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ＩＴ全盛時代だからこそ
アナログの小冊子を使え！
オンラインとオフラインを行き来する集客戦略こそが、

これから生き抜くカギになる

吉田知也さんに小冊子集客の可能性に
ついて、お話しをお聞きしました。

十河：吉田さんは、ダイレクト出版認定のセール
スライターという資格をお持ちですが、吉田さ
んは具体的にどんなお仕事をしているのです
か？
吉田：文章を書く仕事の人をコピーライターとい

いますが、文章を書く仕事の中でも、「モノ
を売ること。マーケティングに特化した文章」
を書く人のことをセールスライターといいます。

もともと、私はホームページ制作を行ってい
ましたが、「キレイなページをつくるだけでは
商品は売れない！」と気付いて、セールスライ
ターの勉強を始めました。すると、次は、導
線構築の知識が必要になって導線設計の勉
強、そして、いつの間にか、「セールスライター」
～「ＩＴ集客のコンサルタント」のような仕事
まで行うようになっていました。ひと言でいう
と、「販売・セールスのお手伝い」をしています。
十河：吉田さんのコンサルを受けているクライア

ントはどんな業種の方ですか？
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　昨年 12 月に『ＩＴ全盛時代の逆を行く超小冊子集客

術』を自費出版した吉田知也さんと、2 月上旬にこんな

約束をしていました。「吉田さん、4 月 8・９日に東京へ

出張するので、その時に、弊社のニュースレターに載

せる対談記事の取材をさせてください」。

　ところが、コロナ問題で東京行きが中止。そこで、

ZOOM で、なぜ、ＩＴ集客コンサルタントの吉田さん

が、「今こそアナログの小冊子を使え！」と訴えている

のか？ を中心に取材させていただきました。
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今、多くのＩＴコンサルタントが
ＩＴ集客の限界を感じ始めている
十河：私の「集客用小冊子セミナー」を吉田さ

んが受講され、その後の懇親会で、「十河さ
ん、小冊子っていいですね。十河さん、私も
集客用小冊子についての本を書いてもいいで
すか？」と言っていただきました。そして、昨
年末に吉田さんの青い本を発行されました。
IT 集客／ＩＴ導線設計の専門家でもある吉
田さんが、なぜ、「アナログの小冊子」につい
て書こうと思ったのですか？
吉田：これまで、リスティング広告などのネット

広告を使って、お客様の集客をサポートして
いました。そして、お客様も喜んでくれまし
た。なかでも、３～４年前は Facebook 広告
を使って、自分でも驚くほどの成果を出すこ
とができました。ところが、近年は、誰もが
ネット広告を使い始めたので、徐々にネット広
告の反応が落ちていきました。ネット広告→
ランディングページという流れで集客しようと
しても、「また広告かよ……」「もういいよ」と
なってしまうのです。そんなことで、私も「ネッ
ト広告、ＩＴ集客が難しくなった」「ＩＴだけ
では、商品やサービスの本当の価値が伝わら
ない……」と悩み始めていました。ちょうど、
そんなタイミングで、十

そ ご う

河さんの『集客用小
冊子セミナー』を受講しました。そして、「ア
ナログの小冊子っていいなぁ。ＩＴ情報の大
洪水時代だからこそ小冊子だ！」と直感しま

した。
・小冊子と言っても、80 ～100 ページになる

ともう立派な書籍。小冊子というツールで有
意義なセミナーをお届けできる。

・それから、「へぇー、この会社は本を出し
ているんだ～。Amazonでも販売している」
と思ってくれる。

・そして、何よりも凄いと思うことは、小冊子
を渡すことは、セールスにならない。「こん
な本を出したので、よろしければ読んでく
ださい」と気軽に渡したり、プレゼントする
ことができる。でも、小冊子がちゃんとセー
ルスしてくれる。

こんな特性を持っている小冊子を使うと、「強
い導線をつくれる！」と確信しました。
今、多くのＩＴコンサルタントや、広告の専門
家がアナログツールの強みを再認識し始めて

吉田知也氏の集客法解説セミナー

吉田：業種はさまざまです。具体的な業種を挙
げると、たとえば「終活ビジネスの eラーニ
ング講座」「葬儀社向けコンサルティング会
社」「英語の学習方法を教える先生」などの

集客・セールスを指導しています。どちらか
というと、「知識を提供するビジネス」が多い
と思います。
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導線設計の行き詰まりを
小冊子が打開してくれる
十河：「小冊子をつくりたい！」という経営者様

に、「見込み客に小冊子を渡したあとの『導
線』を考えていますか？」と質問すると、4
割の方は「はい、導線を設計しています」と
答えてくれるのですが、残り 6 割は、「ぼん
やり浮かんでいます」、あるいは「実は、導線
設計で悩んでいる。浮かんでこない……」と
言います。吉田さん、導線設計についてアド
バイスをお願いします。
吉田：はい、確かに多くの経営者様が「導線づ

くり」で悩んでいます。この導線設計につい
てのアドバイスをするとなると、１日セミナー
になってしまうのですが、ここでは手短に説
明します。
導線設計入門的なビジネス書もあると思うの
で、それを参考にて、資料請求からスタート
して、成約へと登っていく自社の階段（導線）
を、ぜひ、紙に書いてみてください。ですが、
階段（導線）を設計するときに、「その階段を、
どのようにして、自然に登れる小さな階段に
するのか？」これが重要なポイントになります。

仮に、知らないセールスマンのＡさんが、あ
なたに 30 万円の有名メーカーの人気マッサー
ジ器を売りに来たとします。あなたはそのマッ
サージ器が優れていることを知っていても、
人間関係のないセールスマンからは買わない
と思います。ところが、20 年の付き合いのあ
る気心のしれたセールスマンのＢさんが、無
名メーカーの 30 万円のマッサージ器をセール
スに来たとしたら……。30分ほどのお試しマッ
サージを受けて、「あっ、気持ちいがいいね。
よし、これを買うよ♪」と言ってしまうのでは
ないでしょうか。一番大切なのは、金額や、
性能ではないのです。一番大切なのは人間
関係です。
自分の会社の導線を紙に書くとき、「どうやっ
て仲良くなろうか？」「どうやって人間関係を
築いていこうか？」「どうやって相手の悩みを
聞いてあげようか」と知恵を出してほしいの
です。階段（導線）の中に、アンケートを入
れて相手の悩みを聞いてあげたり、階段の途
中で、ちょっとしたプレゼントを入れて、相手

います。
十河：はい、私も２カ月ほど前に「若者向けに

初めてＤＭ広告をテストしたら、凄い反応だっ
たので驚きました」という大手通販会社の広
告部門の方の話を聞きました。
吉田：日本ＤＭ協会のデータを見ても、最近は

ＤＭの開封率が高くなっています。受け取る
側もアナログに「安心」を感じているのかもし
れません。小冊子も同じだと思います。小冊
子は郵便で送るので確実に届きます。ビジネ

スマンにとっては異常な激戦区、過酷な競
争状態の

「スマホの世界」とは対称的に、小冊子の
アナログ世界には邪魔するライバルがいませ
ん。安心感があります。だから、小冊子をじっ
くり読んで、勉強してくれます。
今、多くの経営者がＩＴ集客に偏り過ぎてい
ると思います。これからはＩＴツールとアナロ
グツールを上手に組み合わせて集客・営業す
る時代に変わっていくと思います。
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十河：吉田さんの青い本の巻末にミニチラシが
挟み込まれています。そして、そのミニチラシ
で、『小冊子とオンラインを活用した集客・
売上ＵＰの仕組みづくり』というオンライン勉
強会の案内をしていますが、私は、吉田さん
のミニチラシを見て、「なるほど～、小冊子か
らオンライン勉強会へという導線もあるのか
～」と感心させられました。今、オンライン
サロン、とか、オンライン飲み会とか、オンラ
イン〇〇〇という言葉をよく聞きますが、1 年
以上も前から、オンラインビジネスに取り組ん
できた吉田さんから、これから「オンラインビ
ジネスに挑戦しよう！」としている経営者さん
にアドバイスがあればお願いします。
吉田：外出できない今、多くの人々が一斉にＺＯ

ＯＭ（ズーム）を使い始めました。そして、多
くのビジネスマンやお客様が、「直接お会いし
なくても、ＺＯＯＭで十分打ち合わせができ
る。人間関係づくりができる。カウンセリング
もできる」と実感しています。もし、まだ、「Ｚ
ＯＯＭを使ったことがない」という方がいまし
たら、外出できない今だからこそ、ぜひ、使っ
てみてください。そして、ＺＯＯＭの可能性を
体感してください。コロナが完全に終息した
ときには、多くのお客様が「ＺＯＯＭで相談
させてください」と言ってくると思います。

ですから、今のうちからオフラインとオンライ
ンの両輪でビジネスをまわしていく準備をする
べきです。半年前、営業マンがお客様に「移
動時間がもったいないのでＺＯＯＭで打ち合
わせをしませんか？」とは、なかなか言えま
せんでした。しかし、今は当たり前のように
言えます。今後、オンラインビジネスが急速
に拡大していくと思います。
十河：小冊子のゴーストライティングのために、

中小企業経営者に取材すると、素晴らしい
専門知識と豊な経験をお持ちになっているの
で本当に感心させられます。そんな中で、今、
多くの日本人が、オンラインサロン、ZOOM
ミーティングに参加して体感して、自らも使い
始めています。今後、中小企業経営者が持っ
ている素晴らしい専門知識と経験を活かし

吉田さんのオンラインサロン

中小企業にもオンラインビジネス／
コンテンツビジネスのチャンスあり！

の悩みを解決してあげて、よい人間関係をつ
くる、信頼関係をつくる階段（導線）を考え
てみてください。
今、ネットでの集客が難しくなっています。だ
からこそ、アナログの小冊子からスタートする

階段（導線）づくりで、この行き詰まりを打
開できると考えています。
もし、どうしても、導線問題を解決できない
ときは、「導線づくりで困っている」と相談し
てください。



5Fukumimi 2020 May

た、コンテンツビジネスができる時代になる
と思います。特に人口減少が進み疲弊してい
く地方の中小企業経営者はコンテンツビジネ
スに挑戦するべきだと思うのですが、吉田さ
んはどう思いますか？
吉田：私もお客様へ取材することが多いので、

いつも「中小企業経営者って凄い知識を持っ
ているなぁ～、勉強になるなぁ～」と感心し
ています。しかし、ご本人は「その価値に
全く気付いていない」ことが本当に多いと感
じています。自分にとっては当たり前すぎて、
そこに価値があるとは思えないのです。
コンテンツビジネスができれば、そこからス
トックビジネス（継続的な収益をあげるビジネ
ス）の仕組みをつくることもできます。
たとえば、テーマを細分化して１テーマで 10
分～ 20 分の動画セミナーをたくさんつくって
おけば、それらを自動販売機のように売るこ
とができます。
ぜひ、あなたが持っている専門知識と、豊か
な経験の棚卸をしてみてください。その選別
をするときに、特に注意してほしいのは、「こ
んなモノは誰も必要としないだろう」と、決

め込むことです。この厳しい時代に、10 年間
も会社経営を続けるだけでも凄いことです。
あなたは、10 年、20 年、30 年とその仕事
を続けてきたのです。これから起業しようと
する人にとっては神様のような存在なのです。
あなたは凄いコンテンツを沢山持っています。
自分では気づかない「自分の中の財産」を見
つける方法があります。それは、お客様に「ど
んなことで困っていますか？　どんなことを
解決したいですか？」と聞くことです。アンケー
トをとるのです。今は、オンラインで簡単に
アンケートを取ることができます。
そのアンケートで「〇〇〇を解決したい。
〇〇〇を学びたい」という回答が多くあった
として、「あっ、これなら私がお教えできる！」
と気付くことがよくあります。私はこれがコン
テンツビジネスのスタートになると考えていま
す。地方のクライアントさんと面談すると、東
京とは違った地方の厳しさを痛感します。人
口減少、マーケットの縮小、本当に大変です。
でも、今こそ、自分の中の財産の棚卸をして、
自社のコンテンツビジネス化を真剣に考えてみ
てください。

セミナー開催、対面営業／カウンセリングが
難しい時代だから小冊子が
ますます有効になる
十河：3 月末に、東京の社長様から、「これまで

あまり営業をしてこなかった。しかし、今年
はセミナーを開催して集客ＵＰ／受注ＵＰに取
り組むつもりだった。ところが、このコロナ
問題でセミナーを開催できない。だから小冊
子というカタチで、見込み客にセミナーをお

届けしたい」という相談が入りました。今年は、
こんな相談が増えると感じています。
吉田：私もそう感じています。「コロナ問題でリ

アルのセミナーが開催できないのなら、動画
セミナーがある」という人もいますが、「私に
は動画が無理……」という経営者の方が圧
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倒的に多いと思います。ならば、最初の原稿
執筆は大変だと思いますが、そのセミナーを
小冊子化することをおススメします。
また、リアルのセミナー開催も同じです。10
人の社長さんが「セミナー集客をしたい！」と
考えても、本当に実践できる人は「10 人中１
人いるかどうか……」だと思います。ならば、
小冊子というカタチでセミナーをお届けする方
が簡単です。また、受け取った相手も「小冊
子の方が助かる♪」と思うのではないでしょう
か。
小冊子の郵送代はメール便で送ると 120 円
ぐらいです。スマートメールでも180 円です。
10 年前なら「Ｅメールなら 0 円で送れる。郵
便代は高いね」と言っていましたが、今、私
は高いとは思いません。みんなが０円のＥメー
ルやＬＩＮＥで送っています。しかし、それ
を受け取る側は、そこには価値を感じていま
せん。感謝もしません。今は、郵便で届くモ
ノに価値を感じる時代になったと思います。
十河：吉田さんは昨年末に発行した小冊子（本）

を、様々な場面で使っていると思いますが、
代表的な活用事例を教えていただけません
か？
吉田：今回、青い本を出したことで、「その分野

の専門家である」と見てもらえるようになりま
した。これは大変大きなことです。セールス
ライターという肩書とホームページだけでは、
吉田の仕事内容を、相手に上手く伝えること
ができませんでした。

私は、新規のお客様から相談の申し込みが入
ると、事前に、私の本を送るようにしています。
私の小冊子を読むことで、階段（導線）を1 段、
２段登ってから、初回のＺ００Ｍ相談に来て
くださるので、初回のＺ００Ｍ相談が本当に
スムーズに進みます。当然、相談からの成約
率も高くなっています。
今、対面での営業やカウンセリングが難しく
なっています。私は小冊子って凄いツールだ
と思っています。「よろしければ、これをお読
みください」と、渡すだけでいいのです。
そこには、相手が嫌がる「売り込み感」はあ
りません。それどころが、「ありがとうござい
ます。勉強させてもらいます♪」と、相手か
ら感謝されます。ですが、小冊子が私に代わっ
てちゃんとセールスしてくれるのです。小冊子
を読んでもらうだけで、導線（階段）の１段目、
２段目を登ってくれる。こんなツールは他には
ないと思います。
皆様も感じているように、このコロナ問題で、
ビジネスの常識、やり方が大きく変わってくる
と思います。その対策の一つとして、小冊子
からの導線（階段）づくりを考えてみてはいか
がでしょうか。
十河：吉田さん、今日は、「これから自分のビジ

ネスをどうしようか？」と考えている経営者様
に、大変役立つお話をありがとうございまし
た。

（4 月17 日にＺ００Ｍにて対談しました）
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