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自動的に見込み客を引き寄せる
ヘッドラインの作り方

≪すぐにマネできる事例40≫



2

ヘッドラインとは？

ターゲットの視線を釘付けにし、

ボディコピーに引っ張り込む役目。

“あとに続く広告を宣伝する広告”

最初に見られる見出しのこと。



• 内容が一目でわかる部分

• ユーザーが一番最初に見る部分

• 10人中8人が見る部分

ヘッドラインとは？

その先を読むかどうかを
判断する部分
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ヘッドラインが活用できる場所

• WEBページ

• ランディングページ

• Youtubeサムネイル（文字数10文字〜15文字）

• Instagram投稿画像

• プレゼンのタイトル

• メルマガのタイトル

• チラシ

• PPC広告、SNS広告、Youtube広告

• 書籍のタイトル



ヘッドラインが良くなければ、いくら中身がよくても
その先を読んでもらえません。

つまり、

• WEBサイトからすぐ直帰される
• メールを読んでもらえない
• 広告を出してもクリックされない
• プレゼンしても最初のインパクトが薄い
• SNS投稿をしても見てもらえない
• 資料請求のPDFを作ってもダウンロードされない

のです。
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なぜヘッドラインが大事なのか？
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NG：自分は知識があるのでみんな聞いてくれるでしょ！

ヘッドラインを書く前に確認すること

✓ヘッドラインを見る人は誰か？

✓彼らは何を期待しているのか？

✓そのトピックに彼らはどの程度精通しているのか？

✓こちらの提供価値は何か？

✓どうやって目立たせるか？

✓ライバルはどんなヘッドラインを使っているか？

✓こちらが利用できる感情(願望、怒り、悩み)は何か？

✓使えるヘッドラインの素材(エビデンス)は？
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ヘッドラインの5つの法則

1．読み手の注意を引く(1秒)

2．読み手をフィルタリング(選別)し、絞り込む

3．読み手をボディコピーへ引っ張り込む

4．「ビッグアイディア」を打ち出す

5．信頼を構築する



では、実際に40個の事例を見ながら、自動的に見込
み客を引き寄せるヘッドラインの作り方を見ていき
ましょう！

単語を置き換えるだけで、すぐに魅力的なヘッドラ
インが作れるので、ぜひご活用ください。
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［ベネフィット１］を手に入れ

【ベネフィット２】を手に入れる方法

（例）

［きれいな肌］を手に入れ、

【モテる】方法

ベネフィットが２つあることが特徴

◆パターン1
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（例）

• 経理担当の方、これらのキーワード知っ
ていますか？

• あなたは普段こんな顧客対応をしていま
せんか？

◆パターン2

「これ」「こんな」

続きを読みたくなる
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(例)

• ［明日、受注がゼロになったら］どう
しますか？

• ［もしこのままリモートワーク状態が
変わらなかったら］どうしますか？

◆パターン3

［困った状態になったら］＋どうしますか？
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(例)

なぜ、［身長155cmの彼はやすやすと
250ヤードもティーショットを打てる］のか？
【力まずに長距離のティーショットを打てる】方法

◆パターン4

［好奇心］＋【ベネフィット】
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(例)

• いつか［シリアルアントレプレナーになりたい］
あなたへ

• いつか［最高の就職先に出会いたい］人へ

◆パターン5

いつか［理想の状態］になりたい人へ

「いつか」という言葉が真実味を出している
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(例)

［1日20分］これだけくれればあなたを
【1ヶ月で5kgダイエット】させてみせます。

◆パターン6

［条件付き］＋【ベネフィット】

条件を付けることによって真実味が出る
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(例)

この簡易無料診断は、［無名の会社の
認知度向上に役立ってきました］

◆パターン7

商品/サービスが、すでに［価値］を
届けていることを伝える

すでに多くの人がその商品のベネフィットを
受けていることを暗示している
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(例)

［「経営の勉強をしたい」と思っても
始められない人］へ

◆パターン8

［ターゲットなる見込み客］にフォーカスする
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(例)

• ［1日2時間しか働かず、リッチになる方法］

• ［ケーキを毎日食べながら、1か月で5kgダイ
エットする方法］

◆パターン9

［矛盾］
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(例)

【ドラマを観るとすぐ泣いてしまう】
［金融工学の天才］の〈秘密〉

◆パターン10

［権威のある人］＋
【親しみを持てるエピソード】の〈秘密/方法〉

興味をそそる、親近感がわく
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(例)

私に［5分］ください。
あなたの【WEBサイトの弱点をお教え】しま
す。
それを無料で〈サポート〉させてください。

◆パターン11

私に［期間］をください。
あなたを【ベネフィット】にしてみせます。
それを無料で〈約束/証明〉させてください。



20

(例)

［５つのよくある集客法の失敗］
【あなたはどれを改善したいですか？】

当てはまる人がつい見たくなる
［よくある例/ランキング］＋【問いかけ】

◆パターン12

集客している会社であれば、
その下の５つの失敗を絶対に見てしまう
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(例)

腰痛持ちの整形外科医の告白

［秘密を知っていそうな人］の告白

◆パターン13

何か秘密を持ってそうな人の告白は興味を引く
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(例)

［仮想通貨投資で最高のチャンス］とは？
この下にある答えに、
あなたはきっと驚くことでしょう…

◆パターン14

［見込み客が知りたいもの］とは？
この下にある答えに、
あなたはきっと驚くことでしょう

強制的に下を読ませようとするもの
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(例)

ありえないのは、【あなたの会社の社員が
数名しかいなくても効果が出るんです！】

ありえないのは＋【信じられない現実】

◆パターン15

「数名しかいない」だけでは嘘っぽい
「ありえないのは」で真実味を出す
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(例)

警告！これを読む前に［どんなWEB集客法
も試そうと考えては］いけません。

◆パターン16

警告！これを読む前に［見込み客がしようと
していること］なんてしてはいけません。
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(例)

［耳鼻科医が鼻血を出したとき］、
するのがこれです。

◆パターン17

［権威者が問題を抱えたとき］、

するのがこれです。

自動的に信頼性が生まれる
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(例)

最新のゲーム機…どうして
［何百万人もの人］がこれを手にしたのか？

◆パターン18

［すでに多くの人が使っている実績］

すでに多くの人が手に入れていることで、
「自分も購入するベネフィットがあるかも」と思う
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(例)

［実はあなたの自宅にもこれは眠っています］
【その便利な使い方を知らないまま…】

◆パターン19

［身近にある事実］＋

【それを活かせていない事実】

損したくないという感情に訴える
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(例)

［少ない集客で経営を続けるのはもうウンザ
リでした。］だからこれを学んだのです…

◆パターン20

［読み手(お客様)目線］

お客様目線のコピーで
共感を得ようと思っている
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究極の［方法/商品/サービス］

◆パターン21

かなりストレートだが効果はある
スペースが限られていたりする場合に使える

(例)

究極の［集客法］をあなたに教えます。
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(例)

［自己資金流出］を望まない【大金持ち】
が使う〈脅威の投資法〉

［見込み顧客が回避したい痛み］

＋【権威】が使う〈方法/サービス/商品〉

◆パターン22

お客様が恐怖を感じる行動を
権威のある人がすることで信頼性が高まる
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（例）

［ハーバード大学式］̶ 【他人の説得方法】
の秘訣

［権威のある国/機関/組織/個人］式

＋【方法/商品/サービス】の秘訣

◆パターン23

外国式など、権威が使っているノウハウには
興味が出る
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(例)

［新規公開企業への株式投資について、誰もが
知っておくべきこと］

［記事に見えるタイトル］

◆パターン24

・人は広告を反射的に読まない
・このメッセージは広告ではなく記事に見える
→読んでくれる確率が上がる
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(例)

A［日本で最も高いビジネスマン向け月額サロン］
しかし、B【80,000 人 以上の入会者がいます】
なぜでしょうか？

A［方法/商品/サービスなど］しかし、

B【Aと矛盾するもの】＋なぜでしょか？

◆パターン25

矛盾を用いることで「内容がすごくいいんだろうな」
という暗示をしている
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(例)

この［youtubeメソッド］が【あなたの動画
集客人数を２倍にする】まで〈お金は払わない
でください〉

［方法/商品/サービス］が、

【結果を出す】まで〈保証〉します。

◆パターン26

保証付きのヘッドラインは、
競合が保証をしていないのであれば非常に強い
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(例)

あなたはネットの別事業で売上を年間1億円
稼ぐ［勇気はあるか？］

［挑発的な質問をぶつける］

◆パターン27

・チャレンジ的なものはうさんくささが消える
・「年間１億円稼ぐ方法」はうさんくさい
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(例)

［妊娠中ですか？］【とうもろこしについて
はなるべく早めに知っておいた方がいい 】

［状況に応じた質問］＋【●●するべきです】

◆パターン28

意外性のある要素を入れることにより
興味喚起できる
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(例)

『私は自分でWEBでのマーケティング方法につい
て非広告クラブで学び、できるようになりました。
その結果、今まで広告代理店に払っていた高額の代
行料が節約できるようになり、さらに前より業績が
上がったのです。』

［顧客の声］

◆パターン29

お客様の声はヘッドラインで使える



38

(例)

もし［あなたがゴールド免許をお持ち］であれば
【自動車保険の節約】ができます。

もし［条件］なら、

【メリット】があります

◆パターン30
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(例)

［この集客メソッドのマニュアルにご満足いた
だけなければ］、【代金を２倍にして返しま
す】

もし［条件］なら、【保証】があります

◆パターン31
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(例)

［副業しながら本業よりも稼ぎたい人］
ほかにいませんか？

［見込み顧客がやりたいことをしたい人］
ほかにいませんか？

◆パターン32

問いかけることで、
読み手が自分事に捉えやすい
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［具体的な数字］を入れる

◆パターン33

数字を入れることによって
読むモチベーションになる

(例)

これが、今すぐあなたがAmazonで経営系
の書籍購入をやめるべき［７つ］の理由で
す。
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「ついに！」

「発表！」

◆パターン34

(例)

• ついに登場！コロナウィルスの特効薬！
• 「発表！新型プレイステーション！」
商品自体が待ち望まれている状況
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(例)

• ストップ！［WEBサイトの修正に時間を
かける］のはやめましょう。

ストップ！+［見込み客の嫌なこと］

◆パターン35
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(例)

• ［自分でWEB集客をしたい］人を探しています
• この地域で１社だけ、［ブランディングに取り組
みたい］会社を探しています

[見込み客がやりたいこと]を探しています

◆パターン36

売り込み臭さが出ない



45

(例)

【無料レポート】あなたの会社が取り組む
べきDXの17の詳細

[無料]であることを強調

◆パターン37

無料という言葉はヘッドラインでは非常に強い
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(例)

1ヶ月で売り上げを10%増やす
10のアップセルの方法

◆パターン38

●●の方法

ベネフィットがわかりやすく
非常によく使われている書き方
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(例)

これがあなたが広告で集客すべきではない
理由です。

◆パターン39

これが●●ではない理由です

なぜ何かが起こっているのかを知りたい
という衝動に抵抗することはできない
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(例)

［旅行業界］が、【繁忙期のホテルの予約
方法】について知られたくないこと

◆パターン40

［グループ/人］が【トピック】について
知られたくないこと

文章で秘密を明らかにすることを
約束することによって興味を持つ


