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はじめに 

『Facebook広告で失敗しないための傾向と対策』
に興味を持ってくださり、ありがとうございます。 

本書は、Facebook広告をプロモーションに使いた
い一人起業家のために書きました。 

特に、既にFacebook広告を活用していて、次のよ
うな悩みを持っている方にはきっとお役に立てる
かと思います。 

• 「CPAが高すぎる」 
• 「広告審査が通らない」 
• 「広告アカウントが凍結されてしまった」 
• 「自分なりにやってみたけど、正しいやり方な
のか分からない」 
• 「他の人はどうやっているんだろう？」 

どちらかというと、中級者向けの内容が多めです。 

これからFacebook広告を活用していきたい方には
ピンとこない内容もあるかと思いますが、ぜひお
読みくださいね。 

本書の内容を前もって知っておけば、「しなくて
もいい失敗」を避けることができます。たとえば、
広告審査に落ちて時間を奪われたり、広告アカウ
ントが凍結されてしまうことがなくなるかと思い
ます。 

こんにちは。Web広告コンサルタントの倉林寛幸
（くらばやし ひろゆき）と申します。 

現在は、一人起業家向けにWeb広告（主に
Facebook広告）運用サービスを提供しています。
また、一人起業家向けのオンライン勉強会「たま
ごアカデミー」を運営しています。 

これまでに、色んな一人起業家のプロモーション
を担当させていただきました。 

うまくいったこともそれなりにあるのですが、そ
の裏では何度も広告審査に落ちたり、広告アカウ
ントが凍結されたりしました。そのたびに、

Facebook社に異議申し立てをしたり、問い合わせ
をしました。かなり苦労しております（汗） 

このような、ある意味では貴重な経験をさせてい
ただく中で、広告審査に落ちやすい表現や広告ア
カウントが凍結されやすい表現が次第に分かって
きました。 

本書では、これらをまとめて「広告審査に落ちな
いためのポイント」「広告アカウントが凍結され
ないためのポイント」「審査に通りやすくてCPA
も下がりやすい施策」としてご紹介しています。 

僕と同じように、広告審査や広告アカウント凍結
で困っている方にとって、少しでもお役に立てれば
幸いです。 

ぜひ印刷してお読みくださいね。 

2020年3月 
倉林 寛幸 

なお、本書は、僕の電子書籍『一人起業家が売上
を上げる50のヒント』や、オンライン勉強会「た
まごアカデミー」でお話ししたことをもとに加筆
修正しています。 

今なら無料配布中です！ 
電子書籍 
『一人起業家が売上を上げる50のヒント』 
https://academy.tamago.love/lp/50hints/ 

月収50万円から100万円を安定して稼ぎたい 
一人起業家のための「たまごアカデミー」 
https://academy.tamago.love/lp/ 
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審査NGになる、ついやりがちな表現 

高確率で審査NGになってしまう表現をご紹介しま
す。一人起業家がついやりがちな表現ですので、ぜ
ひお読みくださいね。「え、それダメなの？」と
思うものも入っているかと思います。 

簡単に言うと、「感情を動かしてとにかく登録さ
せようとする」のはNGです。広告審査に落ちるだ
けでなく、広告アカウントが凍結されることもあ
るのでご注意ください。 

「感情を動かさないと売れないのでは？」と思っ
ている方、特にDRMやコピーライティングに自信
があるという方はご注意ください。 

■高確率で審査NGになる表現 
① 根拠のない効果・効能 
② 最上級表現 
③ 今のイヤな現状から抜け出そう 
④ 内容を明かさない 
⑤ ユーザの属性を特定できてしまう 

NG① 根拠のない効果・効能 

たとえば、こんな表現です。 

• 病気が治る、痛みが取れる 
• 集客できる 
• 売上が上がる 
• ○ヶ月で○万円稼げる 
• 頑張らない○○ 
• 必ず○○できる 

必ずしも効果・効能を書いてはいけないわけでは
ありません。その根拠やビジネスの内容、ビジネ
スモデルが分かりやすく書いてあるなら審査に通る
こともよくあります。 

また、ちまたによくあるビジネスモデルなら分かり
やすいので審査に通りやすいです。逆に、新しくて
珍しいビジネスモデルは難しくなります。 

最近よく見かける広告では、フランチャイズの塾
経営ビジネスで「開業初月から黒字！」「未経験
者でも年収1,000万円超！」と書いてありました
が、審査に通っていました。 

もちろん、分かりやすい根拠は必要です。実際の
収益例や収益シミュレーションを載せて、「これ
で開業初月から黒字でしょ？」「これで未経験者
でも年収1,000万円になるでしょ？」と第三者が納
得するように書く必要があります。 

NG② 最上級表現 

たとえば、こんな表現です。 

• 世界一○○ 
• 最速で○○できる、最短で○○できる 

これも根拠を示す必要があります。ただ、ほとんど
の場合は自分で勝手に主張しているだけで、根拠
なんてありませんよね（笑） 

最上級表現を使わず、他の表現に置き換えてみてく
ださい。 

個人的には、「世界一わかりやすい」「世界一か
んたん」なんて書籍が普通に出版されていますし、
誰だってネタだと分かっていると思うのですが、
広告ではNGのようです。 

NG③ 今のイヤな現状から抜け出そう 

たとえば、こんな表現です。 

• もう頑張らなくてもいい 
• もう大丈夫 
• あなたは悪くない 
• こんな病気で悩んでいませんか？ 
• コンプレックスを解消しませんか？ 
（主に外見） 

Facebook広告では、「今のイヤな現状から抜け出
そう」という訴求はNGです。広告アカウントが凍
結される可能性が高いです。 
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そんなつもりはないかもしれませんが、悩みに
フォーカスを当てると、不安を煽ったり、不安に
つけこんでいるように見えるのがNGです。「その
不安を放っておくと、よりヒドい状況になりま
す」「その不安を解消してあげるから、これに登
録してね」と見えてしまうわけです。 

新型コロナウィルスに言及して、「今のうちに○○
しましょう」と誘導するのもダメですよ。広告アカ
ウントが凍結された人もいるようです。 

個人的には目ざといなあと思うのですが、一般的
な価値観ではNGです。ウィルスの影響で不安に
なっている精神状態を悪用しているようにしか見
えませんからね。親が子ども思う気持ちを悪用し
た、オレオレ詐欺と同じってことですかね。 

悩みではなく、得られるものを訴求しましょう。 

NG④ 内容を明かさない 

メールアドレスやLINEを登録しないと内容が全く
分からないようになっているのはNGです。 

もちろん、詳細な内容は登録後でOKです。ここで
言いたいのは、何を得られるのかが全く分からな
いのがNGだということです。 

内容を隠して、とにかく登録させようとするのはダ
メです。たくさんの登録数を得たい気持ちは分か
りますよ。メルマガ号外広告だったらまだよいので
すが、Facebook広告でこれをやるのは危険です。
広告アカウントが凍結されることもあります。 

それと、LPで内容を明かさないということは、当
然ながらよく分からずにとりあえず登録するユーザ
も多くなります。結局はバックエンド商品を買って
もらえません。これでは広告費がムダになります。 

登録数が多くなるからといって、本来入ってきて
はいけないユーザを歓迎してはいけません。 

「自分にとって必要な情報なのかどうか」をユー
ザ自身が（登録する前に）判断できるよう、十分
な情報を与えておきましょう。 

NG⑤ ユーザの属性を特定できてしまう 

たとえば、こんな表現です。 

• シングルマザーのための○○ 
• 会社員のための○○ 
• 40歳からの○○ 

個人の属性を特定できてしまうのがNGです。「こ
の広告をクリックしたということは、あなたはシ
ングルマザーなんですね？」のように、あまり知ら
れたくないプライバシーが特定できてしまうのが
よろしくないようです。 

個人的にはあまり問題ないと思うのですが、欧米
では繊細な問題になるのかもしれません。 

ターゲットの属性を絞り込まずに、商品・サービ
スの内容で訴求してみてください。 

ターゲットを明記しておかないと不安だと感じる
かもしれませんが、商品・サービスの内容に加え
て、写真やフォント、色味、お客様の顔写真など
をターゲットが好むものに合わせておけば大きく
外すことはないでしょう。 

・・・・・ 

高確率で審査NGになる表現をいくつかご紹介しま
したが、一つの目安として、「広告やLPにはこう
書いてありましたよね？」とクレームになりそうな
表現は使わないのがよいです。 

「そんな意図はありませんでした」と言い訳しても
通用しませんので、くれぐれもご注意ください。 

「ウチは真面目に取り組んでいるから
大丈夫！」では通用しない 

こんなニュースがありました。 

「15分の作業で月収50万円」…ユーチューブ商法
に注意　イメージ社、虚偽表示 
https ://www.sankei .com/affairs/news/
180426/afr1804260034-n1.html 
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簡単に言うと、こんな感じです。 

• 「15分のコピペ作業で最低月収50万円！」とい
う文句でYouTubeマニュアルを17,000円で販売 
• さらに、10万～130万円の有料コースに入れば
動画制作に必要な道具や、相談サービスを利用
できると宣伝 
• 昨年7月以降、約5,000人がマニュアルを購入し
たが、月50万円を稼げた人はいなかった 
• イメージ社は約4億円の売り上げがあった 

いやー。驚きでした。5,000人も買うんですね…。
そして4億円の売上とは…。 

話がそれますが、サービス紹介画像には僕の大好
きな「たまご」が使われていますね（笑）こんな
使い方をしないで欲しい（泣） 

話を戻します。「15分のコピペ作業で最低月収50
万円！」なんて、見るからにあやしさ満載なので
すが、僕たちも気をつけないといけません。 

何に気をつけるのかというと、「僕たちもこれと
一緒に見えてしまう」かもしれないのです。いくら
本人が「ウチは真面目に取り組んでいるから大丈
夫！」と言ったところで、LPなどに根拠やビジネ
スモデル、条件を載せていないのなら同じに見えて
しまいます。 

このあたりの感覚は、広告を活用している方は分
かって頂けるかと思います。根拠やビジネスモデ
ル、条件を載せていなかったら審査に落ちますか
らね。イヤでも皮膚感覚で分かってきます。 

広告審査のような第三者によるチェックが行われ
ていない場合は、くれぐれもご注意くださいね。
ついこんなことを書いてしまいますから。 

• ○日で○○万円 
• たった○日で 
• 未経験でも 
• 主婦でも、学生でも、サラリーマンでも 
• 50代、60代でも 
• PCやスマホが苦手でも 
• 誰でもできる 
• ○○するだけで 
• 世界一○○ 

カタチのないサービスを売っているので、ただで
さえ世間一般からはかなりあやしく見えるのに、
こんなことを書いてしまうようでは「自分はあや
しいですよ」と言っているようなものです。 

本来は、より丁寧に説明しないといけません。一
人起業家歴が長い方はくれぐれもご注意ください
ね。世間一般とは感覚がズレていますから。 

「あやしい方が売れる！」「全部を明かさないほ
うが売れる！」と言う方もいますよね。 

ここで、あやしいのに買ってしまう人はどんなタ
イプなのか、ちょっとイメージしてみてください。 

本当に来て欲しいと思う人でしょうか？　おそら
く違いますよね。 

たいして行動しないのに、「誰でもできるって書い
てありましたよね？」「手取り足取り教えてくださ
い！」と言ってくる人ばかりが集まりそうですね
（汗） 

もしも、本当に「○日で○○万円」が実現でき
て、それが自分のサービスのウリだと思うのな
ら、根拠やビジネスモデル、条件を明記しておきま
しょう。 

これなら広告審査も通りやすいですし、望むお客
様も買ってくれやすいでしょう。 

そうではなく、根拠もないしたいしたウリでもな
いのなら、書かなくてもよいと思います。どうして
も書きたいなら、ヘッダではなく本文のどこかに
さらりと書いておくくらいがよいです。 

効果・効能を書こうとすると審査に通
らない。どんな表現なら審査に通りや
すいのか？ 

効果・効能を書けたらどんなにラクか（笑）書き
まくりたい気持ちはよく分かりますが、審査に落
ちやすくなりますからね。 
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ぜひ続きをお読みください 

サンプル版をお読みくださり、ありがとうございました！ 

いかがでしたか？ 

気に入って頂けたなら、ぜひ続きをお読みください。 

© 2020 Appassionato LLC.
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Web広告を活用したビジネス効率化の専門家。 

 
1977年 埼玉県秩父市生まれ。早稲田大学理工学
部 卒業、早稲田大学大学院理工学研究科 修了。 

15年以上の経験を持つ、元システムエンジニア。
会社員時代は社員数5,000人のシステム開発会社で
開発費1億円以上のプロジェクトを担当。起業後は
県立美術館のシステム開発にリーダーとして参画。 

現在は、一人起業家のWeb広告運用を行う。ま
た、一人起業家のためのオンライン勉強会「たま
ごアカデミー」を運営。 

たまご料理をこよなく愛する。1日に10個食べる
こともある。煮たまご、オムレツ作りにハマってい
る。 

今なら無料配布中です！ 
電子書籍 
『一人起業家が売上を上げる50のヒント』 
https://academy.tamago.love/lp/50hints/ 

1日3分で行動できる起業家になる！ 
「すごいメルマガ」（無料・毎日配信） 
https://lp.appassionato.co.jp/subscribe/  

お問い合わせ 

お問い合わせは、下記のメールアドレス宛にお送り
ください。 

info@appassionato.co.jp（担当：倉林） 

サービスメニュー 

●月収50万円から100万円を安定して稼ぎたい 
一人起業家のための「たまごアカデミー」 
https://academy.tamago.love/lp/ 

●Facebook広告運用サービス 
http://appassionato.co.jp/fbad  

＜個別コンサルティングについて＞ 

個別の起業コンサルティングは新規受付を停止して
おります。「倉林に質問・相談したい」「倉林の
コンサルティングを受けたい」という方は、かわ
りにオンライン勉強会「たまごアカデミー」をご
検討ください。 

「たまごアカデミー」は、格安で倉林に相談でき
る場です。テーマは起業全般です。Facebook広告
について聞いてくださってもかまいません。機密情
報は明かせませんが、それ以外でしたら出し惜し
みしません。ぜひ一度お試しください。 

免責事項 

• 本書に記載の情報は、特に断りのない限り2020
年3月時点の情報を基にしています 
• 本書に情報を掲載するにあたっては、細心の注
意を払っておりますが、掲載されたすべての情報
の内容の正確性や完全性および安全性などを保
証するものではありません 
• 本書に記載の情報によって生じたいかなる損害
に対しても、一切の責任を負いません。自己責
任にて運用をお願い致します 
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