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いい見出しを思いつけば、 
ほとんど良い広告ができたも同然だ。（ジョン・ケープルズ） 

チラシや広告は「見出しで8割決まる」とも言われています。 
「見出し」というのは、ヘッドコピー（タイトル）のことです。 

私も広告やDMなどの販促物を作るとき、 
一番、時間をかけて作るのがヘッドコピーです。 

このヘッドコピーがありきたりで、つまらない内容だと、 
広告は読まれることなく、すぐにゴミ箱行きです。 

どんなにお得な内容で、読んだら100人中100人が買うような商品でも、ヘッドコ
ピーでお客さんの興味を惹ければ、誰も広告を読まないので売上ゼロです。 

ヘッドコピーの役割は、「広告の本文を読んでもらう」ことです。 

刺激的で魅惑的な言葉で、お客さんの目を釘付けにし、 
広告の本文を読ませることが出来るか、出来ないかで、売上が決まります。 

広告を作るコピーライターは、ヘッドコピーの作成に、 
「広告作成の8割の時間を使う」と言っても過言ではありません。 

　つまり、 

「どんなに優れた内容の広告でも、ヘッドコピーで失敗したら全く売れない」 
と言うことです。 

広告で最も重要なのは、ヘッドコピーです。 
ヘッドコピーの良し悪しで売上が何倍も変わっていきます。 

今回、このレポートは、 
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ヘッドコピーに特化したレポートです。 

海外も含めて、様々な業界のヘッドコピーを集めました。 
たくさんの事例を見れば見るほど、いいアイデアが生まれます。 

このレポートを参考にすれば、きっといいヘッドコピーが書けると思います。 

それでは、早速、本文をどうぞ。 

ヘッドコピーを作るコツ。 

　広告を作る際、「ヘッドコピーを書いてから本文を書く」という人や、「本文を
書いてからヘッドコピーを書く」というように、2手に分かれると思います。 

一から広告を作る場合、ヘッドコピーはほどほどしにして、とにかく本文を先に、
どういう流れで広告を作るのか？を先に決めてから書いたほうがいい広告になるこ
とが多いです。 

ある程度、広告の方向性が決まった。レイアウトも出来ている。 
後は、ヘッドコピーだ！でも、全然いいのが浮かばない！という場合、 

初心に戻って、この3つの質問をしてください。 

多少面倒でも、あえて、この質問とその答えを紙に書くことをおすすめします。 

書くことで、頭のなかでゴチャゴチャになっていた言葉の引き出しが、 
整理整頓されてポツポツとアイデアが湧いてくるからです。 

実は、これよりもっと簡単な方法があります。 
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①お客さんは誰か？ 
②商品の大きな特徴は何か？ 
③なぜ、お客さんはこの商品を買いたいと思うのか？ 



それは、「お客様の声」を見ることです。 

実体験したお客様の生の声です。必ずヘッドコピーに使える言葉が入っています。 
ぜひ、それを見つけ出してください。 

効果的なヘッドコピー 
4つの原則 

どんな業界でも、いつの時代でも、売れるヘッドコピーには、 
必ず次の4つのうちどれか1つは盛り込まれています。 

それは、 

①得になること 
②新情報 
③好奇心 
④手っ取り早く簡単な方法 

です。 

もちろん、売れている広告は①～④のどれか1つではなく、 
2つ～3つ入っている場合が多いです。 

例えば、 

どうやってバカなマネをして 
トップセールスマンになったか 

というヘッドコピーは、 

「バカなマネ」とはなんだろう？と好奇心がそそられ、 
「トップセールスマンになる方法」があるとお得情報を知らせています。 

そして、 
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「このバカなマネをすれば、あなたも簡単にトップセールスマンなれますよ」 
と匂わせています。 

他の事例もご紹介しましょう。 

こうして私はひと晩で記憶力をアップしました 

私に５日ください。魅力的な性格に変えてみせます。 
ー無料でお試し下さいー 

お知らせ 
新講座開講、今後５年以内に独立したい方へ 

難聴の方々がささやき声まで聞こえるようになります 

うおのめが5日経ってもなくならなければご返金！  

賭けたのは切手代 
２年後に３万5,840ドル儲けました 

海外も含めて、成功した広告のヘッドコピーです。 
これら全部、先ほどの4つの原則が２つ以上入っています。 

反応を上げるテクニックの1つに、 
具体的な数字を入れるというのがあります。 

「5年以内」とか「3万5,840ドル」とか具体的な数字を見せることで、 
信頼性がアップします。 

他にも、「ひと晩」や「5日」などと期限を区切っているので、 
手っ取り早く簡単にできますよ。と伝えることもできます。 

これが、「私は3年かけて記憶力をアップしました」や 
「私に58ヶ月ください。魅力的な性格に変えてみせます」では全く売れません。 
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「そんなに時間かかるんならいらんわ！」ってなるからです。 

ヘッドコピーには、 
4つの原則が2つ以上入るように工夫しましょう。 

例えば、 

こうしてハゲにならずに済みました。 

1日200ドル稼ごう 

という「お得」しかないヘッドコピーよりも、 

こんなちょっと変わったことで 
ハゲにならずに済みました 

1日200ドル稼げるとしたら、 
切手代を払ってもいいと思いますか？ 

「お得＆好奇心」にしたヘッドコピーの方が売れるようになります。 

あなたも広告を作る際、「う～ん、何か物足りないんだよな～」と思ったら、 
4つの原則を振り返ってみましょう。 

売れないヘッドコピー 
４つの理由とは？ 

今度は逆に、売れないヘッドコピーの事例を見てみましょう。 
あなたがよく見る広告はこんな感じのが多いと思います。 

歯が白くないと、笑顔の魅力も半減 
（歯磨き粉の広告） 
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ボールほど快調に進むものはない 
（ボールベアリングの広告） 

これらの広告がダメな理由は、 
先を読まなくても広告の本文に何が書いてあるかわかってしまう。ということ。 

単に事実を伝えているだけの「つまらない広告」です。 
それから、次の広告もダメな例です。 

信頼性、それは真実からでた約束 

もし妻の誰もが、未亡人なら誰でも知っていることを知っていれば、 
生命保険に入っていない夫はこの世にいないはず 

これらの何がダメかといえば、 
パッと見て「意味がわからない」ということです。 

お客さんは広告をじっくり見ようとしません。 

一度きりの何気ない瞬間に「これはどういう意味だ？」と、 
意味がわからない広告に、わざわざ立ち止まって考え込んだりしません。 

意味がわからないヘッドコピーの特徴は３つ 

「中身が無い」 
「教科書のような固い表現」 
「暗い面やマイナス面を逆説で伝えている」 

です。 

そして、次のヘッドコピーをみてください。 

もっと楽な仕事でもっと収入アップしたい方へ 
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これは、人なら誰でも夢見る理想を、手短に要約していますが、 
反応はいまいちだでした。 

理由は、コピーに「信頼性がない」から。話がうますぎるのです。 

長いヘッドコピーと短いヘッドコピーでは、 
どちらの方が売れるのか？ 

世間一般では、広告や見出しは「なるべく短い方がいい」と言われています。 

なぜなら、 

「長いと読んでもらえないから」と思われているからです。 

もちろん、短い文章で伝わるなら短い方がいいですけど、 
短くすることよりも、言いたいことを120％伝えることが重要です。 

これらの思いをすべて伝えるためなら、長くなっても構いません。 

お得になって、好奇心がそそられて、 
見たことも聞いたこともない新情報が載っている広告なら、必ず反応あります。 

しかし、ヘッドコピーが長くなると、 

・広告が黒々と見えてしまう 
・単調でつまらなそうに見えてしまう 

という２つのデメリットが生じます。 

そこで、そのデメリットを打ち消すために、 
文字の大きさや色を変えたり、極太にしましょう。 

そうすると、強調する言葉の文字の大きさそのものが、 
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お客さんの注意を引くことになります。 

しかも、その太字が適切であれば、 
「理想の見込み客」に簡潔にメッセージが伝えることができます。 

そこで、太字にするヘッドコピーの良い例とダメな例の2つを見てみましょう。 

なぜ右側の太字はダメなのか説明すると、 
「意味のない言葉」を強調しているからです。 

強調するなら、見込み客から見て「興味のある言葉」を強調しましょう。 

ヘッドコピー４つの役割とは？ 

レポートの冒頭で、 
「ヘッドコピーの役割は、本文に誘導すること！」と言いました。 

◯良い例 ☓ダメな例

背が高くなる 
秘訣

この秘訣で 
背が高くなる

アルミ製手すり 
現在手に入る最高品質です

最高品質の 
アルミ製手すりが手に入ります

いい家具なら 
いまがお買いどき

いまがチャンス 
いい家具を買うとき

ついに登場のヘアスプレーは 

パサパサの髪専用
ついに登場 

パサパサ髪専用ヘアスプレー

ハイパワー自動 

ペンキスプレー
ハイパワー 
自動ペンキスプレー
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実は、その他に３つあり、合計4つの役割があります。 

①注意を引きつける 
②対象者を選別する 
③こちらのメッセージを完璧に伝える 
④読み手を広告の本文に誘導する 

以上この4つがヘッドコピー本来の役割です。 
では、順番に説明していきます。 

①「注意をひきつける」 

これは難しく考える必要はありません。 
一番簡単な方法は、誰もが魅力に感じる「強力な言葉」を使えばOKです。 

「無料」 
「～する方法」 
「なぜ」 
「セール」 
「お急ぎください」 
「バーゲン」 
「最後のチャンス」 
「保証」 
「◯◯でこうなった」 
「実証済み」 
「お得」 

などの「注意を引きつける言葉」を使い、何気なく広告を見ている読み手を 
「おっ！なにこれ！？」と思わせましょう。 

年齢30代からの基礎化粧品 
「500セット限定無料お試しサンプル」 

②対象者を選別する 
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これは具体的に書けば書くほど、その条件に当てはまる方は、その広告から目が離
せなくなる効果があります。次の事例を見てみましょう。 

65歳以上で持病や高額な掛け金などが理由で、 
今まで生命保険に入れなかった方に朗報です。 

「65歳以上」「持病」「高額な掛け金」など、具体的な内容があるので、健康的
な20歳や30歳、掛け金が安い若年層からの問合せを回避し、狙った顧客層だけを
選別することが出来ます。 

③こちらのメッセージを完璧に伝える 

読み手の5人に4人はヘッドコピーだけ読んで、あとは飛ばしてしまいます。 
だから、ヘッドコピーだけで言いたいことを完全に伝えなければいけません。 

これができれば、ヘッドコピーしか読まない80％の読み手にも、 
ある程度売り込むことが可能になります。 

締め切り間近、今ならなんと年会費無料！ 

20歳から持てるゴールドカード。 
さらに3つの入会特典つき！お申し込みは今すぐ！ 

④「読み手を広告本文に誘導する」 

お酒、清涼飲料水、タバコ、ファッションなど、ある種の商品は、 
魅力的な写真、カッコいい見出し、最小限の言葉で売れることがあります。 

しかし、太陽光発電のような高額商品や、商品説明が必要な場合、 
ヘッドコピーだけで売れることはありません。 

読み手にもっと多くの情報を伝える必要があります。 
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そのために、 

読み手の好奇心をかき立て、 
広告の本文に誘導する必要があります。 

好奇心をかき立てるには、「ユーモア」「焦らし」「謎」「見返り」「新事実」「お
得情報を約束する」などを使うと有効です。次の事例を見てみましょう。 

ときとしてアメリカの管理職に欠けていて、 
日本の管理職が持っているものは何でしょう？ 

たった5ドルでできる美容整形代替策　　 

もし、これが「5ドルのローションで、高額な美容整形が不要に」だったら、 
あまり売れなかったでしょう。 

高額商品の広告は、必ず好奇心をかき立てるヘッドコピーが必要があります。 

簡単につくれる穴埋め式ヘッドコピー 
～12の型をマスターする～ 

◯◯の空白部分を埋めれば、誰でも簡単に「好奇心をかき立てられるヘッドコピー」
が出来上がる穴埋め式を用意しました。 

「お前に◯◯◯はムリだって皆に言われたけど出来たんです」 
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ピアノの前に座ったら、みんな笑ったけど、 
弾き始めたらもう誰も笑いませんでした。 

私がウエイターにフランス語で話しかけられると、みんなニヤニヤして見てい
ました。でも、私が返事すると目を丸くしたんです。



「あなたも◯◯◯を手に入れたくありませんか？」 

「◯◯で◯◯になりました」 

「あなたは◯◯◯ですか？」 

「私はどのように◯◯◯したか？」 
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あなたも映画スターのようなプロポーションを手に入れたくありませんか？ 

あなたも毎日あと1時間あればいいと思いませんか？

「バカでもできる手」を使って花形セールスマンになれました 

ごく簡単なアイデアで「年間優秀工場長」になりました 

テネシー州に移転したおかげで、当社は1年間で100万ドルを節約しました

ご家庭の臭いが気になりませんか？ 

上司より自分のほうができると思いますか？ 

いまの商売に日本勢が進出してきても太刀打ちできますか？

私はどのようにセールスでの失敗から立ち上がり成功したか？ 

私はどのように一生困らないだけの収入を確保し40歳で引退したか？ 

私はどのように問題だらけの会社を個人資産にできたか？



「◯◯する方法」 

「あなたが◯◯なら◯◯◯できます」 

「◯◯◯の秘訣」 
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何歳からでも社会保障が受け取れる方法 

人を味方につけ動かす方法 

たった19.95ドルでテレマーケティングの生産性を上げる方法 

毎日仕事がたまっている管理職の皆様へ 
安心して人に任せられる方法ご紹介します。 

ご多忙な医師の皆様へ 
いままでの半分の時間で新しい患者の指導ができる方法があります。 

株投資家の皆さんへ 
短期の値動きを予測する方法を知りたくありませんか？

お酒を1滴も召し上がらない方でしたら生命保険が20％節約できます。 

アメフトに詳しいですか？ 
でしたら、今度の週末に5万ドルが当たるチャンスがあります。  

御社で「パート」を雇っていらしゃれば、 
100ドル分の無料サービスを受け取る資格があるかもしれません。

広告業界の異端児の秘訣 

ゴルフチャンピオン4人の秘訣



「たとえ◯◯でも多くの人々が、いまや◯◯しています」 

警告「◯◯◯」 

「◯◯◯してくだされば◯◯します」 

「◯◯する◯◯とおりの方法」 
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不器用だとおっしゃる方も、すでに大勢の方が楽しんでいます。 

最初は本気にされなかった方も、いまでは200万人もの人々が 
このアイデアのおかげで健康を維持しています。 

皆さん一度はこの手紙をゴミ箱に捨てたことがありますが、 
現在13万8000人のご同業者の方々が毎月当社の小切手を受け取っています。

警告「いまいらっしゃる業界の中間管理職の3分の2が 
向こう3年間で職を失うことになります」 

警告「太陽光発電はまだするな」 

5日間で魅力的な人間になります。 

1日1時間だけでいいのです。 
1ヶ月後にはネイティブのように英語が話せるようになります。 

質問を７つさせてください。御社が使っている広告に 
かなりムダなお金を使っていることがおわかりになります。

新しい患者が絶え間なく来院する101通りの方法 

設備保全コストを大幅に削減する17の方法



いかがですか？ 

◯◯の部分を穴埋めするだけで、 
好奇心がかきたてられるヘッドコピーが出来上がるようになっています。 

こういう広告って、昔からよく見かけますよね。 
今も昔も、人が反応する要素は同じだということです。 

ヘッドコピーを見直す「4つのU」 

何通りかのヘッドコピーが出来たら、 
本当にそのコピーが効果的かどうか確認する必要があります。 

自分では「良い！」と思っても、それは自分だけで、 
周りから見た時、「いまいちピンとこないな～」となる場合が多いです。 

そこで、ご自身で「良いか悪いか」判断する「4U」の原則を紹介します。 
「4U」とは、それぞれ4つの頭文字を省略したものです。 

①お急ぎください（Urgent） 
②ユニーク（Unique) 
③超具体的（Ultra-Specific） 
④有益（Useful） 

これら4つの要素がヘッドコピーに入っているか？を確認することで、 
良いか悪いか判断することが出来ます。 

 ①「お急ぎください」 

この「お急ぎください」という一言は、 
読み手に、後ではなく今すぐ行動する理由を与えます。 

特に時間の要素を入れれば、この「急ぐという感覚」を引き出せます。 
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例えば、 

「今年、在宅仕事で90万円稼ごう」は 
「在宅仕事で90万円稼ごう」よりはるかに切迫感があります。 

ある期日までに注文すると、特別割引やプレミアム特典が得られるなど、期間を限
定することで「急ぐという感覚」を引き出すことも出来ます。 

②「ユニーク」 

効果的なヘッドコピーというのは、何か新しいことを言っているか、読み手が既に
知っている話を、違う切り口で、新しく表現しているものです。 

例えば、バス用品の「なぜ日本の女性の肌は美しいか」というヘッドコピーは、 
よくある「日本製バス用品が10％オフ」と比較すると雲泥の差です。 

③「超具体的」 

具体的になればなるほど、読み手をその気にさせて、 
商品を注文させるというものです。 

例を挙げると、「機内で絶対に食べてはいけないもの」「後払い可の請求書」「税
金還付付請求のベストタイミング」などです。 

④「有益」 

読み手の得になることや、商品から得られるメリットです。 
（マーケティング用語で「ベネフィット」とも呼びます） 

特に、利益を強調すると、読み手の興味をかき立てることが出来ます。 
例えば、「格安スキーへのご招待」が提示するベネフィットは「節約」です。 
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ヘッドコピーをさらに強力にする 
G.D.Tの法則 

さらに、「４U」の他にも、「GDTの法則」というのがあります。 
この法則は、人間の欲求を9つに分けて、 

目標（Goal） 
欲望（Desire） 
焦らす、悩ます（Teaser） 

の3つに分類したものです。 

しかも、この欲求は、G→D→Tの順に、強く、深くなりますので、 

このGDT（特にDやT）が、広告のヘッドコピーや本文に入っていれば入っている
ほど、強力で魅力的になる、というものです。 

まず、「G」のGoal（ゴール）から説明すると、 

Goalとは、人間が目標とする事です。 
小冊子にも紹介しましたが、 

・時間（Time） 
・努力（Effort） 
・お金（Money） 

の3つです。 

時間をかけたくない、短期間で成果を出したい、 
汗水たらして頑張ったり、努力したくない、 
儲けたい、ムダな費用を削減したい、 

という要素が入ってると、人はビビビッと反応してしまいます。 
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例）1日たった10分の作業で毎月10万円もらう方法 
　　私にも出来た！3日で5kg痩せる誰でも出来る方法。 

次に、「D」のDesire（デザイアー）を説明すると、 

Desireとは、欲望で、次の3つが入ります。 

・富や名声、強欲、貪欲（Greed) 
・美、性的なもの（Lust) 
・快適性、悩みや苦痛がない状態（Confort） 

もっと有り余るほどのお金がほしい、誰からも認められる名誉・名声が欲しい、 
美しくなりたい、老いたくない、可愛くなりたい、カッコよくなりたい、愛人が欲
しい、恋人がほしい、美女100人とヤりたい、時間に縛られない、お金を気にせず
買い物をしたい 

などの要素が入っていると、Gよりも強く反応します。 

例）気になるあの子全員を思い通りにして惚れさせる方法 
　　馬鹿な上司や使えない部下にお悩みの方は必見です。 

最後の、最も欲求が強い「T」のTeaser（ティーザー）を説明すると、 

希少性（Scarcity) 
興味（Curiousty) 
反社会性（Controvesy) 

世界で5つしかない、1000個限定、この成分は貴重な●●から●ｇしかとれない、 
10歳若返る魔法の香水とは、1時間で5万円儲かる仕組みとは、このあと衝撃的な
展開が、なぜあなたは貧乏なのか、だからあなたはブスなのです、賢い奴ほどバカ
が多い、 

この反社会性については、 
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「こんなこと言っていいのだろうか？　 
　道徳的に（面と向かって）言っちゃダメだよね」 

みたいな感じです。 

毒舌キャラで有名な人は、ココを突いています。人がなかなかな言えないようなこ
とをズバッと言うことで人気があります。 

でも、これは品がないと、読み手は不愉快になるので、 
ある意味、諸刃の剣です。取扱には十分注意が必要です。 

ただ、この反社会性がバッチリはまると、反応は高いです。 

例）低所得者に共通する癖とは？～これが貧乏になる習慣だ！～ 
　　なぜ、太陽光発電は儲かる人と損する人がいるのか？ 
　　ウソばかり言う営業マンに要注意。～あなたはきっと騙されている～ 

このGDTの法則は、ヘッドコピーだけでなく、 
広告やホームページ、セールスレター本文を見直す際、活用してください。 

ホームページなら、文字数に制限がないので、 
これらの要素をたくさん入れることが出来ます。 

そして、DとGの要素をどれだけ入っているかで、反応が大きく違ってきます。 

アイデア帳に今すぐ書き込む38の事例 

新しい広告やDMを書く際、大ヒットしたヘッドコピーを見ていると、「これ使え
る！」というインスピレーションが得られます。 

実際、アメリカで有名なコピーライター（ロバート・W・ブライ）が手帳に書き込
んでる売れるヘッドコピー集を、カテゴリー別に区分けしたので、あなたのアイデ
ア帳に書き写しましょう。 
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①見出しで質問する 
「ときとしてアメリカの管理職に欠けていて、日本の管理職が持っているものは何
でしょう？」 

②今話題の出来事に関連付ける 
「マーサ・スチュワートのように株取引で一歩リードを保て　～ただし法は犯さず
に！」 

③新語を作る 
「新しい『極性オイル』は磁力で部品に絡みついて、機械の寿命を最大6倍長持ち
させます」 

④「新」「紹介」「発表」を使って新しいことを伝える 
「犠牲のない防衛費削減を発表」 

⑤命令文にして、読み手にすべきことを伝える 
「地デジ化まであと◯日！しかし、まだテレビは買うな！」 

⑥数字や統計を用いる 
「1本の植物から1万7000もの花が咲くなんて聞いたことがありますか？」 

⑦有益な情報を約束する 
「家を買うときに犯す最大の過ちを避ける方法」 

⑧オファーを強調する 
「お値段そのまま！売れ筋の新着書籍もなんと同時に購読が可能です！」 

⑨物語形式にする 
「私がピアノの前に座るとみんなが笑いました。でも弾き始めると…」 

⑩推奨する 
「今すぐ購入すべきハイテク株」 

⑪ベネフィット（利益）を明らかにする 
「UNIXのデータセンターの管理　かつては困難でした。今は容易にできます」 
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⑫比較を提示する 
「二酸化炭素排出量問題の解決策　従来のベンチュリスクラバーと比べてエネルギー
コストが半分に」 

⑬読み手が映像をイメージできる語を使う 
「なぜある種の食べ物は胃の中で『爆発』するのか？」 

⑭証言を使う 
「もう手放さない、そんな感じです」 

⑮無料のスペシャルレポート、カタログ、ブックレットをオファーする 
「無料の新スペシャルレポート：あまり知られていないミリオネアの実践戦略　富
を国に取られず手元に残す方法」 

⑯セールスポイントを飾らず単刀直入に言う 
「手術台改造　～代替品は貸出無料～」 

⑰読み手の好奇心をかき立てる 
「今買うべきインターネット株～ヒント：あなたが想像しているようなものではあ
りません！」 

⑱秘密の伝授を約束する 
「ウォール街だけが知っていた秘密のロジックを公開」 

⑲具体的に 
「時速60マイル、この新型ロールスロイス車内で聞こえるのは時計の音だけ」 

⑳特定の読み手にターゲットを絞る 
「児童書を書いてくださる方を求めています」 

㉑時間的要素を入れる 
「待っている間にすぐ導入できます」 

㉒コスト節約、値引き、価値を強調する 
「2177ドル相当の高価な株式市場ニュースレターを、なんと驚きの69ドルでご提
供」 
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㉓朗報を伝える 
「よく聞こえるようになるのに決して遅すぎることはありません」 

㉔他の商品やサービスの代替策を提示する 
「イェールに行く暇なんてなかった　～自宅が大学だったから～」 

㉕挑発する 
「あなたの頭皮は爪で掻いても大丈夫ですか？」 

㉖保証を強調する 
「ソフトウエア・アプリケーションの開発時間を最大6倍短縮　～ご満足いただけ
なければ返金します」 

㉗価格を明示する 
「メインフレームに8台のPCを接続　～わずか2395ドル」 

㉘一見矛盾する内容を示す 
「『インサイダー取引』で利益を～100％合法です！」 

㉙よそでは得られない独占情報を提示する 
「ほとんど知られていない『トレーダーの秘密兵器』で500％以上の利益」 

㉚読み手の不安に触れる 
「大半の中小企業が失敗する理由　～とその解決策」 

㉛「そんなバカな！と思うかもしれませんが…」という書き出し 
「そんなバカな！と思うかもしれませんが、現在、市場価格が2ドルのこの小さな
研究開発の株は、さほど遠くない未来、100ドルにまで高騰する可能性があります」

32大胆な約束をする 
「20歳若返ります」 

33商品を購入した場合のROI（投資回収）を示す 
「不適任者を雇用した場合のコストは、彼らの年間給与の3倍になります」 
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34なぜ～理由形式の見出しを使う 
「なぜ、ほとんどの女性が、理想のポジションを手に入れられないのか？」 

35製品あるいはサービスに関する重要な疑問に答える 
「債権回収会社と契約する前に考えておきたい7つの疑問とその答え（一問一答方
式）」 

36特典を強調する 
「無料！　今オーダーすれば、有料購読に利用できる280ドルの無料ギフトを進呈」

37読み手の目標達成を支援する 
「30日で画期的なマーケティングプランが作成できます。　しかも無料！」 

38一見矛盾する宣言または約束する 
「家の中のどの部屋でも瞬間冷却　しかもエアコンなしで！」 

いかがでした？これだけあれば、きっとあなたにピッタリなヘッドコピーが見つか
ると思います。 

そして最後に、ヘッドコピーを評価するチェックリストをご紹介します。 

   （次のページヘ進みます→）24

・広告を読めばベネフィットか見返りがあることを明らかにしているか？ 
・明瞭でストレートか？言いたいことを手短にシンプルに伝えているか？ 
・もっと具体的に出来ないか？ 
　（「すばやく5kg減量」より「3週間で5kg減量」の方がいい） 
・力強いメッセージ、斬新でドラマチックな表現で読み手に訴えかけ、注意を惹
きつけてるか？そして、本文に誘導できているか？ 
・対象者を選別できているか？ 
・本文を読まないと、全く意味がわからないヘッドコピーになっていないか？ 
・無意味な言葉遊び、ダジャレ、小細工は使ってはいけない。 
・論理的に考えて商品に関連のあるものか？



おわりに 

どんなに優れた広告でも、何年も使い続けると反応が下がってきます。 
その時、見直すのがヘッドコピーです。 

同じ内容の広告でも、 
ヘッドコピーを変えただけで反応が上がります。 

もし、広告の反応が下がってきたら、 

見込み客、顧客、クライアントは、どういう相手か、 
相手は何を望んでるのか、をもう一度、見直しましょう。 

反応しない理由を紙にひとつひとつ書いていく。なぜ反応しないのか？ 
不服や心配・不安・疑い・言い訳などあらゆる可能性を考えてみる。 

「反応がない理由を予測して対処する」ことの重要性を忘れないでください。 

人がお金を払うのは「物そのもの」ではなく、 
その物が「提供してくれること」です。 

そして、 

最後の最後、一番重要なのは「わかりやすさ」です。 

何言ってるかわからない広告は論外です。 
小学5年生が読んでもわかるように書いてるかどうかを基準に作ってください。 

売れるしくみオフィス
辻壮慈
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法律上の記述

警告！

もし発見した場合は、法的手続きを開始しなければならなくなります。

（Ｃ）2014　All rights reserved by ureru493office lnc. 禁無断転用 
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