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「女性が買いたくない！」

LPチェックリスト

89.8%もの購買決定を左右する

即実践可能な LP表現のポイント
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購買における女性の判断の影響

Introdaction

はじめに



はじめに
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この度は本書をダウンロードいただき、ありがとうございます。

本書は、「LPの構成は問題ないはずなのに、思ったように売れない」「広告のクリック数は多いのに、コ

ンバージョン率が低い」と思われた方にお役立ていただける内容となっております。

特に、女性向けの商材を販売されている場合、女性から「買いたくない！」「見たくない！」「関係ない」と

思われていないか、まずは表現の見直しが大切です。

本書は、すぐにお使いいただけるチェックリストと、その解説を項目ごとにご説明しています。ぜひ本資

料をご活用いただき、現状の改善に役立てていただければ幸いです。

株式会社ディー・スタイルクリエイト

代表取締役　瓦田美千代  

Introdaction



女性の購買決定権調査

【結果】世帯で購入・消費する49品目中 

▼明らかに妻が購買決定する（妻の購買決定率が夫の購買決定率より

高い）品目：49品目中31品目（63.3%） 

 

▼明らかに夫が購買決定する品目：49品目中7品目（14.3% ） 

また、購買決定する割合が30%以上の場合を「影響力がある」と 

捉えた場合、妻が購買に影響を与えている品目は 

49品目中、44品目(89.8%)となりました。
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【 購買に与える影響 】

女性

89.8%

男性

10.2%

家庭内の購買において、女性の影響力は89.8％（2019年）

世帯で購入する49品目について、家庭内の「誰の意見」で購買決定する

かを、全国既婚女性500人にアンケート調査 

株式会社ハーストーリー調べ



女性に選ばれないということは

の顧客を失っているということになります。
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89.8%
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女性が買いたくない表現１０項目

Checklist

チェックリスト



「女性が買いたくない！」LP 表現チェックリスト

Check list10
悩んでいませんか？と

ストレートに伝えている

（ 1 ）

商品が主役になっている（ 2 ）

商品の特徴ばかりを

伝えている

（ 3 ）

誰にでも響くコピーを

狙っている

（ 4 ）

リアリティがない（ 5 ）

唐突な表現になっている（ 6 ）

開発ストーリーを書いている（ 7 ）

女性は数字が苦手と思っている（ 8 ）

写真の視線に気を配っていない（ 9 ）

世界観を大事にできていない（ 10 ）
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その表現、女性はどう感じる？

Description

解説



こんな悩みありませんか？これに悩んでいませんか？

最近こんなこと、ありませんか？

こんな表現では、女性は「共感できない」と感じてしまいます。

少しは気になっていることでも、いきなり知らない、信頼できない

相手から「悩んでいませんか？」と言われるようなもの。

問題を指摘されたり、潜在的な悩みをぶつけられると女性は、

反射的に「目を背けたい」と感じ、「自分には関係のないこと」「こ

れは私の気持ちを分かってくれない」という解釈になってしまい

ます。

「共感コメント」を入れましょう。

女性がその悩みを感じそうなシーンを思い浮かべられるよう

な流れを作り、「そうそう」「私もこれ言われたことある！」と共

感できる構成にします。
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Check 01

悩んでいませんか？と

ストレートに伝えている

改善策は？ Improvement



女性はいつでも自分が主役。

「なりたい姿の自分」になるために商品を選んでいます。

男性に比べて、女性がウインドウショッピングに時間をかける理

由も、実はここにあります。

 女性は、商品を探しているのではなく、商品を見ることによって

「なりたい姿」を確かめながら「なりたい姿になるために最適な

物」を探しているだけなのです。

商品の成分、性能、効果だけを並べ立てても、女性は全く興味

が湧きません。

商品よりも、「こんな姿になりたいのでは？」
「こうなったら素敵ですよね？」という姿を想像してもらえるビ
ジュアルをファーストビューに持ってくることがポイント。
ペルソナをしっかり作り見込み客が「あんなふうになりたい」
と思うビジュアル作りがポイントです。
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Check 02

商品が主役になっている

改善策は？ Improvement



女性は商品にも興味がないのですが、その特徴にはさらに興味

がありません。

〇〇の成分が入っている ／ 〇〇成分が〇〇％たっぷり配合

〇〇の作り方をしている ／ 〇〇の容器に入っている

〇〇の人が作っている…

よくLPで見かける表現ですが、実はそんなことには、全く関心が

ありません。

男性は機能や成分などをじっくり比較検討して選ぶことが多いと

言われていますが、女性は決定的に異なります。

「 なりたい姿」なるためにこの商品を買えば、

「どう自分が変化するのか」がわかりやすく表現されているこ

とが大切です。

「自分にどういいのか」「買えば何が変わるのか」お客様に

とっての「ベネフィット」を伝えることです。

女性はその「変化できること」にお金を払っています。
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Check 03

商品の特徴ばかりを

伝えている

改善策は？ Improvement



男性よりも女性は「自分のことだけを考えほしい」と常に思ってい

ます。

男性にも、そう感じた経験がある方もおられるのではないでしょ

うか。それは 女性が嫉妬深いと言う事ではなく、太古の昔から、

生き物としての本能でもあります。

そのため、「自分に対して言われていること」と「自分には関係な

いこと」を、瞬時に見分ける能力が高い傾向にあります。

ピンポイントに「あなたに聞いてほしい」というメッセージがなけ

れば、女性は見向きもしません。

ペルソナをしっかり作り、あなたに伝えています

と言うこと表現することがポイントです。キャッチコピー、

ファーストビューの写真、シーンの想定、共感をペルソナか

ら、ぶらさないことが重要です。

デザインのトンマナも、ペルソナが決まっていないとブレてし

まい、その綻びから女性が見た瞬間に「私の商品ではない」

と判断してしまいます。
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Check 04

誰にでも響くコピーを

狙っている

改善策は？ Improvement



女性にとってリアリティーがないLPは、誰のことを言っているの

か伝わらず「自分には関係がない」と思われます。

 ファーストビューで心をつかむキャッチコピーが書かれていたと

しても、その後の構成で「自分の事ではなかった」と思われてし

まうと、その時点で離脱されてしまいます。

 また、どこかで聞いたことがあるようなシーンの想定だと、現実

味がなく、逆効果になります。

その結果、この会社は「私のことを全然わかっていない」「 私の

役には立ちそうにない」と感じてしまいます。

ペルソナを作り込むことでターゲットが実際に

どんな生活をして、どんなシーンで悩みを持っているのか知

ることが重要です。

よりリアリティーのあるシーンをLPの中で表現することによっ

て、「そうそう私もこういうことある」と感情が動かされます。
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Check 05

リアリティがない

改善策は？ Improvement



キャンペーンなどを実施する場合、 特に気をつけなければ逆効

果になっていることがあります。

何も理由なく安くなると事は、女性にとって嬉しいと言うよりも「逆

に不安」「なんで安くなるわけ」と言う疑問が湧いてしまいます。

さらに「本当に良い商品なの?」「これ原価いくらで出来てるの?」 
など、商品や会社に対しての不信感、不安感を誘発し、逆効果

になってしまうケースもあります。

特別キャンペーンで売り上げを上げるはずが、これでは通常価

格で買っていた人が逆に買わなくなってしまう原因となります。

キャンペーン内容や商品に対して「不安払拭」

「納得」のできる「理由」を表現をする事が大切です。

明確に伝える為、「〜〜は◯◯なので(理由)、〜〜〜です。」

というような言い方に変換する必要があります。

理由があると安心するため、納得して買うことができます。些

細なことですが、とても重要なポイントです。
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Check 06

唐突な表現になっている

改善策は？ Improvement



女性はそもそも商品自体に興味がありません。

成分や効果にも興味がなければ、その商品の開発ストーリーに

はさらに興味がありません。あくまでも他人が頑張った話であ

り、内心は「そう。だから何?」「私には関係ない」と思っています。

それは女性同士の会話を聞いていてもよくわかります。

例えば、2人の女性が話しているとしましょう。

1人が自分の子供の話をすると、もう1人の女性は「まあ、そうな

の！実はうちもね…」と言う流れになることが多く、実はお互いに

自分の話をしていて、相手の話を一方的に聞いていることはあ

まりないのです。

「こんなに頑張ってできました」という開発ストーリーではな

く、母性本能を揺さぶり「応援したい」と思ってもらえるストー

リーに変えましょう。

あくまでも「〇〇(お客様のベネフィット)を実現するため」とい

う姿勢が大切です。女性から支持されるブランドになり、リ

ピート率にも影響してきます。
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Check 07

開発ストーリーを

書いている

改善策は？ Improvement



女性がターゲットだからといって、数字を使わない説明ばかりに

していませんか？

女性が商品を購入する際に、口コミや雑誌掲載の有無、お客様

の声などを評価する傾向にあるのは事実です。

毎日忙しい女性は特に、「面倒なこと」が嫌いです。

LPも流し読みすることが多いため、ビジュアルで訴える方がいい

という面も、もちろんあります。

ただ、「女性は数字に弱いので、書いても全く見ていない」「逆に

数字が書いてあると離脱する」などというのは誤解です。

衝動買いする時でも、女性は「買うことを正当化」

するために自分を説得します。

そんな時はしっかり納得したいのも事実。

根拠や理由を説明するフェーズでは、数字を使って、

より納得できるように表現することがポイントです。
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Check 08

女性は数字が苦手

と思っている

改善策は？ Improvement



女性は、男性よりも第六感が働くと言われています。

それは直接的な言葉や目に見える行動だけではなく、ちょっとし

た仕草から情報を取り入れているからです。

例えば、目の使い方、指先の仕草、体の傾け方、足の向きなど

細やかな動きから、感情を察知しています。

そんな女性にとって、モデル写真の仕草や視線は、とても重要

な要素です。

特に視線がまっすぐ正面を向いている写真は、「目を背けたくな

る」と答える女性が多く、上目づかいの写真も好まれません。

視線の方向、表情、手先の形などすべてに

メッセージを感じられる写真を選びましょう。

正面なら少し視点を左右に外す、斜め上を見上げるような写

真が好まれます。
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Check 09

写真の視線に

気を配っていない

改善策は？ Improvement



商品の成分や効果、開発ストーリーを繰り返し説明したり、「この

商品を使わないとどうなるか」など不安を煽った表現をしていま

せんか。

女性は、どぎつい表現やシビアなビフォーアフターの写真など、

不快感を感じたり、現実を直視せざるを得ない、

LPや広告を避ける傾向があります。

「このページは私が見るべきものではない」と感じると、女性は、

すぐにページを閉じたり、バナーをオプトアウトしてしまいます。

ペルソナをしっかり想定し、その人に合った

雰囲気を細部まで表現することが重要です。

「私らしい」「私が見るべきもの」と一瞬で判断して

もらえる世界観を作ることがポイントです。
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Check 10

世界観を大事に

できていない

改善策は？ Improvement
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女性が買いたい！と思うLPを作るために

Sum up

概括



女性は、全員同じではありません。

女性と言っても、年齢、職業、収入、既婚未婚、家庭状

況、趣味などにより、好みも考え方も毎日の生活も全く

異なります。

 女性に「私に向かって言われている」と思ってもらうた

めには、まずどんな女性に買ってもらいたいのか、ペ

ルソナを絞り込む必要があります。
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Sum up 01 ノマド 
ワーカー 

32才 
既婚 

週３回 
ジム通い 



ターゲットを絞り込むと、

・その人たちがどんな生活をしているのか

・その生活の中でどんな悩みがあるのか

・その悩みが起きるのはどんなシーンなのか

・その悩みを今はどう解決しているのか

・解決できずに困っている事は何か

しっかりと把握することができます。
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Sum up 02

時短で 
美容ケア 
したい 

野菜を 
もっと手軽に

摂りたい 

お得に続けら
れるサプリが

欲しい 



調べる方法は以下です。

（１）既存のお客様にアンケートをとってみる

（２）既存のお客様数人に直接聞いてみる

（３）ターゲットに近いモニターにアンケートする

Sum up 03

ただし直接的に「どんな時に悩んでますか？」と

聞いても、ダイレクトには答えてくれないことが多く「大

体、わかっていた答えしか出なかった」となってしまうこ

とがあり、アンケートには調査テクニックが必要となり

ます。
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30〜40代 

女性・会社員 

ターゲット 

20代 10代 



年齢 

休日の 
過ごし方 

好み 

職業 

ペルソナ 

・ アンケート内容決定  

・ 表現(コピー/写真)決定  

・ 広告媒体/訴求方法決定  

▼ ペルソナ 

▼ 世界観 

▼ 顧客ベネフィット  

↓ 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また、調査テクニックも大事ですが、まずは商品を使用するペルソナをしっかりと設定することで、顧客にとってのベネフィット

や、ブランドの世界観を定めることが大切です。

Sum up 04

その設定を基に、アンケートでヒアリングする内容、広告やLPなどで使用する表現、訴求方法を決めていくと、一貫したアプロー

チをする事が出来ます。

購買決定権の「89.8%」は女性の影響力。ぜひ今から、ペルソナである女性の購買心理を理解した、LPでの表現で、女性の「買

いたい！」に寄り添っていきましょう。
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会社名　　株式会社ディー・スタイルクリエイト

住所　　　〒810-0023
　　福岡県福岡市中央区警固 2丁目17-30
　　アルバけやき通りビル 2F

電話番号　092-791-9635

事業内容　リピート通販コンサルティング

　　WEBマーケティング

　　WEBデザイン・コーディング

　　薬事ライティング

　　CRMメールマーケティング代行  

ダイレクトマーケティングのスタイル（仕組み）を創る



今さら聞けない！化粧品通販に薬機法チェック

が必要な３つのワケ

女性の購買心理とは？

行動科学から紐解く女性の心理

株式会社ディー・スタイルクリエイトでは

女性の「買いたい！」購買心理を研究したリピー

ト通販支援をご提案しています。

＞  記事一覧  

>> Next step

ダイレクトマーケティングのスタイル（仕組み）を創る

最後までご覧いただき、ありがとうございました

>> Know more

化粧品・健康食品のなどの

女性向け単品リピート通販

のECサイト構築・LPデザイ

ン・CRMはお任せくださ

い。

＞  D STYLE CREATE｜WEB  

＞  続きを読む   

＞  続きを読む   

https://dstyle-design.com/blogtop/
https://dstyle-design.com/
https://dstyle-design.com/2019/12/23/womanbuy/
https://dstyle-design.com/blog_yakkihou/yakkihou20191025/

