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お客様がつい開封してしまう「引き金単語 500 選」	 

	 

あなたがブログやメルマガを書く時、そして誰かとトークをする時に、	 

お客様の属性に応じて、下記の言葉を使ってみてください。	 

驚くように開封率が上がったり、「あなたの話は興味深い」と、	 

言われたりするようになります。	 

	 

注意点：お客様の属性によって反応する言葉は、変わります。	 

例えば、ハイヤーセルフという言葉は、売上を上げたい経営者には	 

全く響きませんが、スピリチュアルが好きな方には響きます。	 

	 

使い方：下記を印刷しておき、あなたが何か文章を書いた時に、	 

「今日の文章はちょっと弱いかも」と思った時に、あなたがちょっと弱いと	 

感じた単語をお客様の属性に応じて、下記の引き金単語に変えてみてください。	 

	 

	 

自己啓発の本や自己啓発のセミナーに参加するのが	 

好きなお客様が反応する単語（55 個）	 

・	 豊かさ	 ・コーチング	 ・愛	 ・アンソニー	 ・セッション	 	 

・	 奇跡	 ・富	 ・豊かになる	 ・モチベーション	 ・好きなことだけ	 

・	 大好きなこと	 ・本田健	 ・道をひらく	 ・悩みが消える	 ・勇気	 

・	 幸せになる	 ・傷つく	 ・夢を叶える	 ・生きる	 ・考え方	 

・	 強み	 ・USP	 ・強みがわからない	 ・ミッション	 ・使命	 

・	 ジェームス・スキナー	 ・思考は現実化する	 ・誠実	 ・著者	 ・人生	 

・自己啓発	 ・能力開発	 ・幸せ	 ・苫米地	 ・マインドセット	 	 

・	 7 つの習慣	 ・人生が変わる	 ・会話術	 ・アドラー	 ・ありのまま	 

・	 メンタル	 ・才能	 ・目覚める	 ・成功	 ・どん底	 ・そのままでいい	 

・	 神	 ・ザ・シークレット	 ・ブラック企業	 ・どう生きるか	 ・ワクワク	 

・人生の意味	 ・脳	 ・パフォーマンス	 ・パートナー	 ・勇気	 ・目覚める	 
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売り上げを上げたい人、利益を出したいお客様が反応する単語	 

（240 個以上）	 

	 

●秘匿性を強調する単語	 	 	 

・公開	 ・伝授	 ・暴露	 ・とは？	 ・技術	 ・原則	 	 

・真相	 ・方法	 ・考え方	 ・テクニック	 	 

・スキル・メソッド	 ・方程式	 ・まだ誰にも見せたことがないもの	 	 

	 

●お金をイメージさせる単語	 

・稼ぐ	 ・儲かる	 ・お金	 ・現金	 ・現ナマ	 ・預金残高	 

・お札	 ・資産	 ・臨時収入	 ・ボーナス	 ・入金	 ・ビジネスモデル	 

・	 売上	 ・振り込み	 ・通帳	 ・賞与	 ・継続収入	 	 

・	 安定収入	 ・不労所得	 ・ミリオネア	 ・お金持ち	 ・田園調布	 

・	 芦屋	 ・億	 ・ゼニ	 ・多額の現金	 ・出稼ぎ	 ・毎月入金	 ・万券	 	 

	 

●無料・値打ち感	 	 

・タダ	 ・安価	 ・家族料金	 ・低価格	 ・無料	 	 

・お値打ち	 ・お得	 ・初期費用 0円	 

	 

●継続・将来性	 	 

・	 永遠	 ・半永久	 ・安定	 ・継続	 ・リターン	 

・	 確定	 ・決定	 ・確実	 ・保護	 ・固定	 ・設定	 

・	 獲得	 ・持続	 	 

	 

●権威性	 

・	 お金持ち	 ・富豪	 ・ミリオネア	 ・業界 No.1	 ・有名	 

・	 	 TV	 ・ラジオ	 ・雑誌	 ・新聞	 ・番組を持っている	 	 

・	 権威	 ・有名人	 ・トップ	 ・大企業	 ・業界	 	 

・	 各界	 ・著者	 ・ベストセラー	 ・TV に出ている人	 ・作家	 

・	 富豪	 ・富裕層	 ・顧問	 ・コンサル	 ・有名な	 	 

・	 BIG な	 ・伝説の	 	 
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●能力がある感じがする	 

・	 才能	 ・天才的	 ・有能	 ・優秀	 ・潜在能力	 ・2代目	 	 

・	 モチベーション	 ・行動力	 ・集中力	 ・記憶力	 ・フォーカス	 	 

・	 取り柄	 ・熱量	 ・高学歴	 	 ・極意	 ・方法	 

・	 上品な	 ・極上	 ・絆	 ・繁盛	 ・共通点	 	 

・	 急上昇	 ・チャンス	 ・素敵な	 ・ゲット	 	 

	 

●限定性	 

・	 限定	 ・特殊	 ・謎の	 ・極めて	 ・まれな	 ・究極	 	 

・	 至高	 ・月替り	 ・●月限定	 ・2度と後悔しない	 	 

・	 チャンスは残りわずか	 ・数量限定	 ・期間限定	 ・限定特典	 

	 

●簡単そう	 

・簡単	 ・ワープ	 ・瞬間	 ・ 短	 ・今すぐ	 ・ 小	 

・	 近道	 ・素人	 ・インスタント	 ・単純な	 ・カチカチ	 	 

・	 マスター	 ・マニュアル	 ・ステップ	 ・取り入れる	 ・知識ゼロ	 

・	 初心者	 ・ド素人	 ・ゼロベースの人でも	 ・プレゼント	 ・ツール	 

・	 テンプレート	 ・伝授	 ・するだけ	 ・暴露	 ・技術	 	 

・	 実績ゼロ	 ・シェア	 ・法則	 ・シート	 ・インストール	 

・	 ダウンロード	 ・カチカチ	 ・マスター	 ・丸暗記	 ・スイッチ	 

・	 ステップバイステップ	 ・わかりやすい	 ・ワンタッチ	 ・ガイドライン	 	 

・	 マニュアル	 自動	 全自動	 

	 

●強い動詞	 	 

・	 発揮する・優位に立つ・威張る・発する・除去する	 

・	 活用する・復活する・独占する・葛藤する・興奮する	 

・	 目減りする・暴く・君臨する・執着する・依存する	 

・	 改善する・融合する・性的緊張・裏切る・舞い込む	 

・	 依頼する・感謝する・目の当たりにする・作用する・焦る	 

・	 率先する・解放する・節約する	 ・出し惜しむ・セーブする	 

・	 群れをなす・あざ笑う・敵視する・解放する・圧力をかける	 

・	 秘密活動をする・欺く・殺到する・添加する・抱き込む	 
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・	 失う・シンクロする・我慢する・出る	 	 

	 

●ファンタジ—を感じる単語	 

・	 グラビアアイドル・タレントの卵・美人・イケメン・関係を持つ	 

・	 不倫・浮気	 高層マンション・ベストセラー・複数の収入の柱	 	 

・	 ディズニー・人脈・	 成長・成功・進化・ミッキー	 ・海外旅行	 

・	 前に進む・乗り越える・宝くじ・リゾート地・徳川埋蔵金	 

・	 賢者	 ・竹やぶで3億円	 ・財宝探し	 ・金属探知機	 ・パンダを抱く	 	 

	 

●継続・将来性	 を感じる単語	 

・永遠・半永久・安定・継続・リターン・確定・決定	 	 

・確実・保護・固定・設定・獲得・持続	 	 

	 

●どうしても開封率を高めたい時に使うもの	 

・「お店が終わったらキテ」と私に言った人	 	 

・ 新のリスト取り	 	 

・撫で撫で	 	 

・同期が役員に呼ばれて、、、	 

・まゆまゆ悲しすぎる	 	 

・タクシー内にて（ドキドキしています）	 

・	 私はキープちゃんでした	 

・ライブします	 
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多くの女性のお客様に反応する言葉（100 個）	 

・	 通販	 ・輝く	 ・甘えたい	 ・息子	 ・アトピー	 

・	 あなたらしく	 ・フライパンひとつで	 ・チェンジ	 ・断捨離	 ・SEX	 

・	 先生	 ・富豪	 ・楽	 ・産婦人科	 ・スキンケア	 

・	 誘惑	 ・ミニスカート	 ・もう無理なの？	 ・玄米	 ・妊娠中	 

・	 整理が苦手	 ・あなたのため	 ・奇跡	 ・横取り	 ・子宮	 

・	 安眠	 ・料理	 ・レシピ	 ・らくらく	 美○○	 

・	 頭をなでなで	 ・二重	 ・細身	 ・太ってる	 ・バッグ	 	 

・	 エステ	 ・アロマ	 ・エステティシャン	 ・自信がない	 ・ギュッ	 

・	 ありがとう	 ・こんな私	 ・太った	 ・初めて出逢った頃	 ・オシャレ	 

・	 アフタヌーンティー	 ・キレイ	 ・初恋	 ・ヒドイ事言われた	 	 

・	 ダメなの？	 ・好き	 ・ランチ会	 ・高級ホテル	 	 ・忘れない	 	 

・	 会いたい	 ・キープちゃん	 ・元彼	 ・リラックス	 ・オトナ	 

・	 口紅	 ・かわいい	 ・孤独死	 ・やさしさ	 ・ねぇねぇ	 ・自分らしく	 

・	 笑えるように	 ・オーガニック	 ・老人	 	 ・女子会	 ・女子力	 

・	 自分も他の人も幸せに	 ・甘えんぼう	 ・手紙	 ・涙	 ・自然に笑える	 

・	 レディースコミック	 ・イケメン	 ・一輪の花	 ・ひみつの	 ・お兄ちゃん	 

・	 スタイリスト	 ・年下の彼	 ・アイドル	 ・出産	 ・子育て	 

・	 よしよしされたい	 ・体幹	 ・リンパ	 ・カラダ	 ・ココロ	 

・	 夫人	 ・おっぱい	 ・夫婦	 ・妊娠	 ・○○コーデ	 ・ミライ	 

・	 幸せを呼ぶ	 ・開運	 ・占い	 ・運命	 ・スタイル	 

	 

スピリチュアル・メンタルヘルス系のお客様が反応する単語	 

（30 個）	 

・	 天使	 ・お金と豊かさ	 ・ソウルメイト	 ・許す	 ・手放す	 

・	 パワーストーン	 ・波動	 ・親のトラウマ	 ・大天使	 ・潜在意識	 

・	 スピリチュアル	 ・運命	 ・宿命	 ・恋愛法則	 ・幸せ	 ・愛	 

・	 ハイヤーセルフ	 ・セドナ	 ・チャネラー	 ・アドバイス	 ・人生	 

・	 引き寄せ	 ・エネルギー	 ・エネルギーワーク	 ・ヒドイ	 ・セッション	 	 

・	 カウンセリング	 ・鬱	 	 ・結婚	 ・一生愛される	 ・親の●●	 	 

・	 月	 ・満月	 ・魂	 ・占い	 ・豊かに生きる	 ・伊勢神宮	 

・	 霊的	 ・精神的	 ・サイキック	 ・数秘	 ・神秘	 
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眠そうな人が目を覚ます！	 超強烈な単語（８０個）	 

（自己啓発が好きな方と多くの女性は怖がるので	 

その層にはあまり使わない事）	 

	 

・	 皮肉	 ・残骸	 ・賽の河原	 ・殺風景な	 ・米軍	 ・ガンジス	 

・	 えぐれた	 ・詐欺	 ・異星人を回収	 ・墜落	 ・冥土の入り口	 

・	 神話なき国の神話	 ・生き延びた	 ・目撃	 ・ヒーラーと交信	 ・○○基地	 

・	 巨大な三角形の UFO	 ・ピーナッツ・バターをなめる	 ・ポキリと折れる	 

・	 神の思し召し	 ・硬化	 ・生える夢	 ・相当ショック	 ・親族から	 

・	 罵声を浴びた	 ・生きながら阿修羅の道に入った	 ・ショットガン	 

・	 奪い取った	 ・サブリミナルメッセージ	 ・十字架	 ・握りしめ	 

・	 ひどく汗ばんだ	 ・弾丸	 ・銃口	 ・奪い取った	 ・引き金を引いた	 

・	 一命を取り留めた	 ・顔面全体	 ・爆音	 ・まるで命令に従うロボット	 

・	 幻覚	 ・即死	 ・観客には秘密	 ・人間を操作	 ・性器	 	 

・	 市民の行動を支配	 ・すり込み	 ・スキャンダルな	 ・過激なその内容	 

・	 被験者	 ・物議をかもす	 ・違法行為	 ・幽霊	 ・豚の屠殺場	 

・	 豚の悲鳴	 ・燃料さえ飲む	 ・予言者である	 ・自分の身体を支配	 

・	 ごく局所的な地域で	 ・剣と槍を突き立てる	 ・医師たちの実験台	 

・	 顔を背ける	 ・悪名	 ・人間の理解を超えた高次の力が存在	 

・	 びっくり人間になりたかった	 ・沸騰したお湯で身体を洗う	 

・	 パイプが貫通	 ・治癒	 ・こねくり回された	 ・世界各国で放送禁止	 

・	 俺はイヤだね	 ・正義を声だかに叫ぶ	 ・臓器売買	 ・悪趣味	 ・角膜	 

・	 グロ映像天国	 ・土に埋められた	 ・入国拒否	 ・樹海	 ・生贄（いけにえ）	 

	 


