お客様の心をつかむ言葉のチカラ

商品名の上に商品ショルダーがある。商品を

このように、キャッチコピーにはその仲間

門家ならば」と相談に訪れ、そこを起点に他

う書いておけば、家族問題を抱える人が「専

士です」と入れてみる。事務所の看板にもそ

んで、あえて名刺に「成年後見専門の司法書

っていないのであれば、ぜひ活用するように

う販売促進につながるキャッチコピーをつく

ージだということです。企業スローガンとい

つまり、そういうお客様に絞り込んだメッセ

ると知っている人は、その言葉に反応します。

キャッチコピーをつくるときは「何を言う
か」＋「どう言うか」の 段階で考えます。
書き慣れていない人は、あか抜けした言い回
しなど「どう言うか」ばかりに目が向きがち
です。しかし、大事なのは「何を言うか」
。
自社の商品でしか言えないこと、お客様が買
いたいと思ってくれること、つまり、自社や
自社商品・サービスの一番の“ウリ”を見つ

この「何」を突きとめるために、自社の商品・
サービスのウリを客観的に、こだわりなく考
えて、次の文章の①〜④を埋めてください。

（① 商品名）は、
（② こうしたお客様）が
（③ こんな用途、効果）できるもので、
（④ 差別化ポイント）がちがいます。
これがキャッチコピーの元となります。そ
して、果たしてそのウリが今の世の中のニー

けることです。大工さんがよく「段取り八分」
と言いますが、
「何を言うか」を突きとめる

キーワード

プランナーなどを使えば、 カ月間にどんな

気持ちを誘い、結果的に客単価も上がります。

「頼んでみようか。だったらコーヒーも」という

げたスイーツです」と書くだけで、お客様の

の新商品はこんな素材を使って美味しく仕上

しいスイーツを開発したとき、メニューに「こ

気持ちになってもらうことです。飲食店が新

いてもらう。さらに大きな役割は、購入する

して、機能など特長を知って、必要性に気づ

割は、まずは商品を認知してもらうこと。そ

図表1 キャッチコピーの種類

1行で差がつく！ キャッチコピー講座

キャッチコピーは言葉で表される情報です。
端的に定義した一文で、こうしたショルダー

キャッチコピーは、
「認知してもらう」
「特長を伝える」
「興味を持って
もらう」
「必要性に気づいてもらう」
「買う気になってもらう」ととも
に「お客様を絞り込む」という役割も担っている

図表 は金属製建築資材メーカーの商品

ッセージ、商品の特長などを示す言葉が置か
を含めてさまざまな種類があります。その役

があれば、変わった商品名であっても、その

れ、これを「投げ込み」と呼びます。さらに

企業スローガンにしても、大手企業の場合

広告ですが、まずメインのキャッチコピーや

もう一つが、お客様を絞り込むという役割
は抽象的なものも多いのですが、中小企業の

内容・本質が理解されやすくなります。そし

です。税理士や行政書士など“士業”を例に
場合、某計測機器メーカーの「 センサーの

サブキャッチコピーがあって、商品をより詳

とれば、今や資格があってもなかなか顧客を
トップメーカー」のように自社の事業や強み

て、企業名の上にタグラインと呼ばれる企業

獲得できない時代です。そこで、
「何でもでき
を打ちだしたスローガンが数多く見られま

しく説明するボディコピーが入っています。

ます」と言ってしまいがちですが、お客様に

す。一般の人には、 センサーという言葉自

スローガンが入っています。

とって、何でもできるという人は何もできな

体、聞いても何のことかわかりません。でも、

左下には、デザイン処理されたオファー・メ

い人と同じに見えます。むしろ、司法書士で

に抱える問題の解決など仕事がいろいろ広が

してください。

センサーが白金を使った温度センサーであ

る可能性が生まれてきます。

あれば、近年需要が高まる成年後見に絞り込

Pt

ズに突き刺さるのかを確認します。今はビッ
グデータの時代で、

言葉が何回検索されているかがわかります。
私がお手伝いしていた某化粧品メーカー
は、
“アンチエイジング”というキーワードを
軸に広告展開していました。では、その言葉
に消費者はどれくらい反応しているのか。調
べてみると、月間 万2000回の検索でし
万

た。ところが、他のスキンケア回りのキーワ
ード も 調べてみると、
「 肌 荒 れ 」が

000回、
「保湿」が 万5000回。肌に

8

［株式会社エスト・コミュニケーションズ
代表取締役］

ことが、キャッチコピーを書く作業の 割を
占めていると言っても過言ではありません。

4

Pt

1

弓削 徹
Pt

キャッチコピーの作成は「何を言うか」＋「どう言うか」の ステップ。
なかでも、お客様の視点で、自社や自社の商品・サービスの“ウリ”
を見つけることが、作成の根幹となる
2

書くことです。それも、その人が置かれてい

その人に語りかけるようにキャッチコピーを

ん。具体的な一人の人間像を思い浮かべて、

たターゲット設定では心に突き刺さりませ

や「高齢者」
「富裕層」といったザクッとし

たちに語りかけるようにする。今や「女性」

加えて、ターゲットを明確にして、その人

に変えていけばいいだけです。

らないのであれば、BやCのキャッチコピー

り込む。もし、それでお客様の気持ちに刺さ

BもCも」と詰め込むのではなく、一つに絞

語ることです。また、強調するウリを「Aも

よってどんな便益を得ることができるのかを

にとって、その商品・サービスを使うことに

能など自社の供給側の目線ではなく、購入側

か」のステップです。ポイントは、機能や性

自社のウリが見えたら、次が、
「どう言う

使うと、より注目されやすくなります。

すいキーワードを見つけ、キャッチコピーに

うことです。このようなネットで検索されや

い浮かべるキーワードは「保湿」だったとい

少し違和感を感じた女性が一番最初に頭に思

16

ゆげ・とおる●東京・浅草生まれ。
「ノートパソ
コン」の名付け親。クリエイターとしてSONY、
サントリー、IBM、オリンパス、雪印などの商品
開発、広告・販促キャンペーンを成功させ「製造
業なら弓削」との評価を得る。現在は「ものづく
りマーケティング」のもと、日本を支える中小製
造業を支援するコンサルタントとして活動。商品
開発から販路拡大までを支援し、全社で売上高・
利益の前年度比アップを達成中。
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1

1

図表 2 キャッチコピーを選ぶときのポイント

の電力料金が気になる社長さんへ」といった

イエットにいつも失敗するあなたに」
「工場

バイクをお持ちの方、売ってください」
「ダ

語りかけると効果的です。例えば「乗らない

る状況や抱えている課題、悩みに絞り込んで

ります（笑）
。また、数字です。
「 日ででき

と、そのシーンが思い浮かんで思わず喉が鳴

やしてゴクッと召し上がれ」などと言われる

ります。
「さらりとした梅酒をキンキンに冷

は、まずオノマトペ（擬音語、擬態語）があ

品との位置関係などが身体にしみ込み、ある

と、良いと思ったコピーが持つリズム感や商

とです。そして、自分が書くときに読み返す

と思うキャッチコピーをストックしておくこ

とよく聞かれます。大事なのは日頃から良い

同時に、
「どう言うか」では、意図が伝わ
いが出てきます。このほかにも、お悩みワー

には最低限の担保、保証をするという意味合
DMに常に目を配る。そのキャッチコピーか

も ラ イ バル 企 業 のWeb サ イ ト や チラ シ、

るようになります。また、同業他社、なかで

程度のクオリティーのキャッチコピーが書け

るようにわかりやすく書くことがスタートだ
ドや感情に触れるワードなどを使うと注目

る」
「 歳若く見られる」などですが、数字

とすれば、強い言葉を選んで、いかに印象に

3 具体的か

なんとなくよいイメージはダメ！

4 個性的で記憶に残るか

どこかで見た、聞いたはダメ！

5 短いか、読みやすいか
6 語感がよいか

プロのコピーライターは 年やって一人前

差異、ウリが鮮明に浮き上がってきます。

ら、他社の方向性が見えるとともに、自社の

されやすくなります。

ようにです。

3

残るようにするかがゴールです。強い言葉に

知人に見せ、意味が伝わるかを確認

と言われます。これは、その間にコピー創作
の技量を磨くということだけでなく、その間
に気難しいクライアントに苦労させられた

メインのキャッチ
るからです。今ならキャンペーン実施中です」

のように便利です。それはこういう機能があ
さるキャッチコピーが書けるようになるから

とによって、さまざまな立場の人々の心に刺

苦労をして、いろいろな経験を積み重ねるこ

り、結婚や子育てなどプライベートでも別の
コピーができたら、
という流れで、100〜200字ぐらいの文

の視点で見
だと思います。言い換えれば、「コピー＝感謝」

直してください。

図表
章にします。文章にしないで、箇条書きのま
です。感謝すべきときに感謝できる、感動す

さらにボディコピ

りやすい順 番 を考

書き出し、一番伝わ

ない 項 目 を す べて

伝 え な け れ ばいけ

す。
作成する際には、

することが必要で

をより詳しく説明

などと会ったときにスラスラと言うと、効率

っていく。また、自身でも覚えて、見込み客

トを印刷物やWebサイトなどで一貫して使

言葉のセット”ができます。この言葉のセッ

品ショルダーなどを加えて、いわば“売れる

体的に説明する。これに企業スローガンや商

ーで買いたいと思わせて、ボディコピーで具

つまり、キャッチコピーとは、メインコピ

拡大に役立てていただければと思います。

ている皆さん自身で書いて、ビジネスの発展・

です。でも、できれば自社の商品を一番愛し

キャッチコピーの作成は、外注すれば簡単

と私は思っています。

書く上で一番求められる素養なのではないか

を持つということが、実はキャッチコピーを

べきときに感動できる、そういう真っ当な心

える。一般 的には、
的でわかりやすいセールストークになります。

ーで商品・サービス

重要性の高いもの

いません。

ま「●」などを入れて特徴を羅列してもかま

キャッチコピーとは、まさに売れる言葉のセットをつくり、活用して
いくことだ。この言葉のセットを各媒体での展開や実際のセールスト
ークで一貫して使っていきたい

2 主張が伝わるか

3

［ 年 月 日に行われた「ちばぎん総合研究所公
開講演会における講演より抄録］
15
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http://www.crinet.co.jp/
■今後の講演スケジュールは、当社ホームページにて

10

「コピーライターにセンスは必要ですか？」

9

中身と異なる表現、ウソ、大げさはダメ！

7 好感が持てるか

2

から先にします。「こ

16

「それなら欲しい」と言ってくれるか

1 買う理由が生まれるか

