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【推奨環境】 

この E-book 上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の AdobeReader

をダウンロードしてください。（無料） 

⇒http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

この E-book は著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意いただきご利用下さい。 

この E-book の著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、この E-book の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、

転売等することを禁じます。 

この E-book の開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

この E-book は秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をい

かなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき

損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

この E-book に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの

訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

この E-book の作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著

者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

この E-book を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業

務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 
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▶ はじめに 

どうも、ケンサーフです！ 

 

このたびは、特典 e-book【3 ステップで完成！ブログ・SNS の反応がグンっと伸びる「具体ペル

ソナ設定ガイド」】をダウンロードしてくださり、ありがとうございます！ 

 

あなたは、自分の商品・サービスを、届けたい人にちゃんと知ってもらえていますか？ 

 

これからビジネスをスタートさせて、自分の商品・サービスを販売していきたいという方は、どう

やって情報を発信するかを悩んでいるのではないでしょうか？ 

 

あるいは、すでに商品・サービスを販売しているけど、期待している反応がなかったり、どうやっ

て魅力を伝えたら良いのか、分からなくなっているかもしれませんね。 

 

ビジネスをスタートさせて、お客さんに商品・サービスを買ってもらうためには、「ターゲット設

定」をしっかりと行って、ニーズがある人に向けて、情報発信していくことが重要です。 

 

この e-book では、「あなたの商品・サービスを、最も欲しがっている人物像」を明確にして、無

駄なく的確にお客さんの心を動かすための「ペルソナのつくり方」についてお伝えします。 

 

e-book の内容にそってワークを進めれば、即、あなたのビジネスで実践できます！ 

ぜひこの e-book を活用していただき、あなたの商品・サービスを求めているお客さんのところま

で届けてくださいね！ 

 

 

∞CREATE ケンサーフ 
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▶ CHAPTER.1 ペルソナとは？なぜ作る必要があるのか？ 

 

この章では、本 e-book のメインテーマである「ペルソナ」について解説します。 

ペルソナとは、”商品・サービスを利用する最も重要度の高いユーザー”を架空に設定した存在のこ

とです。 

 

マーケティングではとても重要視されていて、特にコンテンツマーケティングでは必須と言われて

います。 

 

ペルソナは、ざっくりしたターゲットイメージで終わらせるのではなく、とても細かい情報を設定

して、一人の人物像を描き出します。(名前、年齢、趣味思考、性格などなど) 
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ちなみに、ペルソナとは「都合の良い理想のお客さん像」というわけではなくて、市場のニーズを

リサーチして得られた情報や、既存顧客(いれば)のアンケートなどをもとに「実在する人物に限り

なく近いイメージ」をつくっていきます。 

 

ペルソナをつくることで、対象となる人物が「どのような考えを持っていて、どんな言葉でアプロ

ーチされれば商品・サービスが欲しくなるか？」を臨場感高くイメージすることができるんですよ

ね。 

 

一人の人物像が、全ての顧客ニーズを満たすわけではないんですが、販売する商品サービスを強く

欲するターゲット像を明確にすることで、近い欲求を持つ人からの反応も得ることができます。 

 

 

 

一人で販売活動を行うだけでなく、プロジェクトチームを組んでマーケティングをするときも、設

定したペルソナを共有認識できます。 

中規模以上の販売活動でも、ニーズをつかんだ多くの優良顧客を獲得できるんですね。 
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ペルソナをつくってマーケティング活動を行うことで、「どんなことに悩んでいて、どのような生

活パターンを持っているのか？」など、細かい部分までイメージしてプロモーションにつなげるこ

とができます。 

 

その結果、ぼんやりしたターゲティングと比べて、飛躍的に成果を上げることが出来るようになる

ワケです^^ 

 

▶ CHAPTER.2 ペルソナをつくるときに含める 5 つの項目 

 

実際にペルソナをつくる前に、どのような項目を設定していけば良いのかを知っておきましょう。 

 

架空のユーザー像を、できる限りリアルなものにするために、詳しく設定していくことが大切です。 

 

“必要な項目を埋めるためには、どういった情報をリサーチすればよいか？” 

を考えながら読みすすめていただくと、成約につながる確率を高めることができますよ。 
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▶ ペルソナに含める項目-1 プロフィール 

 

プロフィールは”属性”に焦点を当てて、個人の特徴や性質を明確にします。 

以下の項目を設定します。 

 

 名前 

 性別 

 年齢 

 住んでいる地域 

 学歴 

 職業 

 役職 

 収入 

 家族構成 

 性格 

 友人付き合いについて 
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 ネットリテラシー 

 使っている SNS 

 よく見るメディア・WEB サイト 

 口ぐせ 

などですね。 

 

▶ ペルソナに含める項目-2 仕事について 

 

BtoB の商品やサービスを販売する場合は、仕事に関する情報はとても重要になります。 

 

 会社概要 

 会社の売り上げ 

 従業員数 

 業種 

 業務の役割 

 仕事に必要なスキルや知識 
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 意思決定権の有無 

 購入に至るまでのプロセス 

 仕事内容 

 業者との接触方法 

 １日のスケジュール 

 課題とゴール 

 情報の入手方法 

などの項目を設定します。 

 

BtoB の場合は、商品購入にいたるまでに複数の人物が関わることがあるので、その場合は人物ご

とのペルソナ設定が必要になります。(ちょっと大変ですが、やった方が確度があがります。) 

 

ターゲットがどのような商品・サービスに興味があり「業務に対して、何が課題で何が必要なのか？」

という部分をあぶり出すための項目ですね。 

 

▶ ペルソナに含める項目-3 価値観・考え方 

 

価値観・考え方は商品・サービスを購入する時の意思決定に重要な影響をおよぼします。 

ターゲットのライフスタイルを形づくっている根拠でもあるので、判断基準がどこにあるのか想像

する上で、とても役に立つ項目ですね。 
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・性格 

・お金の使い方 

・どんなことに幸せを感じるか 

・商品・サービスを買う理由 

・商品・サービスを買った後の感想 

・商品・サービスに期待していること 

 

上記のような項目を、提供する商品・サービスに合わせて設定しましょう。 

 

▶ ペルソナに含める項目-4 ライフスタイル 

 

ライフスタイルは、ペルソナの生活習慣を明確にするので、どこにお金や時間を使うかのイメージ

をハッキリさせることができます。 

BtoC(消費者向け)の商品・サービスを販売するときにとても重要な項目になります。 

 

人生に対する考え方や生活の仕方など、商品・サービスによって必要な項目を洗い出して、具体的

に設定していきましょう。 
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例えば、 

・休日の過ごし方 

・趣味 

・よくいくお店 

・よくみるメディア、雑誌、Youtube 

・好きなブランド、ファッション 

・好きな食べ物 

などですね。 

 

▶ ペルソナに含める項目-5 課題・ニーズ 

 

課題・ニーズは商品・サービスの購入に直結する重要な項目です。 

悩みが深いほどに、解決への欲求も強まるので、あなたの商品・サービスが「どの段階のどのよう

な悩みを解決できるのか？」を把握しておくことも大切になります。 

 

・課題 

・課題に対する現状 

https://matsukensurf.com/
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・どのように解決をしたいと思っているか 

・解決した未来でどうなりたいか 

・いつまでに解決したいか 

・競合になる商品・サービス 

・競合サービスと比較検討するポイント 

・購入にあたっての心配ごと 

・商品サービスの存在を知るまでのプロセス 

 

上記のような項目について詳しく設定していきます。 

 

▶ CHAPTER.3 ペルソナをつくる手順 3 ステップ 

 

それでは、いよいよ具体的なペルソナをつくりましょう！ 

ペルソナをつくるための手順は以下の「3 ステップ」になります。 

 

1. ペルソナに関する情報を集める 

2. ペルソナに関する情報を仕分ける 

3. 仕分けた情報をもとにペルソナのストーリーを仕立てる 

https://matsukensurf.com/
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１つずつ解説していきますね。 

 

▶ 手順-1 ペルソナに関する情報を集める 

 

作成にあたって、まずはペルソナに関する情報を集めます。 

 

先述したように、ペルソナは実在する人物のサンプルモデルであり、自分にとって都合の良いユー

ザー像ではありません。 

顧客アンケートなどの定量調査と、インタビュー・行動観察などを組み合わせた定性調査を組み合

わせた市場調査で、リアルな情報を集めましょう。 

 

ペルソナをつくる上で必要な情報は 

 

 仕事の内容と役割・役職 

 その仕事に必要なスキルや知識 

 １日の過ごし方(何時に起きて、何時から仕事をするなど) 

 働く業界の概要・特徴について 

 会社・組織の規模(売上・従業員など) 
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 仕事の責任範囲 

 達成すべき目標・ゴール 

 解決すべき課題やチャレンジ 

 新しい情報の入手方法 

 よくみるメディア・WEB サイト・雑誌 

 よく使う SNS 

 よく使うデバイス(スマホ・PC・タブレットなど) 

 年齢、家族構成、学歴、収入など 

 商品購入にあたって優先する項目(価格、品質、付加サービスなど) 

 業者との接触方法(電話、メール、面会など) 

 製品やサービスを調べるにあたっての行動パターン(インターネット、展示会、セミナーなど) 

といった項目になります。 
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これらの情報を集め、チャプター2 で解説した設定項目を埋めていきます。 

 

それと、ペルソナの情報収集に関する注意点があります！ 

 

情報収集の際は、ペルソナの「行動」だけに着目するのではなく「行動をした理由や動機」に着目

するようにしてください。 

 

理由や動機を突き詰めることが、効果がでるペルソナづくりにつながります。 

 

▶ 手順-2 ペルソナに関する情報を仕分ける 

 

では、前チャプターで集めたペルソナに関する情報を整理し、仕分けましょう！ 

共通する特徴にしたがって分類していきます。 

項目ごとに箇条書きにすると分かりやすいですね。 

 

ここではペルソナの骨組みを作っていくことを意識してください。 

集めた情報を箇条書きにして整理できれば、そこから派生して考えられる情報も追加します。 

例えば次の情報が整理できたとします。 
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 年齢：40 歳 

 職業：福祉施設のケアマネージャー 

 悩み：慢性的な腰痛と体の疲れをとりたい 

この場合、ペルソナをより具体化するために 

 

原因：仕事での体の負担が多いが、適切にケアができていない 

要望：痛みへの不安を解消したい、根本から治したい 

購入プロセス：ネット掲示板や SNS から情報を得て、体験してから決める  

などの詳細な情報を追加していきましょう。 

 

 

↑仕分けのイメージ図解を用意しました。 
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上記の項目についてペルソナの特徴における共通項を探し出し、分類ごとにまとめましょう。 

 

▶ 手順-3 ペルソナの情報をストーリーに仕上げる 

 

手順２でペルソナはある程度具体化されますが、臨場感高くペルソナの人物像を描くために、一つ

のストーリーに仕上げていきます。 

感情移入できるレベルまで、ペルソナの物語をつくり込みましょう。 
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▶ CHAPTER.4 ペルソナの作成例 

実際にこれまでの手順を踏まえて、ペルソナを作ってみました。 

整体・パーソナルケアサービスのコンテンツマーケティングを行うために設定したペルソナです。 

 

 

もし、あなたが具体的にペルソナを描けていない場合は、もう一度情報収集に戻ってみてください。 

 

あくまでも、ペルソナの「行動」ではなく「行動する理由と動機」に着目するようにすれば、リア

リティのある人物像を描いていくことが出来ます。 

 

※単なる行動パターンよりも深いところにある「モチベーション」を見つけるようにしましょう。 

 

 

https://matsukensurf.com/
https://twitter.com/Kensurf01
https://matsukensurf.com/contact
https://www.facebook.com/KENJI-MATSUURAcom-114917922534770
https://www.instagram.com/kensurf01/


  

 

   

  

∞CREATE 

 

▶ 最後に 

 

いかがでしたか、臨場感あふれるペルソナの人物像は描けたでしょうか？ 

 

商品・サービスは全ての人に向けて訴えるものではなく、強いニーズがある人物に購入してもらっ

て、悩みや課題を解決してもらうためのものです。 

 

「どんな人物があなたの商品・サービスを欲しがるか」をとことん考える必要があるのは、もうお

分かりですよね。 

 

こういったターゲット設定やペルソナの作成というのは、地道な情報取集や整理作業が必要になる

ので、適当にやって宣伝に入ってしまう方が後を立ちません。 

 

でも、時間をかけてあなたのお客さんになる方の悩みや属性を把握することは、何よりも大切だと

言えます。 

 

あなたの商品・サービスを求めている方にちゃんと届くように、この e-book でお伝えしたペルソ

ナのつくり方をぜひ実践してくださいね！ 

 

「一人では難しくてハードルが高い」という方は、今後オンラインで学習ができるスクールの創設

なども考えているので、公式 LINE からのご案内をチェックしておいていただけると嬉しいです。 

 

各 SNS でも情報発信をしていますので、よかったらフォローしておいてくださいね^^ 

 

それでは、失礼します。 

最後までお読みいただき、ありがとうございました！ 

https://matsukensurf.com/
https://twitter.com/Kensurf01
https://matsukensurf.com/contact
https://www.facebook.com/KENJI-MATSUURAcom-114917922534770
https://www.instagram.com/kensurf01/
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<<ケンサーフ 運営 SNS 各種>> 

https://www.facebook.com/KENJI-MATSUURAcom-114917922534770 

   https://twitter.com/Kensurf01 

     https://www.instagram.com/kensurf01/ 

 

【お問合せ】 https://matsukensurf.com/contact 
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