
下克上ココナラギルド 
マニュアル 
β版 

（コミュニティ開始前に購入してくれた方に 
先行してお渡ししているものです 

コミュニティ開始時には更にパワーアップしたものを 
配布いたします） 



クラです、 

堅苦しい前置きは無しにして進めていきます 

今からあなたにお伝えする事は 
月に10～30万円以上の半自動収入をココナラで構築するためのものです 

僕だけが出来るものでは意味がないので 
再現性もしっかりと確認してあります 

※今までネットビジネスに縁もゆかりも無かった、僕の家の隣に住んでいる幼馴染みに 
このノウハウを2月から実践してもらったところ 

・初月23万円920円の売上（2月23日現在） 
・128件の販売数 
・作業時間1日多くて３０分 

という実績を出しました 
 

今回、お伝えするノウハウは現在多くの人が発信しているココナラ攻略法とは 
全く違ったアプローチを取ります 

そして中にはかなり非道徳な内容で強力なものも含まれています 

しかしあなたに1つだけ伝えたい事があります 
それは強力なノウハウを手にしたところで実は稼げないということ 



強力なテクニックであればあるほど 
それに伴ったマインドセットを持っていなければそのノウハウを扱いきれません 

まずはこれからあなたにお伝えする5つのマインドセットを 
今後ココナラに取り組む時は必ず意識して下さい 

１、フレキシブルになれ 

手段を選ばないでください 
上手くいかない、成果が出せない人のほとんどは 
綺麗な方法ばかりにこだわり過ぎています 

僕が見てきた成功者と呼ばれる人達や 
成果を出してきた生徒を見ても 

手段を選ばずに 
「絶対に死んでも叶えてやる…」という強い気迫を持っていました 

手段を選んで、「アレはだめだ」「これもダメだ」と言い訳してばかりでは 
チャンスをどんどんと逃していってます 

２、答えは市場だけしか教えてくれないと知る 

正直なところを言うと 
これをすれば絶対に100％ココナラで稼げると言うものは 
未だにわかりません 

僕のノウハウが正解という訳でもありません 

答えは僕ではなく市場しか教えてくれません 

めちゃめちゃ自信のあった商品が全く売れない 
逆に微妙だなと思った商品がヒット商品になる 

こういう事がザラにあります 

テストするしかないんです 

売れるかな…反応なかったらどうしよう… 
↑ 



ウダウダと考えてもまずは出品しなければ 
売れるかどうかなんて分かりません 

まずは出してみましょう！ 

３、まずは真似だけする 

僕が切り開いてきた道を 
あなたがまた同じ時間をかけて見つけ出す必要はありません 

まずは下手にオリジナルを出そうとせず 
言われた事をそのまま愚直に真似してみて下さい 

４、100％コミットする 

これからは０か100 
どちらかにして下さい 

100％コミットメント出来ないようであれば 
やらない方がマシです 

下克上ココナラギルドは 
あなたが100％コミットしてもいいほどのものだと自負しております 

５、自分の頭で考え、応用する方法を毎日捻り出す 

今回、あなたには沢山のテンプレートや型をお伝えします 
もちろんそれを使えばある程度までは稼げるようになります 

ただ僕が恐れているのは常にそればかりを使い、自分で考える事を放棄してしまう事です 
これでは自分自身のスキルは一切身につきません 

まずはテンプレートなどを活用し、その後はどうやって自分自身で 
より強力なテンプレートやテクニックを作るかにシフトチェンジしましょう 

そうする事で情報発信やコンテンツ販売に移行しやすくなります 



アカウント準備フェーズ 

登録方法や基礎的な部分はここでは省きます 
詳しくはこちらをご覧ください 
↓ 
https://coconala-support.zendesk.com/hc/ja 

プロフィール構築 

ココナラをダウンロードし、諸々の登録をし終えたら 
次はプロフィールを構築しましょう 

正直なとこを言うと 
プロフィールはそこまで売上には影響しない事が分かりました 

ランキング上位のトップランカーを見ても 
プロフィールにこだわっていない人もたくさんいます 

ここに時間をかけ過ぎるのもよくありませんが 
かといって適当すぎるのも購入者からの信用を失う可能性があるので 

今からお伝えする要素をプロフィールに含んでおけば 
あとはそこまで注力する必要もありません 

１、アイコン 

ここはアカウントの顔になります 
無理に顔出しする必要はありません（むしろ顔出ししてない人の方が販売数が多い気がします） 

ここで意識すべきは権威性です 
美容系の商品を出すのであれば、綺麗な写真の方がいいですし 
稼ぐ系であれば犬の写真なんかよりも、おじさんのアイコンの方が説得力が出ます 
（おじさん　フリー素材なんかで検索すれば沢山出てきます） 

https://coconala-support.zendesk.com/hc/ja


プロフィール 
↓ 
自分のページを編集する 
↓ 
アイコンタップ 

２、キャッチコピー 
ここは自分が出す商品のコンセプトに合わせたキャッチコピーをつけましょう 
クラの場合は実績０から出来ると言うコンセプトの商品が多いため 
このようなキャッチコピーをつけています 

３、自己紹介文 

ここでは 
・簡単な自己紹介 
・実績（数字を多く使う） 
・何を提供出来るのか？ 

この3つの要素が重要です 

まだ初心者で実績も何もないと言う人は 
購入者をどのように導きたいのか？ 
どんな結果を出させる事ができるのか？ 

など証明は出来ない権威性を強調しましょう 

ここで重要なのは初心者だと思わせない事です 
購入者は自分の方が上だなと思った瞬間、その出品者が出す商品に 
全く価値を示さなくなります 

権威性を意識してプロフィール構築をしていきましょう 

基本はこの3つを抑えておけば大丈夫です 

また本人確認と秘密保持契約（NDA）もしっかりしておきましょう 
ここまではまだ準備段階です 
次ページから本格的なマネタイズ部分に関わってきます 



どのようなコンテンツを販売していくか？ 

基本的にココナラで売れるジャンルは 

・稼ぐ系 
・占い系 
・健康系 
・人間関係系（恋愛など） 

↑このあたりなので 
まずはこの4つに絞って商品を出品していくと良いと思います 

既に実績がある人や、今までノウハウコレクターで 
沢山商材は持っているという人はそのままそれを出品すればいいんですが 

中には全くの実績0でコンテンツとして出せるものが無いという人もいると思いますが 
安心して下さい… 

そんなあなたの為に解決策を4つ用意しました… 



今すぐ本屋に向かって下さい 

実はココナラは、魅せ方やコンセプトが上手ければ 
本をパクってコンテンツを作っても爆発的に売れます 

なので例えばDRMのコンテンツを作ろうと思ったら 
本屋に向かい、DRMの本数冊を立ち読みしてセールスページを作り 
売れたら、その本を買いコンテンツを作る 

これであれば、どんな初心者でもコンテンツを作る事が出来ます 

 

 

↑前アカウントの実績０ノウハウ０の時に販売していた商品です 
左の本の詳細を基にセールスページを作成し、売れたら本を購入してコンテンツを作りま
した 



コンテンツの宝庫 
Kindle unlimited 

アマゾンの定額読み放題サービスのkindle unlimited を使うのもアリです 

ここには副業系やビジネス系の本も沢山あるので 
ここにある本の数冊から強力な部分をまとめるだけでも十分コンテンツになります 

月980円なので1つ商品を売ればペイ出来ます 

 



商材のワゴンセール 
ヤフオクで仕入れてココナラで卸す方法 

ヤフオクは物だけではなく情報商材やノウハウも販売されているのを知っていましたか？ 

しかも元々、何十万円とする商材がヤフオクでは数百円～数千円で販売されている事も 
ザラにあります 

初心者はここでコンテンツを仕入れて 
ココナラで売るだけでもかなりいい商品になると思います 

クラが今メインで販売しているメルカリ転売のノウハウも 
元々はヤフオクで100円で仕入れた物です 

そこからバックエンドなども込みで初月、合計40万円以上の利益を 
この商品だけで出しております… 

ここでの注意点はヤフオクで仕入れたコンテンツを 
そのまま出さない事です 

そのまま出してしまうと何か言われる可能性もあるので 
少し修正したり、レイアウトを変えるなどした方が良いです 

かなり質がいい物もヤフオクには売っているのでココナラからの購入者も 
満足してくれる人がほとんどです 
 

副業、アフィリエイト、転売、不労所得、 
バイナリーetc… 

ココナラの人達が好きそうだなぁ～と思う 
ワードを代わりにどんどん検索してみて下さい 

沢山、売れそうなコンテンツが見つかると 
思います 



自分でコンテンツを作らずにコンテンツビジネスをする方法 

※この方法はかなり非道徳ですので 
やる、やらないはあなたにお任せします 

ココナラは今まで 
セールスページを作り→売れたらコンテンツ作成 

この流れが当たり前でしたが 
やり方次第ではもうコンテンツを作る必要もありません… 

その方法とは… 

ココナラで既に売れている商品を購入しリライトする 
という方法です 

どういう事かと言うと 
ココナラの稼ぐ系ノウハウのトップランカー達はよく動画コンテンツや音声コンテンツで
納品しています 

それをまず事前に購入し、 
その動画や音声をそのままココナラで文字起こししてくれる人に投げます。 

そうするとさっきの動画や音声コンテンツをPDFにしてくれるので 
それを自分の独自コンテンツとして販売すると言うやり方です 

実際のこの方法で自分ではコンテンツを作らずに100万円以上稼いだ方もいます 
 



何を売るかを決めたら早速出品しましょう 

ここからは商品出品のフェーズに入ってきます 

ココナラの基本的な流れは 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
納品期間を７日ほどに設定し 
まずはセールスページだけ作って出品する 
↓ 
購入されたら納品期間の間にコンテンツを作る 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

↑なので何時間もかけて商品を作ったのに 
全く売れなかった…という事は起きません 

また一度でもコンテンツを作ってしまえば 
あとは売れたらその商品を送るだけなので 

ノーリスクで半自動収入を構築する事が可能です 

ココナラを攻略するには、この5つだけを抑えておけば 
大丈夫です 

＝＝＝＝＝＝＝ 
１、コンセプト 
２、タイトル 
３、画像 
４、セールスページ 
５、レビュー 
＝＝＝＝＝＝＝ 

ココナラで注力すべき点はこの5つしかありません 
ここさえしっかりしていれば、どんなゴミ商品だって飛ぶように売れてしまいます 
1つ1つ解説します 



5つのココナラ顧客心理を刺激するコンセプト 

ココナラで何か商材を買う時、 
購入者が考えている事はたった5つに分類されます 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
１、ノウハウコレクターを辞めたい 
２、楽をしたい 
３、新しい情報を集めたい 
４、不安から逃れたい 
５、生活を変えたい 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１、ノウハウコレクターを辞めたい 

ココナラで商材を買う人の９割は過去に商材を買った経験があり 
その度に大きな実績を出す事が出来なかったノウハウコレクターです 

なので何か商材を買う時には「今度こそノウハウコレクターを辞めて実績を出したい」 
と言う思いを持ってる方は非常に多いです。 

なのでこういった思いを持ってる人には 
「ノウハウコレクターだった自分でも出来た」と言う魅せ方にしたり 
「これでダメだったら辞めて下さい」と言ったり 

この商品を買えばノウハウコレクターを辞めれるんだ！と言う 
コンセプトにすると売れます 

２、楽をしたい 

とにかくココナラの稼ぐ系商品は 
「簡単に」「楽に」「時間をかけずに」「誰でも」「すぐに」と言う雰囲気を作ると 
飛ぶように売れてしまいます 

ノウハウコレクターが好きそうな言葉という事です 

商品をリサーチすると分かると思いますが 



「こんな怪しい商品売れないだろ！」と思う商品が100件以上売れていたりします 
これは「怪しい」という感情より「これを使えば楽に稼げる”かもしれない”」という 
感情が勝ってしまう為です 

こう言った人達には 
とにかく誰でも出来て、簡単というコンセプトにすると売れます 

３、新しい情報を集めたい 

これもノウハウコレクターの人達の特徴ですが 
１番目の人達と違い、この感情で商品を購入する人は 
「ノウハウコレクターを辞めたい」という感情より 
「新しい情報を知りたい」という感情の方が高いです 

こう言った人達には 
ざっとリサーチしてココナラにはないようなコンセプトにしたり 
商品内容をあまり明かさずベールに包んだりすると 
興味が湧き売れます 

４、不安から逃れたい 

「将来お金に困らないだろうか？」「今の会社のままずっと働いていていいのか？」 
このように何か将来に対しての不安を避けるために商材を購入する人は多いです 

ココナラで商材を購入する人の多くは 
30代～50代の男性で老後の不安や漠然とした将来の不安を抱えている人が多いです 

なのでこう言った人達には 
その不安を明確にしてあげ、それを解決するものがコレだよ！というコンセプトにすると 
売れます 

５、生活を変えたい 

とにかく今すぐにでも会社を辞めたい！バイトを辞めたい！現状を変えたいという思いで 
商材を購入する人達です 



こう言った人達にはダメダメだった自分でも今はこんな生活を送れていると言う 
ストーリーを見せてあげましょう 

あなたと同じような境遇 
↓ 
このノウハウとの出会い 
↓ 
成功した未来 

基本はこの5つのココナラ顧客心理を刺激するような 
コンセプトにして商品作成を行いましょう 



ココナラ最大のネック「表現規制」を掻い潜り 
断定表現や誇張表現が許される裏VIPルートへの道 

ココナラはとにかく表現規制が厳しいです 

「いくら稼げます」と言う断定表現が出来ないのは 
稼ぐ系商品の中ではかなり痛いです 

またこのノウハウで〇〇万円稼ぎましたと言う実績を書く事も 
運営に規制されてしまうので 

大半のココナラ販売者のセールスページと言うのは 
規制にビビってかなり弱いものになっています 

しかし今回の下克上ココナラギルドのメンバーには 
規制の掻い潜り方をお伝えするので 
実績や断定表現をふんだんに使った 
強力なタイトルやセールスページを作成する事が出来ます 

ではどのように規制を掻い潜るのか？ 
2つポイントがあります 

１、過去形に変換する 
２、具体的な日付を加える 

ココナラ運営は１％でも明確でなく、誤解を与えるような表現を規制します 
ですが”過去の事実”と言うのは100％起こった事なので規制の対象外なのです 

なので 
10万円”稼げる”方法教えます 
↓ 
10万円”稼げた”方法教えます 

このように過去形にするだけで 
一切規制を受けることはなくなります 



またセールスページに「これだけ稼げました」と実績を明記する時 
それだけでは規制を食らってしまいます 

なのでその実績を書く前に 
具体的な期間を記載して下さい 

このノウハウを使って月10万円稼げました 
↓ 
このノウハウを使って2020年1月9日～2020年2月20日の間に10万円を稼ぎました 

後者は規制を受けません 

この過去形に変換と 
具体的な日付を使うことでトップランカー達を圧倒する 
セールスページが作れるようになるので 
必ず活用していきましょう 



圧倒的に売るタイトルテンプレート 

期間×金額×内容 

この3つを掛け合わせたタイトルにすると 
かなり反応があります 

例 
・16日で45万円稼いだTwitterノウハウ暴露します 

・３ヶ月で月50万稼いだメルカリ転売の全て暴露します 

・1日32分の作業で日給40万円稼いだ秘訣を伝授します 

このように期間はなるべく短く 
金額はなるべく大きく 
すると尚良いです 

内容のところは曖昧にしても売れる場合もあるので 
どんどんテストしていって下さい 

タイトルでも意識することは 
先ほどの5つのココナラ顧客心理です 

タイトルの下にキャッチコピーをつける事が出来ますが 
ここで 
簡単さをアピールしたりするのが良いでしょう 

もう一つのタイトルの型として 
興味性をとにかく惹くと言うのがあります 

これはとにかく他のライバルよりも目立つ事が重要です 

・反則級のアフィリエイトコンサルします 

・搾取される側から搾取する側に慣れます 



ここはかなりセンスが光るところではありますが 
ライバル達をリサーチする事でどのような魅せ方だと反応が取れるのかが分かってきます 

画像について 

画像については意識すべき点は4つだけです 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
１、文字の大きさ 

２、数字 

３、簡単さ 

４、トリガーワード 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

まずは出来るだけ文字は大きくして目立たせましょう 
アウトラインや光彩などの文字効果もどんどん活用した方が良いです 

そして数字を使えるところは必ず使いましょう 
数字を使う事で読み手は想像しやすくなり結果が観測しやすくなります 

またこれはタイトルと被りますが 
簡単さを煽る事を意識して下さい 
自分には無理だな…と思わせてしまった時点で終わりです 

そして最後にトリガーワード 
これは画像をパッと見た時に一番引っかかる単語の事です 
ここが強ければ強いほど商品の印象も変わります 

・極秘テンプレート 
・オールコンプリートBOX 
・脳死マニュアル 



トリガーワードを考える時に意識すべき事は 
とにかく人というのは考えるのが嫌いだと理解する事です 

どういう事かと言うと 
読み手は小難しいな…と感じた商品は絶対買いません 

いつも商品を買う時と言うのは、既に手順が組まれてあって 
オレはそこまで考える必要がないな！と感じた時にお金を払います 

なのでテンプレートやマニュアル、脳死と言う単語に惹かれるのです 
（これさえ買えばいいんだ！と思わせる事もこれに当てまります） 

参考画像 
↓ 

 

ちなみに画像編集ソフトは 
Photo scape Xを使っております 

このソフトが色々使ってきた中で一番使いやすく 
簡単にココナラ向きの画像が作れます 



表現規制をスルーし爆発的な売り上げを誇る 
セールスページテンプレート 

タイトル、画像と出来たら次はセールスページになります 

ここはかなり重要なパートになりますので必ずチェクして下さい 

セールスページにはある重要な要素が6つあります 

この6つを取り入れたセールスページが今のところ 
かなり反応いい事が分かりました 

１、実績 
２、限定性 
３、大義名文 
４、オススメな人 
５、大まかな商品説明 
６、ボレット 

↑この6つを必ず取り入れて下さい 
これは順番も大事です 

この6つの要素を取り入れた 
爆売れセールスページテンプレートがこちらになります 

↓ 



セールスページテンプレート（要素要素で書き換えて下さい） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

※実際にこちらの方法を使いスマホ1台で 
2019年11月2日~12月6日の間で50万円を稼ぎました 

※最初の40件までは1000円で販売し 
その後数千～数万円の値上げを致します 
 

初めましてkさんと申します 
現在は20人以上の生徒にネットビジネスを教える講師をしてます 

今回ココナラで出品させて頂いた商品は 
まず最初に副業初心者がやるべき物販ビジネスの中でも 

実績の出しやすさと収益化のスピードが抜群の「メルカリ転売ノウハウ」です 
 
ただ今までは 
ココナラには沢山の「メルカリ転売ノウハウ」が転がっているので 

「メルカリはその人達に任せればいいか」と 
思ってましたが 

中を見てみると"かなり悲惨な状況"だったので今回の出品に至りました 

転売手法、リサーチ方法、仕'入先etc… 

どんどん必要なものが分かってきて 
その都度買っていき 
結局合計かなりの金額を支払っている状況… 

「もう色々と買い漁るのは 
辞めませんか？」 

←実績

←限定性

←簡単な 
自己紹介

←大義名分



物販は仕'入金が足りなければ 
利益も上がりません 

なので転売に関して必要な 
·転売手法 
·リサーチ方法 
·仕'入先(20サイト以上) 
etc… 

全てをこれ1つで完結する 

「転売オールコンプリートBOX」 
をリリースしました 

微妙な物販商材に色々と金を使うのではなく 

50万円稼いだ本物の情報… 
↑これ1つで商材漁りは終わりにしませんか？ 

 
～この商品がオススメな人～ 

·1日1時間ほどの作業で終わらせたい人 
·副業でまだ大きな成果を出せてない人 
·ローリスクで稼ぎたい人 
·スマホのみで稼ぎたい人 

～商品内容～ 

このノウハウはスマホ1つあれば 
すぐにでも始める事が出来ます 

購入者限定にお伝えする全26サイトから 
商品を格安で仕'入れ 

メルカリで既に売られてる物を販売する 
リスクが低い物販ビジネスです 

メルカリ転売で必要と思われる情報や知識はここに全て詰め込まれています 

←オススメな人

←大まかな 
　商品説明



·月50万円以上稼いだメルカリ転売テンプレート 
 
·ザクザク高利益商品が見つかるリサーチステップ 

·50万円稼いだ全仕'入26サイト全て暴露！ 

·思考時間0秒！プロの転売手法を丸パクリする方法 

·売上を飛躍的に上げる！アカウント複数作成裏ワザ 
etc… 

※購入者限定の極秘特典アリ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

基本的にはこのような構成になっております 
これを基にあなたの商品に合うように調整してみて下さい 

僕のセールスページテンプレートを使い 
上手くいった人達の商品を参考に載せておきますので 
必ずご確認ください 

・https://coconala.com/services/1116967 

・https://coconala.com/services/1087954 

・https://coconala.com/services/1115666 

←ボレット

https://coconala.com/services/1116967
https://coconala.com/services/1087954
https://coconala.com/services/1115666


価格について 

価格ですが最初は最低価格で販売しましょう 

というのも一番最初のまだ販売実績も何もない状態というのは 
信用がありません 

なので出来るだけ最初は低単価で販売し 
販売実績を積んでいってから値上げをするといいと思います 

有料オプションについて 

ココナラはメインの商品とは別に 
追加で有料オプションをつける事が出来ます 

ここは必ずつけた方がいいです 

・その商品に関係するもの 
・商品と追加で購入すればより良いもの 
・単純に興味を引くもの 

この方の有料オプションの作り方は 
上手なので参考にするといいと思います→ 
https://coconala.com/services/1116967 

重要なのは最後の 
1万円で「全てのオプションをつける」という項目 
これがある事によりお得感が増し 

大抵の人が最後のオプションを買います 

※この方はこの有料オプションで 
1日4～5万円の収入が発生しています 

https://coconala.com/services/1116967


購入にあたってのお願い 

ここで推奨購入方法として有料オプションと一緒に購入する事を記載すると 
より販売率が上がります 

”最重要”要素レビューについて 

ココナラで売り上げを上げるならレビューを貰う事だけを考えて下さい 

それほどにレビューは重要要素です 

タイトル、画像、セールスページが良くても 
レビューが悪ければ全てが台無しになり全く売れません 

ではレビューを貰う為にはどうするか？ 

・神対応を心がける 
とにかく誠実に対応する事を心がけて下さい 

・レビュー特典をつける 
レビューしてくださった方にはお礼にこのような特典をお渡しします！ 
といい後にDMで特典をお渡ししましょう 

↑ここで注意点があります 

ココナラではレビューを貰う代わりに特典を渡すと言う行為を禁止しています 

ではどうするか？ 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
商品のPDFの中でお願いするんです 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ココナラ運営はトークルームとDMの中身は見ていますが 
商品のPDFの中までは見れません 

なのでここでレビュー特典をお願いしましょう 

またレビューが貰いやすくなる設定として 
匿名評価をOKにチェックをしましょう 
これでレビューを書くハードルもかなり下がります 



唯一、表現規制が適応されない無法地帯で荒稼ぎする方法 

実はココナラの中には 
どれだけ誇張表現をしても一切表現規制を食らわない箇所があります 

それはレビュー返信です 

ココナラは購入者からレビューを貰うと 
それに出品者は返信をする事が出来ます 

多くの販売者はここを何とも感じていませんが 
このレビュー返信こそが第２のセールスポイントなのです 

レビュー欄というのは見込み客が商品を購入する前に 
必ず目を通す箇所です 

そして基本的にこのレビュー返信は何を買いても規制を食らう事はありません 

つまりここでセールスページではなかなか書けないような 
強烈なコピーや断定表現など規制を食らってしまうような文章を書く事で 
売り上げは倍増します 

必ずレビュー返信をするようにしましょう 

 



営業DMテンプレート 

初期状態では信頼がなかなかない為 
商品をお気に入りしてくれた人への営業DMがかなり有効です 

成約率40～60％営業DMテンプレート（要素要素で書き換えて下さい） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
〇〇様 
はじめまして！ 

先日は私の「〇〇〇〇」（商品名） 

こちらをお気に入り登録頂き、誠にありがとうございます！ 

10件毎に数千円の値上げをしようと思っておりましたが 
最初の20名は「1000円」の据え置き価格で販売致します！ 

現在11名の方が購入していますのでご興味あればお早めにご連絡下さい！ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

重要なのは長文にし過ぎない事 
数字を使って限定性を具体的にする事 
残り○名と数値化して焦らせる事 


