
10分で売れる商品を作る方法 
　 

伊勢です、 

今日はバカ売れするオンライン商品を 
10分でつくる方法を教えます。 

商品をつくるときには 
大きく２つのポイントを意識します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1.世間の空気感に合わせる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

まずは、世間の空気感に 
合わせた商品をつくることが重要です。 

例えば、 

・ダイエットの商品 
・ビジネスを学ぶ商品 

などを作りたいとします。 

同じ商品ですが、 
タイミングによって 
切り口は変わります。 

例えば、今の時期に 
ダイエットの商品なら 

「夏にまでに自信を持って 
水着を着れる体をつくる」 

とか 

「コロナ太りを解消！ 
給付金を使って自分磨き」 

などになります。 



夏や、給付金の使いみちを 
考えている今の時期だからこその 
切り口になります。 

ビジネスの商品であれば、 

「秋の第二波に備えて 
仮にロックダウンが半年続いても 
生きていけるビジネスを今立ち上げる」 

とか 

「第二波が来たときに大儲けできるように 
今から仕込むべき○○」 

とかになります。 

また、今から準備をすると 
おそらく商品のリリースは 
7月になるので、 

そのときには、今以上に倒産した 
会社が増えていると思います。 

倒産の波は8月が第一波だと 
予想しています。 

そうなると、 

「大企業すら潰れるこんな時代だから 
今から副業を学んで大リストラ時代に備えよう」 

というような切り口も 
良いかも知れません。 

このように、商品をつくるには 

「世間の空気感に合わせる」 

というのが1つ目のステップに 
なります。 



---------------- 
『今の空気感に合わせて 
どんな切り口の商品を 
作ればいいか？』 
----------------- 

それを、考えてみてください。 

考えた人だけが、 
先に進むことができます。 

ちなみにですが、 
業界を問わず、現在、 
受けが良い切り口があります。 

それは、 

「給付金で始める○○」 

というものです。 

なぜ、そう言えるかというと 
この切り口を広告で良く目にするので 
反応が良いのだと思います。 

「給付金で始める小額スマホ株式投資」 

とかですね。 

・・・・・・ 

はい、では、、、、 

2つ目のポイントです。 

これが、一番大事なのですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
２.オファーをつくる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 



ビジネスを勉強しだすと、 

・コピーライティングで 
売れる文章を書こう 

とか 

・集客のためにSNSで 
情報発信をしないと 

などと、思うようになります。 

ですが、その前にやるべきは 
このオファーづくりです。 

コピーライティングも 
SNS集客も、 

それら全て吹き飛ばして 
しまうほどパワフルなのが 
このオファーづくりです。 

商品のオファーが強ければ 
その商品を売るのは 
とても簡単になります。 

逆にオファーが弱い商品は 
どれだけコピーを頑張っても 
SNSを頑張っても売れません。 

『商品作り＝オファーづくり』 

と言えるぐらい重要なので 
肝に銘じておいてくださいね。 

で、 

具体的に”オファー”とは何かというと、 

「お客様への提案・お客様との約束」 

です。 



お客様への提案と約束を 
つくるためには、 

「あなたの商品を買うとお客様は 
どのような結果が手に入るのか？」 

これが明確になっている必要があります。 

そして、その答えを聞いた 
お客さまが、 

「それは良いね！！」 

と、叫んでしまうほどのものに 
なっていれば、必ず売れます。 

お客さまが欲しいのは 

「良い商品ではありません。」 

「結果の手に入る商品です」 

良く例え話で、 

電動ドリルを買いに来たお客様は 
電動ドリルが欲しいのではなく 
壁の穴が欲しいだけだ、 

といいますが、 

お客様が欲しいのはドリルではなく 
壁に空いた穴という”結果”なのです。 

いつでも、お客様が欲しいのは 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
『結果が手に入る商品』 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 



とにかく「結果」なんですね。 

なので、 

「いつまでに（３日で、５週間で、１６週間で）」 

「１日何分の時間を使えば」 

「どのような計測できる結果が手に入るのか？」 

（体重15％ダウン、月に5万円の収入、 
など計測できる結果など） 

これをはっきりとさせる必要があります。 

そして、その結果が手に入ることを 
お客さまに約束するのがオファーです。 

「12日後にこんな結果が 
手に入るのを約束しますよ。」 

と、手に入る結果を約束してあげると 
お客様は、俄然、その商品が欲しくなります。 

逆に言うと、手に入る結果を 
約束してくれないなら 
その商品は欲しくならないという 
くらいの違いがあります。 

OKでしょうか？ 

しかし、ここでよく出てくる 
意見があります。 

それが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「約束するのが怖い。。」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という意見です。 



それについては、 
冷静に考えてみて 
欲しいのですが、 

仮に歯医者に行ったとして 
歯医者さんが、 

「虫歯は治るかわからないけれど 
とりあえず、やってみますね。」 

と言い出したら 
かなり嫌な気持ち 
だと思います。 

やはりそこは、自信満々に 

「虫歯も治るし痛みもなくなるから 
任せてください」 

と、言って欲しいです。 

なので、約束をするのが 
セールスの基本になります。 

言いたいのはこういうことです。 

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

「お客様のために 
覚悟を決めて約束を 
してあげるのと」 

「自分の保身のために 
約束から逃げて 
責任回避をするのと」 

どちらが、 

本当にお客様の事を 
考えた行動でしょうか？ 

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



色々な言い訳はあると思いますが 
心のどこかに責任逃れの気持ちがある 
場合が多いなと、長年の経験で思います。 

（逆に詐欺師はできもしない事を 
自信満々に約束するのでそれもまた 
困ったことだなと思います。 

しかし、圧倒的多数の人は 
善人だからこそ、約束ができず 
結果、善人なのにビジネスが 
うまくいかないという状態です。 

それが、非常に悔しいので 
思い切って約束をして欲しいと 
心から思い書いています。） 

ライザップのように 
約束して仮にできなければ 
返金するという形でも良いので 
約束をして欲しいと思います。 

それで、実は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
約束を迂回するテクニック 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

もあるには、あります。 

基本的には最後は約束をするのが 
セールスなのですが、 
少し迂回する方法もあって、 

「何ヶ月で、こうなるのを 
約束します！できなければ返金保証」 

と、直接的に約束をしなくても 

「私が何ヶ月で、こうなった 
再現性89％の方法を教えます」 



や 

「私のお客様が何ヶ月でこうなった 
小学生でもできる方法を教えます」 

というように、 

間接的に、手に入る結果を 
伝えてもOKです。 

僕自身もほぼ間接的な 
表現しかしていません。 

しかし、大切なのは 

自分の心の中ではきちんと 
「責任を持って約束している状態」 

にあることです。 

ビジネスをしているのに 

オファーをできない、 
約束をできない、 

という人がとても多いです。 

思い切ったオファーができないのは 

「実はお客様の可能性を信じていない」 

というのが大きな理由としてあげられます。 

「お客様の可能性を 
信じていないから言えない」 

というのが根本に見えることが 
多いのですね。 

そして、お客様を信じられない人は 
実は、自分を信じられていない人が多いです。 



だんだん、ディープな話に 
なっていきますが、 

「他人を信じられない人は 
自分も信じられない」 

という相関性があると 
個人的には思っています。 

他人を信じられる人は 
自分も信じられるし、 

他人を信じられない人は 
どこかで自分のことも信じられない 

という負のサイクルに 
陥りがちです。 

解決方法は簡単です。 

お客様を信じることです。 

自分が傷つくのを恐れずに 
思い切り信じてみましょう。 

お客様を信じれば自分を 
信じられるようになります。 

OKでしょうか？ 

・・・・・・ 

まとめますが、 
まずは、オファーをつくることです。 

お客様が 

「このオファーを断ったら 
アホすぎるだろ！」 

と、思ってしまうような 
強いオファーをつくることです。 



強いオファーほど 
セールスを楽にするものは 
ありません。 

言い換えると強いオファーを 
出せるメンタルを持ちさえすれば 

商品は売れるようになり 
ビジネスはうまくいく 
とも言えます。 

・・・・・・・・ 

以上の２つが 
商品をつくるために 
必要な事でした。 

「時代の空気感を取り入れる」 

「強いオファーを出す」 

この2つだけクリアーできれば 
その商品は売れるものになります。 

今日は、かなり 
極端に話をしています。 

オファーが弱すぎる人が多いので 
あえてそうしています。 

この辺りは、個別のアドバイスでないので 
難しいのですが、 

全体で見ると、オファーが弱い人や 
ない人が多いです。 

次回のお伊勢さんライブでも 
その辺りについては触れようと 
思っています。 



/////////////////////// 
お伊勢さんライブ 

「オンラインビジネスを構築するために 
必要な5つの具体的ステップを公開」 

6月27日土曜日　12時～ 

////////////////////// 

参加できるように 
スケジュール帳に書き込んで 
おいてくださいね。 

お会いできるのを 
楽しみにしています。 

このライブをきっかけに 
ひとりでも多くの方が、 

ビジネスがうまくいくように 
なることを思い描いています。 

今日もお読みくださり 
ありがとうございました。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

さっき家に返ってきたのですが 
実は、2時間ほどお店のトイレに 
閉じ込められていました。 

鍵が壊れて開かなくなって 
最後は電気チェンソーで 
ドアノブごと焼き切って 
何とか外にでることができました。 



暑いトイレで2時間は 
倒れそうになります。 

すごい体験でした。


