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が貴社の活動を大きく改善させるヒントを共有したいと思い
ます。今や、Web 活用が当然であり、様々なインターネット

広告やデジタルツールが日々アップデートされており、パソ

コンやスマホを開けば多種多様の情報が溢れています。本稿
の内容は、そのような状況下で見込み顧客の興味を引き、行

動を促すことができるのが、実はアナログの施策にあること
を証明するものです。

せを生み出すことで、競合他社を

振り払い、見込み顧客から逆指名

されるようになります。

感情に強く訴求できる

●紙の「ＤＭ」は

Ｗｅｂ広告と紙のＤＭを比較し

た際に、どちらが「記憶に残りや

多くの方が、紙の方が受け取り

すいか」を考えてみてください。

手にとって強い影響を与えると考

客施策を実施しながらも、そこに

が、昨今、Ｗｅｂ広告を用いた集

トの営業活動支援を行っています

私は、長年、多くのクライアン

て、競合他社との比較がされやす

しているのも事実です。したがっ

して、当然、そこでの競争が激化

に実施するようになりました。そ

Ｓ広告を、多くの中小企業が普通

出稿検討ができる検索広告やＳＮ

いイメージを持たれやすいのです

きます。一方で、紙のＤＭは古臭

に使って感情に訴求することがで

でみるという、人間の五感をフル

見て、手に取り触れてみて、読ん

紙のＤＭは、実際にモノとして

えたのではないでしょうか。

偏らずあえてアナログを用いた施

が、Ｗｅｂ広告は、前述の五感を

・ ・ ・

策を組み合わせて実行することを

いＷｅｂ広告では、より綿密な戦

意し、最適な広告は何かを細かく

イティブ画像、動画などを複数用

のＤＭを組み合わせることをオス

用になります。私は、Ｗｅｂと紙

のが、アナログ
（紙）
の「ＤＭ」利

めの集客アイデアとして重宝する

客から逆指名される、とっておき

ルになり得ます。では、見込み顧

化させることができる優秀なツー

ることは、貴社の営業活動を活発

したがって、紙のＤＭを活用す

分析してプロモーションを進める

この状況下で、成果を伸ばすた

おいて限界があります。

心がけています。
確かに、Ｗｅｂ広告は瞬発力が
あります。多数のＷｅｂメディア

ことができます。

の秘策を紹介します。

また最近は、簡単に小コストで

スメしていますが、この組み合わ

を使い、テキストコピー、クリエ

なければなりません。

刺激するようなプロモーションに
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略を立ててプロモーションを組ま

紙の「ＤＭ」が、営業活動を変える起爆剤になり得る

今こそ、アナログ施策が成果を上げる！

紙の「ＤＭ」は本当に時代遅れなのか？

ガラリと変えた〝成功事例〟

第4回
今回は、デジタル化が進む中で、アナログの営業アイデア
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送るのか？」

③「何をしてもらうために
絞り込んだ宛先リストに向けて
セールスレターを送付するわけで
すが、その目的を明確にすること
も重要です。パンフレットやカタ

ＡＩＤＡの法則を実践します。

→ 注意を引く
Attention
→ 興味関心を持たせる
Interest

→ 欲求を掻き立てる
Desire

→ 行動を促す
Action

ちらから仕掛けを作り込んでおく

な行動を取ってもらえるよう、こ

瞬時に、思わず開封したくなる仕

えるかがとても重要です。ＤＭを

また、どう伝えるか、何から伝

すると、こちらが望む行動を自然

ここで、注意してほしいのがメ

掛けを用意して、その封筒に注意

ログを送付して受け身で相手の反

ッセージ性のないＤＭを唐突に送

必要があります。そのＤＭを受け

を引かせ、読み手が抱える不安や

に促すことができます。

っても、反応を得ることや受注に

取ってからすぐに反応を示すこと

悩みに関する内容を綴ることで文

応待ちをするのではなく、具体的

結び付く営業活動は実現できない

ができるような行動喚起の仕組み

るのかが、重要になります。

次に、選定した相手先に何を送

②「何を送るのか？」

れる可能性が高まります。

厳守すれば期待通りの反応が得ら

営業活動に効果的なＤＭの作り方「ＡＩＤＡの法則」
効果的な集客活動ができるＤＭ
の活用方法における、大切なポイ
ントはこの３つです。

①「誰に送るのか？」
②「何を送るのか？」
③「何をしてもらうために
送るのか？」

を用意してください。

章をじっくり読ませます。その課

ということです。よくある失敗例
トや商品紹介のチラシをただ送付

題を明らかにした後、どのような

行動せずにはいられなくなる提案

解決策があるかを示し、それを手
ＩＤＡの法則」を理解すると、反

を盛り込み、どのようにして問い

に入れるための方法を示します。
応を得られる文章を作成すること

合わせや申し込みに短時間でつな

セールスレターを書く際に「Ａ
るのであれば、ここは一工夫が必

ができます。自社商品や会社のＰ

ＤＭの仕掛け

●思わず読みたくなる

としては、企業概要のパンフレッ

ＤＭをお送りする際に一番重要

するというものです。これでは誰

①「誰に送るのか？」
で、そして大きなメリットになる

も見向きもしないでしょう。

要で、ＤＭの宛先は「受け手がい

Ｒのため、唐突に紹介文を並べて

五感を刺激できるＤＭを活用す

ことは、誰に送るのかを明確にで
込み顧客になりそうな相手に狙い

る」
「読み手がいる」ということ

きることです。これは、自社の見
を定めて訴求することを意味して

です。相手の感情を刺激できるよ

なりそうな人や企業を選定するこ

とは、自社にとって見込み顧客に

ＤＭを送る前に必ず実施するこ

込むことで相手の印象を大きく変

ター」と呼びますが、これを取り

を盛り込んだ文章を「セールスレ

うなメッセージを取り入れた内容

箱行きとなってしまいます。

のような送付物は一瞬にしてゴミ

も受け手の心に響きませんし、そ

が得られます。
「Ａ→Ｉ→Ｄ→Ａ」

スムーズに設計できるといい反応

げるかを、セールスレターの中で

見込み顧客の欲求を掻き立て、

います。

とです。つまり、一定の条件に当

受け手、読み手の感情を刺激する

ーを作成してみましょう。

の流れを意識して、セールスレタ

てはまるリストを絞り込むことで

えることができます。

そ こ で、 見 込 み 顧 客 側 の 心 理、

反応を上げることができ、これを
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②「メリット」

るでしょう。

適な見出しを考案することができ

に置き換えて書き出してみると最

しながら、貴社の商品やサービス

挙げましたので、それをチェック

サンプルの見出し事例を図 に

を練ってください。

するので、時間をかけてアイデア

ます。セールスレターの質を左右

進めるための強力な役割を果たし

訴求しても結構です。次頁を読み

ＤＭに必要な４つの構成要素でセールスレターを作成する
セールスレターを構成する４つ
の要素、

①「見出し」
②「メリット」
③「信頼性」
④「行動喚起」

を紹介します。これらは、行動を
促すための流れを作る骨組み（パ
ーツ）になります。

貴社の商品やサービスを入手す

セールスレターの構成要素で最

れるのかを明確にします。注意点

手に、どんなメリットがもたらさ

ることで、見込み顧客となる読み

も重要なパーツです。見出しを見

は、単に商品自体の特徴や機能を

①「見出し」

たＤＭの受け取り手はたった数秒

羅列して説明しないことです。

ことで、生活や感情にどのような

読み手が、その機能を利用する

で、この先のメッセージを読むか
したがって、読み手の感情を一瞬

変化が生じるのかを強調して文章

読まないかを判断するからです。
で掴むほどインパクトのある言葉

って魅力的な内容であればあるほ

にまとめてください。読み手にと

見出しは、短い言葉でシンプル

ど、セールスレターをじっくりと

を用意しなくてはなりません。
にまとめても、数行に渡る文章で

見出しサンプル事例

●無料利用できる時代に、10 万円の〜〜（商品）〜〜。
しかし、この半年で全国の○○○や□□□、合わせて

○○○人以上が、即決で購入を決めています。それは
なぜでしょうか？

●○○○○○だけで 1 日の作業が終わってしまうあなた

へ。もし、その仕事が 1 日たった〇〇〇円で、しかも

一瞬で、自動的に完了するならば、
、
、どう思いますか？

●販売実績数 No1 の〜〜（商品）〜〜（販売価格）を

あなたの会社へ「無料」でお送りしてもいいですか？

しかし、この商品やサービスが

かけているところかもしれません。

を隅々までじっくり読んで納得し

られるメリットを理解して、中身

見出しの言葉に惹きつけられ、得

せん。しかし、インパクトのある

いたＤＭに驚いているかもしれま

しょう。知らない企業から突然届

受け取り手の感情を考えてみま

③「信頼性」

真剣に読み進めてもらえます。

図1

1

境の改善に貢献してきました。

● 1 日たった〇〇〇円で、前年比業績 120％をもたらし

た、ある画期的な方法とは。

●あなたの社員は、こんなことで、1 日の仕事時間を無

駄にしていませんか？

●もし、たった一つの〜〜（商品）〜〜があなたの職場

をガラリと変え、社員の労働時間を○○％縮小、売上

○○％拡大できるとしたら、どう思いますか？

の商品やサービスの導入を決めた

一番分かりやすいのは、既にそ

名度や評判などを並べます。

ディア紹介実績、専門業界での知

具体的な数字（導入企業数）やメ

パーツを盛り込みます。ここでは

そこで、信頼性・権威性を示す

ません。

先の行動に躊躇しているかもしれ

ジなのか？」と半信半疑で、その

丈 夫 か？」
「信頼できるメッセー

良さそうだと感じても「本当に大

●この無料体験は○○○、□□□、○○社以上の職場環
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ることで、読み手側が抱える半信

顧客の声です。ありのままを載せ
てほしいかを伝えることです。読

し、読み手にどのような行動をし

ルスレターを送った目的を明確に

ぐに□□（行動内容）すれば問題

みの解決策）がほしい方は、今す

「 ○ ○（ 見 込 み 顧 客 の 不 安・ 悩

や仕掛けを施すことができます

した。その他にも、細かなパーツ

を構成する４つの要素を紹介しま

・ ・ ・ ・ ・

半疑な感情をクリアにすることが

が、この４つはどんなセールスレ

ターにおいても必ず組み込んでほ

をクリアすることができます」
このフレーズを末尾に補完して

しい内容です。まずは、ここを押

み手の欲求を駆り立て、今すぐに
目の前に立ちはだかる問題や不安

さえて自社の使える営業ツールを

実績や顧客の声を載せる

行動喚起

今すぐ行動しないともったい
ないと思わせる強力な提案を
行う

作成してみましょう。

緊急性が演出できると尚良いセー

商品の特徴ではなく、読み手
に何が得られるかを明記する

ルスレターができるでしょう。

メリット

を解決したい。その気持ちを即座

信頼性

以上、効果的なセールスレター

2019.11
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できます。

何をしてもらうために送るのか？
中小企業向けの無料試用サービスの提案

に行動に移してもらえるように導

驚きを与えるような
キーワードを盛り込む

最後の構成パーツとして必ず用

 を送るのか？
何
IT ツール販売会社の法人向けプロモーション

いていきます。

見出し

④「行動喚起」

誰に送るのか？
社長や決裁権を持つ担当部長宛

意してもらいたいのが、このセー

■セールスレターサンプル事例紹介
では、セールスレターはどんなものなのか、実際のＤＭ原稿をご覧ください。ここで
はすべてを掲載することはできませんので途中の文章を省略し、特に重要な読み手を引
き込むための冒頭部分と行動を促すための末尾部分を抜粋しました。是非、セールスレ
ターの基本の流れを掴んで自社の営業活動の一環として活用頂ければと思います。

