
 
”現金（キャッシュ）を生むスキル”に  

興味はありませんか？ 
 

コンテンツ・ライティングは 

極めて役に立つスキルです。 
 
価値の高いコンテンツを書くことができる人 
＝ 大金を稼ぐことのできる人 
 
と言っても過言ではありません。 
 
こんにちは、コピーライターの園塚です。 
 
今日は、あなたにこのコンテンツ・ライティングに 
関してとてもスペシャルなお知らせがあります。 



 
１０分もかからず読めるお手紙です。 
 
もし、ここまでで「少しでも」興味が出た方はこのまま 
読み進めてみてください。 
 
たぶんですが、読んで良かった！と思うはずです。 
 
では、お話の続きをしますね。 
 
なぜ、コンテンツライティングでお金が稼げるのか？ 
 
それは、 
価値の高いコンテンツ・ライティングができると、 
 
◯たくさんの人を集める興味深いブログを書くことができる 
◯読者を虜にして離さないメルマガを書くことができる 
◯反応率の高いセールスレターを書くことができる 
 
などのことができるからです。 
 
このスキルを持っている人は希少であり、価値があり、 
かつ模倣困難性があります。 
 
しかも、 
 
価値の高いライティングができる、 
という事はそれをそのまま 
 
◯高い価値あるのセミナーコンテンツが作れる 
◯たくさんの読者をファンにする本の執筆 
◯多くの人を魅了するYoutubeなどの動画の台本作成 
 
などのコピーライティング以外の分野にも応用可能です。 
 



価値あるコンテンツを書く事のできるスキルは 
汎用性があり、価値の高い、貴重なスキルです。 
 
 

”ゴミ・コピー”の特徴 
 
 
いわゆる駄目なコピー、があります。 
 
それは、「売り込み一辺倒」で中身に価値のある情報（＝コンテンツ） 
がないレターのことです。  
 
こうしたレターは見込み客からすると 
ハッキリ言って、ゴミです。 
 
読んでいて何も気づきもなければ、 得した気分がゼロ。 
 
自己満足の商品紹介、競合との違い、 
胡散臭い効果のオンパレード・・・ 
 
正直、そんなものに私達は興味がありません。 
 
そのまま読まれもせず、捨て去られる運命にあります。 
 
そんなレターをいくら書いても、 
あなたの売上が上がることはないでしょう・・・。 
 
 

あなたの売上を爆上げ 

してくれるレターとは？ 
 
 



では、売上を上げることのできるレターとは？ 
 
その逆です。 
 
優れたコンテンツがたっぷりと 
入っているレターになります。 
 
読んだだけで得した！！ 
 
こんな情報、知らなかった！！ 
 
なんか元気が湧いてきた！！ 
 
そういう「コンテンツ」をセールスレターに埋め込めるか？？ 
というところが、セールスレター作成の非常に重要なポイントとなります。 
 
セールスレター作成の重要なマインドセットは 
「セールスレター自体を価値あるコンテンツにする」 
ということです。 
 
 

悪魔的な人たらしスキル 
 
 
あなたは、人から信用されたいですか？ 
人気者になりたいですか？？ファンを獲得したいですか？？ 
 
実は、人を信用させたり、人気者になったり方法は簡単です。 
  
それは、、、、 
 
圧倒的に相手に得をさせる人になる 
 
ということです。 



 
人間は、誰しもが「自分が得をしたい」 
と思っています。 
 
自分に得をさせてくれる人を良い人だと思い、 
信頼できる人だと思うようにできているのです。 
 
逆に、 
 
自分に損をさせる人 
 
がめちゃくちゃ嫌いです。 
そういう人とは距離を取りたくなります。 
 
本を読む。ブログを読む。セミナーを受ける。 
 
あなたはこんな時に、 
時間のムダだった！！ゴミ・コンテンツだった！！ 
 
と感じた事はありますか？？ 
 
たぶん、もうその人の文章を読みたくないし、 
二度と信用するか！！ 
と思ってしまうでしょう。 
 
逆に、 
 
この人の本はなんて素晴らしいんだ！ 
この人のブログはお金を払ってでも読む価値がある！ 
この人のセミナーは払ったお金の◯倍の価値がある！ 
 
と感じたらどうでしょうか？？ 
 
その人のファンになって、また読みたい！またセミナーに参加したい！ 
と感じるのではないでしょうか？ 



 
見込み客も、あなたと同じように考えています。 
 
つまり、あなたが読み手に対して優れたコンテンツを書くことができれば、 
「このひとは信頼できる人物だ！」 
 
と思わせることができ、 
売りたい商品を売ることができるという事です。 
 
これは、悪用すれば「詐欺」のスキルとしても使う事ができる 
恐ろしい技術になります。 
 
詐欺師は最初に得をさせた気分にさせておいて、後で裏切ります。 
入り口でとにかく、相手に得をさせるのです。 
 
それで信用させて、後でガッポリお金を巻き上げて 
トンズラするのが詐欺師の常套手段です。 
 
 

圧倒的・ショートカットが可能 

 
世の中には「天才」がいます。 
 
大した勉強も練習もしないでも、「めちゃくちゃ面白いコンテンツ」 
を書くことができる人です。 
 
そういう人は、人と変わったユニークな経験をしているとか、 
生死をさまようような壮絶な人生経験があるとか、 
何らかの過去の蓄積により文才を身に着けた人です。 
 
ごく一部のそういう人には今回のような 
話はもしかしたら必要ないかもしれません。 
 



しかし、 
 
私をはじめ「ふつうの人」はいきなり面白いコンテンツ 
なんて書けないのが当たり前です。 
 
たくさんの時間を投資して技術を学ぶ必要があるのは 
言うまでもないことです。 
 
しかし、悲観する必要はありません。 
 
凡人であっても、優れたコンテンツをを書くための 
正しい知識、正しい技術を学ぶことで 
 
圧倒的・ショートカットをすることが可能です。 
 
私自身、まだまだ「一流」とは口が裂けても言えないような 
レベルのコピーライターではありますが、 
 
今回のセミナーでは、私がこれまで 
「一流のコピーライター」から学んだ知識・技術 
をあなたにもシェアしたいと考えています。 
 
この知識・技術を知っているだけで、 
あなたは今後の人生において、 
時間の節約という面でも、ビジネスの成功の面でも 
 
「かなりの得」ができると思います。 
 
 

広がる”無限の”利用可能性 
 
 
ちなみに、「コンテンツライティング講座」 
 



と銘打っておりますが、 
使える範囲はコピーライティングに限りません。 
 
価値あるコンテンツライティングというテーマを通して、 
 
価値とは何か？どんな要素を盛り込めば人は価値を感じるのか？ 
どんな骨組みで構成をすると人を納得させ、行動させられるのか？ 
 
などの「価値の生み出し方」のすごく重要な部分についても 
お伝えする内容です。 
 
それは、様々なジャンルに応用可能です。 
 
あなたの「コンテンツ・リテラシー」 
とも呼べるものを底上げして、パワーアップしてくれる 
内容をあなたにお伝えします。 
 
つまり、 
 
セールスレターはもちろんのこと、 
 
メルマガを書く、ブログを書く、本を書く 
 
などの「文章系」のコンテンツはもちろんのこと、 
 
セミナーコンテンツを作る、自分のノウハウを体系化した情報商品を作る、 
結婚式や会社の重要行事などで「良いスピーチをする」 
 
なんてことにも使える「普遍的なスキル」になります。 
 
では、どんな内容をセミナーでお話するのか？ 

 
セミナーの内容を少しだけ紹介すると・・・ 



 

価値の魔法のレシピとは？ 

 
あなたは、「価値」というものがそもそも何なのかを理解されていますか？ 
 
価値が分からないのに、価値を生み出そうとするのは、 
旨い料理が分からずにキッチンに立つようなものです・・・。 
 
今後は、この価値の魔法のレシピで、 
高い価値をコンテンツに詰め込む方法をマスターしてください！ 
 

スピーチで人気者になる方法 

 
ツマラナイ上司の話、社長の長ったらしい念頭訓示、退屈なセミナー・・・ 
世の中には「眠くなる話」が溢れかえっています。 
 
ところで、「スピーチは話の内容以外が圧倒的に重要！」 
という話を聞きますが本当ですか？ 
 
いやいや、そんな事ないでしょう。 
 
どんないい声、魅力的な表情・ボディランゲージで話していても、 
コンテンツが「天気の話」だったら誰も聞かないです。 
 
今後は本セミナーで学んだコンテンツライティング技術を 
応用して、その他大勢の凡人スピーチを卒業してください！ 
 

「追加のおこづかい」をゲットする方法 
 



あなたは自分の毎月のお小遣いに満足していませんか？ 
 
そうですか、それではこのセミナーで学んだ方法を使って、 
あなたのコンテンツを作り、オンラインで販売してみてください。 
 
強力なコンテンツ・ライティング能力があれば、 
あなたのこれまで学んで来たスキル・経験が 
「金のなる木」に変貌します。 

 
心理学に基づいた骨組みテクニック 

 
あなたは、コンテンツを書く時にどんな「骨組み」を使っていますか？ 
起承転結？PREP？SDS？ 
 
実は、みんなが使っているこれらの骨組みテクニックでは、 
興味深いコンテンツを書くことはできないのです・・・。  
 
世の中の99％以上の人が知らない、 
強力無比な心理学に基づいた骨組みテクニックで 
様々な人を魅了するライティングテクニックをシェアします！ 
 

加速学習をマスターして学習能力を３倍高める方法 
 
あなたは、自分の学習能力に自信がありますか？ 
本を読んでもさっぱり分からん！セミナーを聞いても話が入ってこない！ 
 
こんな悩みがある人は必見です。 
実は、あなたが効率的に学習することができないのは、 
自分にとって「響く情報」を理解できていない可能性があります。 
 
今後は、本セミナーでお伝えする骨組みテクニックを 



自分の学習にも応用してみてください。 
 
今までの３倍以上の効率でメキメキと学習して 
効率的に進化・成長できるようになれるかもしれません。 
 

脳科学・心理学に基づく深層心理刺激テクニック 

 
読み手をワクワクさせるコンテンツが書きたいですか？ 
 
このセミナーでお伝えする人間の深層心理を刺激するテクニックを 
あなたのコンテンツに入れるようにしてみて下さい。 
 
人間は無意識の生き物です。相手に気づかせないうちに 
深層心理を刺激して、やめられない！止まらない！」 
のカッパえびせん状態に誘うドーパミン大量分泌間違いなしの 
ライティングテクニックについて公開します。 
 
他にも、ここには書ききれない強力な知識を、 
出し惜しみ一切ナシであなたに公開します！！ 

 

 

 

 

 

 

 



居酒屋１回分の投資 → 驚異のリターン 
 
 
さて、このセミナーの料金ですが
5,000円になります。 
お時間は約２時間となります。  
 
つまり、あなたは居酒屋に１回、 
飲みにいくだけの 
金額と時間をこのセミナーに使うこと
になります。 
 
これが、高いか？安いか？ 
 
は人によって違ってくるとは思いますが、 
 
5,000円というお金も、2時間という時間も 
油断をしていると、いつの間にか無くなってしまうものです。 
 
（私が自分で言うとあまり信憑性がないかもしれませんが） 
 
「居酒屋１回」行ったと思ってセミナーに来て頂ければ 
同じ金額と時間を使ったよりも、 
 
おそらく、しっかりとご満足頂ける内容をお届けします。  
 



 

 
 

追伸①）特別な無料特典が２つ、あります 
 
さらに、今回のセミナーでは、あなたに 
無料の特典を２つ、ご用意しています。 
 
今回はコピーライティングにおけるコンテンツ・ライティングに 
関するセミナーとなりますが、 
 
そこで学んで頂いた内容をより良く活用できるように 
なるための強力な特典をご用意しました。 



 

無料特典① 

『人気セミナー講師になるための 

プレゼン資料の強化書』  

 

 ・販売価格5,000円 → 無料！  

・90分超のMP4動画コンテンツ！ 
 
 
あなたは、コンサルタントとして人気セミナー講師になりたいですか？ 
 
私は、これまで、プレゼンテーション資料クリエイターとして 
８０社を超える企業のプレゼン資料を作ってきました。 
 
また、セミナーオタクなので、数え切れないたくさんの 
セミナーや学習教材も学んできました。 
 
色んな講師がセミナー資料としてパワポを使っていますが、 
「ああ、この人はうまい資料を作るな～」 



 
という人はプロの私から見ると正直すごくマレです。 
 
そこで、今回の無料特典として「人気セミナー講師」になるための 
プレゼン資料の作成方法についてレクチャーした動画コンテンツを 
あなたにお届けします。 
 
既に独立してビジネスをしている人はもちろんのこと、 
将来の独立を考えている人や、企業内コンサルとして活躍したい 
人にも必ずお役立ちできる内容だと思います。 
 
まだ販売していませんが、これは5,000円で販売予定の商品です。 
正直、このコンテンツだけでセミナー代金の元は取れるとおもいます。 
 
 
 

無料特典② 

『”私のコンテンツ”を作成して販売する方法』  

 

 

 

 

 

 

 



・販売価格5,000円 → 無料！  

・60p超のpdfスペシャルレポート！ 
 
 
あなたは自分のコンテンツを販売して、 
ストック型収入が欲しくありませんか？ 
 
今はすごく良い時代になりました。 
 
一昔前であれば、自分のコンテンツを売ってお金を儲けることができたのは 
ひと握りの「有名人」だけでした。 
 
本を出版したり、セミナーを売ったり、教材を売ったり・・・ 
 
こんな事を無名の知名度ゼロの人がやる事は 
極めてハードルの高いことでした。 
 
しかし、今は何の知名度もない無名の人間が、 
自分のコンテンツを作成して売れる時代になりました。 
 
・・・とは言っても、 
 
いやいや、私にはそんなコンテンツありませんよ！ 
具体的に何をどうしたらコンテンツが作れるのか分かりません！ 
どこで、どうやって売れるように仕掛けていったら良いのか分かりません！ 
 
と、とやったことのない方は二の足を踏んでしまうかもしれません・・・。 
 
そんなあなたのために、 
 
このセミナーで学んだコンテンツ・ライティングの知識、技術を 
活かして、あなたが「毎月のストック収入」を得られるような 
 



コンテンツ・ビジネスを行うための完全・書き下ろし！の 
スペシャル・レポートを特別に無料でご提供したいと思います。 
 
早い人なら1ヶ月でセミナー代金5000円の元を取って、 
その後は毎月の追加・ストック収入を得ることも可能かと思います。 
 
 

追伸②）「限定20名」の募集です 
 
 
さて、今回のセミナーですが、会場の関係で20名の方にしか 
ご参加頂くことができません。 
 
２０名に到達した時点で会場のキャパの関係で 
定員オーバーになって、ご参加頂くことができなくなります。 
 
申し込みは先着順ですので、もし少しでもご興味があれば 
今すぐ、この瞬間にお申し込みをすることをおすすめします。  
 

 
 

追伸③）さらに！「先行予約特典」があります 

 
私は、「信頼」というものをすごく大切な資産だと捉えています。 
 
私のことを信頼してセミナーに来てくれた人にはとにかく、 
「得」をして欲しいと思っています。 



 
なので、9月20日（金）２３：５９までに申し込んでくれた方には 
さらにスペシャルな先行予約特典をご用意しました。 
  

『最速・Speed English』 
 ～暗唱するだけで、魔法のように英語が上達する最新・最速の学習法～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・販売価格5,000円 → 無料！  

・販売実績数160件以上、評価4.9（5段階中） 

・100p超のpdfスペシャルレポート！ 
 
こちらは私が、スキルシェアのサイトで 
2016年くらいから販売している「英語学習の速習方法」 
について解説したコンテンツになります。 
 
そこで売っている100ｐ超のｐｄｆコンテンツを 



コンテンツ・ライティングの実戦サンプルとしてご提供します！ 
 
これは今まで5000円で販売して約160名超の方に 
実際ご購入頂いたものです。 
 
ちなみに、手間味噌ですがレビュー数が95件あり、 
☆５段階の評価で4.9点を叩き出しています。 
 
コンテンツライティングの見本としてはもちろん、 
 
中身のコンテンツ自体が英語に苦手意識を持っている方には 
「大いなる福音」となる可能性があると思います。 
 
なお、くどいですが 
 
9月20日（金）２３：５９までに申し込んでくれた方限定の 
スペシャルな先行予約特典となります。 
 
また、申し込み可能なお席は２０名限定となりますので、 
のでご興味ある方はなるべく早くお申し込みをオススメします。 
 
最後にまとめます。 
あなたは2時間の時間と5000円のお金を 
このセミナーに投資して頂きます。 
 
それで、コンテンツ・ライティングの 
極めて重要なポイントについて学ぶ事ができます。 
 
さらに、先行予約を含めると 
３つの、それぞれ5,000円相当額の特典が完全・無料 
でついてくるという大判振る舞いのご提案です！ 
 
ぜひ、ご検討くださいませ。 



 
 
 
 
 
 

 


