
わずか２ヶ月で発信できる自分に変身する
聖域ライティング



お金儲け目的じゃないのよ
自己満足や趣味じゃないのよ

本当に、人の役に立ちたいのよ

未来の子どもたちに
ステキな世界や社会を贈りたいのよ。

そう思ったことがある場合は、次の項目をチェックしましょう！

勉強家のあなたへ。



メルマガが大切！と分かっているけど書けない。

色々学んだのに活用できていない。

アウトプットしようとしてもまとめられない。

一念発起して講座を作ったが、誰も来なかった

「ああ・・・やらなきゃ」と思って今日も日が暮れた

やらなきゃならないことが多すぎて、最早、何から手
を付けたらいいか分からない

こんなコト思って辟易していませんか？



ここで一つでも、「私のことかも・・・」と思い当たる
項目があればこの資料を最後まで読んでいくと素敵なことが起こります。

メルマガが大切！と分かっているけど書けない。

色々学んだのに活用できていない。

アウトプットしようとしてもまとめられない。

一念発起して講座を作ったが、誰も来なかった

「ああ・・・やらなきゃ」と思って今日も日が暮れた

やらなきゃならないことが多すぎて、最早、何から手を付けた
らいいか分からない



こんにちは、ミンナです。

静かな情熱を胸に
読書に勤しみ
セミナーに出て
学びを深めているあなたへ。

発信してますか？

それとも・・・。伝えたい想いはハートから溢れそうなのに
発信できずにいるのでは。

伝えたいことが沢山あるのに話せない…。書けない…。
発信できないもどかしさ。

「どうしてやらないの？」「アウトプットしないと学びにならな
いよ」と耳にタコができるほど言われる。
でも、自分でも、どうしたら動けるか最早わからない…。

苦しいですよね。

わかります、私も、かつてはそうでした。
安心してくださいね、
発信したいのに、なぜだかうまくいかない。
このサービスは、そんな貴方のために作りました。



なぜ
学んだ叡智を

アウトプットしづらいの？



ブログやメルマガ、
ステップメール…。やりたくないのに

ついつい、他の人の真似して明るく頑張っては疲れてやめて。

完璧主義が邪魔をするんじゃないかなぁ

反論されたり批判されたりが怖い。
興味が無いなら放っておいてくれたらいいのに…。

誰でもうまくいかないと不安になるし、自信もなくなっていくモノ。

でも、悪いのは、あなたじゃないのです。

自分らしさが失われていく



どうしてうまくいかないのかっていうと、答えは簡単です。



自由に話せる聖域（サンクチュアリ）を持っていないだけ。

あなたの安心・安全な場が

作れていないから。



大丈夫です！！
メルマガを使って
あなたらしく輝く文章で売れる
集客術があるのです。



・・・って言うと、よく言われるのが・・・。

メルマガを出しましょう！！！！！



メルマガどうしても書けません

メルマガ書いているけど、

集客できませんよ…。

「メルマガ書けない、ムリ・・・」ってあなたも感じていますか？

メルマガに何を書いていいか

わからないし時間がかかります



でもそれって、誤解なんです！！



おひとり様起業の成功には、メルマガは必要です。

ちゃんとあなたに合った方法だってあります。

今まで習ったやり方を一回全部捨てちゃって
これからする説明を読み進めて下さい。



聖域（サンクチュアリ）なメルマガを、
ひとりで作るのってちょっと…。
いや、だいぶムズカシイ。そこで、生まれたのが

無理せず自然な、あなただけの聖域を作ることをミンナがお伝えいたします。

聖域（サンクチュアリ）
ライティング



スイスイと書くための
聖域（サンクチュアリ）作り

４つの鍵



大切なお客様にメルマガを届ける。

スイスイと書くための「聖域」作り４つの鍵

思考の整理術を使って
自分の言葉でとにかく書く。

客観的で愛ある添削を受けながら
貴方の言葉を磨き上げる。

思考の整理術を身に着けて
メルマガを育て続ける。

どんなに発信が苦手でも大丈夫。ミンナが励ましながら伴走することで、
メルマガやブログなどの発信を、４ヶ月かけて慣れていきましょう。
オンライン上に聖域を作り、こつこつとあなたのファンを増やしましょう。



あなたの力を必要としているのはどんな人？

あなたが幸せにできるのはどんなお客さんで、
そのためにはどんな言葉が必要？

お客様を幸せにする「発信ができる」あなたに変化

講座より、ステップメールより、まずはメルマガ。
お客様と長く信頼関係を積み上げる場を作りましょう。

ひとりじゃないってステキなこと♪一人では
いつまで経っても始めることができないかもしれません。

ぜひ、一緒に考えていきましょう。



たった４ヶ月間で
どんなに発信が苦手でも書けるようになる
『聖域ライティング』はどんな内容なのか？



～メッセージを届けよう～ メルマガコンサルティング
３ヶ月めはイメージで言うと、『水の流れを作る』です。いよいよ、お客様候補の人たちに届ける仕組
みを作ります。ブログとつなげたり。SNSとつなげたり。商品案内の募集をかけたり。お客様候補の人

が、あなたを知って興味を持っていく心の流れをオンライン上に作ります。メルマガを中心に、お客様
とあなたの交流が生まれるように。仕上げてまいります。

～自分の言葉をみつけよう～ イージーライティング
１ヶ月目のイメージは『井戸掘り』５分で思考の整理ができて論理的な文章が書ける『イージー
ライティング』を身に着けます。あなたの言葉という泉が滾々と湧き出るまで、書いて～書いて
～書き続けます。とはいえ、どこにも発信しなくてOKです。あなたのライティングの個性や魅力
を発掘するのがこの月の目的です。

～メルマガを出そう～ メルマガコーチング
２ヶ月目をイメージで言うと、見つけた水脈の水を溜めて、泉を作り出す感じ。いよいよメルマガ
を出しましょう。ただ、シンプルに出します。お持ちでなければ、セッティングからお手伝いしま
す。読者が少なくてもゼロでもOK。１ヶ月目でみつけたあなたの言葉の魅力をメルマガでどう表現
するのか？を探っていくのが２ヶ月目です。

～計画的にあなたの言葉を届けましょう♪～
４ヶ月目のイメージは、『循環する水』色々な流れをあなたの聖域につくることで、永遠に循環するお
水の動きが生まれます。メルマガを使ってのあなたのビジネスの流れを確立させましょう。メルマガ
は、あなたの意図次第でいろいろな機能を果たします。一緒に、どんなテーマで一年間発信するのか、
年間計画や月間計画を立てましょう。

初回セッション

２ヶ月目

３ヶ月目

４ヶ月目

月1～2回 60分のコンサルティング６か月間（コンサルは全てオンラインで）

聖域ライティングの内容



初回セッション（イージーライティング習得）

メルマガコーチング（１～２週に１回）

メルマガコンサルティング

１ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月

自習ワーク（２種類）

ユートピア文章術の４ヶ月の流れ

年間計画完成まで



通常価格
275,000円のところ

↓

毎月55,000円×4か月

220,000円（税込）

無金利での分割支払はモニター期間中限定３名様までとさせていただきます。

聖域ライティングの受講料

220,000円（税込）

一括払い 分割４回無金利

通常価格
275,000円のところ

↓

その他、お支払いについて質問があれば遠慮なくお問い合わせ下さい。



聖域ライティングは「９つの豪華特典」つき！

ヒロインの旅の酒場
無料参加OK

メッセンジャーや
LINEで質問し放題

メルマガコーチン
グ（メルマガ完成
後コース修了まで
アドバイス）

メルマガ告知ページの
添削・リライト

思考の整理が５分でで
きるイージーライティ
ングノート２冊
（4000円相当）
プレゼント

文章添削
（コンサル終了まで無制限）

各ワークのメール相談
（自習ワーク中無制限）

【動画】エクスタ
シィライティング入
門講座プレゼント

イージーライティング
実践講座(55,000円相当)

特典
1

特典
2

特典
3

特典
4

特典
5

特典
6

特典
7

特典
8

特典
9



お客様の声



お客様の声



売上も順調に伸びています。

S.Kさん

何らかのきっかけでメルマガの読者登録をしてくれる。
読者の方が講座を受けてくれる。
他の人を紹介してくれたり、他の講座にも参加してくれる。
「こんな講座をしてほしい」という要望をきっかけに新たな講座ができる。
新たな講座をつくってメルマガで告知することで、受講につながる。
こうした流れを実感できるようになりました。
メルマガを核にして確実にお客様との接点がつくられ、
売上も順調に伸びています。

メルマガもブログもWordPressも、講座もセッションも、
どれもそれぞれ単体では機能しません。
すべてが連動して、はじめてビジネス活動になります。
ビジネス活動のコアとなる
メルマガをきちんと出しながら起業力を育てたかったら、
ミンナさんの講座がおすすめです。



ミンナの昔話



以前のミンナについて♪

メルマガが何よりの宝物です

私も、発信できない人でした。以前は、２週間もかけてメルマガの下書きを
して。結局、ボツにしていました。ブログも、書いては消し、書いてはまた
消し。時には全然まとめられなくて一文字も書かずに日が暮れて。

でも。ある時に『思考の整理方法』を教わったのです。それも、２方向か
ら。ひとつは、書籍。もうひとつは、ライティング講座でした。２つの共通
点は、「短時間で書き出して思考を整理すること」オドロキでした。うまく
書けない理由は時間をかけて書いていたことだったのです。短時間で思考を
整理できるようになってからは、どんどん発信できるようになりました。特
に、苦手と思っていたメルマガをサクサク書けるようになり、気づけば１０
年目です。地球上のドコよりも自分が自由に発言できる場所、それがメルマ
ガ。自分好みな温度の気持ちいいバスタイムのようなほっこり空間♡この、温
泉のようなサンクチュアリ感に気づいてしまってからはメルマガが何よりの
宝物になってしまいました。



よくある質問



はい、ご参加いただけます。一緒にビジネスをスタートさせましょう。伝えたいことと、今
後ビジネス展開するご予定があるのでしたらメルマガは早くから取り組んでOKです。ただ、
『起業前だからノープラン・おまかせでOK』という意味ではありません。やりことや、伝え
たい想いなどはコース中にしっかり考えて言語化していただくことになります。

特にこだわりがなければ、メルマガと申込みフォームが無料で一緒に作れるリザーブストッ
クで作成サポートいたします。

日時は、お申し込み後にその都度調整します。オンラインでのマンツーマンセッション形式
です。ご希望に合わせて世界中どこからでもご参加できます。

Q：メルマガを持っていませんが大丈夫でしょうか？

Q：いつ開催されますか？

Q：まだ起業していないのですが、参加できますか？



聖域ライティングの
お申し込みはこちら

聖域ライティングお申し込み窓口

モニター価格でのお申し込みは限定３名様までです。

https://resast.jp/inquiry/75662


聖域ライティングお申し込み窓口
基盤をキッチリ作り上げたいので、限定2名様までとさせていただきます。

https://resast.jp/inquiry/75662
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