


特講！  
書かなきゃいけない人のための 

「見出し」教室 



株式会社Rockaku  
代表取締役社長 

森田哲生 

77

5 限目

む服」だったらそこに意外性やギャップが生まれ、「ん？　な

に？」という疑問が生まれます。つまり、慣用的な表現を「裏

切る」ってこと。普通ならこう言うよね……という思い込みを

逆手に取ることで、驚きを生めば、「キャッチ」できる可能性

が高まる、ということなんですね。

替え歌がおもしろかったり、映画の名場面のパロディがおもし

ろかったりするのは、見る人間の中で「常識」ができあがって

いて、それが裏切られてギャップが生まれるから。キャッチコ

ピーの強さ・弱さについても、こうした「組み合わせ」と「裏

切り」が大きく関わってくるんです。

【あるある-3】「個性がないよねえ」

このダメ出しは、「弱いよねえ」と似ていますが、実は明確に

違います。このダメ出しを投げかけてきている相手は、本当は

こう思っているはずです。「このキャッチコピー、ウチの商品

じゃなくても当てはまるじゃんか……」と。
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書かなきゃいけない人＝？ 



「看板」から学ぶ「見出し」の基本設計とは！？ 
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「看板」から学ぶ
「見出し」の基本設計とは !?

3限目



見出し＝超・重要 



※ 
　見出し＝本文を読んでもらうためのもの 
 
キャッチ＝施策や商品の魅力を伝えるもの 



「紙媒体」と「Web」のちがい？ 

書籍、雑誌、カタログ、チラシ、パンフレット 
▼ 

クローズドな世界 



広告・ブラウザのタブ・その他ブックマーク･･･ 
▼ 

膨大で散漫な情報量 
移動が自由自在 

「紙媒体」と「Web」のちがい？ 



43

「看板」から学ぶ
「見出し」の基本設計とは !?

3限目

つまり、こんな感じ。 



見出し＝看板である！ 



看板＝ナビゲーションである！ 



Jump & Dive! 



ユーザの視線は、最上部を起点に 
わかりやすい箇所（＝見出しや画像）を 
飛びはねるように遷移し、 
「自分に関係があるか・役立ちそうか」を 
判断してから本文へと飛び込みます。 

①何が書かれているのか？ 
 
②自分に関係があるのか？ 
 
飛ばし読み＝品定め 

Jump & Dive! 





見出し≠読み出し 
ReadよりViewに応える 

視覚的・直感的な表現を意識する 



♥ 48

のようにWeb 上のテキストは読者を他のページに簡単に飛ば

せてしまうわけなんですが、みなさんはこのページに戻ってき

てくださいね……）。

「書く前に置く」見出しづくりのワークフロー

【1】リスト化

材料調達の流れから、「見出し」づくりの基本フローに入って

いきましょう。いきなり見出しとなる文章を書こうとはせずに、

まずは引きになるサービス名、商品名、日時、場所、価格、特

典、アクセスなどの具体的なキーワード＝材料を探し出してリ

スト化します。カレーの演習問題【下ごしらえ その 4】で紹

介している具体性の出し方も参考にしてください。

【おさらい】
1限目 ▶ P21

2. ピックアップ

1. リスト化

3. 配 置

4. 連 結

・サービス名
　商品名
・日時
・場所
・価格
・特典
・アクセス

会員限定　いまだけ　半額　緊急入荷　○○コスメ

【緊急入荷】○○コスメがいまだけ半額！　会員限定！！

・50%オフ
・会員限定
・期間限定
・100万人が愛用

「書く前に置く」見出しづくりのワークフロー 



♥ 48

のようにWeb 上のテキストは読者を他のページに簡単に飛ば

せてしまうわけなんですが、みなさんはこのページに戻ってき

てくださいね……）。

「書く前に置く」見出しづくりのワークフロー

【1】リスト化

材料調達の流れから、「見出し」づくりの基本フローに入って

いきましょう。いきなり見出しとなる文章を書こうとはせずに、

まずは引きになるサービス名、商品名、日時、場所、価格、特

典、アクセスなどの具体的なキーワード＝材料を探し出してリ

スト化します。カレーの演習問題【下ごしらえ その 4】で紹

介している具体性の出し方も参考にしてください。

【おさらい】
1限目 ▶ P21

2. ピックアップ

1. リスト化

3. 配 置

4. 連 結

・サービス名
　商品名
・日時
・場所
・価格
・特典
・アクセス

会員限定　いまだけ　半額　緊急入荷　○○コスメ

【緊急入荷】○○コスメがいまだけ半額！　会員限定！！

・50%オフ
・会員限定
・期間限定
・100万人が愛用

「書く前に置く」見出しづくりのワークフロー 



本文から「具体的なキーワード」を探して並べてみる 

・サービス名 
・商品名 
・日時 
・場所 
・価格 
・特典 
・アクセス･･･ 

「ラーメン」が食べたい人を 
「ラーメン屋」に呼ぶには？ 

「ラーメン」と掲げる必要がある！ 
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「具体的なキーワード」の中から引きになる言葉を探す 

・50%オフ 
・会員限定 
・期間限定 
・100万人が愛用 

「得ができる」「ここしかない」「いまだけだ」 
「こんなに支持されている」･･･ 
などの情報はとりあえず拾っておく 
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コピーとしての美しさ＜情報が入っているか？ 

10～20文字程度／2文節程度でまとめる 

直感で文章化しない 

書く前に置く！ 



見出しの公式 



見出し ≠ 読み出し 
 
？ 



見出し ≠ 読み出し 
 

ちらりズム 



現役コピーライターが教える「見出し」の設計方法とは？ 



結論を隠すパターン 

現役コピーライターが教える「見出し」の設計方法とは？ 
▼ 

「答え」を求めて本文へ X+Y＝？ 



結論を隠すパターン 

現役コピーライターが教える「見出し」の設計方法とは？ 

「Read」の前に「View」がある！ 

▼ 
「答え」を求めて本文へ X+Y＝？ 



結論を隠すパターン 

現役コピーライターが教える「見出し」の設計方法とは？ 

結論だけ見せるパターン 

「Read」の前に「View」がある！ 

X+Y＝？ 

X＝？+？ 

▼ 
「答え」を求めて本文へ 

▼ 
「プロセス」を求めて本文へ 



見出し ≠ 読み出し 
 

ちらりズム 
 

そそる“見せ方”を！ 



インパクトってなんだろう？ 



テキストやコピーにおける 

「インパクトのある表現」 
「印象に残る表現」 

とは？ 



ちょっと記憶にとどめておいてください 



解剖台の上の
ミシンとコウモリ傘の
偶然の出会いのように美しい

ロートレアモン伯爵
1846年4月4日～1870年11月24日
フランスの詩人、作家。



･･･なんのこっちゃ？ 



この 
 

･･･なんのこっちゃ？ 
 

のサイズがキモ！ 



…そのサイズこそが 
「シュールさ」であり、 

 
 

雑な解釈をすれば 
「インパクト」です。 



コンピューター システム

コンピューターシステム

イメージの距離：近い
▼

インパクト:弱い



コンピューター おばあちゃん

コンピューターおばあちゃん

イメージの距離：遠い
▼

インパクト:強い



二物衝突 



乗りやすいクルマ 
 

遊びやすいクルマ 
 

住みやすいクルマ 
 

食べやすいクルマ 



ちょっと古い 
 

流行語で 
 

検証してみる 



草食 + 男子? 

しゃふ 
　　しゃふ 

©株式会社Rockaku 



腐ってやがる… 
早すぎたんだ… 

腐 + 女子? 

©株式会社Rockaku 



マツコ + デラックス！？ 



もう一回、見てみよう 



WORKSHOP 

見出しを 
つくってみよう！ 

 
演習：15分 



①＝具体性・わかりやすさ重視 

②＝インパクト重視 

③＝結論を隠して誘導 

春の楽しみを先取りするコーヒーを今年もご用意しま
した。ロッカクコーヒーは、オリジナルブレンドコー
ヒーの新商品「サクラブレンド」を3月1日より販売し
ます。 
サクラブレンドは、暖かな春の到来をイメージしてブ
レンドしたコーヒーです。今年のメインには、標高
1,000 メートル以上の高地に位置し、厳しい寒暖の差
が生む凝縮された風味が魅力の「コスタリカ タラス」
産の新豆をセレクト。 
小規模農園によって手作業でつくられる高品質な豆の
魅力を、ロッカクコーヒーならではの焙煎技術で極限
まで引き出しました。フルーティーな甘みとまろやか
な苦みが特徴で、ブラックコーヒーはもちろん、牛乳
をたっぷり入れたカフェオレにもぴったりです。 
コスタリカ タラス産の生豆に限りがあることから、麻
袋3 袋ぶん（180 キログラム）のみの限定販売。追加
販売はありません。もちろん、ご注文を受けたぶんだ
け焙煎して、常に新鮮な状態でお届けします。この季
節だけの味わいをお楽しみください。 

解答（3方向/最低1案） 次のような記事から20文字以内で 
見出しを作成してください。 



自然食品&ライフスタイルのニュースサイトの 
トップページに掲載する見出しで、本文誘導が目的。 
 
ユーザーはコーヒー好きだけでなく、 
ナチュラル志向、本物志向の人たちも含まれる。 
 
ロッカクコーヒーは雑誌でもちょこちょこ登場し、 
コーヒーファンにはそこそこの知名度がある。 
いわゆるサードウエーブ系ロースター兼カフェ。 

レギュレーション 



本日のまとめ 
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3 限目

から導き出すことができます。この 2つのキーワードを

ぶつけると、元来、「国名を飲むことはできない」という「当

たり前」に対する裏切りやギャップが生まれ、ちょっとし

たインパクトが生じる、というわけです。

まとめ！　 
良い看板＝「見出し」をつくるための5カ条

さて、歓楽街からロートレアモンまで、話が方々へ散ってしまっ

た感もあるので、最後にきちんとまとめておきましょう。この

5つを踏まえただけで、みなさんが掲げる「見出し」という「看

板」の機能は、グッとランクアップするはずです。ぜひ、実務

の中で試してみてください。

�㒢⋡ߣ߹ߩ

① 紙媒体とWebとの
 「読まれ方」の構造的な差を理解する

② 読者を導く「看板」として
 視覚的・直感的な表現を目指す

③ 「看板の材料」として的確なキーワードを見つけ出す

④ 「具体性」と「謎」をブレンドして
 読者の欲求を刺激する

⑤ 性質の異なる言葉をぶつけて
 「インパクト」を生む


