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Ｂ Ｃ Ｄ １Ａ ４ ３ ２商品を良く知って
いる。欲しい。５商品を良く知って
いる。欲しい。

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない

そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない

Ｂ Ｃ Ｄ ＥＢ Ｃ Ｄ １４ ３ ２５ 購入条件が
知りたい

確信が欲しい
悩み・欲求を
解決したい

心配や不安を
抱えている

無関心

問題 解決法 商品

私に３日下さい。

そうすれば●●してみせます！

「直球型」のコピー例

「Ａ：直球型」 

「Ｃ：問題解決型」 

見込み客の状態：
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キャッチコピーの使い方とは？

こんにちは。　JMWA代表理事の成澤です。

広告においてキャッチコピーが大事だということは、既
にあなたもご存じだと思います。

実際、本文の５倍以上も読まれていると言われる部分で
すから、キャッチコピーの出来が、広告の反応を大きく
左右することは言うまでもありません。

しかし、読み手がキャッチコピーを見る時間はほんの２
～３秒。しかも、読み手の注意力は「チンパンジー」と
同じくらいの注意力だと言われています。

この「チンパンジーの注意力」は、人間に例えると、
「小学４年生」程度だそうです。

つまり、わずか３秒以内で落ち着きのない小学４年生の
注意を、たった数行の文字で引かなければいけないので
す。これって、かなり難易度が高いと思いませんか︖

でも、解決策はあります。それは過去にうまくいった
「型」、つまりは「成功事例」を利用することです。

実際上手くいっている広告は、ほとんど何らかの「型」
を利用して作られています。

今は、穴埋め式キャッチコピーのメルマガなんかもある
位、情報発信をしている人が多いので、これらは割と簡
単に見つかります。ぜひ、探してみて下さい。

ただ、それらの「売れる型」を使っても上手くいかない
ことが多々あります。なぜだと思いますか︖

それは、一番大事な「型の使い時」を知らないからです。

次ページの図を見て下さい。この図は、
「お客様の認識レベル」を表したものです。

- Point -
広告の読み手の注意力は、

「小学４年生」と同じくらい。

その為には、過去にうまくいった

「型」を利用することが大事。

反応の良かった広告のほとんどは、

何らかの「型」を利用している。

「型の使い時」を知ることで、

より反応の高い広告が作れる。

３秒以内に、読み手の関心を引く

キャッチコピーを作る必要がある。

01
02
03
04
05

Session 1-1

読み手の注意力は「チンパンジー」並み

キャッチコピーの使い方とは？キャッチコピーの使い方とは？

売れる「型」で、
読み手の注意を引こう！
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Session 1-2
お客様の認識レベルと欲求状態

「お客様の認識レベル」を
イメージしてみよう！

お客様の「認識レベル」と、
お客様の「欲求状態」を知る

お客様の認識レベル

お客様の欲求状態

購入意欲

見込み客の数

Ｂ Ｃ Ｄ １Ａ ４ ３ ２

Ｂ Ｃ Ｄ ＥＢ Ｃ Ｄ

商品を良く知って
いる。欲しい。５

１４ ３ ２５

商品を良く知って
いる。欲しい。

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない

そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない

購入条件が
知りたい

確信が欲しい
悩み・欲求を
解決したい

心配や不安を
抱えている

無関心

高い

低い

５ ４ ３ ２ １

多い

少ない

５ ４ ３ ２ １

認識レベルが５に近い人ほど、

その商品をよく知っていて、

購入意欲も高くなる。

欲求状態が１に近いほど、

見込み客の数が増える。

© 一般社団法人 日本マーケティングライター協会
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これらの図が示すこととは？

これらの図がどういう状態を表しているかというと、
例えば…

「iPad が６月６日まで 19,800 円、限定 20 個︕」

というキャッチコピーがあったとします。

これは５の状態の見込み客なら、かなり反応が取れるで
しょう。なぜなら、その商品のことをよく知っていて、
欲しいと思っているからです。

しかし、１の状態の見込み客だったら︖ iPad を知らな
い人には、きっと見向きもされませんよね︖

つまり、見込み客の認識レベルに合わせたキャッチコ
ピーを使わなければいけないのです。

これが「使い時」です。

そして、もう一つ注意しなければいけないのが、
先ほどの図のように、

「購買意欲と見込み客数は反比例している」

ということです。

例えば２や１の状態の見込み客にアプローチをしても、
そのまま売れる可能性は限りなく低いということです。

でも、２～１は見込み客の数は多い。なので、ステップ
メールや無料レポートなどを使って教育し、なるべく多
くの見込み客を 1 の状態に近づけていくわけです。

イメージとして持っていてほしいのは、

５に近いほど「直接的」なアプローチになり、
１に近づくほど「間接的」なアプローチに
なっているということです。

- Point -
商品・サービスへの認識が高い人

ほど、購入意欲も高い。

購買意欲の高さと見込み客の数は

反比例している

その商品に無関心な人に売込みし

ても、売れる確率は限りなく低い

５に近い程「直接的」で、１に近い

程、「間接的」なアプローチが必要

見込み客の認識レベルに合わせた

キャッチコピーを使う必要がある

01
02
03
04
05

Session 1-3

商品への認識が高いほど、購入意欲も強い

これらの図が示すこととは？これらの図が示すこととは？

見込み客の認識レベルに
合わせたコピーを使う
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ession 1-4
具体的な「型」の使い方：１具体的な「型」の使い方：１

認識レベルで使い分ける
キャッチコピーの「型」

認識レベル別のポイント

「Ａ：直球型」 

５の状態の人は、その商品やサービスの事をとてもよく、
人によっては専門家並みに、よく知っています。

また、自分の抱えている欲求や悩みも理解していて、ど
うすれば、その悩みや欲求を解決できるかを知っている
ような人。言わば「ファン」のような人です。

例えば、新しい iPhone の発売日に並ぶような人などを
イメージしてもらえると、分かりやすいですね。

このタイプの人には「直球型」と言われる、その商品の
取引条件（オファー）や、購入することで得られるベネ
フィット（お客さんが望む結果）を、直接的に訴えかけ
るコピーが効果的です。

例）
・私に３日下さい。
　そうすれば●●（見込み客が望むこと）してみせます。
・発表︕ ××（商品名、価格、限定性など）

この「直球型」は、どんな商品でも一度は試し
てみるべきだと言われています。それだけ効果
が高いキャッチコピーです。

見込み客の状態：ファン

問題 解決法 商品

私に３日下さい。

そうすれば●●してみせます！

「直球型」のコピー例

ＡＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

１
そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない
２

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない
３

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない
４

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

商品を良く知って
いる。欲しい。５
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Session 1-5
具体的な「型」の使い方：２具体的な「型」の使い方：２

認識レベルで使い分ける
キャッチコピーの「型」「Ｂ：約束型」 

認識レベル別のポイント

４の状態の人は、自分の抱えている欲求や悩みも理解し
ていて、どうすれば、それらを解決できるかも知ってい
ますが、どの商品やサービスが、自分にとって最も適し
ているのかまでは解っていません。

例えば、アマゾンで同じカテゴリの商品を見比べたり、
口コミを参考にしようとしている人のイメージです。

このタイプの人には「約束型」と言われる、ベネフィッ
トが得られることを証明・示唆する型が有効です。どう
しようか迷っている人の、背中を押す効果があります。

例）
・●●する方法
・ゆっくりとリッチになろう

典型的な形で、「３日で１００万円稼ぐ方法」と言った
キャッチコピーができますが、作ってみて少し胡散臭い
な…と感じたら、約束を少し小さくしてみましょう。

例えば先程の「３日で１００万円稼ぐ方法」という
コピーなら、「1 日１万円稼ぐ方法」のような感じで
約束を小さくすることで、信頼性が上がります。

見込み客の状態：商品選び

問題 解決法 商品

○○を■■倍にする方法

「約束型」のコピー例

ＦＡＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

１
そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない
２

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない
３

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない
４

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

商品を良く知って
いる。欲しい。５



designed by Freepik

Ｆ

© 一般社団法人 日本マーケティングライター協会

キャッチコピーの

賢い使い方

キャッチコピーの

賢い使い方

Session 1-6
具体的な「型」の使い方：３具体的な「型」の使い方：３

認識レベルで使い分ける
キャッチコピーの「型」

「Ｃ：問題解決型」 

認識レベル別のポイント

ＡＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

３の状態の人は、自分の欲求や解決したい悩みも理解し
ていて、この欲求や悩みを解決してくれる「何か」があ
るはずだと思ってるのですが、具体的な事は分からない。
という人です。

例えば、夜中にお腹がすいていて、何か食べたら解決す
るけど、どこのお店もやっていない。という状態です。

このタイプの人には「約束解決型」。見込み客の悩みや
不安など、ネガティブな感情に訴える型です。

痛みを避けたいという本能に呼びかけるので、見込み客
の「痛み」を知っているなら、効果を期待できます。

例）
・あなたは○○に不安を感じていませんか︖
・●●したい人は、他にいませんか︖

なお、このレベルの人は、商品についての知識がそれほ
どないので、ＨＰやチラシの内容で、見込み客の抱える
モヤモヤした悩みを具現化し、その悩みを解決
するのはこの商品︕と言った感じで、商品につ
いての教育をしていく必要があります。

見込み客の状態：商品探し

問題 解決法 商品

あなたは○○で、

こんな間違いしていませんか？

「問題解決型」のコピー例

１
そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない
２

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない
３

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない
４

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

商品を良く知って
いる。欲しい。５
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Session 1-7
具体的な「型」の使い方：４具体的な「型」の使い方：４

認識レベルで使い分ける
キャッチコピーの「型」

「Ｄ：秘密型」 

認識レベル別のポイント

ＡＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

２の状態は、自分の抱えている問題については理解して
いますが、どうしたらその問題を解決できるのかが分か
らずに困っている人です。

「老後の生活資金、どうしよう…」とか、「朝、起きたら
何かダルい…」といった、漠然とした悩みを抱えている
状態なので、まず最初に共感してあげる必要があります。

このタイプの人には「秘密型」のコピーを。

これは、悩みを解決するための秘密の方法や謎を示唆す
ることで、見込み客が気になってしょうがない、続きを
読みたいという気持ちにさせるものです。

本文中で秘密や謎は明かしても明かさなくてもいいで
す。大事なのは、最後までＨＰやチラシを読んでもらえ
るようなモチベーションを保つことです。

例）
・●●式勉強法

　　　　【秘密の作り方のポイント】
①商品の中から使えそうなものを探す
②名前を付ける

見込み客の状態：解決法探し

問題 解決法 商品

ついに、●●が、

秘密の××を公開！

「秘密型」のコピー例

１
そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない
２

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない
３

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない
４

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

商品を良く知って
いる。欲しい。５
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Session 1-8
具体的な「型」の使い方：５具体的な「型」の使い方：５

認識レベルで使い分ける
キャッチコピーの「型」

「Ｅ：記事型」 

認識レベル別のポイント

１-Ｅの状態は、あなたの商品に対して関心を持ってい
ません。また、自分自身の悩みや欲求にも気付いていな
いので、商品はおろか解決法も必要としていない人です。

このタイプの人に興味を持ってもらうには、人間の持つ
根源的な欲求である「好奇心」や、「不安・恐怖」など
興味を引く言葉で訴える必要があります。

「記事型」のキャッチコピーは、新聞や雑誌の見出しを
想像してもらえればいいと思います。

電車に乗っている時、週刊誌の中吊り広告のキャッチコ
ピーに、思わず目がいった経験はありませんか︖

実際、週刊誌のキャッチコピーは、続きが気になるよう
に書かれていることが多く、全く注意力や興味がない人
を引きつけるという点では、とても参考にできます。

なお、次ページの 1-Ｆと比べると、記事風のコピーに
対して反応する分、多少の興味はある状態と言えます。

例）
・なぜ、○○は△△なのか︖
・○○の終焉・読むか︖それとも破産するか︖

見込み客の状態：興味

問題 解決法 商品

●●はもう、時代遅れです。

「記事型」のコピー例

ＡＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

４４４４４４ ５
そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない
３

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない
２

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

商品を良く知って
いる。欲しい。１ ４

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない
１

そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない
３

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない
４

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

商品を良く知って
いる。欲しい。５ ２

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない
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Session 1-9
具体的な「型」の使い方：６具体的な「型」の使い方：６

認識レベルで使い分ける
キャッチコピーの「型」

「Ｆ：物語型」 

認識レベル別のポイント

もう１つ、無関心の状態の人の興味を引く型を紹介しま
す。それが「物語型」。一言で言えば、ストーリーです。

人は誰でも「物語」が大好きです。

あなたも子供の時、昔話や絵本を読んでもらったこと、
ありますよね。

他にも、小説、映画、ドラマ、マンガなど…物語には、
人を引き込む魔力があります。全く興味がない、悩みに
気付いていない人に物語で疑似体験をさせて、欲求を生
み出すという方法です。

あなた自身や商品の開発秘話、またはその商品を実際に
使用したお客さんのストーリーなど、興味を引く物語が
あれば、売り込まれているという抵抗を感じさせずに問
題認識を高め、商品の購入を促すことができます。

ただ「物語型」は、キャッチコピーだけでなく、冒頭（オー
プニング）の文章からストーリーを展開し、隠れた感情
や欲求・アイデンティティに訴えかけていく型なので、
キャッチコピーとしての例は、あまりありません。

全く無関心の人に売ることになるので、
難易度はかなり高め言えます。

見込み客の状態：無関心

解決法 商品

私が●●すると皆が笑った。

　でも私が××を始めると…

「物語型」のコピー例

ＡＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

４４４４４４３
どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない
２

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

商品を良く知って
いる。欲しい。１ ４

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない
５

そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない
１

そもそも、自分の抱

えている問題や欲求

を分かっていない
３

どの商品が、自分

の望みを満たしてく

れるか分からない
４

商品は知っている

が、自分に合うのか

よく分からない

商品を良く知って
いる。欲しい。５ ２

抱えている問題は

解っているが、解決

策が分からない

問題
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キャッチコピーの

賢い使い方

キャッチコピーの

賢い使い方

６つの「型」の使い方のまとめ

キャッチコピーの６つの型と、見込み客の認識レベルの
関係は、なんとなく掴めたでしょうか︖

これからキャッチコピーを作成するときは、

１）訴えたいお客様の欲求の階層は、
　　①~⑤のどこにあるか︖

２）作成したキャッチコピーは、
　　Ａ~Ｆのどれに当てはまるか︖

この２点に注意してみてください。

この２点がうまくマッチしていなければ、失敗する可能
性は限りなく 100％に近いです。

なお、巷にテンプレートとして溢れているのは、かつて
効果があったチラシのキャッチコピーとして紹介されて
いるのが大多数で、この一番大事な部分が伝えられず、
ないがしろにされています。

なので、せっかく広告を出してもうまくいかず、

「やっぱりコピーって難しい」とか、
「ウチの業界では効果が無かった」

と、言われてしまうのです。

実際の所、今回紹介した「見込み客の状態と認識レベル」
を理解した上で、キャッチコピーを使いこなしている人
は、セールスライターの中でもあまりいません。

私にとっても企業秘密と言える内容ですが、これを機に
あなたのコピーへの理解が深まり、将来的に
一緒にビジネスができたら嬉しいです。

キャッチコピーの６つの型と認識レベル、
ぜひ、ご活用下さい。

- Point -

訴えたいお客様の欲求のレベルは

１~５のどこにあるか？01
作成したキャッチコピーは

Ａ~Ｆのどれに当てはまるか？02
「型の使い時」を知ることで、

より反応の高い広告が作れる。03

Session 1-10
型の使い方のまとめ型の使い方のまとめ

コピーと認識レベルを
マッチさせる。

解決法 商品問題

認識レベルの状態を現した図

５

４

３

２

1-E

1-F
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Masashi Narisawa

1979年3月3日生まれ　千葉県在住

● ㈱成長企業研究所 代表取締役

●一般社団法人 日本マーケティングライター協会
　代表理事

●ダイレクト出版認定セールスライター

合格率わずか 1.5% という超難関の「ダイレ
クト出版認定セールスライター試験」を史上最
高得点で合格するなど、そのライティングスキ
ルは日本屈指。

また、ライティングだけではなく、DRM コー
チやマーケティングコンサルタント、講師など、
幅広い活動を行っている。

講師としては「分かりやすさ・親しみやすさ・
実戦的な内容」が特徴で、受講者満足度調査で
は、のべ 453 人中 447 人（98.7%）が満足
と回答するなど、非常に評価も高い。

セールスライター業界では有名人であり、情報
誌や Podcast など、メディアへの露出も多い。

- Profile -

一般社団法人 日本マーケティングライター協会
（JMWA）は、マーケティングに関わるライターの認
知、地位向上を目指す組織です。

「ライターという職業を、子供がなりたい職業 TOP
１０に入るくらいにメジャーな職業にする」

というミッションを掲げています。

そのためには「正しい教育」を通じて、確かなマー
ケティング知識とライティング技術を身につける事。

「正しい基準」を通じて、ライターが社会に認知され
るような情報を発信していく事。

「正当な報酬」を通じて、１つの職業として成立し、
ライター業界を目指す人が増える事。

これらを協会の活動を通じて発信、啓蒙していく事
で、マーケティングに関わるライターという仕事が
もっと広く一般に認知され、子供たちの憧れの職業
となるよう、業界の発展に尽力しています。

ＪＭＷＡとは

ＪＭＷＡへのご相談はこちら

info@jmwa.orginfo@jmwa.org


