


【注意】セミナーを聞き終わる頃には
＋月収100~1000万円上乗せしてしまう話をします

 メモはOK、録音・録画NG

 「1000万円のセミナーに来てる」ぐらいの気持ちで
 受け身じゃなくて情報を取りに来てほしい
 インプットは初心者、アウトプットは世界王者
 自分にどうやって落とし込もうかな?と考えながら学ぶ



まず、ご参加ありがとうございます

この企画に価値を感じて参加してくださり
ありがとうございます
→Twitterマネタイズや個人起業において
「企画スキル」さえ極めることができたらもう勝ち



なぜなら・・・

 僕自身、実際に何にもない状態から「企画スキル」だけで
3年（ほぼ2年）で5000万以上マネタイズし、いつでも海外旅行行けたり、
家族や恋人にいいご飯をご馳走できるようになったり、
国内２社経営するまでになったから



ただ「企画スキル」が大事といっても
価値が伝わりづらい業界

 自動化とか仕組み化とか不労所得とか
そういうワードの方がウケがいいし、稼げる
→でも自動化で稼ぐとかそういうフェーズに行くためには
必ず「自分で企画を打って稼げる」という前段階は必要



だからこそ、、、

こうやって本当に身につけるべき大切な
「企画スキル」に価値を感じて参加してくれて嬉しい
（なかなかTwitter上では言えないこと）



企画スキルを身に付ける価値

未熟だった時代に企画スキルを学んでからというも
のの月粗利250万円を連続で出せるようになったり



企画スキルを身に付ける価値

無料企画をすればインプレッション爆発したり、
１撃で800リスト以上をTwitterだけでとれたり

たったの５日で５万回見られる
爆発型プレゼント企画が作れたり→



企画スキルを身に付ける価値

有料企画をローンチして連発で１発8桁（1000万円以上）の
売上を生み出したり



企画スキルを身に付ける価値

企画募集したらなだれ込むように
参加者で溢れかえり購入通知が
止まらなくなったり・・・



企画スキルを身に付ける価値

企画によって一緒にビジネスの話をしたり、時には仕事をする仲間
“帰りの日を決めない” 旅行に行ったりできる自由さが手に入ったり



こんな生活いいな!
さらに企画スキル極めたくなった!という方?



僕の企画スキルを学んだ
クライアントさんの変化

←初月から１００万&
３か月連続で月７桁稼ぎ脱サラ

月５万円で停滞していた方が
初プロモ97万&企画収益170~200万円達成→



僕の企画スキルを学んだ
クライアントさんの変化

←大学生の方が
収益３００～３５０万円達成

マネタイズ経験なし子持ちママが
初プロモ７０万&本業にプラスして
月収７０万円上乗せ→



こんな実績自分も出したい!という方?



【今日の流れ】

第一章:しょーとの自己紹介&オリジナル企画スキルのヒミツ
第二章:１撃100万円のミリオン企画を生み出すノウハウ
-ミリオン企画を作る上で大切な考え方
-１撃１００万円ヒット企画を具体的に作るステップ

第三章:セミナー購入者限定「会員制コミュニティ」特別説明会



Twitter企画作り方
講座セミナー

第一章



【参加者さんの自己紹介】

今回来てくれた方はどんな方なのか?を
教えてください（よりセミナーを良いものにしたい為）

・なまえ（Twitterの名前でもOK）
・ビジネス経歴（どんなことやってるか?や
実績があれば実績も）



【自己紹介】

 名前:しょーと
 生まれ:1997年10月30日生まれ
 現在:株式会社Soare代表、企画最高1プロモ1800万円
 住み:広島県出身、東京住み、趣味はゲイバー
 キッカケ:元乃木坂46ヲタクで、推しに貢ぐ握手券を
買いたくてお金を稼ごうと思った
 得意:売れる企画づくり、人の強みを見つけプロデュースす
ること、人と人を繋ぐ場作り



「売れるヒット企画を作ること」が
一番得意です、が・・・

昔は企画という言葉が一番嫌いで
企画大スベり芸人だった
→初めてやったプレゼント企画はRT3、
初めての有料企画は参加者0人
「段々と“盛り下がっていく企画”のプロ」だった
→ビジネスを始めて1年間は滑ることが怖くて
企画をローンチできなかった



企画がニガテだったけど・・・

でもやっぱり稼いでいる人は「企画」が上手だった
→苦手を克服しないといけない
→自己投資1200万以上、企画50本以上打って学んだ



３年間企画を研究する中で・・・

何度もコケて傷だらけになりながら学んで発見した
「ヒット企画を安定的に生み出せる条件」というのが分かった
→僕が思っていた常識とは真逆のものばかりだった



Twitter企画作り方
講座セミナー

ヒット企画を生み出すための考え方



こんな「企画」のイメージありませんか?

 プレゼント企画の参加者が少ない＝スベった
 企画を作るのは大変だ＆難しい
 企画をする前は沢山ツイートして
ゴリゴリ教育しておくことが大事だ!
 バズるためには強烈な実績やノウハウが必要だ
 実績や数字はとにかくすごそうに見せろ



まず「ヒット企画」とは?
フォロワー44万なのに売上2万の事例

 ヒット企画＝あなたが稼ぎたい金額をちゃんと稼げる企画

グルメ系人気インフルエンサー
「りょうくんグルメ」
フォロワー４２万人いるにもかかわらず
収益２万２千円のおおゴケ



僕達が目指すべきところ

何といっても収益
×1000人企画参加して売上5円
◎3人企画参加して売上100万円
→後者をめざそう
★沢山の人に届いても稼げないと意味がないし、
弱者や非インフルエンサーでも稼げたらそっちが正解



正しい企画ノウハウを学んだら
40フォロワーから200万円は作れる

 Twitterから集めた40フォロワーのみ×59日間で売上200万円
（リスト単価5万円）



【ヒット企画の生み出し方】

ヒット企画を生み出すために守るべき３要素

要素①ちゃんと稼げるコンセプトを作る
要素②企画に参加するまでの流れを作る
要素③流れの通りに企画をローンチする



Twitter企画作り方
講座セミナー

要素①の企画のコンセプト
（方向性）を決めよう



まずは“売れるコンセプト”づくり

コンセプトってなに?
＝あなたが今からやる企画は
誰のどんな悩みに対するものなのか?
→「誰?」というのが大事



「誰?（ターゲット）」を決める

復習:実績を使う時の注意点
→狙ったターゲットだけに響く実績を見せよう

★ターゲットを決めるときは
「売りたい人（参加して欲しい人）」以上に
「売りたくない人（参加してほしくない人）」を明確にする
→コンセプトは「引き算」



病院の例えで考えてみよう

病院に行くときを想像してください
①目のものもらいができたらどこにいく?
②耳が聞こえづらくなったら?
③肌が荒れたら?
→専門医にいくよね



でも・・・

でも沢山の患者さん（お客さん）を集めたいために、
「私は眼科も耳鼻科も皮膚科も内科も外科も見れる医者です」
というコンセプトの人が多い
→なんでも治しますお医者さんが多い



それが原因で刺さらないコンセプトが出来る

「ビジネスで100万円稼ぐ方法を教えます」
「ダイエットで10キロ痩せる方法を教えます」
みたいなフワッとしたものになる

なぜダメか?
→何となく同じに見えちゃう



同じノウハウ＝あなたじゃなくていい

同じノウハウにみえる
＝別にあなたの企画で学ばなくていい
→参加しない理由に
→実際は悩みの種類がすごい具体的にある
ビジネスだったらセールスに関して、
集客に関して、商品の作り方とか…

★まず欲張らない、とにかく「引き算」



Twitterで見る99％の企画は・・・

Twitterでみる99％の企画は…
正直皆から「ツマラナイ」と思われている
→ふつう、ありきたり、凡



例えばこんな企画を見ませんか?

最速で100万円稼ぐコンテンツ販売の方法
初心者や弱者でも最短で月30万稼げる～～ロードマップ
 0から〇日で月収▼万円になる方法
副業で10万円をかせぐ禁断の0→1突破法
 Twitterで５０万円稼いだ悪魔的ライティング
→平たくいうと結局「Twitterで稼ぐ方法」でしょ?
「0→1を突破する方法」でしょ?というような企画が多いと感じる



ヒット企画のコンセプトを作る為の公式

ヒット企画のコンセプト
＝専門的な悩み×あなた独自の解決策

例）売上900円越えの「5日で34万円稼ぐフラッシュセールス」
専門的な悩み＝コンテンツビジネスで稼ぎたいけど、

集客とか信頼構築とかめっちゃ時間かかる
あなた独自の解決策＝集客→信頼構築→販売まで

素早くできる手法があるよ



企画がスベる人・中途半端に終わる人の特徴

企画がスベる人は「解決する悩みが専門的でない」かつ
「あなたじゃなくても得られる解決策」になってる



分かりやすく言うと・・・

「ハンバーガーたべたい!」

「ハンバーガーあるよ!」

「うちもハンバーガーあるよ!」

「うちもハンバーガーあるよ!」「んーどれでもいいな・・・」



専門的な悩み×独自の解決策

「ハンバーガー食べたいんだけど、
ジャンクフード食べて不健康になるのやだな」

（※ライバル過多のハンバーガー業界で
これで成功したのがthe 3rd burger）

「うちのハンバーガーは全て
オーガニックで人工物なしの
健康的なハンバーガー食べれるよ」



皆からウケる企画を作る極意

ウケる企画
＝「あなたからしか学べない」状態をいかに作るか
→集客できない、売上不安定、売れないという人は
ライバルと同じ解決策を提示している
★「他との違い」をコンセプト（企画名）で表現しないといけない



でも・・・

こういう方もいると思う
「でも、自分からしか学べない状態なんて作れないよ」
「周りにすごい人が多すぎて絶対ライバルに負けちゃいそう」
ライバルに勝つためにスゴイノウハウを・・・!
スゴイ実績作らないと・・・!
→しんどくなる負けパターン



自分のノウハウに自信がない状態
＝機能面（数字）で戦おうとしすぎ

数字はたしかに大事
→でもあなたの良さは数字以外にもあるよね?
激務サラリーマンでビジネス経験0の状態から
初めて自分の商品売れるようになったとか
学生で落ちこぼれだったけど自分でTwitter集客して
Brainアフィリエイトで1000円売ったとか
→もちろん実績があるならそれもあなたの良さだけど、
そこまでのストーリーこそあなたの良さだし選ばれる理由



大前提「企画はすごいノウハウを伝えよ
うとしなくていい」

僕の企画ノウハウは数字が負けてても稼げるノウハウ
→すごい人になろうとするんじゃなくて、
今まで結果を出すまでに頑張ってきた成果を発表するだけ
★企画はあなたが頑張ってきたストーリーをまとめる
→逆にストーリーを伝えずに数字ばっかりで
戦っているから苦しい戦いになる



ストーリーで差別化をする

か
べ

企画

５万円を稼いで実績が出来たあなた

「5万円稼いで実績作りたいけど
方法が分からない…」

「自分の手で５万円稼げた!」

例えば０→１教えますよ!企画を作る時

０→１で悩んでる状態



でも・・・

か
べ

企画

５万円を稼いで実績が出来たあなた

「自分の手で５万円稼げた!」

例えば０→１教えますよ!企画を作る時

解決する寸前悩み始めた最初
過程

（ストーリー）



企画は「発表会」

ちっちゃい子がお遊戯会を頑張って披露しても
すごい!と感動するし、プロのダンス集団が
キレッキレのダンスを披露してもすごい!となる



企画とコンセプトの関係

あなたのストーリーをまとめて「お客さんが欲しい形」に
加工することがコンセプトメイキング、
それによってできたものが企画（商品）

とりあえず理解できない部分もあるけど
「なんとなくそうなんだ」と思えていたらOK!



加工ってどうやってやったらいいの?

【バカ売れコンセプトを作る６つの要素】
 フュージョン
 ベネフィット
 具体性
 単語の強さ
 ファンタジー（魔法）
 シンプル（わかりやすさ）
→これらに当てはめて独自性をつくる



独自性≠目立つ

独自性はただ“目立つ”ことではない

・インクレディブルインスパイアBrainパーフェクト
・エグゼクティブセールスフォーミュラ
・宇宙創造マーケテイング
→「何それ?」となる
→たしかに被らないけど、それは目立ってるだけ



★独自性を出すうえで大事な事

独自性を出しつつ見込み客が欲しいと思わないといけない
→個性的な名前を付けて何の商品?となってはいけない



～実際に添削したクライアントのコンセプト～

こういう風なコンセプトを作ってる方は多いのではないか?



①フュージョン

フュージョン=自分の実績×お客さんの欲しいもの

添削前 添削後



②ベネフィット

ベネフィット=メリットではなくちゃんと未来を語れてるか?



③具体性

具体性=相手に伝わる具体的なキャッチコピーはかけてるか?

ダメな例:
・継続的に１００万以上稼ぎ続けた情報発信術
・今からでも稼げる“新１年生向け”情報発信０→１ロードマップ
・１０万以上の商品を買う濃いお客さんだけを集める
『ヒミツの集客術』



④単語の強さ

単語の強さ=なんとなくのありきたり単語ではないか?

自動化、即金、不労所得、仕組み化、脳死で～

→使われ古されていないか?

Point:独自性にもつながるけど、自分の強みを掛け合わせる



⑤ファンタジー（魔法）

フロントエンド、無料企画は「○○させる」



⑤ファンタジー（魔法）

フロントエンド、無料企画は「ワクワクさせる」



エンターテイナーになれ!

まず夢を見させ、買った後に現実を教えて行く
→人は夢を見たい!

例）宝くじをなぜ買ったりするのか?
→夢を見るのが好きだから

僕らはエンターテイナー、ワクワクさせる人たちでないといけない!



最初から現実を見せるな。

 MS:最初から現実的な事から入りたい人なんていない

「まずブログ３００記事、ツイート毎日８０個、
見込み客と初月で３０人と話したら１００万円いけるよ!
今回の商品ではそれを教えるよ～」

なんて言われたらどうか?



だから、

夢を与えて、ワクワクさせて、
変化するチャンスを与えないといけない
→そのためには“魔法っぽく”みせる
→最終的なコンセプト



魔法の作り方
＝そんなことがあるわけない!をイメージ

魔法の作り方①短期欲求を刺激
例）１日数分で～、寝ながら稼ぐ・・・

魔法の作り方②常識破壊
例）集客ナシでビジネスする方法



⑥シンプル

コンセプトはシンプルかつ分かりやすく!
→ベネフィットや具体性を詰め込もう!と思って
色々かいた挙句、よく分からないものになってしまう



例えば・・・

格上ライバルに埋もれない
“自分だけの発信スタイル”を見つけ瞬時に
年収１０００万を突破するための『究極自己分析』

ライバルに埋もれない方法なのか、
発信軸を見つけるのか、
自己分析をするのか…よくわからん。



Twitter企画作り方
講座セミナー

参加するまでの流れを作る



コンセプトが出来た後は
「届ける」ことをしないといけない

企画コンセプトを作った上で、
お客さんがあなたの企画に入るまでの流れを作ろう
→売れる企画コンセプトが出来た状態
＝美味しいラーメンを開発した状態
ラーメンを届けるための戦略を考える



感情ロードマップを作ろう

感情ロードマップを作ろう
→あなたのことを知らないお客さんが
あなたの企画に参加するまでの流れを作る
（＝ファネル設計）



感情ロードマップ

お客さんはあなたの企画参加前にこういう感情の流れを辿る
STEP①知らない
STEP②知っている
STEP③興味が湧く
STEP④参加したい
STEP⑤参加（購入）
→じゃあこれを辿るように作っていけばいい!
→ヒットしない場合どこかが抜けている



感情ロードマップ

お客さんはあなたの企画参加前にこういう感情の流れを辿る
STEP①知らない
STEP②知っている
STEP③興味が湧く
STEP④参加したい
STEP⑤参加（購入）
→じゃあこれを辿るように作っていけばいい!
→ヒットしない場合どこかが抜けている

（コンセプト、ストーリー）

（無料企画、無料コンテンツ）

（有料企画）



【認知（集客）の壁】

集客困っている人が多い
＝認知の問題
ここに困っている人が多いから集客に困る



最初にも伝えた通り、、、

認知を取る!と言っても大量にとることが大事じゃない
→買ってくれるお客さんをたくさん集める
基準:まずあなたのTwitterを見る人を5人作る
ツイートしたらいいねくれるとか、リプライをくれるとか



Twitterで認知を取るための方法

いっぱいフォローしまくる
いいね周り
ツイートしまくる
コンテンツ作りまくる
認知がないのに企画をローンチしまくる

…もあるけど、効率悪い



一番楽に認知（集客）の壁を突破する方法

認知がなければ?
→他から「借りる」ことを考えましょう



認知を作るための方法４つ

方法①影響力のあるプラットフォームから引っ張る
方法②格上の方に引っ張り上げてもらおう
（実績を作る、おもしろいエピソードを作る、可愛がられる）
方法③お互いに応援しあえる仲間を作りましょう
方法④チャレンジ企画をする、目立てるコンテンツ



「応援とか人の紹介などチートじゃん」

パワープレイで時間かけてやってもいいと思う
→が、人生そんな⾧くないし同じ結果を出すなら
“仲間”を作って応援しあい時間かけない方がいいと思う



ここまでのまとめ

 ヒット企画＝稼ぎたい収益がちゃんと発生する企画
 「売りたい人」よりも「売らない人」を明確にする
 ヒット企画のコンセプト＝専門的な悩み×あなた独自の解決策
 自分からしか学べない状態を作る（ハンバーガーの話）
 自分しか出せない価値＝ストーリー（過程）で作ろう
 ヒット企画コンセプトを作る６つの要素
（フュージョン、ベネフィット、具体性、魔法、単語の強さ、シンプル）
 認知は“借りる”（プラットフォームや仲間、影響力のある人）



「じゃあ具体的にどうやって作るの?」

ヒット企画の内容を
具体的に作る方法しりたい!という方?



Twitter企画作り方
講座セミナー

具体的なヒット企画の作り方



具体的なヒット企画の作り方

この流れがちゃんとできたら１撃100万円～の
ミリオン企画を生み出せるようになります

STEP1:ネタ決め
STEP2:コンセプト設計
STEP3:買うまでの流れを作る
STEP4:認知を集める
STEP5:企画ローンチ



STEP1:ジャンル・ネタ決め

基本的にジャンル・ネタは
儲かる市場（悩みの深い市場）×自分が出来ること
で決める



自分の出来ること

自分が過去実績を積んできたものを書きだす
（スゴイ実績じゃなくていい）

稼ぐ系で１万円稼いだ、占いがちょっとできる、ダイ
エットで３キロ痩せた、筋トレ頑張った、恋愛の悩み
克服した、子供との関係を改善した、株式投資で儲け
た、転職うまく行った…など



儲かる市場＝悩みが深い市場

人の悩みが深い市場＝稼ぎやすい

【HARMの法則】
Health（健康）・・・容姿（筋トレ・ダイエット）、心の健康
Ambition（夢・将来）・・・キャリア、転職
Relation（人間関係）・・・結婚や恋愛、職場の人間関係
Money（お金）・・・収入、副業、ビジネス



STEP2:コンセプト設計

 ヒット企画のコンセプト
＝専門的な悩み×独自の解決策

例）ダイエット系
専門的な悩み＝痩せたいけど食事制限イヤな男性
あなた独自の解決策＝食べることで痩せるダイエット手法を

過去に実践した経験がある



バカ売れコンセプトを作る６つの要素

【バカ売れコンセプトを作る６つの要素】

 フュージョン＝痩せたい×４０歳から始めて１ヵ月で痩せた
 ベネフィット＝１ヵ月で－５キロ減してスリムになり自信が付く
 具体性＝１ヵ月で、ー５キロ
 単語の強さ＝食べるダイエット、まんぷくダイエット
 ファンタジー（魔法）＝ダイエットなのに食べてOK

 シンプル（わかりやすさ）＝食べても痩せるダイエット
例えば…「40代から始めて１ヵ月でー５キロ痩せ自信がついた
“お腹いっぱい食べても痩せる”まんぷくダイエット」



STEP3:買うまでの流れを作る

感情ロードマップ
STEP①知らない
STEP②知っている
STEP③興味が湧く
STEP④参加したい
STEP⑤参加（購入）
→じゃあこれを辿るように作っていけばいい!



あなたにあった方法でミリオン企画を作る
『感情ロードマップ３パターン』

パターン①高単価バックエンドを売る場合
パターン②高単価バックエンドを売る場合⑵
パターン③教材を売る場合



パターン①高単価バックエンドを売る場合

パターン①高単価バックエンドを売る場合
 認知を獲得する
 無料企画で集客（リスト取り）
 低価格のBrainの販売（教育）
 Brain購入者に無料相談企画
→Brain1000円～2000円×50～100人
→クロージング、30万円×3人



パターン②高単価バックエンドを売る場合⑵

パターン②高単価バックエンドを売る場合⑵
 1話型の講座コンテンツ
動画視聴で教育
コンテンツ最後で個別説明会誘導
→通話クロージング（コミュニティ・コンサル）
単価20～30万×4～5本



パターン③教材を売る場合

パターン③教材を売る場合
無料企画で集客
 LINEリスト内でプレゼント動画（コンテンツ）で教育
教材（有料企画）の販売（単価3～20万）
例）単価５万円なら
5万円×20人



STEP4:認知を集める

方法①影響力のあるプラットフォームから引っ張る
方法②格上の方に引っ張り上げてもらおう
（実績を作る、おもしろいエピソードを作る、可愛がられる）
方法③お互いに応援しあえる仲間を作りましょう
方法④チャレンジ企画をする、目立てるコンテンツ
→最低でもフォロワー300人、あなたの発信を見る人を
５人つくりましょう



STEP5:企画ローンチ

認知が取れたら、企画を打つ
１:告知
２:詳細
３:ローンチ
４:催促



めちゃくちゃ簡単に言うと、

売れる企画を作る 知ってもらう 企画を実行

・コンセプトづくり ・目立てるコンテンツや企画
・仲間に応援してもらう
・メンターや格上の人に
紹介してもらう

・告知から始めて
ローンチをする



今回教えた内容を実践した人は
どんな変化があったか?

恋愛系、ビジネス系で2つ紹介



恋愛系の事例:サボったのに初月２００万

 出来ること＝マッチングアプリなどで女性を口説く
①売れるコンセプト作成
②Twitterで無料企画
③LINEに誘導&コンテンツ配布
④個別相談
⑤高単価企画オファー（恋愛の塾）
単価５０万×４人
サボり気味で初ローンチで初月２００万達成



稼ぐ系:～５万円停滞→コンセプト変更
後初プロモ９５万円&売上げ170~200万

 出来ること＝ゲームノウハウを販売
①売れるコンセプトに変更
②TwitterでBrain販売（100本以上成約）
③購入者にLINEに誘導
④特典で無料相談
⑤高単価企画オファー（0→1系コンサル）
単価20万~×４人、Brain10万
Twitter初ローンチで初月９５万達成



「ネタがない・・・」という方へ

今まで恋愛、ナンパ、稼ぐ系、チャットレディ、占
い、カウンセリング、せどり（物販）、ブロガー、
FX（投資系）、親子関係、秘書など多数企画を裏方
に入ってプロデュースしてきましたが

「ネタがない」という方はいませんでした
→自分でお金に変わるネタに気付いていないだけ



 Twitterでミリオン企画を連発させたり
ノウハウを実践してみたい!という方?



Twitter企画作り方
講座セミナー

企画をマスターできる
会員制コミュニティのご案内



ここまで解説してきましたが
ぶっちゃけていうと・・・

出来る限り全てお伝えするつもりで作りましたが
正直セミナー１本だけじゃ教えきれない



こんな思いを抱えていませんか?

 実際に自分の一番の強みは何?企画のネタになるのかが分からない
 発信をしているけど今日の話を聞いてコンセプトが
ちゃんとヒットするものになっているか不安になってきた
 しょーとさんの企画の話をもっと詳しく学びたい・壁打ちしたい
 集客困っててコンセプトをよりブラッシュアップさせたい
 実践してフィードバックがある環境がほしい
 反応が高い企画を安定して打てるようになりたい
など、悩みがあるとおもいます



無料講座の中でも言いましたが・・

今日の内容を聞くだけだったら
本当に意味がないですし、
使いこなせないと今回の有料セミナーも水の泡
→確実にヒット企画を毎月連発できるようになる
企画スキルをマスターする『企画塾』をご案内します



本当に極めたい方だけにご案内します

今日の話を聞いて少しでも「実践したい」と
思った方のみご案内可能です
→購入するかどうかはあなたにお任せいたしますが
リサーチのために見るとか、ひやかしとか
1ミリも参加する気が無いならお互い時間の無駄になります



「企画塾」説明会

初月から１撃100万円のミリオン企画連発し
月７桁を安定させるための企画スキルを完全マスターする塾



「企画塾」コンセプト

僕が今まで学習に1265万費やし、約３年研究し、
Twitterだけで累計５０００万以上、数々の１撃７桁以上の
ミリオン企画を生み出してきたしょーと流「企画スキル」を学んで
初月から使えるようになりあなたの月収を即＋100~1000万
上乗せできるスキルと環境を得るための塾（期間４カ月）



企画塾に入るとどんな状態になれるか?

■Twitterだけで毎月１００人以上の濃いリストが手に入り、
ライバルが泣いてしまうぐらいズルく集客できるようになります
■企画を打てば即稼ぎたい時に１００～２００万を
稼ぐスキルが得られるので旅行しながら旅行代以上が銀行に着金します
■お互いに企画応援しあう仲間・稼いだ後に旅や飲みに行ける仲間
時には月１０００万規模の仕事（JV）をする仲間が手に入ります



すでに成功事例がたくさんある
メソッドです…

未熟だった時代に企画スキルを学んでからというも
のの月粗利250万円を連続で出せるようになったり



すでに成功事例がたくさんある
メソッドです…

無料企画をすればインプレッション爆発したり、
１撃で800リスト以上をTwitterだけでとれたり

たったの５日で５万回見られる
爆発型プレゼント企画が作れたり→



すでに成功事例がたくさんある
メソッドです…

有料企画をローンチして連発で１発8桁（1000万円以上）の
売上を生み出したり



すでに成功事例がたくさんある
メソッドです…

企画募集したらなだれ込むように
参加者で溢れかえり購入通知が
止まらなくなったり・・・



すでに成功事例がたくさんある
メソッドです…

←初月から１００万&
３か月連続で月７桁稼ぎ脱サラ

月５万円で停滞していた方が
初プロモ97万&企画収益170~200万円達成→



すでに成功事例がたくさんある
メソッドです…

←大学生の方が
収益３００～３５０万円達成

マネタイズ経験なし子持ちママが
初プロモ７０万&本業にプラスして
月収７０万円上乗せ→



すでに成功事例がたくさんある
メソッドです…

 サボったのにラクラク初月から２００万円生み出す
ミリオン企画を売った恋愛系発信者
 ブラック企業公務員の方が毎月１００万円を切らなくなって
仕事を投げ捨て国内・海外自由に遊べるようになったり
 Twitter開設もできない方が初年度から年間１０００万円を稼いだり
 ビジネス始めて全て鳴かず飛ばずだった方が初めて自分の企画売って
初版で２００本売ってTwitterがお祭り騒ぎになったり
 学生の方が卒業前に新卒年収を１ヵ月で稼げるようになって
バカバカらしくなって入社辞退しちゃったり



逆に企画塾で学べる企画スキルを
マスターしないと…

 Twitterやブログを根性論で必死に更新しないと
売り上げが上がらず、常に忙しい日々が続く
実践チームに参加している人がラクラク集客もして、
成功しているのを横目に自分だけ苦しい思いをしないといけない
集客に苦しみ続けて売上げが横ばいor下がっていく
そんな売り上げが低迷する姿を見てお客さんが離れていく



どんな方におすすめか?

コンテンツ販売、情報発信、アフィリエイトで稼ぎたい人
集客やセールスに悩んでいる人
高い単価でも購入される企画（商品）を売りたい
反応の良い企画を安定して打てるようになりたい
一緒に大きな仕事をする仲間、お互いに壁打ちしたり
企画を応援しあえる仲間と繋がりたい
企画スキルを上げてお客さんをもっと稼がせたい



企画塾メインコンテンツ

コンテンツ①
０からミリオン企画を生みだす方法をステップバイステップ式に
解説した『企画スキルマスター教材』
コンテンツ②
壁打ちや事例を共有して仲間繋がれる『塾生専用コミュニティ』
コンテンツ③
しょーとのコンサルティング



コンテンツ①０からミリオン企画を生みだす
方法をステップバイステップ式に解説した
『企画スキルマスター教材』

 企画未経験でも初月から100~200万達成者が出た売れる企画の作るための５STEP

 自分の中でお金に変わる一番の強みを見つける方法&ワークシート
 １撃808リストを獲得!もう集客に一生困らない無料企画の作り方
 130万円のハイエンド企画でも即売れした高価格帯企画の設計法
 初ローンチで200本Brainを売る時に使った裏ワザ４つ
 銀行着金率をUPさせ現金を尽きなくさせるテクニック（１日320万着金実績）
 あなたオリジナルの“ヒットコンセプト”を作るステップと実践ワーク…etc



コンテンツ②
壁打ちや事例を共有して仲間繋がれる
『塾生専用コミュニティ』

僕の企画裏側や
企画の事例・最新情報シェア

「こういう商品が売れてるよ」
「こんな裏技を見つけた!」
→全てシェア&実績報告を
しあいながらモチベーションの維持!



塾生には全ての数字や裏側戦略を伝えます

 表からは見えない僕の裏側の戦略・思考や
「これにはこんな意図がある」という裏の考え方を全てシェア

↑
←塾生の反応

↑裏側戦略のシェア（※実際の画像）



コンテンツ③
しょーとのコンサルティング

教材を実践する中で出てきた質問に回答
・ジャンル、ネタ選び
・企画コンセプト
・セールス文章
・Twitter運用
…等のフィードバック&アドバイス



このコンテンツで
これら全てを手に入れて頂きます

■Twitterだけで毎月１００人以上の濃いリストが手に入り、
ライバルが泣いてしまうぐらいズルく集客できるようになります
■企画を打てば即稼ぎたい時に１００～２００万を
稼ぐスキルが得られるので旅行しながら旅行代以上が銀行に着金します
■お互いに企画応援しあう仲間・稼いだ後に旅や飲みに行ける仲間
時には月１０００万規模の仕事（JV）をする仲間が手に入ります



このコンテンツで
これら全てを手に入れて頂きます

未熟だった時代に企画スキルを学んでからというも
のの月粗利250万円を連続で出せるようになったり



このコンテンツで
これら全てを手に入れて頂きます

無料企画をすればインプレッション爆発したり、
１撃で800リスト以上をTwitterだけでとれたり

たったの５日で５万回見られる
爆発型プレゼント企画が作れたり→



このコンテンツで
これら全てを手に入れて頂きます

有料企画をローンチして連発で１発8桁（1000万円以上）の
売上を生み出したり



このコンテンツで
これら全てを手に入れて頂きます

企画募集したらなだれ込むように
参加者で溢れかえり購入通知が
止まらなくなったり・・・



このコンテンツで
これら全てを手に入れて頂きます

←初月から１００万&
３か月連続で月７桁稼ぎ脱サラ

月５万円で停滞していた方が
初プロモ97万&企画収益170~200万円達成→



このコンテンツで
これら全てを手に入れて頂きます

←大学生の方が
収益３００～３５０万円達成

マネタイズ経験なし子持ちママが
初プロモ７０万&本業にプラスして
月収７０万円上乗せ→



このコンテンツで
これら全てを手に入れて頂きます

 サボったのにラクラク初月から２００万円生み出す
ミリオン企画を売った恋愛系発信者
 ブラック企業公務員の方が毎月１００万円を切らなくなって
仕事を投げ捨て国内・海外自由に遊べるようになったり
 Twitter開設もできない方が初年度から年間１０００万円を稼いだり
 ビジネス始めて全て鳴かず飛ばずだった方が初めて自分の企画売って
初版で２００本売ってTwitterがお祭り騒ぎになったり
 学生の方が卒業前に新卒年収を１ヵ月で稼げるようになって
バカバカらしくなって入社辞退しちゃったり



ただ、ごめんなさい。

この企画塾、人数限定で募集したいと思っています。
→塾を大きくしてしまうと皆をサポートできなくなる&

ノウハウの価値が下がるから少数で絞って募集



こういう人は参加しないで

僕が全て指示をしないと動かない人
稼がせてくれマインドの人
自分の利益しか求めない人

→こういう人はいくら教えても伸びないし
塾生の志気が下がるので絶対参加しないでください



ちょっと聞きたいんですが、

あなたはこれらを手にするために
どのくらい払えますか?



参考材料１:
企画塾に参加した後のリターンを考えてください

■Twitterだけで毎月１００人以上の濃いリストが手に入り、
ライバルが泣いてしまうぐらいズルく集客できるようになります
■企画を打てば即稼ぎたい時に１００～２００万を
稼ぐスキルが得られるので旅行しながら旅行代以上が銀行に着金します
■お互いに企画応援しあう仲間・稼いだ後に旅や飲みに行ける仲間
時には月１０００万規模の仕事（JV）をする仲間が手に入ります



参考材料２:
累計１２６５万以上の僕の知識を
インストールすることが出来ます。

情報発信で累計５０００万以上マネタイズ
累計１２６５万以上知識投資
２００人以上指導、月収７桁越え８名、
６桁越え５０名以上実績
企画５０本以上、３年の研究結果を参加初月から使える



参考材料３:
サプライズ特典!開始２日で３０万円の
実績が出た『バズ企画CLUB!』の教材がつく

 企画&プロモーション教材『バズ企画CLUB!』
（定価:１０万円）の教材

ライバルとの差別化、コンセプトの作り方、
２０００万以上稼いだプロモーションの極意など…

企画塾生には抑えておいて欲しい内容が
沢山含まれているので教科書として配布いたします

企画&プロモーション教材
『バズ企画CLUB!』（定価１０万円）



自分が払えるかどうかは置いておいて
→客観的にどのくらい払えるか?
（自分の中で想像してみてください）



企画塾の参加費は?

企画塾の参加費は
「19万8000円（税抜）」
とします。



そして、
更に嬉しいお知らせが「２つ」あります

お知らせ①:割引イベント
セミナー後２４時間申し込み特典!
今から２４時間以内に申し込んでくれたら、
税抜き→税込み価格でご案内させていただきます
（注意:24時間以内に参加申し込みをしても
募集人数に達していれば参加できなくなります）



嬉しいお知らせ②定価２５万円の極秘
ツールを期間内使い放題!

お知らせ②たった１日で日給420万円の商品が売れた!
「高単価成約率UP極秘ツール」利用権利を参加者特典として追加!
参加を決めてくださった方には塾参加期間内に
セルフアフィリエイト案件リストツール利用権利を渡します
→５～１００万円分まで最新リストを即時ゲットできる
→単価３０～１００万円以上の高額バックエンドの特典に
すれば成約率をチート的にハネ上げできる（※最大日給420万円成約済）



支払いパターン

【支払いパターン】
参加費:税込21万7,800円
 銀行振込一括
 クレジットカード（一括or分割）
※クレジット、分割は別途手数料アリ
クレカ一括6534円[手数料３％]

クレカ2分割10890円[手数料5％]

クレカ3分割16335円[手数料7.5％]

クレカ4分割21780円[手数料10％]）



２４時間以内に申し込み支払いパターン

【支払いパターン（24時間参加特典）】
参加費:税込19万8,000円（19800円引き）
 銀行振込一括
 クレジットカード（一括or分割）
※クレジット、分割は別途手数料アリ
クレカ一括5940円[手数料3％]

クレカ2分割9900円[手数料5％]

クレカ3分割14850円[手数料7.5％]

クレカ4分割19800円[手数料10％]）



『参加方法&セミナー参加特典受け取り』

①セミナー視聴後にセミナー用LINEに
「企画スキル実践」とメッセージを送る
②メッセージを送った方に詳細と参加リンク、
セミナー特典「60万円以上の商品が逆オファーで
売れる“滝壺コンセプト”の作り方」配布
③決済確認後、コミュニティ参加リンクと教材配布



注意:

募集は多くて１０人前後が理想
募集人数に達し次第申し込みリンクを閉じます



【「企画塾」まとめ】

僕が今まで学習に1265万費やし、約３年研究し、Twitterだけで累計５０００万以上、数々の
１撃７桁以上のミリオン企画を生み出してきたしょーと流「企画スキル」を学んで初月から
使えるようになりあなたの月収を即＋100~1000万上乗せできるスキルと環境を得るための塾

コンテンツ①０からミリオン企画を生みだす方法をステップバイステップ式に解説『企画スキルマスター教材』
コンテンツ②壁打ちや事例を共有して仲間繋がれる『塾生専用コミュニティ』
コンテンツ③しょーとのコンサルティング

特典１:２日で３０万実績者が出た企画とプロモーション教材「バズ企画CLUB!」（定価１０万円）
特典２:１日で日給420万円の商品が売れた!「高単価成約率UP極秘ツール」期間内利用権（定価２５万円）
特典３:２４時間以内に購入で税金分を全て割引!



最後に。

「企画塾」にかける想い



かんたんに感想をお願いします!

今日のセミナーを聞いた感想
参加したい!という方は参加の意思表示を



僕のLINEにメッセージをください

今日のセミナー専用LINEに

企画スキル実践

とメッセージを送ってください。
（※メッセージがないとセミナー特典も
受け取り無効になります）


