴を端的に表したセンテンスを入れると、 
文章に締まりが生じ、相手にも要点を瞬時に掴んでもらうことができます。 
 
また、相手にわかりやすく伝える場合以外にも、 
抽象化の癖をつけると、思考のレベルがUPします。 
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すでに、別コンテンツ（ブルーオーシャン戦略）でも説明していますが、 

抽象的に物事を考えることができるようになると、 
扱える商品の幅がグンと広がりますし、商品の訴求方法にもキレが生まれます。 

-抽象化のトレーンング方法- 

・「要するに、すなわち、つまり」という言葉を口癖にする。 
　  →本質を抜き取る訓練になる。 

・商品やサービスの特徴をワンフレーズで表現する癖をつける。 
　→ワンフレーズで表現するには、商品・サービスの本質を抜き取らないとできない 

　ex,     ブルーボトルコーヒー（→コーヒー界のApple）   
　　　　 NOVA（→駅前留学）　　　　 
         　  
以下、有名なイソップ寓話の「三人のレンガ職人」は、 
人の心を動かす上で、抽象化がいかに大切かをわかりやすく表しています。 
 
レンガ職人Cの言葉が一番心を揺さぶられるかと思います。 
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要するに・・・ 

抽象的で自分の文章がわかりにくいかなと思ったら、 
具体化を通して、相手にイメージを膨らませます。 

反対に、具体的すぎてメッセージの核心がボヤけてきたかなと思ったら、 
抽象度を高めて、自分が最も言い表したいメッセージをギュッと結晶化して伝えます。  

このように、 

相手の理解度に合わせて、 
具体⇔抽象を行き来できるようになると、メッセージが伝わりやすくなります。 

最後に、参考までにスティーブ・ジョブズさんの殺し文句を紹介します。 
(有名なので知っている方も多いと思いますが) 

ジョブズ氏は、Appleを経営していた頃に、当時ペプシ社のCEOであった、ジョン・スカリー氏
をAppleに引き入れるために、以下の殺し文句を言いました。 

この言葉を聞くまで、ジョン・スカリー氏は、ジョブズ氏の提案を頑なに拒んでいたそうですが、 
この言葉があまりにも衝撃的すぎて、その後に考えが変わり、Appleに移りました。 

“このまま一生砂糖水を売り続けたいか？ 
 
それとも私と一緒に世界を変えてみないか？ 

ペプシコーラを“砂糖水”とネガティブに抽象化し、 
アップルを“世界を変える企業”とポジティブに抽象化しています。 

ここでは同時に、“比較対象を持ってくる”というテクニックも使われていますね。 

これぞ殺し文句です。 
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̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
３）購入してもらうには？ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

以上で、 

記事を最後まで読ませるよう促せた！（最後まで読まないの壁をクリア） 
↓ 
わかりやすい説明で記事にも説得力が出てきた！（記事に納得しないの壁をクリア） 
↓ 
しかし、最後の壁である“購入しないの壁”を越えないと、全てが台無しになります。 

そこで今回は、 

“購入しない”の壁を越えるための、 
些細だが強力なテクニックを説明していきます。 
 

購入直前に検索ユーザーが気にかけることは何か？

結論から言えば、 

検索ユーザーが購入直前にどんな事を気にかけるのかが分かれば、 
購入を思いとどませる確率を下げることができます。 
 

-購入を躊躇する典型的な3つのパターン- 

１）購入に時間が掛からないか？ 

２）費用が高いのではないか？ 

３）思いがけない追加コストが掛からないか？ 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以上のような、 

検索ユーザーが購入直前に感じるであろう疑問に応える文言をアフィリエイトリンクの周辺に 
加えることで、少しでも購入の後押しをすることが目的です。 

購入への最後の後押しをする文言 
→これをクリックトリガーと言います。 

それでは、以下にて、 
どんなクリックトリガーを用意すべきかを具体例を通して紹介していきます。 

１）購入に時間が掛からないか？ 

サイトアフィリエイトは、 
自分のアフィリエイトリンクから商品を購入してもらう必要があります。 

この大前提は絶対に忘れてはいけません。 

となると、購入を後回しにされるのは何としても避けたいところです。 
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検索ユーザーが、 

あなたの記事によって商品に魅力を感じ、 
商品を購入することを決意したとしても、 

実際にお客さんがあなたのアフィリエイトリンクをクリックし、 
商品を購入するまでは、事は終わりません。 

Webサービスの登録or商品の決済って、少し面倒くさいです。 

なので、購入を決断させるために 
どれだけ説得力のある記事を書いたとしても、 
購入率を上げるためには、もうひと手間掛ける必要があります 

 
簡易性をアピールしてください 

商品の購入率をあげるためのテクニックの１つが簡易性のアピールです。 

例えば、動画配信サービスを紹介する場合を考えてみましょう。 

動画配信サービスは、 
無料トライアル登録で成約が決まりますが、 

そのためにユーザーは、会員登録＆決済情報の登録が必要になります。 

となった場合、 
登録へのハードルを少しでも低くするために、我々は何ができるでしょうか。 

それが、簡易性のアピールです。 

具体的には、 
自身が用意したアフィリエイトリンク周辺に、 
（動画配信サービスの例で言えば）以下のクリックトリガーを加えてみると良いでしょう。 

・会員登録は2分以内で簡単にできますよ！ 
・決済はクレジットカード以外にもキャリア決済・銀行決済が対応していますよ！ 

以上のようなクリックトリガーを加えることで、 
ユーザー側は、購入までにどれくらい手間が掛かるのかを把握でき、小さな不安が解消されます。

些細なことですが、とても大事なことです。 
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例えば、こんなシチュエーションを想像してみて下さい。 

検索ユーザーは、 
電車内でスマホ検索をしています。 

その時ユーザーは、 
あなたの記事で動画配信サービスの紹介がされていたので、登録しようと思いました。 

しかし、電車の中なので、 

・余裕を持って会員登録に時間を掛けることができない（電車の乗り換えがあるため） 
・カバンからガサゴソと財布を取り出し、クレジットカード番号を確認して入力するのは面倒 

こんな状況が想定できます。 
 
そうなった時、 
登録を促す文言として、 

・2分以内で登録可能（→具体的な時間がわかる） 
・キャリア決済でも可能（→決済が簡単） 

といったような簡易性がアピールされていれば、 
登録を後回しにされることを回避でき、購入率は上がるかもしれません。 

些細かもしれませんが、 
こうした気遣いによる成約率の向上は、長期的な売上にジワジワと効いてきます。 

購入に時間が掛からないか？ 
登録や決済が複雑ではないか？ 

自分が紹介する商品はこうした手間が掛からないか？を必ずチェックしましょう。 
 

２）費用が高いのではないか？ 

どんなに良い商品で、 
それをどんなに欲しいと思ったとしても、 

お客さんは、最後まで財布の紐を固く締めています。 
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つまり、商品が支払う価格に見合うかを最後まで考えているわけですね。 

なので、 

商品を購入してもうらには、 
お客さんがお金を支払うハードルを下げる必要があります。 

そこで今回も１）と同様に、 

アフィリエイトリンクの周辺に以下のようなクリックトリガーを入れると良いでしょう。 

・初回購入は〇〇％offみたいですね！ 
・1ヶ月間毎日映画を観るとしたら１本33円ですね！安すぎ！（月額980円のhuluの場合） 

お手軽感・お得感・安さをアピールすることが大事です。 

これらのクリックトリガーを作るコツは、 
今回のコンテンツですでに紹介しているので、 

自分が紹介する商品に合わせて工夫して作ってみてください。 

特に、数値化や比較を駆使すれば、お得感を出すことができますね。 

もう一つのポイントを言うと、 

クリックトリガーは、冗長になりすぎずに短めのセンテンスで表現することが大事です。 

長ったらしく書くのではなく、 
あくまで最後のひと押しを促すような短めのセンテンスが良いです。 

イメージはこんな感じです。↓ 

→huluの無料トライアルを試してみる！ 
（1ヶ月間毎日映画を観るとしたら１本33円ですね！安すぎ！）→クリックトリガー 

以上↑のように、 

アフィリリンク付近に、 
クリックトリガーとなるような文言をちょこっと加える感じです。 
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３）思いがけない追加コストは掛からないか？ 

これは、自分の記事から商品を購入してもらう上で非常に大切なことです。 
 
思いがけない追加コストとは何かというと、 

例えば、 

・商品の本体価格以外にも、送料などのお金が掛かる場合 

・無料トライアルと謳っておきながら、2ヶ月利用などの条件がある場合 

・初回1000円キャンペーンと謳っておきながら、定期購入がその条件である場合 

などですね。 

無料、キャンペーン、激安といった言葉は魅力的ですが、 

検索ユーザーは、 

「本当に損はしないのか？」 

「何か裏があるんじゃないか？」 

と猜疑心をむき出しにし、 
最後までシビアな目で購入を検討しています。 
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ですので、 

アフィリエイターとしては、 
そんな検索ユーザーの不安を少しでも取り除く必要があります。 

じゃあ、思いがけないコストってどうやって見つけるのか？ 

その１番の方法は、 
紹介したい商品のLP内にある「Ｑ＆Ａ」や「よくある質問」をよくみることです。 
(キーワードの発見にも有効) 

試しに見てみましょう。 

以下は、 
とある化粧品のLP下部に小さく記載されている情報（申し込みの条件）です。 

↑この辺の（販売者が隠したがる）情報というのは、 
検索ユーザーが最も気にかける所でもあるので、 

それらの疑問を先回りして、記事内で教えてあげましょう。 

（ちなみにこのLPは、初回分を除いて最低3回以上の継続を商品申込の条件と謳っているため 
   申し込みの条件が厳しく、案件としては微妙ですね。）  

一方、 

動画配信サービスのように無料トライアルであっても、 
トライアル期間内に解約すれば、解約料が掛からない優良案件もあるので、 

その場合は、購買を後押しするクリックトリガーとして、 
“解約料が掛からない”(思いがけないコストがない)ことを訴求すると、成約率は上がるでしょう。 
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つまり、 

思いがけない追加コストがある、なしに限らず、 
それをユーザーにしっかり伝えることが大切だということです。 

なぜなら、 
商品・サービスへの不安要素が解消された状態でないと、 
検索ユーザーは、それが解消されるまで、検索し続ける可能性があるからです。 

すると、あなたの記事でなく、 
最終的にその不安要素に応えたライバルのアフィリリンクから購入される恐れがあるわけですね。
 

以上のように、 

検索ユーザーの再検索を避けるためにも、不安要素を解消するような文言を、 
アフィリエイトリンク周辺に記載し、アフィリリンクのクリック率を少しでもあげる 
工夫をしましょう。 
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以上で、 

検索ユーザーが購入する前に抱える不安として、  
よくある３つの場面と共に、各場面におけるクリックトリガーがどんなものかを紹介していきま
した。 

-購入を躊躇する典型的な3つのパターン- 
・購入に時間が掛からないか？ 
・費用が高くないか？ 
・思いがけない追加コストはないか？ 

ただし、 

これらはあくまで典型的な不安要素の１つです。 

検索ユーザーが抱える不安というのは、多種多様です。 

購入への最後の後押しとして、 
どんなクリックトリガーを用意するかは、 

自分がどんなキーワードで見込み客を集めたかでも変わりますし、 
紹介する商品・サービスによってもそれは変わります。 

なので、 

すべての場面で機械的に、 
以上で紹介したクリックトリガーを適応するのではなく、 

状況に応じて、 
 
「今回の記事では、最後の後押しとして、どんなクリックトリガーが最適か？」 
 
を、その都度考えていくことが大切です。 

というわけで、 
最後の“購入しないの壁”を越えるための方法も終了です。 

是非、今回のライティングコンテンツで話した内容を取り入れて、 
成約率の向上を目指しましょう。
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