
売れる通信講座
プロデュースのご案内





自力で作られた方の

よくあるお悩み



自力で作られた方の

よくあるお悩み



自力で作られた方の

よくあるお悩み



自力で作られた方の

よくあるお悩み告知文を書くの
がどうも苦手…



自力で作られた方の

よくあるお悩み告知文を書くの
がどうも苦手…

メルマガで
どうやって

案内をすべき？



自力で作られた方の

よくあるお悩み

どんな流れで
作ったらいい？

告知文を書くの
がどうも苦手…

メルマガで
どうやって

案内をすべき？



自力で作られた方の

よくあるお悩み

どんな流れで
作ったらいい？

本当に
売れるか心配…

告知文を書くの
がどうも苦手…

メルマガで
どうやって

案内をすべき？



自力で作られた方の

よくあるお悩み

どんな流れで
作ったらいい？

本当に
売れるか心配… 商品を最後まで

作る自信が…

告知文を書くの
がどうも苦手…

メルマガで
どうやって

案内をすべき？



迷いながら作るより
迷いなく作りたい！



ご安心ください



★売れる通信講座プロデュース！で
岡田がリリースまで万全のサポートをいたします。

１．売れる通信講座のネタ出し

２．売れる通信講座の内容整理

３．売れる通信講座のタイトル決め

４．通信講座の告知文のネタ出し

５．通信講座の告知文添削（リライト or 代筆）

６．セールス時のメルマガ構成チェック

７．セールス時のメルマガ添削（リライト or 代筆）

８．通信講座の本編添削（or 代筆）



１．売れる通信講座のネタ出し

あなたが過去に実施してきた講座を振り返って頂き、
どのコンテンツで通信講座を作成するのか？
売れる通信講座にするためのネタ出しを行ないます。

実際はワークシートをお送りいたしますので、
その流れの通りに回答して頂ければOKです。

ワークシートを元に初回のセッションを行ない、
作るべき通信講座の方向性を固めていきます。



２．通信講座の内容整理

初回のセッションで決めた通信講座の方向性を
元に作成する通信講座の内容を整理します。

何を第１章にして、第２章にどうつなげて
第３章はどうしていくかなど、具体的な構成を
ここで考えていきます。

こちらもワークシートがありますので
回答して頂き、そのワークシートを元に
第２回目のセッションで固めていきます。



３．売れる通信講座のタイトル決め

通信講座を販売する上で最も重要な
タイトル決めも岡田が一緒に行ないます。

わかりやすくシンプルに伝わるタイトルが
できあがると告知文はもちろんその後の
セールスでのPRも楽になります。

こちらは告知文を書く前に決まるか、
もしくは書きながら考えていくパターンも
あります。



４．通信講座の告知文のネタ出し

第３回目のセッションでは通信講座を
販売するためのセールスページ（告知文）を
どのように書いていくのか？

必要なネタをヒアリングしつつ
具体的な流れをお伝えしていきます。

こちらもワークシートがありますので
記入して頂いた後、そのワークシートを元に
第３回目のセッションで固めていきます。



５．通信講座の告知文添削（ or 代筆）

第３回目のセッション後にセールスページ（告知文）が
書けたら、岡田にすぐ提出してください。

ワードでもＷＥＢページでも大丈夫です。
内容を確認して添削させて頂きます。

プレミアムプランや大仏プランの場合は
岡田が代筆してからお出しいたしますので
完成を待つだけでＯＫです。



６．セールス時のメルマガ構成チェック

告知文が書けたらその内容を元に
第４回目のセッションではセールス時に配信する
メルマガの構成を練っていきます。

セールス期間に配信するメルマガの構成を
予め計画しておくことで狙った通りの反応を
得やすくなります。

こちらもワークシートがありますので
そのシートを見ながら内容を埋めていきます。



７．セールス時のメルマガ添削（ or 代筆）

セールス時に配信するメルマガの構成ができたら
それを元にメルマガを実際に書き始めてください。

そして、メルマガ本文が書けたらすぐに岡田まで
ご提出ください。中身をチェック＆添削いたします。

なおプレミアムプランや大仏プランの場合は
メルマガ記事も代筆します。



８．通信講座の本編添削（or 代筆）

こちらは任意ですが、通信講座の本編の内容を
岡田に確認してもらいたいという方は
お気軽にお送りください。

内容をチェックさせて頂き、必要とあらば添削します。

なお大仏プランの場合にはヒアリングをしながら
岡田が本編まで全部代筆いたします。
少々お時間かかりますが、自分で書けない方には
オススメのコースです。



★売れるステップメールを一緒に岡田と作るのが
売れる通信講座プロデュース！

１．売れる通信講座のネタ出し

２．売れる通信講座の内容整理

３．売れる通信講座のタイトル決め

４．通信講座の告知文のネタ出し

５．通信講座の告知文添削（ or 代筆）

６．セールス時のメルマガ構成チェック

７．セールス時のメルマガ添削（ or 代筆）

８．通信講座の本編添削（or 代筆）



★サポート内容はコースによって違います！

レギュラー
コース

セールス
コース

大仏
コース

ネタ出し 内容整理
タイトル
決め

告知文
セールス
メルマガ

講座本編
セッショ

ン
期間

◎ ◎ ◎ 添削 添削 添削可 無制限
最長
３ヶ月

◎ ◎ ◎ 代筆 代筆 添削可 無制限
最長
３ヶ月

◎ ◎ ◎ 添削 添削 代筆 無制限
目安
４ヶ月

◎ ◎ ◎ 代筆 代筆 代筆 無制限
目安
４ヶ月

コンテンツ
コース



★レギュラーコースとは？

ネタ出しや企画・構成を岡田と共に
実際の講座内容のライティングや告知文、
セールス時に配信するメルマガなどは
添削を依頼しつつ自力で作り上げていくコースです。

あなた

ネタ出し、企画・構成

講座本文

告知文 メルマガ

アドバイスを元に
自力で作成

添削依頼◎



★レギュラーコースとは？

こんな人にオススメ！

・文章は書ける

・自力で一度通信講座を作ってみたい！

・プロデュースがあれば作れそう

・通信講座は作りたいが
作成費用は抑えたい

・セールスにも慣れている

・売るものさえ決まれば作れそうな気がする

・毎日コツコツと講座を
作る時間は取れそう

・作る時間や労力より
ヒットするアイデアが今は見当たらない



★レギュラーコースとは？

こんな人にオススメ！

・文章は書ける

・自力で一度通信講座を作ってみたい！

・プロデュースがあれば作れそう

・通信講座は作りたいが
作成費用は抑えたい

・セールスにも慣れている

・売るものさえ決まれば作れそうな気がする

・毎日コツコツと講座を
作る時間は取れそう

・作る時間や労力より
ヒットするアイデアが今は見当たらない

文章が書けて時間がある人向け



★セールスコースとは？

ネタ出しや企画・構成は岡田と共に
セールス時に配信するメルマガや告知文は
岡田に依頼して、ご自身は通信講座
本文の執筆に集中できるコースです。

あなた

ネタ出し、企画・構成

講座本文

告知文 メルマガ

アドバイスを元に
自力で作成

添削依頼◎

岡田が作成して納品



★セールスコースとは？

こんな人にオススメ！

・文章は書けるがセールスは苦手

・通信講座を作ってみたいが
売れる自信があまりない

・講座作成からセールスまで
自力でやったら
年単位でかかりそうな気がする…

・売りたいモノが
なんとなく見えているが
どうやって売っていけばいいかわからない

・セールスよりコンテンツ作りが好き

・セールスにかける時間が今全然ない



★セールスコースとは？

こんな人にオススメ！

・文章は書けるがセールスは苦手

・通信講座を作ってみたいが
売れる自信があまりない

・講座作成からセールスまで
自力でやったら
年単位でかかりそうな気がする…

・売りたいモノが
なんとなく見えているが
どうやって売っていけばいいかわからない

・セールスよりコンテンツ作りが好き

・セールスにかける時間が今全然ない

アイデアはあるけど
セールス苦手な人向け



★コンテンツコースとは？

ネタ出しや企画・構成は岡田と共に
実際に配信する通信講座の本文は岡田に依頼して、
ご自身は通信講座のセールスに集中すれば
良いだけのコースです。

あなた

ネタ出し、企画・構成

講座本文

アドバイスを元に
自力で作成

添削依頼◎

岡田が作成して納品
告知文 メルマガ



★コンテンツコースとは？

こんな人にオススメ！

・メルマガは書けるけど
通信講座までは作れる気がしない

・通信講座を作ってみたいが
自分で作っても
良いモノに仕上がらなさそう

・とてもじゃないが
自力で講座作りまでやったら
年単位でかかりそうな気がする…

・売りたいモノが
なんとなく見えているが
どうやったら講座になるかわからない

・コンテンツ作りよりセールスが好き

・講座づくりにかける時間が今全然ない



★コンテンツコースとは？

こんな人にオススメ！

・メルマガは書けるけど
通信講座までは作れる気がしない

・通信講座を作ってみたいが
自分で作っても
良いモノに仕上がらなさそう

・とてもじゃないが
自力で講座作りまでやったら
年単位でかかりそうな気がする…

・売りたいモノが
なんとなく見えているが
どうやったら講座になるかわからない

・コンテンツ作りよりセールスが好き

・講座づくりにかける時間が今全然ない

アイデアはあるけど
コンテンツを作る時間や
自信がない人向け



★大仏コースとは？

あなた

ネタ出し、企画・構成

講座本文告知文 メルマガ

自力で
作成するものは
何もなし！

岡田が作成して納品完成まで
のんびりと
お待ちください

ネタ出しや企画・構成は岡田と共に
セールス時に配信するメルマガや告知文、
さらには通信講座の本文も岡田に依頼して、
ご自身はただ話すだけで通信講座ができあがる
究極のコースです。



★大仏コースとは？

あなた

ネタ出し、企画・構成

講座本文告知文 メルマガ

自力で
作成するものは
何もなし！

岡田が作成して納品完成まで
のんびりと
お待ちください

ネタ出しや企画・構成は岡田と共に
セールス時に配信するメルマガや告知文、
さらには通信講座の本文も岡田に依頼して、
ご自身はただ話すだけで通信講座ができあがる
究極のコースです。

全部お任せ！



★大仏コースとは？

こんな人にオススメ！

・ライティングが苦手なので
全部お任せできるなら任せたい

・アイデアはあるが
自分で書いている時間がない

・自力で作成していたら
いつリリースできるか気が遠くなる…

・コンテンツ作りが苦手

・対面で相手がいればサービスを
提供できるが通信講座となると
何を整理して伝えればいいかわからない

・書きたくない。話すだけで終わりたい



★大仏コースとは？

こんな人にオススメ！

・ライティングが苦手なので
全部お任せできるなら任せたい

・アイデアはあるが
自分で書いている時間がない

・自力で作成していたら
いつリリースできるか気が遠くなる…

・コンテンツ作りが苦手

・対面で相手がいればサービスを
提供できるが通信講座となると
何を整理して伝えればいいかわからない

・書きたくない。話すだけで終わりたい

文章の自信も時間もないので
全部お願いしたい人向け



受講条件と
料金体系



★売れる通信講座プロデュースの受講条件

１．メルマガ読者１５０名以上

２．月商15万円以上を自分の事業で達成



★売れる通信講座プロデュースの受講条件

１．メルマガ読者１５０名以上

２．月商15万円以上を自分の事業で達成

▼続きまして料金体系です



★レギュラーコースの料金

外出せず、会話せずで3000万円売り上げた

売れる通信講座プロデュース
（セッション・添削・リリース保証付き）

325,000円（税込）

※最大3回までの分割払いを用意しております

2回払いの場合 17万2,500円×2回

3回払いの場合 11万8,333円×3回

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます



★レギュラーコースの料金

外出せず、会話せずで3000万円売り上げた

売れる通信講座プロデュース
（セッション・添削・リリース保証付き）

290,000円（税込）

※最大3回までの分割払いを用意しております

2回払いの場合 15万5,000円×2回

3回払いの場合 10万6,667円×3回

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます

覚悟を決めて
すぐお申込みなら！



★セールスコースの料金

外出せず、会話せずで3000万円売り上げた

売れる通信講座プロデュース
（セッション・代筆・リリース保証付き）

520,000円（税込）

※最大3回までの分割払いを用意しております

2回払いの場合 27万0,000円×2回

3回払いの場合 18万3,333円×3回

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます



★セールスコースの料金

外出せず、会話せずで3000万円売り上げた

売れる通信講座プロデュース
（セッション・代筆・リリース保証付き）

480,000円（税込）

※最大3回までの分割払いを用意しております

2回払いの場合 25万0,000円×2回

3回払いの場合 17万0,000円×3回

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます

覚悟を決めて
すぐお申込みなら！



★コンテンツコースの料金

外出せず、会話せずで3000万円売り上げた

売れる通信講座プロデュース
（セッション・代筆・リリース保証付き）

580,000円（税込）

※最大3回までの分割払いを用意しております

2回払いの場合 29万5,000円×2回

3回払いの場合 20万2,000円×3回

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます



★コンテンツコースの料金

外出せず、会話せずで3000万円売り上げた

売れる通信講座プロデュース
（セッション・代筆・リリース保証付き）

520,000円（税込）

※最大3回までの分割払いを用意しております

2回払いの場合 27万0,000円×2回

3回払いの場合 19万0,000円×3回

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます

覚悟を決めて
すぐお申込みなら！



★大仏コースの料金

外出せず、会話せずで3000万円売り上げた

売れる通信講座プロデュース
（セッション・ALL代筆・リリース保証付き）

850,000円（税込）

※最大5回までの分割払いを用意しております

3回払いの場合 29万3,333円×3回

5回払いの場合 18万0,000円×5回

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます



★大仏コースの料金

外出せず、会話せずで3000万円売り上げた

売れる通信講座プロデュース
（セッション・ALL代筆・リリース保証付き）

750,000円（税込）

※最大5回までの分割払いを用意しております

3回払いの場合 26万0,000円×3回

5回払いの場合 16万0,000円×5回

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます

覚悟を決めて
すぐお申込みなら！



★通信講座を作ることで・・・

・時間が合わずに諦めてた人がお客様になる

・金額が合わずに諦めてた人がお客様になる

・お客様にも成果が出る

・お客様のリアルな悩み・課題が文章で残る

・次の講座作成のアイデアが広がる

・さらに細かなサービスを提供できる

・半自動的に売れ続ける商品ができる

・時間とお金にも余裕が生まれる



確実に作り上げたい方
お待ちしております。



覚悟割 or
メール相談を

お申込みください


