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セールスレターの書き方

【推奨環境】 
このレポート上に書かれているURL はクリックできます。 
できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。（無料） 
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

◆ 著作権について 
当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、以下
の点にご注意ください。 

◇ レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レ
ポートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、およびオークショ
ンサイトなどで転売することを禁じます。 

◇ 本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイ
ル、ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流用および転
載することを禁じます。 

◆ 使用許諾契約書 
本契約は、レポートダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以下、
乙とする）との間で合意した契約です。本レポートを甲が受けとることで、甲はこ
の契約は成立します。 

第１条（目的） 本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非
独占的に使用する権利を承諾するものです。 

第２条（第三者への公開の禁止） 本レポートに含まれる情報は、著作権法によって
保護されています。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はそ
の情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁
じます。 

第３条（損害賠償） 甲が本契約の第２条の規定に違反した場合、本契約の解除に関
わらず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の１０倍
の金額を支払うものとします。 

第４条（その他） 当レポートに沿って実行、期待通りの効果を得ることができず、
万一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。 
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著作権と使用許可証

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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セールスレターの書き方

このマニュアルでは、独自商品を作る場合の、 
セールスレターの書き方が身に付きます。 
セールスレターとは、簡単に言えば商品の販売ページです。 

アフィリエイトするだけでしたら、 
セールスレターを作る必要がありません。 
既にセールスレターが用意されているからです。 

独自商品が作る場合は、 
このマニュアルを参考にしてください。 

セールレターは、その商品にどんな魅力やメリットがあり、 
購入者の人生をどう変えてくれるのか？ 
ということを伝えるものです。 

セールスレターはランディングページと同じく、 
「Colorful」で作るのがおすすめです。 

ご購入はこちらから！ 
⇒ 『Colorful』 

テンプレートが揃ったら、 
実際にセールスレターを書いていきましょう。 

いきなり書くのは難しいと思いますが、 
セールスレターには王道な型があります。 
それが、「QUESTの法則」と呼ばれるものです。 

「QUESTの法則」とは、 
5つの単語の頭文字をとったもので、次の意味を持っています。 
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１限目：セールスレターの型

http://www.infotop.jp/click.php?aid=298670&iid=57681


セールスレターの書き方

 

売れるセールスレターは、この流れに則ったものが多いです。 
これを見ただけではよくわからないと思うので、 
具体例を出します。 
例えば、「ブログで稼ぐための情報商材」を販売する場合。 
こんな流れでセールスレターを書いていきます。 

セールスレターにもオリジナリティは大事ですが、 
最初から独自性を出すのは難易度が高いです。 
まずは王道な流れに沿って、 
慣れてきたら独自性を追求していきましょう。 

次のページでセールスレターの 
王道なテンプレートを公開します。 
まずはその流れを参考にしてみてください。 

／5 19

【Q】・・・『Qualify』（宣言する） 
【U】・・・『Understand』（共感する） 
【E】・・・『Educate』（教育する） 
【S】・・・『Stimulate』（刺激する） 
【T】・・・『Transityon』（変換する）

【Q】・・・『Qualify』（宣言する） 
１日１時間ブログに記事を書くだけで、 
３ヶ月後に月収１０万円が達成できます！ 

【U】・・・『Understand』（共感する） 
でも、具体的にどんな記事を書けば稼げるのか、 
わかりませんよね？私も昔は稼げませんでした。 

【E】・・・『Educate』（教育する） 
あなたがブログで稼げない理由はネタと 

キーワード選定ができていないからです！この商品では、 
アクセスを集めるネタとキーワードを、全公開しています！ 

【S】・・・『Stimulate』（刺激する） 
ブログで稼げれば、会社に縛られない生活ができたり、 

いつもより豪華なランチが食べられたり、 
あなたの望む未来を手にすることができます！ 

　　　　 
【T】・・・『Transityon』（変換する） 
この商品は先着100名のみの限定販売です！ 
迷っているうちに売り切れないように、 

今すぐ行動してください！ 



セールスレターの書き方

「QUESTの法則」に則ってセールスレターを作れば、 
売れるセールスレターが完成します。 

セールスレターにもオリジナリティは大事ですが、 
最初から独自性を出すのは難易度が高いです。 
まずは「OUESTの法則」など王道な流れを参考にして、 
慣れてきたら独自性を追求していきましょう。 

それでは次に、セールスレターの具体的な流れを説明します。 
次のページで黄金テンプレートを公開しているので、 
その流れで作ってもらえれば問題ありません。 

「QUESTの法則」を頭に入れた上で、 
次の流れでセールスレターを作っていきましょう。 
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セールスレターの書き方

／7 19

１．ヘッドコピー 

・キャッチコピー（相手の興味を引くタイトル） 
・リード文（本文への導入文章） 

２．ボディコピー 

・サブヘッド（毎回項目に見出しを付ける） 
・自己紹介（商品開発者の紹介） 
・実績（商品実績や証拠） 
・商品紹介（商品のPR） 
・特典（商品の特典） 

・お客様の声（商品を使ってみた人の感想） 
・推薦文（商品を推薦してくれる権力者の声） 
・ブレット（商品のメリットを書き並べる） 

３．クロージングコピー 

・価格（商品の料金） 
・限定性（個数や販売期間の限定） 
・保証（購入者のリスクを減らす保険） 
・支払い方法（お申し込みフォームの設置） 

・よくある質問（Q＆A） 
・お問い合わせ先（連絡先） 
・追伸（最後の一声） 

４．フッターコピー 

・特定商取引法の表記（商品購入に関するルール） 
・プライベートポリシー（個人情報に関するルール） 

２限目：セールスレターの流れ



セールスレターの書き方

この4つの流れと、19個の項目から成り立っています。 
このテンプレートは飽くまでも王道な流れです。 
セールスレターによって19個の項目は若干変わります。 
一緒に見ていきましょう！ 

1．ヘッドコピー 

ヘッドコピーとはセールスレターの一番上に記入する、 
キャッチフレーズのようなものです。 
「商品が売れるかどうかは、ヘッドコピーで9割が決まる！」 
と言われるほど、重要な要素となっています。 

文章の基本ですが、1行目は2行目を読ませるために、 
2行目は3行目を読ませるためにあります。 
つまり、一番最初のヘッドコピーで興味をそそられなければ、 
お客さんは即離れていってしまうということです。 

そのため、ヘッドコピーは一番時間をかけて作成しましょう。 
ヘッドコピーには、主に次の2つの項目があります。 

・キャッチコピー（相手の興味を引くタイトル） 
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セールスレターの書き方

セールスレターで最も重要な部分です。 
ランディングページの作成方法で説明したテクニックを使いなが
ら、相手の心に突き刺さるようなキャッチフレーズを考えましょ
う。 

・リード文（文章への導入文章） 

「このセールスレターではどんなことを伝えていくのか？」 
というレターの目的を、リード文に書いていきます。 

2．ボディコピー 

ボディコピーは本文です。商品紹介や特典、実績やお客様の声な
ど、商品に関する情報を載せていきましょう。 
次の8つの項目から成り立っています。 

・サブヘッド（毎回項目に見出しを付ける） 

サブヘッドとは見出しのことです。サブヘッドがなく、 
永遠と文章だけが書かれたセールスレターは読まれません。 

サブヘッドで興味を引くことで、文章が読まれやすくなります。 
キャッチコピーのように、「思わず続きが気になる！」 
と思うような文章を書きましょう。 
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セールスレターの書き方

・自己紹介（商品開発者の紹介） 

簡単な自己紹介です。 
商品開発者がどんな人物なのか、どんな想いから商品を作ったの
か、ということを、書いていきましょう。 

・実績（商品実績や証拠） 
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セールスレターの書き方

何らかの実績がなければ、お客さんは信用してくれません。 
実績を載せることで、あなたへの信用度が格段に高くなります。 
あなたの武器となる実績を用意して、必ず載せてください。 

・商品紹介（商品のPR） 

商品の内容を紹介します。 
あなたが販売しようとしている商品には、 
どんなメリットがあり、購入者にどんな未来を与えてくれるのか？ 
商品の魅力を思う存分にアピールしてください。 

・特典（商品の特典） 

購入特典があった方が、購買率が高くなります。 
購入しようか迷っている人の後押しになるので、 
購買意欲を唆られるような特典をつけてみてください。 
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セールスレターの書き方

・お客様の声（商品を使ってみた人の感想） 
商品を使ってくれたお客さんの声があると、 
信用度が高くなります。 
最初は中々声が集まりにくいと思うので、 
身内や知り合いに商品を試してもらって、声をもらうと良いです。 
最低でも１つはお客様の声を載せるようにしましょう。 

・推薦文（商品を推薦してくれる権力者の声） 
これは絶対ではありませんが、 
商品を推薦してくれる権力者がいる場合は、 
声をもらうと良いです。 
例えば、新しいIT機器が誕生したとしましょう。 
そこに「スティーブ・ジョブズ推薦！」と書かれていれば、 
それだけで商品の価値はグンと上がります。 

・ブレット（商品のメリットを書き並べる） 

商品のメリットを、思いつく限り箇条書きで書いてください。 
何か一つでも気になれば、商品を購入してくれる可能性がありま
す。そのため、項目は多ければ多いほど良いです。 
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セールスレターの書き方

3．クロージングコピー 

クロージングコピーとは、『価格』や『支払い方法』など、 
商品購入を促すための項目です。次の７つから成り立っています。 

・価格（商品の料金） 

基本的には、価格の公表は最後に行いましょう。 
その方が、お客さんの購買意欲が高まるからです。 
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セールスレターの書き方

・限定性（個数や販売期間の限定） 

人は限定性や希少性のあるものに弱いです。 
「先着100名限定！」「3日間限定募集！」というように、 
商品数に限りをつけることで、限定性をアピールできます。 

・保証（購入者のリスクを減らす保険） 

購入するリスクが少なければ少ないほど、 
お客さんは商品を購入してくれる可能性が高くなります。 
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セールスレターの書き方

例えばコンサルティングなどを売りたい場合、 
『累計で○○円稼げるまでコンサル継続』という形で、 
保証を付けると購入率が上がります。 
「返金保証」は、意識の低い購入者も集まる為、 
おすすめはしません。 

・支払い方法（お申し込みフォームの設置） 

『銀行振込対応』『クレジットカード対応』など、 
対応する支払い方法を記入して、申し込みフォームを設置します。 
申し込みフォームは上のような画像を使うとわかりやすいです。 

・よくある質問（Q＆A） 

／15 19



セールスレターの書き方

あらかじめ、どんな質問が来るのかを予想して、 
それに対する答えを書いておきましょう。 
お客さんが購入時に疑問に感じていることを、 
解決してあげられます。 

・お問い合わせ先（連絡先） 

お客さんからの質問が来ても対応できるように、 
メールアドレスや電話番号など、連絡先を載せておきましょう。 

・追伸（最後の一声） 
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セールスレターの書き方

追伸は、迷っているお客さんを後押しするための最後の一声です。 
お客さんはセールスレターを飛ばし飛ばし読むので、 
内容や価格を知らないまま、追伸まで到達することがあります。 
そのため追伸には、価格や限定性、売りとなる内容など、 
商品をアピールする文章も含んで書いておきましょう。 

4．フッターコピー 

フッターコピーとは、個人情報保護に関する内容や、 
商品購入の注意点など、法律に関する内容を載せます。 
フッターコピーに載せる内容は次の２つです。 

・特定商取引法の表記（商品購入に関するルール） 
・プライベートポリシー（個人情報に関するルール） 

セールスレターの最後には、 
「特定商取引法の表記」と「プライバシーポリシー」の2つを、 
必ず記載してください。 
リンクで飛べるようにすればOKです。 
どこの業者も同じようなことを書いているので、 
基本的にこの2つは雛形をコピーしてもらえれば構いません。 

セールスレターは、上記のような流れで作成していきます。 
一つ注意点ですが、セールスレターに完璧はないということです。 
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セールスレターの書き方

キャッチコピーを一文変えただけで、 
購入率が落ちることもあれば、 
サブヘッドを一つ追加しただけで購入率が上がることもあります。 

一度作っただけで満足をするのではなく、 
何度も何度も繰り返して改善していく必要があるのです。 

何に対してもそうですが、 
最初から完璧なセールスレターを作ろうとするのではなく、 
下手くそでも良いのでまずは作ってみてください。 

テストと改良を繰り返すことによって、 
質の高いセールスレターが完成します。 
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まずは作ってみて、 
テストと改善を繰り返して、 

より良いセールスレターを完成させる！



セールスレターの書き方

作成者： K 
アドレス： info@adultaffiliate-yarikata.com 
ブログ：Kの公式ブログ
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