
反応率が
通常の７倍のチラシを作って
すぐに売り上げをあげる︕

6W1Hのフレームワークで考える



⽬次
１・6W1Hを使って考える
a・誰が（Who）誰に（Whom）何を（What）
b・何のために（Why）
c・いつ（When）
d・どのように（How）
e・どこで（Where）

２・チラシを作成する

a・キャッチコピー
b・リードコピー
c・ボディコピー
d・オファー
e・レスポンスデバイス

３・チラシのレイアウトを考えて実際に作成する

４・チラシの最終チェック
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１・6W１Hを使って考える
「6W1H」とは、6つの「W」と1つの「H」を使って考えるフレームワーク（枠組み）のことです。

具体的には、誰が（Who）、誰に（Whom）、いつ（When）、どこで（Where）、何を（What）、な
ぜ（Why）、どのように（How）、の7つのことになります。

これらをひとつづ「チラシ作り」に当てはめて⾏くことで、相⼿に伝わるチラシを作ることができます。

その前に・・・チラシは読んでもらえると思っていませんか︖

お客様は「読まない・信じない・買わない」のが普通です。チラシを⼿にとって、３秒で読むかどうかの判断
をされてしまうと⾔われていますから、もしかしたらあなたのチラシはお客様にとってゴミでしかないのかも
しれません。

だからこそ、まずはどうしたらチラシを読んでもらえるかを考えることが⼤切になります。
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a・誰が（Who）誰に（Whom）何を
（What）
⼀番最初に考えなければならないのは、誰が誰に何を伝えるのかということです。

⾃分は誰に何を伝えるのか。それがズレているとチラシの反応はありません。

誰が(Who)

まずは、あなたは「何屋さんなのか」を明確にしていきましょう。

ワーク

・あなたの商品・サービスは何でしょうか（何屋さん︖）

・それはお客様のどんな悩みや欲を解決できますか︖
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誰に(Whom)
お客様の悩みを解決するのがあなたの仕事です。
その悩みにも段階があり、同じ商品やサービスを売るとしても、それぞれの悩みレベルに合った伝え⽅をしな
ければ伝わりません。

商品認知度 あなたのお客様はどのレベル︖

１・すでに商品のことを知っているし、欲しいと思っている。

２・商品のことを少しは知っているが、欲しいとは思っていない。

３・商品の機能を必要としているが、あなたの商品は知らない。

４・商品の必要性は感じているが、あなたの商品がその必要性を満たしてくれることに気づいていない。

５・商品を全く知らない。欲しいとも思っていないし、その必要性も感じていない。
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ワーク

・お客様の具体的な⼈物像を考えてみましょう（年代、家族構成など）

・お客様は商品認知度のどこにいるのか、そしてどんな悩みを持っているのかを考えてみましょう

・お客様は悩みに対してどう考えているのでしょうか（どうにかしたい︖諦めている︖）

・お客様の知っている悩み解決⽅法は︖（お客様は素⼈なので、⼀般的な⽅法を考えてみましょう）

・ターゲットが悩みを放置した場合どうなるか（こんな不具合が起きますよ︕という内容）
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何を(What)

次に売るものを「どう⾒せるか」を考えていきます。

⾃分の売りたいものとターゲットの求めるものが⼀致した時、チラシの効果が発揮されます。

同じ商品やサービスでも、伝え⽅や⾒せ⽅で反応が違うのです。

ワーク

・⾃分の商品やサービスとターゲットの求めるものを⼀致させてみましょう
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b・何のために（Why）
チラシが即ゴミ箱⾏きになるのは、お客様が「これは⾃分に関係ない」と思うからです。

ということは、「このチラシは⾃分に関係がある情報だ」とすぐに認識できれば、その先を読もうと⼿にとっ
てもらえるのです。

では、⾃分に関係ある情報だと思わせるためには何が⼤切なのでしょうか。

それがチラシの⼀番上に載せる「キャッチコピー」です。

お客様が何のために（Why)このチラシを読まなくてはならないかがすぐにわかるための「ベネフィット（そ
の商品やサービスを使うと、悩みや欲を解決してくれること）」を考えなければなりません。

そのためには、２で考えた誰が（Who）誰に（Whom）何を（What）が明確である必要があります。

他ではない、あなたの商品やサービスを選ぶべき理由（ベネフィット）が必要なのです。

そのベネフィットがわかるようなキャッチコピーを考えていきます。
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ワーク
・２を元に、キャチコピーを考えてください

9



c・いつ（When）
お客様は「⾏動しない」ものです。

そこで今すぐ⾏動してもらうためのオファー（お客様への特典）が必要になってきます。

無料体験や初回割引、プレゼントなどお客様へのお得なオファーを考えてみてください。

でも、せっかくオファーに興味を持ってくれても、後で電話してみよう、今度⾏ってみよう・・・では、結局
忘れられてしまいます。

先着○名様、○⽉○⽇までといった「⼈数限定」「期間限定」を使って、さらに今すぐ⾏動しなければならな
いと思わせることが必要になります。

さらに、お客様は信じないのです。⾏動することが正しいのだと思わせなくてはなりません。

リクスを取り除くためのオファー（返⾦保証など）や正しいと判断するための証拠（お客様の声や実績）が効
果的です。
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ワーク

・あなたのチラシを読んですぐに⾏動しなければならないオファー（お客様への特典）を考えてください

・⾏動することが正しいのだと思わせる証拠には何がありますか︖
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d・どのように（How）
チラシを読んだお客様に、あなたは何をしてもらいたいのでしょうか。

問い合わせをしてもらいたいのか、申し込みをしてもらいたいのか。

それを明確にして、どのような⽅法で⾏動すれば良いのかを明記していないチラシでは、⾏動してくてもでき
ません。

電話してもらいたいのか、メールなのか、faxなのか。

それを⼀⽬でわかるようにしておくことが、ちょっとしたことのようですがとても重要です。

例︓今すぐこちらに電話してご予約ください︕ → ○○○-○○○- ○○○○

ワーク

お客様に何を、どのような⽅法で⾏動してもらいたいですか︖（例︓電話で予約してもらいたい）
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e・どこで（Where）
チラシを作った後に、それをどこで配布するかということを考えていますか︖

作ったチラシを、読んでもらいたい⼈に届けなくてはなりません。

例えば、私は主婦層がターゲットです。ということは、ランダムにポスティングをする業者に頼んでも、無駄
が出るということになります。

そこで選んだのは、ファミリー層向けに配布しているのフリーペーパーにチラシを折り込む⽅法です。さらに、
⾃分のサロンへ徒歩や⾃転⾞で来店できる範囲を指定しました。

このように、どこで配るのか（配布先や配布エリア）も重要になります。

ワーク

あなたの配布場所はどこが適正ですか︖そしてどのような⽅法で配ればよいですか︖
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２・チラシを作成する
チラシの構成は５つに分かれています。

それぞれを１で考えたものをベースに作成していきます。
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a・キャッチコピー
b・リードコピー
c・ボディコピー
d・オファー
e・レスポンスデバイス
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090-1384-7866

45歳女性

期間限定のキャンペーン　今すぐにお電話ください。このチラシを捨てないで下さいね。

で共働き、もう少し自由になって爪のおしゃれを楽しみたいが・・・
でも「爪が薄くて弱く、自爪での生活が困難」「ジェルネイルをすると爪が痛むのでは」
「爪の形や手に自信がなく、こんな自分がネイルなんてできないと思っている」
「ジェルネイルのオフ（取り外す）のとき、痛くて爪が削られているように感じて恐怖」

初回お試し特別
価格初回無料 で

す2,000円『もお得 　』

→

爪のおしゃれを

楽しみたい方に！！

で

100%OFF

nail salon fiole*fiole

ポチッポチッ
検 索ネイルサロン　フィオーレフィオーレ■詳しくは

予約制

東京都中央区銀座３丁目７ 成田屋ビル２F銀座シェービング内
ネイルサロン　フィオーレフィオーレ

見られてますよ！名刺を差し出すあなたの爪先

お爪を傷めず長持ちさせるネイルサロンがあるのをご存じですか？
銀座３丁目に

OPEN!4月21日（火）銀座3丁目に！

「他のネイルサロンで施術を受けても、いつも短期間しか持たない」など

カンタンにラクに
キレイな爪先が手

に入ります。

今すぐ当サロンの独
自の技術で、あなた

の望む爪先を手に
入れてください。

あなたは今の爪先
のまま、人の目を

気にしながら過ご
すのですか？

この独自の技術と
は、表面からでは

なく内側から爪を
元気にします。

なぜなら、お爪のた
めのネイルケアと

ジェルネイルのため
のネイルケアを

融合する独自の施
術により、他店様

では実現できなか
った

「お爪を傷めず長
持ちジェルネイル

」をご提供できる
からです。

ネ
イ
ル
サ
ロ
ン

チラシの⾒本を⾒ながら、作成してみましょう



a・キャッチコピー
P９で考えたキャッチコピーを⾒直してみましょう。
キャッチコピーがチラシの命といっても過⾔ではありません。
これがお客様に響かなければ、読んでもらいたいチラシの内容を読む前にゴミ箱⾏きです。

お客様が⾃分にとって有益な情報だと思う内容ですか
お客様の求めていることと提供することがが⼀致していますか
すぐに書いてある意味がわかりますか（専⾨⽤語ばかり使っていませんか︖）
売り込みをしていませんか（売り込まれるのって嫌ですよね・・・）

※意外性を感じさせたり数字を⼊れると、さらに効果的です

ワーク
チェック項⽬を⾒直して、キャッチコピーを練り直してみましょう

17



b・リードコピー
キャッチコーピーをさらに詳しく補⾜し、次のボディコピーを読んでもらうための部分になります。

ここまででお客様の⼼をガッチリ掴まなければなりません。

チェック項⽬はキャッチコピー同様ですが、続きが読みたいと思わせることが⼤切です。

ワーク

リードコピーを考えてみましょう
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c・ボディコピー
ここで盛り込むことは、多数あります。あなたの商品やサービスを知り、信頼し、⾏動を促すことが⽬的にな
ります。

あなたの商品やサービスを選ばなくてはならないのはなぜですか︖
その根拠となる理由は何ですか︖（お客様の声が有効です）

不安や疑問を取り除く（Q&Aや保証など）
魅⼒的な特典と今すぐ⾏動しなければならない理由

あなたがわかる顔写真や⾃⼰紹介（⼈となりがわかる内容です）

ワーク
チェック項⽬の必要な材料を集めましょう
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d・オファー
オファーは、お客様の「失敗したくない」「騙されたくない」「がっかりしたくない」といったマイナスの気
持ちを払拭するためにあります。

このオファーを魅⼒的にして、⾏動してもらいましょう。

考えられるオファーとしては、返⾦返品保証・モニター・無料体験・割引などがあります。

例えば割引ですが、⼈は３割以上の値引きではないとお得感を感じにくいと⾔われています。ですから、⾦額
に頼るならばそれも考慮してください。

マイナスの気持ちを払拭する、魅⼒的な特典は︖

今すぐ⾏動しなければなない理由がありますか︖

ワーク

魅⼒的な今すぐ⾏動しなければならない特典を考えてください
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e・レスポンスデバイス
問い合わせ⽅法がよくわからない（電話︖メール︖）、何をすれば良いのかわからない（申し込み︖問い合わ
せ︖）といった理由で、最後の最後に申し込みをやめてしまうお客様もいます。

わかりやすい位置に、⼤きくはっきりと何をしてもらいたいのかを明記しましょう。

連絡⽅法も、電話だけではなくメールやQRコードからの申し込みフォームなど、２種類はあった⽅が良いで
す。（多すぎても混乱します）

問い合わせ先、問い合わせ⽅法、何をすれば良いのかが明確ですか︖

ワーク

・お客様に何をしてもらいたいですか︖

・その⽅法は何ですか︖
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３・チラシのレイアウトを考えて実際
に作成する
チラシは⽚⾯だけでも良いですが、せっかく作るのですから両⾯をお勧めします。

両⾯だからと⾔って、お客様が両⾯必ず⾒るとは限りません。

どちらの⾯から⾒てもベネフィットが伝わるようにしますが、それでも表⾯がメインです。

表⾯だけで⾏動してもらえるように作り、裏は補⾜や詳細を書くようにします。

両⾯とも、キャッチコピー、オファーとレスポンスデバイスを忘れずに。

チラシの右下に「裏⾯もご覧ください」と書くことで、表⾯だけではなく裏⾯も⾒てもらえる確率が上がりま
す。

１・２で作ったチラシに盛り込む内容を、実際にレイアウトしてから作成していきます。

ワーク
次のページにレイアウトしてみてください
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表 裏



４・チラシの最終チェック
チラシが出来上がったら、最終チェックをしましょう。

専⾨⽤語を使わず、⼩学校６年⽣でも意味がわかりますか︖

⾃分が売りたいものとお客様が欲しいものが⼀致していますか︖

商品説明ではなく、あなたの商品やサービスを選ぶべき理由を伝えていますか︖

他と⽐べられない理由が伝わっていますか︖

信じてもらうための証拠（お客様の声や権威のある⼈からの推薦など）がありますか︖

お客様の不安要素（騙されたくない、損をしたくないなど）を取り除いていますか︖

今すぐ⾏動する理由がありますか︖

お客様は⾃分がどんな⾏動をしなければならないかが明確ですか︖
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ある程度の余⽩があり、⾊を使いすぎていませんか︖

写真を使ってみやすくしていますか︖

⻑⽂にせず、⾒出しを使っていますか︖

枠や線を使って、区切りを意識しているか

アイフロー（お客様の⽬線）は、⼀番上のキャッチコピーを⾒て、そのまま左下から右へと進みますが、

その流れに沿って⼤事なことを掲載していますか︖

仕上げたチラシは第三者に⾒てもらい、客観的かつ率直な意⾒をもらいましょう。
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ワークをやってみたよ︕というあなたへの特典です

私から直接個別添削をさせていただきます。（通常30000円（税別）→無料）

LINE@に登録して、ワークの解答や質問を送ってくださいね。ワークの解答を
そのまま写真に撮って送っても⼤丈夫。

気軽にコンタクトを取ってみてくださいね。

LINE＠登録
http://nav.cx/dVZtWsv



27

⽖をジェルネイルで守り、独⾃のネイルケアで育てる
「プロテケアネイル」は特許取得のネイル技術です。
（特許第6505588号）

あなたのサロンの基盤として導⼊してみませんか︖

詳しくはこちらから https://nailskillup.com/beginner/

発⾏者︓株式会社イーシュ 加藤圭
問い合わせ先︓http://nailskillup.com/contact/

このテキストは、著作権法により保護されています。
許可なく本テキストの⼀部または全部を複製及び転載することを禁⽌いたします。

https://nailskillup.com/beginner/
http://nailskillup.com/contact/

