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桑原　成澤さんは、今はなんて名乗ってはるんですか？

成澤　普通に「DRMコーチ」と名乗っています。

桑原　じゃあもう、セールスライターとかじゃなくて？

成澤　セールスライターは本業ですから、もちろん枕言葉につけ

て。プラス、今はこういうことも主力でやっていますよ、と。

桑原　でも、セールスライターよりもDRM導入コーチのほうが

ウケそう。

成澤　その価値をわかってくれる社長は、ソッコーで食いつきま

すね。この仕事のいいところは、いろんな業種の社長さんと出会

えること。で、結構先頭を走っている社長さんが多いんですよ。

本当に「構え・撃て・狙え」タイプの社長が多くて、そういうのっ

て普通じゃないから、社員がついていけないんですよ。

桑原　わかる。

成澤　なので、その間に入って通訳になってあげるみたいな。「社

長はこういう意図ですよ。だからこうしてね」と教えてあげる。

そうすると社内がつながって、ちょっとよくなってくるんですよ。

桑原　そうですよね。私もわからなかったときは、「また上が何

を言ってんの !?」って思っていましたからね。

成澤　やっぱりああいう社長はすごいなと思う。素早さがすごく

て。もうパッパと切りかえるので。だから下の人は大変だと思う。

DRMの実践のためには
社長と社員の橋渡し役が必要だった！

成澤　結局、僕らセールスライターが「レターを書きますよ」と

言っても、それ以前の段階でつまずいている会社が多いんです。

１人ビジネスの人だったら「じゃあ書いて」となるんだけれど、

普通は何人か社員がいて、マーケティング部門も一応あって、社

長がむっちゃ勉強してDRMをわかっていても、社員にはその重

要性が伝わっていない。「これからはDMだ、やれ」「LPを書け」

と言われてもできないし、社員からすれば「あの人が何をやって

いるのかわからない」。社長は社員に勉強してもらいたいから、

教材を買って社員に与える。でも社員はワケがわからない。うま

くいかないから、社長がまた別のセミナーに行って、別の教材を

買ってくる。やっぱり社員はワケがわからない。社長は売上のた

めにやっているはずなのに、どんどん浮いていく。本当はコピー

を書いてほしいんだけど、それよりも社員をどうにかしたいんだ

よね、という話を懇親会とかでちょいちょい聞いて。

桑原　確かにお客さんの話を聞いていると、書いたことがない人

に書いてもらおう、勉強させたいという方も多いです。

成澤　だから、「12週間コピー」とかが最適だと僕は思っている

けど、あれだと自分の事業に転換できない人がいるんですよ。

桑原　どういうことですか？

成澤　あれって体系的な大きなくくりで説明してくれるから、自

分のニッチなビジネスにうまく応用できない人がいるんです。例

えば、どのスワイプを使っていいのかわからない。一番よく聞く

のは、「スワイプのとおりに書けば売れると聞いたのに、売れな

いんだ」と。でもスワイプって、全然違うのをマネしても仕方な

いじゃないですか。オファーだけでどうにでもなりそうな、むっ

ちゃ引きの強いオファーなのに、そうじゃないタイプをマネても

ね。

桑原　お客さんのレベルに合わせたレターが書けていないという

ことですよね。例えば、「ダイレクトから新商品が出ましたよ」

と言うだけで買ってくれる人に対して、ややこしいレターを書い

てしまっている、みたいな。

成澤　そうそう。「添削してくれ」と言われて見ると、そこでズッ

コケている人が多い。あとは、レターを作ってから「これからペ

ルソナを考えるんです」と不思議なことを言う人とかいるんです

よ。だから、社長がいくら「ペルソナが」と言っても、社員がそ

ういう状態なので、「だったら教えましょうか」と、その会社に

落とし込んでやっているんです。でも教えていることって結局、

「３Mって何」みたいなところ、DRMの基礎の基礎からですけ

どね。

桑原　まあ、そうですよね。わからないですもんね。

成澤　皆でペルソナやベネフィットを作るワークをやったり、広

告の添削とかをしていくと、やっぱり反応が上がってくる。僕の

クライアントは住宅メーカーなんかが多いので、毎週チラシを出

したりしているんですが、最初は 10 組ぐらいしか来なかったの

が、ハマるようになって 20組、30組来るようになったりして。

そうすると今度は、営業スタッフだけじゃ足りないから、ヘルプ

を入れなきゃいけない。その次は、どうやって初対面のお客さん

と仲よくなればいいかとか。不思議だけれど、それがうまくいか

ない人もいて。知らないお客さんが展示会や見学会に来ました。

それをどうもてなせばいいか、みたいな。

桑原　そこ？　でも、それは成澤さんの仕事じゃないですよね。

最初に「やります」と言った以外の内容までサポートを？

成澤　それもやります。「マーケティングって何ぞや」というの

を突き詰めていくと、マーケティングってお客さんに価値を提供

して、それに見合うお金をもらうことですよね。そうすると、僕

のクライアントの会社のゴールは、お客さんが満足して売上を上

げることなので、DRMじゃないところも含めてマーケティング

だと僕は思っていて。だからそっち側も勉強するし、寺本さんが

言っていたように自分のほうがちょっとでも知っていれば先生だ

から、みんなが知らないと言うんだったら、調べてフィードバッ

クできるところまで勉強して教えていく。だから、今やっている

のは、DRMだけじゃないんです。

コーチ、コンサル、枠に捉われずに
必要なときに必要なものを提供

桑原　お話を伺っていると、コーチングというよりは、コンサル

タント的なこともされつつ？

成澤　相談を受ければ当然答えますし、コーチングだけじゃなく

て社内会議にも一緒に入るので、今社内で何が問題かというのを

一緒に把握して、オブザーバーみたいな形で意見を言ったりもし

ます。でも僕も経験があるんですけど、コンサルに上から「ああ

しろ、こうしろ」と言われると、現場が反発する場合があるんで

す。僕が居酒屋の店長をやっていたときも、コンサルに言われる

のがイヤだから、頑張って業績が上げようみたいな。それだと意

味がないから、コンサルというよりは、コーチングで正しい方

向に歩いていってもらう「導く系」のほうが、自分の性に合っ

ているなと思っているんです。でも嬉しいですよ。40～ 50歳ぐ

らいのおばちゃん社員さんに「成澤さんにあと 10 年早く会いた

かったです」って言われたり、「４年前からずっと言われていた

PASONA（パソナ）の意味が、今日初めてわかりました」と言

われたり。

桑原　パソナの意味？　派遣会社の意味ってことですか？

成澤　そっちじゃないよ、お姉さん！　PASONAって神田昌典

さんが提唱してる（笑）。

桑原　ああ。もうあかんわ（笑）。

成澤　その PASONAの法則を、４年ぐらい前から会社で言われ

ていたんですって。でも何のこっちゃわからなかった。順を追っ

て聞いて、やっと今日理解できましたと。「成澤さんが来てから

社長が怒らなくなったんです」とか「穏やかになったんです」と

か言われると、「ああ、よかったな」と思います。

桑原　そのカリキュラムはどうやって作ったんですか？

成澤　覚えていく順番はこう、という道筋だけはつけていますけ

ど、その会社によって問題点が急に出てきたり、状況が変わった

りするので、毎月、社長さんと話し合いをして決めます。「来月

はこれをやるつもりだったんですが、何か希望はありますか？」

とか、「今問題になっていることはありますか？」と聞いて、「じゃ

あ先にそっちをやりましょうか」みたいな感じ。

桑原　なるほど。面白いな。

ライティングだけでは割に合わない！
それをいかに克服するか？

桑原　セールスライターとしてやっていこうと思ったときに、みて社内会議にも一緒に入るので、今社内で何が問題かというのを
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DRMをやりたい社長の意図を、社員に伝えて教える
「通訳役」に意外な需要がアリ！

ワンダーワード代表、ダイレクト出版「The レスポンス」認定セールスライター。前職の飲食店店長時代に東日本大震
災の影響で来客が激減。そのときコピーライティングやDRMに出会い、店舗での試行錯誤を繰り返したところ、店が
84 店舗のグループ店舗中、昨年比売上げ日本一に。このころからコピーライティング関係の依頼が増え、2013 年にコ
ピーライターとして起業。セールスコピーを書く一方で、クライアントのDRM導入支援、仕事の仕組み化、社員研修、
DRMを初心者にも分かりやすく教えるセミナーなど幅広く活動中。「関わる人みんなを笑顔にする」がモットー。

成澤将士 Masashi Narisawa

編集長、桑原志津香が「この人スゴイ！」と思った方に
突撃インタビューをかますこの企画。
今回はセールスライターだけど、コーチングやコンサル
までおこなう成澤さんをウォンテッド（指名手配）！
しっかりキャプチャー（逮捕）してきます!!



31

もやっていたので、職人の世界がわかるんです。職人さんって、

本当に身を削っていて、すごくこだわって作っているから、旅行

も行けないんですよ。例えば牛を飼っていると、餌をやらなきゃ

いけないから、泊まりの旅行に行けない。そういうふうに人生に

制限までつけてやっているのに、そこまで頑張ってもいなくて

も、ちょっと宣伝がうまいところがあれば、そっちが売れる。

　ウチの田舎のほうだと、言い方は悪いけれど、宣伝がうまいと

こは「クソだ」と言われていて。板前の世界でもそうで、「腕が

よければお客さんが来るんだから、宣伝みたいにみっともないこ

とはするんじゃない」という考え方なんです。そういうところで

育ったので、「売る」ということに対しての抵抗はあった。でも、

コピーのことを勉強していくうちに、それはどうも違うと。それ

だったら、逆にそう思っている人たちの代わりにライターとして

宣伝してあげて、その職人さんの価値が正当に評価されて、それ

に見合うものがもらえるようになればいいなと。その橋渡しにな

れたらいいなと思ったのが、ライターになろうと思った根っこの

部分なんです。だから僕はどっちかというと情報商材のコピーを

書くというよりも、現場に入っていくほうが好きなんです。

桑原　リアルなほうですね。

成澤　「実りある人生を追いかける」じゃないけど、そのために

は最終的に人間力を高めなきゃいけないというのにぶち当たる

し。それにクライアントといいつき合いをして親身になるには、

自分の人間力がやっぱり大事だろうと。もちろんプロとしてお金

をもらう以上はプロとしての技量が絶対になきゃいけない。け

ど、でもみんなの技量が一緒だったらどこで選ぶかといったら、

多分に人になってきますよね。

桑原　最終的には人ですよね。

成澤　だから、よりよい人になりたいというのが、多分強いかな。

桑原　なるほどな。いいですね。

成澤　それも、金銭的な余裕ができてきたから、やっとそういう

ことが見えるようになってきたのかもしれない。最初はそんなこ

とを言っていられる状況じゃなかったから。

桑原　なるほど。じゃあ、今はビジネスをする上での目標って何

ですか？　こうなりたいという理想像はありますか？

成澤　うーん、今はちょっとボヤっとしていて、必要とされてい

たいというのはあるんですけど、何だろうね。技術的パートナー

として必要とされるというよりは、社長のよき相談相手みたいな。

桑原　ああ、人と人との？

成澤　そうそう。そのほうがどうも、自分の性に合ってそうだな

というのはありますね。

桑原　じゃあ今されていることにぴったりですね。

成澤　この仕事をしていて、やっとしっくりきました。

んながぶち当たる壁って、「１回書かせてもらってもそれで終わっ

てしまう」とか、「次のお客さんがとれない」ということだと思

うんですが、成澤さんはどのようにセールスライターとして継続

的にお客さんと関係を持ってはるんですか？

成澤　最初は、僕もそこにすごく苦労したんですよ。僕は「猟師

型」と呼んでいたんですけど、魚を捕まえる、獣を銃で撃つみた

いに、自分でクライアントをとるというビジネスモデルがやっ

ぱりすごくしんどくて。今までで一番ひどかったのは、フィー

が 5000 円の案件に２週間かかるとかね。やったことがないのを

無理やり受けちゃうというのも、昔はありました。僕のライティ

ングが遅いというのもあるんですけど、ライティングを主にした

ときに、バッと計算したら、恐らく年収はこのぐらいだろうと。

これは割に合わないなと。それでちょっとウェイトを変えようと

思って、最終的に行き着いたのがコーチングだったんです。

桑原　そのブレイクスルーが起こったきっかけって、何だったん

ですか？　セールスライターから切りかえてコーチになろうと

思ったのは。

成澤　多分、寺本さんもずっと言っていた「あなたは○○屋じゃ

ない」というのが多分……。

桑原　「社長の仕事はマーケティング」ってやつですね。

成澤　そうそう。それが正解だと思ったんです。セールスライター

になったからって、セールスレターを書く必要はない。セールス

レターのよしあしがわかるとか、現場監督ができるという使い方

もあるので、書く部隊がいるんだったら、その人たちに書いても

らえばいい。アプレンティスで寺本さんがレビューして、ああだ

こうだ言って、書く人たちは心が折れるけど頑張るみたいな、あ

れもセールスライターだよね、じゃあ同じようにやればいいやと

思ったのが、多分ブレイクスルーのきっかけですね。

桑原　すごいブレイクスルーですよね。これって、いつごろから

されているんですか？

成澤　もうすぐ１年ぐらいになります。

桑原　前にこのマガジンの「コピーオタク談義」（2014年４月号）

に成澤さんに登場してもらったのが去年の３月。そのときはまだ

そういうお話をされてませんでしたから。

成澤　ちょうどその座談会の前後ぐらいからです。最初は探り探

りだったんですけど、やっていくうちにだんだん確信を得てき

て、これでやっていこうと。今は何しろ競合がいないのでね。

桑原　そうですよね。コーチで入っている人って、あんまり聞い

たことがない。

成澤　特に地方の企業は困っていたりするので。いろいろなとこ

ろから話がどんどん膨らんできて、僕は３月の頭に徳島県庁の人

に頼まれて講演会をやってくるんですよ。

桑原　ええ !?　県庁ということは公務員の仕事ってことですか？

成澤　そうそう。地域振興課か何かの人。

桑原　それってどうやって知り合われたんですか？

成澤　自分の町で特産品のトマトを使ってブランドを立ち上げる

から、どうしようかというのでアライアンス・マッチング大会に

来られていて、そのときにたまたまお会いしたんです。それは、

農家や漁師、地元の商店の人たちが今後どうしていくかという、

地元の社長たちが集まる商工会の話だから。

桑原　ああ、確かにあの辺は悩みそうですよね。

成澤　それにDRMを使ってどう変えられるかという基調講演を

やる予定です。

桑原　絶好調ですね。

成澤　何か、今年はすごいことになってきましたね。

桑原　今年が始まって、まだ１ヶ月ぐらいやけど（笑）。

成澤　わけがわからないぐらいいろんなお話をいただいていて。

桑原　すごく忙しそう。倒れないでくださいね。

小学生のころから新聞の広告文を
読むのが好きでした……

桑原　もともと成澤さんがセールスライターになったきっかけ

は、居酒屋さんの店長をやっていたときに、店の売上を上げたい

から学ぼうと思ったということでしたよね？

成澤　そうですね。「そういう方法があるんだ」と思って。ちょ

うどそのタイミングで、僕はすごいやらかしをしたんですよ。郵

便局で地域を絞ってポスティングしてくれるサービスがあって、

10 数万をかけてやったのに、反応がゼロという大惨事を。これ

はマズイと思っていたときに、たまたまコピーのことを知った。

そのときに寺本さんが言っていたライフスタイルにもすごく共感

できて。当時、朝９時前に出勤して、家に帰ってくるのが夜中の

１時みたいなのを５年ぐらい続けていて、ストレスもひどいし、

体も１回壊したんですよ。そのタイミングで結婚をして……。

桑原　すごいタイミングで結婚している（笑）。

成澤　それなりに充実はしていたし、お給料ももらっていたんで

すけど、このまま子どもができても、寝顔以外は見られない生活

だ、それはイヤだなと。やりたいことをやるには、今の収入じゃ

足りないしとも思ってた。だから会社にお金を出してもらうん

じゃなくて、自分でやろうと思って。

桑原　まずはテンプレート習得コースに来てもらったじゃないで

すか。そのときから、コピーの価値をしっかり感じていたという

ことですか？

成澤　うん。感じていましたね。それまではそんな職業があるこ

とすら知らなかったし。

桑原　普通はそうですよね。今はセールスライターと言っていま

すけど、あのころはコピーライターと言っていたから、コピーラ

イティングといったら、糸井重里さんとかのイメージが強い。だ

から、まさかこんなに長い文章を書く仕事とはね。

成澤　もしかしたら、僕は子どものころからそっち側が好きだっ

たのかもしれないです。

桑原　ライティングするのがですか？

成澤　うん。新聞広告で、英語の物語を聞くだけで英語が話せる

ようになる教材とか、記憶術とか、新聞の１面全部使って細かい

文章で掲載してるのがあったんです。多分ああいうのって今でい

うセールスレターで、僕はそれを読むのが好きだったんですよ。

桑原　広告文を読むのが？

成澤　そう。小学生のときから。

桑原　変わった小学生やな（笑）。

成澤　ベネフィットがちゃんと書いてあるから、子ども心にも期

待感を持てたんじゃないですかね。それで勝手に資料請求をして

親にむっちゃ怒られたり。あのころから、多分そっち側への抵抗

がなかったんだろうと。そうやって文章で人が欲しくなるという

のが、潜在的に好きだったのかも……。

桑原　自分が実感していますしね。

成澤　そう。だから違和感はなかったですね。

桑原　なるほど。

プロとして技量も追い求めるけど、
一番の目標は「人間力を高める」こと！

成澤　あとは、ウチは実家が農家だし、僕は店長をやる前に板前

2

セールスライターの周辺要素をコーチするという
シフトチェンジで大成功！


