
あなたの世界観に
読者を巻き込んでいき
セミナー申込者数を倍増させる

『ストーリー型
ステップメール』

の作り方８つの手順



川畑快
コピーライター/
ライティングプロデューサー
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▸ 300名の読者メルマガに携わり、３ヶ月で347万円の売上を達成

▸ ステップメール作成後、本の出版が決まる

▸ 高額講座のプロモーションで、CV率8%のステップメールを作成。
343万円の売り上げに貢献

▸ オンライン上のみでシナリオ作成から原稿代筆まで担当。
教材を60万円売り上げる

▸ 株式会社United Labo様と業務提携



▸ そもそもメルマガのやり方が分からない

▸ 敷居が高い気がしてメルマガを始められない

▸ 魅力的なステップメールの作り方が分からない

▸ 読者の集め方が分からない

▸ 一生懸命メルマガを配信してるものの、そもそもメール
を開かれていない気がする。

こんなお悩みはありませんか？
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▸ メルマガを始める理由って一体何？

▸ なぜセミナーを集客するのにメルマガが必要なのか？

そもそも、なぜメルマガをやるのか？
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セミナー集客にメルマガが最適な理由

「メルマガに登録＝あなたに興味がある」
というサイン
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マーケティング・フローチャート
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メルマガは、セミナーや
体験セッションを売るのに
最適なツール
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“

”

ここで１つ質問があります。



“

”

なぜ巷では、メルマガの時代が
終わったと言われるのでしょうか？
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※川畑のメールBOXは
こんな感じです。



メルマガBOXにも
競合がたくさんいる！
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多くのメルマガの中から
選ばれるメルマガを作ろう！

12



メルマガ戦略全体像

ステップメール
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日刊メルマガ メルマガ
セールスLP



▸ LP…読者登録を促し、リスト獲得につなげる

▸ ステップメール…読者の第一印象を勝ち取り、今後も持
続して購読してもらうための関係を築く

▸ 日刊メルマガ…信頼関係を切らさないよう、読者にひた
すら与え続ける

▸ メルマガセールス…セミナー集客を成功させるための教
育と売り込みをする

メルマガ戦略全体像
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▸ 読者がメルマガに登録してもらうの動機を作る
ため

▸ 自分のビジネスが見込み客の悩みを
解決できるものであることを証明するため

▸ この人は良いコンテンツを配信してくれる
という第一印象を与えるため

ステップメールの果たすべき役割
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あなたの魅力が伝わる
ステップメールを作ろう
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“

”

「でも、どうやって・・・？」



「ストーリー型
ステップメール」
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▸ ただノウハウを読者に伝えるだけではない。

▸ あなたの人間的魅力をストーリーで伝える。

▸ 「コンテンツ」と「あなたのストーリー」を
融合させたステップメールの作り方を
体系化させたノウハウである

ストーリー型ステップメールとは？
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▸ ノウハウ重視で読者のニーズをまず満たす。

▸ ニーズが満たされたら、「この人はどんな人な
んだろう？」という発行者に対する疑問が湧く。

▸ そのタイミングで日刊メルマガに切り替える。

既存のステップメールの作り方はこんな感じ
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今の時代、ノウハウだけでは埋もれてしまう
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あなたのノウハウにストーリーを乗せた
オリジナルステップメールを作ろう22



1. ターゲットのA地点とB地点を決める
2. 競合リサーチ
3. アイデア出し
4. ステップ化
5. 自分のストーリーをのせる
6. 原稿を書く
7. 特典を作る
8. LPを作成する

ストーリー型ステップメールの作り方
『８つの手順』23



手順１.
ターゲットのA地点と
B地点を決める
Targeting.
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A地点

▸ どんな悩みを抱えて
いるのか？

▸ B地点に辿り着くま
でにどんな困難を想
定しているのか

手順１：ターゲットのA地点とB地点を決める
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B地点

▸ どんな未来を得たい
のか？



“

”

読者はなぜあなたの
ステップメールに登録するのか？



手順２.
競合リサーチ
Competitive research.
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競合は既にあなたのアイデアを
実行しているかもしれない！？28



登録ページ（LP）
▸ ターゲット（どんな悩みを対象にしているか）
▸ どういう未来を提示しているか
▸ それに対して提供しているコンテンツは何か

ステップメール
▸ １通のメールのテーマに対する方法論は何か？
▸ その方法論を伝えるための文脈はどう作られているか？
▹ ストーリー、問題提起など

競合リサーチする際の分析ポイント
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手順３.
アイデア出し
Make an idea.
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どうやったら読者さんを
得たい未来へ導けるのか？
その過程に必要なものを、
とにかく全て洗い出そう
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川畑の実例
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手順４.
ステップ化
Step by step.
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アイデアは、
拡散するだけでは意味がない！

34



▸ 読者は小さなところでつまずいてしまうもの。

▸ あなたのアイデアが「いつ」「どの段階で」
役に立つのでしょうか？

▸ 読者がつまずく順番にアイデアを並べていくと、
それがそのままシナリオになる。

拡散したアイデアをシナリオとして組み立てよう
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1. メルマガの極意とネットワークビジネスで感じた違和感
2. 川畑の黒歴史
3. 文章がメキメキと上達するトレーニング法と簡単テクニック
4. 読者がついつい読み込んでしまう文章が書けるようになる方法
5. ビジネスの次元を上げたいなら、〇〇に拘れ
6. 読者がファン化するメルマガ記事の書き方～前編～
7. 読者がファン化するメルマガ記事の書き方～後編～
8. セミナーを満席にするメルマガ戦略
9. 終わることのない、ユニークライティングの世界

川畑の例
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手順５.
あなたのストーリーを
のせる
Add your story
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“

”

１つ１つのステップやノウハウには
あなたのどんなストーリーが
隠されていますか？



そのノウハウの裏にある
サクセスストーリーを洗い出そう
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▸ 【Vol.1】メルマガの極意とネットワークビジネスで感じた違和感

▸ 【Vol.2】川畑の黒歴史

▸ 【Vol.5】ビジネスの次元を上げたいなら、〇〇に拘れ！

川畑の例
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手順６.
原稿を書く
Write articles.
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ここまで骨組みを決めたら、
とにかく書くのみ！42



▸ テンプレート１：共感→問題提起→克服法
▸ テンプレート２：問いかけ→答え→方法論
▸ テンプレート３：未来の提示→辿り着く要点→達成法
▸ テンプレート４：問題提起→真の原因に迫る→解決策
▸ テンプレート５：自動返信メール

ステップメールの書き方、５つのテンプレート
43



▸ 実際に登録してくれる読者にも
いろんなパターンを持った人がいるから

▸ ワンパターンの文章を回避し
読者を飽きさせないようにするため

なぜ５つなのか？
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1. 共感
2. 問題教育
3. 克服法
テンプレート
例文

テンプレート１：共感型
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1. 問いかけ
2. 答え
3. 方法論
テンプレート
例文

テンプレート２：質問型
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1. 未来の提示
2. 辿り着くためのポイント
3. 達成法
テンプレート
例文

テンプレート３：未来型
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1. 問題提起
2. 真の原因に迫る
3. 解決策
テンプレート
例文１
例文２

テンプレート４：問題提起型
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1. 自己紹介
2. 自分の簡単エピソード（ユニークに作る）
3. 無料メール講座でいられるもの
4. 講座内容
5. 迷惑メール対策のインフォ
テンプレート
解説文

テンプレート５：自動返信メール用
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手順７.
特典を作る
Make a gift.
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▸ PDFレポート

▸ 動画セミナー

▸ 音声セミナー…etc

特典とは？
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▸ ステップメールに書ききれないものを特典にす
ると内容がまとまりやすい

▸ 方法論を中心に中身を作るとベター

特典づくりのコツ
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手順８.
LPを作る
Make a landing page.
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LPは、とにかく登録したくなる
ような言葉を散りばめよう！
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1. ヘッド
2. ［登録フォーム］
3. こんなお悩みありませんか？
4. 実績
5. 無料メール講座の内容
6. ブレット
7. ［登録フォーム］
8. 追伸
9. プロフィール
10.［登録フォーム］

LP作成テンプレート
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1. ターゲットのA地点とB地点を決める
2. 競合リサーチ
3. アイデア出し
4. ステップ化
5. 自分のストーリーをのせる
6. 原稿を書く
7. 特典を作る
8. LPを作成する

まとめ
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THANKS!
Any questions?


