
顧客リストの重要性と DRM 

 

 

 

どうも、tiishi です。 

 

今日はビジネスを続けていく上でとてつもなく重要な「顧客リスト」 

 

そして、世界で最も効率よく(つまり、最小限の労力で最大の結果が出せるという意味で

す)お金を稼げる手法「DRM」について勉強していきましょう。 

 

僕は、顧客リストというものを非常に大事にしているからこそ、右肩上がりの収入、そし

て、抜群の安定感で稼ぎ続けることができているのです。 

 

さらに、DRM という手法をマスターしているからこそたった 1 人で、しかも 1 日 30 分と

かの極めて短い作業時間で月収 1000 万円を超える収入を稼ぐことができているのです。 

 

これを知ってるか知らないかで、あなたは 1～2 年で消えていくのか、何十年にもわたっ

て売り上げを上げ続けることができるビジネスマンになれるのかが決まってきます。 

 

そして、言い方を悪くすれば、今日話すことは最も楽して稼げる方法であるということも

いえます。 

 

まあ楽して稼げるといっても、「魔法の貯金箱!」とか「現金製造機!」といったアホみたい

な詐欺商材に書かれているようなものではなく、ビジネスの原理原則に基づいた、真に合

理的な方法だというだけです。 

 

今日はこれをしっかり読んで、感想を送ってください。 
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1、リストとはなんぞや? 

 

まずは、リストについて話していきます。 

 

リストって何?って思うかもしれないので、まずはそこから話していきます。 

 

ネットビジネスにおけるリストとは、お客さんのメールアドレスのことです。 

 

簡単に言うと、メルマガ読者のことです。 

 

言い方を悪くすると、僕のメルマガを読んでくれているあなたは僕のリストなわけです。 

 

 

で、リストが何をもたらすかと言うと、継続的な収益です。 

 

リスト＝資産と思っていて下さい。 

 

 

こう言うと、あなたは「俺のことを資産だと思ってやがったのか!金の亡者め!」と思うか

もしれませんが、それは誤解です。 

 

僕はあなたのことを一緒に成長してくれる仲間だと思ってますし、金だけ取ってバイバー

イ、なんてことは、稼げるようになってからは 1 度も考えたことはありません。 

 

僕は多くの人を稼がせることをビジネスとしてやってますし、稼がせてあげる対価として、

お金を払ってもらう、というイメージです。 

 

 

つまり、こういうことです。 

 

僕は多くの顧客＝リストを獲得し、集めたリストに対して稼がせるという価値を提供し、

対価としてガンガン儲かる。 

 

Win-win の関係ですね。 

 



 

それがもし 1 リストしかなかったら、1 人にしか価値を提供できません。 

 

ですが、1 万リストあれば、1 万人に価値を提供できますよね? 

 

だから、顧客リストを集めれば集めるほどビジネスが有利になるわけです。 

 

 

しかもネットビジネスの場合、メルマガを使えばメール 1 通で読者全員に情報伝達できる

ので、1 リストだろうが 1 万リストだろうが、作業時間は全く変わらないのです。 

 

つまり、リストが多ければ多いほど小さな労力で大きな価値を提供できる=レバレッジが

効くというわけです。 

 

 

そして、僕は以前にも集客の重要さを講義の中で説明しましたが、リストを集めることこ

そが真の集客だと覚えておいてください。 

 

ブログにアクセスを集めるのもツイッターのフォロワーを増やすのも集客ですが、今後集

客と聞いたら、リストを集めることだと認識してください。 

 

 

 

2、リストを取ることの重要性 

 

次にリストを集めることの重要性について話していきます。 

 

リストを集めるということはどういうことなのか?というと、メールアドレスという、お客

さんの個人情報をゲットするということです。 

 

メールアドレスを手に入れるとどういうことが起きるか説明しましょう。 

 

・いつでも自分から仕掛けることができる 

・ブログやツイッターが消されても収入が 0 にならない 

・1 人のお客さんに対して何度でもセールスできる 

・レバレッジが上がり続ける 



 

このようなことが起こるのです。 

 

分かりやすく説明しましょう。 

 

 

例えばあなたがホストだったとします。 

 

1 度来てくれたお客さんを次に店に呼ぶためにはどうしますか? 

メールアドレスを交換しますよね? 

 

メールアドレスがなかったら営業できないですよね? 

 

相手が自分の意思で来てくれない限り、それっきりなわけです。 

 

相手が来るのを待ってるだけ、そんなホストが売れるはずがありません。 

 

 

それと全く同じで、ネットビジネスでもお客さんのアドレスを知っておかなくてはならな

いのです。 

 

知らないと、永遠に新規ばかり取り続けなければならないので収入が横ばいになって上が

りません。 

 

 

ブログ、ツイッター、サイトなんかは一度お客さんが来たら去っていきますよね? 

 

自分がブログを更新しても、去って行ったお客さんには伝わらないのです。 

 

 

じゃあどうすればいいのか? 

 

リストを取るのです。 

 

リストを取ってしまえば、1 回きりでサヨナラだったお客さんに何度もアプローチできま

す。 



 

資産が増えますよね? 

 

 

一度来てくれたお客さんとメアドを交換するかしないかで、売り上げは圧倒的に変わって

くるのです。 

 

だから、ブログアフィリエイトだけ、facebook だけで満足してたらいけません。 

 

ブログからリストを取る、facebook からリストを取る、youtube からもリストを取る。 

 

こういうことを今後は意識していかなくてはなりません。 

 

 

実際に 2014 年以降から、ものすごく稼いでいる人はしっかりとリストを取っている人ば

かりです。 

 

ブログで稼いでてもブログが消されたら終わりですし、検索エンジンで 1 位に表示されて

いるサイトが、グーグルからペナルティを受けて下の方に下がっていったらアクセスがな

くなって収益が発生しなくなります。 

 

 

しかし、リストさえあれば、ブログがなくなろうがツイッターが凍結されようが、いつで

もどこでもダイレクトに仕掛けていくことができます。 

 

リストを取り続けることによって資産が増えていきますから、メール 1 通出すにしても

1→100→1000 とレバレッジが上がり続けます。 

 

あなたのアドレス帳もメアドを交換すればするほどいろんな人を誘ったりできますよね? 

 

次会いたい人とメアドを交換しなかったら、また新しい人を探さなければなりません。 

 

つまりそういうことです。 

 

ビジネスはリストが命です。 

 



 

 

3、DRM(ダイレクト・レスポンス・マーケティング)とは? 

 

次に DRM についてです。 

 

これは僕が月 1000 万円以上を生み出している手法で、やることは 

 

・リストを集めて 

・リストを教育して 

・リストに販売する 

 

ようするに、メルマガ読者を集めて、情報提供して好きになってもらって、必要としてい

るものを売ってあげる。 

 

たったこれだけです。 

 

超シンプル。 

 

特殊な技術は全く必要ありません。 

 

デザインできない、HTLM 分からない、PPC もできない、誰とも組まない、家から一歩

も出ない 

 

こんなにできないことばっかりの僕でも稼げてしまってます。 

 

 

ただ、マーケティングとコピーライティング力は必要です。 

 

マーケティングとは、自分が勝負する市場で見込み客がどんなことに悩んでいて、何を求

めているかということを理解するリサーチ、そして集客や販売などの、お客さんに商品が

渡るまでの一連の流れです。 

 

見込み客の気持ちが分からないと売れる商品とか、どんな文章を書けば反応するかが分か

らないですよね? 

 



だからリサーチがマーケティングで一番最初にすることなのです。 

 

 

そして、見込み客を集めないといくらいい商品があっても売れるはずがないですよね? 

 

だから集客は絶対必要なのです。 

 

リサーチ、集客といったことがめちゃくちゃ大事なのは中学生でも理解できると思います。 

 

 

で、さらに細かい話を言えば、販売戦略もあります。 

 

どうやって売るか、売ったあとはどうやって利益拡大をしていくのか、こういった具体的

な戦略ですね。 

 

こういった一連の流れがマーケティングです。 

 

ようは、マーケティングというのはお金を稼ぐ仕組みのことですね。 

 

「何をすればいいのか分からない、お金の稼ぎ方が分からない」って思ってる人は単にマ

ーケィングを知らないだけで、これを勉強すれば具体的に何をしてお金を稼いでいけばい

いのかというステップが分かります。 

 

つまり、マーケティングを知る=お金儲けの構造を自分で作れる=自分で稼げるというわけ

です。 

 

 

ですが、マーケティングという、お金を稼ぐ手順を知っただけでは莫大な利益を稼ぐこと

はできません。 

 

マーケティングに加えて、もう 1 つ重要なスキルがあります。 

 

それが、コピーライティングです。 

 

 

ネットで人を集めたりファンを作ったりセールスするのって、ほとんど文章ですよね? 



 

オークションもブログもメルマガもセールスレターも。 

 

ネットビジネスでは 9 割型が文章で売れるかどうかが決まってくるわけです。 

 

じゃあ売れる文章を書けなければ話にならないですよね? 

 

 

単純に考えてください。 

 

成約率 1%と 2%では売り上げが 2 倍変わってくるのです。 

 

1%と 10％なら 10 倍変わってきます。 

 

しかも、その成約率は文章をちょっといじっただけで劇的に変わってきます。 

 

だったらコピーライティングを勉強しないというのはあまりにも馬鹿げているのです。 

 

 

コピーライティングっていうのは綺麗な文章を書けとかそんなんじゃなくて、お客さんの

感情を揺さぶる文章を書ければいいんです。 

 

思ってるほど難しくありませんし、完璧にマスターできなくても多少ポイントを押さえる

だけでびっくりするぐらい変わってきます。 

 

僕はコピーライティング力があるからこそ、これだけ稼げているのです。 

 

 

というのも、コピーライティングというのはネットビジネスなら自動化できるからです。 

 

ステップメールやセールスレター、ブログなんかもそうですが、一度書いてしまえば完全

に自動化されますよね? 

 

同じ文章を何千人も何万人も見るわけです。 

 

じゃあ、その文章が 10％の成約を取れるものなのか、0.1％しか成約が取れないのかでは



生涯的にはとてつもない差になるのです。 

 

最強のステップメールやセールスレターを一度書いてしまえば、あとは集客するだけで勝

手に売れていくのです。 

 

同じ商品、同じマーケティング手法でも、1 億円売れるのか、1000 万円売れるのか、100

万円売れるのかは全て、コピーライティング次第です。 

 

 

マーケティングとコピーライティングは、ありとあらゆるビジネスで必要です。 

 

このスキルのないトッププレイヤーは、どのビジネスモデルでも存在しません。 

 

だから、ネットビジネスで稼ぐために一番最初に身に付けなければいけないスキルはマー

ケティングとコピーライティングです。 

 

どんなビジネスであってもです。 

 

・俺はオークションだから関係ない 

・私はトレンドアフィリだから DRM 知らなくてもいいでしょ 

・メルマガやってないからリストとかねー 

 

という考えは完全に間違ってるのです! 

 

こういう人は例外なく稼げてません。 

 

オークションだろうがトレンドアフィリだろうが、集客、教育、販売という流れは変わら

ないのです。 

 

 

だから、まずはマーケティングとコピーライティングをマスターし、DRM をしっかりで

きるようにしてください。 

 

この 2 つの要素で売り上げが数倍、数十倍変わります。 

 

ヘボネット起業家と僕とでは、これらの実力が違いすぎるのです。 



 

 

DRM を極めれば 

 

・メール 1 通出せば 1000 万円 

・セールスレター1 枚で売上 3 億円 

 

なんて数字も個人でできてしまいます(メール 1通で 1000万円は実証済みです)。 

 

個人でこれだけ稼げるから、DRM は理にかなった最も効率の良い、最強の方法なのです。 

 

しかも、DRM っていうのはやること自体はシンプルですし、無駄に難しいことなんか 1

つもありません。 

 

HTML がどうのこうの、グーグルのアルゴリズムがどうのこうの、みたいな複雑な割に結

果が出ない手法と違って、DRM は 1 の努力で 1000 とか 1 万を生み出せるのです。 

 

なぜほとんどのネット起業家は難しいことをやってる割には月収数十万とかしか稼げてい

ないのに、全く難しいことをやってない僕が圧倒的に稼げるのか? 

 

それは、DRM という効率的なビジネスモデルをやってるかそうでないかの違いなのです。 

 

 

さて、簡単に結論を言うと、DRM が最強に稼げますよということ、マーケティング、コ

ピーライティングを勉強しましょうということなのですが、この話について、もっと深く

知りたい人のために音声も撮ってみました。 

 

・DRM がなぜそんなに儲かるのか? 

・DRM の具体例 

・DRM でないビジネスの欠点 

 

などなど、DRM の本質を詳しく話してみたので、もっと知識を付けたいという場合はこ

ちらから聞いてください。 

http://youtu.be/jBHx03djTBo 

※2013 年に撮った動画ですが、江戸時代から使われている手法ですし、僕自身が今でもこ

の手法しかやってないので古い!とかそういうのはありませんのでご安心を。 

http://youtu.be/jBHx03djTBo


 

では、今日はこのレポートを 5 回読み直し、感想を送ってください。 

 

・リストの本質 

・リストを集めることの重要性 

・DRM 

・マーケティング、コピーライティング 

 

についてしっかり理解しておいてくださいね。 

感想は下の連絡先からお願いします。 

 

連絡先：tiishi111@gmail.com 


