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はじめに 

   

 

トレーラーマーケティング研究会の福田です。 

 

２００７年５月に、初めて、動画を埋め込んだ 

セールスレターのアフィリエイトを行いました。 

 

成約率は６％、私のアフィリエイト報酬はトータル 

４０７万円で過去最大。 

 

しかし、主催者の、バックエンドの売上げは、私の報酬の 

２０倍近くになっていたのです。 

 

私も主催者になりたい！！ 

 

そこで、セールスに動画を組み込み、リストを集めて、 

商品を制作し、ＪＶで販売する方法を、結果がでるまで 

研究することにしました。 

 

２００８年９月、動画付きのレターで、集客を行いました。 

２週間で４００人を集めることができました。 

 

その後、セミナーのＤＶＤを販売することにより、トータル 

売上１１００万円を達成できました。 
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それから１年間、動画のプロとジョイントし、動画マーケティングの 

研究を行ってきました。 

 

その結果、ちょっとした動画の使い方の違いで、売上げを数倍に 

上げる手法がわかってきました。 

 

そして、副業でもセミナーを開催しながら、 

コンテンツを制作し、ＤＶＤ販売し、さらに 

バックエンドにつなげるモデルが完成したのです。 

 

 

「動画を制作して、リストを収集し、 

コンテンツを、ＪＶで販売するモデル」 
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下記が私の週末起業の実績です。 

 

私自身は、集客とＤＶＤ販売のみ行い。 

講師はパートナーが行っています。 

 

バックエンドの販売はパートナーの権利にしているので、 

正確な売上げは把握していません。 

 

マーケティング途中で見込み客リストを集めていますので、 

今後も売上が拡大する予定です。 

 

 

２００９年に入り、ネット環境が飛躍的に良くなり、 

個人でも、生ライブ中継や、インターネットＴＶ 

運営ができるようになりました。 

 

９月から、パートナーと、オンライン・セミナーを開催 

できる環境を整え、定期的に開催していますが、 

参加者は３００人を超えました。 

内容 セミナー ＤＶＤ販売 バックエンド 

自己啓発 ４００名 １１００万円 ×千万円 

ＰＰＣ ２００名 ２５０万円  ×百万円 

動画 ３００名 ２００万円 ×百万円 
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東京では毎日のようにが開催されていますが、 

地方の方はなかなか参加できないそうです。 

 

オンラインセミナーでは、各県２名程度の参加でも、 

１００名規模のセミナーを開催できます。 

 

そして、地方在住の方からとても喜ばれています。 

 

トレーラーマーケティング研究会では、 

オンラインセミナーや動画マーケティングを広く普及したいため、 

多くの方とこの手法をシェアしたいと考えています。 

 

あなたの貴重なノウハウが、世の中の役に立ち、 

日本がより元気になっていくからです。 

 

私自身、人生の最悪期に、ネットビジネスに出会い、 

そして、ネットを通じた、大勢の人との出会いから、 

人生の素晴らしさを初めて経験できるようになりました。 

 

そして、いまだに、副業アフィリエイターですが、 

週末の活動で、セミナーの主催やビデオ販売などが 

できるようになりました。 

 

その経験が、あなたにもお役に立てれば、幸いです。 
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トレーラマーケティング実践者の声 

 

2008 年から研究会に参加されているインスタイルの佐藤さんの場合、 

ＰＰＣ広告とトレーラーの組み合わせで結果が出ました。 

 

そして、ＤＶＤをフロントエンドにして、ＰＰＣコンサルを受注したと

ころ、申し込みが殺到しています。 

 

トレーラー動画で 

年商数百万円が、 

年商３億円に！！ 

トレーラー動画で 

コンバージョンが 

約２倍に 

セミナーとＤＶＤを

フロント商品にして

バックエンドのコン

サルを販売 



トレーラーマーケティング研究会 http://dogajuku.com 

 

2010  http://dogajuku.com Copyright(c) 

 
8 

インスタイルの佐藤さんのランディング・ページの実績 

 

集客モデル：無料レポート配布 ⇒ 教材販売 ⇒ＰＰＣコンサル受注 
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２００９年からトレーラーマーケティング研究会に参加している神ひろ

しさんの場合、 ダンス公演、演劇公演、セミナー等、YouTube 動画

で以前の数倍もの集客に成功しています。 

 

特に、神ひろしさんの異業種交流セミナーパーティは、殆ど、動画から

の集客です。 

 

 最近では、YouTube と Twitter とアメブロで連動して、全てのライ

ブ・セミナーはほぼ満杯になっています。 

 

また、携帯で YouTube を見れるようになったので、携帯サイトから

の集客もこれからトライしていくそうです。 

 

YouTube 動画に携帯 QR コードだけの動画を作成！ 

集客につながるかテスト中です。 

 

○神ひろしの QR コードだけの動画 http://bit.ly/7y7TQd 

●神ひろしの YouTube 

★ PC  http://www.youtube.com/user/danceboyhiro 

★ 携帯 http://m.youtube.com/danceboyhiro 

 

http://bit.ly/7y7TQd
http://www.youtube.com/user/danceboyhiro
http://m.youtube.com/danceboyhiro
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昨年からトレーラーマーケティング研究会に参加している、ネオアクテ

ィブ出版の神野さんの事例です。 

 

いつもお世話になっております。 神野です。 

昨年初頭から SEO の教材「まねき猫♪SEO」を販売しています。 

当初 PPC 広告のみでのスタートしました。 

 

SEO 教材ということで 需要はあるのですが動きとしては今ひと

つ・・・・反応自体尐なく、あっても約定まで行くパターンは、普通の

商材と同じく一ヶ月で数件どまり・・・ 

 

そこで、福田さんのお誘いもありトレーラーマーケティングの講習に参

加しトレーラーを作成し導入ページに設置したのです。 

すると、今まで一日のアドレス獲得が 10 件程度だったのが一挙に倍！ 

PPC だけで集客していたときより数倍の約定率。 

コンバージョン率は相当優れています。 

 

そして、「まねき猫♪SEO」を購入 そしてマンスリーレポートを継

続して取ってもらえる顧客も増えたのです。 

 

なぜか？ 

SEO と言う商材自体 世間では 

「うそ臭い・・・」 

「本当にできるの？」 

「効果は無いんじゃない？」 
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など胡散臭いイメージがＳＥＯのイメージとしてあります。 

 

「まねき猫♪SEO」では、トレーラー全体に タオル屋としての自分

を出すことでお客さんの信用を 

得て販売につながったのではないかと自分で思っています。 

 

トレーラーという手法自体、 

商品をテキストて紹介しているページを見慣れているお客さんに  

言葉ではなく説得力のある映像で訴えかける・・・ 

まさに「百聞は一見にしかず」の手法です！！ 

 

テレビに馴染んでいる世代には このマーケティングは強烈です。 

 

それに、お客さんに期待を持ってもらう事だけでなく 信用してもらう

って言う意味合いもあるのです。 

 

今後は、見てもらうだけで商品のよさを解ってもらえるトレーラーを使

って本業のオリジナルタオルやオリジナル手ぬぐいにも応用しようと考

えています。 

 

良いマーケティング手法を紹介いただきありがとうございました。 

 

ネオアクティブ出版 神野 

http://www.neo-active.com/ 

 

http://www.neo-active.com/
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コンサルタントを目指している bizBrain の佐藤さんは、 

ついったーブームにのって、２００９年６月に 

ついったーマーケティング・ノウハウを販売しました。 

 

海外の動画制作無料サービスで、トレーラーを制作し、 

ユーチューブとワンランチ商材を組み合わせて、 

バックエンドの販売につなげています。 

 

 

 

今後は、無料動画サービスを利用した、トレーラーの制作ノウハウ、 

ソーシャルメディアーを使ったマーケティングノウハウを販売し、 

コンサル受注につなげていく計画です。 
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専門家の時代 

 

インターネット時代に入り、世の中には情報が溢れかえっています。 

そのため、信頼できる情報を判断できる専門家が世間から求められるよ

うになりました。 

 

特に、インターネットを使った新しいサービスなどは、ネット上に丌正

確な情報で溢れかえっています。 

 

そのため、あるテーマについて１年程度研究するだけで、 

自分より知識の無い方をサポートできる専門家になることが 

できます。 

 

さらに、ネットを使うことによって、日本全国の方をお客様に 

できるため、ニッチなジャンルの専門家でも、ビジネスとして 

十分成立します。 

 

私自身、アフィリエイトを勉強して１年で、 

「メルマガ・アフィリエイト」の専門家として業界で知られる 

ようになりました。 

 

いまでは、一般のお客様から、ネットビジネスのあらゆる 

ジャンルの問い合わせを受けています。 
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問い合わせが丌得意分野の場合でも、そのジャンルに詳しい知り合いの

ネット起業家に相談して、その解決方法を学びながら、お客様のご要望

に応えられるようになりました。 

 

インスタイルの佐藤さんのケースでは、１年前はＰＰＣについて 

ほとんど知識がなかったのです。 

 

しかし、１年間ＰＰＣを研究することにより、いまでは、 

大手企業からＰＰＣコンサルのオファーが殺到しています。 

 

神ひろしさんが、ユーチューブ集客に、取り組んだのも、わずか２年前

のこと。いまでは動画集客のセミナーも開催されています。 

 

ネオアクティブ出版の神野さんがＳＥＯに取り組んだのも、約２年前。 

そこからＳＥＯでの集客に成功し、そのノウハウを販売され、さらにバ

ックエンドにつなげています。 

 

bizBrain の佐藤さんの場合は、1 年間米国のネットマーケティングを

研究し、いまでは、ソーシャルメディアマーケティングの専門家です。 

 

この１２月には、動画ランディング、無料コンテンツとＪＶの組み合わ

せにより 1 週間で５００名近い見込み客を集めています。 
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素人がネットの専門家になる方法 

 

ネット上でこれから流行するサービスは、グーグルインサイトや 

グーグルトレンドなどで調べることができます。 

 

2009 年に私が注目していたサービスは、 

ついったー、ユーチューブ、アメブロ、ソーシャルメディア 

などです。 

 

２００９年は、こういったサービスで専門家になった 

方が多数成功いたしました。 

 

（グーグルインサイトでの検索結果） 

 

 

 



トレーラーマーケティング研究会 http://dogajuku.com 

 

2010  http://dogajuku.com Copyright(c) 

 
16 

キャズムとネットメディア 

 

キャズムを超えると、新しいサービスが一般の方に普及します。 

しかし、キャズムを超えると多数のライバルが参入してきます。 

 

キャズムの手前で、新しいサービスを研究すると、素人でも専門家とし

て活躍できる可能性が広がります。 

 

2009 年はついったーとアメブロが、その絶好のタイミングでした。 

 

 

（CNET JAPAN 調査結果） 
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見込み客の集客 

 

インターネットの大海には、無限の見込み客がいます。 

見込み客が群れている既存のメディアを探して、無料のエサを撒くと、 

自分の池に見込み客を集めることができます。 

 

 

 

２００９年にユーチューブのＨＤ画質対応により、 

一般の方が、ネットで動画を見る環境が整いました。 

 

誮もが動画コマーシャルを流せる時代になったのです。 

 

大量の見込み客を集めるには、動画ランディングを使った、 

リスト取得ページが、現時点で、最も低コストです。 
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動画ランディングの効果 

 

＜動画ランディングで成約率が３．５倍に＞ 

 

リスト取り用のランディングページを、長いセールスレターから 

数枚の静止画を組み合わせた、動画付きの短いレターに変更したところ、

登録率が２倍に。購入率も上がり、成約率が３．５倍になりました。 

 

ランディング登録率 １０％ → ２０％ 

      購入率        ７％ → １３％ 

      全体の成約率       ０．７％ → ２．３％ （約３．５倍） 

 

(befor)                                     (after)   

 

 

私のメルマガで紹介した場合、ランディングページの登録率はふつう 

１５％程度ですが、効果的なトレーラー動画で、登録率が、５０％近く

に上がったケースが出てきています。 
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＜ＪＶと動画ランディングの相性＞ 

 

ＪＶで動画ランディング使った際の、私のメールボックスです。 

 

動画ランディングとＪＶと無料コンテンツを組み合わせで、 

見込み客リストを収集しながら、ＤＶＤを販売しました。 

 

実質的に、コスト０円で、見込み客を集客できています。 

・ 
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２００９年の動画ランディングの事例 

 

ＴＶのコマーシャルでは、すでにブランディングが出来ている 

商品のため、ほとんどイメージ重視の動画が使われています。 

 

しかし、ネットでは、商品内容や起業ステージにより、 

動画ランディングの内容を変えるのが正解です。 

 

士業などの、硬い職業の場合は、信用を重視したまじめ系の動画、 

モチベーターなどの、夢を売る業種の場合は、イメージ重視の動画 

が結果が出ています。 

 

成功事例では、動画・レター・キャッチコピーを次の行動につなげるた

め効果的に組み合わせています。 

 

逆に、行動につながらない動画を使うと、成約率が悪くなります。 
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プロダクトランチと動画ランディング 

 

２００９年のインフォビジネス業界では、動画を使った 

プロダクトランチで、短期間で大きな売上げを上げた事例 

が複数でてきました。 

 

（2009 年に出現したプロダクトランチモデル） 
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（従来のプロダクトランチモデル） 

 

 

 

物販・サービスなどの動画ランディング 

 

楽天ショップなどで、動画ランディングを使って、成約率が数倍になっ

た事例が多数でてきています。 

 

サービスなどでも、ホームページに、動画の説明コンテンツを追加する

ことで、サービスの内容がわかりやすくなり、成約率が上がった事例が

報告されています。 

 

（成功のポイント） 

・ 面白い動画で、サイトの滞在率を上げる 

・ 説明動画で、サービス内容をより理解してもらう 

・ 自己紹介動画で、商品開発者に共感してもらう 

など 
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ネットマーケティングの３つの構成要素 

 

ネットマーケティングの三つの構成要素についてご説明いたします。 

メディア広告 × ＤＲＭ × コンテンツビジネスで、現状の売上を数倍

から数十倍にすることができます。 

 

 

＜メディア広告＞ 

インターネットの普及により、新しいメディアが次々に登場し、新たな

広告媒体として注目を浴びています。 

 

新しいネットメディアの例 

ヤフー（ポータルサイト）、グーグル（検索エンジン）、 

楽天（ネットショップ）、ヤフオク（オークション）、 

まぐまぐ（メルマガ）、ＭＩＸＩ（ＳＮＳ）、アメブロ（ブログ）、 

Ａ８（アフィリエイトＡＳＰ）、ユーチューブ（動画投稿サイト）、 

ついったー（ブログ＋チャット） など 
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新しいサービスにいち早く取り組み、専門家になることで、既存のメデ

ィアから、低コストで、自分のメディアに見込み客を、集めることがで

きます。 

 

2009 年以降、インターネットでの動画配信環境が整ったため、 

新聞・雑誌からテレビに主流のコンテンツが移ってきたように、 

インターネットの世界でも、文字から動画へとコンテンツが 

移っていくのは明らかです。 

 

（社会実情データ図録より） 

今後数年間は、新しいメディアで、動画のコンテンツを流すことにより、

見込み客を集めるのが、もっとも効果的なマーケティングです。 
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＜ＤＲＭ（ダイレクトレスポンスマーケティング）＞ 

 

ＤＲＭとは、小さい広告費で、質の高い見込み客を集め、 

高い成約率に結びつけるマーケティングの方法です。 

 

リアルビジネスの世界では、通販ビジネスなどで、多数の 

成功事例があります。 

 

その成功事例を、ネットビジネスに応用することにより、 

お客様と、良好な信頼関係を築いていくことができます。 

 

インターネットの大海から、集めてきた見込み客に、 

無料または低額のコンテンツをオファーすることにより、自社の価値観

に共感してくださるお客様のみが残るように設計します。 

 

コンテンツに動画を使うと、お客様に対して高いサービスを、 

低コストで提供することができます 

 

自社セミナーを開催し、そこでＤＲＭ用のコンテンツを、 

撮影する。あるいは、生ライブ中継する。 

そして、オンラインＴＶで放映するといったことが 

２００９年以降、低コストでできるようになっています。 
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＜コンテンツ・ビジネス＞ 

 

 

（ロバートアレン Multiple Streams of Income を参考に作成） 

 

自社の情報・知識や知恵をＰＤＦ・音声・動画などのコンテンツ 

にすることで、集客するためのトレーラー動画、見込み客を集めるため

の無料コンテンツ、既存のお客様にサービスするためのコンテンツ 

など、自社の商品ラインナップが揃います。 

 

そして、お客様の要望に応じて、価格帯も、低額のものから高額な商品

まで提供することができ、お客様の生涯価値を高めることができます。 
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ネットマーケティングの各パーツ 

 

ネットマーケティングの各パーツだけでも、専門家として独立したビジ

ネスにすることできます。こちらでは、各パーツの主なものをご紹介い

たします。 

 

＜メディア広告のパーツ＞ 

 

・ ＰＰＣ広告 

 キーワード広告→コンテンツマッチ広告→インタレストマッチ

広告と次々に新しい手法が開発されています。 

 この数年で、多数の方がＰＰＣコンサルタントとして独立され

ています。 

 

・ ユーチューブ 

 ユーチューブに動画を掲載することにより、検索エンジンに上

位表示されやすくなります。またユーチューブ内からのアクセ

スも期待できます。 

 ユーチューブの動画を整理して、特定のジャンルのポータル動

画サイトをつくり、アクセスを集めて、広告で利益を上げてい

るサイトも多数あります。 

 

・ アフィリエイトＡＳＰ（Ａ８、電脳卸、インフォトップなど） 

 有名なＡＳＰには、有力なアフィリエイターが集まっています。 
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  尐数のスーパーアフィリエイターが宣伝してくれるだけで、膨 

大なアクセスを集めることができます。 

 スーパーアフィリエイターには、月１千万円以上稼いでいる方

が多数いらっしゃいます。 

 

・ 検索エンジン 

 ＳＥＯ対策することにより、広告費０円で集客できます。ただ

し、ライバルが多数いますので、ユニーク商品名を作り、その

名前を流行させる方法が効果的です。 

 

・ メルマガ 

 属性の合ったメルマガに広告を出すと、良い反応が得られます。 

 自社メルマガは、営業ツールとして、とても効果的です。 

 

 

＜DRM のパーツ＞ 

 

・ ブログ 

 見込み客や既存顧客との良好な関係を維持するためのツールで

す。 

 無料コンテンツなどを配布して、リストを取得するのが効果的

です。 

 

・ ランディングページ 

 メアド登録など、訪問者に行動してもらうためのＨＰです。 
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 ページの目的によって、コピーの内容や構成が異なります。 

 トレーラー動画を配置すると、ちょっとした違いで成約率が大

幅に変わります。 

 

・ ステップメール 

 見込み客のメアド登録後、自動的にメール・ＦＡＸ・電話な

どを流し、良好な関係を築くためのツールです。 

 ステップメールの流し方で、売上げが数倍変わってきます。 

 

・ バイラルＰＤＦレポート 

 お客様やアフィリエイターに、無料レポートを配布してもら

い、成約した時に紹介料をお支払いする仕組みです。 

 購入者・紹介者・販売者で WIN-WIN-WIN の関係を築けます。 

 

・ セールスページ 

 商品を販売するための独立したページです。 

 コピーライティングしだいで、成約率が大きく変わってきます。 

 

＜コンテンツビジネスのパーツ＞ 

 

・ アンケート 

 既存客や見込み客の、ニーズを把握するのにアンケートはとて

も有効です。 

 アンケートをとることにより、お客様のニーズに合った商品を

開発できます。 



トレーラーマーケティング研究会 http://dogajuku.com 

 

2010  http://dogajuku.com Copyright(c) 

 
30 

・ セミナー 

 アンケート結果を参考にしてセミナーを開催します。 

 セミナー開催の前に、お金が入ります。 

 セミナー講師としての実績を作ることができます。 

 セミナーのコンテンツを、映像化することで、複数のキャッシ

ュポイントを作りことができます。 

 

・ 情報商材 

 原価がほとんど０のため、売上がそのまま利益で残ります。 

 インターネットで無料で配布できるため、レバレッジをかける

ことができます。 

 

・ 会員制/弟子制度/家元制度 

 バックエンドに、会員制・弟子制度・家元制度などを用意する

ことにより、コンテンツビジネスの売上を数十倍にすることが

できます。 
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動画塾について 

 

ＴＶの地デジへの完全移行、携帯電話のブロードバンド化、ゲーム機の

ネット接続など、パソコン以外でも、動画コンテンツを配信できる環境

が整い、これから素人でも動画を活用できる時代が始まります。 

 

トレーラーマーケティング研究会では、いままで経験したノウハウを、

コンテンツ化して、動画塾として提供します。 

動画マーケティングやオンライン配信の専門家を増やし、質の高いネッ

ト動画を普及する仲間を集めたいからです。 

 

欧米では、ビデオティーチャー、ビデオグラファー、ビデオジャーナリ

ストといった新たな職種も生まれてきています。 

 

日本でも、インターネットでの動画普及に伴い、動画コンテンツ制作、

動画マーケティング、ネット上のティーチング・コーチング、などの分

野で動画ネットビジネスの専門家が次々に出現しています。 

 

動画塾では、動画を使ったビジネスモデル構築のサポートを行っていき

ます。また、ネットマーケティングについて、最新の実績のある手法を

ご紹介していきます。 

 

ただいま、無料動画メールミナーを開催中ですので、すぐご覧下さい。 

⇒ 無料動画メールセミナーのお申し込みリンク 

http://123direct.info/tracking/af/42358/RRaCUJw9/
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無料動画メールセミナーの内容 

 

２００９年に１６回開催したトレーラーマーケティング・セミナーで質

問が多かった内容について、千葉講師が解説いたします。 

 

第一回     プロっぽく撮影できるビデオカメラの選び方 

第二回     キレイでシャープに撮れる動画の撮影方法 

第三回     １万円以下でプロっぽい編集ができる編集ソフトの選び方 

第四回      著作権の問題が起こらない音楽の選び方 

第五回      プロっぽいＤＶＤの作り方 

第六回      キレイで容量の軽い動画変換の方法 

第七回      セールスページに動画を入れて売り上げを上げる方法 

 

さらに、ネットビジネス業界のＶＩＰ７名に、動画マーケティングの舞

台裏について、インタビューいたしましたので、そちらの内容もご覧下

さい。 

 

伊勢隆一郎氏 ～２４時間で億を販売した動画プロモーションの裏側～ 

宮川明氏   ～メルマガ・セールスレターでの動画の効果～ 

横山直広氏  ～動画とアフィリエイト～ 

加藤一郎氏  ～ネット天動説的 動画活用法～ 

その他、特別ゲスト３名 

 

⇒ 無料動画メールセミナーのお申し込みリンク 

http://123direct.info/tracking/af/42358/RRaCUJw9/
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このレポートを読んで下さった方への特別な特典があります。 

 

あなたが、他の方にこのレポートを無料で紹介してくださって、その

方が上記の URL から動画塾の無料プレゼントにお申し込みをされると、

それだけで、なんと 100 円の報酬が発生します。 

 

よろしければ、どんどんと無料で配ってください。 

 

あなたに紹介料を支払うためには、インターネットコネクターセンター

（アフィリエイトセンター）に登録していただき、あなた専用の紹介

URL をおつくりいただく必要がございます。 

 

⇒ インターネットコネクターセンターへの登録リンク 

 

から無料で申込みをすると、インターネットコネクターセンター(ICC)

に登録されます。 

そこで、配布用の動画マーケティング・ネットビジネスガイドをお作り

いただき、配布を開始してください。 

 

最後に 

レポートをお読みいただきありがとうございました。 

レポートが、あなたの行動と結果に尐しでもにつながれば、幸いです 

 

２００９年１月 トレーラーマーケティング研究会 福田亘位 

http://123direct.info/tracking/af/42358/RRaCUJw9/

