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【ビジネスを加速する秘訣】 

～これが、最も早くあなたのビジネスを 

加速させる方法です～



このセミナーで得られること・・・

・１年以内に独立する「コツ」を知ることができます

・実践すれば、１年以内に独立ができます

・既に独立されている方は、さらに飛躍することができます

つまり、誰もがもっとも早く成果を出すための、重要な
「心理」を知ることができます。



セールスライティング
集客コンサルティング
マーケティング構築
（FE・ME・BE構築）
ホームページ制作
チラシ・メルマガ・ブログ
ニュースレター
サンキューレター
社員研修

集客 価値 売上
と、偉そうなことを 
言っていますが…



・独立前は３回の詐欺に遭った・・・
・１５０万円の借金をした・・・
・仲間から裏切られました・・・

・独立後は生活費が払えなくて、３日間、 

　何も食べれない時があった・・・
・両親には罵声を浴びせて、啖呵切って上京したのにも関わらず、う
まくいってなかったので会えなかった・・・

今までは波乱でした・・・

・家賃滞納で家族全員一時期ホームレス状態・・・

・父は倒産、母はギャンブル依存、兄は少年院・・・

・頭も悪いし、なぜか、集団に長く属せない・・・



でも、今では、、、



言葉の力



この言葉の力は 

「行動心理を含めた言葉の使い方」 

と、いうものでした

僕はこのスキルを磨くここで、、、



毎月平均、５１万１６６６人がHPに訪問するようになり…

※2015年1月 ～ 2016年12月のグーグルアドセンス統計データ



現在でもグーグルから８万～１５万円の 

収益を自動的に生んでくれています
そのおかげで、、、



リッツカールトン東京 
にて講演をすることが 

できたり…

ブログコンサルタントで
有名な松崎重利さんに 
推薦をいただいて、、、

他にも、、、



５０００万円規模のプロジェクト２案件

②大分県のテレビ出演・ 
ラジオ出演をしている 

金城伸先生の一部の案件を 
任せていただいたり…

①大手企業の代表取締役に 
　コンサルティングをして 
　いる鈴木健二先生の案件 
　を任せて頂いたり…



あの有名なダイレクト出版代表の 

寺本隆裕さんとランチをすることができたり、、、



創業７０年の出版社である 
『商業界』に２連続で掲載。

・３ヶ月で、９社を集客 
・１年契約を２件達成 
合計２４０万円の売上を上げ
させていただいたり、、、

他にも、、、

著書『あなたの店を超繁盛店に
変える９つのテクニック』を書
いた佐藤志憲さんからご依頼を
受けて…



個別指導塾の塾長、西川友
成さんよりご依頼をいただ
いて、、、

１通のお手紙を２２人の保
護者様にお送りして、７人
の紹介で80万円の売上。

他にも、、、

新事業の『育芯舎』の立ち
上げにご協力をさせていた
だいたり、、、



全国的に有名な『倫理法人会』 

『武蔵野市倫理法人会』の幹事に任命させていただいたり…

→



社員セールス研修をさせていただいたり…

はなまる鍼灸整骨院 
院長  井澤大介さん（３７歳） 
大阪府四条畷市 

・エキテン集客（２倍集客） 
・看板集客（３倍集客） 
・チラシ添削 
・社員セールス研修



木下さん 吉岡さん 高田さん

社員セールス研修をさせていただいたり…



１人３０万～５０万のコンサル費を 

いただいて活動することが 

できるようになりました



ずっと交通費すら用意できなくて会えませんでした

３年ぶりに母に会うこともできました

母は、いつのまにか、真っ黒だった髪の毛が「真っ白」になってました





【実話】２人の物語



不器用な「高木」さん

・３０歳 会社員

・いつも怒られる

・上司に嫌われる
・仕事ができない

・恥をかかされる



器用な斉藤さん（ムカつく上司）

・３１歳 会社員

・仕事バリバリ

・どんな仕事もこなす

・大成功できるよう 
　な期待の人間

・上司に好かれる



共通点



独立したい・・・



自由になりたい



５０万円の経営セミナーに参加



・世渡り上手

・特技はゴマすり

器用な斉藤さん（ムカつく上司）

・経営セミナーの 
　社長と仲良くなる

・コネの力
・５０万円を無料 
　で受講する



不器用な「高木」さん

・素直

・クレジットカード 
　で５０万用意
・普通に支払う
・３分割



Q.問題
３年後、どうなったか？



・３年後
・まだ会社員だった
・役職も同じだった
・給料も同じだった
・自由が無かった
・なんで自分はずっと 
　同じところにいるのか？

器用な斉藤さん（ムカつく上司）

・毎日の繰り返しの日々に、不満、迷い、苛立ちがありま
した。何よりも、生きている意味を考え始めました。



不器用な「高木」さん

・不器用なまま
・独立

・経営コンサルティング業

・好きな社長さんと仕事

・銀座・有楽町・新宿で出没

・何よりも、充実感、満足感、達成感を感じて、毎朝運動
をして、健康的な生活ができていました。月収７８万円。



何が違いを 

生じさせたのでしょうか？



同じ講師、同じ教材、同じ時間
を費やして、同じ課題に取り組

んでいたのに、、、 

なぜでしょうか？



違いは、たった一つでした。 

それは・・・



リスク



代償



・うまくいくかどうか分からないこと

・失敗するかもしれないこと

・恥をかいてしまうかもしれないこと

・自分が傷ついてしまうかもしれないこと

代償・リスク

・時間やお金が無駄になってしまうかもしれないこと

いろんな代償やリスクがあります・・・

・保証が一切ないこと



・リスクを取らなかった

器用な斉藤さん（ムカつく上司）

・コネを使った

・もちろん、５０万円の価値 
　は知ってた

・ラッキー、て思ってた

・でも、無意識の領域で「どうせ、無料だから」と思ってた
・失敗しても、痛くもかゆくもありませんでした
さて、本気度、行動力、積極性はそこにあったでしょうか？



不器用な「高木」さん

・５０万円支払った
・来月どうなるか分からなかった

・「５０万も支払っといて、行動しなかったらバカだ！」 
斉藤さんとの本気度、行動力、積極性は雲泥の差だった

・失敗できなかった
・無意識に人５倍頑張った
・誰よりも努力した
・そうせざるを得なかった



リスクの力



よくある治療院の例

患者A

患者B

１２万円の腰痛
改善プログラム

12万円支払った

知り合いだから

完治しました

治らなかった



よくある治療院の例

患者A

患者B

１２万円の腰痛
改善プログラム

12万円支払った

知り合いだから

完治しました

治らなかった

・真面目に毎週来院するようになった
・自宅でセルフケアをするようになった
・体に気遣うようになった
・結果、どんどん良くなった

・そもそもちゃんと来院しなかった
・予約をしてもドタキャンが多かった
・自宅でもセルフケアはサボっていた
・結果治らなかった

→

→

満足度が高い↑

満足度が低い↓



人間の行動心理①

人は「無償のサービス」 

「無償のアドバイス」に 

価値を感じることができない

パワーがない・・・



人間の行動心理②

無償や無料は、自分と他人の人生を 

何も変えてくれはしません



日本で有名な「行動心理学者」小川忠洋さんが言った言葉

「僕は、家族が大好きです」

「だからこそ・・・」



絶対に無料には
したくない

だって



人生は何も変わ
らないから



結論



代償やリスクが「ない」生き方は…

・僕たちを究極に怠けさせてきます！
・人生をスローモーションにさせます！
・一時停止をさせます！

・何より、膨大な時間を喪失します。後悔します。

・衰退することだってあります！
・後ろを振り返ると、ほとんど前進していないことに 

　気付かされて、１年、２年、３年が過ぎています

・そしてこれが、世の中の８割の行動傾向と言われている

・意気消沈します



代償やリスクの「ある」生き方は…

・僕たちにとてつもないパワーを与えてくれます
・人間の本来の力以上のものを引き出してくれます
・３年掛かることが３ヶ月でできたり、、、

あなたの夢や目標を 

圧倒的に早く叶えてくれます

・３ヶ月掛かることが３週間でできたり、、
・３週間掛かることが３日でできるようになります

つまり、代償やリスクは、、、



【まとめ】　

１. 自分から代償を支払うこと
２. 相手にも代償を支払ってもらうこと

とは言っても、、、



１. 自分から代償を支払うこと

２. 相手にも代償を支払ってもらうこと

「っていうのは、一体どうやって相手に代
償を支払ってもらえばいいんですか？」

「っていう意味は分かりました。でも…」



「私は安売りばっかりしてしまって 

仕事は忙しいのにお金が入ってきません…」

「そもそも、どうやって相手に価値を認識させれば 

いいのか分からないんです…」

「自分の価値を認識してもらうには 

どうすればいいでしょうか？」

「実績がないのに価値を認識してもらうことって 

できるんでしょうか？」



人が価値を感じるには 

伝える順番があります。

なので・・・

できます。



告知



あなた高額化セミナー 

【高額化のための3ステップ】
８月２８日(月)  ～ ９月１日(金)



・今のままで、安定した集客を得るための 

　【３ステップ】を学ぶことができます

【あなた高額化セミナー】

・絶対にやってはいけない「安売り」のタイミング 

　「高額化」のタイミングのコツが分かります

・自分の価値を高めることができるようになります



【特別個別セミナー】 

会場：東京都新宿のカフェ 

料金：３０００円

興味のある人は、詳細のチラシがあるので 

見てみてください。簡単に予約ができます。 

（バーコードリーダーで読み取って 

入力するだけです）



ご静聴ありがとうございます<(_ _)>


