
根本オリジナルノウハウ

～ブランディング戦略編～
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■著作権について 本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作
物です。 本冊子の著作権は、発行者にあります。 本冊子の使用に
関しましては、以下の点にご注意ください。 

■使用許諾契約書 本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、
甲と称す)と発行者(以下、乙と称す)との間で合 

意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封することにより、甲は
この契約に同意したことに なります。 

1. 本契約の目的: 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本
契約に基づき甲が非独占的に使用する権利を 承諾するものです。 

2. 禁止事項: 本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護され
ています。甲は本冊子から得た情報を、 乙の書面による事前許可を
得ずして出版・講演活動および電子メディアによる配信等により一 

般公開することを禁じます。特に当ファイルを 第三者に渡すことは
厳しく禁じます。甲は、自 らの事業、所属する会社および関連組織
においてのみ本冊子に含まれる情報を使用できるもの とします。 

3. 損害賠償: 甲が本契約の第2条に違反し、乙に損害が生じた場合、
甲は乙に対し、違約金が発生する場合 がございますのでご注意く
ださい。 

4. 契約の解除: 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙
は使用許諾契約書を解除することができる ものとします。 

5. 責任の範囲: 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この
情報を使って損害が生じたとしても一切の 責任を負いません。 
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ブランディング戦略 

それでは早速、「ブランディング戦略」について解説していきたいと思います。 

で、なぜ僕がこの特典でブランディングということを第一に持ってきたのかというとネットビジ
ネスを行っていく上で、ブランディング戦略というのは死ぬほど大切であり、ネットビジネスと
いうのはこのブランディング戦略次第で、いくらでも稼いでいくということができるからです。 

例えば、今からあなたが頭の中で思い浮かぶ有名な情報起業家、あるいはアフィリエイターを思
い浮かべて下さい。 

誰でもいいので深く考える必要はありません。 

・・・・・・ 

・・・・・・ 

・・・・・・ 

・・・・・・ 

はい、考えれましたか。 

では、その情報起業家をしっかり頭にイメージしてもらった上で、 
トヨタ自動車の社長「豊田章男」氏を頭に描いて下さい。 

（わからない人は検索してみてくださいね） 
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今、あなたの頭の中には有名情報起業家、世界のトヨタの豊田章男社長の二人がいます。 

その二人が「ビジネスのマーケティングについてのセミナーをします。」 

と告知したとします。 

それもどちらも無料。 

あなたはどちらのセミナーに参加しますか。 

また参加のイメージがわかない人はどちらが信用できますか。 

まぁ、聞くまでもないですが後者のの豊田社長ですよね。 

でもどうでしょう。 

実際、ビジネス力であったり、人脈、また人間的な器をとって見ても明らかに豊田社長よりも劣っ
ている情報起業家が豊田社長よりも稼いでいたり、豊田社長よりも高額な額でセミナーを開いて
いたりします。 

（情報起業家のセミナーの額ははっきり言って高いです） 

しかも、今稼いでいる情報起業家は最初のスタートは何もなかったわけです。 

それこそ、その辺のフリーターとなんの変わりもないという。 

それなのにネットビジネスでは稼げた。 

そして、その結果を提げて益々収益を伸ばしている。 
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しかも、情報起業家のセミナーなんかに行ってみると超低次元で低スキルのマーケティングの話
や本屋さんに行けば腐るほどあるレベルのセールストークついて語っているだけにも関わらず、そ
こに集った人たちはまるで世界で一番のビジネスマンのセミナーを聞いているような雰囲気で講
義を聞いているわけです。 

そして、終わったあと「やっぱり〇〇さんは違う」と他の参加者と語りあったりしています。 

僕も一度リサーチを兼ねて、有名情報起業家のセミナーに高い参加費を払って参加したことがあ
りますがはっきりいって「まじか？こんなの無料レベルだろ」というような内容でウン十万とい
う値段でした。 

「さすがにこれはクレームの嵐だろうな」と思っていたのですが、セミナー終了後には拍手喝采
という（笑） 

もちろん、これが良いのか悪いのかは考えが二つに割れるとは思います。 

ただはっきり言えることは、 

これがブランディングの力だ 

ということです。 

何にもない素性のわからない人間に何十万ものお金を払う。 

そして、そんなどこの馬の骨かわからない人間が世界のトヨタの社長よりも高い収入を得ている。

つまり、あなたもこのブランディングを駆使する力を身につけさえすれば学歴や経験、社会的な
地位が全くなくても一流企業の社長並み、あるいはそれ以上の額の収入を手にすることができる
ということなのです。 
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実際、それがネットビジネスのメリットだしそういった情報起業家であったりアフィリエイター
は一定数います。 

そして彼らは間違いなくこのブランディング戦略を駆使し、その戦略を巧みに操ることで億円単
位の収益を稼ぎ出しているのです。 

仮に、彼らのような額の収益を稼ぐことができなくてもブランディングスキルを身につけること
はネットで稼いでいこうとする人間に対してメリットしかありません。 

また、このブランディング戦略はマーケティングやコピーライティングと違い、難しいものではな
いということも大きなメリットで何より「知っているか知らないか」この違いしかないのが今の
この市場の実体なのです。 

ちなみに、これからこの章ではブランディング戦略を詳しくお伝えしていくわけですが、はっき
り申してネットビジネスで行われているブランンディング戦略の裏側の部分まで公開していくつも
りです。 

おそらく、このブログから今後かなりの量この特典が配布されることが予想されます。 

そうなってくれは、やはり競合は間違いなく増えるでしょう。 

（あまりに大量に増えた場合はこのブログでの教材の販売自体を中止しますが） 

つまり、早く実践したもん勝ちということ。 

そして、実践すれば間違いなく実力がついて結果がでます。 

そうなれば例え競合が増えたとしてもそこを勝ち抜いていくことができます。 

だとすれば、この特典、ブランディング戦略を手にした人は即座に取り組んでいくことが「ネッ
トビジネスで稼ぐ」ということの最善の方法なのは間違いない事実でしょう。 
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ではこれから具体的なブランディング戦略について解説していく項に入っていきたいと思います。 

それでは早速いってみましょう。 

ネットビジネスで稼いでいく上でいかにブランディング
や演出、キャラ作りが大切か 

それではブランディングについての具体的な手法について解説していきます。 

「ブランディング」と一言いわれてもこれについてイマイチわからないという印象を持っている人
は特にビジネス自体をやってこなかった人や、職業上そう言ったことを考える習慣がない人はイマ
イチピンとこないと思います。 

まぁ、当然といえば当然ですね。 

簡単にブランディングを説明すれば、こういうことです。 

例えば、あなたが会社の帰り道急に原因不明の腹痛に襲われたとしましょう。 

それもかなりの激痛で動くことも困難。 

あまりの激痛に思わずその場でしゃがみ込みました。 

そんな時にあなたの前に二人の中年男性が現れました。 

一人はカジュアルな服装をした中年男性。 
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もう一人は白衣を着た中年男性。 

そんな二人の男性はあなたに向かってこう言います。 

「これは大変だ今すぐに治療を施さなければ大変なことになる」 

「急いで病院に運ばなければ」 

とここまではありがちな会話だし、どちらの男性でも承認できる内容です。 

しかし、話はまだ終わりません。 

二人の中年男性はその後こんなことを言いました。 

「とにかく救急車が来る前にこの薬を飲みなさい」 

一人は普通の私服でカジュアルな服装をした男性。 

もう一人は白衣を着た男性。 

あなたはどちらの薬を飲みますか。 

はい、これは考える間もなく白衣を着た男性が出した薬ですよね。 

（意識が朦朧としすぎていればわかりませんが笑） 

そう、これがブランディングです。 

要は、人間は無意識のうちにその対象となる人間やサービス、ものに優劣をつけているのです。 
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この人は自分より優れた人間なのか、それとも自分よりも劣る人間なのか。 

そして、自分より優れた人間の言うことを聞くようになっているのです。 

先ほどの質問でもお気づきかと思いますが、僕は一言もどちらの男性が医師であるとは言ってい
ません。 

あなたが道端で腹痛に顔を歪めている時に、カジュアルな服装をした男性と白衣を着た男性があ
なたの前に現れ薬を差し出したというだけです。 

しかし、実際このような状況になれば間違いなく大半の人間が白衣を着た男性の薬を何の躊躇も
なく飲むでしょう。 

つまり、これは僕たちが無意識に白衣＝権威と認識しているということです。 

肝心なことはそう言ったものを人間に認識させることができれば、"何の疑いもなくその人間を言っ
たことを信じる"ということなのです。 

つまり、ビジネスにおいてこの状態を作れば商品の説明をするまでもなく「これいいですよ」と
いういうだけであなたが推奨するものは売れていくということになります。 

これが「ブランディング」というスキルと捉えてもらって結構です。 

ブログアフィリエイトはブランディングが全て 
（ここではブログアフィリエイトと仮定していますがその他のビジネスにも応用できます） 

そして、ブログアフィリエイトの大きなメリットは実際にブランディングを施していく際の演出で
あったりキャラの設定が自由自在にできるということにあります。 
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例えば、顔を出してビジネスをしていたり実名を出してブランディングする場合良くも悪くも一度
決めたブランディングを路線変更することは中々難しいことです。 

（できないことはないですがブログアフィリエイトように簡単には無理です） 

また、ブランディングをしていく上でのキャラ設定や演出が必ずしも当たるわけでもなく時にそれ
ほど手応えのない場合もでてきます。 

それ以外にも、時代の風潮や流行によって市場が求めるブランドが変わります。 

少し上から目線でオラオラしていて引っ張っていっていくようなキャラが市場にニーズを満たすこ
ともありますし、親切で丁寧そして誠実というキャラが求められる時があります。 

その場合、先ほど挙げたように実名を出していたり顔を出してビジネスをしていると最初に決め
たブランドやキャラがそのニーズから外れるリスクというのは非常に大きいのです。 

実際に少し上から目線で俺流を貫いているホリエモンこと堀江貴文さんがいきなり超下から目線
で誠実な感じになったらかなりの違和感がありますよね（笑） 

見ている人間なり市場がその対象とするものに違和感を感じればビジネスを立ち行かなくなりま
す。 

つまり、堀江さんはあのキャラで今後も突き進むしかないのです。 

現実問題、そういったブランドやキャラのニーズがなくなって消滅した企業や芸能人タレントは腐
るほどあるわけです。 

その視点で見た時に、僕が推奨しているブログアフィリエイトはどうしょうか。 

顔出しはない、実名は出さない、声出しなしでブログを運営してビジネスを行っていく。 
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単純に考えて、市場のニーズが変わればそのニーズに合わせてブランドを再構築して新しくブログ
を作成すればなんら問題ないわけです。 

それこそ、複数強いブログを運営していれば自分で市場の流れだって生み出せます。 

つまり、ブログアフィリエイトの最大の強みは様々なブランドでブログを展開でき、市場や顧客
のニーズに合わせていくらでもやり直しが可能なビジネスモデルであるということです。 

しかも、自分自身にそれなりのスキルがついて来ればそういったブログを多数所持できる。 

それも自分一人で。 

ここでは主にブログアフィリエイトを取り上げていますがこの手法は顔出しや実名なしでできる
ビジネス全てに適応できます。 

当然WIKIサイト構築の際も応用していくことが可能だし、他のSNSでもやり方次第でいくらでも
可能です。 

そして、自分自身を明かさなくてもいいビジネスは仮に現実世界の自分が社会的な地位や学歴が
なくてもブランディング次第で「凄そうな演出」を簡単に施すことができ、現実世界では一握り
の人間しかできない「権威」を駆使することが可能になります。 

ですので、今現在自分の立ち位置がどのようなものであっても、この手法でビジネスを行ってい
けば十分稼いでいける可能性誰にでもあるわけなのです。 

逆に、考えれば実名なし、顔出しなしでやっている分ブログアフィリエイトではこのブランディン
グが全てと言っても過言ではありません。 

先ほども白衣の話をしましたが、同じノウハウであっても「誰が言っているのか」によって受け
ての反応は全く違うものになります。 
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それこそ、イチローがいう発言と草野球のおっちゃんがいう発言の内容が同じであってもその影
響は全く違うということとなんら変わりありません。 

ブログでのブランディングで、そこの権威付けを最初の段階でしっかりと行っておくことができれ
ば、例えばネットビジネスについて右も左もわからない初心者であっても、それなりの読者を納
得させることができるのは明白であり当然のことと言えるのではないでしょうか。 

ブランディングを行っていく際に絶対に押さえておかなけ
ればいけないこととは 

実際にブログの運営においてブランディングを施していく際に、先ほどもお話した通り読み手に対
してそれなりの「権威付け」をしていかなければいけないのと同時に、この人間の言うことなら
聞いてもいいかもと思わせなければいけません。 

その際に重要なことはブランドの演出の時に読者に「知的さ」を認知してもらう必要がありま
す。 

基本的に人間というのは知的さがない人間の言うことに耳を貸そうとはしません。 

先ほど堀江貴文さんのお話をしましたが、なぜ堀江さんがここまで根強い人気があるのかという
と「知的さ」があるからであり、堀江さんを見ている視聴者たちも意識、無意識関係なく知的さ
を確実に感じているからです。 

仮に堀江さんに知的さがなければ「ただの偉そうな金持ち」という印象しかもたれず、とっくの昔
に世の中から消えているでしょう。 

少し昔の話になりますがテレビ番組で「マネーの虎」という番組があったことはご存知ですか。 

会社経営者が複数名並び、その前に一般人の起業家が登場してプレゼンを行いそのプレゼンが良
ければ審査員としている会社経営者が投資を行うというテレビ番組です。 
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そこで審査員役の経営者なのですが、大半の人間がその数年後に会社を倒産させていたり多額の
借金を背負って破産したりしています。 

なぜでしょう。 

それはまさに「知的さ」がなかったからです。 

ただ偉そうにものを言い、自分の成功ヒストリーを滔々と語る。 

当然視聴者はいい気分はしないし、おそらくその社長に雇われている従業員や一般の顧客もいい
思いはしなかったでしょう。 

確かに勢いに乗っている時はいいかもしれませんが、その勢いが落ちればそういった「知的さ」
がない人間は一瞬で落ちます。 

特に、一般的に成金と呼ばれる人間にそういう類の人は多い。 

なんとなくニュアンスはわかって頂けると思います。 

しかしどうでしょう堀江さんだって、マネーの虎に出演していた経営者たちと変わらないぐらい
の横柄さや、傲慢な性格をしています。 

それなのに彼らのように失敗をせずにいまだにお金を稼ぎ続けている。 

（捕まった件はここでは置いておきましょう笑） 

それはまさにマネーの虎に出ていた経営者にはない「知的さ」を堀江さんは持っているからなの
です。 

 13



それだけブランディングということにおいてこの「知的さ」ということは非常に大きなポイント
だし、特にブログなどの文章で見込み客と対峙するものは特にそこを意識してブランドの演出をし
ていかなければあなたの記事を読もうとは絶対にしません。 

なので、ブランディングを施していく際には大前提として「知的さを出す」ということは常に念頭
に置きながら構築していくようにして下さい。 

では次にその知的さを演出していく際に必要なことを解説していきます。 

知的さを演出するために不可欠な「文章の論理構成」 

媒体上での文章で知的さを読者に演出するために必要不可欠なことの一つとして「文章の論理構
成をしっかりとする」ということがあります。 

何より、論理構成がバラバラでいきなり飛躍したり話の内容が論理破綻しているものから知的は
微塵も感じることはできません。 

それに加えて論理構成が成り立っていない文章はもれなく読みにくくわかりづらい。 

実際にあなたも色々なアフィリエイターなりのブログを見たことはあると思いますが、大半のアフィ
リエイターの文章は論理構成が破綻しているものが多く、そもそも読みにくくわかりづらいという
ものが大半だと思います。 

その点から考えてみても、論理構成がしっかりとしていて、尚且つわかりやく読みやすい文章を構
築していくことができれば、それだけで他のブログと差別化することが可能になってきます。 

 14



ブログ記事や媒体での文章における論理構成とは何か 

では次に論理構成がしっかりとした文章を書く際に大切なことを記述していきます。 

まず基本的な話になりますが、話と話につながりがあるということが論理構成がしっかりした文
章を書く際のポイントになります。 

例えば、焼肉の話をしているのにいきなり政治の話に飛ぶとおかしな文章になりますよね。 

焼肉→政治 

しかし、焼肉の話と政治の話の間に例えばあそこの焼肉屋さんにあの大物政治家がよくるらしい
という話をかませた上で「であの政治家が提案している政策ってさ」という話を展開すれば、そ
れほど変な感じにはならず論理構成に不備はないと言えます。 

要は、文章の論理構成が破綻している人はこの間の接合部分がない状態でいきなり違う話になる。

なので、読み手からすれば「？」という状態になってしまうのです。 

誰でも読み手から「論理的な文章だな」と思われるテクニッ
クとは 

実は「この人の文章は論理的だな」と読者に感じさせるテクニックがあります。 

そのテクニックとは 

「話した話題の補足として"なぜなら"という説明をところどころ入れる」 
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というものです。 

例えば、WIKIサイトは今最も稼げる媒体ですと記述した際、その次になぜならWIKIサイトは読者
参加型サイトであり、自分でコンテンツを考えなくても情報をまとめるだけでコンテンツとして
グーグルが高評価を下し、かつWIKIサイト自体に一定の価値を見出しているが故にSEOでの上位
表示か可能だからです。しっかりと作り込めば誰でも膨大なアクセスを獲得できることができます。

とWIKIサイトが稼げる理由を書くことで一気に理解しやすく、かつ論理的な文章に見えるように
なります。 

ちなみにこの「なぜなら」がない文章はもれなく知的さは感じらませんし、読者を納得させるこ
とができません。 

この作業は初心者の人からすれば少し面倒で骨が折れる作業に感じるかもしれませんが、ここを
しっかりと行わないと稼げるブランディングを構築していくことは難しいので逃げずに向き合っ
て下さい。 

これは慣れの問題も大きいので、それなりに文章を書いて行けば無意識の状態でできるようにな
るので、そこまでは耐えて頑張りましょう。 

もう一つのテクニック「まとめ」を入れる 

もう一つ論理的な文章を書くためにテクニックを教えたいと思います。 

それは文章の間、もしくは最後に「まとめ」を入れるということです。 

基本的に文章は長くなればなるほど読者は最初に読んだものを覚えてはいません。 

つまり、書き手側として認識しておいて欲しい部分を忘れている可能性があるということです。 
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また、「忘れる」という読み手の習性により、こちら側が論理構成のしっかりした文章を書いて
いるのにも関わらず、論理が破綻している文章と感じてしまうこともあるのです。 

要は、読み手という存在は非常に厄介な存在だということ。 

そういった読み手側の不具合を一つ一つ潰していった時に大きな成約が待っているとも言えるの
です。 

まぁ、ほとんどのネットビジネス参入者はここまで考えていないのであなたがこの思考を取り入
れることができ、それを実践すればその時点で一気に差をつけることができます。 

話は戻りますが、読み手の習性である忘れるということを抑えた上でそこをカバーするために「ま
とめ」を入れる必要があります。 

「忘れる」と言っても、一度は目に入れてるわけですから完全に記憶から抹消されているわけで
はありません。 

（もちろん飛ばし読みをしていれは話は別ですが） 

なので、こちら側からまとめを通して「こんなこと言いましたよね」と問いかければ「そういえ
ばそうだった」と思い出してくれるというわけです。 

長い文章であれば、ほぼ８割ぐらいは覚えていないと踏んでおいた方がいいと思いますので文章
の間でも適宜、まとめを入れるようにしましょう。 

また、まとめを書いてうまくまとめれなかったり、まとめるほど内容がない場合は文章としての
クオリティが低いと断定していいので、もう一度文章自体を再構築するようにしてください。 

こういった細かい部分を詰める作業が後々大きな収益を発生する要因となりますので、しっかり
とやるようにしましょうね。 
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読みやすい文章を書く際に意識して欲しいこと 

論理構成の次に大切なことは 

「文章のリズムを意識する」 

ということです。 

読者はブログ記事や媒体内の文章を読む、心の中で音読して読んでいます。 

おそらく、このコンテンツを読んで下さっているあなたもそれほど意識しなくてもそのように文
字を読んでいるのはないでしょうか。 

しかしどうでしょう、その音読する文章がおかしくスッと心の中に入ってこない、あるいは何か
日本語としておかしいなどの何らの「違和感」があれば。 

そういった「違和感」が混じった文章を読む読者は、その文章をスラスラと気持ちよく読んでいく
ことは絶対にありえません。 

当然、このような「違和感」を感じる文章は読者の感情を揺さぶることは無理だし結果として読
んでもらっていたとしても途中で読むのをやめてしまう可能性だって十分に起こりえます。 

つまり、自分の文章を構成していく際あるいは読み直していく際に文章のリズムということを点
検する必要があるということです。 

文章のリズムというのは基本的に読者が違和感なく、スラスラと読めるということが大前提にな
ります。 

先ほど申した、文章の論理構成はもちろんのこと読んでいて違和感のない文章を書いていくこと
が不可欠です。 
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では、逆説的に考えてリズムの悪い文章とは一体どのような文章でしょうか。 

・同じ接続詞が必要以上に連続して続く 

・文章の終わりのです、ますが必要以上に同じで続く 

などが典型的なものです。 

やたらと最初の接続詞が同じで文章を始めたり、文章の終わりが断続的に同じと行った感じです。

そしてから入るものが必要以上に続いたり、ですで終わる文章が続いたりするブログ記事や文章
をあなたも見たことがあるのではないでしょうか。 

そういった文章は間違いなく読み手に違和感や不快感を与えます。 

当然その文章を読んでいても気持ちは乗ってこないし、感情の揺さぶりや変化も起こりません。 

もちろん、そのような文章を最後まで読みたいと読者は思いませんし、その文章をきっかけとし
て商品を買おうなんてことは絶対にありえません。 

また基本的にネット上の文章というものは、書籍や論文などのように硬い文章を書く必要はなく、
そういった文章では逆に読者の反応を得ることは難しいという事実があります。 

実際にブログ上の記事が論文形式なら開いた瞬間にページを閉じますよね。 

「うわっ、何これ無理っ！」といった感じで（笑） 

ですので、ネット上の文章はいかに読みやすく書くかということが基本になり、その上で日常会
話の如く書き、違和感なく心の中で読んでもらえるかというところを意識して書くようにしましょ
う。 
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どちらからというと読者と会話、対話しているイメージで書けば違和感のある文章にはならない
し、文章にリズムがでてくるはずです。 

ネット上での文章は「話し言葉」 

文章のリズムを出すために徹してみて下さい。 

その際、自分が書いた文章を読み直してみて、日常会話のようなカジュアルな感じが出ていなけれ
ば書き直していく必要があるでしょう。 

そこを意識して文章を作成していけば、最初に言ったような接続詞と文章の終わりに違和感がで
るということにはならないはずです。 

普通に考えて、日常会話で語尾がですだけの人なんかいたら気持ち悪いですからね（笑） 

いかに読み手を乗せていくことができるか。 

ここを常に意識してみて下さい。 

自分のブランドを構築していく際の読者との距離感 

ネット上でビジネスを行っていく際にブランディングがいかに重要かというお話がこの章の軸と
なって展開しています。 

その際、重要になるのが「読者との距離感」ということです。 

よく読者との距離感は近い方がいいとか親近感を持たれる工夫をしましょう、といったノウハウ
を目にすることがあります。 
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また共感を生み出すことにより読者に親近感が生まれるので、読者が共感するような演出をしま
しょうといったものも、文章ノウハウとしては割と多いのではないのかなと思います。 

要は、友達のような距離感でブランドを構築したり同じ境遇の設定を施して読者、見込み客との
距離を近くしましょうと言ったものです。 

実際、この手のノウハウって最近かなり目にすることが多く「共感がビジネスの全て」というも
のがビジネスだという人までいます。 

しかし、どうでしょう。 

実際の友達であったり親戚という自分と距離感が近い人間に大金を払おうと思いますか。 

例えば、仲のいい友達があなたに対して「絶対にパチンコで勝てる裏技を見つけた」「俺はこの
方法で実際に毎日50万円パチンコで勝っている」と言ってきた場合、単純に「タダで教えてよ」
と思いませんか。 

仮にこの方法を100万で教えてやると言われた時に、なんか物凄い違和感を感じるはずです。 

それは距離が近くなればなるほど人間はお金を払うことに違和感が出てくると同時に、距離感の
近い人間にセールスを掛けられると必要以上に拒否反応を示すからです。 

しかも、距離感を縮めすぎた上でセールスをかけると途端にその関係性は悪くなります。 

実際、親友や親戚から高い商品のセールスを掛けられた距離をとりますし、親戚間に金銭トラブ
ルほど泥沼に陥ってしまうのも人間にはこのような習性があるからなのです。 

つまり、ビジネスをする上で見込み客と距離を縮めすぎるということはこれと全く同じなんです。 
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その距離感が近くなればなるほど、オファーを投げた時に読者や見込み客は強烈な違和感を覚え、
商品を買ってくれないどころかそれを期にあなたのとの関係性すら切ってしまうでしょう。 

それゆえに、ビジネスを行っていく際の読者や見込み客との距離感というのは必要以上に近くし
ない方がいい。 

特に高額な商品を売っていきたいと考えているなら尚更です。 

つまり、必要以上に距離を詰めずにビジネスを行う必要があるということ。 

で、自分に実際の実力がついて行けばいくほどその距離を遠くしていきましょう。 

最初の段階では少し距離をとるぐらいで読者に「これぐらいなら自分も頑張ればなれそう」と思
わせる距離感がいいと思います。 

そして最終的に「憧れ」や「決して手の届かない圧倒的な存在」というものになって行けば見込
み客は喜んで大金を払うようになりますから。 

仮にプロ野球選手を目指している人間であったり、現役のプロ野球選手にイチロー選手が一年間
コンサルするというビジネスのオファーを出した場合、おそらくかなりの額の値段を提示しても
みんな喜んでお金を払うことになると思います。 

またイチロー選手が人数制限などの稀少性を打ち出してセミナーを開くとなっても同様。 

おそらく1日のセミナーで100万円という額の参加費を提示しても相当数の募集があると思います。

つまり、ネットなりリアルなりで大きな額の金額を最終的に稼いでいこうと考える場合、これぐら
いの距離感が取れるようになると大金を稼ぐことはそれほど難しことではないということなので
す。 
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知的さを一気にゼロに引き下げるあるポイントとは 

ブランディングをする上で「知的さ」がいかに重要かということは、ここまでの説明で十分に理
解して頂けたと思います。 

またそのために論理的な文章を書くことであったり、文章のリズムを意識する、 
そして読者との距離を縮めすぎないということの大切さも同様に理解して頂いたと思います。 

しかし、ここまでのことをほぼ完璧にでき読者に対してのブランディングがほぼ完璧にできたとし
てもあるミスを犯してしまうと一気にそのブランド、知的さという演出を著しく引き下げる要因
になるものが存在するのです。 

今まで細心の注意を払い、自分のブランドを構築していったにも関わらずにそれらを全て帳消し
にするミス。 

一体それはどのようなミスなのでしょうか。 

「誤字脱字」 

そう、これこそ知的さというブランドを一気に奈落のそこまで落としてしまうものだと認識して
おいて下さい。 

実際、知的さの演出をしっかり施されれば施されるほど読者はあなたに対してのファンになって
いき、次第に完全性をあなたに求めていきます。 

つまり、そうなってくると少しのミスが大きなひっかかりにつながるのです。 

そこで一番大きなひっかかりになるのが誤字脱字なのです。 
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知的さを演出する上での誤字脱字は、例を挙げると絶世の美女と呼ばれるような美貌を兼ね備え
た女性が鼻毛を出しているようなもの。 

実際どうでしょう、その美貌が美しく完璧であればあるほど少しのそういったミスが「冷める」
ポイントになりませんか。 

「最初から最後まで完璧でいてくれ」と。 

実際、ビジネスってこれと同じでクオリティが高くなればなるほどミスが許されなくなっていき
ます。 

現実問題として大企業が少しの製品ミスなどで大ダメージを受けることは割とあることですが、
まさにそれはこれと全く同じことなのです。 

まぁ、とは言っても完璧を求めすぎてミスを極端に恐れるのも少し息が詰まってしまいます。 

ただやはり、誤字脱字がそれほど大きな減点に繋がるのは紛れもない事実であるのは間違いあり
ません。 

そこで誤字脱字を極力無くしていくために自分のエネルギーの使い方を少し工夫してみましょう。

ミスしてしまうと大変だと考えるのではなくプラスに考えます。 

例えば絶世の美女の鼻から鼻毛が出ていれば間違いなく一気に冷めてしまいます。 

しかし、その絶世の美女の全てが完璧であればどうでしょう。 

おそらくその美貌一本で相当なお金を稼ぎ出し、相当な資産家を自分の手中に収めることができ
るはずです。 
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つまり、ブランドや知的さをしっかりと演出できればこちら側にかなり有利な条件であるという
こと。 

逆に考えればちょっとした油断が大きな損失に繋がるということです。 

であるならば、そのちょっとしたミスをちょっと頑張ってなくせばいいだけの話。 

それがなければ最強なわけですから。 

「まぁ、少しぐらい」と言った気持ちが成約率を著しく下げる大きな要因となると、是非肝に銘
じておいて下さいね。 

誤字脱字を回避するためにはやはり単純な見直しが必須になってきます。 

先ほどの美女の話に戻りますと、それだけの美貌を兼ね備えているのに鼻毛が出ているというの
は明らかに気の緩み出し、鏡を見ての点検ということができていないから起こった出来事です。 

家をでる前に少し鏡をチェックすれば瞬時にわかることなのです。 

そのケレスミスが後々大きなミスにつながる。 

誤字脱字も全く同じです。 

あなたにブランディングのスキルが備わり大金を稼げるようになればなるほどより完璧さが求め
られるようになってきます。 

であるのならば、自分が書いた記事なり文章の見直しは必須であり自分自身の「まぁ、これぐら
いいいか」という気の緩みが今まで気づき上げてきたブランドや演出を一気に壊してしまうもの
になるのです。 
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なので、文章を書いたのであるならば必ず見直すようにして誤字脱字がくれぐれもないように心が
けましょう。 

知的さや魅力をさらに強く演出していくためには 

ここからはさらに、知的さやキャラの魅力を引き出すためのテクニックを解説していきたいと思
います。 

名言集を散りばめる 

これは実はかなり知的さを引き上げるテクニックとしては有効なものになります。 

例えば書店に足を運ぶと様々な有名人であったり偉人の名言集という本が売っていると思います。

そういったものを数冊購入します。 

そしてそ名言集を網羅した後に一番心に引っかかったものを、さも以前から知っていたかのよう
なテンションで自分の文章に入れていきましょう。 

特に外国の有名人や偉人は日本人の読者には強く刺さる一つの武器になります。 

（現時点では） 

なぜ外国の偉人の名言の方が日本人の心に刺さるのか。 

それは日本人は潜在的に外国人にコンプレックスを抱いているからです。 
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これほど英語についての書籍や教材や英語ビジネスの市場が大きいのを見ても、日本人の英語へ
の憧れは明らかです。 

また、道端で背の高い外国人を見つけると何故か後ずさりしたくなったりしますよね。 

「なんか怖い」みたいな。 

それは戦後GHQの政策によってつくられた「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」
というものが大きな原因になっていて、戦後生まれの日本人は外国人を羨望の眼差しを向けざる
を得ないようになってしまったからなんですね。 

（これは有名な話なので気になる方は書店などで調べるようにして下さい） 

例えば、僕たちのような現代日本人は「アメリカ」と聞くとどことなく凄そうな感じがしますし、
なんとなくアメリカと聞くと信用してしまいます。 

しかも、ごく自然になんの疑いもなく。 

ところが戦前の日本人はどうだったのかというと今と全然違っていて「アメリカ」と聞くと「い
つも陽気で図体がでかいだけの木偶の坊」という印象を持つ人も多かったよう方です。（もちろ
んそんな人ばかりではありませんが） 

つまり、今の現代日本人は良い悪いは別として無意識に「外国人は日本人より上」という認識に
なってしまっているのです。 

であるのなら日本人にビジネスを仕掛けていく側の人間は、そこをうまく使っていくべきである
ということ。 

しかも、その"自分たちより上の"外国人を批評したりできるようになってくれば、こちらの価値は
更に高まるでしょう。 

是非意識的に使うようにしてみて下さい。 
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あなたの価値が更に高まるはずですよ。 

人気塾講師を研究する 

ネットビジネスというビジネス、特に情報商材を販売したり自分のノウハウを売っていくビジネ
スはインフォビジネスと呼ばれています。 

要するに「情報」や「ノウハウ」を販売していくビジネスということです。 

しかし、情報商材を一定数購入したことがある人なら感じていることだとは思いますが、ネット
で稼ぐ方法ってそれほどテクニカルではなく、誰のノウハウであっても言っていることは大体同じ
だという事実があります。 

つまり、ネットで稼ぐノウハウってそんなに多岐にわたるわけではないということなのです。 

アフィリエイトやせどり、転売、投資などネットビジネスのジャンル自体は多岐にわたりますが、
そのノウハウはどれもそれほど変わりません。 

しかし、実際に業界を見渡してみてもその同じようなノウハウを販売して売れている人間と売れて
いない人間に分かれます。 

なぜでしょう。 

それはまさに、この章の主であるブランディングであったり演出の違いの差なのです。 

そしてその際、演出などにおいて非常に参考になるのが「人気塾講師」です。 

なぜなら、塾講師というものは生徒に対して勉強つまり学問を教える職業だということ。 
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つまり、教える材料になる資料ってどれもそれほど変わることはないということになります。 

大体、文科省が決めた学校で配布されている教科書をもとに塾講師も指導をしていくわけです。 

つまり、材料は全ての塾講師が同じであるということ。 

じゃあなぜ人気講師とそうではない講師とが生まれるのか。 

結局これもネットビジネスと同じ理屈。 

同じことをいかにわかりやすく、面白く演出し、表現して生徒の心を掴むことができるのか。 

ここができている塾講師が人気塾講師になって大金を稼ぐようになるのです。 

逆に人気講師になれない人というのは、ありきたりで普通のことをそのまま生徒に教えています。 

それゆえに生徒からすれば全然つまらないし心に響かない。 

中には「そんなこと今この場でスマホで調べればでてくるよ」と感じる講師もいるそうです。 

つまり、僕たちのようなインフォビジネスで稼いでいこうと考えている人は人気塾講師を研究し、
どのようにして生徒の心を掴んでいるのかを学びそれをそのまま真似をしてビジネスに展開すれば
いいわけなのです。 

是非、取り入れてみてみて下さい。 
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市場が求めるキャラをいかに探しだせるか 

では次にブランディングを強化していく上での「キャラ設定」について解説していきたいと思いま
す。 

というのも顔出しや声出し、実名がないブログアフィリエイトや、そういった媒体ではいかにその
媒体運営者の「キャラが立つか」ということが非常に大きなポイントになります。 

要するに、管理人のキャラを読者にイメージさせることができるかということです。 

読者の中のあなたに対するイメージが鮮明になればなるほど、キャラが立っているといえるでしょ
う。 

言い換えれば、そこでしっかりと印象付けさせることができればそれほど苦労なく自分の媒体か
ら商品を売っていくことは難しくないということです。 

では実際に、キャラを立たせるためにはどのような工夫を施していけばいいのでしょうか。 

「そもそもその市場は現在どのようなキャラを求めているのか」 

これをまずしっかりと把握できなければいけません。 

例えば、少し前から現在に至るまでのアフィリエイトの市場は、元々はダメな人生だったがネッ
トビジネス、アフィリエイトに出会って自分の人生は変わったという打ち出し方をしているアフィ
リエイターは非常に多い傾向にあります。 

つまり、そう言ったキャラを市場が求めていたということなのです。 

それゆえに競合が少ない状態であるのなら、キャラのニーズにさえ答えることができれば稼げる
ということができるのです。 
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実際、そのようなキャラを作ったアフィリエイターは実力はそれほどないにも関わらず、その時に
は億単位のお金を稼ぎ出してしまいました。 

市場が求めているキャラをバチっと作ることができれば、そいう現象も十分におこる可能性はあ
るということです。 

もちろん、市場にそのキャラが飽和していけば市場はまた違うキャラのニーズを求めます。 

つまり、ニーズはいずれ飽和するということを頭に入れていく必要あるということです。 

ただ、ブログアフィリエイトなんかの場合だとキャラは複数に作成することが可能なので、市場
のニーズさえ掴むことさえできればその都度新しくブログやサイトなどを開設すればいいだけなの
で、いくらでもやりようはあります。 

要は「いかに市場が求めているキャラを探しだすことができるか」そこが稼げるかどうかの大き
な分かれ道とも言えるものだということです。 

では次に、どうすればその市場が求めるキャラを的確に探し出すことができるのかということを
解説していきましょう。 

市場が求めているキャラを探す基本はリサーチにあり 

ビジネスの基本は現実世界であれ、ネットの世界であれ変わることなく「リサーチ」です。 

他のアフィリエイターはどのようなブログを運営しているのか？あるいはどのようなサイトや媒体
を運営しているのか？そう言ったことを調べる必要があります。 
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僕も今まで色々な人をリアル、ネット問わずコンサルティングしてきましたが稼げない人の共通点
はやはりこのリサーチができていないということです。 

単純に量がこなせていないケースであったり、リサーチすべきポイントがずれていたりとその不足
点は様々ですがリサーチな下手な人は中々稼ぐことは難しいのが現実なんですね。 

ただ、一番多いのやはり量がこなせていないというケース。 

これがほとんどです。 

例えば、ブログで稼いでいるブロガーという人たちは毎日200個のブログをリサーチすると言われ
ています。 

もちろん、１つ１つのブログにそれぐらい時間をかけているのはまちまちですが、それぐらいの
リサーチ量は本気で稼いでいこうとなると必要だということを認識しておく必要があるというこ
とです。 

リサーチの基本はまずは量をこなすということ。 

頭に入れておいて下さい。 

では次にそれができた前提で具体的な正しいリサーチ方法についてお話ししていきたいと思います。

その市場で売れているブログ人気のあるブログをピックアッ
プする 

ここの項の題名ではブログと表現しましたが、正しくは様々な媒体及び情報商材と認識しておい
て下さい。 
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そういったブログや媒体、情報商材を徹底してリサーチします。 

基本的にブログしかり媒体しかり、情報商材しかり必ずそのもの自体の製作者が存在しています。 

そして、そこには必ずその製作者のキャラが反映されているわけです。 

そして、必ずその中から売れているものがリサーチをかけていれば見つかってきます。 

まずそういった売れている媒体を複数ピックアップしましょう。 

売れている媒体の判断基準 

そのブログなり、媒体が売れているか人気があるかの判断基準は単純にその媒体を見て自分が「い
いな」と感じたか、あるいは「この人から買いたい」と感じたかどうかということを判断基準に
して下さい。 

なぜなら、あなたが感情を動かし欲しいと感じるブログは間違いなく一定数そう感じる人がいる
ということだからです。 

逆になんのフックもなく、完全にスルーしてしまうようなブログやサイトはどの人もスルーしてし
まうサイトであると認識して頂いて結構です。 

なので、リサーチをして売れているかどうかは自分の感情を注視してみていればわかってくるとい
うことです。 

ちなみに情報商材が売れているかどうかという点に関してですが、これは単純に様々なASPを見
ればランキングがあるのでそこをチェックすればすぐにでもわかりますね。 
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また、多数のアフィリエイターが推奨している情報商材はもれなく人気商品なので、そういったも
のをピックアップしていくようにしましょう。 

ピックアップした媒体からいい部分のみを抽出しオリジナ
ルかつ最強のキャラを作る 

ここまでの作業でそれなりの数、売れているブログや媒体、また情報商材をピックアップできた
と思います。 

そして、ここから大切なことは分析です。 

「売れている」ということはそのキャラが確実に立っていて、見込み客に心に刺さっているからで
す。 

であるのなら、売れている媒体のキャラのどこに魅力がありどの部分が市場に受け入れられてい
るのかを分析しましょう。 

これも参考になるのは自分の感情です。 

自分自身が「このへんがいいな」と感じる点は先ほども申した通り一定数反応しています。 

また、あなたが初心者であればあるほどその感情は正しいです。 

なぜなら実力があるアフィリエイターやインフォプレナーは見込み客の数が多い、初心者層を狙っ
てキャラを作っていくからです。 

なので、あなたが初心者で反応した部分というのは一番ニーズと合致した部分だと言えることがで
きるのです。 
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そして、そういった部分を各ブログ、各媒体、各情報商材からピンポイントで抽出していきます。 

いい部分だけをピックアップしたものを寄せ集めるわけです。 

そしてそれらをバランスよく統合すればどうでしょう。 

様々ないい要素、ニーズを掴んでいる部分が集まり、かつオリジナルなキャラがその瞬間に誕生す
るのです。 

また、この作業のいいポイントはそういった作業を行っている内に肌感覚として市場が求めるニー
ズというのがわかってくるということにあります。 

今この市場はこういうキャラが多いから次はこんなキャラが立つだろうな、うけるだろうなとい
う具合に先が読めるようになってくるわけです。 

これができるようになればかなり強い。 

だって、先行者利益を全て一人占めできるわけですからね。 

是非このレベルまで、この特典を受け取っている人には到達して欲しいなと思います。 

キャラ設定におけるターゲティングの重要性とは 

次に意識して欲しい点は「ターゲティング」です。 

簡単に言うと、誰に対して情報を発信していくのかということです。 

先ほど市場が求めているキャラを作り出すという方法を実践して頂きました。 
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それによって市場が求めていて尚且つオリジナルなキャラが出来上がったと思います。 

しかし、それだけではまだ不十分です。 

「市場が求める」と言ってもその市場の中には多数の見込み客がいるわけです。 

そして、そういった見込み客も色々なタイプがいます。 

例えば仮のその市場が情報商材アフィリエイトだとしましょう。 

それだけ考えても大きくわけて 

・情報商材を購入したことがある人 

・情報商材を購入したことがない人 

という見込み客に分けることができます。 

当然、この二つのタイプをさらに細分化するとさらに分けられると同時にターゲットは複数にの
ぼるということになります。 

そしてより高い成約率を求めるのであるならば、どのような見込み客に対してどのようなメッセー
ジを発信していくのか、ということをより明確にイメージし打ち出した方が確実に成果を望めます。

逆にそこがぼやけてしまうと、反応も悪くなり成果を低くになってしまう可能性が出てくるのです。

なので、市場が求めるキャラが構成できればその市場のどのような層に向けて情報を発信していく
のか、そこを明確に意識化して取り組んでいきましょう。 
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その層は一体何を求めているのか？またまだ本人たちですら意識できていない潜在的なニーズまで
深堀できれば間違いなく月収100万どころの騒ぎではなくなってくるはずだし、そこまで考えてブ
ログやサイトを運営しているアフィリエイターはごくごくわずかしかいないので、競合が一気にな
くなるレベルになっていると思います。 

モデリングの重要性 

ここまで、ブランディングの重要性と実際に自分でブランディングを行っていく際に重要なことは
なんなのかということ。 

また具体的にどのようなことをすれば反応が高い演出が可能なのか、ということをお話ししてき
ました。 

ただ、そうは言っても実際にやってみるとなった時にネットビジネス初心者であればあるほど中々
難しいものだと思います。 

それは当然です。 

実際、野球なんかでもこうすればこんな球が投げれるという理論であったりメカニズムは解明さ
れていますが、それを頭で理解したところでいきなりうまくいくのかというとそうはいきません。

それでうまくいくのであれば、みんなプロ野球選手になっていますからね。 

じゃあ、その場合どうすれば一番最短でスキルを習得することができるのか、結果を出していく
ことができるのか。 

あるいは稼いでいくことができるのか。 

答えは簡単です。 
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それは 

「結果を出している人間の真似をする」 

ということです。 

学ぶは真似ぶとはよくいったもので、これはものごと上達のための真理であると僕は思っています。

僕自身ビジネスはアフィリエイターとしてスタートしたのですが、最初の頃はとにかく色々なアフィ
リエイターのブログを読み漁りひたすら真似をしていました。 

（もちろんコピペはだめですよ） 

このアフィリエイターの文章はどのような構成でできているのか。 

どこがよくて売れているのか。 

何が受け入れられているのか。 

それを徹底して学び、リサーチし、そこが見つかれば真似をしました。 

最終的には億円単位で稼ぐアフィリエイターのブログなどを見て、このアフィリエイター何を考え
てこの記事を書いたのだろう、どのような思考で活動しているのだろうというところまでいき、
思考レベルで真似ができるようになったのです。 

もちろん、その段階まですぐにいけるのかといえば中々難しい面もあると思いますが、続けてい
れば間違いなくその領域にはいけるはずです。 

実際、僕のクライアントさんにもそのような意識を持って取り組んだことで今では年収数千万ネッ
トのみで稼ぎ出している人もいるぐらいですからね。 
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なので、最初のうちはとにかく結果を出している人間のブログなりサイトを真似するということを
意識してみましょう。 

もちろん、コピペとは論外なのでそこのところは間違ってもしないようにしましょうね。 

この章終わり 
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