
【ライティングが苦手な私が、

仕組構築して26日後に2人にオファーして
1人に成約率50％超えでコンサルを成約

した】

無料レポートを大量に作り続け、

リスト集めを頑張らなくてもいい

せどり情報発信のやり方

－－－－－事前告知－－－－－

本文の一番最後に追加プレゼントを用意しました。

ぜひチェックしてみてくださいね！

－－－－－事前告知－－－－－

このレポートを読んでいただきたい方は…



・せどり作業は慣れてきたり、外注化できるようになってきたけど、情報発信

を始め、準備や勉強(学ぶべきことの多さ)に追われてしまっている。

・せどりの場合はすぐに収益化できたのに、情報発信は始めるまでの準備

が非常に多く、特にブログやレポートの作成、メルマガを書くことに疲れ、挫

折してしまいそう。

・ステップメールで自分の商品を販売をしたいので、無料レポートを大量に

作って、リスト500くらい目指しているけど、全然集められない

・「脱労働」したいのに、仕入れなしでリスクの少ない情報発信でマネタイズし

たいと思ったのに、上手くいかない。

・収益アップを目指し、情報発信を始めたけど、せどり作業がおろそかになり

収益が減少している。

私もせどり→情報発信を始めた頃、

上記に挙げたことで悩んでいました。

ですが、今回ご紹介する仕組みを作った結果、

●日曜日に家族とお出かけしている間に成約していたり、

●一度作ってしまった仕組みがあるので、家事育児に余裕が持てて他のビジ
ネスの勉強も出来るようになり



●仕入れや納品作業をしなくてもいいので、その時間で子どもと思いっきり公
園で遊べるようになったり

なんてことが、可能になりました。

今日はそんなお悩みをお持ちの方に、

3か月間で仕組みを構築し、
始動後26日間、49リストで成約した
LINEを使ったステップ配信のやり方を紹介します。

1.私の情報発信の経歴をざっくり紹介！

まずは、私がせどりを始めてから

情報発信に取り組むまでをざっくりと紹介させていただきます。

これから情報発信を始めたいと思っている方は、

どんな風に取り組んでいくかの参考にしていただけると嬉しいです。

また、既に始められている方には、

自分の辿ってこられた歩みを振り返って、

似ている部分とか、違う部分とか照らし合わせて見ていただけると幸いで

す。

では、早速経歴をざっくりと…



-------------------------------------------------------------------------------------

2016年10月　書店で立ち読みした副業雑誌で「amazonせどり」を知り、その
足でセラーアカウントを開設し販売を始める

2016年11月　不用品などを販売し、売れることが分かったので店舗で仕入
れてきたものも販売を始める

2016年12月　月商60万円達成

2017年  5月　妊娠が分かりつわりに悩まされる。店舗仕入れに行くことが困
難になる

2017年  8月　自宅で完結できる物販を目指し、電脳せどりを開始することを
決意

2017年  9月　リサーチや仕入れ判断力、キャッシュフローに不安があり、基
礎から学べる電脳せどりのスクールに参加

2017年 10月　リサーチが思うようにいかず、全く利益商品を見つけられない

2017年11月　何としても電脳せどりで利益商品を見つけて、商100万円は超
えたいという目標に向かって、ほぼリサーチ漬けの日々を送る

2017年12月　月商150万円利益17万円達成

2018年  1月　卸問屋やメーカー仕入れ開拓し、平均月商100万円前後に

2018年  9月　情報発信開始　情報発信ブログ開設

2019年  4月　サポート付き卸問屋仕入れコンテンツ(39800円×17件成約)を
号外で販売してもらう

2019年  5月 メルマガ開始



2019年12月　ステップメールで卸問屋仕入れコンテンツ販売(4か月間で
50000円×1件、9800円×5件)

2020年  2月～　卸問屋仕入れコンテンツが全く売れず、挫折しそうになる

2020年  6月　　ココナラでせどりサービス販売開始
　　　　　　　 LINEを使ったステップ配信の存在を知る

2020年  7月　　LINEステップ配信に向けて仕組みの構築開始

2020年10月　　LINEステップ配信開始

2020年11月　　LINEステップでせどりコンサル成約

-------------------------------------------------------------------------------------

2018年9月にせどりの情報発信を開始し、
せどりと情報発信をやってきました。

その期間、

「せどりの作業もやって、情報発信でコンテンツを作り続けていく…これを
ずっとやるのは不可能かも…」

「情報発信のマネタイズまでの道のりがよく分からない…」

「そして、どれだけ文字かかないといけないんだぁぁぁぁぁぁ！！！」



電脳せどりを始めたとき同様、

情報発信でマネタイズはしたいけど全く分かりませんでした。

なので、せどりから情報発信の道に進まれた先生に教えて頂きながら、

・ブログを開設し、毎日1記事書き投稿
・せどりコンテンツの作成

・メルマガのリスト集めのために、無料レポートの作成

を、リサーチ・仕入れ・納品・在庫管理・経理の合間に進めていました。

同時進行で進めていた甲斐あって、

せどりでの収益は入ってきますが、

作業量も減っているため収益も減少。

しかも、情報発信のマネタイズはどうやるのか？

よく分からない状態で言われるがままに作業する日々。

以前教えてくれていた先生が

「まずは実績を作りましょう」

との一声で、

その先生のメルマガで紹介してもらい(号外広告)、
私の三年間のせどりの経験を詰め込んだコンテンツを販売することが決まり

ました。



販売した結果は…

コンテンツは私が作成し、

先生にステップメールや配信スケジュール、

LPやオファー、
決済までも全てやって頂き、17名の方から購入していただけました。

号外広告の費用を引くと約50万円くらいマネタイズできました。

「情報発信スゴイ！」

と、この時強く感じました。

だって、仕入れもしていないし

、今までの自分の経験をまとめたコンテンツが販売できるなんて！！



ですが、この時、

「ステップメールは何度となく情報発信者さんから送られてくるものを読んだ

ことがあるし、なんならステップメールからコンテンツ購入したこともある」

という状態だったので、

なんとなくこんな感じで販売するんだな…
と言うことしか理解できていませんでした。

そう、

何通目では何を訴求していって、

読まれるためにはこんな要素を入れて…

と言うことは全く分かっていない状態。

セールスまでの流れはぼんやり分かってはいるものの、

コンテンツを販売できてしまった感じ。

ただただ、

次も販売し続けるには、



ブログや無料レポートを書き続けないと

読者さんが集まらない=コンテンツは売れない

と言うことは理解できていました。

せどり作業、

ブログ(ライティング)、
無料レポート(ライティング)、
メルマガ(ライティング)、
ステップメール(ライティング)…

せどりをやっている時は無縁だった、ライティング。

少し…いや、すごく大変でした。

せどりのリサーチは楽しいのですが、

情報発信の場合は書いても書いても、

書くだけじゃマネタイズできない事が、苦痛。

でも、

集客媒体の頼みの綱がブログと無料レポートだったので、

ここがストップしてしまうとリストが取れない…

もやもやしつつ、

それでもなんとか自分でステップメールを作成し、



この後ダウンセルを行いますが…

購入していただけたのですが、5件のみ。

それだけではなく、

その後も同じ流れでオファーまでは行くのに、

購入していただけない状態が続くのでした。

2.メルマガステップもいいけど、まずはLINEステップを
構築しよう

メルマガでステップ配信の仕組みを作り、



自分の商品を販売するのはとても魅力的です。

何と言ってもメルマガ配信スタンドで仕組みを作っておくだけで、

自動的に興味を持ってくれているお客さんにメールを送り、

オファーや決済まで自動化できてしまいます。

ですが、

ステップメールで自分のコンテンツを成約するのは、

そんなに簡単じゃありません。

そもそも、

オファーのステップまで読まれるのか？？

にかかっています。

ブログを何年も書いてきたり、

文章作成に長けた人であれば、

メルマガ読者さんに興味を持ってもらい、

自分の商品を比較検討して購入までしていただけるかもしれません。

ですが、

私達は「仕入れた商品を売るせどらー」です。



せどり作業と言ったら、寝ても覚めてもリサーチ。

そう、

リサーチしか得意ではないといっても過言ではありません。

(異論は認めます)

では、

ライティングが苦手なせどらーさんは、

ライティングをコツコツ長い期間かけて

学ばなければ情報発信を始められないのか？と言ったら、

そんなことはありません！

実は、ライティングが苦手であっても

オファーまで開封してもらえるステップ配信の仕組を作ることができます。

そんな仕組みの作り方を、次の章で紹介していきますね。

3.ライティングが苦手です…
それでも開封してもらい、最後まで見てもらえるステッ

プの仕組を紹介します！

メルマガでステップメールを作って

コンテンツ販売までを自動化するのはすごく魅力的。



ただ、

「ライティング自信ない。それでも必死にステップメール作って、配信している

けど、やっぱり思うように売れない…」

そう感じているなら、LINEを使ってのステップ配信がおススメです。

「いやいや、ただメール→LINEに発信媒体が変わっただけでしょ？」

と思った方は、ぜひ読み進めてください。

LINEステップ配信で作るコンテンツは

「自己紹介の電子書籍と3つの動画とオファーページ」

です。

通常ステップメールで配信を始めると…

・ライティングで続きが気になるような文脈でないと読まれない

↓



・開封していない人にもどんどん次のステップメールが届く

↓
・読んでもないのにたくさん届いてウザがられる

みたいな事態になりやすいです。

なので、

ライティングで何とかするしかない事が多々あります。

対して、LINEでステップ配信にすることで

「コンテンツを見てもらえる仕組み」

を作ることができます。

・LINEの通知で気づいて貰える
↓
・次のコンテンツ(動画)というメリットと視聴期限が失われないように必ず開
封して読んでもらえる

↓



・動画を見て回答しないと次のコンテンツが受け取れ内容になっているの

で、必要だと感じた人に見てもらえる

↓
・受け取るべき人が受け取ってくれて、しかも必要な知識が共有できる

と、登録してくれた読者さんが、

「(あなたの)このサービスが自分に必要かもしれない！？」

と思って貰ったまま、オファーまで見られる配信をすることが可能です。

↑
この画像は、私が使っているLINEステップ配信の管理画面です。



↑
登録直後のクリック率はなんと50％以上です。

メルマガで、クリック率は10％～20％なら上出来といった感じです。



↑
こんな風に熱いメッセージもたくさんいただけています。

※ちなみに、このメッセージは必須項目ではなく任意でいただけているメッ

セージです。

また、動画コンテンツを見てくださった読者さんからは…

↑
こんな風にメッセージをいただけています。

次の動画を見てもらうには、



感想を送ってもらえないと

次の動画を視聴できない仕組みになっているので、

感想もしっかり書いて送ってくれたり、

動画を見た内容をアウトプットしていただけているのです。

私の場合は、

卸仕入れせどりを基本的な知識を身に着けた状態で

オファーまで進めることができるようになるというわけなのです。

とは言え、ライティングの技術が不要というわけではありません。

せどりの情報発信であっても、

発信し続けなければ気づいてもらえないですし、

言葉でしか伝わらないこともあります。

ですが、それも発信していくうちに習得できることです。

まずは成約までの最短距離として

LINEステップ配信の仕組を構築することをおすすめします。

4.今回このレポートを最後まで読んでくれた方への特
別なプレゼント



最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

今回のプレゼントで、あなたのお力になれたら嬉しいです。

もしこの記事が「役に立った！」と思っていただたら、

ぜひツイッターへ感想をアウトプットしてみてください。

その際には、

以下私のアカウントを入れて頂けると嬉しいです！

＝＝＝＝＝＝ツイッター投稿の際にぜひ入れてください＝＝＝＝＝＝

(@takooroshi)  ※()も付けてください！

＝＝＝私もチェックしたら「いいね」等させていただきます！＝＝＝

そして、今回ご紹介した

「ライティングが苦手でもできるせどり情報発信」

の仕組ってどうやって作るの？

という方は、

私の公式LINEで流れを確認できるので登録して仕組を学んでみてください。

そして、まだ情報発信を始めていないせどりプレーヤーの方も出品規制に負

けない卸仕入れについて学べますので、引き続き学んでみてください。

★ たこ公式 LINE は こちら

https://line.me/R/ti/p/@aby1044x


－－－－－告知－－－－－

追加プレゼントをご用意しました！

－－－－－告知－－－－－

このPDFを最後までご覧になっていただいたあなたに

今回特別に、

「せどり情報発信の仕組化」

30分無料相談会を行います！

最後までお付き合いくださった方に感謝を込めて、

「なにかきっかけをつかんでいただけないかな…」

と考えた結果、

30分間無料相談会を実施することを決めました。



相談会に参加希望される方は、

たこ公式 LINE こちらからご登録いただき、

「せどり情報発信の仕組化」希望！

と添えたうえで、リクエストを送ってください。

順次ご連絡差し上げます。

この相談会、

普段は音声で相談させてもらうことってやっていません。

ので、奮ってご参加ください！

今後もせどり情報発信で、

役立つ情報をお届けしていく予定なので楽しみにしていてくださいね。

https://line.me/R/ti/p/@aby1044x


※当コンテンツの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

また、サイト等への引用も厳禁いたします。

ツイッターへの投稿は、主に感想としていただき、ノウハウが流出しない程度のアウトプットに留

めてください。


