
ユーチューブに広告出した、結末を晒します。 

　 
伊勢です、 

ユーチューブ広告はじめました。 

というか、 

細田軍曹が知らぬ間に始めてくれていました。 

持つべきものは細田軍曹です。 
神様、仏様、細田軍曹です。 

ほどんどの人は広告はやっていません。 

なので、結果をシェアしても 
意味あるのかな、 

とも思いました。 

が、具体的に分かりやすく 
広告について解説したので 
読んでみてください。 

広告は、誰もやっていないから、 
ライバルが少なくて結果が出やすいので 
チャンスです。 

もちろん、誰もやっていないのには 
理由があって、 

・難しい 
・お金がかかる 

などの問題もあるのですが 
それを超えれば、おいしい果実も 
たくさんあります。 

ということで、、 

現在進行中の広告生データを 



シェアします。 

お伊勢さんサロンの方だけに 
こっそりとシェアします。 

この内容については 
外部には出さないでくださいね。 

塾長の投資セミナーの広告数値です。 

・・・・・・・ 

■facebook広告 
アクセス：1873 
獲得アドレス数：303名 
広告を見た人がアドレス登録する率：16.1％ 
１アドレス獲得のコスト：2300円 
                  ^^^^^^^ 
有料セミナー参加数：14名 

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

■youtube広告 
アクセス：3373 
獲得アドレス数：699名 
広告を見た人がアドレス登録する率：20.7％ 
１アドレス獲得のコスト：390円 
                  ^^^^^^ 
有料セミナー参加者数：13名 

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

■グーグル広告 
アクセス：776 
獲得アドレス数：18名 
広告を見た人がアドレス登録する率：2.3％ 
１アドレス獲得のコスト：1700円 
                  ^^^^^^^ 
有料セミナー参加者数：0名 

・・・・・・・・・ 



これを見て、興奮する人は 
間違いなく、マニアックです。 

意味が分からないしスルーしたくなる人は 
普通の人です。 

私はというと、 

めちゃくちゃ興奮します！ 

なんででしょうね。 

だから生粋のマーケッターなのだと思います。 

さて、分析です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ユーチューブ広告が炸裂中 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

1アドレス辺りの獲得単価が 
390円というのは”安い”です。 

フェイスブックやグーグルと 
比べても5分の1ぐらいですから。 

ユーチューブは5倍の反応がある！ 
わけですから、これは興奮します。 

ただし、注目ポイントがあります。 

---------------------------------- 
1.アドレス数と単価はユーチューブ有利だけど 
セミナー参加者さんはフェイスブックの方が多い 
---------------------------------- 

これ、なぜだと思いますか？ 

1.属性が違う 

フェイスブックの方が年齢層が多いし 
経営者や自営業者が多い。 



投資の知識を持った人も多いので 
中級者がセミナーに申し込んでくれている。 

ユーチューブは、若者が多いし 
セミナーなどに参加したことがない人も多い。 

ユーチューブは初心者が多いので、 
今すぐに購入してくれる人ではなく 
長く信頼関係を構築しながら将来的に 
お客様になってくれる人が多い。 

2.フェイスブックは関係性がある人 
　ユーチューブは全く関係のない人 

フェイスブックは、友達の友達だったり 
共通の人をフォローしていたりと 
関係性が強い人に広告を出してくれるので 
セミナー参加者さんが多くなる。 

ユーチューブは関係性がなく 
投資の広告に興味がある人に 
広く出してくれる。 

狭く濃いフェイスブック。 
広く薄いユーチューブ。 
という特徴がある。 

3.広告を出している歴史が違う 

フェイスブックは、今年は春からずっと 
広告を回している。反応が良いところは 
既に出し切っている。 

ユーチューブは最近始めたので 
まだフレッシュなので反応が高い。 

・・・・・・・ 

だいたいこんなところかなと 
思います。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
グーグルは数日前に出した 
ばかりなのでまだ分からない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

グーグルに関しては数日前に 
出したばかりなのでまだ分かりません。 

そもそも止められるかもしれません。 
広告は、良く止められるので。 

また、数値も安定していません。 

ただ、恐らくですが、 
ユーチューブほどは 
いい数字は出ないだろうなというのは 
既に分かります。 

・・・・・・・・ 

さて、 

では、結局、3つのうちどれがいいの？ 

という話になってくると思います。 

どれが良いと思いますか？ 

ここで、一度、整理しておきたいことが 
あります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
基本は全部やる、なぜなら、、 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

基本は全部やることです。 

なぜなら、フェイスブックも 
ユーチューブもグーグルも 
見ている人が違うからです。 



なので、かかるお金の大小はありますが 
それでも、違う人たちにアプローチできるので 
やれるなら、全部やるのが良いです。 

なので、私たちはこれからも 
全部やります。 

その中でも、今面白いなと 
思うのは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ユーチューブ広告は面白い 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

おもしろいですね。 

何しろ、同じお金で5倍の人と 
繋がれるわけですから。 

5倍は、色々なこと加味しても 
圧倒的な可能性を感じます。 

つまり、うまく活用できれば 
一気にビジネスが5倍の速度で 
拡大する可能性を秘めているわけです。 

もちろん、 

・若い人も多いですし、 

・今すぐに購入してくれる率も少ない 

です。 

ただ、それは、デメリットのようで 
メリットです。 

若い人とは長い時間をかけて 
信頼をつくっていけます。 

初心者の方は、最初に選んでもらえると 
関係が長続きする確率は高いです。 



つまり、初心者の人や若い人が、 

・購入しやすく、参加しやすい 
商品をつくり 

・理解しやすいメッセージを配信する 

ということをしていけば 
伸びしろが大きいということです。 

なにより、ユーチュブ広告の面白さは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ユーチューブ広告は 
まだやっている人が少ない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

なので、安いですし、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
フェイスブックよりも 
ユーチューブの方が 
繋がれる人の数が多い 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

圧倒的に多いです。 

安くたくさんの人と 
つながれるのですから 
面白いです。 

これは、捨てがたいです。 

そうなると、 

もうひとつの可能性、チャンスも 
見えてきます。 

少し話がそれますが、 
今後伸びてくるビジネスの市場が 
見えてきます。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
広告動画の作成市場は伸びる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私たちの会社でも 
永瀬さんの映像クリエーター講座を 
お手伝いしていますが 

ユーチューブ広告のための 
動画作成は仕事が増えるのが見えています。 

ゴールドラッシュに、 
金を掘りに行くのではなく、 

金を掘る人が使うツルハシを売る、 

金を掘る人が履くジーンズを売る、 
（リーバイス誕生の由来） 

この盛り上がる市場の 
ツルハシ部分というのは 
確実に市場が存在します。 

例えば、コロナ期間は、 

ネット通販をみんな始めたので 
通販のホームページをつくれる 
ベースという会社や、 

世界でみるとカナダの 
ショッピファイという会社は 
株価も瀑上がりしました。 

なので、 

ツルハシビジネスである 
動画制作のチャンスのひとつは 
ユーチューブ広告の作成にあると言えます。 

制作だけではなく 
アプリも可能性があります。 

自動でユーチューブ用の広告動画を 



誰でもつくれるようになるアプリなども 
可能性があるということになります。 

アプリまでいかなくても、 
ユーチューブ動画広告に特化した 

・分かりやすい発注システム 
・明瞭な値段設定 
・依頼主のストレスを極力減らした工程 

などを意識したサービスを本気で考えて 

「ユーチューブ広告専門動画クリエイター」 

という看板や肩書を出すだけで 
普通に動画編集で仕事をとるよりは 
遥かに仕事を取りやすくなります。 

私自身、ライターで起業をしたので 
ライバルが多くて、差別化が大変でした。 

そこで、強みを特化させて 

「コンペのプレゼンもセットで請け負うライター」 

という看板にしたらようやっと 
仕事をもらえるようになりました。 

動画制作でも同じ事です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ライターだってユーチューブ広告に 
特化するのもあり 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ライターも同じく、 
ユーチューブ広告に特化したら 
面白いと思います。 

動画編集ができる人と 
パートナーになってもいいですね。 

このように、人がまだ突撃していない 



分野を狙う、すなわちニッチを狙うのが 
ビジネスをスタートするときの基本になります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
お金が動いている市場×自分のスキル 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今の話は、お金が動いている市場 
と自分のスキルをかけ合わせる話でした。 

よくあるアレです、 

『水を売るなら砂漠で売れ。 
都会で100円の水も、砂漠なら1万円で売れる。』 

というあれです。 

「ユーチューブ広告というお金が 
流れ込んでくる市場で 

いち早く自分のスキルを売って 
実績をつくって圧倒的な存在になれ！」 

ということです。 

これが勝ち筋です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
お金が動いている市場× 
お金が余っている市場× 
自分のスキル 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

上記でも十分ですが、 
更に強烈な方法があります。 

それは、 

【お金の余っている市場】 

これをかけ合わせることです。 



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

お金が動いている市場 
＝ユーチューブ広告 

自分のスキル 
＝動画編集、コピーライティング 

では、お金が余っている市場は 
どこにあるのか？ 

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

これは、常に色々な人から 
話を聞いて、アンテナを 
尖らせておく必要があります。 

私も先日、ある人と話をしていて 
知ったのですが、 

お医者さんの中だと 
「眼科は儲かる」らしいです。 

知りませんでした。 

ただ、そこにいた2人のお医者さんが 
激しく同士していたので事実ぽいです。 

となると、 

お金が動いている市場 
＝ユーチューブ広告 

『お金が余っている市場』 
＝眼科 

自分のスキル 
＝動画編集、コピーライティング 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ユーチューブ×眼科×動画編集 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という最強コンボが完成します。 

他にはアンチエイジングで 
幹細胞系のクリニックも 
良いかもしれません。 

美容整形とかも良いかも 
しれないですね。 

ただ、その辺りはマーケティングの手が 
入っていて、広告戦争も凄まじそうなので 

あまり知られていない普通の眼科の方が 
ブルーオーシャンで良いニッチな予感が 
個人的にはしています。 

更に、、、、 

、、、もういいですかね（笑） 

プラスでアレを組み合わせると 
最近大流行している 
鉄板の事業になります。 

うまくいけば20億ぐらいでは売却できる 
可能性も出てきそうです。 

あまり行き過ぎても 
うんざりすると思うので 
その話はまた今度にします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ビジネスには、成功するための 
考え方のテンプレートのようなものが 
存在します。 

経験を積む中で、思考の進め方は 
身についてきます。 



まずは、テンプレートが存在することを 
知っておいて欲しいと思います。 

・・・・・・・・ 

だいぶ話がそれました。 

ただ、こんなふうにして 
トントントンと考えていきますよ、 

というのをシェアしてみました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
広告と無料発信のメリット・デメリットは？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

最初に書いたように、 
広告は誰もやっていないので 
逆張りだから面白いですよね。 

という話をしました。 

ただ、無料発信にも良いところも 
たくさんあります。 

1.いいお客様が集まる 

探してまで来てくれた人ですから 
きちんとファンになってくれて 
良い人間関係が作れます。 

2.広告はマイナスから入る 

広告の時点で疑われているわけです。 
マイナスからのスタートです。 

そして、身近な人に詳しい人がいる 
分野だと、わざわざ広告経由で情報を 
とろうと思わないです。 

なので、比較的、中級者上級者などの 
リテラシーが高い人とは繋がりにくいです。 



3.広告経由は薄い関係 

見かけ上は、お客様が増えますが 
直ぐに切れてしまう人をたくさん 
集めているということでもあります。 

そうすると、メール配信ひとつ 
とってもコストが増えます。 

配信数が増えるほど、コストは増えますので。 

なので、ある意味、無駄なコスト 
エネルギーが出ていきやすくなります。 

・・・・・・ 

一長一短です。 

これらが違いとしてありますが、 

書いてはみたものの 
重要な問題ではないなと 
今の私は思います。 

無問題です。 

なので、私自身は広告をこれからも 
どちらかというと前のめりで使って 
いくと思います。 

将来的には分かりません。 

しばらくは、前のめりで 
めり込んでいくと思います。 

それと、ライフスタイルや 
好き嫌いの話にもなってきます。 

今の私たちのチームの場合は、 
毎日、ユーチューブを更新する 
労力と時間を考えると、 

ライフスタイル重視でいきたい 



私たちのチームとしては、 

現状では、広告の方が魅力的 
でもあります。 

どれも否定はしません。 

考えはいつ変わるとも限りません。 

なので、今年はTik Tokをはじめましたし 
（フォロワー3万人突破） 

何でもやってみることを 
一番大事にしています。 

その中で、現状に合わせて 
みんなで楽しくやっていけたらと 
思っています。 

ビジネスの話で少し難しかった 
かもしれませんが 
参考にしていただけたら嬉しいです。 

感想お待ちしております。m(_ _)m 

伊勢隆一郎 

追伸： 

12月3日（木）20時はオランダから 
ゲストをお招きしてのライブセミナーです。 

めちゃくちゃ楽しみです。 

内容は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
グリーンシフトのゴールドラッシュに 
みんなで乗っていこう！ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということで、日本では未知の分野である 



・サーキュラーエコノミー 
・リジェネラティブシフト 
・最新のヨーロッパ農業 

などの話をみんなで勉強して 
2021年以降のチャンスと明る未来を 
描きましょう！ 

ライブで聞いて欲しいので 
スケジュール確保お願いします。 

　 
　 
　


