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『ニュースレターを出せば新規客の獲得が楽になり、既

存客に喜ばれることは分かっている。でも、そのニュー

スレターが書けない・・・。』 

そんな、あなたに法人営業に利用する企業が増えている効果

的でカンタンなニュースレターの作成法をお教えします。 

 

こんにちは、酒井とし夫です。初めての方もいらっしゃると思いますの

で、最初に６行だけ私の自己紹介をさせてください。私は広告・販促・

印刷に関わる業界で２０年近く仕事をしてきました。下記の広告・販促

関連の本も出版しています。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、メルマガでは「商売繁盛心理学」を発行しています。現在、２万人超えの読者の

方がいます。 

 

そして、全国の商工会議所や法人、会計事務所で中小企業向けに経営戦略・集客・

広告・販促に関しての講演会を行っています。 

  

 

 

 

 

このレポートはそんな私が法人営業を行っている小さな会社やお店のために書きまし

■Amazon マーケティング部門 

第１位獲得 

■Amazon 広告部門 

第１位獲得 

■中国語翻訳版 

中国科学技術社刊 
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た。 

 

おそらくこのレポートをお読みのあなたは私の書籍や、メルマガ、あるいはブログや講

演会からこのレポートのことを知り、お読み頂いているはずです。 

 

そのため、すでにご存知だと思いますが、今、急成長している会社やお店の多くがお

客さんにニュースレターを定期的に配布しています。 

 

でも、実はその多くは自社でオリジナルのニュースレターを 

作成しているわけではありません。 

 

ニュースレターを出せば新規客の獲得が楽になり、既存客に喜ばれることは分かって

いますが、毎日の仕事が忙しくて定期的にニュースレターを作っている時間がないか

らです。 

 

そのため、多くの会社やお店はテンプレート（ひな形）を利用しています。ニュースレタ

ーのテンプレート（ひな形）とは、予め用意されたひな形のネタを使用しながら、自分

のあいさつ部分だけを自作して、自社のニュースレターとして発行しているのです。 

完成までの時間は毎月わずか１０分～２０分程度です。 

 

 

右の写真はある会計事務所が顧問先企業に配布

しているニュースレターですが、これはテンプレー

ト（ひな形）を利用して作成しています。 

 

そして、世の中にはこのような企業向けのテンプ

レート（ひな形）を提供している会社があるので

す。 

 

インターネットで「ニュースレター テンプレート」で検索すると、テンプレート（ひな形）

を提供している会社を調べることができます。 

 

そして、このようなテンプレート（ひな形）はワードやエクセルで提供されていることが

多いのですが、あなたは「自社用に書き込む部分（社名や発行人名、あいさつ部分の
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記事）」だけを書き込めば、他の原稿部分は書かなくてもよいのです。 

例えば、あなたがＡ４裏表のニュースレターのテンプレートを利用した場合には、あな

たが書き込むのは下記の赤い文字で示した部分だけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは「あなたが書き込む部分」と表記されているあいさつを書き込む箇所と、裏面

の「会社データ（会社名や住所や電話番号等）」欄を記入します。 

 

 

それ以外は予め記事が書き込まれているので、これをそのまま「自分のニュースレタ

ー」としてお客さんへ配布できるのです。これが一般的なテンプレートの使い方です。 

 

 

このようなテンプレート（ひな形）を利用するとあなたが「忙しくて時間がない」場合でも

「ネタが続かない」場合でも、定期的にニュースレターを継続して発行することが可能

になります。 

※但し、注意点がありますので、それは次ページで説明します。 

 

 

定期的にニュースレターを発行している会社の多くがこのようなテンプレート（ひな形）

提供サービスを利用しています。このようなサービスはおおよそ月々１万２千円～２

万円程度のサービス料金で利用することが可能ですから、手間と労力を考えたら非

常に割安です。 

 

会 社 デ ー タ を

記入する部分 

あなたが 

書き込む部分 

予 め 書 き 込 ま

れている原稿 

表面 裏面 
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但し、法人を相手に営業を行っている会社やお店がテンプレート（ひな形）を利用する

場合に注意すべき点がいくつかありますので、それを次に説明します。 

 

 

■あなたや社員の方がテンプレート（ひな形）を利用する際の注意点 

あなたやあなたの会社の営業マンの方、社員の方がこのようなニュースレターのテン

プレート（ひな形）サービスを利用する場合には注意すべき点があります。それは次

の３点です。 

 

この３点はとても大切なことなのでそれぞれについて詳しく説明しましょう。まず、①に

ついて説明します。 

 

あなたもインターネットで調べると分かりますが、実はテンプレート（ひな形）を提供し

ている会社の多くが「工務店向けのニュースレターのテンプレート」「病院向けのニュ

ースレターのテンプレート」「主婦向けのニュースレターのテンプレート」というように特

定の業種やターゲットに向けたテンプレートを発行しています。 

 

当然ですが「工務店向けのニュースレターのテンプレート」は主に「工務店」が地元の

①自社のターゲットとするお客さんが喜ぶ記事、お客さんに役立つ記

事、お客さんが欲しがる記事が書き込まれているテンプレートサービスを

選ぶこと。 

 

②月に２～４回配布できるネタがあるテンプレートサービスを選ぶこと。 

 

③テンプレートは「会社通信」ではなく、「個人通信」として配布すると好

意の形成に効果があるので、差し替え部分には「営業マン一人ひとり」

のプロフィールや写真が書けるようになっているサービスを選ぶこと。 
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見込み客や既存客に向けて配布するものですから、ニュースレターの配布ターゲット

は家族になります。そのため、テンプレートに予め書かれている「記事」は生活ネタや

子どもネタになります。 

 

同様に「病院向けのニュースレターのテンプレート」は主に「歯科医」や「内科医院」な

どの開業医が地元で配布するものですから、ニュースレターの配布ターゲットは高齢

者や子どもを持つ親になります。そのため、テンプレートに予め書かれている「記事」

は健康ネタや子どもネタになります。 

 

「主婦向けのニュースレターのテンプレート」は美容室などが主婦向けに配布するも

のですから、テンプレートに予め書かれている「記事」は料理ネタやファッション、芸能

人ネタになります。 

 

ここであなたに注意して頂きたいのは次のことです。 

 

 

それでは、あなたの取引先のように様々な 

業界に属するお客さんに役立つネタとしては 

どんな内容の記事が良いのでしょうか？ 

 

それは「広告」「販促」「マーケティング」「経営戦略」「社員教育」「ビジネス心理」といっ

たネタになります。 

どんな業種であってもどんな職種であってもこれらの分野に関するビジネスネタは必

要な情報だからです。 

『法人営業を行う会社（印刷会社、制作会社、広告代理店、保険代理

店、税理士事務所、行政書士事務所等）の取引先企業の業種は多岐

にわたるのでどんな業種の取引先でも役に立つ情報をネタにしなくては

いけない。 
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例えば、簡単な事例を挙げると次のようなビジネスネタです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のような「広告」「販促」「マーケティング」「経営戦略」「社員教育」「ビジネス心理」

といったビジネスネタは小売店でも、メーカーでも、IT 企業でも、工務店でも、会計事

務所でも、人材派遣会社でも、建設会社でも、スーパーでも、飲食店でも「どんな業種

『一番』 

質問です。「日本で一番高い山は富士山ですが、二番は？」 

質問その２です。「日本で一番大きな湖は琵琶湖ですが、二番は？」 

 

さて、あなたは答えが分かりますか？この質問をすると３０人に一人くらい正解を答えま

す。でも、ほとんどの人は答えられないです。それほど二番手というのは印象に残らない

のですね。そして、相手の印象に残るためには「一番であること」が大切だという事が分

かります。 

 

ということは「当社は印刷品質には絶対の自信があります。」と言うよりも、「当社は新潟

県で一番北に位置する印刷会社です。」の方がお客さんの印象に残ることになります。 

 

日本で一番北に位置するなら北海道の宗谷岬に会社がないとだめですが、「埼玉県で

一番北にある人材派遣会社です。」「長野県で一番北にある旅行会社です。」なら、「限

られた（限定された）条件」の中では「一番」と名乗ることができます。このように限られた

条件の中で一番であることを「限定条件下の事実」と言います。だから、あなたの会社や

お店の「一番」を探して、それを自社のキャッチフレーズに使うとお客さんの印象に残り

やすくなるわけです。 

 

「でも、ウチみたいな小さな会社にナンバーワンなんて無いよ。」という方がいますが、全

国で一番でなくてもいいのです。村で一番でも良いのです。商品の品質が地域で一番で

なくてもいいのです。お辞儀の角度の深さ、社歴が市で一番でもいいのです。従業員数

一番でも、メニュー数が一番でも、狭さが一番でもいいのです。 

 

小さなことでもいいから自分で「一番」「ナンバーワン」を作ってそれを訴求すると、あなた

の会社やお店は富士山や琵琶湖のように相手の印象に残ります。小さなナンバーワン

を目指しましょう。 

（※ちなみに冒頭の質問の答えは・・・「北岳」と「霞ヶ浦」です。） 

 



 

Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 酒井とし夫 All Right Reserved. 8 

でも役立つビジネス情報」になるからです。 

そのため、あなたやあなたの会社の営業マン、社員の方がニュースレターのテンプレ

ート（ひな形）サービスを利用するなら、このような「どんな業種でも役立つビジネス情

報」を記事としているサービスを選んだ方が良いということです。 

 

 

次に②の「月に２～４回配布できるネタがあるテンプレート（ひな形）サービスを選ぶこ

と。」について説明します。 

 

法人営業の特性として有望な見込み客の元へは月に１度程度の訪問では、その会

社から仕事を発注してもらう可能性は低くなります。 

 

できれば月に数回は定期訪問をして「おっ！ちょうどいいところに来たね。この見積も

り出せる？」という声が掛かる機会を増やしたいところです。 

 

そのためテンプレート（ひな形）サービスで提供される記事ネタも月に１本ではなく、で

きれば記事ネタが月に２～４本分あるテンプレートサービスを選ぶと、月に何度も営

業訪問を行うきっかけが作れることになります。 

 

 

また、③の「ニュースレターは会社通信ではなく個人通信として配布すると効果があ

る。」という点も大切です。 

 

テンプレート（ひな形）サービスを使うときにありがちな間違いは、ニュースレターの表

面にある「今月の挨拶」といった欄に社長のあいさつ記事や写真を入れたニュースレ

ターを、営業マンがお客さんの所へ配布していることです。これは「会社通信」になり

ます。 

 

しかし、ニュースレターは「会社通信」ではなく、個人を前面に打ち出した「個人通信」

として使用すると営業マンひとりひとりのファンを作るための戦略的な媒体になるので

す。このことについて以下でもう少し詳しく説明しましょう。 

 

 

商品特性が際立っていて、競合と明らかに異なる商品を扱っている会社は別にして 

一般的に法人営業を行う中小企業（印刷会社、制作会社、広告代理店、保険代理店、

税理士事務所、行政書士事務所等）はその取扱商品やサービス自体で他社との差
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別化が非常に難しいのが現実です。そのため「価格競争」が激しくなります。 

しかし、取扱商品やサービス自体で他社との差別化が非常に難しい会社やお店であ

っても成功しているところはあることを差別化要因としているのです。 

それは･･･「人」です。「人」で差別化を行っているのです。 

 

 

分かり易く言うと、お客さんから「あの会社に発注する」とか「価格が安いから仕事を

出す。」という発注の仕方ではなく、 

『佐藤さんに
．．．．．

この仕事をお願いしたい。』 

という発注が増えるということです。 

商品自体で差別化が難しい業種（生保、損保、士業、訪販）でカリスマセールスマンと

なっている人はほとんどが「人」で差別化を行っています。 

 

 

『佐藤さん
．．．．

に
．

この仕事をお願いしたい。』ということはもっと簡単に言うと、お客さんが

佐藤さんという営業マンあるいは担当者個人に対して非常に強い好意や親近感や信

頼感を持っている、ということです。これは新規開拓や既存客のフォローにはとても大

切なことなのでよく覚えておいてください。 

 

 

そして営業マン自身も「佐藤さんにこの仕事をお願いしたい。」という言われ方で仕事

が発生すると、モチベーションが上がり、仕事に取り組む意欲も向上するのです。そ

の結果、仕事の質も高くなり、お客さんに喜ばれ好循環の輪が回転し始めます。 

 

では、あなたは「人間」はどのように相手に対して 

好意や親近感や信頼感を持つようになるのかを知っていますか？ 

 

少し長くなりますが、取扱商品やサービス自体で他社との差別化が非常に難しい会

社やお店にとってはとても大切なことなのでよく聞いてください。 

実は人が好意や親近感や信頼感を抱くためのプロセスを解明した心理学理論があり

ます。この理論を理解したうえで、営業活動や販促活動を行うと、あなたやあなたの

会社の営業マンは取引先の会社の担当者から好意や親近感や信頼感を抱かれるよ
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うになります。それは次の３つの心理学理論です。 

 

この３つの理論をあなたの仕事でも活用できるように一つ一つ分かりやすく解説しま

す。 

 

 

まず、（1）の単純接触効果とは「繰り返しによる出会いが相手に対する好意度を増

す。」という理論について説明します。 

 

１９８２年に心理学者のＲ・Ｊ・モアランドとＲ・Ｂ・ザイアンヌが次のような実験を行ない

ました。女子学生をＡ、Ｂの２つのグループに分けます。Ａグループには１週間に一回

ずつ、４週にわたって同じ男子学生の写真を見せ続けました。 

 

Ｂグループには１週間に一回ずつ、４週にわたって毎週違う男子学生の写真を見せ

ました。 

 

するとＡグループの女子学生は写真の男性に対する好意度が毎週上がっていったの

に対して、Ｂグループの女子学生は写真の男性に対する好意度はほとんど変わりま

せんでした。 

 

つまり、 

｢繰り返しの出会いは相手の魅力や好意に影響を与える｣ 

ということです。 

 

これを単純接触効果と言います。実験をするまでもなく繰り返しの出会いが相手に対

する好意を抱くという人間の性質はあなたも経験から理解できると思います。あなた

も頻繁に顔を合わせる人には、そうでない人よりも好意を抱くはずです。 

しかも特筆すべきことは「実際に会った」のではなく、写真を見せただけでも、その効

人が好意や親近感や信頼感を抱くための重要な 3 つの心理学理論 

（1）単純接触効果 

（2）類似性 

（3）自己開示 
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果があるという点です。さらに、これもあなたにも経験があると思いますが何度も手紙

やメールを送ってくれる人とそうでない人にはどちらに好意を抱くようになるかというと、

これは明らかに前者です。つまり、単純接触効果は「文章だけ」でもその効果はある、

ということです。 

 

だ・か・ら！！ 

あなたやあなたの会社の営業マンや社員の方の顔写真が入っ

たニュースレターをお客さんに届ければ届けるほど、「単純接

触効果」が働き、お客さんはあなたやあなたの会社の営業マン

や社員に好意を抱く確率がぐんと上がるということです。 

 

 

好意を形成する最も簡単で最も効果のある方法は実物でも写真でも良いので「何度

も自分の顔」を見てもらう、ということなのです。 

 

 

次に(2)の類似性を説明します。これも人の好意と親しみの形成に大きな影響を与え

ます。次の言葉はとても大切な言葉なので覚えておきましょう。 

 

『人は自分に似ている人を好む傾向がある。』 

 

人は自分と似ている人に好感を抱きます。例えばあなたが初対面の人と会う場合を

考えてみてください。 

 

相手があなたと考え方も、生まれも、育ちも、趣味も、年齢も違っていれば「話しづら

い」とか「どうも波長が合わない」と感じるはずです。 

しかし、もし相手が「同県出身」「同じ大学出身」「同じ職種」「同年代」「性格が似てい

る」「考え方が似ている」「経歴が似ている」「趣味嗜好が似ている」「ペットが同じ」であ

れば親近感がわくはずです。 

 

 

つまり、人は自分と共通項のある相手に良い印象を持つ傾向があるのです。 

 

当然ですがビジネスにおいてはお客さんから良い印象を持ってもらえたならば、その

後のビジネスの展開がぐんと有利になることは言うまでもありません。 
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そして、実はどんなお客さんであっても、その人とあなたには必ず共通項があるので

す。それは・・・。 

どんなお客さんであっても、その人とあなたには必ず共通項があるのです。それは出

身地、生年月日、そして卒業校、専攻学科、趣味、血液型、家族構成、名前、ペット、

好きな本、生い立ち、考え方、奥さんの名前、好きなアイドル、歌、絵、テレビ番組、読

んでいる雑誌、悩み、座右の銘、モットー、現住所、通勤路線、休日の過ごし方、経歴、

所属部、クラブ活動、感動した映画、尊敬する人、あるいは好きなコーヒー豆の種類と

いった「あなたや営業マン個人に関する情報」の中にあります。 

 

 

お客さんはあなたや営業マンの個人情報の中に共通項を見つけたなら、あなたに好

意や親近感を抱くようになるのです。好意で大げさであれば、「親しみ」と言ってもいい

でしょう。 

 

 

このことを裏付ける証拠として心理学とビジネスの融合を試みたベストセラー「影響力

の武器 実践編」（Ｒ・Ｂ・チャルディーニ著 誠信書房）には次のようなことが書かれ

ています。 

『こうした社会心理学の研究結果から考えられるのは、顧客

からよい反応を得るには、名前、信条、出身地、出身校など

何であれ顧客と類似点のある販売担当者が売り込みをした

方が効果的だということです。』 

（「影響力の武器 実践編」（Ｒ・Ｂ・チャルディーニ著 誠信

書房 １２９ページより） 

 

 

 

だ・か・ら！！あなたや社員の方の具体的なプロフィールが掲載されているニュース

レターをお客さんに届ければ届けるほど、お客さんはあなたやあなたの会社の営業

マン、社員に自分との類似性を見出す確率が高くなり、好意と親近感を抱くようにな

るということです。 

 

 

 

そのため、あなたが配布するニュースレターの表面には 



 

Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 酒井とし夫 All Right Reserved. 13 

「あなた写真と詳細なプロフィール」を入れて 

お客さんの所へ配布すると効果的であるということです。 

 

同様に社内の営業マンのＡさんが配布するニュースレターの表面には「Ａさんの写真

やプロフィール」を入れて、Ａさんが自身がお客さんの所へ配布すると非常に効果が

あることになります。そのため、先ほどから「ニュースレターはあなたや営業マン一人

一人の「個人通信」として作成すると営業活動上とても有利」だと繰り返し述べてきた

のです。 

 

以上、ここまで説明したように、多様な業種企業への法人営業を行う会社でニュース

レターのテンプレートを使用する際には 

 

 

といった点を考慮した方が良いということです。 

 

そして、実は私もこの３点を考慮した法人向けのニュースレター用のテンプレート・サ

ービスの会員募集を行っています。 

 

テスト的に実施した第一次会員はすぐに定員に達したため募集を締め切りましたが、

現在、好評につき第二次会員を募集しています。 

 

もちろん、他社のニュースレター用テンプレート・サービスをご利用頂くのも、私が現在

募集しているテンプレート・サービスをご利用頂くのもあなたの自由です。あなたが、

もし、私のテンプレート・サービスにご興味のある方はこのままお読みください。 

 

 

 

●多様な業種に役立つビジネス記事がある。 

●単純接触効果を生かすために月に２～４回分の記事量がある。 

●好意を形成するために個人通信的なニュースレターとして使える。 
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■ 『酒井とし夫が提供するパーソナル・ニュースレター 

（個人通信）用のテンプレート（ひな形）概要』 

【概要】 

ニュースレターのひな形を毎月あなたにメールでお

届けします。専用サイトからダウンロードしてそのま

ますぐに使用できます。提供するデータは左図のよ

うに、 

（Ａ）「Ａ４サイズで２ページ分を１セット」 

（Ｂ）「Ａ４サイズで１ページ分を３セット」 

の合計４セット分です。 

 

そのためあなたはお客さんの重要度に合わせて 

月に１～４回の営業訪問が可能です。 

 

文章作成が得意な方は毎月第一週目には左上図

の（Ａ）のデータの表面「今月のひと言」欄にあなた

が約４００字分だけご自身で原稿を書き込んでくだ

さい。 

しかし、「忙しくて『今月のひと言』欄さえも自分で書

けないよ。」という方は（Ｃ）の「今月の仕事に役立

つ雑学」あるいはビジネスジョーク記事を予め書き

込んだ表紙も用意してありますのでこれを利用して

ください。（Ｃ）を利用するとあなたは一度だけ社名

や会社データ、名前、プロフィールを書き込むだけ

で今後一切の手間はなくなります。印刷やホチキ

ス止めをしても毎月わずか数分で完成です。 

 

二週目以降のニュースレターは上図の（Ｂ）のデータの下段

にあなたの会社の社名や住所を入れるだけで完成です。 

 

（Ａ）のデータで１セット、（Ｂ）のデータを使って３セット、合計

Ａ４サイズで２ページ分を１セット↑ 

Ａ４サイズで１ページ分を３セット↑ 

（Ａ） 

（Ｂ） 

今月の 

ひと言欄 

会社データ欄 

（Ｃ） 

今月の仕事に

役立つ雑学 
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で４セットのパーソナル・ニュースレター（個人通信）が数分で出来上がります。 

 

全部で４セットのニュースレターが完成しますので、あなたは重要度の高い取引先には毎

週一回持参して営業活動に使い、重要度の低い取引先には月に一回だけの営業活動用

に使うこともできます。 

 

あなたの新規開拓先、既存客の重要度、営業優先度に応じて訪問回数を調整しながら

ニュースレター（個人通信）を配布してください。 

 

もちろん、上記と同様の手順であなた以外の社員の方も各自で「自分用のパーソナル・

ニュースレター」を作成して配布してください。 

このサービスはあなたや社員の方を合わせて２０名まで（総配布数１０００部まで）はご自

由に差し替えてご利用頂いて構いません。そのためこのテンプレートがあれば社員全員

が「自分オリジナルのパーソナル・ニュースレター」を作成することができます。 

 

【予め書き込まれているビジネス記事について】 

このテンプレート（ひな形）に予め書き込まれているビジネス記事は酒井とし夫が執筆して

います。酒井とし夫は年間に約２００冊のビジネス書籍、１０回～２０回のビジネスセミナ

ー参加、セミナーＤＶＤやＣＤの学習に投資しています。 

その額は年間平均１５０万円～２００万円以上になります。 

 

酒井とし夫はこれらの知識に加え顧問先指導や自分のビジネス経験から得た知識と経

験の中から厳選したコンテンツをニュースレターや雑誌への寄稿、本の出版、メルマガ、

ブログで記事として執筆を行っています。 

 

その記事の特徴を一言で現すと「どんな業種にも役立つセールス、広告、販促、マーケテ

ィング、ビジネス心理学ネタ」が中心であるということです。そのため他のテンプレートサ

ービス提供会社が提供している生活、健康、税務関連の記事とは異なり、「多岐にわたる

業種の法人と取引のある企業」用のニュースレターとしては最適なコンテンツとなってい

ます。 

 

【他のテンプレートサービスとの違い・特徴】 

このテンプレート（ひな形）サービスの特徴は次の通りです。よく特徴を理解して、有効に

活用してください。 
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①記事はどんな業種にとっても有益なビジネスネタなので法人向けの営業

活動に役立つ。 

ニュースレターのテンプレートを提供している会社の多くが生活ネタ、健康ネタ、食ネタ、４

コマ漫画等が記載されたテンプレートを提供しています。これではＢｔｏＢ（法人相手の仕

事）の会社で使用するニュースレターとしては役に立ちません。しかし、本テンプレートで

はビジネスネタを記事として掲載していますので、あなたはそのままこのテンプレートを利

用して、法人向け営業ツールとして活用することができます。 

 

②記事はどんな業種にも役立つコンテンツになっています。 

ニュースレターのテンプレートを提供している会社の多くが｢工務店向け｣｢病院向け｣「飲

食店」等特定の業界に特化しています。そのためテンプレートに記載されている記事が特

定の業界にしか役立たないことが多くなります。しかし、本テンプレートに予め記載されて

いるビジネスネタは「小さな会社が低予算ですぐできる広告宣伝心理術」「売れるキャッチ

コピーがスラスラ書ける本」を出版し、ビジネス系メルマガとしてはトップクラスの読者数２

万７千人超に配信をしている酒井とし夫が執筆します。 

 

酒井とし夫の記事の特徴は「どんな業種にも役立つセールス、広告、販促、マーケティン

グ、ビジネス心理学ネタ」が中心となっていることです。そのため、あなたの取引先や新規

開拓先がどんな業種であろうとも本テンプレートに記載されているコンテンツはお客さん

の役に立ちます。 

 

 

③そして、あなたの会社やあなた自身に権威効果がもたらされます。 

本テンプレートのビジネス記事部分には次のような文言が必ず書き込まれています。 

「本記事は契約のうえ、ビジネス本作家・講演者の酒井とし夫氏が寄稿しています。酒井

とし夫氏プロフィール：『小さな会社が低予算ですぐできる広告宣伝心理術』『売れるキャ

ッチコピーがすらすら書ける本』（日本能率協会マネジメントセンター刊）の著者。人気メ

ルマガ『１分で学ぶ！会社やお店の集客・広告宣伝・販促』の作家。講演者としても日本

全国で活躍中。」 

 

この注意書き部分を読んだお客さんはあなたのニュースレターに「ビジネス本の著者が
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寄稿している。」と感じます。そして、「ビジネス本の著者や講演者と知り合いならしっかり

した会社だ。」と感じます。これによりあなたやあなたの会社への信頼感が増すことになり

ます。 

 

④ビジネス記事が４回分あるので配布回数も自由自在です。 

ニュースレターのテンプレートを提供している会社の多くが「月に１回分」の記事しか用意

されていません。そのため新規開拓や既存客フォローのために月に何度も訪問して「単

純接触効果」を生かそうと思っても「月に１回しか営業訪問できない」ことになります。 

 

本レポートの中でも説明しましたが、心理学理論として有名な「単純接触効果」（相手との

接触頻度の増加が好意と親しみをもたらす）を有効に活用するためには「８ページもある

ニュースレターを月に１回だけ配布」するよりも「１ページモノのニュースレターを毎週毎

週配布」する方が効果があります。 

 

そのため、本テンプレートは「Ａ４サイズで２ページ分を１セット」と「Ａ４サイズで１ページ分

を３セット」の記事を用意しています。合計で４セット分です。つまり、あなたは新規開拓先、

既存客の重要度、営業優先度に応じて訪問回数を調整しながらニュースレターをお客さ

んに配布することが可能になります。 

 

⑤このテンプレートは「会社通信」ではなく「個人通信」のスタイルです。そ

のため「あなた」だけでなく「社員」全員で作成し、営業活動に活かすことが

できます。 

 

一般的なニュースレターのテンプレートは「会社通信」「会社新聞」「会社ニュース」「会社

からのお知らせ」のスタイルを採用しています。しかし、先ほども書きましたが商品やサー

ビスでの差別化が難しい業界ほど差別化すべきポイントは「人（ヒト）」になります。 

そのため、本テンプレートは「あなた」や「社員の方一人ひとり」が作成できるように「パー

ソナル・ニュースレター（個人通信）」スタイルを採用し、あなたを含めて営業マン２０名ま

で（総配布数１０００部まで）はご自由に差し替えて利用することができます。 
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【データの提供方法】 

データのお届けは毎月２０日にお送りするメール内に記載の専用サイトからダウンロード

して頂きます。データはワードデータですから、プロフィール欄を記入すればそのまますぐ

に印刷して使用できます。 

※CD などのデータ保存媒体での郵送・宅配サービスは行っていません。 

※20 日が土日祝日の場合には休日明けにお送りします。 

 

 

【データの提供業者・責任者 他】 

データの提供に関する販売業者及び責任者は下記となります。 

販売業者／ファーストアドバンテージ有限会社 

運営統括責任者 ／酒井とし夫 

決済システム／株式会社インフォトップ「月額課金システム」決済システムを利用 

 

 

【費用】 

９，８００円/月（税込み） 

当サービスのご利用はクレジット決済のみで受け付けています。振り込みや銀行引き落

とし決済はできません。テンプレート（ひな形）提供サービスを受けるためのクレジット決

済は株式会社インフォトップの「月額課金システム」の決済システムを利用していますの

で、セキュリティは万全です。株式会社インフォトップについての詳細は下記をクリックし

てご覧ください。 

http://www.infotop.co.jp/ 

 

 

 

お申し込み日当日に第一回目の決済がなされます。以後１ヵ月毎に次回の決済がなされ

ますので管理が簡単です。 

 

※クレジットカード請求者名は次のようになります。 

「Website-Infotop_Japan」 

「INFOTOP-JP-INTERNET」 

「Infotop_Japan_Credence」他、「INFOTOP」という単語がつく名称 

※各表記の後に「SINGAPORE」「MACAU」という文字が記載される場合がありますが、請

求書では必ず「INFOTOP」という単語が記載されます。 



 

Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 酒井とし夫 All Right Reserved. 19 

もちろん途中での退会は自由です。退会をご希望の場合にはユーザーマイページにご自

身でログインし、画面左上のマイメニューにある「月額課金システム」ページ内の「受信履

歴確認」から、退会手続きを行ってください。その日のうちに退会できます。 

 

【重要】 

退会手続きは簡単ですが、当社や酒井とし夫個人では退会手続きが行えません。必ずご

自身で行ってください。こちらではあなたのパスワード等を知ることが出来ないためです。

そのため本サービスを利用するために登録したメールアドレスやパスワードをはじめとす

る「あなたが登録した全ての情報」は必ずあなた自身で管理してください。決済システム

のセキュリティ上、当社や酒井とし夫個人はあなたのメールアドレスやパスワードをはじ

めとする「あなたが登録した情報」の記録にはアクセスすることや調査することはできませ

んことをご了承ください。 

 

 

そして、データの内容や見本は次のとおりです。 

 

【データの内容】 

提供するテンプレート（ひな形）データには予め作成済の下記のコンテンツ（文字原稿）が

含まれます。これらの原稿は御社の営業ツール、ファン作りのためのツールとしてそのま

ま利用してください。 

 

（1）タイトル文字（「商売繁盛の素」と記載されています。） 

（2）「ひとり言」入力枠（ひとり言を書かない方はこの部分は使用しません。） 

（3）「プロフィール」入力枠 

（4）「集客・営業・広告・販促に役立つビジネスネタ」記事 

（5）「私の約束」入力枠 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 酒井とし夫 All Right Reserved. 20 

【ひな形データ見本】 

毎月のテンプレート（ひな形）データの見本は下記のイメージです。 

 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここにはあなたの肩書きと名前を記入

します。タイトル変更は可能です。 

ここにはあなたの個人データを書き込み、 

お客さんに共通項を見つけて頂きます。 
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（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ひな形データは Windows 版の Microsoft Office Word（ワード）データです。） 

さらに、ひな形データの見本をご覧になりたい方は下記をクリックすると表示されます。 

http://www.middleage.jp/newsprint/sample/pbl_sample.doc 

ここには会社データやあなたがお客さんに 

約束できること、仕事のモットーを書き込みます。 
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【ひな形データの種類】 

ひな形データは Windows 版の Microsoft Office Word データで提供します。 

そのためダウンロード後すぐに編集、印刷ができます。 

（バージョンはワード 2003 ですから、それ以降のバージョンであれば編集が可能です。） 

 

 

【配布エリア・配布部数の制限・禁止事項】 

競合企業同士での同じエリア内での配布の重複が起こらないよう､原則として概ね１市

（または町村）で１社制 を採用しています。お申し込みは先着順となります。 

また、以下に該当する場合は、ご契約できません。 

・総配布部数が１０００部（１号につき）を超える場合 

 

なお、支店や営業所がある場合には、支店ごと営業所ごとの契約をお願いいたします。 

例えば本社で契約を行い、異なるエリアに存在する支店や営業所でのひな型データの使

用は不可です。社名が異なる関連企業での使用も不可です。 

 

また、ひな型データを使用したニュースレターを「新聞折込」や「業者によるポスティング」

「購入したリストへの DM」などを利用して、不特定多数への配布を行なうことは禁止です。 

電子メディア（メール、ホームページなど）やＦＡＸを使っての配布も禁止です。 

上記に違反するご利用法・配布量が発覚した場合にはサービスの提供を停止します。 

営業マンの訪問ツールとしてご使用ください。 

 

 

【１エリア１社制の採用について】 

・ご契約は概ね１市（または町村）で１社制 を採用しています。お申し込みは先着順とな

ります。 

既に契約不可のエリアについては下記をクリックしてご確認ください。 

http://www.middleage.jp/newsprint/arealist/list.xls 

 

但し、この制度は提供するサービスの性質と利用する企業の営業活動状況から競合会

社同士の配布エリアでの重複回避を１００％保証するものではありません。 

 

 

また、本サービスは契約企業数が一定数に達し次第、営業エリアの重複を回避するため

に募集を締め切ります。（現在は第二次の募集中ですが第三次募集で締め切りの予定で
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す。）ご希望の方はお早めに次のサイトにアクセスしてください。 

 

酒井とし夫のパーソナル・ニュースレター用のテンプレート（ひな形）を

ご希望の方は今すぐに下記をクリックしてください。下記から先着順

で受け付けいたします。アクセスが集中してうまく表示ができない場合があ

りますが、その場合には時間を空けて何度か下記をクリックしてください。 

 

 

http://www.middleage.jp/newsprint/ 

 

☆法人営業に役立つニュースレターの効果的な使い方の具体的

な方法をお知りになりたい方は下記サイトもお読みください。 

『法人営業に役立つニュースレターの効果的な使い方』 

→ http://www.middleage.jp/newsprint/howtonl.html 

そして、今ならあなたには特別な特典があります。 

その特典については次ページで説明します。 

お申し込みは簡単です。 

今すぐにどうぞ。 
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【特典】 

今回お申し込み頂いたあなたには下記の特典を無料でプレゼントします。 

 

酒井とし夫の EBOOK 

『お客を買う気にさせる６３の心理学的広告・宣伝テクニック』 

（販売価格４，５００円） 

 

お客様は「その商品やサービスが良いから買う」のではなく「その商品やサービスが良い

と思うから買う」のです。また、お客様は「その商品やサービスが安いから買う」のではなく

「その商品やサービスが安いと思うから買う」のです。この「思う」という部分が広告宣伝で

は重要なのです。ポイントは「人の心」です。 

 

人間心理を理解して、人間の心に訴えて、「良いと思わせる。」「安いと思わせる。」「欲し

いと思わせる。」「今、買わないと損だと思わせる。」「自分にはこれが必要なのだと思わ

せる。」ことが差別化のしにくい商品やサービスを扱っている小さな会社やお店の広告宣

伝では重要なのです。 

 

そのために必要な知識が「人間は自分や他人、集団、社会の思考、感情、行動によって

どのように影響を受けるのかを調べるための科学」である社会心理学を代表とする心理

学です。その心理理論の中から厳選したお客を買う気にさせる６３の心理学的広告・宣伝

テクニックの理論、実例、応用例を詳細に解説した EBOOK がこの『お客を買う気にさせる

６３の心理学的広告・宣伝テクニック』です。この EBOOK を読むだけで今日からあなたに

も実践的な心理テクニックをすぐ使うことができるようになります。 

（販売価格４，５００円／ＰＤＦデータ全１３７ページ 専用サイトからのダウンロード版） 

 

このほかにも・・・。 
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酒井とし夫の EBOOK 

『５０本のお手本キャッチコピー事例集から学ぶ１０倍売れるキャッチコピーの作り方』 

（販売価格３，５００円） 

 

 

お手本となるキャッチコピー例をマネる（マネぶ）ことはどんな業種、職種でも利用できる

最も簡単に効果的なキャッチコピーを作るためのノウハウ、キャッチコピーの作り方を身

につけるコツです。効果的なキャッチコピーを作るための最も簡単な方法はお手本となる

キャッチコピー例をマネる（マネぶ）ことです。 

 

そこで、私は出版書籍「売れるキャッチコピーがスラスラ書ける本」では紙面の都合上の

制約から説明できなかった、お手本となるキャッチコピーとその応用例をまとめて一冊の

EBOOK を作成しました。その EBOOK の名前は『５０本のお手本キャッチコピー事例集か

ら学ぶ１０倍売れるキャッチコピーの作り方』です。 

 

あなたもこの EBOOK に掲載のお手本となるキャッチコピー例をマネしながら、売れるキャ

ッチコピーのパターンやコツを簡単に身に付けることが出来ます。 

（販売価格３，５００円／ＰＤＦデータ全７６ページ 専用サイトからのダウンロード版） 

 

さらに今なら、次の特典もプレゼントします。 
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酒井とし夫の EBOOK 『成 功 思 考』 （販売価格３，５００円） 

 

 

「経営戦略能力」と「経営戦術能力」が高いのに、思うような結果を手にすることのできな

い場合、経営者自身の「経営思考能力」がその実現を妨げている場合が往々にしてあり

ます。 

 

サーカスの象は子供の頃に杭にロープでつながれ、そのロープの長さである半径数メー

トルの円内で過ごすうちに、象が大人になってロープをはずしても、その範囲より外には

出なくなるそうです。この象と同様に「自分の思考の枠」より外に出ることができない経営

者が多く存在するのです。つまり、自分が欲しいと思う結果に対して、経営者の心のどこ

かに 「その結果を受け入れたくない自分」が存在したり、 「自分には出来ない」 「自分

には荷が重過ぎる」 「果たしてそんなことが自分に出来るだろうか」という思いが存在す

る場合があります。 

 

この場合、結果を手にするための最も大きな障害になっているのは経営者自身の「思考」

であることは間違いありません。経営戦略能力と経営戦術能力が高い場合には、この

「自分の枠」を取り除いたり、「思考の視点」をけるだけで経営上のアウトプット（＝収益）

は著しく向上します。 

そして、経営上のアウトプット（＝収益）の実現を妨げる「自分の枠」や「思考の視点」は、

ちょっとしたきっかけがあれば、簡単にその枠を打ち破ったり、ものの見方や、考え方の

角度、自分の立ち位置を変えることが出来るようになります。 

本 EBOOK『成功思考』は、今ある「あなたの枠」を広げ、ものの見方や、考え方の角度を

変え、自分の立ち位置を変化させて、あなたが成功者共通の思考を身につけるために編

集されたマニュアルです。 

（販売価格３，５００円／ＰＤＦデータ全１１８ページ 専用サイトからのダウンロード版） 
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『パーソナル・ニュースレター・テンプレートの編集の仕方』 

あなたがパーソナル・ニュースレター・テンプレートの各ページの要

素を簡単に編集できるように、編集の仕方を図解入りで解説した

EBOOK です。 

 

テンプレートのショルダーコピー部分、タイトル部分、今月のひと言

欄、プロフィール欄の編集の仕方やあなたの顔写真の挿入の方法

等を分かりやすく解説しています。 

この EBOOK さえあればあなたは簡単にテンプレートを自由自在に編集することができる

ようになります。 

 

 

 

『パーソナル・ニュースレターの構成と使い方』 

毎月あなたが使用するテンプレートの構成や基本的な配布方法法、

応用的な利用方法を説明した EBOOK です。 

この EBOOK を読むだけであなたはパーソナル・ニュースレターを毎

月どのようにお客さんへ届ければ最も効果的な使い方ができるの

かがすぐに分かります。ニュースレターは作成しただけでは意味が

ありません。効果的な使い方をしてこそ、望ましい結果が手に入る

のです。その効果的な使い方をあなたに解説します。 
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『パーソナル・ニュースレター用３００字～５００字程度の原稿の書き方 ４つの方法』 

あなたに原稿を書くための他の４つの方法を公開します。これを

読めばパーソナル・ニュースレターであなたが書くべき「今月のひ

と言」欄の執筆で悩むことはなくなります。 

もちろん、この４つの方法は社内資料用文章、社外資料用文章の

作成にも役立つテクニックです。そのためこの EBOOK で解説して

いる原稿を書くための方法はビジネスマンとしてのあなたの一生

の財産となります。 

 

 

 

④『どんな業種にもあてはまるビジネスの黄金律／商品を売る前に自分を売る。そのた

めの３つの方法』 

どんな業種であっても共通するビジネスのルールというものは存在

します。その一つが次のことです。 

『商品を売るより、自分を売れ。』 

しかし、ほとんどの人は自分の売り方を知りません。そこでこの

EBOOK では「あなたの売り方」を３つ伝授します。この３つの方法

論はあなたがどんな業種、職種に関わっていようとも役立つ自分

の売り方の具体的ノウハウです。 

（上記 EBOOK は全てＰＤＦデータ 専用サイトからのダウンロード版） 

 

以上を特典としてあなたにプレゼントさせて頂きます。 

そして、さらにあなたには次のことも約束します。 
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【お約束】 

そして、今回、お申し込み頂いたあなたには下記のお約束をします。 

 

 

 

テンプレートの編集で分からないことはメールやお電話でお答えします。 

テンプレートはワードで作成してあり、誰でも簡単に編集作業ができるようになっています。

しかし、もし「テンプレートの編集ができない」場合にはメールや電話で操作方法をお答え

します。 

（但し、パソコン操作自体やワードソフト以外の使い方、基本的なパソコン操作はご自身

で学習してください。） 

 

 

今なら入会金・初期費用０円（無料） 

現在、このサービスは「第二次会員」募集となります。次回の「第三次会員」の募集からは

入会金を課金させて頂く予定ですが、今回は入会金は無料です。 

 

以上、あなたには先にご紹介した特典をプレゼントし、さらに上

記の２点も約束します。但し、次のような人（会社）は絶対に申

し込みをしないで下さい。 

� 自分の力で現状を変える意思の無い方。 

� 売れないことをいつも社会のせい、人のせい、運のせいにしている方。 

� 粗悪なサービスを提供している方。 

� 競合他店と差別化を図る気の無い方。 

� 自ら学ぶ意思、意欲、向上心の無い方。 

� 勉強が嫌いな方。行動が嫌いな方。 

� 他力本願な方。 
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� 継続的な努力、試行錯誤ができない方。 

� 何も行動しない方。 

� 自分が向上することよりも、他人の足を引っ張ることに注力する方。 

� ノウハウやアイデア、経験に価値があることを理解していない方。 

 

以上、酒井とし夫のパーソナル・ニュースレターのひな形 データ 提供サービスについて

の説明をさせて頂きました。上記の事項をよくお読み頂き、ご納得のうえ、下記より今すぐ

にお申し込みください。 

 酒井とし夫のパーソナル・ニュースレター用のテンプレート（ひな

形）をご希望の方は今すぐに下記をクリックしてください。下記か

ら先着順で受け付けいたします。 

 

http://www.middleage.jp/newsprint/ 

 

☆法人営業に役立つニュースレターの効果的な使い方の具体的

な方法をお知りになりたい方は下記サイトもお読みください。 

『法人営業に役立つニュースレターの効果的な使い方』 

→ http://www.middleage.jp/newsprint/howtonl.html 

※ サービスの申し込み手順は簡単です。 

次ページから図解入りで説明します。 

お申し込みは簡単です。 

50 社限定です。 
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【テンプレート（ひな形）サービス申し込み手順】 

 

酒井とし夫のパーソナル・ニュースレター用のテンプレート・サービスの申し込み方法は

簡単です。ご利用はクレジット決済のみで受け付けています。クレジット決済は株式会社

インフォトップの「月額課金システム」の決済システム専用サイトを利用しています。（株式

会社インフォトップは情報関連商品の決済では日本で最も利用者数の多いシステムを提

供している会社です。）そのためセキュリティは万全ですので安心してご利用ください。下

記の手順に従うだけで今すぐに申し込みが完了し、毎月２０日にテンプレートデータの案

内メールが届きます。 

 

①下記をクリックして申し込みサイトにアクセスします。 

http://www.middleage.jp/newsprint/ 

 

②「お申し込みはこちら」ボタンをクリックします。 
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③下記の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この画面はクレジットカード決済のための画面です。決済はインフォトップ株式会社のシ

ステムを使用しています。そのため、ここからは「以前にインフォトップを利用した経験の

ある方の場合」と「初めてインフォトップを利用する方の場合」に分けて説明を進めます。 

 

■以前にインフォトップを利用した経験のある方の場合 

以前にインフォトップを利用した経験のある方は「▼購入経験のあるお客様はこちらから」

と書かれた欄にメールアドレスとパスワードを入力して「次へ」のボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

以前にインフォトップを利用した経

験のある方は「▼購入経験のある

お客様はこちらから」と書かれた 

この欄に必要事項を入力します。 

初めてインフォトップを利用する方は 

「▼初めての方はこちらから」と 

書かれたこの欄に必要事項を入力し

て、下のボタンをクリックします。 

本サービスは携帯メールアドレスは不可です。 

パソコンのメールアドレスが必要です。 
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お客様情報欄を記入して「送信」のボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレジットカード情報を記入して「注文内容を確認」ボタンをクリックします。 
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内容を確認して「規約に同意して注文する」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ご注文ありがとうございました！」画面が表示されます。これでクレジット決済完了です。 
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■初めてインフォトップを利用する方の場合 

初めてインフォトップを利用する方は「▼初めての方はこちらから」と書かれた欄に必要事項を入

力して、下のボタンをクリックします。 

 

（注意／この欄に記入したデータ（特にメールアドレスやパスワード）はご自身でメモや控えをとり

必ずあなた自身で大切に保管してください。今後あなたがインフォトップを利用する際や本サービ

スの停止時等に必要になります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「お支払い方法を選択」ボタンをクリックすると次のような画面になります。 

 

 

本サービスは携帯メールアドレスは不可です。 

パソコンのメールアドレスが必要です。 
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この画面でクレジットカード情報を記入して「注文内容を確認」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容を確認して「規約に同意して注文する」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ご注文ありがとうございました！」画面が表示されます。これでクレジット決済完了です。 
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【当サービスご利用頂いている方からの声】 

既に当サービスをご利用されている方からの感想の一部を紹介します。 

 

『他社に先駆けて発行を続けてまいります。』 

「伝票類の印刷物を中心に受注して１８年を迎えます。 

御社からのひな形を使ってニュースレターの配布を始めました。 

現在、毎月約１６０社にお届けしていますが、３ヶ月を経過した今では「次回も楽しみにしてい

るからね。」という声を掛けて頂くことも多くなり、予想外の反応に社員一同驚いています。こ

のまま他社に先駆けて発行を続けてまいります。」 

（新潟県 印刷会社経営） 

 

『ニュースレターで営業がうまくいくなら苦労はしないと思っていました。』 

「酒井さん、はじめまして。いつも面白くて、役に立つ記事をありがとうございます。（記事はお

客さんだけでなく私にも役立っています。） 

 

本当のことを言うと最初はニュースレターで営業がうまくいくのなら苦労はしないと思っていま

した。 

 

でも、実際に毎週のようにお客さんのところへパーソナル・ニュースレターを配っていると、対

応が明らかに違ってきています。 

既に毎週配っている取引先には１０回以上レターを持参しているのですが、それまでは数あ

る業者の一人だったのが制作物の相談を依頼される機会が出てきました。だから、自分もも

っとお客さんのために役立てるように販促やマーケティングの勉強をしなくてはいけないな、と

考えるようになりました。自分の意識も変わるのですね。今までの御用聞き営業から脱出で

きそうです。ありがとうございます。 

（もちろんまだまだ継続しますよ。実は独立したい「夢」があるんです。）」 

（東京都 制作・印刷会社勤務） 

 

『なぜか私にも経営の相談がくるようになりました。』 
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「酒井先生の集客や広告に役立つレターを持参するようになって４ヶ月経ちます。一番の変

化は既存のお客様から経営相談がくるようになったことです。 

その時に特典で頂いたＤＶＤや本で勉強したことを教えてあげるととても喜ばれます。 

（本をもう一冊自腹で購入してお客さんにもプレゼントしました。） 

また、心理マーケティングのノウハウを自分の営業にも取り入れているおかげでお客さんとの

コミュニケーションもスムーズになってきています。ありがとうございました。」 

（滋賀県 広告制作会社経営） 

 

 

『上司を説得して申込をしました。』 

「転勤にともない新しい上司にこのニュースレターサービスのことを提案しました。最初は首を

縦に振ってくれなかったのですが、以前から購読していた酒井さんメルマガを全部印刷して

上司に見せたところ一発ＯＫがでました。今では上司と競争で配布数を増やしています。」 

（千葉県 制作会社 経営） 

 

『これからもためになる記事を期待しています。』 

「本当に読んでもらえるのか」 

と思っていましたが、お客さんはちゃんと読んでくれているようです。 

 

「この間の心理テクニックを打ち合わせの時に使いましたよ」 

とか、 

「剣道をやってたんだね。今でもやっているの？」 

「子どもが同じ年だよ」 

と記事を読んだことがきっかけになりコミュニケーションが増えてきました。 

 

読んでもらえているとわかると自分で書く一言欄にも気合が入りますね。 

最近はネタを探しながら営業しています。（笑） 

 

これからもためになる記事を期待しています。 

（埼玉県 印刷会社経営） 
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『自社の朝礼でも活用しています。』 

「地方の税理士事務所も不況の影響で契約先が減り、このままではジリ貧・・・何とかしなく

ては、と思っていた時にブログでこのサービスを知り早速申し込みしました。顧問先に配布す

るのはもちろんですが、この業界では広告や販促といった知識にはうとい社員が多いため、

自社内でも朝礼時のレジメとして活用しています。」 

（東京都 税理士事務所所長） 

 

『パーソナル・ニュースレターの威力に驚いております。』 

「以前からニュースレターのことは知っていました。 

会社としてのニュースレターの発行を考えたこともありますが、自分には文章を書く力もない

し、社員にもそのような能力のある人間が見つからずにそのまま忘れていました。 

 

でも、今回、酒井先生のレポートを見て「これだ」と直感しました。 

早速、社内会議を開いてこのサービスの利用を決めました。 

 

営業部隊は全員このテンプレートを元に各自のパーソナル・ニュースレターを持って営業に

出ています。発行して間もなく今まであまり発注の多くはなかった企業担当者から早速、新

規の発注がありびっくりするとともにパーソナル・ニュースレターの威力に驚いております。 

 

最初は、また社長が何か始めた、としらけていた営業も最近は休日を利用して家でレターを

作成している社員もいるようです。社員の意識が変わってきたことも大きな収穫です。」 

（千葉県 印刷会社経営） 

 

『バックナンバーを欲しがる方にはファイリングして差し上げています。』 

「酒井様 

いつもお世話になっております。 

商売繁盛の素を発行して既に三ヶ月が過ぎました。実は私は２年前に独立したばかりです。

最近では商店街のほとんどのお店にパーソナル・ニュースレターを 
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お届けしています。よく聞かれる感想はとてもためになります、という言葉です。また、バックナ

ンバーを欲しがる方もおり、ファイリングして差し上げています。 

表面はなるべく自分の個性を出すべく、小学生の頃の写真を載せたり、時には長男と一緒

の写真を載せたり、実家の犬の写真を載せたりしています。 

そのせいか、以前より、親しみを持って声を掛けられるようになってきました。 

（先週は「子どもにこれ持っていけ」とお菓子を頂きました。） 

これからも期待していますので、末永くよろしくお願いいたします。」 

（香川県 保険代理店 経営） 

 

 

『お客さんのひと言にハッとしたことがきっかけです。』 

「こんにちは、埼玉で税理士事務所を開設しています。以前からオリジナルの事務所通信

を配布していましたが、ある時お客さんに『税金や法律のことがたくさん書いてあるけどそんな

の読まないよ。だって税のことはあんたに任せてるんだから。』と言われハッとしました。恥ずか

しながらその時に『顧問先は税のことなんかには興味がないのだ。』とはじめて気がついたの

です。考えてみれば当たり前のことですよね。顧問先の興味は税ではなく集客や売上のこと

なのですから。このことがきっかけとなり酒井さんのニュースレターサービスに申し込みをしまし

た。以前からの事務所通信に挟む形で毎月配布しています。記事は私自身の仕事にも役

立つ内容なので、実は毎月私自身が一番楽しみにしています。」 

（埼玉県 行政書士） 

 

『毎週の営業用の資料として活用できるので助かります。』 

既に１１回目の配布が完了しました。今までは待ちの営業と言うか、こちらから積極的に仕

事を受注に向かう姿勢が欠けていたようです。「お客さんが望むものを、納期を守り、きっち

りと仕上げれば良いのだ」と考えていました。地元の連合広告に年賀ハガキの受注広告を

出してはいましたが、それ以外に営業や広告の方法も分からず、また、近年、受注量が減

少傾向で今後の対策に苦慮していましたが今回のパーソナル・ニュースレターがよいきっ

かけになりそうな予感がします。パソコンで簡単に作成できて、毎回４回分のテンプレートを

頂けるので毎週の営業用の資料として活用できるので助かります。もちろん配布先にも好

評です。 

（石川県 印刷会社経営） 



 

Copyright© ファーストアドバンテージ有限会社 酒井とし夫 All Right Reserved. 41 

【当サービスご利用頂いている方からのご質問】 

第一次会員の募集時には次のようなお問い合わせを頂いています。回答と合わせてご

紹介します。 

質問 

「他にもテンプレートを提供している会社があるようですが、こちらで提供しているものはど

こが違うのでしょうか？」 

 

回答 

「お調べ頂くとお分かり頂けると思いますが、現在テンプレートデータを提供している会社

はその対象が「工務店」「美容室」「歯科医・開業医」「飲食店」向けのものがほとんどで

す。 

 

そのため予め用意されている記事が生活、健康、女性向け、あるいは飲食ネタがほとん

どです。これらの記事では法人を対象にして発行するニュースレターには不適だと思わ

れますが、酒井とし夫があなたに提供するテンプレートの記事は集客、広告、販促、ビジ

ネス心理学といったどんな会社やお店で役立つ記事ネタである、という点が異なります。 

 

また、記事ネタはコピーライターや編集者ではなく出版社大手である日本能率協会マネ

ジメントセンターから「小さな会社が低予算ですぐできる広告宣伝心理術」「売れるキャッ

チコピーがスラスラ書ける本」を出版し、全国で集客、広告、販促、心理学マーケティング

について講演を行っている酒井とし夫が自ら執筆・編集した記事なのであなたの取引先

の会社にとって『役立つ記事である』という点が他のテンプレート提供会社と大きく異なる

点です。 

また、他の会社で提供しているデータはそのほとんどが月に１回配布する分のデータだ

けを提供していますので、当然、そのニュースレターは月に一度しか配布することができ

ず、頻繁な営業活動には使用できません。しかし、酒井とし夫があなたに提供するデータ

は（Ａ）「Ａ４サイズで２ページ分を１セット」と、（Ｂ）「Ａ４サイズで１ページ分を３セット」の合

計４セット分あります。そのため、お客さんの重要度合いに応じて月に１～２回の配布や

週に１回程度の配布と使い分けて使用することが可能です。この点も他社の提供するテ

ンプレートデータとは大きく異なる点です。」 
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質問 

「パーソナル・ニュースレターに効果があるのは分かりました。でも、あまりパソコンが得意で

ない私にも使えるでしょうか？」 

 

回答 

「はい、ワープロソフト「ワード」を操作できる事務の方がお一人いれば大丈夫です。 

たとえあなたや社員の方がワードを使えなかったとしても、事務の方にあなたが書いた手

書きの原稿を入力してもらえば作成できます。また、テンプレートの編集作業に関しての

お問い合わせはメールやお電話でお問い合わせください。但し、基本的なパソコン操作

やワードの操作はご自身で学んでください。」 

 

質問 

「毎月の料金は妥当な金額でしょうか？」 

 

回答 

「ニュースレターの作成方法には次の３つがあります。（1）自分で書く。（2）ライターさんに

外注する。（3）テンプレート（ひな形）を利用する。 

 

（1）はあなたの時間と労力がコストになります。（2）はコピーライターや編集者、フリーの

ライターに依頼してビジネスネタを書いてもらうとことになりますが、Ａ４裏表の原稿で３万

円～５万円程になるはずです。（3）に料金に関してはご自身でお調べ頂くとお分かりにな

ると思いますが、他のテンプレートデータ提供会社の料金は毎月１万２千円～２万円程

度です。そのため月額９８００円は割安だと重われます。 

また、社員１０名でこのテンプレートを使用した場合には一人当たりわずか９８０円のコス

トです。もし、月に４回発行した場合には９８０円÷４回分＝２４５円です。一回当たりのニ

ュースレター作成コストが２４５円です。費用対効果を考えても非常に低コストです。」 
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さらに「今までに頂いたご質問」は続きます。 

 

質問 

「御社のサービスを利用しようと思っていますが、テンプレートを利用して毎月のパーソナル・

ニュースレターを作成する手順を教えてください。」 

 

回答 

「毎月、あなたが行う操作は次の４つだけです。 

 

①毎月２０日にメールをお送りします。 

そのメール内に翌月に使用するテンプレートデータをダウンロードできるサイトの案内を

行いますので、アクセスしてテンプレートデータをダウンロードしてください。 

 

②あなたや社員の方ご自身の記事部分だけを書き込んでください。 

これらの作業は慣れれば３０分～１時間で全て完了する簡単なものです。 

 

③ビジネスネタの記事は予めデータ内に書き込まれているのでそのまま使用してくださ

い。 

 

④あなたや社員の方が各自のパーソナル・ニュースレター（個人通信）として営業活動に

使用してください。 

 

毎月のデータは（Ａ）「Ａ４サイズで２ページ分を１セット」と、（Ｂ）「Ａ４サイズで１ページ分

を３セット」の合計４セット分あります。 

 

 

そのため、お客さんの重要度合いに応じて月に１～２回の配布や週に１回程度の配布と

使い分けてください。 

 

 

※作成手順は後述する「作成手順」の項目もご参照ください。 
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質問 

「本当にニュースレターは差別化に効果があるのでしょうか？」 

 

回答 

「どの業界でも市場が縮小し、競合が増え、価格競争が激しさを増しています。その中で

生き残るには差別化が必要になります。大企業であればモノ、金、ビジネスモデルで差別

化できますが、中小企業では「人（ヒト）」での差別化が最も効果的です。その「人（ヒト）」

での差別化を実現する方法論の一つがパーソナル・ニュースレターになります。もちろん

あなたの日ごろの営業姿勢や提供するサービス、商品の質が低い場合には効果は期待

できませんし、即効性のある方法ではありませんので、継続的な努力ができない方にも

お勧めしません。また他の営業、広告、販促活動で差別化する方法もありますのであな

たが他の方法、手段で差別化を図るのであればニュースレターでなくとも構わないと思い

ます。」 

 

 

質問 

「テンプレートをデータは自由に編集、改定しても良いのですか？」 

 

回答 

「あなたが記入する欄やタイトル部分はご自由に編集、改定して頂いて結構です。 

ただし、予め書き込んである酒井とし夫が執筆したビジネスネタの記事部分の編集、改

定はご遠慮ください。この部分のビジネスネタ記事は酒井とし夫が毎週配信しているメー

ルマガジンの記事をテンプレートデータ用に編集しなおした記事で、その著作権は酒井と

し夫に帰属していることをご了承ください。 

 

ビジネスネタ部分には「本記事は契約のうえ、ビジネス本作家・講演者の酒井とし夫氏が

寄稿しています。」という注意書きが入りますが、これは（1）あなたが著作権侵害を行って

いないこと、と（2）酒井とし夫と契約している、ということを配布先に公表することになりあ

なたにとってもメリットがありますので、この文章は削除せずにご使用ください。 
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質問 

「テンプレートを使用するよりも自社で作成したほうが良いのではないですか？」 

 

回答 

「もちろん、取引先にあった記事ネタをあなた自身が書くにこしたことはありません。この

テンプレートは『忙しくて時間がとれない』『毎月の記事ネタを考えるのが大変。』という方

が利用するサービスです。」 

 

 

質問 

「パーソナル・ニュースレターサービスの申し込みはクレジットカード決済だけですか？」 

 

回答 

「はい、サービスの毎月の決済は株式会社インフォトップという会社の月額課金システム

の決済システムを使用しているため決済方法はクレジットカード決済のみとなっていま

す。」 

 

 

 

質問 

「当社には営業マンが５名いますが、皆でテンプレートデータを使用してもよいのでしょう

か？」 

 

回答 

ニュースレターは「会社のファン」と作るのではなく、「あなたのファン」を作るための媒体

です。そのため提供するテンプレートデータは社員２０名まではコピーを行い、各自が「個

人通信」として営業活動に使用して頂いて結構です。 

 

例えばデータにある「今月のひと言」欄にはあなたや社員各自が原稿を書いて「個人個

人が各自で作成したニュースレター（個人通信）」として利用してください。 

 

同様に営業マンのＡさんが配布するニュースレターの「今月の挨拶」欄には「Ａさんの記

事や写真やプロフィール」を入れて、Ａさんの「パーソナル・ニュースレター（個人通信）」と
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して活用してください。 

 

 

質問 

「現在、どのような業種の会社が利用しているのですか？」 

 

回答 

「現在ご利用のみなさんの業種は印刷業、保険代理店、広告制作業、精密機械製造、税

理士事務所、行政書士事務所、コンサルティング、自動車整備、情報サービス、イベント

会社で８割を占めています。」  

 

 

それでは、次にあなたが毎月作成するパーソナル・ニュースレ

ターの作成手順を解説します。 

 

【毎月のパーソナル・ニュースレターの作成手順】 

毎月の作成手順は次の４段階だけです。 

 

①毎月２０日にメールをお送りします。 

毎月２０日にメールを配信します。そのメール内に翌月に使用するテンプレートデータ

をダウンロードできるサイトの案内を行いますので、アクセスしてください。 

そしてご自身のパソコンへテンプレートデータをダウンロードしてください。 

 

②あなたや社員の方各自でプロフィールを追加してください。 

毎月のテンプレートデータには下記の（Ａ）（Ｂ）のデータがあります。 

（Ａ）「Ａ４サイズで２ページ分を１セット」 

（Ｂ）「Ａ４サイズで１ページ分を３セット」 

 

そして、(Ａ)のテンプレートデータには表面にあなたが書く「今月のひと言」欄と、あなたを

あなたのショルダー 
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印象付けるためのショルダーコピー部分と、会社のデータを記入する欄もありますのでこ

ちら記入するだけです。（※忙しくて『今月のひと言』欄も書けないという場合には、『今月

の仕事に役立つ雑学』記事を予め記入してある表面（Ｃ）を使ってください。こちらを使用

すると会社のデータとあなたのプロフィールを書くだけで完成します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ｂ)のテンプレートデータは毎月３種類ありますが、全てビジネスネタ部分は予め書き

込んであります。あなたはご自分のショルダーコピー部分と、会社のデータを記入す

る欄だけ記入するだけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのプロフィールや 

写真を追加する部分。 

あなたのショルダー 

コピーを追加する部分 

予 め 書 き 込 ま

れている原稿 
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これらの作業は毎月数分で完了する簡単なものです。 

 

 

③ビジネスネタの記事は予めデータ内に書き込まれているのでそのまま使用

してください。 

テンプレートデータにはビジネスネタが予め書き込まれていますので、そのまますぐに

使用することができます。 

 

 

④あなたや社員の方が各自のパーソナル・ニュースレター（個人通信）として営

業活動に使用してください。 

テンプレートデータにはビジネスネタが予め書き込まれていますので、そのまますぐに

使用することができます。 

 

 

以上で毎月の作成手順は完了です。作成作業自体はこのように簡単です。 

 

 

 

 

 

酒井とし夫のテンプレートを利用したパーソナル・ニュースレターをご希望の方は下記

より今すぐにお申し込みください。  

酒井とし夫のパーソナル・ニュースレター用のテンプレート（ひな

形）をご希望の方は今すぐに下記をクリックしてください。 

アクセスが集中して表示ができない場合がありますが、その場合には時

間を空けて何度か下記をクリックしてください。 

 

http://www.middleage.jp/newsprint/ 

お申し込みは 

カンタンです。 
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☆法人営業に役立つニュースレターの効果的な使い方の具体的

な方法をお知りになりたい方は下記サイトもお読みください。 

『法人営業に役立つニュースレターの効果的な使い方』 

→ http://www.middleage.jp/newsprint/howtonl.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
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最後に/酒井とし夫からあなたへ 

 

ここまでお読み頂き誠にありがとうございました。 

 

今の日本には市場規模が縮小し、競合がたくさん存在する業界で、扱っている商品

の差別化ができずに苦労している中小企業がたくさん存在します。 

 

一般的に中小企業は経営資源が少ないために先端技術を取り入れた商品開発や画

期的なビジネスモデルの構築、豊富な資金と人員を背景にした全国展開等の差別化

ができません。 

 

しかし、中小企業であっても大手と互角に戦い、結果を出している会社も存在します。 

 

彼らは「商品の特徴」に頼ったり、「会社の看板」に頼ったり、「価格の安さや値引き」

に頼るのではなく、「人（＝自分や社員）を競合との差別化要因」にして他の会社の苦

戦を横目に見ながら一人で悠々と結果を出し続けています。 

 

それは「あの商品だから買う」のではなく「あの人にお願いする」という受注の仕方を

構築しているからです。 

 

そして、ごく普通の営業マンがお客さんから「あの人に仕事をお願いしたい」と思われ

るための方法としては心理学の単純接触を理解して（接触頻度を増やす）、お客さん

との類似性（共通点を見つけてもらう）、さらに自己開示（自分をさらけ出す）ことを繰り

返すことです。さらにお客さんに役立つ情報を提供（返報性の原理）して恩義や信頼

を得ることです。 

 

この方法に最も適した戦略的販促ツールがあなたやあなたの会社の社員一人ひとり

が発行する「ニュースレター」です。これは「営業マン一人ひとりが発行する情報新

聞」「社員一人ひとりが配布する自分通信」です。 

 

その効果と実例、そしてその作成の注意点についてはここまでに詳しく述べました。

是非、あなたも自ら、そして社員の一人ひとりの方に声をかけて、「ニュースレター」を

作成し、新規客の獲得と既存客からの売上げアップを手に入れてください。 

「ニュースレター」の発行はほとんどコストがかからず、無理なくお客さんとの親密さ、

信頼関係を構築してくれます。 
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しかも、テンプレート（ひな形）を利用すれば、毎月３０分～１時間の手間で作成が可

能です。 

 

成功とは難しいことをするのではなく、誰でも出来るけれど、誰もやらない、あるいは

誰もやり続けないことの中に“飛躍の鍵”があります。 

 

テンプレートを利用してあなたとあなたの会社の社員の方が一人でも多くのファン（お

客様）を増やすことができますように。あなたの健闘を祈ります！！ 

 

最後までお読み頂き本当にありがとうございました。あなたの益々のご活躍と御社の

ご発展を祈念申し上げます。 

 

『物事を考える人間は大勢いるが、行動を起こすのはたった一人だ。』 

（シャルル・ド・ゴール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒井とし夫のパーソナル・ニュースレター用のテンプレート（ひな形）

をご希望の方は下記からどうぞ。 

http://www.middleage.jp/newsprint/ 
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提供サービス制作責任者 酒井とし夫 

ランチェスター経営認定講師／米国 NLP 心理学協会認定ビ

ジネスマスター／米国 NLP 心理学協会認定プラクティショナ

ー／全米 NLP 協会認定プラクティショナー／米国 NLP 心理

学協会認定コーチ／GCS 認定コーチングコーチ／コミュニケ

ーション心理学 1 級／コミュニケーション能力 1 級／コミュニ

ケーション心理学マスター／LAB プロファイル・プラクティショ

ナー 

１９６２年４月１０日生まれ。新潟在住。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、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、パソコン教

室、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 E-Book、CD、セミナーDVD を５年間で１万３９００本以上販売した情報起業

家として、経営者や起業志望者を応援する講演家として大いに注目されている。現在、

北海道から九州まで日本全国の商工会議所、商工会行政団体、企業から年間１００

回以上の講演依頼を受ける人気講師として活躍中。 

 

メルマガ「商売心理学」は読者数２万１千人を超え、日本一のメルマガ配信スタンドま

ぐまぐで殿堂入りメルマガとして認定。フェイスブックのファン数は８，４００人超えて個

人ページとしては日本トップクラス。出版書籍「予算ゼロでも効果がすぐ出る 売り上

げが３倍上がる！販促のコツ４８」、「小さな会社が低予算ですぐにできる広告宣伝心

理術」、「売れるキャッチコピーがスラスラ書ける本」は世界一のアマゾン書店でマー

ケティング部門第１位を獲得。 

 

ランチェスター経営・竹田陽一氏認定講師でもあり、講演活動の師は日本一の人気

講師にも選ばれた木越和夫氏。最先端心理学の米国 NLP 心理学協会認定ビジネス

マスター資格、コーチ資格も有し、ビジネスでのセールス、交渉、コミュニケーションに

活かすビジネス心理学をもとにした講演・研修が好評。 

雑誌「プレジデント」やフジテレビ「とくダネ」でも紹介されている。 

 

マスコミ掲載履歴 

雑誌「プレジデント」、フジテレビ「とくダネ！」社団法人にいがた産業創造機構

NOCOPRESS、熊本日日新聞、朝日新聞デジタル、商経アドバイス、財団法人新潟
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経済リサーチセンター「にいがたの現在・未来」、週刊トラベルジャーナル、日本経済

新聞、ＯＢＳラジオ、島原新聞、新潟日報新聞 他多数 

講演実績 

新潟商工会議所 加茂市商工会議所青年部 石川県商工会連合会 七尾鹿島広域

商工会 能登鹿北商工会 鶴岡商工会議所 一関商工会議所 大東町観光物産協

議会 福島県商工会連合会 神津島村商工会 常陸大宮市商工会 ジョブカフェ久

慈 小浜法人会 小浜商工会議所 東京都商工会青年部 小浜信用金庫 スマイル

車検新潟グループ フューチャー・シティ・ファボーレ 中部飼料株式会社札幌 中部

飼料株式会社八戸 中部飼料株式会社岡山 中部飼料株式会社本社営業研修 小

浜楽笑学経営セミナー 新潟県庁広報研修会 川口民主商工会 南あわじ市商工会 

富山フューチャー開発 株式会社さくら総合サービス 加藤会計事務所 日本米穀小

売商業組合連合会 北海道米穀小売商業組合 東京都米穀小売商業組合 新潟県

米穀小売商業組合 東京都米穀小売商業組合 富山ＩＣＴネット 南都ジュニアクラブ 

くびの野ＮＰＯサポートセンター お米マイスター全国ネットワーク 久慈地域雇用創

造協議会 埼玉県商工団体連合会 石川県商工会青年部連合会 富山県宅地建物

取引業協会青年部 日本痩身医学協会 東京都商工会青年部連合会 イシグロ農

材株式会社 眼鏡専門店ボランタリーチェーン Prime２１ 熊日経営セミナー 和歌山

県新宮商工会議所 社団法人新潟県農林公社 京都府京丹後市商工会 京都府向

日市商工会 株式会社船井総合研究所 各地理容生活衛生同業組合 理容美容組

合 ＪＴＢ中部特約店コンベンション 三井住友海上火災保険株式会社  その他多

数。 

 

公式フェイスブックページ  

www.facebook.com/Lucky.Toshio 

 

出版書籍 

「予算ゼロでも効果がすぐ出る 売り上げが３倍上がる！販促のコツ４８」 

「小さな会社が低予算ですぐにできる広告宣伝心理術」 

「売れるキャッチコピーがスラスラ書ける本」 
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法人営業に利用できる 

効果的でカンタンなニュースレターの作成法 
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