
ゴーストライティングコースについてのご相談・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

私は文章が書けない！
書く時間がない !! という方へ

「ゴーストライティングコース」の
ご案内

小冊子集客入門塾

アート印刷株式会社
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忙しくて小冊子や本の原稿を書く時間がない！
私は、ゴーストライターに書いて欲しい…
という社長さんにおススメします。

「ゴーストライティングコース」

「社長業が忙しくて集客用小冊子・本の原稿執筆は無理です！」という方は、文章づ
くりのプロ「ライター」にお任せください。
あなたの知識・経験・想いを、弊社の小冊子制作アドバイザーが５回〜７回電話取材
し、ライターがあなたの小冊子の原稿作成を代行します。「さすがプロ！」という見
事な小冊子・本原稿に仕上げてくれます。

　　　　　　　　★「ゴーストライター」があなたに代わって執筆します！　　　　　

ゴーストライティングコース
小冊子原稿作成料金の一例

　　　　　　　　　　総ページ数	 	 	 金額

　　　　　　　　　　５０ｐ　………	 ￥２７５，０００
　　　　　　　　　　７０ｐ	 ………	 ￥３６１，０００
　　　　　　　　　１００ｐ	 ………	 ￥４８０，０００

※	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６ｐに掲載しています。
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■ ゴーストライティングコースの特長は

　　　「私は文章が書けない！ 書く時間がない !!」
　　　という方の原稿執筆を代行します。

「パソコンの前に１ヵ月も座って小冊子の原稿を執筆する時間がない！」という社長さん・
先生におススメしたいのが、「ゴーストライティングコース」です。
ゴーストライターが忙しいあなたに代わって小冊子・本の原稿を執筆します。
忙しい社長さんや先生は、本来やるべき大切なお仕事に集中してください。

　　　60 分の電話取材を 5 ～ 7 回実施
　　　あなたの想いを余すところなく書き上げます。　　　

ライターが、電話取材を５〜７回行います。
１回目の電話取材は「小冊子・本の目次案」を決めるための取材（約 60 分）。
２回目以降の電話取材は、決定した「目次案」に沿って行う本番取材です（１回が約 60 分）。
電話取材が終わると、ライターが小冊子・本の執筆作業に入ります。
ライターの原稿案ができあがると、お客様が原稿案をチェックしてください。
「修正要望」「書き足し要望」など、ご遠慮なくお申し付けください。

　　　オプションにて、訪問取材も実施いたします。

100 ｐ以下の小冊子・本ですと、電話で十分取材できますが「面談で取材をして欲しい！」
といったご要望には、オプションにて訪問させていただきます。
その際に発生する出張費・宿泊費・交通費はお客様のご負担となります。
下記の金額はその目安です。ご参照ください。
　　　　＜東京￥80,000 ／名古屋￥70,000 ／福岡￥70,000 ／大阪￥50,000 ＞

※いずれも税別

ゴーストライティングコースの特長
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　　　小冊子のタイトル・著者紹介ページもおまかせください。

「ゴーストライティングコース」は、本文の原稿作成だけではありません。
１．小冊子・本の目次案づくり
２．小冊子・本のタイトル提案
３．著者プロフィール紹介ページの取材・制作
までお手伝いします。忙しい社長さんや先生にピッタリの原稿執筆サービスです。

　　　90 日後には見事な小冊子が完成しています。

一般の方が、集客用小冊子の原稿執筆にかかる平均的な日数は 100 〜 120 日。
「ゴーストライティングコース」なら、電話取材を受けてから約 90 日後には素晴らしい小
冊子が印刷製本され、あなたのお手元に届きます。
この 90 日のなかで、あなたが小冊子づくりに割く時間は 2週間くらいです。
本来の社長業に取り組んでいる間に、待望の小冊子・本ができあがります。

特長
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ゴーストライティングコースの特長
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■ ゴーストライティングコース 仕事の流れ

「ゴーストライティング希望」と連絡をください

まずは、お客様が「ゴーストライティングコースを希望する」と、
アート印刷へ連絡を入れてください。
　　➡ info@artinsatsu.com　　　　➡	087-891-0170　まで

小冊子・本の内容について事前取材をします

日時を調整して、「お客様がどのような内容の小冊子・本をつくりたいのか？」を
電話で事前取材します。（60 〜 90 分）

「目次案」の決定

その後、電話やＥメールで数回打ち合わせをして小冊子・本の目次（案）を完成させます。

概算見積りをお知らせします

目次（案）が完成すると、ゴーストライティングの概算見積りをお伝えします。たと
えば、事前取材によって、お客様の小冊子・本のページ数が『少なくて 60 ページ、
多くて 90 ページになる』と予測される場合は、「ゴーストライティング代が 32 〜 44
万円の費用になります」という概算見積りをお伝えします。

着手金をお振込みください

ゴーストライティングコースを正式発注する場合は、着手金として
概算見積りの約半分を指定の口座にお振込みください。

本番取材を行います

着手金が入金になると、目次案に沿って本番の電話取材をスタートします。
（約 60 分の取材を４〜６回行います）

ゴーストライティングコース　仕事の流れ
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ライターが執筆作業に入ります

電話取材が終わるとライターが、本文の執筆作業に入ります。
※ライターが執筆中に追加取材をお願いすることがあります。

お客様に原稿のチェックをしていただきます

ライターが本文原稿案を書き上げると、そのＷＯＲＤ原稿ファイルをお客様に送信し
ますので、お客様は確認作業と修正指示作業をお願いします。

お客様の修正指示の方法

お客様の修正指示は２つの方法があります。
Aライターから届いたWORD原稿ファイルを自分のパソコンで開いて、原稿を読みな
がら修正指示を赤文字で打ち込む。そして、Ｅメールでライターに送り返す方法。
Bライターから届いたWORD原稿ファイルをプリントアウト。プリントアウトした紙
に修正を記入したり、修正要望を記入して郵便でライターに送り返す方法。

小冊子・本の原稿完成に向けて

Step ８〜 Step ９のようなライターとお客様のやりとりを、２〜３回行って、
小冊子・本の原稿完成となります。

残金をお振込みください

原稿の完成によって、（本文ページ数の確定）→（ゴーストライティングの正式見積
りを提示）→（残金のお支払）となります。

小冊子・本の印刷製本の打合せ

このあとは、小冊子・本の印刷製本の打ち合わせに入っていきます。
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ゴーストライティングコース　仕事の流れ

Step

10

Step

11

Step

12



6

＜ゴーストライティングコース料金表＞

ページ数 金額 ページ数 金額 ページ数 金額

40ｐ 232,000円 50ｐ 275,000円 60ｐ 320,000円

70ｐ 361,000円 80ｐ 400,000円 90ｐ 440,000円

100ｐ 480,000円 130ｐ 605,000円 160ｐ 720,000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
■ゴーストライティングコースのお支払は２回に分けてお振込みください。
１回目　本パンフレット4ｐのStep	４

目次案が決まった時点で、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　本パンフレット５ｐのStep	11
全ての業務が終了した時点で、正式見積り金額をお知らせしますので
残金を指定口座にお振込み下さい。

■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

■ ゴーストライティングコースのお問い合わせ／ご相談は

●ゴーストライティングコース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。

ゴーストライティングコース　仕事の流れ
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ゴーストライティングコースについてのご相談・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
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集客用小冊子の章立て例①

工務店の小冊子

はじめに

第１章　友人の「家づくり」を見て、私は不安になりました

第２章　どうしてこんな間取りにしたのだろうか？

第３章　なぜ	私はこの小冊子を書いたのか？

第４章　間取り設計で失敗しない家づくりの法則

第５章　家を見に行きましょう

おわりに

著者プロフィール紹介

★第５章を「	第５章　あなたの疑問・質問にお答えします	」として、
　Ｑ＆Ａの章にする方法もあります。

集客用小冊子の章立て例
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集客用小冊子の章立て例②

歯科の小冊子

はじめに

第１章　歯科治療に対する常識が間違っている

第２章　よくわからない	保険治療と自費治療のちがい

第３章　なぜ	これまでの常識は間違っていると気付いたのか？

第４章　自費治療の上手な使い方

第５章　よい歯医者さんの選び方

おわりに

著者プロフィール紹介

★第５章を「	第５章　あなたの疑問・質問にお答えします	」として、
　Ｑ＆Ａの章にする方法もあります。

集客用小冊子の章立て例
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集客用小冊子の章立て例③

生命保険代理店の小冊子

はじめに

第１章　保険の話は難しくて理解できません

第２章　生命保険の基礎知識を説明しない営業マン

第３章　なぜ	わたしがこの小冊子を書いたのか？

第４章　生命保険で失敗しない７つのポイント

第５章　信頼できるアドバイザーを見極める方法

おわりに

著者プロフィール紹介

集客用小冊子の章立て例
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参考資料
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参考資料
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小冊子集客入門塾／アート印刷株式会社

ゴーストライティングコースについてのご相談・問合わせフォームは
  →　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

お申込み・お問い合わせ先


