
朗報! 値段が理由でホームスタディー動画キットの購入を諦めた方へ 

3日間限定でホームスタディー動画キットの 
• • • • •

“半額”で決算売り尽くしセール！！ 
「使い捨てマクロとCSV集約をマスターして 

Excel作業を10倍ラクしたい…」 

そんな全てのビジネスマンに私りうから 
GW明け最後のプレゼントです。 

実務直結のホームスタディー動画集 
～使い捨てマクロ、CSV集約編～ 

（※本カリキュラムにはVLOOKUP、ピボットテーブル、 
オプション機能の解説が収録されていないので、割安になっています） 

～４大特典付き！～ 

１.  VLOOKUP関数パーフェクトマスター 

２.  厳選ショートカットキー集４０ 

３.  特別教材 使い捨てマクロマニュアル 

４.  ３ヶ月間回数無制限の２４時間メールサポート 

“半額”でホームスタディー動画集を特別購入する！

http://www.toushint.com/web/10bairaku/
http://www.toushint.com/web/10bairaku/


なぜ半額なのか？

理由は1つです。

ご存知の通り、先日までホームスタディー動画キットを販売していました。既にたくさん
の方にお手にとって頂き、早速ご覧いただいています。ただ中には「Excelをマスターし
たいけど、財布事情のせいで購入できなかった…。」という方も大勢いらっしゃいまし
た。

確かに、そうだったかもしれません。自分の会社員時代を思い返すと、毎月決まったお小
遣いでしたので、欲しいから買う、という行動が取れませんでした。ですから今回、ホー
ムスタディー動画キットを購入して日々の業務速度を改善したかったけど、値段の関係か
ら購入できなかった方がいるのは当然です。

この点は、私に落ち度があります。申し訳ありません。m(_ _)m

ただ、だからこそ、Excelをマスターして今の会社でより良い環境を手にしたい全てのビ
ジネスマンのお力になりたいと考えた結果・・・

今回、緊急企画として、ホームスタディー動画キットの部分収録バージョンという形で、
どなたでも、お気軽に購入できるように手配させていただきました。その結果、ホームス
タディー動画キットの半額まで値段を引き下げることを実現できたのです。

では具体的に、ホームスタディー動画集～使い捨てマクロ、CSV集約編～では、どのよう
なことを学べるのか、少しだけ説明させてください。

初公開！ホームスタディー動画集のコンテンツ

１．はじめに　～Excelを効率的に活用するには～
２．転記撲滅のExcel術　～CSV集約術～
（1）多くのファイルからデータを自動転記するコツ
（2）文字列の式とは
（3）リンク式を“文字列の式”に置き換えてみよう
（4）CSV経由でリンク式として復活させよう



３．繰り返し作業撲滅のExcel術　～使い捨てマクロ～
（1）マクロとは
（2）使い捨てマクロの基本的な考え方と知っておくべき構文
（3）自動記述でマクロを作ってみよう
（4）繰り返し作業をExcelにやってもらう
４．まとめ

という具合に３時間１５分みっちりと、かなりボリューミーな内容でお届けします。

CSV集約術と使い捨てマクロの二本立てでお送りしていくのですが、CSV集約術の講義内
容の一部をお伝えしますと、、、

✅ 勤怠表シートを社員からメール添付で集めて印刷し、合計欄の情報を別のエクセル
ファイルに手動で転記し、かつ、複数人数で読み合わせたりしていませんか？それはす
べて自動でできます。バラバラのファイルにあるデータの集約を楽に実現する裏技を伝
授します！

✅ バラバラのファイルを自動転記するために活躍するある記号とは？！この記号があ
るだけで、仮にお猿さんが操作したとしても、別のシートからでも別のファイルから簡
単に数字や文字を持ってくることが可能です！

✅ 営業所ごとの売り上げ、利益等のデータをそれぞれの担当者からメールで集めて、計
算機で計算して転記していませんか？その面倒かつ時間のかかる作業を自動で行うため
の３ステップをご紹介します。

✅ 「＃REF! エラー」が出ても心配する必要はありません。逆に「＃REF! エラー」を
利用することで、ある業務までついでに自動化させることができるのです。CSVを使っ
た複数ファイルのデータ集約術は使い方次第で一石二鳥になる、コペルニクス的エクセ
ルメソッドを初公開！



✅ 部下に日報を書かせて集めた後、重要なデータのみ別の管理シートに手動で集約し
て大変な思いをしたことがありますか？おめでとうございます。次からその面倒は作業
はする必要はありません。一度ある形式でデータを保存するだけで、転記作業を自動化
することができるのです。

✅ ５００人、１０００人分のファイルから一つのファイルに自動でデータを集約する
方法！膨大な数のデータをすべて手作業でリンク式を貼っていくなんて、スタッフが何
十人徹夜がかりでやっても終わりません。そのリンク式を簡単に大量作成する方法を伝
授！

✅ リンク式を大量に自動作成するには、式をコピペした時に、変動する部分が自動的
に変わるようにしておく必要があります！自動作成をする前に用意しておかなければい
けないたった一つのものとは？！

✅ CSVを使って複数ファイルからデータを集約するための前提条件！自動転記を可能
にするためには、自動転記したいデータをある意外なところに仕込んでおく必要がある
のです。

✅ 苦労して作った罫線や色が消えてしまっても心配はいりません。わずか１０秒の簡単
作業で罫線や色を復活させることができる万能のリカバリー術を教えます。

✅ あっという間にリンク式を文字列の式に変換させる驚くほど簡単な方法！ある二つ
の記号を使うだけでリンク式が文字列の式に変わる、最もシンプルなやり方を伝授しま
す。

✅ ピボットテーブルとも連携可能！？実は集計した一覧表を元データとして、ピボッ
トテーブルを作成すれば、「アンケートの配布→回収→集計→分析」までが一気にでき
てしまいます！CSV集約術とピボットテーブルと掛け合わせたワンストップデータ分
析術とは！？

✅ なぜCSVを使うと、複数ファイルからデータを集約できるのか？なぜCSV形式から
エクセル形式に戻すと、ただのテキストデータが計算式になってしまうのか？体で覚え
るだけでなく、しっかりと理解できるようステップバイステップで指導します！



これらは動画講義中にあなたが学べる知識、得られるスキルのごく一部です。用意した手
書きノートの半分以上がびっちりメモ書きで真っ黒になってもおかしくないくらい、充実
した内容をご用意しています。しかし、

まだまだこんなものではありません！

さらに動画講義でお伝えする内容の一部をご紹介しますと、、、

✅ マクロを使う場面のイメージがつかめないですか？安心してください。マクロを使う
べきか判断するにはある見極めのポイントがあるのです。逆にそれを知らずに無闇にマ
クロを使おうとすると作業時間が延びてしまいます…

✅ 使い捨てマクロの適切な捨て時とは？！一度マクロを組んでも、条件が変わること
でまったく違った答えになっていることに気付かずに使い続けてしまった…なんてこと
はありませんか？実は自動記録で作ったマクロには適切な捨てどきがあるのです。

✅ なぜマクロにチャレンジする９７％のビジネスマンが一度も実務に生かすことなく
途中で挫折してしまうのか？それはただ学び方の順序を間違えているだけなのです。そ
して一度順序を間違えてしまうと二度とマクロをやらなくなりトラウマになるのがマク
ロの怖いところ…確実にマクロを実務に生かせる正しい学習ステップを公開します。

✅ プログラミングと聞くだけでアレルギー反応を起こす方に朗報です！使い捨てマク
ロで行う作業に計算作業は一切出てきません。決まったところに決まった色を塗ってい
く塗り絵のように、ただ決まった４～５個の言葉を入れ替えていくだけで驚くほど簡単
にお手製マクロを作ることができます。

✅ 昨日の夕飯のメニューが思い出せないくら暗記が苦手な方でも、１日でマクロの作
り方を覚えることができます！なぜなら使い捨てマクロを実践する上で覚えるべき作業
はたったの５つしかないのです。一度やったら誰でも覚えてしまう、あくびが出るほど
普通すぎる５つの作業とは！？



✅ 何も知らずにマクロに手を出すと底なし沼にはまったように、学習段階から一向に
抜け出せなくなります。マクロの学習において絶対に避けては通れない目標設定の正し
いやり方とは？

✅ VBAを専門的にやっている人から教えられても、専門用語ばかりで何を言ってるか
わからずVBAの学習をあきらめた経験はありますか？おめでとうございます。あなたは
エクセル経験者の９４％の人が陥るエクセル業界の罠から抜け出すことができました。
VBAを極めなくてもマクロを自在に使いこなすための３つの構文とは？

✅ マクロは”少し”コツをつかむだけで、圧倒的に仕事が速くなる可能性を秘めていま
す。実はこの”少し”というのがミソなのですが、世間に出回っているマクロの専門書は
分厚くて難解なものばかりです。セミナーでは徹底的にコツを教えるので、月報、日報
勤怠管理などのルーティンワークは翌日から自動化することができます。

✅ VBAの本は「プロパティ」など「メソッド」などと、聞きなれない説明ばかりで読
むのが大変！サンプルコードも多すぎてわけがわからない！という経験はありますか？
安心してください。このセミナーの演習は「大変」「わからない」と言った言葉とは無
縁の「パズル型学習」で進めていきます。

✅ マクロは実は特別な機能ではありません！あなたが普段利用しているエクセルの機
能となんら変わりはないのです。よく似た機能が目立つところに標準で備わっていて、
あなたも間違いなく使ったことがあるのですが…ビジネスエクセラーが気付かずに使っ
ている初歩的マクロとは！？

✅ エラーが出ても問題なし！マクロに対する最大の誤解と正しい知識を教えます。多
くの人はマクロを実践してエラー表示がでると挫折してしまいますが、実はエラー表示
は無視していい存在だったのです。なぜなら・・・

✅ 使い捨てマクロに挑戦する前に必ず知っておきべき二つの下準備！使い捨てマクロ
は確かに便利ですし、１時間の作業を１０秒で終わらせてしまうこともあるのですが、
ある二つの下準備をしないと取り返しのつかないトラブルに発展する可能性もあるので
すトラブルを１００％排除できる適切な下準備の方法を伝授します。

✅ マクロを食わず嫌いしていると年間数百時間単位で大損します！



「マクロは難しいもの」と決めつけていませんか？マクロは操作を順番通りに記録し
ていつでもキーボタン２つで呼び戻して再現できるレコーダーのようなものなのです！
エクセルが苦手な他の社員を横目に、「タタン！タタン！」とキーボタンを叩き、どう
ぞ自慢気にマクロを使い倒してください。

✅ 記録されたコードをすべて理解できる必要はありません！
使い捨てマクロの場合はすべてを完全に理解する必要はなく、なんとなく読めればそれ
で十分なのです。マクロを記録する時に、これだけ意識していればOKという２つの
チェックポイントとは？！

（※以前、開催したセミナーで講義した動画コンテンツですので、一部内容が被っておりますが、
学習する上では一切問題ありませんので、ご安心ください。）
（※動画への変換の際、動画の一部に修正不能な画像の乱れが残ってしまいました。内容に影響
はありませんのでご了承くださいませ。）

さらに！！！
購入者限定４大特典を

無料プレゼントいたします！
１. VLOOKUP関数パーフェクトマスター
２. 厳選ショートカットキー集４０

３. 特別教材　使い捨てマクロマニュアル
４. ３ヶ月間回数無制限の２４時間メールサポート

１. VLOOKUP関数パーフェクトマスター
実務上、どのようなケースでどのような関数と組合せてVLOOKUP関数を活用すれば効率
的に仕事を進めることができるのかをテーマに、動画を用いて演習形式でていねいに９０
分以上解説しています。本コンテンツでは、２つのシート間の表の相違点を立体的に比較



して見つけ出すVLOOKUP関数のテクニックも解説しています。これで学習すれば、
VLOOKUPで困ることはまずありません。今現在も３,８００円で販売されている教材で
すが、特別に無料プレゼントいたします。

２. 厳選ショートカットキー集４０
エクセラーならまず知っておいてほしいショートカットキーがあります。その中でも２０
年エクセルをやり尽くしてきた私が厳選する、選りすぐりのショートカットキー全４０個
を一覧表形式でプレゼントいたします。ぜひ、今後のエクセラー生活に活用してくださ
い。

３. 特別教材　使い捨てマクロマニュアル
あれもこれもつけようとしているうちに、サービス精神のブレーキが効かなくなり、急遽
新しいマニュアルもお付けすることにしました。中でも使い捨てマクロに関するマニュア
ルには期待してほしいのですが、マクロを作る前には知らないといけない前提条件という
のがあります。それを知らないとエラーばかりでてしまうんです。他にも知っておくべき
５大コードなど、事例とともに解説します。

４. ３ヶ月間回数無制限の２４時間メールサポート
こちらのメールサポートは正直個人的にはかなりの負担なのですが（笑）、やはり講義で
教えたからと言って、「後は一人で頑張ってね」だとあまりに寂しすぎるというのが私の
考えなんです。ですので、動画講義を終えて会社で実際に習ったことを実践して、それで
も何かわからないことや問題が起きたときは、ぜひこのメールサポートをご利用ください。
３ヶ月間回数無制限で受付いたします。

販売価格の話をします。

今回の10倍ラクするExcel超速仕事術～実務直結のホームスタディー動画集～は、演習に
重きを置いたかなり手厚い動画コンテンツになります。

コンテンツ構成やコンテンツ制作にとられる時間や労力、また特典でおつけする動画教材
や３ヶ月間の２４時間メールサポートなども含めると、正直、安い価格ではやりたくない
というのが本音です。実際、コンテンツの中ではまだ書籍で公開していないノウハウもお
伝えする予定です。



ですので、昨夜まで３万円でご提供しようと思っていました。

ただ今回に限っては、動画の内容を決めるまでに読者の方にもたくさんご協力いただいた
という事もありますし、ここは一つ、少しでも購入のハードルを下げるために、思い切っ
た価格設定にすることにしました。

先日、ステイホームウィークが終わったばかりです。きっと外出自粛ということでお子様
の遊ぶゲームや、奥様にネットショッピングでいろいろ買わされたりして、お小遣いがな
くなっているお父さんが多いと思います。もしくは、「こども、こども」と、お子さんが
最優先で時間とお金を使ったお母さんも沢山いらっしゃるでしょう

なので、身銭を切って家族サービスをされたお父さん、お母さんのためにも、特別価格と
して半額で提供したいと思います。次いつこの価格でコンテンツ販売をやるかは正直わか
りません。二度とこの価格でコンテンツ販売をやらない可能性もあります。

そして、単体での販売を予定していなかったので、メールでご案内した通り５月３１日
（日）～６月２日（火）の３日間限定での特別販売となりますので予めご了承ください。

使い捨てマクロとCSV集約を完全網羅した、ホームスタディー動画集。
さらに特典として、VLOOKUP関数パーフェクトマスター、厳選ショートカットキー集４
０、特別教材 使い捨てマクロマニュアル、３ヶ月間回数無制限の２４時間メールサポー
トまでついた、今回のホームスタディー動画集の費用は、

１４，９８０円

になります。正直言って、ここまで充実した内容でこの価格でやれるのは、エクセルを教
える業界でも、ほぼ一人で企画・運営をしている私くらいでしょう。

ご購入希望の方は、こちらの緑色のボタンを“カチッ”とクリックしてから、
お申込みをしてください。

“半額”でホームスタディー動画集を特別購入する！

http://www.toushint.com/web/10bairaku/
http://www.toushint.com/web/10bairaku/


あなたはどちらの人生を選びますか？

ビジネスパーソンには2種類の人間がいます。

一人はエクセルをマスターしていて仕事の効率がいい人、もう一人はエクセルが苦手で仕
事の効率が悪い人です。

どれだけ愛想が良くてみんなから好かれていたとしても、いざという時に「エクセルは苦
手で・・・」なんて言い続けていれば、活躍のチャンスは確実に減っていきます。上司や
部下からの信頼もみるみる失われていくでしょう。

一方で、エクセルをマスターしているということは、個人の業務における効率化を限界ま
で高めることになります。個人の仕事だけではありません。人にできないスキルを持って
いるということは、周囲の人間を助け、会社全体の効率化を底上げすることにもつながる
のです。

「紙」が中心だった時代には、朝早く出社して夜遅くまで一生懸命作業する人が成果を上
げていましたが、そういった労働集約型の仕事が評価されていたのは、圧倒的な量があっ
たからこそです。

しかし今の時代の主役は紙ではなく「電子データ」です。仕事の評価は「頑張った時間」
ではなく、「いかに効率よく業務を終わらせたか」に変わりました。特にデスクワークに
おいては、労働集約型の仕事よりも、エクセルのような超効率型の仕事の方がメインになっ
ていることはいうまでもありません。

残念ながら、気合と根性だけで成果が上がっていた時代はもう終わってしまったのです。
でも今ならまだ間に合います。

もしあなたが、もうエクセルが苦手な自分を卒業し、ビジネスパーソンとして一つ上のス
テージにステップアップしたいと思うのであれば、このチャンスを逃さずに、必ず実務直
結のホームスタディー動画キットを手に入れてください。きっとすぐに「安い投資だっ
た」と気づくでしょう。

ご購入希望の方は、こちらの緑色のボタンを“カチッ”とクリックしてから、
お申込みをしてください。

“半額”でホームスタディー動画集を特別購入する！

http://www.toushint.com/web/10bairaku/
http://www.toushint.com/web/10bairaku/


Q&A

質問:エクセルの初心者でも購入していいでしょうか?
回答:はい。日頃からエクセルを多少なりとも扱っている方であれば大丈夫です。
IF 関数や SUM 関数など、簡単な関数の知識があれば、より望ましいです。
今回の動画教材はVLOOKUPなど、初歩的な内容も講義していますので、
むしろ初心者の方こそ、積極的にお手にとってください。

質問:動画を見るに当たってパソコンは必要でしょうか？
回答:いいえ。動画コンテンツはスマホでも視聴いただけますので、
パソコンをお持ちでない方でもExcelを学習してマスターしていただけます。

質問:動画集のお支払い方法について教えてください。
回答:費用はクレジットカードと銀行振込、どちらでもご利用いただけます。

質問:領収証は発行してもらえますか?
回答:領収書の発行はありません。
クレジットカードでご購入の方はカードの支払明細を、
銀行振込の方は銀行の振込明細を代用してください。

質問:今回はどうしても都合がつかないのですが、、、、
回答:残念ながら次回の動画販売のめどは立っておりません。
もしかしたら今回が最初で最後になるかもしれませんので、
少しでもExcelのスキルを向上させて業務効率を上げたいと思われる方は、
お手にとってもらえたらと思います。

追伸

「時間を浪費するな。人生は時間の積み重ねなのだから」

“半額”でホームスタディー動画集を特別購入する！

http://www.toushint.com/web/10bairaku/
http://www.toushint.com/web/10bairaku/


かつてアメリカ独立に貢献したアメリカ合衆国の政治家、ベンジャミンフランクリンはこ
んな名言を残しています。合理主義者としても有名な彼ですが、きっと人生の価値、時間
の価値を誰よりも理解していたからこそ、このような言葉を残したのでしょう。 

言ってみればエクセルというツールは、あなたの貴重な時間を「浪費」という敵から守っ
てくれる最高の武器なのです。あなたの人生はあなたのものであり、あなたの時間はあな
たの力で守ることができます。そして、私はその手助けをするためにいるのです。どう
ぞ、新しい一歩を踏み出してみてください。 

動画でお会いできることを楽しみにしています。 

ビジネスエクセラーりう（奥谷隆一）




