
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小さな会社やお店の集客・広告・販促の応援団 

酒井とし夫 

http://ameblo.jp/admarketing/ 

 
 

※本レポートは私と同様に小さな会社やお店で頑張っている経営者、

店長、広告・販促担当者のために書いたものです。お読み頂きお仕

事やご商売の参考にして頂けたら幸いです。 

 

低低低コココススストトトでででででできききるるる！！！！！！   

街街街中中中ででで見見見つつつけけけたたた商商商売売売・・・ビビビジジジネネネススス   

成成成功功功のののたたためめめののの２２２０００のののヒヒヒンンントトト   
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街中で見つけた商売・ビジネス成功のちょっとしたヒント 

 

こんにちは、小さな会社やお店の集客・広告・販促を書籍、メルマガ、ブロ

グ、ツイッター、そして講演を通して応援しているファーストアドバンテージ

（有）代表の酒井とし夫です。 

 

私はマーケティングや心理学を学ぶにつれて日常の生活で今まで何気なく見

ていたモノやコトの中に、よく考えられた広告や宣伝、マーケティングのノウ

ハウやテクニックが詰まっていることに気がつくようになりました。 

 

普段、買い物に行っているスーパーに置かれている買い物かごの設置位置や

大きさにはちゃんと理由があります。店舗の立地やレイアウトはその企業の過

去の膨大な調査と経験の集大成です。 

ＰＯＰ、値決め、販促活動にはその企業の試行錯誤とテストマーケティングが

活かされています。 

 

街の小さな繁盛店の商品構成、歳時イベント、セールストークにはオーナー

の意思と意図が現れています。毎日眼にするチラシ、ＤＭ、雑誌、ＴＶ、新聞、

ホームページ、メルマガにも効果的な心理学テクニックやマーケティングノウ

ハウが凝縮されています。これらのほとんどはマーケティングや広告の知識が

無い人には気がつかない「何気ないちょっとしたテクニック」です。しかし、

優良店舗や優良企業であるほど、これらの「何気ないちょっとしたテクニック」

が商売やビジネスに上手に活かされています。 

 

私はそんな日常生活の中で見つけたビジネスのヒントや視点、切り口をメル

マガ「１分で学ぶ!小さな会社やお店の集客・広告宣伝・販促」やブログで配信・

公開していますが、本レポートは過去に配信した記事の中から、低コストで実

行可能な商売やビジネスのアイデア、ヒント、ノウハウ２０項目を編集したも

のです。本レポートがあなたのご商売や会社経営の参考になれば幸いです。 
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1.『簡単に、すぐに出来る新商品開発』 

 

 一番上の写真は「ペタコロ」です。ネコや

犬を飼っている方ならおなじみの商品です。 

 

衣類やカーペット、布団等に付着したペッ

トの毛を取り去る粘着テープがローラー状

になっているものです。 

 

こ れをカーペット、布団の上でゴロゴロと

転がすとよく毛が取れます。 

 

写真の左側が普通サイズのペタコロで、右

側はミニサイズのペタコロです。 

商品としては大きさが異なるだけで用途、質

は同じです。 

 

2 段目の写真はカップめんの普通サイズと超大盛りサイズです。 

商品としては大きさが異なるだけで用途、質は同じです。 

 

3 段目の写真はポテトチップスのミニサイズ、普通サイズ、ビッグサイズです。 

これも大きさが異なるだけで用途、質は同じです。 

 

さて、あなたは次のように考えたことがありませんか？ 

 

「ちょっと小腹が空いたなあ。普通サイズを食べるほどじゃないけど、一口食

べたい感じだなあ。」 

「これは便利なんだけど、持ち運びにはちょっと大きすぎるなあ。」 

「普通サイズではちょっともの足りない。もう少しボリュームが欲しいんだけ

ど。」 

「このセミナーに興味があるけれど、半日程度のセミナー時間なら参加できる

のに。」 

「一人前は食べたくないけれど、半チャーハンなら食べてもいいなあ。」 

つまり、ある商品に対して「用途や質に関しての不満は無いのだが、サイ
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ズやボリュームに関しての欲求がある」ということはありませんか？ 

 

ここに新商品開発の簡単な方法論を見つけることができます。サイズやボリュ

ームを変えてみる・・・実はこれは新商品の最も簡単な作り方です。 

 

新商品開発を行なおうとする場合に多くの人は「今の商品やサービスとは異

なるものを生み出そう」とします。 

しかし、新規の商品開発や新規事業への進出に際しての成功確率の高さは次の

様になっています。 

 

（1）「既存の客層や既存の市場に対して、既存（に関連する）商品を投入する」 

（2）「既存の客層や既存の市場に対して、新規商品を投入する」 

（3）「新規の客層や新規の市場に対して、既存（に関連する）商品を投入する」 

（4）「新規の客層や新規の市場に対して、新規商品を投入する」 

 

（1）が最も成功確率が高く、（4）が最も成功確率が低いと言われていますが、

新商品開発に際して「サイズやボリュームを変えてみる」ということは「既存

の客層や既存の市場に対して、既存（に関連する）商品を投入する」に属する

ことになります。つまりこの方法論は最も成功確率の高い新商品開発となるこ

とになります。 

 

例えば 

 

■１０個入りの商品の他に、５個入りの商品を加えてみる。 

■普通サイズのチャーハンの他に、ミニチャーハンをメニューに加えてみる。 

■普通サイズの惣菜の他に、半分のサイズの惣菜を陳列してみる。 

■1日セミナーの他に、３時間セミナーも加えてみる。 

■１０万円の情報商品を１万円のフロントエンド商品、３万円・６万円のバッ

クエンド商品に分割してみる。 

■年間サービスの他に、３ヶ月サービスも加えてみる。 

■普通サイズのお弁当の他に、１．５人前のお弁当を陳列してみる。 

■１日講習の他に、週末２日間講習も加えてみる。 

■1リットルの商品の他に、500ml の商品も加えてみる。 

 

「サイズやボリュームを変えてみる」新商品開発は扱う商材がモノに限らず、
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サービスでも可能です。  

しかも、製品開発にかかる時間や労力、コストはそれほど多くありません。 

 

もし、あなたの会社やお店の売上げが停滞気味であるならば、自社の商品やサ

ービスの「サイズやボリュームを変えてみる」ことを考えて見てはいかがでし

ょうか。 

 

 

 

2.ある通販カタログ  

 

下の写真はウチに毎月送られてくるある通販カタログの商品紹介ページです。 

このカタログには数ページに亘って写真のように「緊急退避防具」「携帯トイレ」

「非常用持ち出し袋」「携帯用照明」「避難ば

しご」「防災キット」等が掲載されていました。 

 

 

各ページには商品の写真と説明、価格、ス

ペックが載っています。 

 

 

さて、あなたならこれらの防災グッズの売れる確率をより高めるにはどうし

ますか？ 

実はこの通販カタログでは上記の防災グッズの紹介ページの前に、下のような

編集ページがありました。 

 

このページには近年日本で発生した災害事

例や、災害に遭遇した方のコメント、 

公的機関発表の災害データ、災害時に役立つ

情報等が掲載されています。 

 

このページの流れ（構成）を簡単に説明す

ると次のようになります。 
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■ 「災害はいつ発生してもおかしくありません。」 

↓ 

■ 「災害データはこのようになっています。」 

↓ 

■ 「災害は人事ではありません。あなたの備えは大丈夫ですか？」 

 ↓ 

■ 「次ページからは防災用品のご紹介です。」 

 

 

この災害特集記事ページの後に冒頭の「緊急退避防具」「携帯トイレ」「非常

用持ち出し袋」「携帯用照明」「避難ばしご」「防災キット」等が掲載されている

ページにつながるのです。 

 

売る流れの作り方が上手いですよね。 

あなたには既にお分かりのとおり、これは心理学のフィア・アピールテクニック

を応用した広告です。 

 

このように流れの上手な事例を説明すると「なるほど、なるほど！そうだよ

なあ。上手い流れを作るなあ。」と思う人が多いのですが、実際に自分でチラシ

やカタログ、ホームページを作る時になると、商品の写真と説明、価格、スペ

ックだけを載せたものを作ってしまう人が多いのです。 

そして、「激安！」「他より安い」といった安易な価格勝負に走るのです。 

 

今までにも何度も言いましたが商品やサービスを「良いと思ってもらう」「欲

しいと思ってもらう」ためには人間の心理をよく考えて、購買に至る流れをち

ゃんと作ってあげる必要があります。 

 

あなたが作るチラシやカタログ、ホームページでは見込み客が購買に至る流れ

がちゃんと出来ていますか？ 

 

何度も何度も送られてくるカタログやＤＭ、毎週のように折り込まれている

チラシ等は「効果がある」から「何度も送られてくる」のです。あなたの身近

にお手本はいっぱいあるのです。 
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3.上手い広告 

 

 写真はある日の新聞広

告です。 

この広告はとても上手で

す。一見しただけで経営戦

略がしっかりしているこ

と、マーケティング手法や

文章作成もかなり勉強し

ていることが分かります。 

 

 

小著「小さな会社が低予算ですぐ出来る広告宣伝心理術」を読まれた方なら

どの辺が上手なのか分かりますよね？ 

 

 

ターゲットが明確です。 

＝＞関節痛で悩んでいる方です。 

ビジネスカテゴリが明確です。 

＝＞「悩み解決型」のビジネスです。 

商品戦略が明確です。 

＝＞商品としては「継続型商品」なのでＬＴＶが高くなります。 

当然、バックエンド商品があるはずです。 

マーケティング手法が明確です。 

＝＞2ステップ販売です。 

無料お試しを申し込んだ方にはフォローの販促がなされるはずです。 

文章が上手です。 

＝＞返報性の原理や限定の原理、期間限定、人数限定を利用した文章作成です。 

更に限定の理由が明確です。 

価格設定が上手です。 
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＝＞写真では見えませんが集客商品の値段が個人消費者が手を出しやすい価格 

（この商品は１か月分３，９９０円） 

屋号の付け方が上手です。 

＝＞実名は出せませんがこの広告は社名ではなく屋号・団体名が記載されてお

り、売り込み臭が全面に出ないようにしています。 

 

以上、パッと広告を見ただけで、この会社には経営戦略やマーケティングを

学んでいる経営者（またはスタッフ）がいるということが分かりますね。 

 

 

 

4.上手いＤＭ  

 

写真はある企業から届いた封筒型Ｄ

Ｍの裏面です。 

表面は宛名だけですが、「何だろう？」

と、思って裏を見ると 

「特別な貴女にお知らせします。」と

書かれていました。 

 

この一言で開封率が高まりますね。 

 

ＤＭは「送りました！はい終わり！」ではダメです。「絶対に開封してもら

う！」ための仕掛けや文字、写真が必要です。あなた宛にＤＭが届いた時に「開

封するＤＭ」と「開封しないで捨てるＤＭ」があるはずです。 

 

商売人であるあなたは「開封するＤＭ」は穴のあくほど観察すべきです。 

「何故、自分はこのＤＭを開封したのだろうか？？？」 

その答えを自社の販促物に活かさない手はありませんよね。開封されないＤＭ

は販促ツールではなく、ただのゴミです。（上記のＤＭはウチの奥さん宛に届い

たＤＭです。以前にウチの奥さんがネット通販でスイーツを購入したことがあ

りますので「貴方」ではなく、「貴女」となっているところが細かい気遣いです。） 
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5.理 由 

 

「ダイヤモンドが驚きの安さで！」 

「天然真珠をあっと驚く低価格でご提供！！」 

 

・・・「うーん、何で安いんだろう？？？」 

そう思うことってありません？ 

 

私、刺身が好きなんですが、スーパーに買い物に行ってもあまり安いと 

「古い刺身なんじゃないの？」「養殖？？」 

とか思ってしまいます。 

 

売り手は「安ければお客様は喜ぶはず」と思っていますが、買い手はあまり

安いと「きっと何か裏（理由）があるはず！」と思います。そしてその裏（理

由）が分からないと、購買に至らない場合があります。 

 

次ページの写真は天然ダイヤのペンダントが１万５００円です。 

しかも２本組みです。 

この会社の上手なところはちゃんと裏（理由）を説明しているところです。 

 

 

キャッチ部分は次のように書かれています。 

「天然ダイヤ 1 粒石のペンダント２本組みが

驚きの 10,500 円！ 

直径 3.5 ミリ。存在感のある 1 粒石のペンダ

ント 2本。 

今お申込頂くとワケあり価格10,500円で大ご

奉仕！」 

 

ちゃんと「ワケあり価格」と謳ってますね。 

 

そして、本文で次のように「ワケ」を説明
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しています。 

「宝飾品はお店に並ぶまでにプロの目で厳しくチェックされますが、今回は使

用に差し支えなく、また小さなキズが有るというだけで撥ねられてしまった物

をあえて販売に踏み切りました。」 

 

このようにちゃんと安い理由が明示されていると人間は納得します。 

「なーるほど、だから安いのか！」と。 

 

もし、あなたの扱う商品やサービスが競合や市場価格と比較して安いもので

ある場合には、その理由をお客さんに分かるようにちゃんと説明して下さいね。 

 

 

 

6.できそうで、やらない、ちょっとした心遣い  

 

ある日、冬物服を買いにお出かけしました。その日は当地新潟では厚く垂れ

込めた鉛色の空からみぞれが降り、さらに横殴りの強風が吹いていました。 

 

 お昼時になり、近くのイタリアンレストランに入りま

した。 

写真はそのレストランの入り口で撮影したものです。 

「本日は雨の中御来店誠にありがとうございます。 

よろしければこちらのタオル ご自由にお使い下さ

い。」 

と書かれています。 

これと同じサービスを以前に三越の新潟店でも見かけたことがあります。すぐ

に、誰にでも、できそうで、あまりやっているお店が無いちょっとした心遣い

です。雨の日のタオルはお客としては、「素直にありがたいサービス」でした。 

 

別に日に、別のお店に入りました。その日も雨が降っていました。でも「カ

サ置き場」さえ見当たりません。 

順番を待っているお客さんは皆カサを手に持って順番を待っています。 
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席に着くと、その日はかなり冷え込んだ日でしたが、「よーく冷えたお水」が

出てきました。 

うーん、どーなんでしょうか？？？難しいことをやるのではなく、誰でも出来

るけど、誰もやらないちょっとしたことの積み重ね・・・。これも儲けに至る

道の一つだと思うのですが。 

 

 

 

7.用途を少しずらす。ターゲットを少しずらす。 

 

東京・人形町の楽器メーカーさんの話です。その楽器メーカーさんはハーモ

ニカ製造の技術がありました。 

で、その社長さんは「自社の技術を他に活かせないか？」と考えました。 

 

試行錯誤の末、やかんの口笛製造に乗り出したそうです。お湯が湧くと「ピ

ーッ！」となる、あのやかんです。 

ハーモニカの技術を活かしたわけです。 

 

で、そこで留まらず、さらにその社長さんは 

「自社の技術を他に活かせないか？」 

と考えました。 

次は何を作ったと思いますか？？？ 

ハーモニカの技術を何に活かしたのか想像できますか？ 

 

・・・・・・・サッカーの応援ラッパの製造に乗り出したのだそうです。 

 

自社の技術を活かすための 

・用途 

・ターゲット 

を少しずらしていますよね。 
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商品の根本技術・ノウハウは同じですが、用途やターゲットを少しずらすと

新しい販路が見えるときがあります。 

 

実は私がリリースしている Ebook の「成功するアントレプレナー」シリーズ

も当初は１，０００ページ以上ある E-Book だったんです。そしてターゲットは

2、3年以内に起業独立を目指す４０代から５０代の会社員を想定していました。

でも、その時はあまり申込数は増えませんでした。 

 

ある日、ひょんなことがヒントになり、１，０００ページ以上ある E-Book の

内容をバッサリそぎ落とし経営者向けに改訂してから申込数が増えてきたので

す。 

 

私が創った E-Book の内容・ノウハウは同じなのですがターゲットを少しずら

したら売れ始めたのです。 

（もちろんテストマーケやトラッキングツール、広告の効果測定等は数ヶ月か

けて行ないました。） 

 

昔、パソコン教室を運営していた時も当初はＯＬさんをターゲットにして、

資格取得をウリにしていたのですが、生徒数はあまり増えませんでした。 

 

その後、主婦層をターゲットにして、ＰＣの基本操作の理解や、ＰＴＡ用の

資料や回覧版の作成、自営業の方向けにお店のＰＯＰの作成等を差別化ポイン

トにして生徒募集を行なってから、生徒数が増え始めた経験があります。 

 

だから、今、売上げの低迷や、新商品開発に悩んでいる方は、今ある技術、

経験、ノウハウ、テクニックを活かしながら 

用途を少しずらす。ターゲットを少しずらすと、新しい道が見えるかもしれませ

んよ。 
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8.本日のオススメはこちらです！  

 

イタリアンレストランに入りました。店内は大勢のお客さんで一杯でした。 

ウェイティングリストに名前を書いて、席が空くのを待っていました。 

 

１０分ほどして席の用意ができ、私たちは席まで案内されました。しばらく

するとウェイターさんがお水とメニューを持ってきました。 

 

その時に「こちらがメニューになります。」と言いながら、テーブルにチラシ

のようなメニューを置き、こう言いました。 

「こちらが本日のオススメとなっております。」 

 

そして、そう言うと同時にウェイターさんはポケットからサインペンを取り

出し、チラシ上のオススメ料理が書かれている場所で大きな丸をグルッと描い

た！のです。（写真参照） 

 

これは結構インパクトありましたねえ。飲食店で 

「本日のオススメはこちらでございます。」 

「本日のオススメは○○となっております。」 

といった案内はよく聞きますが、 

「本日のオススメはこちらでございます。」 

と言いながら、メニュー上を丸で囲まれたのは初めて

です。 

 

人は無意識に設定しているレベル以上のことを体験すると意表を衝かれ、そ

の体験が強く記憶に残ります。 

この大きな丸は私の印象に強くインプットされました。そして、この話を何人

にもしています。 

期待値以上の体験をして、意表を突かれたので「話題」にします。これが口コ

ミですね。 
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オススメメニューを設定している飲食店が１００店あれば、その中で９９％

のお店は 

「こちらが本日のオススメとなっております。」 

という説明しかしていないはずです。 

 

このレベルではお客様が設定している「並のレベル」なので驚きはありませ

ん。 

それでは口コミは発生しません。 

 

コストの関係上、全ての飲食店で同様のことは出来ないと思いますが、目の

前で「オススメ・シール」をメニューに貼るとか、着脱可能な「オススメ・リ

ボン」をペたっ！と貼るとかは出来そうですね。 

 

 

 

9.呼び込み 

 

知人と昼食時に歩いていました。 

「腹減ったねえ。お昼食べる？」 

「うん、そうだね。今日はスパゲティーを食べたいなあ・・。」 

 

そこで２人で地下街のレストラン街に行きました。 

１軒めのスパゲティー屋さんの前で足を止め、ショーウィ

ンドウを眺めていました。 

すると中から 

「いらっしゃいませ～！どうぞ！いかがですかぁ。」 

と、呼び込みの声がかかります。 

 

もう少し歩き、ちょっと先にある２軒目のスパゲティー屋さんの前でも足を

止め、ショーウィンドウを眺めていました。 

中から店員さんが出てきてこう言いました。 

「ご利用はお二人さまですか？」 

 

１軒目と２軒目の呼び込みの違い分かります？ 

後者は心理学理論を応用したイエス誘導法ですね。 



Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 All Rights Reserved.   
 

- 15 -

 

しかも、ベテランセールスマンが利用する「買うか、買わないかの選択」ト

ークではなく、買うことを前提にしたセールステクニックです。保険のセール

スマン等が「いかがですか？ご契約されませんか？」というセールスではなく、

「どちらの保険プランにされますか？」とセールスするあのテクニックです。 

結局、私たちは２軒目のお店に入りました。 

 

私は１軒目、２軒目の両方で食事をしたことがありますが、味の違いはあま

り分かりません。 

お店の雰囲気は１軒目の方が良いです。でも、２軒目のお店の方がいつも繁盛

しています。 

 

呼び込みをしていた店員さんは２０代前半のまだ若い女性でしたが、彼女は

他のお客さんにも同様の声掛をしていましたからこの呼び込みのテクニックは

意図的ですね。 

 

もちろん、彼女のおかげでそのお店が繁盛しているのだ、とは言えませんが、 

「自社の商品（スパゲティ）に興味のある見込み客＝ショーウィンドウを覗い

ている人」→「商品購入（店内で食事）」に 

導くコンバージョン率は、彼女のおかげで何パーセントかはアップしているは

ずです。 

 

これが毎日、毎日の積み重ねですから年間を通して考えると大きな収益の差

になります。 
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10.呼び込み＝キャッチコピー  

 

 私は３０代の頃年末年始に都内の有名な神

社の参道で大晦日～お正月にかけて露天商を

やったことがあります。 

 

その時は知り合いから仕入れた写真を販売

しました。 

 

写真はポラロイドカメラで撮影するのです

が、そのポラロイドカメラで撮影すると被写体の周囲にその年のカレンダーが

写る様になっています。 

撮影後、その写真を専用ケースに入れると、卓上カレンダーになるという仕組

みです。 

 

私は露店先に立ちこう叫んでいました。 

「明けましておめでとうございます。 

あなたの顔がカレンダーになりますよ。いかがですかぁ～！」 

 

今でも年末年始の神社の境内に並ぶ露店を見ると、その時のことを懐かしく

思い出します。 

そして、懐かしく思い出すとともに、「ちくしょー。もっとこうしておけば良か

ったなぁ。」と思うことがあります。 

 

露店の「呼び込み」は目の前を通り過ぎる見込み客の興味を引くためのもの

ですから、広告で言うとキャッチコピーに相当します。 

 

当時の私が行なっていた 

「あなたの顔がカレンダーになりますよ。いかがですかぁ～！」 

という呼び込み（＝キャッチコピー）では、ターゲットの絞込みが出来ていな

いですよね。 

だから、あまり私の呼び込みに興味を引かれる人はいませんでした。 
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今なら次のような掛け声に変えると思います。まず、ターゲットを特定しま

す。 

参拝境内入り口から本殿に向かう人はターゲットにはしません。何故なら参道

を本殿に向かっている人の目的は参拝です。 

彼らのほとんどは新年早々参拝の前にモノに興味は行きません。そして、後ろ

から次から次へと人が押せ寄せるので 

露店前では止まることが出来ないからです。参拝だけが目的の人は本殿脇の出

入り口から帰りますので、それらの人は自店の前を通ることはありません。だ

から、「今年は良い年になりますように！」とお参りして本殿から戻って、さら

に参道を歩いている人に狙いを定めます。 

 

そして、自分の店の目の前の人ではなく、数軒手前の参道を歩いている人を

よく観察します。 

もし、その人がお孫さんを連れた家族連れなら、こう言って声を掛けます。 

「明けましておめでとうございま～す。たった３分でかわいいお孫さんが 

一年中あなたに微笑みかけま～す！！ 

いつでもかわいいお孫さんを見ることができる卓上カレンダーはいかがです

かぁ～！」 

この場合のターゲットはもちろんおじいちゃんです。 

 

 

もし、数軒手前の参道を歩いている人が恋人同士なら、 

こう言って声を掛けます。 

「明けましておめでとうございま～す。 

縁結びのカレンダーはいかがですかぁ～！今年一年お二人に幸せが訪れま～

す。」 

この場合のターゲットは彼氏です。 

（予め、フィルムは本殿で良縁祈願の祈祷をお願いしておきます。） 

 

親子連れや学生なら 

「明けましておめでとうございま～す。ぐんぐん成績が伸びる卓上カレンダー

はいかがですかぁ～！」 
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といった内容で声掛をすると思います。 

（予め、フィルムは本殿で合格祈願や学力向上の祈祷をお願いしておきます。） 

 

こんな感じで、今の私なら予めターゲット毎に何パターンか掛け声（＝キャ

ッチコピー）を用意しておき、反応を見るはずです。 

 

きっと、もっと売れたはずです。 

だって、お金を持った人が３０万人目の前を通ったのですから・・・。 

あー、思い返すと今でも悔しい！！ 

 

 

 

11.メンテナンス  

 

ビルは立てた後もメンテナンスします。だからビルの販売とメンテナンスの

両方がビジネスになります。 

１回販売した後に、保守管理でも売上げがたつわけです。 

 

コピー機やプリンターも同じですね。ハードを販売した後でも売り上げが継

続的に発生します。 

「一粒で二度美味しい！」わけです。（ちょっと古い！？）実際には「一粒で何

度でも美味しい！」のです。 

 

写真は隣町のＮ歯科医院から

の「定期健診のお知らせ」ＤＭ

です。 

私は今住んでいる地区に越して

きてから、虫歯になったり、詰

め物が取れたり、歯垢の除去等

で数箇所の歯科医院に通いまし

た。 

 

初回の治療が完了した時点で、「できれば半年に一回程度は歯垢の除去や定期
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健診をされた方が良いですね！」と私に声を掛けて、その後、定期的に半年に

一度の割合で「歯の具合はいかがですか？定期健診の時期が参りました。ご都

合の良い日にご予約ください。」と連絡をしてくるのはこのＮ歯科医院だけです。 

 

初回のビジネスが成立した後にも、積極的に「保守管理」で売上げを上げて

いるわけです。 

これって地元密着型の他のビジネスでも応用できますよね。 

 

例えば・・・ 

 

「髪の調子はいかがですか。夏場の紫外線で髪にダメージが残っていませんか。

そろそろ髪のメンテナンスの時期ですね。」 

「衣替えの季節です。そろそろ夏物のお洋服のクリーニングの時期ですね。 

来週から期間限定で夏物衣料クリーニングが 10％割引きとなります。」 

「寒くなりましたね。お鍋に合う日本酒の御用意はお済みですか。」 

「お茶の美味しい季節となりました。前回お届けしたお茶が無くなっている 

のではないでしょうか。現在、無料宅配キャンペーンを行なっております。」 

「その後、当社で設置させて頂いた床暖房の具合はいかがでしょうか。 

只今、点検キャンペーン中です。ご都合の良い日をお知らせ下さい。 

また、春に向けてお家の花粉症対策サッシの設置キャンペーンも合せて実施中

です。」 

「長い冬が開け、やっと春らしくなってきましたね。今がお家の点検や改築に

絶好の季節です。」 

「先月は紅茶をお求め頂きありがとうございました。そろそろ新しい紅茶が必

要な時期ではありませんか。」 

等など・・・。 

 

「一粒で何度でも美味しい！」ビジネスはビルやコピー機の専売ではありま

せんね。 

きっとどんな業種でも使えるはずです。 
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12.特選！お買い得！金賞受賞   

 

ＴＶを見ていたら「日本一明るい経済新聞」という名前の新聞を発行して

いる会社の社長さんが出ていました。 

「日本一明るい」って比較のしようがないけど、何となく 

「そうかぁ、日本一明るいのか・・・。面白そうな新聞だなあ。」 

って思ってしまいました。 

 

下の一番左の写真は展示即売場で販売していた塩辛です。 

 

 

 

 

 

 

 

何種類かの塩辛が陳列してある中で、一つのパッケージには「特選」というシ

ールが貼ってありました。 

「そうかぁ、特選なのか・・・。美味そうだなあ。」と思って、「これ頂戴っ！」

と言ってしまいました。 

 

真ん中の写真はスーパーで見つけたポテトサラダです。 

「お買得！」というシールが貼ってありました。 

「そうかぁ、お買得なのか・・・。他のよりお徳なんだろうなあ。」と思って、

カゴに入れてしまいました。 

 

右の写真は飲食店で見かけたメニューです。 

一番上に書かれている「カフェルカ ホット」の下には「金賞受賞の美味しい

シアトルコーヒー」と書かれていました。 

「そうかぁ、金賞受賞なのか・・・。きっと美味しいんだろうなあ。」と思って、
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注文してしまいました。 

 

まあ、私が「単純な人間だから」と言ってしまえば、それまでなのですが、

私は自分の事を「フツーの４０代」だと思っています。 

 

だから、世の中のフツーの人も同じように 

「そうかぁ、特選なのか・・・。美味そうだなあ。」 

と思う人も多いでしょうね。 

 

 さて、あなたは自社の商品やサービスには特選シールが貼ってありますか？ 

 

 

 

13.当選した人にフォーカスする  

 

「人はある行動をおこしたいと言う欲求を持つためには、誘因というものが

非常に重要になります。わかりやすくいえば、「それがどれだけ誘惑的なことか」

ということです。そして、どれだけ誘惑的かは、その誘因の「価値」と「期待」

がかかわってくるのです。」（『相手の心理を自在にあやつる技術』（日本実業出

版社/大和まや著）170 ページより抜粋） 

 

つまり、行動することによって得られる価値と期待が高ければ、人間はその

行動を起す確率が高まる、ということになります。上述の本の中では、この事

例として「宝くじ」を挙げて次のような解説を加えています。 

 

「販売しているほう（宝くじ販売サイド）は、必死に「当たった人はこんな

人」とか、「ここは当選が出た売場！」とアピールします。その数万倍はいる「ハ

ズれた人はこんな人」とか「ここはハズレが出た売場」という宣伝は、絶対に

しません。・・・（中略）・・・このように、何かが誘惑的に見えるためには「価

値」と「期待」が最も重要だということが、わかってもらえましたか？」（『相

手の心理を自在にあやつる技術』（日本実業出版社/大和まや著）171 ページより

抜粋） 

 

そうですよね。「宝くじの当たった人：宝くじの当たらなかった人」＝「極少
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数：大多数」のはずですが、「ここは大半の人がハズレる宝くじ売場です」とは

ＰＲしません。ダイエット用食品でも、健康食品でも広告する場合には「こん

なに痩せました！」とか「元気一杯になりました！」という声が掲載されます

が、一方には「あまり変わらない（効果が少ない）」という人が大勢存在するは

ずです。だから、もしあなたも見込み客に「行動」して欲しいと思うなら、『商

品やサービスの「機能」や「価格」をメインに訴求するのではなく、「当選した

人」「痩せた人」「元気になった人」に焦点をあて、見込み客の心の中に大きな

「価値」と「期待」を抱かせるような商品ＰＲが必要である』ということにな

ります。 

 

 

 

14.「あんたは商売人だねえ！ 」 

 

「キャンディー・ショップに行って五百グラム分のキャンディーを注文した

とする。 

店員はキャンディーを多めにつかんでハカリに乗せ、一個ずつ取ってちょうど

五百グラムになるように調整する。 

客はどういう気分になるだろうか。損をしたような気分になるはずだ。・・・（中

略）・・・ 

賢い店員は加算方式を使う。つまり、まず、少なめの分量のキャンディーをハ

カリに乗せて、次に、目盛りが五百グラムを指すまでキャンディーを何個か加

える。 

客はキャンディーを多めにもらったように錯覚するから気分よく感じる。 

どちらのやりかたでも同じ五百グラムだ。 

しかし、分量を調整する仕方が大きな違いを生む。・・・（中略）・・・ 

事業を成功させる人は、売り上げを伸ばすために気前のいい独自の加算方式を

探し求める。 

雑誌の定期購読をすれば電卓が無料でついてくる、スーパーマーケットで半額

セールをする、というのがその実例だ。」 

（「大金持ちになる人の考え方」デイビット・Ｊ・シュワルツ著 ダイヤモンド

社 １２０、１２１ページより抜粋） 
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確かにお惣菜の計り売りをしているお店で、最初にハカ

リに惣菜を多く載せて減らしてから五百グラムピッタリ

に計量されるより、最初は少なめにハカリ載せておいて、

付け足して、さらに五百グラムを少し超えるように盛って

くれると、「得をした感じ」がしますね。 

 

 

私は家電店でプリンタを買って、印刷用紙をプレゼントされたので、 

「得をした感じ」がしたことがあります。 

 

駅ビル内のあるスーパーの惣菜売り場で買い物をした時にハカリの目盛りが

最初からマイナス表示になっていたので、 

「得をした感じ」がしたことがあります。 

 

地元にあるタラバガニの販売店ではカニを買うと、 

「これはオマケだよ」 

と言いながら必ず買ったのと同じ数だけ余計にカニを袋に入れてくれます。 

だからいつも「得をした感じ」がします。 

 

「そんなの実際にはその分が価格に上乗せされているから、得じゃないよ！」

という人は、頭の良い理性的な人です。 

 

でも・・・商売人には向かないかもしれません。 

商売ではお客様が「得をした感じを抱く」ことも重要なことなのです。 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 All Rights Reserved.   
 

- 24 -

15.自己知覚による態度変容 

 

「日頃は当社の製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。この度、日頃

のご愛顧に感謝して素敵な※※※をプレゼントさせて頂きます。ご希望の方は

ふるってご応募ください。なお、ご応募の際には必ず当社の商品についてのご

感想をお寄せ下さい。ご感想をお寄せ頂いた方の中から抽選で○○名様に素敵

な※※※をプレゼントいたします。」 

と、いったプレゼントキャンペーンがよく行なわれています。このキャンペー

ンの目的って分かりますか？ 

 

これは既存客とのつながりを継続する、商品作りにお客様の声を活かすとい

った目的の他に、自己知覚による態度変容という効果も期待できます。 

 

「ご応募の際には必ず当社の商品についてのご感想をお寄せ下さい。ご感想

をお寄せ頂いた方の中から抽選で○○名様に素敵な※※※をプレゼントいたし

ます。」と言われて、大抵の人はその商品の「良い点」や「素晴らしい点」を中

心に感想文を書くはずです。 

 

これは小学生が夏休みの目標を紙に書いて先生に提出する、会社員が今期の

目標を上司に提出するのと同じです。 

「書いたこと」が「自分が考えていること」になるのです。 

つまり、「御社の商品はとても使い勝手がよく、生活が豊かになりました。あり

がとうございます。」といった感想文を 

書くことにより、自分が書いたその文章に自分の心が影響を受けるのです。 

 

もし、今まで「この商品はちょっと高いなあ」とか「この商品はパッケージ

がイマイチだなあ」と思っていたとしても、 

プレゼント欲しさに「御社の商品はとても使い勝手がよく、生活が豊かになり

ました。ありがとうございます。」と、自らの手でその会社やお店の商品に対し

て肯定的な内容の意見や感想を書くことにより、「私はこの会社（お店）の商品

を高く評価している。」という自己認識が起こるのです。 

 

だから心理学的には「どんなことでも結構です。当社の至らない点をお聞か

せ下さい。」というアンケート方法は、自社や自社商品の改善点を発見するには
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役立ちますが、それとともにお客様の心の中に自社や自社の商品に対してマイ

ナスイメージを構築することにもつながります。 

 

「ご意見をお聞かせ下さい」といったアンケートの使い方には注意が必要で

すね。 

 

 

 

16.縁起物 

 

あるお土産物屋さんで五円玉が埋め込んである黄金の小判を見つけました。

縁起モノ・グッズです。 

（↓ちょっと写真が小さい！けど、黄金色の小判に五円玉が埋め込んであるの

です。） 

 

私、こういうの好きなんで、早速手にとってみました。 

「ふーん、面白いねえ、これ。いくらで売ってるのかな

あ？」 

と思い、値段を見ると「４２０円」でした。 

 

うーん、この値決めはどうなんでしょうか？ 

おそらくこういった縁起モノを買う人って「これを持っているといいことがあ

りそう」とか「縁起が良さそう」とか「運が開けそう」と思って、購入を決め

ると思います。 

 

縁起モノなのに「４２」という数字は私的には納得できないですね。 

私なら「７７７円」で売ります。 

「おっ！これ安い！買おう！」ではなく、 

「おっ！これ！縁起よさそう！いくらだ？７７７円だ！ 

おーっ、値段まで縁起がいいぞ！」という値決めの方が良いと思うのですが・・・。 

 

こういった商品に興味を示す人は「金属板に埋め込まれた５円玉」を買うの



Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 All Rights Reserved.   
 

- 26 -

ではなく、「縁起」を買うのです。 

「値段が安い」から買うわけではありません。 

この小判が７７７円であっても買う人は買います。 

 

もし、ワンコイン（５００円）で買うことのできる値決めをしているのだと

しても、私なら価格を税込みで４５５円にします。そして、ＰＯＰには 

『この開運小判は５００円玉でお買い求め下さい。 

始終ご縁（４５円）をお渡しいたします。』 

といったメッセージを添えます。 

これが縁起モノ・グッズ好きをターゲットにした売り方だと思います。 

 

以前、出張時に都内の下町にある定食屋で食事をしました。 

お会計をしようとレジに行ったら、 

「ありがとうございま～す。税込みで７７７円で～す。」と言われたことがあり

ます。 

 

レシートにも「７７７」と印字されていました。 

何だか「ラッキー！」と思った経験があります。 

このお店は絶対に！意図的に価格設定をしていますね。 

 

どうせ売るなら、買い手が気分良くなるように売りましょう！ね。 

 

 

 

17 つぶれた梅 

 

車を運転しながらラジオショッピングを聞いていました。 

その日の商品は「紀州南高梅 つぶれ梅」でした。 
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「今回のご紹介は、梅を漬ける時に樽の底に出来るつぶれた梅です。 

このつぶれ梅は形は悪いのですが、樽の底でじっくり付け込まれたそのお

味は抜群！！ 

今回ご用意した梅は契約農家に無理をお願いして特別に取り揃えてもら

ったものです。 

紀州南高梅つぶれ梅のお申込は・・・」 

といった内容で商品紹介を行なっていました。 

 

家に帰って調べると皮が薄く、大粒・肉厚で果肉もたっぷりの南高梅は「梅」

の一流ブランド品なのですね。贈答商品として人気のようです。 

でも、南高梅は皮が薄いため樽の底の方に漬け込まれた梅は皮が破れ、形が

つぶれるのだそうです。 

さすがに「つぶれた梅」はギフト用にはならないので、通常選別の際に取り除

かれるのですね。 

 

でも、ギフト商品として使えなくてもその味は贈答用の梅と全く同じ。 

贈答用にはならなくても、自分が食べる分には何の問題もないわけです。 

通常、選別の段階で取り除かれ日の目を見ることのない梅だったものを、「南高

梅」のブランド名を残したまま「つぶれ梅」として商品化したわけです。 

 

普段、お客様の目に触れることのない梅を 

「形は悪いのですが、樽の底でじっくり付け込まれたそのお味は抜群！ 

今回ご用意した梅は契約農家に無理をお願いして特別に取り揃えてもらったも

のです。」 

という切り口、ストーリーによって見事に「商品化」した好例です。 

 

やはり、「モノは言い様」です。  
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18.広告を目にした人の全てがその広告を読むはずがない  

 

「広告は数百万人の目にさらされるが、関心を引くべき相手はその一部にす

ぎない。 

それは大きな集団かもしれないし、小さな集団かもしれない。 

いずれにせよ、その集団に狙いを定め、その集団の心をつかむ見出しを考えよ

う。 

コルセットの広告を作成するなら、男性と子供のことを考える必要はない。 

タバコの広告を作成するなら、非喫煙者に用はない。 

女性はかみそりの広告に興味を持たないし、口紅の広告が男性の関心を引くこ

ともない。 

広告を目にした数百万人が数百万人とも広告を読み、その商品が自分の関心に

合うかどうか 

を検討してくれるなどど考えてはいけない。 

人々は見出しやイラストを一瞥するだけで、読むか読まないかを決定する。 

関心を引きたい相手に集中し、後は無視することだ。」 

（「広告マーケティング２１の原則」クロード・Ｃ・ホプキンス著 翔泳社 ３

８ページより) 

 

これだけマーケティング本が氾濫しているにも関わらず、自社でチラシやＤ

Ｍ、サイトといった広告媒体を作る段になると、老若男女幅広いターゲットに

訴求しようとする人や、ターゲットや訴求ポイントがあいまいなまま、広告物

を作成する人が世の中には多いですね。 

 

私の作るサイトは長い文章構成が多いのですが、最終ページまでの閲覧率は

約１０％程度です。だから文章の最後の最後まで全部読み切る人は１００人中

で４、５人程度だと思います。 

だから、アクセスした１００人中９５人は最後まで読まないのです。 

もったいないですね。・・・でも、私はそれが「正解」だと思っています。 

 

インターネットではサイトアクセス者のうち１％が購入に至ると、「コンバー

ジョン１％のサイト」と言われます。これはかなり優秀なサイトになります。 

だから、ターゲットと訴求ポイントが明確になっていればいるほど、最後まで
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読む人は少なくなって当然なのです。 

 

「みなさーん、聞いてくださーい。当店には若い人からご年配の方まで幅広

い層のニーズに応える商品がたくさんあります。化粧品からアクセサリ、靴、

かばん、衣料品、レジャー用品、日用雑貨、食べ物、贈答品まで何でも取

り揃えていまーす！どうぞ全部見ていってくださーい！！」 

という訴求だと、多くの見込み客が獲得できそうですが、これが出来るのは資

本型のビジネスが展開できる企業だけです。 

具体的には商社やデパートやスーパーのような資本を投下して利益を生み出す

企業の採用する戦略です。これは経営資源の限られた小さな会社やお店、ネッ

トショップの採用する戦略ではありません。 

 

経営資源の限られた小さな会社やお店、ネットショップは 

「都内に住む小学校高学年の男の子がいらっしゃるお父さんへ！ 

たった半日でお子さんが思わずお父さんを尊敬してしまうコミュニケーショ

ン方法ってご存知ですか？」 

といったターゲットと訴求ポイントを絞った広告展開が必要です。 

このようなターゲットと訴求ポイントを絞った広告展開だと、「女性」「独身

者」「女の子を持つ親」「４０代以降の親」「高齢者」はまずこの広告に目を止め

ません。でも、仕事に忙しくて、最近、子供とのコミュニケーションが取れず、

親子の会話も少なく、子供がどんどん自分から距離を置き始めたことを心配し

ているお父さんがこの広告を目にしたら、きっとこの広告に興味を示すはずで

す。 

 

自社のターゲットは誰なのか、ターゲットは何に悩んでいるのか？ 

ターゲットはどんなことを必要としているのか？ 

ターゲットとなる彼はどんな言葉に反応するだろうか？ 

彼はどんなイラストや写真に興味をそそられるのだろうか？ 

彼はどんなストーリーに惹かれるのか？ 
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彼はどんな会社を信用するだろうか？ 

彼がその問題を解決できるために支払う金額はいくらまでか？ 

彼はどんな方法で私たちに接触したいと考えるだろうか？電話？メール？ＦＡ

Ｘ？ 

携帯？彼はいつこの広告を読むだろうか？朝？昼？夜？会社で？電車で？家

で？ 

・・・・といったことに対する答えを「広告媒体」あるいは「広告媒体群」に

盛り込むのです。 

 

だから「彼以外」の「その他の万人」はその広告に目を止めないし、「彼以外」

は最後まで読まないはずなのです。 

そして、そこまでターゲットである「彼」に向かって訴求しないと、その広告

は「彼」の心に訴求できないのです。 

 

冒頭で引用した「関心を引きたい相手に集中し、後は無視することだ。」とい

う文章は実は８０年以上前に書かれた文章です。 

昔から効果的な広告の「本質」は変わらないのです。 

 

 

 

19.話の聞き方  

 

銀座をブラブラしていていたらお腹がすいてきたので、デパートのレストラ

ン街に行きました。 

私は蕎麦屋を見つけ、ザル蕎麦と蕎麦の実の雑炊セットを頼んで席に着きまし

た。 

 

まだ１１時を少し過ぎたところでお昼にはちょっと早かったためか、店内に

はお客さんが私の他には１人だけ。 

 

しばらくすると小奇麗な身なりの年配の男性と着物姿の女性が店に入ってき

ました。 

２人は私の席からちょっと離れた真正面に座ったので、何となくその２人を見

ていました。 

・・・どうやら近くのお店の女将とお客さんのようです。 
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お客と思われる年配の男性が何かを話し始めました。 

席が離れていたので話の内容は私には分かりませでしたが、男性が話している

時の、女将と思しき女性の話の聞き方と姿勢を見て私は感心してしまいました。 

 

女将と思しき女性は 

・前のめり気味に上半身を乗り出し、 

・男性の目をじっと見つめ、 

・常に男性の話に相槌を打ち、 

・終始笑顔で 

話を聞いていました。 

 

もちろん、男性はとても嬉しそうに話を続けています。 

 

この女性は聞き上手ですよね。 

私はその女将の聞く姿を見ながら、自分が相手の話を聞いている時の姿勢や態

度を思い出してしまいました。 

 

「最近の自分は壁や背もたれに身体を寄せて会話して、関心のない話は上の空

で聞いているなあ・・・。 

あんなに相手の目をじっと見て、笑顔で話を聞いているかなあ・・・。 

自分が話し手なら、あんな風に熱心に聴いてくれると嬉しいだろうなあ・・。」

と。 

 

巷には「コミュニケーション能力の高め方」みたいなノウハウが氾濫していま

すが、この女将の話を聞く姿勢の方が、 

よほどビジネスの役に立つかもしれませんね。 
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20.女性心理 

 

写真はちょっと前に新聞で見かけた記事です。 

 

 「いったい人は何故恋をするのか」といった

テーマについて書かれているのですが、 

記事の中で「男性と女性では恋愛に求めるもの

が違う」ということに関して 

面白い文があったので紹介します。 

 

 

 

 

「男性が女性を喜ばせようと思っておしゃれな店に連れて行く場合、 

当日サプライズで行くよりも、3週間前から予告して楽しみにさせた方が 

女性は喜びが大きいんです」 

（朝日新聞 平成 19 年 1 月 19 日 生活面記事より引用） 

 

 

フム、フム・・・。 

そうだとすると女性向けのビジネスの場合には 

「申込→即商品渡し（またはサービスの実施）」 

というより、 

「申込→時間の経過→商品渡し（またはサービスの実施）」 

という流れの方が満足度が高くなるのかもしれないなあ・・・なんて、考えて

しまいました。 

 

 

そういえば私や義弟や実父は料理を注文してから、すぐに出てこないとイラ

イラしてしまいますが、義母や奥さんや親戚のオバサンは料理が出てくるまで

楽しそうに話をしています。 

旅行に行く時も義母は下調べしたり、計画を立てている時からずっと楽しそう

に旅行の話をしています。 
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女性の方が「商品が手に入るまでの待つ時間を楽しむ」のかもしれません

ね。そうだとすると、女性客をターゲットにする喫茶店の場合には、注文して

即コーヒーを提供するより、豆を選んで、カップを選んで、ゆっくりドリップ

して、その間にスイーツを選んでもらって、しゃべりをしてからコーヒーを席

に運ぶ方が「満足度は高まる」ことになります。 

 

 

また、商品を提供するビジネスの場合にはあえてその場で商品を渡すのでは

なく、 

 

 

「お申込誠にありがとうございました。 

商品はあなた様のために製造されたばかりのものを直接本社から取り寄せを行

ないます。○月○日にはお渡しできると思います。」 

 

 

と「商品を渡すまでの時間の経過」を意識的に創りだした方が満足度は高まる

のかもしれません。どう思います？？  
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お金をかける前に頭と身体と仲間を使う 

 

以上、ここまでに低コストで実行できる街中で見つけた商売・ビジネス成功

のための２０のヒントを紹介させて頂きました。「なるほど！これならウチでも

できる。」と感じたものがあればすぐに実行に移してみて下さいね。 

 

 

 私は広告代理店に勤務した経験があり、独立後は広告制作・販促企画会社立

ち上げ、４０歳を過ぎてからはインターネットを使って仕事をしています。そ

のためお金をかけないでできる「新規客の集め方」「客単価の上げ方」「再来店

の仕組み」を知っています。 

 

 

そのノウハウを全国の商工会さんの講演会に呼ばれて「お金をかけずに売上

を伸ばすためのノウハウ」としてお話をしますが、多くの参加者の方は最初の

うちは「お金をかけても売上が上がらないのに、お金をかけないで本当に集客

できるのか？」と半信半疑なまなざしで私の話を聞いています。 

 

 

でも、私が話し始めて１０分、２０分と経過すると会場のあちこちでペンを

片手に盛んにメモをする人が増えます。姿勢が前のめりになってきて眼が真剣

になってきます。そして、講演の最後に私にこう言う方が多くなります。 

「今まではお金をかけないと集客できないと思っていたけれど、今日はびっく

りです。驚きました。」 

 

 

小さな会社やお店を経営されている方の多くは「印刷会社や広告代理店に頼

んでお金をかけて広告」したり、「企画会社にお願いしてコストのかかるイベン

ト」を実施したり、「プロに頼んだ高度なプランニング」をしないと集客できな

いし、売上が上がらないと思っています。 

 

でも、それは間違いです。 

だって、考えてみると分かりますが印刷会社の営業マンも広告会社のデザイナ

ーやコピーライターも、企画会社のプランナーも“商売をした経験がない”の

ですから。 
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 商売と経営の経験がない人たちが作った広告やイベントで収益の上がるよう

な集客ができるはずがないのです。 

 

 

 だから、彼らはよくこう言います。 

 

 

『何度も繰り返して広告して認知度を上げましょう。何度も印刷して折り込み

しましょう。』 

 

『売上はともかく集客としては成功です。これでイメージアップにはなってい

ます。』 

 

 

 ということはこういった広告やイベントを続ける限り、あなたの会社やお店

は儲からず、儲かるのはいつでも制作会社や企画会社になります。 

 

 

 もう一度、大切なことを言いますのでよく聞いてくださいね。 

 

 

印刷会社の営業マンも広告会社のデザイナーやコピーライターも、企画会社の

プランナーも“商売をした経験がない”のですから。商売と経営の経験がない

人たちが作った広告やイベントで収益の上がるような集客ができるはずがない

のです。 

 

 

そして、 

 

 

お金をかけなくても「新規客を集め」「客単価を上げ」「再来店を促進」するこ

とは可能です。 

 

 

それは私自身が独立後２０年以上にわたって経験してきたことであり、また

私の講演を聞いたり、私のセミナーＤＶＤを観て実際に実行して成果を上げて
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いる人がたくさんいることからも分かります。 

 

 

 実は経営者にとって「印刷会社や広告代理店に頼んでお金をかけて広告」し

たり、「企画会社にお願いしてコストのかかるイベント」を実施したり、「プロ

に頼んだ高度なプランニング」をしないと集客できないし、売上が上がらない

と思うことは楽（ラク）なのです。 

 

 

 だって、そう思い込めば「集客できない、売上が上がらない原因は自分以

外にある」ということになりますから。 

 

 

 「お金をかけないと集客できない、売上があがらない」というのは経営者が

自分の頭で考えて、手足を動かして、智恵と仲間を総動員して動いていないと

いう証拠です。 

 

 

 このレポートでは街中で見つけたちょっとした儲けのヒントを取り上げまし

た。どれもほんのささいなこと、取るに足らないことです。 

 

 

 でも商売繁盛の秘訣は誰にも出来ない特別なことを行うことによってもたら

されるのではなく、誰でもできることを誰もやれないくらいやることによって

もたらされます。 

 

 

 お金をかければ・・・もっといい社員がいれば・・・もっと開発力があれば・・・

もっと人脈があれば・・・売上があがるわけではありません。 

 

 

 古今東西、会社やお店の経営を軌道に乗せるには「新規客を集める」「客単価

を増やす」「継続購入の頻度を高める」という３つの方向をしっかりと見据え、
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この方向の中で自社にできることでコストをかけないでできることをコツコツ

と継続する以外に方法はありません。 

 

 

 あなたも「お金をかけないと集客できない」「コストをかけないと売上は上が

らない」「どこかに儲けの秘密が転がっているはずだ」などと思わずに、自社で

できるコストをかけない「新規客を集める」「客単価を増やす」「継続購入の頻

度を高める」方法を真剣に探してください。 

 

 

 あなたのご商売の繁盛を願っています。 

最後までお読み頂きありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【講演収録セミナーＤＶＤ】 

『お金をかけずに売上を伸ばす！ 

７つの広告宣伝・販促ノウハウ』 

 
 
 
 
 
お金をかけない、あるいは低コストで今日から実施できるノウハウとアイデア

場満載のセミナーＤＶＤにご興味のある方は下記へ。↓ 

http://www.howtosuccess.info/dvdsale/dvdindex.html 

http://www.howtosuccess.info/dvdsale/dvdindex.html
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■酒井とし夫プロフィール（以下、書籍のプロフィール欄から抜粋） 
酒井とし夫 
１９６２年４月１０日生まれ。新潟在住。

現在、マーケティング＆トレーディングカ

ンパニー「ファーストアドバンテージ有限

会社」代表取締役。立教大学社会学部卒業

後、中堅広告代理店勤務。その後、広告制

作会社を設立。以降、広告制作、モデル派

遣事業、撮影ディレクション、アイデア商

品販売、キャラクターグッズ販売、露天商、

パソコン家庭教師派遣事業、パソコン・ス

クール事業、トレーディング・インストラクション事業、インターネット通販、

コンサルティング事業等数々のビジネスを立ち上げる。 
ビジネスやトレーディングに関する E-Book やマニュアル、ＣＤ、セミナーＤＶ

Ｄを５年間で１万３９００本以上販売した情報起業家として、また、小さな会

社の経営者や起業志望者を応援するコンサルタント、アドバイザー、講演者と

して大いに注目されている。 
 
読者数２万６千人（２０１０年０６月現在）を超える殿堂入り人気メルマガ「１

分で学ぶ!小さな会社やお店の集客・広告宣伝・販促」の作者として、月間ＰＶ

１万５千人超えのブログ「集客方法とキャッチコピーと広告宣伝の秘訣」のブ

ロガーとしても活躍。出版書籍の「小さな会社が低予算ですぐにできる広告宣

伝心理術」（日本能率協会マネジメントセンター刊）はアマゾン書店でマーケテ

ィング部門１位を獲得。そして、「売れるキャッチコピーがスラスラ書ける本」

（日本能率協会マネジメントセンター刊）も広告宣伝部門第１位を獲得。 
 
 
メルマガ「１分で学ぶ!小さな会社やお店の集客・広告宣伝・販促」 

http://www.mag2.com/m/0000257876.html 

ブログ「商売心理学」 

http://ameblo.jp/admarketing/ 

ツイッター 

http://twitter.com/to_shi_o 


