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３つの要素で売上を最大化する

【ザ・レスポンス】特別レポート



「もし私が、たった一つだけメディアを選ぶとしたら、、、

それは、ダイレクトメールだ」

－ ダン・ケネディ



USPS(アメリカの郵便局)の混乱や、あらゆる新しい“ホット”なハイテクメディアがでて
きたにもかかわらず、ダイレクトメールはアメリカにおいてマーケティングの方法とし
て、最も好まれている方法で、使用量も増加し続けています。

オンライン帝国を築いているあのグーグルでさえ、アドワーズ（クリック課金広告サービ
ス）のプロモーションにオフラインのダイレクトメールを使っているのです。

他にもダイレクトメールに関する興味深い情報としては、、、

• 50%の人は、Eメールよりもダイレクトメールに、より注目するとアンケートに答えている

• 60%の消費者は郵便受けのダイレクトメールをチェックするのを楽しみにしている

• 98％の消費者は、ダイレクトメールが届いたその日に郵便受けから取り出し、77％は
　　その日のうちに仕分けする

• 2011年度、120億通のカタログが発送された

• NPOが支援者の寄付を集める際、ダイレクトメールより効果的なのは何も無かった

• 世界最大のEコマースイベントは、32ページのダイレクトメールにより集客された

• 脳科学的に、ダイレクトメールのような視覚的なものは、より深く感情的に処理されて、
　　 脳の視覚、空間などの分野をより活発に刺激する

• ダイレクトメールへの投資は2010から2011にかけて5.8%増加して、4兆8000億円に達した

• 私のVIPクライアント20社のうちダイレクトメールを使ってない２社だけが、2008年の
　　 不況の時にかなりダメージを受けた

また、30年以上、356業種以上の私のクライアントでダイレクトメールは何度も何度も繰り返し
使われ、売上を上げ続けている。このように効果のあるダイレクトメール。そこからの売上を最
大にするにはどうすればよいのだろうか？

このレポートではそのために必要な３つの要素：リスト・オファー・セールスコピーを最適化
し、稼ぐダイレクメールを作る方法ついてお伝えしていきましょう。 



ダン・ケネディは、毎年100万人以上の中小企業、大企業のビジネスオーナーや起業家に影響を与え、世
界一多くの億万長者を生みだしている。そんな彼のことを、アメリカで最も億万長者を生んだ人とし
て、「億万長者メーカー」と呼ぶ人もいれば、「21世紀のナポレオンヒル」と呼ぶ人もいる。また、耳
の痛い・あまり聞きたくないことでも、すべて包み隠さず話してくれることから「不都合な真実を教え
てくれる先生」とも呼ばれている。

■超一流のマーケティング・コンサルタント
フォーチュン500社や名の通った企業などを多数育てた実績を持っている。その中には、数億円規模か
ら、数千億規模のクライアントまでいる。例えば、日本でも有名なニキビケア商品「プロアクティブ」
を販売しているガシーレンカー社。(最初のTVショッピングからダン・ケネディがブレーンとして加わっ
ている)。現在のコンサルティング料金は、1日最低128万円。コーチングプログラムは年間320万円と超
高額。

■トップのプロ講演家
アメリカのトップのプロ講演者のひとり。これまでに、ブッシュ元大統領、マーガレットサッチャー元
英国首相、ジグ・ジグラーやブライアントレーシー、不動産王のドナルド・トランプ、世界No.1コー
チ、アンソニー・ロビンズ、ロックバンドKISSのボーカル、ジーン・シモンズなどのスーパースターと
共に講演した経験を持っている。

■世界21カ国8言語で読まれるベストセラー作家
著書16冊以上(15冊は日本語にも翻訳されている)彼が出している多くのビジネス書は、「サクセス」誌
や「アントレプレナー」誌、「Inc.」誌の優良ビジネス書トップ100、「ビジネスウィーク」誌のベスト
セラーリストなどで特集されている。

■ダイレクト・レスポンス・マーケティングのエキスパート
年に1度開催されるカンファレンスは、参加費が30万円以上にも関わらず、世界中から起業家が殺到。
(このカンファレンスへの参加人数は、1200人を超えるので、参加費の売上だけで3億6千万円にもな
る。)ダン・ケネディは、ダイレクト・レスポンス・マーケティング界のトップにいる人物。

■世界中に多くの億万長者を生み出したダイレクトメール手法の発明者
ダン・ケネディ最大の発明と言われているダイレクトメールの手法は世界で93億円以上売れ、30年以
上、356業種以上のクライアントで何度も何度も繰り返し使われ、効果が実証されている。
例えば、生活用品、健康関連商品、財物や災害やビジネスなど各種保険、ファイナンシャルサービス、
住居や商業不動産、住宅ローン、家具内装、車、RV、ヨット、共有ジェット機、テクノロジー製品およ
びサービスなどの一般的な分野から、専門的職業　―　つまり、医師、弁護士、会計士など、そしてあ
まりセールスとは関係なさそうに見えるレストラン、リゾート、カントリークラブ、アートギャラリ
ー、慈善組織、NPO、大学、そして斎場など、、、あらゆる業種で効果実証済みである。

A B O U T  D A N  K E N N E D Y

ダン・ケネディについて



３．セールスコピー
魅力的なオープニングにする４つの秘訣
２つのタイプの消費者。その両方に読んでもらうコツ
レスポンスしてもらう秘訣
オファーに関係なくレスポンスしてもらう方法

１．リスト
ダイレクトメールに必要な要素の重要性と階層
リストの選択が結果におよぼす割合
リストを作って６ヶ月でビジネスを３倍にした事例
リストをランク付けして理想の顧客を見つける方法

目次

２．オファー
オファーを企画するための本当の秘訣
事例：ドライクリーニング店のオファー
事例：レストラン兼バーのオファー
抵抗できないほど魅力的なオファーにするための4つの秘訣



　私たちのような高い報酬をもらっている、専門的で、自己中心的なセールスライターも認
めざるを得ないことがあります。それは、、、
リストの質や適切さは、ダイレクトメール・キャンペーンにおいて、コピー、グラフィッ
ク、フォーマットなどの“クリエイティブ”と少なくとも同じくらい(おそらくは、それ以上)の
重要さを持っている。ということです。
実際、ダイレクトメールに必要な要素の重要性の階層は、ほとんどの場合、以下の通りで
す。

これは、非常に重要な原則です。
　これこそが、法人向けマーケティングにおいて、“副社長様、販売担当者様”に宛てて手紙
を送るのではなく、ターゲットの会社それぞれに電話をかけて、最も適切な意思決定者/受け
手の正しい名前と肩書きを聞くべき理由です。

「ビジネスで最も価値のある資産は『顧客リスト』だ」

－ ダン・ケネディ

１. リスト

　これこそが最も“ホット”な見込み客の名前を知るために、リード・ジェネレーション広告
をすることが割に合う理由です。
リストの質や適切さに対する投資は、賢い投資なのです。

１．リスト
２．オファー
３．セールスコピー
４．その他のクリエイティブ



リストの選択が結果におよぼす割合

ダイレクトメールで成功するには、適
切なリストを得る、もしくは作成する
ことが必要です。ダイレクトメールの
良いところは、特定の潜在顧客をター
ゲットにすることで、リストの選択は
当然成功に大きく左右します。

私は、リストの選択がダイレクトメー
ルの効果の３０～５０％を占めると考
えています。リストの選択において、
あなたがターゲットにしたいのは、あ
なたが提供するオファーに関心を持っ
ていて、現在の顧客とどこか共通点が
ある人たちではないでしょうか。

共通点は、年齢、性別、職業、収入レベル、近所や地域、クレジットカードの保有、ファミ
リーサイズ、雑誌の定期購読など、ありとあらゆるところで見いだせます。このような構成
要素は人口統計学的なものです。あなたがターゲットとする層のリストを探したり、編集す
るとき、非常に専門的な情報源となります。

B to B マーケティングにおいても同様です。企業リストで得られるのは、会社の規模、売上
高、資産価値、従業員数、業種、立地、雑誌の予約購読、信用格付けなどです。会社の重
役、オーナー、セールスマネジャー、人事マネジャー、販売代理店、株主、秘書のリストな
ども容易に得られます。

List！



リストの選択は、あなたが何を必要とし、どうしたいかで変わってきます。高級レストランの
オーナーが欲しいのは、自分のレストランから半径５０マイル圏内に住んでいて、銀行のクレ
ジットカードを少なくとも1枚は持っている、持ち家のある人たちのリストかもしれません。

民間の航空製造会社が欲しいのは、国内で資産が５０万ドルはある執行役員やビジネスオーナ
ーのリストでしょう。

小さな会社のマーケティングに関わる方の場合、独自のリストを作成すべきです。すべての顧
客やクライアントのリストを、常に新しいものにしていく必要があります。リスト顧客へのダ
イレクトメールは、ビジネスをさらに活性化させ、新製品やサービスの紹介、セールスや特価
販売の促進につながるのです。

　ある女性が、富裕層が住む郊外の高級ショッピングセンターで、とて
も高級なファッションストアを経営していました。この女性は、顧客リ
ストを作っておらず、顧客について本当にほとんど何も知りませんでし
た。そんな必要はないと彼女は言っていました。

彼女は、顧客のほとんどは店の近くの高級マンションに住んでいると思
っていたので、彼女はそのマンションで購読されている小さな新聞に定
期的に広告を出していました。

しかし、彼女も最終的には説得されて顧客リストを作り始めました。す
ると、どうなったでしょうか？その店の顧客の3分の2は、25マイルから
40マイル離れた、高収入というよりは中程度の収入のマンションに住ん
でいました。顧客が彼女の店に来るのは、最高にファッショナブルな人
たちが買い物をする店だと思っていたからです。彼女はショックを受け
ました。

でも、彼女はこの情報を利用して、顧客が本当に住んでいるエリアに向
けてダイレクトメールキャンペーンを実施することができました。その
結果、ビジネスの規模は6か月で3倍になりました。

このようにリストの共通点を見つけることで、ダイレクトメールの売上
を最大化することができるのです。

リストの選択方法としては、ランク付けをするという方法もあります。

リストを作って６ヶ月でビジネスを３倍にした事例



たとえば次のようなものです(単なるサンプルなので、あなたのビジネスに合っているとは限りま
せん)。

■顧客ランク
A： チャンピオン
B： ハイパー・レスポンシブ(とてもよく反応してくれる客)
C： リピート客/高額品購入客
D： ２度購入した客
E： １度購入した客
F： 問い合わせ客
それぞれの言葉の定義は、、、

リストをランク付けして、理想の顧客を見つける方法

A：チャンピオン

B： ハイパー・レスポンシブ
(とてもよく反応してくれる客)

C：リピート客/高額品購入者

D： ２度購入した客

E： １度購入した客

F： 問い合わせ客



　これと別の考え方としてはR(直近度)・F(頻度)・M(金額)(RFM分析)があります。一般的には最近の
購入客が、別の製品を購入してくれる可能性が最も高い見込み客となります。

リピート客あるいはハイパー・レスポンシブが次に可能性の高い見込み客となります。そして、ビ
ジネスによっては使うお金の額によって顧客を分けることができます。

　最後に「行動」あるいは「好み」のカテゴリがあります。婦人服は買っても紳士服は買わない顧
客、その逆のケース、子供服を買う顧客、買わない顧客などに分けることができます。このように、
一つのリストを5~10の、場合によっては20のランクに分けることができるのです。

■A: チャンピオン
ハイパー・レスポンシブであると同時に、周りに紹介してくれたりと、非常に肩入れしてくれたりす
る人々。

■B: ハイパー・レスポンシブ(とてもよく反応してくれる客)
数多くのオファーに反応して、頻繁に購入する人々。こうした人々の場合、反応するオファーのほう
が無視するオファーよりも多い。

■C: リピート客
何度か購入しているか、特定のオファーにはよく反応している人々。ビジネスによっては、このグル
ープの代わりに、総購入金額や購入金額の規模を参考にしてもいいでしょう。

■D: ２度購入した客
１度購入し、その後のオファーに応えて２度目の購入をしたが、それ以後のオファーにはまったく反
応していない人々

■E: １度購入した客
１度は購入しているが、2度目の購入を促す機会やオファーにはまったく反応していない人々

■F: 問い合わせ客
あなたから情報を得ようとあなたに電話したり、あなたのお店やショールームを訪れて入ったりする
が、まだ何も購入していない人々



　どのようなダイレクトメールのキャンペーンでも中心となるもの、つまり、ダイレクトレ
スポンス広告やその他ダイレクトレスポンス・マーケティング活動において、魅力的なオフ
ァーを組み立てる方法について紹介します。

それは、、、

「オファーを受け取る人たちについて、
できるだけ多くのことが分かるまでオファーは企画しないこと。」

小さな会社のマーケターの多くは、まずオファーを企画し、次に広告先や郵送先を探します。これ
は、ダイレクトレスポンス・マーケティングで成功を収めているプロたちとは正反対の方法です。
ではここで、小さな会社のダイレクトメールにおけるシンプルな事例を２つ見てみましょう。

オファーを企画するための本当の秘訣

２．オファー

「だ
から
オフ
ァー
なん
だよ
、バ
カ！
」

－ ダン・ケネディ

ドライクリーニングの店を数店舗経営しているとしましょう。週刊の地方紙2紙に広告を出そ
うとしています。1紙は高所得層世帯へ、もう1紙は中間層世帯へ配達されます。この場合、
2紙とも同じ広告にしますか？

事例：ドライクリーニング店のオファー



ほとんどの経営者は同じ広告を掲載するでしょうが、それは間違っています。この2タイプの世
帯の人たちのニーズや関心は、それぞれ異なるからです。つまり、異なるオファーを売り込むべ
きだということです。

高所得層世帯に対しては、出世するためには一張羅を手入れすることが大切であると強調し、ク
リーニング店の便利さと品質に重点を置いた広告にします。そして、スーツ1着を定価でクリー
ニングするともう1着のクリーニングとアイロンプレスが無料、または、ジャケットかスーツ1着
につきネクタイ1本無料でクリーニング、という内容をオファーします。

中間層世帯に対しては、手頃な値段で高品質なクリーニングが利用できることを強調する広告に
します。ドライクリーニングに出すことによって長持ちする衣服があることを伝え、全世帯に対
して初回割引をオファーします。

事例：レストラン兼バーのオファー

レストラン兼バーを2店舗経営しているとします。ひとつの店舗は、ダウンタウンのオフィスか
ら郊外の自宅までの帰宅ルートとして多くの人が利用する道路沿いにあり、ダウンタウンのすぐ
北側に位置しています。もう1店舗は、ダウンタウンで働く中間層が住んでいる地域にありま
す。

ダイレクトメールを送ろうと思ったとき、2つの店舗で同じオファーを使うでしょうか？レスト
ラン経営者の多くは、最初にオファーを決めてから郵送先を決め、同じオファーを上記2地域の
人たち全員に郵送するという順で行い、失敗してしまいます。私なら次のようにオファーしま
す。

ダウンタウンにある店舗については、ダウンタウンのオフィスビルで働く会社幹部と管理職のリ
ストを入手します。そして、簡潔なカバーレターとパンフレットをパッケージにして郵送しま
す。パンフレットの内容は、仕事帰りのハッピーアワーの時間帯に立ち寄るには最適な店であ
り、誰かと会ったり、軽く会話をしたり、ちょっと仕事をしたりする、あるいはくつろぐことも
できる店であることに重点を置いたものにします。

また、オードブル1皿（1～4人前）の無料クーポンと、エグゼクティブ・ランチ1人前の値段で2
人前注文できるクーポンを封入します。さらに、秘書宛ての封筒も入れます。これはピンク色で
印刷してもよいかもしれません。秘書宛ての封筒には趣向が異なるカバーレターとパンフレッ
ト、そしてランチ半額クーポンを入れておきます。

中間層が住んでいる地域にある店舗については、持ち家に家族と住んでいる人のリストを入手し
ます。そして、オフィス向けとはまったく異なるレター、パンフレット、そしてクーポン冊子を
パッケージにして郵送します。クーポンの内容は、早い時間帯のディナー2人分半額、または金
曜日のフィッシュフライ食べ放題が半額になるクーポン、土曜午後の野球パーティー用としてホ
ットドッグが無料になりビールがついてくるクーポン、レディースデーの特別ランチクーポンな
どにするでしょう。

このように、それぞれのマーケットに対してオファーを変えることによって、画一的なオファー
よりもずっと良い結果が得られることをお約束します。



抵抗できないほど魅力的なオファーにするための4つの秘訣

４つの秘訣は次の通りです。

すぐに理解できる内容にする。

オファーの内容がよく分からないと思った人は、

レスポンスをしないからです。

例えば、50％オフよりも半額のほうが分かりや

すく、35％オフ、さらには60％オフよりも、半

額のほうがずっと分かりやすいのです。割引率と

いうのは分かりにくいものです。

また、多くの場合、半額よりも、商品を1個買う

ともう1個もらえるというオファーのほうが分か

りやすいです。

割引よりも、景品のほうがはるかに効果的な場

合もあります。

景品とは、来店した人または商品を購入した人

にあげる無料ギフトのことです。

グレイザー・ケネディ・インサイダーズ・サー

クルの代表であるビル・グレイザーは、アメリ

カで最も成功を収めている紳士服店のうちの2

店舗を長年経営しています。

彼が店のオファーの結果をすべて詳細に追跡し

たところ、景品を付けることでレスポンスが平

均30％増えたということが分かりました。

十分に価値のあるオファーだと理解してもらわな

ければなりません。割引クーポンが大抵うまくい

かない理由が、ここなのです。

このオファーを見たときに、怪しいと思うからで

す。クーポンを持っていると分かった途端、店は

割引分を補うためにすぐ価格を上げるだろうと思

うのです。割引クーポンは、価格が公表されてい

て広く知られている場合に効果的です。

何の説明もなく割引をしたりギフトをあげれば、

不審に思われたり疑いの目で見られたりします。

人々は、無料のランチなんて存在しない、とずっ

と言われ続けているからです。

そのため、オファーの根拠を提示しなくてはなり

ません。

例えば、新店舗オープン記念の初回オファー、記

念セール、クリアランスセール、またはお客様感

謝ウィークのセールなどとして、近隣のみなさま

へ実施していると説明することができます。

どんな内容でもよいので、オファーする理由を説

明することが必要です。

1. 分かりやすいオファー

3. 割引か景品、
できればその両方のオファー

2. 十分に価値のあるオファー

4. 理にかなった
根拠のあるオファー



　ダイレクトメールを用いたマーケティングの中で、教えるのが最も難しいことについてお
話しします。それは、ダイレクトメールを実際にどのような構成にするかということです。

なぜ教えるのが難しいかというと、ダイレクトメールというのは厳密に言えば、まだ科学的
ではなく体系立てられていないからです。科学的なテストや統計を用いた分析によって裏付
けられたことは多くありますが、ダイレクトメール作成者の顧客への直感や理解度に頼って
いる部分が、まだ大半を占めています。

ダイレクトメールのセールスライターとして優れた実績を持つプロが、途方もなく高額の料
金を請求できるのはこの点なのです。つまり、プロが何をしているか理解し、それをそのま
ま真似することは不可能だからです。また、自分の才能を十分に発揮し、それまでの経験を
すべて活かしているプロ中のプロでさえも失敗することがあります。

− ダン・ケネディ
「Copy is King」

３．セールスコピー

というわけで、成功するダイレクトメールを確実に組み立てる方法は教えられない、という
ことが事実だと私は認めます。これを認めるのは私が初めてでしょう。ただ、失敗するダイ
レクトメールを作成してしまう確率を大きく下げる方法をお伝えすることはできます。

レターとパンフレット、そしてレスポンス手段にはそれぞれ構成というものがあり、この3つ
すべてに同じ構成を用いるべきです。それに加えて、この3つすべてにおいて、商品やビジネ
スに関するストーリーを丸ごと、そして繰り返し伝える必要があります。もちろん一字一句
すべて同じ、という意味ではありません。

こうすることで読み手は、パンフレットではなくレターを読んだだけで注文したり、または
レターではなくパンフレットを読んだだけで注文したり、場合によってはレターもパンフレ
ットも読まずに注文書を読んだだけで注文してくれるのです。

ここで、業界のプロによるダイレクトメールで良い結果を出すための本当の秘訣をお伝えし
ます。次の文章をしっかり読んでください。

他のプロが認めたがらないこと



ダイレクトメールの構成はオープニングから始めます。

どのようなオープニングだとしても、以下の3つのうち少なくとも1つは行わなければいけません。

ここで私が何を言いたいのかというと、、、

オファーが伝わるオープニングを作成するのは難しいものです。オファーの内容をもっと知りたいと
いう読み手の欲求を、減らすのではなく高めるようにオファーを伝えなければなりません。

例えば、セールスレターを使ってマイホーム所有者向けの家事代行サービスを販売している会社があ
るとしましょう。

次のようなヘッドラインを使うのはどうでしょうか・・・

魅力的なオープニングにするための３つの秘訣

あなたができるのは、さまざまな顧客の行動をできるだけ多く想定しておくことだけです。

顧客の行動をコントロールすることはできません。

3. 特定の読み手に狙いを定める。

1. オファーを伝える。

2. オファーの最重要ポイントを強調する。

一生、掃除機の電源を入れる必要はありません。

または、このようなヘッドラインではどうでしょうか・・・

主婦業という仕事を辞める方法。

このようなヘッドラインは、オファーの内容は含まれていますが、詳細をはっきりと明かしているわ
けではありません。



オープニングはオファーの最重要ポイントだけに焦点を当てるのもよいでしょう。最重要ポ
イントは価格かもしれません。無料ギフトかもしれません。または、非常に魅力的な保証条
件かもしれません。

オファーするサービスは集配や配達、あるいは他のサービスでもよいでしょう。ここで例に
挙げた家事代行サービス会社であれば、会社の信頼度を挙げてもよいでしょう。顧客にとっ
て見知らぬ人が自宅に来ることは不安であると予想されるため、信頼度が重要なポイントに
なるからです。

ということで、上記で考案したオープニングに付け加えて、最重要ポイントを強調すると次
のようになります

一生、掃除機の電源を入れる必要はありません。

このあとに、次のように続けます・・・

6,218人の女性に主婦業という仕事を
辞める方法をお伝えしてきました。

オープニングで達成したいことの3つ目は、特定の読み手に狙いを定めるということでした。

つまり、あなたが読み手について何か知っているということを読み手に伝えるのです。例え
ば、読み手がどんな人たちなのかということです。これを伝えることで、レターであなたが
伝えたい内容はおそらく読む価値があるのだろう、と読み手に伝えることができます。

例えば、ダイレクトメール用に働く女性のリストを手に入れたとしましょう。この場合、オ
ープニングを次のように再度修正します。

キャリアウーマンと主婦業・・・
一生、掃除機の電源を入れる必要はありません。
6,218人の女性に主婦業という仕事を辞める方法をお伝えしてきました。

オープニングで3つの秘訣すべてを達成できれば素晴らしいことです。しかし、たとえすべて
ではなくても、少なくとも1つは達成しなければいけません。

オープニングの4つ目の秘訣

４つ目の秘訣は「季節と結びつける」ということです。適切に行えば・・・の話ですが。

一般的に人々は祝祭日に対して非常に敏感であり、祝祭日とはっきり結びつけたオファーに
対してレスポンス率が非常に高くなるという傾向があります。



ご自宅の春の大掃除プランを半額で提供します。
さらに、驚くほどの低価格で、主婦業という仕事を

完全に辞める方法をお伝えします。

春の大掃除の季節ですが、お忙しいですよね。
今回、そしてこの先ずっと、

主婦業という仕事をしなくてすむ方法をお伝えします。

もちろん10月にも同じアプローチが使えます。感謝祭（アメリカでは11月の第4木曜日）や
クリスマスシーズンに向けて自宅を掃除するからです。

まずヘッドラインで話の内容を打ち出し、興味を持ってオープニングを読んでもらえたら、
次はセールスコピーを使ってあなたのプロポジション（提案）を売り込まなければなりませ
ん。ここで間違えてはいけません・・・セールスコピーが売り込みをするのです。

多くのアマチュア・セールスライターやプロでも怠け者のセールスライターは、セールスコ
ピーは短くして「余白」をたくさん残すべきだと主張し、顧客にどのくらいセールスコピー
を読んでもらえるか不安だと言い張ります。しかし、興味を持った人というのは、興味深い
オファーについてなら、セールスコピーの内容はすべて読んでくれるのです。

あるいは…

長すぎるセールスコピーというのは存在しない

セールスコピーがまったく面白くないということはあるかも知れません。セールスコピーが難
しくて読みにくいこともあるかも知れません。セールスコピーが間違ったターゲットに向けて
書かれることもあるかもしれません。しかし、セールスコピーが長すぎるということは絶対に
ありません。

セールスコピーを書くときには、ちょっとしたコツがあります。読みやすいセールスコピーに
して、どんどん読み進めてもらうためのコツです。また、このコツはセールスコピーを流し読
みする人、長い／短いに関わらずセールスコピーを読まない人に対して売り込むためのコツで
もあります。

ここでもう一度、家事代行サービスの例を挙げます。私なら季節に結びつけた２つのビジネ
スチャンスを真っ先に思い浮かべます。春とクリスマスです。

例えば、

これは、読みやすいセールスコピーにしてどんどん読み進めてもらうためのコツでもあり、
流し読みをするタイプの人や長さに関わらずセールスコピーを読まない人に対して売り込む
ためのコツです。

ダイレクトメールを成功させる2つのルート



そのコツとは、ダブル・リーダーシップ・パスです。消費者の購買行動は、衝動タイプと分
析タイプという対極的な2つのタイプに分けられるという考え方に基づいています。

衝動タイプの人はいつも急いでいます。素早く判断を下すので、何かを読むということはほ
とんどありません。流し読みをします。ですから、セールスコピーを読む場合、見出しや小
見出し、写真の説明文だけを読むことがほとんどでしょう。

一方、分析タイプは多くの情報を集めた上で時間をかけて判断します。このタイプの場合
は、セールスコピーの内容をしっかり読むことでしょう。

この2つのタイプに対して、それぞれのルートを用意することが必要です。つまり…

２つのタイプの消費者。その両方に読んでもらうコツ

ルート１：衝動タイプ向け
ルート1はセールスコピーの見出しや小見
出し、写真の説明文や太字にした重要文
だけでプロポジション（提案）を売り込
む必要があります。

ルート２：分析タイプ向け
ルート2はルート1と同様ですが、
道しるべと道しるべの間にセールス
コピーの詳細を差し込みましょう。

アマチュアセールスライターの多くは、自分と同じタイプのルートだけを用意したセールス
レターを書いてしまいます。２通りのルートで書くことによって、セールスレターの訴求力
を大幅に高めることができるのです。

読みやすいコピーにして、読み手がセールスレターに興味を持って読み進めてもらうために
は、もう1つ重要なステップがあります。それは、視覚的な効果を高めることです。次のよう
な方法があります。

・写真
・写真の説明文
・文字の大きさを変える
・キーワードやキーフレーズを斜体字にする

創造力を発揮し、コストをコントロールし、制作チームと協力することができればどんなこ
とでもできます。創造力を養う一番の方法は、できるだけ多くのジャンクメールを入手して
学ぶこと、その中からさまざまなテクニックをみつけて、気に入ったものをまとめておくこ
とです。

・キーワードやキーフレーズを太字にする
・余白に手書き風のメモを挿入する
・四角や丸で囲む
・1段落分を網かけにする



最後にもうひとつ、ダイレクトメールを作成するときに頭に入れておいてもらいたいことが
あります。感情の論理とセールスについてです。見込み客のプライドや愛着心、不安や罪悪
感などの感情に訴えることができれば、あなたのオファーの内容に関係なくレスポンスをし
ようと思う人が多いということです。

感情というのはレスポンスと購買意思をコントロールします。だから、自分と他者に対して
その買い物を正当化するために、多くの人々が論理や事実、数字や統計を必要とするので
す。読み手の感情と論理的に説得する必要性の両方を考慮して、コピーを書かなければなり
ません。

レスポンスしてもらう秘訣

ダイレクトメールを構成する最後の要素はクロージングであり、多くのマーケターがコー
ル・トゥ・アクションと呼んでいます。

ここで最も重要であり覚えておくべきことは、レスポンスを簡単にできるようにすることで
す。あなたが見込客に期待する行動を、見込客がなるべく簡単にできるようにするのです。
例えば、クーポンを持ってお店に来てもらいたいなら、そのように伝え、お店の場所も伝え
ましょう。地図で行き方を示し、営業時間を伝えます。

電話をかけてもらいたいなら、電話受付時間と担当者名を伝えましょう。注文フォームに書
き込んでもらいたいなら、できるだけわかりやすく書き込みやすいフォームにしましょう。
ダイレクトメールを作成するときはこのような構成を学び、できる限り構成に沿うことが大
切です。

オファーに関係無くレスポンスしてもらう方法

5月2日（月）までの特別なご提案
このレポートを読んで、もし、あなたがより確実により早くダイレクトメールで売上を
上げたい。

そう思っておられるなら、特別なご提案があります。

ケネディやケネディのクライアントが実際に使って、売上が上がることが実証されてい
るダイレクトメールの成功事例。

その成功事例をパクって使い、売上を上げることができる。というご提案です。
（この成功事例は一部を除き、著作権フリーになっています）

５月２日（月）まで、このレポートを読んだ方のために期間限定の割引をしていますの
で、今すぐこちらからご確認下さい。

↓　　↓

dpweb.jp/DMRPTC

http://dpweb.jp/DMRPTC

