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!!!!!
最新マーケティング手法の真実… 

!
　　　　本当に、これらの最新マーケティング手法は、、、 
!
　　　　　　・コンテンツ・マーケティング 
　　　　　　・インバウンド・マーケティング 
　　　　　　・ネイティブアド（ネイティブ広告） 
!
　あなたのビジネスに売上とお客さんをもたらしてくれるのでしょうか？
!
 
!
!
!
!
!
!

ダイレクト出版株式会社　代表 

小川忠洋インタビュー!
!!!!!!

提供：【ザ・レスポンス】!
インタビュアー：山田光彦!

!!



提供：【ザ・レスポンス】

!

!!!
これは最新のマーケティングではなく、 
昔からずっと使われている王道のやり方!

山田 今日は、最近話題のマーケティング手法。「インバウンドマーケティング」「コンテ
ンツマーケティング」「ネイティブアド」「ネイティブ広告」と呼ばれる方法につい
て、小川さんにインタビューをさせていただこうと思います。小川さん、よろしくお
願いします。

小川 よろしくお願いします。

山田 最近、流行っているマーケティングの手法。特に、インターネット、Facebookとかで
流行ってきている「インバウンドマーケティング」「コンテンツマーケティング」
「ネイティブアド」「ネイティブ広告」と言われている方法。 !
コンテンツを、全面に出していって、そのコンテンツで読んでもらって、喜んでもらっ
て、さらにそれを気に入った人にお客さんになってもらう。 !
コンテンツを全面に出すことで、フェイスブックで「いいね！」されれば、勝手に拡
散されていいんじゃないか？というふうに言われているんですが、小川さんの意見とし
て、これからこのやり方がトレンドになっていきそうか、とか、すぐに廃れてしまう
んじゃないか、といったことを、聞きたいのですが…

小川 これは今後はやっていくかどうかとか、という話じゃなくて、昔からずっとあったマ
ーケティングで、いってみたら王道のやり方ですね。 !
マーケティングで、特にインターネットを使っているときには王道のやり方です。と
いうのも、インターネットは、何がスゴいかというと、今までのほかの媒体と違って
圧倒的にすぐれている点が１つあって。それは何かっていうと、コミュニケーション
のコストがめちゃくちゃ安いっていうこと。Ｅメールを１通送るのは０円じゃん。で
もはがきを１通送ったら50円でしょ？　ファックスを１通送っても10円ぐらいかか
る。とにかくコミュニケーションのコストが安い。

山田 送る量もどれだけ多くても、無料ですね。

小川 そうそう。なので、いくらコミュニケーションしても、あんまりこっちの懐は痛まな
い。だから、それを利用したマーケティングをしましょう。って、俺はずいぶん前か
ら言っているんだけど。多分、５年ぐらい前からずっと言っているんだけど。

山田 まだ、インバウンド・マーケティングとかと言われる前ぐらいですね。まだ、名前が
ない時代。

最新マーケティング手法の真実…
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!!!
インバウンド・マーケティングでも、 
コンテンツ・マーケティングでも、 
要するに見込み客との関係性をどうやってつくっていって 
販売するかがポイント 

!
ただのSEOの延長になってはいけない!

小川 そうそう。だって、インバウンドも、何ならコンテンツ・マーケティングも何でもそ
うだけど、要するにお客さん、見込み客との関係性をどうやってつくっていって販売
するかっていう、基本はそこじゃん。 !
それでいうと、特にコンテンツ・マーケティングやインバウンドとかというのは、お
客さんが、興味がある情報を出して、それを読んでもらって、それから関係性を築い
ていくっていう。 !
だけど、インバウンドマーケティングとかコンテンツマーケティングとかをやってい
る人って、あんまりそういう関係性を築くっていうところまでは頭が行っていない人
がすごく多いね。

山田 そうかもしれないですね。役立つ情報があって「それで読んでよかった」で終わり、
みたいな。

小川 ただのＳＥＯの延長みたいな感じになっているんだけども、そうじゃなくて、それを
もうちょっと大局的に考えると、お客さんとの関係づくりなんだよね。すべては。 !
そうすると、関係性ゼロから関係性100まで、どうやって上げていくかっていうの
が、マーケティングの全てというか、ものすごく大きなポイントなわけでしょ？ !
俺と山田さんはもう十分な関係性ができているから、もし右翼の話をしても盛り上が
ったりできるけど、これが、関係性がゼロだったら、そういう話をしてきたら、おっ
と危ないヤツが出てきた、みたいな。

山田 危ないヤツって、なりかねないですね。

小川 危ないヤツっていうのは冗談だけどね。たとえば、俺と山田さんが売り手と買い手で
関係性がなければ、個人的にハワイに行ったとか、そんな話はどうでもいい話じゃ
ん。 !
そうじゃなくて、どっちかっていうと、買い手・見込み客は「次のセミナーはどうや
って集客するか」っていう問題を抱えているわけで、そのセミナーの集客のハウ・ツ
ー、ヒントとかが欲しいわけでしょ？
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!!
コンテンツを出すだけではなく、 
マーケティングの全体像を考えなければ意味がない…

!!
昔からずっと効果的だったことが、 
急に効果がなくなるわけがない… 

!!!
インターネットでは、みんなコンテンツを探している…!

!!

山田 そうですね。特にはじめ、なにも関係性のない人はやっぱりそこが欲しいですよね。
何か困っていることがあって情報を探して、インターネットで見ているわけですから
ね。

小川 そうそうそう。とはいえ、そこばっかりに特化するんじゃなくて、全体像を考えられてないと
ダメだよね。コンテンツマーケティングとか、インバウンドは、これは一緒の意味だけど、これ
からトレンドが上がっていくのか？とか、主流になるかならないか？っていうと、昔から主流な
んですよ。

山田 昔からありますよ、と。

小川 そうそう。昔からあるし、昔から効果的だと。ただ、要するにＳＥＯの延長でしか捉
えられていないとあんまり意味がないけど、関係性をつくるっていうふうな観点から
すると、昔からあるし、昔から効果的だし、これからもなくなるわけがないと。

山田 ということですね。ずっと効果的だったのが急に、効果がなくなるとかはない。

小川 それもインターネットで何を探すかって、それはコンテンツを探すに決まっているじ
ゃん。

山田 そうですね。基本的にネットは、検索エンジンにキーワードを入れたことを探してい
るわけですからね。

小川 そうそうそう。商品を探すケースってほとんどないでしょ？　アマゾンであるかもし
れないけど。アマゾンと楽天に行っているときは商品を探しているかもしれないけ
ど、それ以外のサイトに行っているときって、商品を探して買い物をしようと思って
いるケースって非常に少ないよね。

山田 そうですね。

小川 普通はネットサーフィンしているときって、おもしろい情報を探しているときだから。
もちろん、その探しているものを提供するっていうのが一番賢い方法だし。

山田 マッチしますよね。
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SEOのテクニックやトリックはこれから意味がなくなる…

!!
コンテンツを使って、お客さんとの関係性を作る。 
これはトレンドっていうか、それしかやることがねえだろ（笑） 

　!
SEOの延長でコンテンツマーケティングをやっているところと 
関係性をつくることを目的にしているところの違い 

小川 だから、これはなくならないというか、これから主流というか、これまでも主流とい
うか。あと、ＳＥＯっていうのは、もう完全になくなってくるから。

山田 テクニックというか、裏のやり方というか。トリック的なのは消えていくんじゃない
か、ということですね。

小川 そうそう。ブラックハットとかホワイトハットとかいろいろあったけども、結局なく
なるので、最終。インターネットで重要なのはコンテンツだから、いいコンテンツを
出しているところに人は集まって、いいコンテンツを出しているところが検索とかで
も上に上がるようになるのが、自然の流れでなっていくので。

山田 Googleもそれを目指してやっているわけですよね、ずっと。

小川 そうそう。なので、トレンドが下がるとか上がるとか、っていうか、それしかやるこ
とはねえだろ！みたいな（笑）、ぐらいの勢いですよ。

山田 昔だったら、お金をかけてダイレクトメールを送ったり、ハガキを送らないとできな
かった。それが、タダでやるようになって、何でやらへんねん？みたいな。そういう
状態ということですよね。 !
昔は、お金をかけてやっていて、それでも効果が出ていて、採算が合うから、やってい
たのに、っていうことですよね。

小川 そうそう。そうなんですよ。

山田 今の話を聞いていると、ＳＥＯだけでやっているところと、関係性をつくるというの
でやっているところというのは、具体的にはどういうふうに違うのかとかって何かあ
りますか。

小川 お客さんのライフタイムバリューが違う。コンバージョンが違う。

山田 後々の売上、というか？

小川 そうそう。だから、例えばインターネット用語でいうと、ＰＶは高い。

山田 ページを見には来てくれる。

小川 そうそう。ページビューはすごく多いけど、売り上げはすごく低い。ＰＶは100万と
かあるのに、売り上げが、あれ？みたいな。

山田 コンテンツをつくるのはしんどかったけど、やった意味があったのか？みたいな。
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!!
大企業なら、とにかくコンテンツを出せばなんとかなる。 
でも、僕たちのような事業主は・・・ 

!
!
コンテンツマーケティングは大企業向きなのでは？ 

小川 それが、確かに人は集まっているけども、これはあんまり言うとあれかもしれないけ
ど、有名なところでも、すごく有名で、例えば上場企業とかがやるウエブサービスと
かって人が集まる。商品が売れているのかって言われると、すごく売れていないとこ
ろが多いよね。余り具体名を出すとアレだけど。 !
あるでしょ？　大体、サイトを見たらわかるじゃん。 
「あれ？　このサイトはめっちゃきれいだけども、売り上げは何ぼなんやろう？」と
かね。

山田 そうですね。役に立つけど、この後、別に何かしようと思わないとか。

小川 思わないし、次に行きたいって思わないし、売られても、別に要らねえな、みたい
な。

山田 もう１回アマゾンに行って買おうか、みたいな、そういう気持ちになるところです
ね。

小川 そういう風な、その後の設計ができていなくて関係性も弱いっていうのは、結構、ほ
とんどじゃないかな。でもやっぱり大きい会社っていうのは、人海戦術でコンテンツ
をつくりまくれば、アクセスはそれなりに集まるし、何とかなると。

山田 アクセスがある程度集まれば、そこが弱くても、なんとかなってしまう、と。

小川 言うてもそれなりになるし、誰か頭のいい人が交代してやれば。

山田 一気に売上が上がる。

小川 そう。あと、売却するとか。

山田 そうですね。売却とかもありますね。

小川 いろいろ方法はあるからいいと思うんだけど、普通の我々みたいな事業主がやろうと
思ったら、つくれるコンテンツなんて限りがあるわけだから、やっぱり効果的につく
らないといけないよね。そうすると、売りにつながるコンテンツをちゃんとつくって
いかなきゃいけないと思うよね。人海戦術なんてできないし。

山田 そうですね。とりあえずいっぱいコンテンツを投入してとか、お金をかけてとか、そ
んなのは無理ですもんね。

小川 そうそうそう。
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!!
ブログとメルマガがあればそれで十分。 
Facebookもぜひやったほうがいいけど。 
【ザ・レスポンス】はブログとメルマガで月商1億だし… 

!!

山田 でも、今の話を聞いていると、どっちかといったら、大企業というか、例えば有名な
ホームページとかであるとか、有名人がやっていたりとか、普通に中小企業の人が使
えるのか的なことを思う人がいるのかなと、思ったんですが、どうですか？

小川 いやいやいや、個人や中小企業でも、全然使えますよ。だってうちは使っているじゃ
ん（笑）。

山田 そうですね。僕もそう思いながら聞いたんですけど（笑）。であればそういう、ホー
ムページがすごくきれいで、記事とかもいっぱいあって、というのだと大きい企業が
やっているイメージがあっっても、小さい企業も、例えばブログとかでやれば、、、

小川 ぶっちゃけブログとメルマガがあれば、それだけでいいよ。はっきり言うけど。さら
にやるなら、はフェイススブックとかね。フェイススブックは最近、すごく反応がい
いから、ぜひやったほうがいいと思う。だけど、基本的にはブログ、メルマガ、フェ
イスブックがあれば、まあ十分じゃない？ !
それだけって言ったって、だって変な話、山田さんがやっている事業のザ・レスポン
ス。レスポンスで、それを全部ちゃんとやっているかっていったら、ブログ、メルマガ
はそれなりにやっているけども、まだ納得が全然いかないレベルでしょ？

山田 そうですね。

小川 フェイスブックは中途半端でしょ（笑）？　グーグルプラス（Google+）なんかは何
もやっていないでしょ？　ツイッターも何もやっていないでしょ？

山田 何もやっていないですね。たまにブログに書いた記事をツイート、みたいぐらい。

小川 でしょ。別にダイレクトメールで、やっているわけでもないし。うちがやっているほ
とんどは、ブログとメルマガだよね。それだけだよ。

山田 それだけですね。やっているのは。

小川 それだけで関係性をつくって、商品を売ってっていうことをやって、月商１億を突破
したんでしょ？

山田 そうですね。

小川 効果出てんじゃん、みたいな。

山田 なので、十分にそれでやっていけるということですね。最初の一歩としてはブログと
メルマガ。最低限やるにはそれで十分って感じですね。
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５年前にメルマガをやりはじめた時の話 

!!
日刊メルマガをはじめたら、!
月商3000万円が月商5000万円に…!
新商品を出したわけでもないのに…!

!!
ただ毎日メルマガをやるだけで、 
売上が1.7倍アップ 

小川 だから、俺が一番最初にそれをやり出したときなんか、もう何年前の話よ？　５年前
ぐらいの話かな。わからないけど。

山田 でも、このダイレクト出版ができたときから、やっていますよね。

小川 できて、最初はやっていなかった。

山田 そうでしたっけ？

小川 １年半ぐらいしてから、メールマガジンを日刊で始めた。

山田 それまではちょこちょこ。３日に１回とかだったんですか。

小川 その辺が覚えていないけど、どうやってやっていたのか覚えていない。出していたんじ
ゃないかな、みたいな。要するに売り込みのメールしか出していなかった。

山田 なるほど。商品出たよとか、今日が締め切りだよ、とかいうのをやっていた？

小川 そうそう。そういう話。そういうのしかやっていなくて、コンテンツを配信するって
いう概念はなくて。 !
多分、創業してから１年半ぐらいかな？　今から考えると、５年以上、６年ぐらいた
っているのかな？　それを最初にやったときなんかブログもないから。メルマガだけ
だから。だから書いたメールをさっと流したら、どっか行っちゃう。

山田 蓄積はゼロ、みたいな？

小川 蓄積はゼロ。メールマガジンだけだったんですよね。でもそれだけでも、全然、明ら
かにメールマガジンを毎日、日刊で配信し始めた月から、ビフォー・アフターで、１
カ月ベースのレベルで売り上げが、たしか、記憶が定かじゃないけども、3000万から
5000万に上がった。

山田 なかなか、それはすごい。

山田 ビジネス規模が約1.7倍に。
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!!!
メルマガ１通書くのに１週間かけていた人に、 
1日15分、30分でメルマガを適当に書くようになると・・・!

!!!
メルマガをガンガン配信したら、 
引き合いがポンポン来て、儲かってしょうがない状態に（笑）!

小川 そうそう。だから、それまでは月商3000万を前後を行ったり来たりやっていたんだけ
ども、何かないかなっていうので日刊でメールマガジンをやりはじめた。 !
商品も何も変わっていない。新しい商品をリリースしたわけでもないし、何も変わっ
ていなくて、日刊でメールマガジンを始めたら、月商5000万になって。急に。その月
だけが上がったんじゃなくて、それをキープしたの。ずっと。

山田 月商3000万ぐらいを行ったり来たりやっていたのが、月商5000万ぐらいを行ったり
来たりになった。

小川 明らかにただ毎日メルマガをやっているだけで売り上げが上がった。

小川 あと、これを僕はセミナーとかでもよく言うんだけど、あんまりこれも名前を出すと
アレだけど。うちの、今、あるお客さんに、メールマガジンを配信しろと。毎日配信
しろと言っていたんだけど、それまでは、その人は、メールマガジンを書くのに１週
間かかっていたんだって。

山田 １通ですか？

小川 そう。１通を書くのに。企画会議から始まって、みんなでワイワイやって。でも、こ
んなことをお客さんに送ったら失礼じゃないかとか。それで却下になるとか。だから
月に２回ぐらいしか配信できていなかったと。

山田 すごい精鋭が２通来る？

小川 精鋭が２通かもしれないけど、お客様からしてみたら一緒なんだよ。つまらないもの
はつまらないし、みたいなね。

山田 企画会議で「これはダメ」とかやると……

小川 つまらなくなってくるじゃん？

山田 普通のが来ますよね。ものすごくやわらかくなって出てくるという。

小川 それで、俺が昔やっていたセミナーで「メールマガジンは15分で書くんです。それで
配信すればいいと。15分から30分ぐらいで書けますよ」って言ったときに衝撃を受け
たらしいんのね。「マジで？」みたいな。２週間かかっているぞ（笑）って。

山田 でも、そうなりますよね。
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!!
その人はインバウンド・マーケティングで!
有名になってしまったから名前は出せないけど・・・!

!!
引き合いがありすぎて、困っている。 
お断りばっかりで・・・ 

!
メルマガをやり始めてから、 
今までずっとウハウハ状態が続いてる？？!

小川 それでガンガン配信するようになって。そうした引き合いがポンポン。その会社はＢ
toＢの会社だから、ウエブ制作の会社でＢtoＢの会社だから、引き合いがポンポンポ
ンポン来て、儲かってしょうがない的なことになって（笑）。

山田 なるほど。２週間かけて緻密にやっていたころは全然だったのに、15分か30分で適当
に書くようになったら急に儲かってしょうがないという。

小川 名前を出せないのは、その人は今じゃ有名なのよ。

山田 なるほど。そうなんですね。

小川 インバウンドマーケティングっていってすごく有名になっている。

山田 メルマガを15分から30分で書くようになる。っていうことをはじめた人がインバウン
ドマーケティングで有名になったんですか。

小川 そう。

山田 じゃあ、コンテンツ系のマーケティングで有名になったという？

小川 そう。

山田 これはいいってなって、どんどん拡大していってやったら、みたいな。

小川 そうそう。だから今はコンテンツを、どれくらいの頻度で出しているのかな？　多
分、日刊は出していないと思うんだけど。結構、いいコンテンツを、多分、２日に１
回とか３日に１回ぐらい出しているのね。それでとにかくガンガン引き合いが来る
と。それで困っていると。だからお断りばっかりで。

山田 なかなかいい状態ですね。

小川 本当にウハウハだって言っていたよ。

山田 最近も会ったんですか。

小川 会った。まあ何カ月か前だけど会って。とにかく来ると。



提供：【ザ・レスポンス】

!!!
料金を上げても、お客さんは去らない 
お客さんは、他の選択肢がない状態になる… 

!
10人～20人ぐらいスタッフがいるけど、 
それでもさばききれない仕事が来る・・・!

!

山田 じゃあ、やり始めてから、今までずっとウハウハ状態が続いていた？

小川 ウハウハ状態が続いているわけですよ。フィーバーが続いているわけです。だから、そ
れは要するにさばく人員が少ないから仕事をさばき切れないっていうだけだけども、
これはすばらしい状態だよね。さばき切れないから株が上がっていくわけだから。

山田 「もう、やっていられないな」ってなって「もうちょっと高くてもやってください」
みたいな人が出てくるわけですよね。それで引き受けてって。それで、「料金上げま
す」と言っても、何人かの人が去っていって、また新しい人が入ってくる。

小川 去らない、去らない。

山田 去らないんですね？

小川 だって、もうコンテンツを出すことで関係性ができているし、この人は専門家だって
思われているから、ほかの選択肢がないわけですよ。

山田 その人と同じクオリティーを出そうと思ったらその人しかないというふうなお客様は
考えているわけですね。

小川 そうそう。選択肢がないから。

山田 いいですね。

小川 いいよね。

山田 楽しいですね。１人ビジネスでそういうふうな状態になったら。

小川 いや、１人ビジネスじゃないよ。何人くらいの会社かな？　結構な人数はいるよ。

山田 それで、さばき切れないぐらい来るんですか？

小川 そうそう。

山田 10人とかぐらいはいそうですか。

小川 多分、10人以上はいると思うんだよね。20人ぐらいいるんじゃないかな。わからな
い。

山田 それでさばき切れないって。



提供：【ザ・レスポンス】

!
上場企業からの仕事も来る。 
単価は8桁単位のオーダーだけど、、断りしている状態・・・

!!
もともと有名だったのではなく、 
コンテンツを配信することで有名になった・・・ 

!!!
でも、この方法を使えるのは、 
コンサルとか一部のビジネスだけでは？ 
たとえば、普通の物販では使えないんじゃ・・・？？!

小川 それでさばき切れないし、お客さんに上場企業とかがいっぱいあるんだよ。

山田 いいですね。

小川 だから単価が違うから。

山田 そうですよね。

小川 ８桁。一、十、百、千、万、十万、百万。千万。８桁単位のオーダーが。あははは
（笑）。

山田 それは今のホームページの業界から行くとちょっと考えられない数字ですね。

小川 ７桁、８桁がいっぱい来る、と。でも「お断りしている」と。

山田 なかなかすごいですね。

小川 だって、多分もう下がりようがないと思うよ。

山田 もう完全に権威。

小川 権威になっちゃったし。

山田 そういう権威になれるっていうか、そういうふうな人はもちろんすごく効果が出やす
い人だと思うんですけど、例えば…

小川 違うよ、逆だよ。それをやったから権威になったんだよ。

山田 そうですね。

小川 権威だからできたんじゃなくて。

山田 そうですね。それでやっていて権威になれて。

小川 そうそう。地道なことを発信し続けたから権威になった。

山田 この人はやっぱりすごいなってなって、徐々にファンもふえていってっていうことです
ね。

小川 そうそう。



提供：【ザ・レスポンス】

!!
物販でも、商品を買う前にいろんな情報を集めるはず。!
その情報を提供すればいい。!
卓球用品を売っているところもやってるし…

!!
しかも、インターネットなら、 
無料で見込み客にアプローチできる。延々と・・・ 

山田 それで、例えばそういうコンサルとか、権威になるっていうのはビジネスとして、よく
あるじゃないですか。それとは別に、普通の物販とかをしている人。そういう人には
ちょっと使いにくいんじゃないかな、思われるのでは、と思うのですが。

小川 全くそんなことはない。全くそんなことはない。だって、だからさっきも言ったけ
ど、インターネットで物を探しにいく人はほとんどいない。物を探しにいく人はゼロ
だから。ゼロって言ったらウソだけど。

山田 そうですね。たまにはいますね。

小川 コンテンツを探す人から比べたらゼロじゃん。Youtubeに物を探しにいく人は０人で
しょ？

山田 そうですね。間違っていますね。アマゾンに行っていますよね。そういう人は。

小川 そうそう。だから、物販だからできないとか言い出したら、じゃあインターネットを
どうやって使うの？っていう。アマゾンで出店しますか、ぐらいしかできないじゃ
ん。

山田 そういうことになりますね。

小川 楽天に出店して、ひたすら広告を打ちますかって。それしかできなくなる。 !
だけど、そんなことは全くなくて、その商品に関連することを絶対に探しに来ている
わけね。その商品を買う前に、購買決定するためにいろんな情報を集めているはずだ
から、その情報を提供すればいいじゃんっていう話。

山田 そういうことね。卓球のラバーなどを売っているところも使っていますよね。

小川 長部さんの話でしょ？

山田 そうです。長部さんの話。

小川 そんなのもそうだし。 !
昔からやっている小冊子とかも一緒だから。それがウエブになっているだけだから。
あとはウエブが小冊子と違うのは、コミュニケーションの回数が鬼のようにとれるか
ら。



提供：【ザ・レスポンス】

　!
メルマガを読み始めてから2年後に商品を買う人もいる… 
そういう人たちも手間ゼロでフォローできる 

!!
コンテンツ・マーケティングで盆栽を販売？？ 

山田 インターネットは無料だからっていうことですね。

小川 そうそう。昔は小冊子で資料請求してもらったら、ＤＭを何通か、あと電話とかをや
るじゃん。 !
でも、それは高額商品じゃないとできなかったし、回数がそんなに、３回、４回やっ
たら、結構いいほうでしょ。でも、今はそんなことないじゃん。 !
例えば山田さんが何かやるとしたら、何かの小冊子、ＰＤＦレポートでもいい。ＰＤ
Ｆレポートにして請求してもうらう。コミュニケーションをその後にどれだけするか
っていったら、延々とするでしょ？

山田 そうですね。

小川 やめる理由がないじゃん。

山田 そうですね。やめるときは、ビジネスをやめるときみたいな、そういうことになりま
すね。

小川 いずれ買うから。本当に、俺が昔、自分でメルマガをやっていたころに、今も書いて
いるけど、昔は毎日書いていたから。毎日書いていたころは、よく反応がじかに来て
いたのがわかったんだけど、オプトインして（メルマガを読み始めて）から１年半後
とか２年後に商品を買う人がいるのよ。

山田 いますね。「今まではたまにチラッっとメルマガを見るだけでした」みたいな人がい
ますね。

小川 いるのよ、本当に。

山田 それで、その人たちをフォローするからっていって、特別な手間がかかるわけでも。

小川 ゼロ手間ですよ。

山田 そうですね。手間がかかるわけでもなく、と。

小川 うん。



提供：【ザ・レスポンス】

!
!
コンテンツ・マーケティングで一眼レフカメラを販売？？ 
比較検討するのは面倒だから、 
情報をくれる人が薦めた商品をとりあえず買う？？ 

!!
物販でも、なんでも業種は問わず、 
コンテンツ・マーケティングで売上は上がる… 

山田 僕が聞いた話では、メルマガはその人が書いているんですけど、盆栽を売っている人
で。盆栽に関するメルマガを書いて、ちょっとしたアイドルみたいになっている人がい
ますね。 !
盆栽でもできるのか？という話。 !
だから、メルマガを送っていたら、お客さんから「盆栽をつくったけど、これ、ちょ
っとどう思う？」とか、返ってくるとか。それで、盆栽に関する情報を送ったら「い
いね」みたいなのがめっちゃ返ってくる、と。 !
おそらく、その方は、別に盆栽の権威とかじゃないと思うんですが、めっちゃファン
がたくさんいる人になっているようでしたね。メルマガを出すだけで。そして、とて
も忙しいと言っていました。

小川 そうだと思うよ。あとは、全然関係ないけど、一眼レフのカメラのプロの人みたいな
メルマガをとっているんだけど、おもしろいよね。買っちゃうよね。

山田 その人が勧めたら？

小川 その人が勧めたらもう選択肢がないから。

山田 それを疑わないから。面倒くさいじゃん。比較検討に、一眼レフなんか。プロの道具
なんだから。

小川 わからないですし。

山田 わからないから、その人がいいっていったらそれを買うしか。

小川 小川さんはよくカメラを買うな、と思っていたんですよ。次から次へと。「これはこ
うやって使うんや」みたいなことを言わはるので、何でそんなことを知っているんだ
ろうな？みたいな。そこからの情報だったんですね。

山田 そうそう。

小川 なるほど。一眼レフでもできるっていうことですね。



提供：【ザ・レスポンス】

!!
カニを売ったら、バカ売れ… 

!

!!
でも、関係が切れてしまうと終わり…!

小川 一眼レフでもできるし、何でもできる。だって、さっき言っていたコンテンツ、インバ
ウンドマーケティングの権威みたいになっている人がいるって言ったじゃん。その人
の、もちろんクライアントは普通の物販の会社。その物販の会社で同じことをやらせ
るわけよ。

山田 インバウンドマーケティングをやるわけですよね？

小川 そうそう。インバウンドとまでは言わないけども、単純にメルマガをもっとたくさん
送ったほうがいいよ、とかっていう。そうすると必ず業績が上がる。

山田 いいですね、そのアドバイス。

小川 必ず業績が上がる。

山田 一発目にコンサルに入ったときに「まず、メルマガをやって」って言って、業績が上が
る。それからいろんなことがスタートできる。いいですね。

小川 そうそう。しかもそれはすごく有名な物販の会社。名前はちょっと出せないけども、
皆さんも一度は買い物をしたことがある会社に入って。物販の世界なんか、別にダイ
レクトレスポンスなんか何もない世界じゃん。だから、オファーをつけて、期限を切
って、送っておきましょうっていって。 !
ぶっちゃけていうと、カニを売ったんだよ（笑）。

山田 なるほど。

小川 それはバカ売れだったんですよ。

山田 マジっすか？　カニがバカ売れですか。確かに、カニの販売で期限がついているの、
あんまり見たことがないな。

もうそれは結構前の話だけど、でも間違いなく業績が上がるというか、発信すれば間
違いなく反応があるし、業績が上がるわけですよね。

いいですね。それで、ずっと僕たちも続けているのがそういう理由だという？

小川 だってそうじゃん。どの会社でも、カニを売った会社でもそうだし、一眼の会社でも
そうだし、盆栽の会社でもそうだし、ウェブの会社でもそうだけど、常に送る先が、
リストがあって、そこと関係を、関係を閉ざしたら、切れたらもう終わりだけど。

山田 １年間メルマガを出さないとか、そういうことですね？



提供：【ザ・レスポンス】

!!
関係を常に維持していくために 
常にコンタクトしていく… 

!!!
迷惑メールに入れられるメルマガと 
来るのを楽しみに待ってもらえるメルマガの違い…!

!!!
内容さえよければ、 

小川 そうそう。どこの誰だかわからなくなるけども、常に関係性があったら、まさにダ
ン・ケネディが言うところの「請求書を送れ」みたいな話じゃん。 !
本当に関係性がある対象がいれば、それに対してどういうオファーを、どの期間でや
ってって。ちなみにお勧めは４日限定で割引とかをやると必ず売り上げが上がる。

山田 それで全然売り上げが上がらないっていうのは、ちょっと考えられないですね。

小川 それは、残念って。

山田 誰も読んでいないみたいですね。

小川 我々の手に負えません。末期がんでしょう。

山田 新しくやり直しましょう、みたいな、そういうことですね。

小川 そうそう。まあまあ、短期的にはそうだけど、長期的にはその関係を常に維持してお
くっていうことが大事だから、常にコンタクトしていくっていうのは大事だよね。

小川 うちだって、山田さんの【ザ・レスポンス】だって、一体、１年に何通のメールを送っ
ている？っていう話じゃん。

山田 めちゃくちゃ来過ぎだとよく言われます。

小川 まずはコンテンツのメールが365日送られるでしょ？

山田 そうですね。

小川 それで、プロモーションのメールが大体300日分あるでしょ？

山田 そうですね。365日ぐらい（笑）。１日１通ぐらい。

小川 そうすると600回、700回、年間、コンタクトしているんですね。ダイレクトメールが
あって。ＤＭとかはこの際いいけど。

山田 メールだけでも。



提供：【ザ・レスポンス】

どれだけ大量にメルマガを送っても大丈夫!

!!
しょうもないものを大量に送ると嫌われる!

!!!
コンテンツ・マーケティングのポイントは、 
いいコンテンツをどうやって作り続けるか。 
そうすれば、売上は安定する・・・ 
!

小川 メールだけでそうじゃん。フェイスブックを入れるとどうなる？と。まだちゃんとで
きていないけど。それだから、ビジネスとしてはすごく安定性が高まるよね。これだ
け送るとすごく邪魔くさく思われるんじゃないかとか、解除されるんじゃないかと思
う人はすごく多いんだけども、それは内容次第だと。おもしろいか、おもしろくない
かだから。

山田 そうですね。ものすごくしょうもないのを強烈な頻度で送るとか、それはうっとうし
いですけど。

小川 これも名前を出したらあれだけども、有名な赤いロゴのサイトがあるじゃん。商品を
買うと言えばアマゾンかもう１個どこかね。あそこのＲのなんか、しょうがないのが
いっぱい来るでしょ。HTMLで。

山田 それは有名ですね。

小川 解除もしにくいみたいな。

山田 どこに何があるのか、見ていてもよくわからん、みたいな。

小川 あんなのだったらもう見なくなっちゃうし、ダメになっちゃうけど。これも言ったら
あれかもしれない。名前を出したほうがリアルでわかりやすいと思うんですけど、
昔、メルマガ配信スタンドとして、超有名だった「ＭグＭグ」……

山田 もう、言ったほうがマシですね（笑）

小川 Ｍグなんかもさ、ものすごく変な、しょうもないメールばっか来るじゃん。

山田 自分がほしいメールとは、別に送られてくるみんな用に来るメールですよね？

小川 そうそう。迷惑メールでしかないものが来るじゃん。あんなのが別に毎日来たって、
週１で来たって何の効果もないけども、やっぱりおもしろいかどうか、読みたくなる
かどうかっていうことがポイントだから。

小川 そのコンテンツをどうやってつくるかっていうところがポイントになる。おもしろい
ものさえつくり続けることができれば、ちゃんと自分のお客さんを常に、言い方が悪
いけど、つなぎとめてアクティブにしておくことができるから、もちろん売り上げは
安定するよね。



提供：【ザ・レスポンス】

!!
メルマガ・ブログをメディアにして!
お客さんとの関係性を常に築いておく。!
これが、売上を安定させるために、!
5年前からウチが使っているビジネスモデル… 

!!
まとめ： 
インバウンド・マーケティングや 
コンテンツ・マーケティングは、 
最新のマーケティング手法ではなく・・・ 

山田 そうですね。僕もやっぱり、もしメルマガとかを読んでくれている人がいなかったら
どうするの？っていう感じですね。ビジネスをやっていて。 !
たとえば、お客さんに対して、自分の中で、「何かやってあげたいと思っても、やっ
てあげる対象もいないし、何もできない」みたいな。

小川 実はこれはうちが、ダイレクト出版が５年前ぐらい、５年、６年前、俺がメールをデ
イリーで始めたころからつくってきたビジネスモデル。ちゃんと自社メディアを持っ
て、そこでお客さんとの関係性を常に築いておいて、そこにプロモーションを投げる
という、一つのビジネスモデル。 !
だから、例えばうちのカテゴリーでいうと、競合他社に対してうちのビジネスってい
うのは、どちらかというと売り上げの安定性が高いよね。ドンとはいかないけど、着
実のポンポンポンポン積み上がってきていくっていうのは、実はそこがポイントだっ
たということです。

山田 ということですね。ダイレクト出版には、レスポンスとか、デイリーインスピレーシ
ョン、ネクストリーダーとかありますけど、それぞれがメディアを持ってやっています
もんね。それぞれがメルマガを配信、ブログを配信。

小川 そうじゃないと安定しないから。

山田 そうですよね。では、最初に戻って、インバウンドマーケティングとか、コンテンツ
マーケティングとか、そういった最新のマーケティング手法みたいな感じで言われて
いますが、まとめますと？

小川 最新ではありません。

山田 そうですね。昔からずっと効果があって。



提供：【ザ・レスポンス】

!!
誰かが「インバウンド・マーケティング」を!
「マーケティング」するために名前をつけただけ・・・ 

!

!!
「毎月毎月売上をゼロから作り出さないといけない」!
という不安は消える・・・!

!!
売上が安定する。やればやるほど権威になる。 
いいお客さんがくる・・・なかなか究極だと思うけど・・・!

小川 普通のことです。

山田 普通の雑誌広告とかでも、動い昔に「売る広告を書く方法」みたいな広告があったり
とかもしましたから。

小川 名前がついてわかりやすくなったっていうだけじゃない。

山田 だから「新しい感じ」がして、いいと。

小川 そうそうそう。「おお！」みたいな。

山田 そういうことですね。誰かが「インバウンドマーケティング」を「マーケティング」
するために何かうまいこと名前を付け直した的な、そういう話ですね（笑）。 !
なので、売り上げを安定してつくるというビジネスをつくっていって、専門家になっ
て、単価も上がるし、というようなことをやっていきたい方はぜひこのやり方でやっ
てもらえればなという。

小川 っていうか、絶対にやったほうがいいと思わない？

山田 そうですね。

小川 絶対にビジネスは安定するし、結構ビジネスが生まれ変わるよね。特に毎月毎月、売
り上げが毎月リセットされている不安というか、常に月末になると「うーん」みたい
なことを考えている人にとっては。

山田 毎月ゼロから売り上げを上げないといけない。「新しいお客さんを探して、売って」
というプロセスを毎月ゼロからやり始めるのと比べるとは、全然違うっていうことで
すね。

小川 そうそう。自分が営業マンとして常にいなきゃいけないとかね。そんなのに比べると
売り上げが安定するし、やればやるほど権威になるし、いいお客さんが来るし、なか
なか究極だと思うけど。



提供：【ザ・レスポンス】

!!!
15分30分で書いて、 
メルマガ・ブログを使えば最低限のものはできる…!

!!!
1日15分～30分で売上につながるコンテンツを作って、 
「インバウンド・マーケティング」 
「コンテンツ・マーケティング」を使って、 
売上を安定させ、長期的に収益の上がるビジネスを作るなら・・・ 
!!
＜詳細は、こちらをクリック＞

山田 そうですね。あとはおもしろいコンテンツをちゃんとつくれるだけでいいということ
ですね。

小川 そういうことです。

山田 15分～30分で書ければ、それで一番最低限のものができるから、やらない手はないん
じゃないかということです。

小川 そうですね。

https://www.theresponse.jp/TLB/index.php

