
 

 

爆速 USP 入門 
 

爆速起業家 ozzyiida 

 

 



 爆速 USP 入門 

-  – 

Copyright (C) 爆速起業家 ozzyiida  All Rights Reserved. 
 

1 

・著作権について 

本冊子並びに本冊子の表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊子の著作権は発行者にあります。 

本冊子の使用に関して、以下の点を十分ご留意ください。 

 

・使用承諾に関する契約 

本契約は、本冊子を持つ個人・法人（以下甲）と発行者（以下乙）との間での

契約です。 

本冊子を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになりま

す。 

 

第一条 本契約の目的 

乙が本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾する

ものです。 

ただし、使用は非独占的なものに限られます。 

 

第二条 禁止事項 

本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊

子に含まれる情報を、甲は乙の書面による事前許可なくして出版・講演活動お

よびメディア配信などによって一般公開することを禁じます。また、電子メデ

ィアによる配信等によって一般公開することを禁じています。特に当フ

ァイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は自らの所属する会社や

組織においてのみ、本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の二条に反し、乙に損害が生じた場合には、乙は甲に対し違約金を

請求する権利を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと乙が判断した場合は、乙は使用承諾に関する契約を解除

することができるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊子に含まれる情報の使用責任の一切は甲にあり、この情報により甲に損害

が生じても、乙は一切の責任を問われません。 
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皆さん、初めまして！ 

爆速起業家ozzyiida（オジーイイダ）です。 

Texas州の Abilene という小さな町が心の故郷です。 

 

さて、今回は私のレポート１４作目として、尊敬する星渉先生の 

 

著書である「鈴木さんの成功。」をヒントに、USPの超入門書 

 

レポートを作成しました。 

 

これをヒントに、あなたの商品が、競合他社と決定的に違う価値を 

 

お客様から認めて頂くヒントになれば幸いです！ 

 

 

■USPとは？ 

■USPの例 

■USPと似たマーケティング用語 

■USPの見つけ方 

■USPを見つけるヒント 
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■USPとは？ 

 

USP（Unique Selling Proposition）とは 

日本でのＵＳＰ講師第一人者の星渉先生 

によれば「お客様との究極のお約束」 

なのですが、この約束とは何でしょうか？ 

 

その結論の前に、そもそもいつから 

こういった概念ができたか調べてみると 

1940 年代に成功した、広告に共通する 

パターンをもとに、ロッサー・リーブス 

によって提唱された考え方なので 

とても歴史がありますね。 
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しかし、当時はキャッチコピーが良くて 

成功したものと思われたようです。 

 

リーブスは「Reality in Advertising」で 

3 項目の基準にまとめています。 

 

■広告は顧客への提案でなければならない 

  単なる言葉ではなく、お客様の利益 

 （得られるもの）を伝えるべき。 

■その提案は独自のものであること 

  競合が同じ提案をできないものを作る。 

■提案は強力であること 

  多くの方を動かす強力な提案をする。 
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このように、USP 提唱者のリーブスは 

大規模な広告キャンペーンを想定しており 

それゆえに個人事業主や中小企業の USP と 

違うのではないかと誤解される原因と 

なっているのではないでしょうか？ 

 

ですので、会社の規模に関わらず 

コンセプトが USP であり 

それを基に解りやすく表現したものが 

キャッチコピーなのではないでしょうか？ 
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■USPの例 

USP の成功例としてよく話題に上るのが、パーソナルトレーニング

のライザップですが、これは別に痩せるとか、筋肉が付くなどとは 

一言も述べていませんが、「結果にコミット」という USP を基にし

た、秀逸なキャッチコピーによって、お客様がかなり期待をかけてい

ることが、その売り上げから明らかになっていますね！ 

この他にも、ドミノピザの「30 分でお届けします」ですが、実際の

ところはドミノピザ以外のピザ店の方が、デリバリー時間が短かった

という実証もあるように、特に一番早く届けるとは言っていないのに、

お客様が早く届きそうだと思ってくれるように感じさせる 

一流のキャッチコピーですね。 
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つまり、どちらもウソをついているわけではないのに、お客様が好意

的に感じてくれるような「流れ」をつくるのがキャッチコピーで、そ

の基となっている 

理念や使命の部分（マーケティングコンセプト）が USP と言われる

部分なのではないでしょうか？ 
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■USPと似たマーケティング用語 

 

１．製品コンセプト 

２．マーケティングコンセプト 

３．ブランドコンセプト 

４．ブランドプロミス 

５．タグライン 

６．USP（Unique Selling Point） 

７．POD（Point Of Difference） 

等々沢山ありますね。 

 

それぞれ、意味は若干違うのですが、「お客さまがあなたから買うワ

ケ」を簡潔に定義しており、マーケティング活動の中心となる考え方

なのです。 
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こんなに色々な種類があるのはなぜなのでしょうか？ 

それは、「マーケティングは軸が定まりにくい」からではないでしょ

うか？ 
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■USPの見つけ方 

USP は、効果的なマーケティングを行い、お客様と究極のお約束を

することによって、お客様を「その気」にさせ、行動を起こさせるの

が目的です。 

 

そのため、お客様に行動して頂くには、徹底的にお客様の立場に立っ

て、どういった提案が本当にお客様の価値に繋がるかを、時間をかけ

て、じっくりと考える必要があるのです。 

したがって、お客様の目線をないがしろにした、経験だけのコンセプ

ト作りでは、環境が変わっていくことに対応できません。 
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■USPを見つけるヒント 

日本での USP 講師 No1.の星渉さんによれば、ビジネスとは 

「お客様の問題解決」なので、お客様の問題を「根本的に解決」する

「継続性のある商品」を作ることによって、あなたのビジネスが 

揺るぎのないものになると、提唱しております。 

 

さて、ビジネスセンスのずば抜けた方なら、もう説明することは無い

と思いますが、そうではなくてもご心配なく！ 

私があなたの USPを見つけるお手伝いを致します！ 

 

雪道で滑らない（事業を失敗させない）安全運転のためには、あなたの

ビジネスにぶれないＵＳＰを作る必要があります！ 

 

http://taishishoten-shop.com/ss/archives/262/
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ダメ男が、短期間で爆速起業家に変身できた、 

秘密の全貌をこっそりお教えします！ 

https://maroon-ex.jp/fx60382/1pUIIY 
 

爆速起業家 ozzyiidaのプロフィール 
http://bizzozzyiida.seesaa.net/category/26484401-1.html 

 

Facebook公式ホームページ 
https://www.facebook.com/ozzyiidabiz/ 

Facebook個人アカウント 
https://www.facebook.com/ozzyiida 

【爆速起業家ozzyiida LINE@】 

https://line.me/R/ti/p/%40hnd3282j 

お問い合わせ先 

sn9380@expa-cast.jp 

 

https://maroon-ex.jp/fx60382/1pUIIY
http://bizzozzyiida.seesaa.net/category/26484401-1.html
https://www.facebook.com/ozzyiidabiz/
https://www.facebook.com/ozzyiida
https://line.me/R/ti/p/%40hnd3282j

