
小冊子集客入門塾

アート印刷株式会社
原稿執筆通信講座についてのご相談・お問い合わせフォームは
　ここをクリック　→　https://ws.formzu.net/fgen/S28168490/
電話でのお問い合わせは
　　　　　　　　　　　087-891-0170　（月〜金　8:30 — 18:00）
メールでのお問い合わせは  info@artinsatsu.com

集客用小冊子の原稿づくり

「書き方を学びながら小冊子原稿を書いていきたい！」
という方にオススメの原稿執筆通信講座です。

「集客用小冊子」

原稿執筆通信講座



　集客用小冊子

原稿執筆通信講座（13回）12～ 24万円（税別）A5・40～100ｐ
集客用小冊子の原稿執筆通信講座（13回講座　約2ヵ月）
あなたのペースで、しかも確実に原稿づくりが進んでいきます。

『原稿執筆が進まないので、「ゴーストライティング」を頼もうとも考えま

した。

でも私は、今後も２本、３本、４本と小冊子を書いていきたいので

小冊子の書き方を学びながら、小冊子を書いていく方法はないだろうか？』

そんな社長さんに、アート印刷の「集客用小冊子 原稿執筆通信講座（13 回）」を
おススメします。

『書き方テキスト』と『経験豊富なライターの指導』を受けながら、小冊子原稿を
書き進めることができます。
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書き方を学びながら小冊子原稿を書いていきたい！
という社長さんにおススメします。

集客用小冊子 原稿執筆通信講座（13 回）

この通信講座は、あなたが集客用小冊子をつくる目的 / 小冊子の設計図のつくり方 / 第 1
章の書き方 / 著者プロフィールページのつくり方など、13 講座にわたって小冊子につい
ての理解を深めていく内容になっています。各単元「テキスト」と、小冊子づくりに長
年携わってきたアート印刷のスタッフが、助言やサポートを行います。全講座（約 2 ヵ月）
を終了すると、自動的にあなたの小冊子原稿が完成します。

★最後の 13 単元でライターが添削チェック！
そして、最後の 13 単元で大きな特典をご用意しました。1 〜 12 単元であなたが書
き上げた小冊子原稿を、文章のプロ「ライター」が添削チェックしてくれます。この「原
稿執筆通信講座」なら、自信を持ってあなたの小冊子を印刷・発行することができます。

　　　　　　　　★書き方を学びながら小冊子原稿を書き進めていける　　　　　

原稿執筆通信講座
小冊子原稿作成料金の一例

　　　　　　　　　　総ページ数	 	 	 金額

　　　　　　　　　　５０ｐ　………	 ￥１３８，０００
　　　　　　　　　　７０ｐ	 ………	 ￥１８１，０００
　　　　　　　　　１００ｐ	 ………	 ￥２４０，０００

※ 弊社の原稿作成サポートコースは、原稿が完成後、弊社で印刷・製本、
　 もしくは電子書籍化（Kindle 出版）していただける方を対象にした
　 サービスです。
　 例えば、「印刷・製本は知り合いが安くしてくれるので、原稿づくりだけ
　 御社のサポートを受けたい」という場合はお受けすることができません。
※ 印刷・製本費用は別途となります。
※ 消費税は別途申し受けます。
※ 詳しい料金表は 8 ｐに掲載しています。
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集客用小冊子

原稿執筆通信講座　第 1 ～ 13 単元の内容

■ 第１単元 　小冊子の狙い・目的を明確にする／顧客育成の流れ図をつくる

■ 第２単元 　小冊子の章立て案をつくる

■ 第３単元 　目次案を完成させる

■ 第４単元 　小冊子タイトル案	／	本のサイズ	／	Amazon 出版について

■ 第５単元 　執筆前の注意点	／「はじめに」を書く

■ 第６単元 　第１章の書き方

■ 第７単元 　第２章の書き方

■ 第８単元 　第３章の書き方

■ 第９単元 　第４章の書き方

■ 第 10 単元 　第５章の書き方

■ 第 11 単元 　「おわりに」と	著者プロフィール紹介ページを書く

■ 第 12 単元 　小冊子原稿の全体仕上げを行う

■ 第 13 単元 　文章のプロ「ライター」による添削チェック

　　　　　　　　　　　　　↓　　　↓
　　　　　　　　　　  小冊子原稿の完成

小冊子原稿が完成すると、仕様や冊数の打ち合わせ。
小冊子印刷のお見積り。そして印刷製本へと進みます。
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■ 原稿執筆通信講座の特長は

　　　小冊子集客全般についてのコンサルティングから
　　　スタートします。

本講座の第１単元で、「小冊子の目的の明確化」「告知・配布方法の設定」「顧客育成の流れ
の設計」などを行います。もちろん、経験豊富なスタッフによるコンサルティングを受け
ながらの作業なのでご安心ください。

　　　あなたに合ったペースで、アドバイスを受けながら
　　　原稿づくりを進めることができます。

集客用小冊子 原稿執筆通信講座は、平均すると約２ヵ月で全単元を終了し、小冊子原稿を
完成させますが、「私は 1 ヵ月で原稿を書き上げたい！」逆に「私は、時間をかけてじっく
り書きたい！」など、自分に合った自由なペースで通信講座を進めることができます。

　　　ゴーストライターに頼らず、自力で原稿を
　　　書き上げるので読者に熱い想いが伝わります。

原稿執筆通信講座は、ライターがあなたの原稿を代筆する講座ではありません。
Ｅメールで配信する各単元テキストのアドバイスを参考にして、自力で各章を書き上げて
いきます。「１００％」自分の力で書き上げるので、あなたの強い想いが、そのまま読者に
伝わります。ですから小冊子の読者はあなたに会う前から、あなたのファンになってくれ
ます。

　　　単元ごとにテキストが配信されるので安心です。
　　　書き方アドバイスやヒントが役に立ちます！

本講座テキストは、全 13 単元で約 80 ページですが、これを 13 回に分けて配信します。
たとえば、第５単元では「第１章原稿作成のポイント」、第 11 単元では「おわりに」の文
例紹介／「著者プロフィールページのサンプル」など、原稿づくりに役立つテキスト（ワー
ド版）を１単元ずつＥメールで配信します。
★単元テキストの一部を 10～ 13ｐに紹介しています。ご覧ください。

原稿執筆通信講座の特長

特長
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　　　小冊子の目次案をつくってから執筆に入るので
　　　執筆中の「迷い」や「リタイア」を防止できます。

集客用小冊子の原稿づくりにおいて約５割の人が途中で諦めたり、まったく書き進めない
状態に陥ったりします。それは設計図（目次案）をつくらずに原稿執筆に入ってしまうか
らです。そのような事態を避けるために、原稿執筆通信講座では第１単元〜第４単元で
あなたの集客用小冊子の設計図（目次案）づくりをしっかり行います。

　　　本講座単元テキストが、２本目、３本目の小冊子執筆時に
　　　役立ちます。

弊社の 3 つの原稿作成サポートコースの中で、学習テキストが用意されているのは『原稿
執筆通信講座』だけです。
この学習テキストが、２本目、３本目の小冊子執筆時に大いに役立ちます。テキストをサッ
と復習するだけで、ライターから教わった数々のアドバイスが脳裏に蘇ってきます。

特長

5

原稿執筆通信講座の特長

特長

６
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■ 単元テキストの配信　→　原稿づくり　→　返信　の流れ
１単元〜 12 単元は、各単元テキスト（ワード版／４Ｐ〜８Ｐ）がＥメールで配信されます。
例えば次のような流れで講座が進んで行きます。
表の青い列は「アート印刷」、黄色の列は「受講者」のスケジュールを表しています。

《通信講座－日程の例》

アート印刷 受講者

９月１日

（第 1単元）
原稿執筆通信講座スタート
第１単元テキストを受講生へＥメールで送信し
ます。

第１単元テキストの課題にとりくみ、単元
テキストに回答を打ち込んでください。
アート印刷へＥメール送信。

９月 5 日
（第２単元）
第 1 単元課題へのアドバイスと、第２単元テキ
ストを受講生へＥメールで送信します。

第２単元テキストの課題にとりくみ、単元
テキストに回答を打ち込んでください。
アート印刷へＥメール送信。

（中略）

９月 15 日
（第５単元）
第４単元課題へのアドバイスと、第５単元テキス
トを受講生へＥメールで送信します。

第５単元テキストの課題（第１章の執筆）
にとりくみ、第１章本文原稿を打込んだ

「Word 原稿」をアート印刷へＥメール送信。

（中略）

10 月 5 日
（第９単元）
第８単元課題へのアドバイスと、第９単元テキス
トを受講生へＥメールで送信します。

第９単元テキストの課題（第 5 章の執筆）
にとりくみ、第５章本文原稿を打込んだ

「Word 原稿」をアート印刷へＥメール送信。

（中略）

10 月 17 日
（第 12単元）
第 10 単元課題へのアドバイスと、第 11 単元テ
キストを受講生へＥメールで送信します。

第 11 単元テキストの課題にとりくみ、全
体原稿の仕上げ調整を行った「Word 原稿」
をアート印刷へＥメール送信。

10 月 22 日
（第 13単元）
受講生が仕上げ調整を行った「原稿 .doc」をアー
ト印刷のライターが添削チェックします。

10 月 27 日
ライターの添削チェック終了。
添削チェックした「原稿 .doc」を受講生へＥメー
ル送信します。

原稿執筆通信講座終了
受講生自身で一部修正して小冊子原稿が完成

　↓
　　いよいよ小冊子の印刷製本へ

先ずは、小冊子印刷のお見積りからスタート。２週間〜３週間後に見事な小冊子が完成します。

「約１ヵ月半で終わらせたい」「私は３ヵ月で終わらせたい」など、原稿執筆通信講座はあなたの
ペースで進めることができます。

原稿執筆通信講座の流れ
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■ アート印刷スタッフからのアドバイスとは

アート印刷スタッフが単元毎に受講者に送るアドバイスの一例をご紹介します。

　事例１　　中村さんが考える小冊子の告知方法とフォロー策を拝見しました。「住宅の新築現
場に小冊子を入れたケースを置いておき、自由に持ち帰ってもらう」というアイデ
アはとてもいいですね。本気の見込み客は現場に高い関心を持っているはずなので、
必ず手に取ってもらえるでしょう。
ただ、少し気になるのが、ステップメールやメルマガなどネット関連のフォロー対
策がなかったことです。費用負担の軽さを考えれば、これらを実施しない手はあり
ません。
特にイベント参加者へのステップメール配信は重要なので、今から８便〜 12 便分
の文章を準備されることをおすすめします。

　事例２　　第２章を拝見しました。私たち素人が「へぇー　知らなかった…」という問題提起
になっているので興味深い内容だと思います。
ただ、全体的に硬い文章になっていると感じました。「絵」が浮かぶような文章が
欲しいですね。たとえば、９Ｐあたりに、

「社長！　今、××産業の長谷川さんが来社されましたが、『この機械いったい
どうなっているんだ』と真っ赤な顔で怒っています。社長、今すぐ事務所へ来
てください。」という女性事務員の声に
私は急いで事務所へ向かいました。

長谷川さんは私どもの発電機を台車に積んで事務所に持ち込み、女性事務員に
怒りをぶつけていたのです。

このような実話を入れませんか？このような実話、場面を入れると、読者は文章に
吸い込まれていき、真剣に読んでくれます。

　事例３　　第３章の「私がこの小冊子を書いた理由」を拝見しました。
この章は、手抜きになりがちですが、自己開示を通じて読者の共感を呼ぶ大切な章
です。今、第３章のボリュームが４ページです。これは短いですね。少し書き足し
ましょう。
多田さんが主宰する勉強会の様子や目的を説明していますが、何か物足りないと思
います。多田さんは、勉強会の会員に対して本気で叱ったことがありませんか？
おそらくあると思います。そのときのことを書き加えたら、多田さんの人柄・想い
を伝えることができます。
第４章の執筆に入る前に、加筆した第３章を送ってくだされば拝見いたします。

原稿作成のアドバイス
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　事例４　　第４章を拝見しました。すこし、「セールス色」が強すぎると感じました。
42 Ｐの３行目　中村歯科医院では使用器具の消毒のために…
43 Ｐの５行目　中村歯科医院では治療後のメンテナンスを大切に……
45 Ｐの 10 行あたりで　中村歯科医院では 4 人の衛生士が担当患者の……
第４章で、「中村歯科医院」という固有名詞が頻繁に出てきます。これでは、読者
が「セールスをうけている」という気分になってきます。第三者の立場で説明した
方が信頼されます。
たとえば、

使用器具の消毒については、×××消毒をしてさらに×××処理をするほど徹
底している医院を選ぶようにしてください。

というような書き方です。
読者は「中村先生がこのように言っているのだから、中村歯科ではそのような消毒
システムになっているんだな」と認識してくれます。もしも、大幅な書き直しが難
しいようでしたら、「中村歯科医院では…」→「私どもの医院では…」と言い換え
るだけでもかなりセールス色が消えます。

　事例５　　田原さんの第５章はＱ＆Ａ集ですね。
単元テキストのアドバイスを意識して上手に書いていると思います。
田原さんの人柄が伝わってきました♪
スミマセン。私の素朴な質問です。

私の母は 68 歳です。高血圧で内科医院からの薬を 10 年以上飲み続けています。
高血圧の人もこの治療方法を受けることは可能でしょうか？

このような質問を受けることがあるのなら、ぜひ入れて下さい。

　事例６　　斉藤様の著者プロフィールを拝見しました。
お名前「斉藤秀人」の下の自己紹介の文章ですが、ちょっと手抜きになっていると
思います。
みなさんご自身のことは書き難いようです。あと５行ぐらいは増やしたいですね。
たしか斉藤さんは、今年の春の小豆島のハーフマラソンに出場した！とおっしゃっ
ていましたね。
そのことを入れてはいかがですか？　斉藤さんの人柄が伝わると思います。
それと、お顔写真ですが、スーツ姿でさらに 10 カットぐらい撮影してみてください。
その中からもう一度選び直してみませんか？
それと、会社の住所／ＴＥＬ／ＦＡＸ／ホームページも入れましょう。

原稿作成のアドバイス
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お申込み・お問い合わせ先

＜原稿執筆通信講座料金表＞

ページ数 金額 ページ数 金額 ページ数 金額

40ｐ 116,000円 50ｐ 138,000円 60ｐ 160,000円

70ｐ 181,000円 80ｐ 200,000円 90ｐ 220,000円

100ｐ 240,000円 130ｐ 303,000円 160ｐ 360,000円

※ 弊社の原稿作成サポートコースは、原稿が完成後、弊社で印刷・製本、もしくは電子書籍化
　 （Kindle 出版）していただける方を対象にしたサービスです。
　 例えば、「印刷・製本は知り合いが安くしてくれるので、原稿づくりだけ御社のサポートを受け
　 たい」という場合はお受けすることができません。
※上記ページ数は、Ａ５サイズ、本文 12 ポイントの標準的なＷＯＲＤ書式でのページ数です。
※内容が特殊な場合は、割増料金が発生します。
※上記金額は消費税別です。

■ お支払方法は
■原稿執筆通信講座のお支払は２回に分けてお振込みください。
１回目　第３単元終了時に

第３単元が終了し、目次案が決まった時点で、私どもがページ数を予測して概算見積
り金額をお知らせしますので、着手金として、概算見積り料金の約半分を指定口座
にお振込み下さい。

２回目　最終単元の終了時に
全ての単元が終了し原稿が完成した時点でページ数の確定 → 正式見積りとなります。 
そして、「正式見積り－着手金＝残金」のお支払いをお願いします。

■振込口座は
ジャパンネット銀行／三菱東京 UFJ 銀行がご利用いただけます。
※振込手数料はお客様でご負担下さい。
　　　１．ジャパンネット銀行 本店営業部
　　　　　普通 001-7219737 　アート印刷株式会社
　　　２．三菱東京 UFJ 銀行 高松中央支店
　　　　　普通 No.0597795 　アート印刷株式会社

■ 原稿執筆通信講座のお問い合わせ／ご相談は
●原稿執筆通信講座についてのお問い合わせ・お申込みフォームは

 ➡  https://ws.formzu.net/fgen/S28168490/
●電話でのお問い合わせは

 ➡ 	087-891-0170　（月〜金　8：30 〜 18：00）
●Ｅメールでも

 ➡　info@artinsatsu.com
ご不明な点、疑問点などございましたらいつでもお問い合わせください。
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■ 「私にはどうしても書けない」
　 原稿執筆通信講座を途中断念する方は…

原稿執筆通信講座は、ライターがあなたの原稿を代筆する講座ではありません。
Ｅメールで配信する各単元テキストのアドバイスを参考にして、自力で各章を書き上げていきま
す。「１００％」自分の力で書き上げることで、あなたの想いが強くなり読者にその気持ちが伝
わります。ですから、読者があなたのファンになってくれます。
しかし、通信講座の途中で「私にはどうしても書けない」と途中断念する方には、下記の方法を
おススメします。

　コースの変更　

「ライターに頼らずに自分の力で小冊子を書き上げたい！」と原稿執筆通信講座に
取り組んだものの「自分には文才がないのかぁ〜？　どうしても自力では書けない」
と自己判断した方には、ゴーストライティングコースへの移行をおススメします。
文章のプロ「ライター」が引継いで見事な小冊子原稿に仕上げます。

※ゴーストライティングコースと原稿執筆通信講座の差額を追加でお支払いください。

■ どんな単元テキストなの？

次ページの参考資料をご覧ください。

途中断念してしまったら…
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参　考　資　料

　集客用小冊子

▪原稿執筆通信講座　第１単元テキスト

　『 小冊子の狙い・目的を明確にする 』（１p ～６p）

この課題に着手した日付　　　年　　月　　日

集客用小冊子原稿執筆 第１回通信講座は、問１〜問５までの課題に取り組んでください。
全ての問題を書き終えると、本ワードファイル（１単元テキスト .doc）をＥメールで送り
返してください。

Ｅメールの件名は、第１単元返信
メールアドレスは、info@artinsatsu.com  まで

※第１単元について不明な点がございましたら、Ｅメール・電話でお問合せください。
Ｅメール　info@artinsatsu.com　　ＴＥＬ　087-891-0170（月〜金　8：30 〜 18：00）
担当：■■まで

では、第 1 単元スタートです！

１．小冊子をお配りするターゲットを明確にします
あなたがこれからつくる「集客用小冊子」を配布するターゲットを明確にしてください。

例：　・集客アップ／売上アップを真剣に考えている中小企業の社長
　　　・入れ歯やブリッジの不便さに悩む５０〜７０代の男女

　　　・家づくりを考えているが、資金計画に強い不安を感じている３０代の夫婦

★あなたの小冊子のターゲットをお書きください。
　　　　　　　　↓　　　　↓　　　　↓

第１単元テキストの
一部をご覧ください。

参考資料
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２．著者に必要な「役づくり」
小冊子は本気の見込み客を集めるツールであると共に、見込み客（読者）からの信頼を勝
ち取る、ファンになってもらうためのツールです。ですから、小冊子のなかで「セールス」
を行ってはダメです。

※セールスは別刷りのチラシやパンフレット、ＤＭ、ホームページ、メルマガなどで行います。

小冊子を求める人は、本気の見込み客ですが、まだセールスマンを探す段階ではありません。
商品購入に向け「下調べ」の段階です。この段階でのセールスは大嫌いです。
小冊子を求める人は、「私は勉強したい！」「私は信頼できる専門家を見つけたい！」と強
く願っています。その強い願いに応えるために、
小冊子の中ではセールスマンを完全に捨て、良きアドバイザーに徹してください。

そのために、「著者としての役づくり」が大切です。
あなたは、小冊子の中でどのような役を演じますか？

例１：「わが社の化粧品を買って！」と強く願う化粧品の製造販売会社の社長業を後輩に譲り、
会社を退社。退社後、化粧や美容の技術を通じて QOL（Quality of Life ＝生活の質）向上をめざす
活動に取り組む講師の立場で小冊子を書く。

例２：長谷川歯科医院の売上アップを強く願う長谷川歯科医院の院長ではなく、
「予防歯科医の大切さ」を訴える「××県歯科医師協会の会長」の立場で小冊子を書く。

例３：中村会計事務所の所長さんの立場ではなく、
中小企業庁から、「信頼できる会計事務所選び」をアドバイス、指導するように委託されたコンサル
タントの立場で小冊子を書く。

例４：弊社 アート印刷の社長は、印刷物の受注をねらう営業マンの立場ではなく、中小企業の商売繁盛を
強く願う「応援団長」「アドバイザー」の立場で小冊子を書いています。

★あなたは小冊子の中でどのような役を演じますか？　お書きください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　↓　　　　↓

※この項目は真剣に考えてください。よい俳優は与えられた役になりきります。心の底から
その役になりきります。だからファンが増えます。

参考資料
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　集客用小冊子

▪原稿執筆通信講座　第６単元テキスト

　『 第１章の書き方 』（１p ～４p）

この課題に着手した日付　　　年　　月　　日

集客用小冊子 原稿執筆通信講座 第６単元では、第１章の本文を書いていきます。
がんばりましょう！

本テキストで第１章執筆の要領や注意点をしっかり学んだあと、本メールに添付した「原
稿用 .doc」に第１章の本文を打ち込んでいきましょう。
第１章の本文を書き終えると、「原稿用 .doc」と、本ワードファイル（６単元テキスト .doc）
の 2 つのファイルをＥメールで送り返してください。

Ｅメールの件名は、第６単元返信
メールアドレスは、info@artinsatsu.com  まで

※第６単元について不明な点がございましたら、Ｅメール・電話でお問合せください。
Ｅメール　info@artinsatsu.com　　ＴＥＬ　087-891-0170（月〜金　8：30 〜 18：00）
担当：■■まで

では、第６単元スタートです！

第６単元テキストの
一部をご覧ください。

参考資料
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■第１章の書き方

第１章	友人の「家づくり」を見て私は不安になりました　		（工務店の第１章のタイトル事例です）

第１章	歯科治療に対する常識が間違っている　　　　　　（歯科医院の第１章のタイトル事例です）

高額な商品を購入しようと考えたとたんに、私たちの脳裏にはさまざまな不安や、疑問がわい
てきます。この第１章で、商品の購入時や、購入後によく起こる、さまざまな問題／不安なこ
と／不満なことを問題提起しましょう。
プロのあなたが、素人の読者に認識してもらいたい『失敗事例や問題点・業界のウラ事情』な
ど、２点〜３点をピックアップしてください。
第１章で、商品選びに関する問題点や消費者の不安・不満を明確にしていきます。

■なぜ、問題点を明確にする必要があるのでしょうか？

読者（消費者）が抱いている不安や不満は、漠然としていることが多いようです。
「よくわからないけれど、なんとなく不安…。なんとなく不満…」
この漠然とした不安や不満を、ハッキリと思い出してもらう、ハッキリと認識してもらうため
にも、明確な問題提起が必要となります。

■問題を投げかけることで「共感」を勝ち取る

さまざまな問題／不安な事／不満な事などを 問題提起することで、「この著者は、私たちの気
持ちをよく理解している人ね♪」と、読者から共感してもらうことも第１章の役割のひとつです。
共感を勝ち取ってから、第２章「問題点のさらなる掘り下げ」につなげていきましょう。

■	第１章と第２章の違い

「『魔法の章立て』は、第２章も『問題提起』ですね。第１章と第２章の違いは何ですか？』
という質問をよくいただきます。では、その違いを説明させていただきます。

第１章で著者が行う問題提起は、読者に次のような感情をもってもらうために行う「問題提起」
です。「そうそう…」「そうだよね…私も経験したよ」「あっ、そうかも…」と、読者が感じて
くれる。共感してくれる。これが第１章で行う問題提起です。

以上で単元テキストの一部紹介を終わります。

参考資料
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参考資料
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参考資料
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お申込み・お問い合わせ先

原稿執筆通信講座についてのご相談・問合わせフォームは
　ここをクリック　→　 https://ws.formzu.net/fgen/S28168490/
電話でのお問い合わせは 087-891-0170　（月〜金　8:30 — 18:00）
メールでのお問い合わせは   info@artinsatsu.com

小冊子集客入門塾

アート印刷株式会社


