
コピーライティングアドバイス 

ウィングです、 

モニターの向井さんの 
FB記事やメルマガの 
アドバイスをしました。 

１：モニターさんが最初に書かれたコピー 

２：ウィングが上記を修正したコピー 

３：コツをまとめてアドバイス 

の三部構成になっていますので 
このレポートを上から順番に 
読んで下さい。 

ウィング 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
１：モニターさんが最初に書かれたコピー 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

みなさ～ん^ ^　お金減ってますよ！ 

「いいね」のキリ番、10番、20番、30番、、、100番までの 
該当者の方に、悪い情報商材に関する「騙されない為の判別マニュアル」 
をプレゼントします。 

お金の知識 vol.１ 
・今の環境下では増やさないと減ってしまいます。 



・本当？！ 
→でも情報商材に飛びつくのはダメ 

・３月の全国消費者物価指数は 
　（生鮮食料品除く）＝　＋0.9 

つまり？ 

昨年の３月にあった100万円は100万9000円になってないと 
価値が目減りしていると言えます。 

銀行の普通預金は0.01パーセント 

なので、昨年の３月に100万円預けていたら 
利息は、、、 

↓ 

↓ 

100円です。 

昨年100万で購入出来たサービスやモノは１年後の今は 
100万9000円出さないと購入できないのに銀行の普通預金 
では利息が低すぎて、100円しか増えていないのです。 

と、いうことは？ 

貨幣の実質価値が減価したことに他なりません。 

簡単に表現すると、 
お金の価値が実際に目減りしたのです。 

だから、私は、今あるお金を増やそうとする投資行動は正しいし、 
もっと言うと投資すべきなのです。 



 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
２：ウィングが編集したコピー 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【詐欺商材撲滅レポートプレゼント】 

前回の記事の「いいね」が○番の人には 
『詐欺商材に騙されない判別マニュアル』を 
無料でプレゼントしています！ 

現役証券マンが教える 

～安倍首相のお金泥棒～ 

こんにちは、向井です。 

あなたは安倍首相にお金を盗まれています。 

「は？」 

と思うかもしれませんが 
この真実を知らないと 

『人生で数千万円損します』 

プロの投資家 ＆ 現役証券会社マンとして 
本当の話をしますので、注意して聞いて下さい。 



2012年に安倍首相が 

「インフレ2％を目指す」 

と発言しました。 

『インフレ』と聞いても、 

「分かるようで分からない」 

という人が多いと思います。 

インフレとは… 

１：お金の価値が減り 
２：モノの価値が上がる 

なのですが、これでも 

「？」 

だと思います。 

分かりやすい例をあげます。 

学校のクラスに人気者の女子が1人いたとします。 

男子生徒は全員そのマドンナが好きです。 

しかしある日、 

そのクラスに同じくらい 
可愛い女子が転校してきました。 

旧マドンナと新マドンナで 



人気が二分割されました。 

結果、 

旧マドンナの人気は半分になります。 

女子が増えたことによって 
人気（価値）が減っています。 

本当のインフレはもう少し複雑ですが 
イメージとしてはこれと同じで、 

お金が増えることによって 
お金の価値が減る 

これがインフレです。 

お金の価値が減るということは 
＝モノの価値（物価）が高くなる 

という事でもあります。 

しかし、この 

「モノの価値が高くなる」 

も、分かるようで 
分かりにくいと思います。 

簡単に説明します。 

私たちプロの投資家が 
気にしている指標の1つに 

『CPI（消費者物価指数）』 



があります。 

2019年3月の『CPI』は 
前年2018年の3月と比較すると、 

プラス0.9% 

でした（生鮮食料を除く） 

約1％の上昇です。 

CPI（消費者物価指数）とは 
物価がどれくらい上がったのか？ 

という指標です。 

※CPIも初心者の方に向けて 
わかりやすく説明していますので 
厳密にはもう少し複雑ですが、 
気にしなくても大丈夫です。 

今回はCPI（物価指数）は 
1年で約1%上がっています。 

1％物価が上がったという事は… 

100円だった大根が101円になっています。 

「たった1円？なんだ、大したことないなぁ」 

と思うかもしれませんが、 
これが積もると死活問題です。 

例えば、日本人は平均して 
月に20万円くらい消費していますが 



（家賃とか、食べ物とか、娯楽とか） 

20万円の1％は、2000円です。 

月2000円損していると聞くと 
ちょっと「うっ！」と感じてくると思います。 

更に… 

高い買い物をすると 
この1％が重くのしかかります。 

例えば、 

300万円の車だったら103万円と 
『3万円も』値上がりしています。 

3000万円の家なら3030万円と 

『30万円も値上がり』 

しているのです。 

ヤバイですよね？ 

そして物価が上がるという事は 
逆に言えば、 

『お金の価値も減って』 

いる事になります。 

去年は、 
『3000万円の現金』 



と 

『マイホーム』 

を交換できていたのに、 
今は30万円を上乗せしないと 
交換できなくなっています。 

3000万円の家に関して言えば、 
30万円分（1％）お金の価値が 
目減りしているのです。 

「でも、たった1％じゃないですか？」 

と思うかもしれませんが、 
これは政府がお得意の発表トリックです。 

例えば、 

「消費税が1％上がります！」 

と言われたら、みんな大騒ぎしますよね？ 

でも、 

「インフレを2％上げます！」 

と言われると、 

「よく分からないけど、日本のために安倍さん頑張れ！」 

となります。 

そして、もっと恐ろしいのは、 
『貯金』です。 



日本人は戦時中の洗脳で、 

「貯金＝ハッピー」 

と思い込まされています。 

この貯金洗脳については重要なので 
また別の記事で書きますが、 

インフレ時代の『貯金』は最悪です。 

考えてみて下さい… 

例えば、今回約1％CPI（物価）が上昇しました。 

お金の価値が1％減っている 
と捉えても良いです。 

すると、どういう事になっているのか？ 

1％お金の価値が減っている 

という事は、 

『あなたが銀行に預けている貯金は、 
　何もしてないのに1％減っている』 

のです。 

100万円は99万円 

1000万円は990万円と 

10万円も減っているのです。 



あなたは安心して 
国や銀行を信じて 
お金を預けているのに、です。 

ちなみに、普通銀行の利息は0.01％とかです 
ので仮にあなたが100万円貯金していたら、 

１：銀行の利息で100円増えて 
（100万×0.01％） 

２：インフレで1万円減って 
（100万×1％） 

３：差し引き 
9900円損しているのです。 

貯金してハッピー安心、のはずなのに 
何も悪いことをしてないのに 
9900円も減っているのです。 

9900円はデカいです。 

もし今月、 

「9900円好きに使って良いよ」 

と言われたら、かなり嬉しいと思います。 

逆に9900円の痛い出費があったら 
かなり困ると思います。 

それが、今の日本では 
普通に起こっているのです。 
あなたのお金は堂々と盗まれているのです。 



しかも銀行からお金を引き出すと 
手数料で何百円とか奪われます。 

これはハッキリ言っておかしいです。 

だって、銀行は 
私達が預けたお金を 
勝手に企業などに貸し出して 
金利で儲けています。 

その儲けで駅前の一等地に土地を持ち 
社員の給料も高いです。 

要は銀行は、私達が預けたお金で 
食べているのです。 

つまり私達は、 

「銀行にお金を預けている」 

のではなく、 

『銀行にお金を”貸してあげて”いる』 

のです。 

となると、銀行は 

私達が「お金を返してね」と 
引き出しに行った時は、 

逆に、 

「いつもお金を貸してくれて 
　ありがとうございます！」 



と言って、お金をもっとくれるべきなのです。 

それなのに引き出し手数料とか言って 
謎にお金を奪っています。 

貯金の洗脳や銀行の謎のシステムについては 
また今度詳しくお話しますが、私達はもっと 
『お金の真実』を勉強しなければいけません。 

話を戻しますが、 

CPI（物価指数）がプラス0.9％は 
実はかなり恐ろしいことです。 

特に貯金マニアにとっては 
かなり怖いことです。 

「向井さん！じゃあどうすれば良いんですか？」 

と思うかもしれませんが、 
答えは簡単です。 

『インフレに負けない投資をする』 

…これ『だけ』です。 

例えば、インフレ率が1％なら 
2％とか3％とか、それ以上の 
金利の投資をすれば良いだけです。 

…と言うのは、簡単ですが、 

「何に投資すれば良いか分からない」 

という人がほとんどだと思います。 



当たり前ですが、詐欺商材を買ったり、 
仮想通貨で一発当てようというのは 
愚の骨頂です。 

こんな考えでは、いつか破産して 
家族離散してホームレスになります。 

少し投資をやっている人は 
「金利2％」「金利3％」と聞くと 

「しょぼい！」 

と感じるかもしれませんが、 
少なくとも 

「お金を減らさない」 

という目的においては、 
銀行に貯金していてはダメ 
という事だけ今回は覚えておいて下さい。 

私は証券会社に現役で勤めていて 
一級ファイナンシャルプランナーも 
保有しています。 

ですので『生』の投資情報が 
入ってきますので、また具体的に 
プロの知識を伝授していきます。 

ぜひ「いいね！」「友達」「シェア」を 
してくださると嬉しく思います。 

現役証券会社マン 
お金のプロ『向井康太』 



○追伸： 
「いいね！」してくれた人の中から 
毎日抽選で、有料で販売している 

『詐欺情報商材の見分け方』 

のレポートを『無料』でプレゼントしています。 

前回の記事のいいねが◯番の方には 
メッセージからプレゼントしていますので 
チェックしてみて下さい。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
３：ウィングからのアドバイス 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１：目的を忘れない 
・最大の目的はファンを作る 
・そのためには金融のプロ、解りやすい、投資したい、もっと勉強したいと
思ってもらう 
・メルマガ登録、いいね、フォローを促す 
・名前を名乗る（向井です、というように名前をしっかり覚えてもらう） 

２：子供にも分かるように 
文章を書く時は超がつく初心者に向けて 
だいたい小学5年生くらいをイメージします。 

３：コンテンツは資産なのでメルマガ等にも引用できるようにする 

・今回はFBの記事を書いていますが、これは後で使える資産です。 
そこを意識して時事ネタになりすぎないように気をつける 

・時事ネタを書く時は日付や年数をしっかりと書いておく 



４：最初にぶちかます 

コピーライティングは、 
「次の一文を読んでもらう事」が全てになります。 

そのために冒頭はかなり大事で、 
「え？」「まじ？」「嘘でしょ？」「続きは？」 
と感じてもらうために、最初にぶちかます事が大事です。 

今回で言えば、 

【安倍首相の泥棒】 

と言われて「は？」と思いつつも 
続きが気になると思います。 

５：具体的にする 
・個人名、権威、数字などを入れると 
真実性が強くなります。 

６：強調する所にはカギカッコなど 

『3万円も』 

のように、FBだとブログと違って 
強調文字や色文字を使えないので 
『』【】などで強くします。 

７：恐怖の単語や感情を揺さぶる単語を入れる 

同じ文章でも使う単語によって 
面白さが変わります。 
今回は文章でも使う単語によって 
面白さが変わります。 



今回は家族離散、ホームレスなどの 
単語を使いましたが、 

読者が密かに恐怖に思っていて 
かつ強い単語を選ぶことが重要です。 

これは読者さんとやり取りしている間に 
なんとなく見えてきます。 

８：単位を大きくして強く伝える（見込み客の現実に合わせる） 

100円の1％だと1円でしょぼいですが、 
1000万円の1％だと10万円になり 
強くなります。 

母数となる数字の単位を変えて、 
強弱をつけます。 

ただし、見込み客の現実から 
離れすぎてもダメで、 
例えば、1億の貯金の1％とかだと 

「そんなに無いよ」 

と興味を失いますので、 
数字のバランスが大事です。 

見込み客をよく知ることが 
最も大事という事になります。 

９：興味を引き続ける 

人は自分にプラスになること 
（もしくはマイナスを回避できること）以外に 
興味はありません。 



なので、常に興味を引き続けることが 
大事になります。 

細かいテクニックだと 

「…」 

などを使いますが、人は…がつくと、 
その後を読んでしまう癖があります。 

あとは常に予告をいれて 
楽しみにしてもらう事も重要です。 

今回は銀行の洗脳がなんちゃらは 
また今度話します的な事を入れています。 

・新しい単語は繰り返してあげる 

例えば、CPIとか物価指数とか 
初心者は聞いたことがない新しい単語です。 

この場合は、3回くらいは 
読み方、概念などを文章内で 
伝えてあげて下さい。 

１０：嫌味にならない程度に凄さを伝える 

プロの金融 
現役の証券会社マン 
ファイナンシャルプランナー 

など、今回の文章でもちょこちょこ入れています。 

あまり書きすぎると嫌味になったり 
オレオレ的になるのでバランスを見ながら入れて、 



凄さを伝えています。 

１１：改行と1行の長さを考える 

メルマガやFBの文章は 
長くても4行までです。 

それ以上だと詰まって見えて 
「難しそう」と読んでもらえません。 

多くても4行まで、 

あとはスマホで見ている人が多いので 
それも考えて、あまり横に長くなりすぎないように 
1行の文字数を短めにして下さい。 

１２：1つにつき1アクションで動線を整える 

今の目的はFBのファンを増やすことです。 

つまり、いいねやフォローやシェアを増やすことで 
今回の動線はここ一本にしています。 

他の目的がある時、 
例えば、メルマガ登録などの時は 
そこ1つに動線を作ります。 

複数の選択肢があると、 
人は行動しないという選択を採りますので、 
常に目指す先を1つに絞ってあげて下さい。 

２週間くらいは 

金融のプロとして 
分かりやすい話をしてくれる人 



というポジショニングで 
ファンを増やしていきましょう。 

あと、ちょこちょこ自分の失敗談を入れると 
親近感が湧き、さらにファンが増えますが 
これはまたお伝えしていきます。 

今は金融のコンテンツを面白おかしく話す 
練習をしていってください。


