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レポートを読む前に 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれているURL はクリックできます。できない場合は最新

のAdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴き

ご利用下さい。このレポートの著作権は大﨑博之に属します。著作権者の許可

なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流

用、転売等することを禁じます。 

 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材

の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等すること

を禁じます。 

 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、

関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による

解決を行う場合があります。 

 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前

許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等

がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わない

ことをご了承願います。 

 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても著者・

パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 
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◇ はじめに 

あなたはいま、自分らしく、心の声に素直に従って生きていますか？ 

私は、自分の願うことには何でもチャレンジしてきました。そして不思議なことに、 

その多くは叶ってきたのです。 

 

これは、ある経営塾を卒業し、私の４回目の人生が始まった瞬間のものです。 

そう…、ある意味で私は、何度も人生をやり直してきました。 

 

今日は最初に、少しだけ、私の話をさせてください。 
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良い面だけを見れば、私の人生は次のような、わりとダイナミックな人生を送るこ

とができていました。大学生の時には、ベンチャー企業と呼ばれていた勢いのあ

る会社でインターンを経験し、同年代の刺激的な仲間に囲まれていました。 

 

自分の生き方に素直に挑戦している仲間たちに出会えたカナダでの海外生活。

組織の中で自ら仕事を生み出し、お客様に価値を伝えることを真剣に考える

人たちと出会えた会社員時代。 

 

そして、起業という選択肢を選び、自分で自分の人生を創り上げている、非常

に刺激的で尊敬できる仲間たちに囲まれている今。 
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私は 20代の前半、就職活動の氷河期と呼ばれる時代に 60社以上の企業

説明会を訪れ、100回ほどの面接を繰り返し、そして落ち続けました。 

その時に、わたしは気が付いたのです。 

 

世の中には、うまくいく人と、うまくいかない人がいる。 

…ということではなく、 

 

うまくいくように人生を選んでいる人と、 

うまくいかないように人生を選んでいる人がいる。 

 

そのことに気が付いたのです。 

 

 

 

 

 

 

※ここからはフリー素材アイドルのMIKA☆RIKA さんに登場してもらいましょう。 
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重大な秘密に気づいたその日から、私は自己啓発と呼ばれる分野の本を読み

あさるようになりました。 

 

心理学や成功哲学、仕事術の本から、人の生き方に関する本まで、とにかく

読みまくっていました。ペース的には、1 ヶ月に 10冊前後です。 

 

私は正直、人に誇れるような資格も持っていなければ、自慢できるような業績

をあげてきたこともありません。いたってフツーの人間です。 

 

もし何か違いがあるとすれば、自分の人生を楽しんでみたいという欲求がありま

した。大好きな RPGゲームのドラゴンクエストのように、好きな仲間たちと好きな

ように世界を冒険して、思う存分に生きてみたかった。 
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反抗期もなく、人とめんどうなことになることを極力さけ、スムーズに人生が流れ

ることを自主的に選択してきた結果、実におだやかな 10 代の生活を私は送っ

てきたのです。 

 

そして、このまま人生が終わっていくのは、ちょっとつまらないと思いました。 

同時に、あの就職活動の時のような、みじめな想いもしたくないと思いました。 

 

「ふつうの人生？ それは私も一緒だよ」 

 

今これを読んでいるあなたも、同じようにそう感じるのなら。今の人生にもう少し

だけ 「自分らしさ」 を加えてみたいと考えているのなら…。 

 

この人生というやつは、どうやら自分たちが思っているよりは、けっこう融通が利く

ようにできているようです。 

 

私もまさか、起業していきなり 100万近い月商を得られるようになるとは、全然

想像していなかったのですから。 
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こちらの図をみてください。 

私がこれまでに無意識的に実践してきたものを図に表したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このレポートでは、ここに描いたピラミッドの図をやさしく説明しながら、起業という

手段を通じて、自分らしい人生を選び取る方法をお伝えします。 

 

つまりそれは、 

自分の価値観、自分の世界観をしっかりと表現する方法を知れば、 

自分の思い通りの人生を歩けるということです。 

ライフマネジメントの考え

存在の魅力 

成功の技術 本来の資質 

自己管理術 

プロセス目標 

ゴール目標 

目的 
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「こんな風に生きたい」 

その願いを叶えることは、可能なんです。 

 

時間がかかることはもちろんあるでしょう。でも、決してムリなことではありません。

そして、想いを具現化するために、起業というのはひとつの有効な手段であるこ

とは間違いないと思っています。 

 

あなた独自の世界観をもって、この世界を冒険する。 
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人類（ヒト）としての使命、それは正直わかりません。 

でも、「あなた」の使命は必ずあります。 

 

あなたがあなたで生まれ、ありのままで生きることに大きな価値がある。 

それは断言できます。 

 

未来を自分で選択し、運命を動かす。それは十分に可能。 

私は、本気でそう考えています。 
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ビジネスを通じて、自分の人生にワクワクする感情をプラスして、価値ある進化

を遂げてみたいと本気で願う方へ。 

 

さあ、あなたという名の主人公が冒険する舞台は用意されました。 

夢を叶える『未来ルートマップ』を手に入れる旅へ、 

 

さあ、出発です！ 
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◇ ライフマネジメントの考え方とは 

 

“マネジメント” という少しむずかしい表現がありますが、 

「上手に発展させるために管理していくこと」 

 

つまり、自分の人生をより良くするための管理方法… 

それを知っているかどうか、ということです。 

 

本を読む習慣があったり、人格の優れた先輩や上司に囲まれて教育を受けた

経験のある人であれば基本的に身についている力だと思います。 

 

ですが、そこに上限はありません。 

 

ですので、自分の人生をより良くするために学び続けているかどうか？ 

それがここでいう、「ライフマネジメントの考え方」になります。 

 

自己啓発の分野に限って言えばですが、 

具体的に私は、次のような本を好んで読んできました。 
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『思考は現実化する』 

ナポレオン ヒル  (著) / きこ書房 

 

『7つの習慣 人格主義の回復』 

スティーブン・R・コヴィー  (著) / キングベアー出版 

 

『あなたの夢を現実化させる成功の 9ステップ 』 

ジェームス・スキナー  (著) / 幻冬舎 

 

『「原因」と「結果」の法則 』 

ジェームズ アレン  (著) / サンマーク出版 

 

『ソース～あなたの人生の源は、ワクワクすることにある。』 

マイク・マクマナス  (著) / VOICE 

 

これらの本は、読めばそれでＯＫということではなく、自分の人生に対して学び

続ける姿勢があるかどうか？ それが重要だと考えています。 
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①あなたは、「時間はコントロールできないもの」と考えますか？ 

それとも、「コントロールできるもの」と考えますか？ 

 

②自分に起きた悲劇は、周りのせいですか？ 

それとも自分の責任で力強い解釈に変えますか？ 

 

③あなたは、自分の人生は今さら変えられないと思っていますか？ 

それとも、いつでも自由な存在だと捉えていますか？ 

 

④あなたは、決断を先延ばしにする習慣がありますか？ 

それとも、必ず行動に移してから意思決定の場を去りますか？ 

 

⑤あなたの口癖は、「ムリ」 「できない」 「分からない」 「めんどくさい」ですか？ 

それとも、自分は思い通りの人生を歩めると信じ切っていますか？ 

 

これら一つひとつの、小さな考え方の積み重ねによって、人生の土台は築かれ

ていくと私は確信しています。すべてはマインド（考え方）です。 
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これらは、必ずしも本から学ぶ必要がある、ということではありません。 

 

ただ私自身、22 歳の時の “就職活動の挫折” 以来、何度もなんども本に助

けられてきたという体験があります。 

 

普通であればなかなか会えない、素晴らしい人格を持つ方の思考を学べるとい

う意味で、これほど大きな投資対効果があるものはないと思っています。 

 

あなたは日々、どのような投資を自分に対して行っていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



夢を叶える『未来ルートマップ』 有料改訂版 

17 

無断転載禁止 Copyright(c) 2016 STARTUP AND INNOVATION. All rights reserved. 

◇ 資本金ゼロビジネスの 5 ステップ 

 

私はいつも、ビジネスとは、 

『価値をお金に変える活動』 とセミナーの中で伝えています。 

 

自分の中に伝えたい想いがあり、人より優れた部分があり、誰かが求めているも

のがある。この３つの重なった部分から、『商品（サービス）』は生まれます。 

 

届けたい商品（サービス）があるから起業します。 

起業したいから商品（サービス）を考える、は順番が逆なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

理念・想い 

できること 求められること 
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ところで、伝えたい商品（サービス）があっても、実に多くの方がその商品や 

サービスを届ける手段を知りません。 

 

具体的にどういうことかというと、 

ほとんどの人がまず、友人や知人に商品（サービス）を試してもらおうという 

発想をします。そして違和感を覚えます。 

 

「身内の枠を超えてビジネスができなければ、 

 これじゃまるで、ただのお遊びなんじゃないのか…？」

 

今日はこれから、起業の立ち上げにほとんどお金のかからない、 

 

『資本金ゼロビジネス』 を前提に、5 ステップ でその壁を超える方法をお伝え

していこうと思います。 

 

この順番が分かるだけで、あなたが今どこの立ち位置にいて、これから一体何を

すればいいのか？ が明確に分かるようになります。 
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【STEP 0】 起業準備のその前に 

□ 商品（サービス）を作る 

□ 広告する方法を考える 

□ 広告内容を考える 

 

前述した３つの輪を参考に、まずは自分のサービスを考えます。 

→ 「あなたはなぜ、そのビジネスをするのか？」 

→ 「あなたが人より優れていることは何か？」 

→ 「あなたのサービスを求める人は誰か？」 

 

そしてそれを、どうやって人に伝えるかを考えます。 

これをビジネスの世界では、プロモーション活動（認知活動）と呼びます。 
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具体的な手段として、今は無料で使えるネットツールが非常に便利になってい

ます。代表的な無料の手段として、 

 

■ アメーバブログで記事を書く 

■ フェイスブックで投稿をする 

■ リザーブストックでステップメールを発行する 

■ インスタグラムで写真を投稿する 

■ YouTube で動画を配信する 

 

などが挙げられます。 

 

今回は特に使い勝手の良い５つのツールをご紹介しましたが、あなたはこれを

見て、ビジネスをする上で、それぞれどんな活用の仕方があるか分かりますか？ 

 

遊びではなく、ビジネスをする上で有効な活用法がもし分からないのだとしたら、

あなたは今、ビジネスでのネット活用法の基礎をまず学ぶ必要があります。 

 

【確認】 ネットツールの使い分けを理解していますか？ 
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補足ではありますが、例えば、 

アメブロやフェイスブックに限っていえば、ビジネスをする上で起業初期にこれぐら

いやっておくと成果が見えやすくなるという基準はあります。 (あくまで目安です) 

 

☆ フェイスブック（FB）記事 4～5投稿 / 1日 

☆ 内、FB自撮り記事１～２投稿 / １日 

☆ FB で残すコメント数 20 / 1日 

☆ ブログ 3～5記事 / 1日 

☆ FB友達目安 1000~3000人 

☆ アメブロ PV目安 1,500PV / 1日 

 

基本的には、これらをしっかりとコミュニケーションを取りながら行います。時代的

に今は、人と人とのつながりや信頼関係でビジネスが動く傾向にあります。 
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【STEP 1】 起業準備 

私がいつもお伝えしている起業準備とは、資金を集めることでもなければ、事業

計画書などを作り上げることでもありません。 

 

もちろん、資金があるに越したことはありませんが、今回は資本金ゼロでスタート

できる、いわゆる SNS起業をベースに考えていくので、お金は関係ありません。 

 

私も、実をいうと貯金が 20万円ぐらいしかない状態で起業しました。 

さらに、息子の出産を 1 ヶ月前に控えているという大事な時期に、です。 

 

ふつうに考えれば正気の沙汰ではありません。 

 

この話をするとき、いつも必ず人に言われます。 

「本当にいい人と結婚したね」  

 

まったくその通りです。この経験から、私は家庭内でのパートナーシップこそが、

起業において、もっとも大切なキーワードだと確信しています。 
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ですので、【ステップ 1】の起業準備で大切なことは、 

□ 家庭での人間関係を整える 

□ 実績などの宣伝材料を揃える 

□ 見込み客を集める（または数を集める） 

 

の３つになります。 

 

なぜ起業するのか？ どのように成功させていくつもりなのか？ 

何を基準にして ”起業失敗” と定義するのか？ 失敗したらどうするのか？ 

うまくいくケースの想定と同時に、最悪のケースも想定して、話し合いをします。 

 

私が尊敬する、タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役会長の松田

公太さんも独立したときに、次のように考えていたというエピソードがあります。 

 

「最悪 事業がダメになったとしても、コンビニで 1 日 10 時間 35 年間働けば

借金は返せると計算していました」 
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人は誰でも、独りでは生きていけません。 

お互いに協力し合うことで、この世界で生きていくことができます。 

 

それを理解せずに、自分独りの力で成功していこうと考えれば考えるほど、自分

の可能性の枠を狭くしていってしまうのです。 

 

まだここの理解ができない場合は、『ライフマネジメントの考え方』にいったん戻り 

起業する身として大切なことを学ぶことをお勧めします。 

 

誰にも頼らない人生は、何も受け取らない人生に等しいのです。 
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そして、家庭内での人間関係を整える意味でも、自分の起業がうまくいくという

根拠をある程度示せる必要性があります。 

 

そこで大事になってくるのが残り２つの項目です。 

□ 実績などの宣伝材料を揃える 

□ 見込み客を集める（または数を集める） 

 

例えまだ起業をしていないにしても、できることはたくさんあります。 

あなたは、以下のどれか一つでも実践していますか？ 

 

■ 無料のシェア会や勉強会、サークルなどを開催しコミュニティを作る 

■ 無料でのセッション（コーチング、カウンセリング）で実績を作る 

■ 無料ブログを始めとする SNSのメディアを育てる 

 

どれもまだ起業というには程遠いステップのように感じられますが…、 

コミュニティを作り、実績を作り、販売ツールを手に入れる。 

 

どれも起業準備の段階で用意したいものばかりです。 
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ちょっとイメージしてください。 

 

 

 

 

 

 

起業後、いきなり自分の商品（サービス）を買ってくれると分かりきっている、

見込みのお客様がいる状態ならば、独立後最初の 1 ヶ月の不安は少なくとも

減りますし、その方が何度もお客様として通ってくれるかもしれません。 

 

もしくは、記事を 1回投稿するだけで、何千人も

の読者に読まれ、コメントもたくさん付くブログを持

っていれば、商品（サービス）の告知を流すだけ

で反応が得られるかもしれません。 
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ネット集客を考える時の最初の大きな壁、それが「信用」です。 

 

「本当に活動している人なのか？ 実績はあるのか？」 

初期の頃は特にそう見られてしまいます。 

 

そんなとき、たくさんの受講生さんたちに囲まれている ”写真” や、お客様の声

として実績の証明になる ”感想” があれば、例え数が少なくても… 

 

実はそれだけで、かなりネット集客のハードルは下がるのです。 
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□ 家庭での人間関係を整える 

□ 実績などの宣伝材料を揃える 

□ 見込み客を集める（または数を集める） 

 

この３つは、起業準備の中でもかなり大事になると考えています。 

 

どんなに良いサービスがあり、どんなに資金があったとしても、お客様がいなけれ

ばビジネスは難航します。 

 

反対に、サービスや資金が例えなかったとしても、 

「あなたから買いたい」と言ってくれるお客様さえいれば、いつでもどこからでも 

ビジネスはやり直せるのです。 

 

お店が火事になったとき、江戸時代の商人がまっさきに守ったのが顧客台帳だ

ったという有名な話があります。それだけ、お客様さえいればビジネスはどうにかな

るということを表しています。 

 

【確認】 見込みのお客様と実績（写真や声）は集まっていますか？ 
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【STEP 2】 SNSで認知活動 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよあなたの起業がスタートします！ 

まずは、世の中にあなたのことを知ってもらいましょう！！ 

 

誰もいないところで、「起業しましたーーーーー！！」 と、いくら叫んでも、 

残念ながらお客様はやってきません。 

 

まずは、プロモーション活動 によって、あなたの存在を知らせましょう。 

これを認知活動、と呼びます。いわゆる、広告宣伝ですね！ 

 

 



夢を叶える『未来ルートマップ』 有料改訂版 

30 

無断転載禁止 Copyright(c) 2016 STARTUP AND INNOVATION. All rights reserved. 

この時に便利なのが、やはり無料のネットツールです。 

 

広告費をかけずに、全国に、いや世界中に情報を発信できる時代になったこと

を考えると、なんて起業しやすい時代になったのでしょう…。 

 

この時に、絶対的に気をつけたいことがあります。 

それは… 

 

『あなたの情報には、価値があるのか？』 

ということです。 
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□ 高額セミナーの中で得たノウハウ… 

□ たくさんの書籍や動画で学んだノウハウ… 

というのは、あまり質の良い情報ではありません。 

 

自分でトライアンドエラーを繰り返すことで腑に落ちた、 

あなたの体験というフィルターを通した情報。 

 

それでいて、成果が出たというものだけが価値ある情報ですし、 

お客様の心にも響くノウハウとなります。 

 

文章力がある、ない、というのは二の次です。 

まずはあなたが、価値ある情報を持っていることが優先です。 

 

よく覚えておいてください。 

 

メルマガやブログでの情報発信が大事と言っているのは、たいてい、価値のある

ノウハウをすでに持っていて、かつ、文章や動画でのプロモーション活動が得意な

人たちなのです。 
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 ☆ 文章（ライティング） 

 ☆ 言葉（トーク） 

 ☆ 見た目（ファッション） 

 ☆ デザイン（WEB や看板） 

 ☆ 写真（または映像） 

 

上記の項目は、ネットツールを使って認知活動、つまりプロモーションを行う上で 

どれか一つでも持っておきたいスキルの一覧です。 

 

文章力があればブログ、トークが卓越しているなら動画。同様に、見た目やデザ

イン、写真、映像のスキルも、様々な場面で使えます。 

 

もしあなたが、これらのどれか一つも持っていないのだとしたら… 

頑張って身につけるか、すでに得意な人の力を借りることをお勧めします。 

 

そうでなければ、足を使ってのリアル営業活動となります。 

 

【確認】 あなたの強みを生かしたプロモーション法は確立していますか？ 
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【STEP 3】 フロントエンド販売の開始 

 

フロントエンドとは日本語で、”集客商品” と呼ばれています。 

 

あなたから初めて商品（サービス）を購入する人が安心して購入できるように

低価格のサービスやイベントを販売することを言います。 

 

認知活動からフロントエンド販売の流れはこうです。 

 

1. 認知活動をするための準備（お客様の声や実績、写真を少しでも集める） 

2. 安い価格で人を集める（ここでも未来の宣伝用写真を撮る） 

3. 活動報告と、お客様も SNS で感想記事のアップ（口コミ効果） 

4. 行列作り優先で新しいお客様を増やす（満席にしながら新規客を集める） 

5. お客様とのコミュニケーションを築いていく（ファン化活動でリピートへ） 

6. お客様の声や実績、写真を集めながら次の認知活動へ（3 に戻る） 

 

※ 本当に何も実績を証明するものがない場合は、無料でも良いのでとにかく 

実績を作ることを優先しなければいけないことも出てきます。 
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ところで、低価格とはいうけれど、実際にいくらなの？ 

という疑問が出てくると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相場として、 

1,000円～5,000円程度 の価格設定であれば、お客様の側も安心して 

お試しができると言われています。 

 

ただ、それよりも重要な質問があります。それは… 

どのようにして、フロントエンド商品を作ったのか？ 

ということです。 
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【STEP 4】 バックエンド販売の開始 

 

バックエンドとは日本語で、 ”収益商品” と呼ばれています。 

 

これがあるから、個人起業家は利益を作ることができるので、商品開発などの

未来投資にお金を回したり、自分の給料として使ったりできるわけです。 

 

具体的にいうと、 

□高額商品（サービス）※平均 10万円以上～ 

□継続商品（サービス）※年間契約、顧問契約、コース、回数券など 

 

ちょっと応用として、 

□セット販売（サービス）※低額商品のセット売りだとしても収益性があればＯＫ 

 

このバックエンドを買ってもらうために、フロントエンドを用意するわけです。 

つまり、フロントからバックへお客様が流れるように進んでくれるビジネスの設計が

必要になってくるわけです。 
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バックエンド商品の作り方として、コツがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

其の壱：お客様の深い悩みを解決するための本気商品であること 

其の弐：お客様に直接聞くことで悩みの傾向が把握されていること 

其の参：あなただけの独自のウリ（USP）が反映されていること 

 

USP というちょっと難しい用語が出てきましたが、日本語では簡単に、 

“独自のウリ” と訳したりします。 

 

「お客様の、その深い悩み、私が必ず解決しますよ」という、強い約束。 

そんなニュアンスで捉えておくと良いかもしれません。 
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【STEP 5】 売上のコントロール 

 

実は、ステップ 4 ぐらいまでを順調にこなしていれば、その時点で単月の売上が

7桁を超えることも少なくありません。 

 

１つの企画が 100万円～200万円で売れていてもおかしくないのです。 

ただし、継続して 7桁の売上を作り続けているわけではないことに注目。 

 

ここで、最終段階は売上のコントロールとなります。 

 

過去にうまくいかなかったことは改善または中止し、うまくいったことだけを伸ばし

続けていくやり方です。一般的に、PDCA を回す、とも言います。 

 

この売上のコントロールこそが経営スキルと言っても過言ではありません。 

月初に見込んだ売上を、月末にきちんと達成する力。 

 

ここで初めて、売上が安定した、ということになります。 
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さあ、随分と長い旅が続きましたが、これでまだ中盤です。笑 

ちょっとブレイクを挟みましょう♪ 

 

 

 

 

 

 

私が本格的に起業したのは 2015年 4月のことです。 

 

このレポートを書いている今、実は起業してから 8 ヶ月しか経っていないのです。 

ですが、こうしてセミナー講師やコンサルタント業を通して、 

「売上が 2倍になりました」 

「講座やお茶会が全部満席になりました」 

「数件の受注だったのが 30件を超えました」 

「初めて作った高額サービスが売れました」 

「告知をしたとたん、翌日には 5件の注文がありました」 
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たくさんの喜びの声、成果報告をいただいております。 

 

同時に私自身も、大好きな仲間たちに囲まれながら、不安や緊張と闘いなが

らも、ワクワクした冒険心あふれる起業ライフを送らせていただいております。 
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「あなたにとって、ビジネスとは何ですか？」 

 

私にとって、何度もしつこいようですが、冒険なんです。ドラクエなんです。 

村を訪れ、そこでの困りごとを聞いて、解決する冒険なんです。 

 

ビジネスもまったく同じで、お客様の悩みを聞き、解決する物事です。 

 

好きな職業に身を包み、自分に合った装備を身に付け、必要な特技や呪文

を習得し、レベルを上げて、モンスターと闘う。 

 

自分の適職を見つけ、似合う服を着て、必要と判断した勉強や技術の習得を

し、人間的に成長し、お客様の悩み解決をする。 
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冒険とビジネスは、スリリングなところも一緒です。 

 

だから、ビジネスを通じて、自分で自分の人生を冒険できるんだと分かった時、

私はやっと生きる意味が見つけられたように感じたのです。 

 

私が初めて、ビジネスを通して生きがいを感じられるようになったのは、あの震災

の年、2011年の 7月でした。あの夏、私は転職したのです。 

 

それから 3年半の間、休みもほとんど取らず、常にビジネスのことばかりを考えて

生活していました。マーケティング、営業、商品開発、あらゆる分野の勉強をし

て、実際の仕事の現場で検証し、体に叩きこんできました。 

 

そして、2015年 4月に独立。 
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あなたは、 ”１万時間の法則” をご存じでしょうか？ 

なにごともプロになるまでには、１万時間が必要だと言われています。 

 

日本のことわざから言えば、「石の上にも３年」ということになるでしょうか。 

１万時間を３年で割ると、一日約 9時間です。 

 

3年間、毎日 9時間以上集中して取り組んだ物事があるから、そこで初めて、

専門家と名乗れるような技量が身に付くという計算です。 

 

これから起業をしたいと考えている方に質問です。 

 

あなたがこれから取り組もうとしている専門性には、もう1万時間を費やしている

でしょうか？ もしイエスなら、自信を持ってサービス提供してくださいね！ 
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そうでなければ、 

自分の中にある ”特異性” を十分に生かしていってください。 

 

人は生まれついて、いとも簡単にできてしまうこともあれば、どうしても人と比べて

劣っているものごとがあります。 

 

私は、人前で何かを教えることは何のトレーニングもなく自然とできてしまうことで

した。一方で、方向音痴だけはどうしても治りません…。 

 

これからお伝えする、ビジネスを成功させる３つの要因、 

☆成功の技術  ☆本来の資質  ☆ 存在の魅力 

 

これらが、 ”１万時間の法則” を超えるひとつのヒントになるでしょう。 
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◇ 成功の技術とは 

 

この『成功の技術』というのは、いわゆるビジネスを有利に運んでいく知識だった

り、技術だったりします。 

 

『成功の技術』 の詳細については、 ”起業スタートアップ講座” の中で伝えて

いるのですが、基本的には３つに細分化されます。 

 

１．ポジショニング 

２．ビジネスモデル 

３．セールス 

 

ビジネスの王道は、競合が多すぎるところで戦わない、ということです。とはいえ、

そもそもお客様がまったくいない場所でビジネスをしても意味がありません。 

 

ライバルもお客様もいる市場で、まだ誰も開拓していない未知の領域を見つけ

ること。それがまさに『ポジショニング』です。 
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『ビジネスモデル』とは、お客様をどう集め、どう販売し、どう再販売するのか？ 

というシンプルな戦略を言います。 

 

そして、どんな優れた戦略やプランでも、実行しないことには意味がありません。 

その実行の部分を、『セールス』と呼んでいます。 

 

最適なポジションで、収益の生まれるビジネスモデルを作り、めいっぱいセールス

をかけていく。この３つの掛け合わせが、『成功の技術』なのです。 
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『ポジショニング』とは、自分のサービスが ”努力” を使わずに売れてしまう独自

のウリを見つけること、と言い換えることもできます。 

 

『ビジネスモデル』とは、全体の 8割の売上を作っている 2割の活動を見極め、

少ないリソース（時間やお金）で目標達成をする、売上コントロールの技術と

言い換えることができます。 

 

『セールス』とは、一切売り込むことなく、お客様から「買わせてください」と言って

もらえるような関係性を築いていく活動、と言い換えることができます。 

 

ちなみに、『成功の技術』を図にすると、以下のように表せます。 

…が、けっこう謎な画ですね。笑 
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◇ 本来の資質とは 

 

私が個性に関する、ある講座を受講した時のことです。 

とても面白い話をその時に聞きました。 

 

 

 

 

 

 

 

人の個性は遺伝子が 10%、環境による影響が 60%を占めている。 

そういった内容でした。 

 

遺伝子のパーセンテージの少なさはちょっと意外でしたが、それを超えるほど 

意外だったのが、残りの 30％です。 

 

あなたは何だと思いますか？ 
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正解は、”生まれた時の星の配置” なんだそうです。 

まだまだ諸説、議論の余地、などなど。あるとは思います。 

 

ですが、私もひとつの研究材料として、占星術や算命学、個性心理学などは

興味があります。”占い” として一般的に定着しているかもしれませんが、はるか

昔から引き継がれてきた”統計学” というのが本当のところです。 

 

世の中には、科学でまだ解明されていないけれど、不思議な現象というものは

存在します。厳密には、知覚できていない、というだけだと思います。 

（携帯電話やラジオの電波などは人の感覚器官では感知できません） 

 

人間が知覚できない部分も含め、人が持つ『本来の資質』というものは、実際

計り知れないものがあると考えています。 
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私は、ビジネスを進める上で、人が持つ『本来の資質』を無視することは、非常

に愚かなことだと考えています。 

 

もし家電に例えるのなら、冷蔵庫がオーブントースターに憧れて、頑張って食材

を温める力を身に付けようとしているようなものです。 

 

それよりは、冷蔵から冷凍の力を身につける方が、絶対に近道です。 

…ですよね？ 

 

ですので私は、 

□ 遺伝、環境、星の配置を含めたその人の個性 

□ 過去の経験から成る価値観と価値基準 

□ 夢中になれる専門性（使命） 

□ メンタルモデルや本人独自の前提と世界観 

□ 脳構造的に優れていること 

 

お客様と関われる時間にもよりますが、可能な限り、これらすべてを検証した上

で私は、ビジネスコンサルティングを行うように意識をしています。 
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よく聞かれるのが、「まだ起業していない人へコンサルする時に、どうやってその人

の『本来の資質』を判断しているのですか？」 というもの。 

 

ビジネスで自分の個性を生かすことを考えるのならば、 

・営業力 

・リサーチ力 

・企画力 

・アイデアの発想力 

・アイデアの実現力 

 

など候補が挙がってくると思いますが、たとえば恋愛の時は、自分から好きな人

に声をかけるのか、それとも待っているのか…。 

 

人それぞれにパターンがあると考えています。それらの傾向を掴むことだけでも、

その人にあった営業の仕方が見えてきますし、判断の仕方は色々あります。 

 

あらゆるパターンの中から、ビジネスに特化できるものを選択しています。 
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◇ 存在の魅力とは 

 

・内面の魅力（人間としての器、エネルギー値の高さ、心の状態など） 

・外見の魅力（ファッション性やセンス、立ち振る舞いなど） 

 

私の中で、ひとつの大きな結論があります。 

それは… 

『己が魅力的であれば、人は集まってくる』 

 

同時に、『本来の資質』が先天的、または成長のごく初期の頃に形成させるの

とは反対に、『存在の魅力』は後天的であり、生きていく過程の中で、いつでも

磨くことのできる分野である、と考えています。 
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最近の私が注目している ”U 理論” というものがあり、誤解を恐れずに書くの

ならば、スピリチュアルの世界でよく言われる ”手放し” を論理的、科学的に

解明したものだと考えていて、 

 

人間の器を広げ、思考のレベルを格段的に引き上げる方法と考えています。 

 

随分とややこしく書いたけれど、要は『存在の魅力』は、まず内面からスタートし、

そこから外へと広がっていくものだということ、です。 
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同時に、内面の美しさを追求しても、それが外見に反映されないのであれば、

それはまだ『存在の魅力』というテーマでいえば 50%と判断します。 

 

この、外見の魅力という意味では、私がもっとも苦手とする分野であり、弱みと

も言えるテーマではあるけれど、どんなに控えめに考えても、外見は大事です。 

 

特にビジネスという場面では、自己不在を優先させるため、その考えに基づいた

時には、まさに相手のためにも外見は磨く必要が、ある。 

 

← 私がいま ”外見の魅力”  

というテーマで写真素材を探し

ている時も、ほぼ無意識的に、

ジャージ姿のモデルさんを探そ

うとは思わなかった…です。 
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改めて、私がいま提唱している自己実現モデルを見てみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『成功の技術』 と呼ばれる、知識やノウハウ、技術も、 

『本来の資質』 と呼ばれる、個性や才能も、 

 

どちらも『存在の魅力』 の上に立っています。 

 

人間的に未熟な場合、どんなにスキルを覚えても、どんなに才能を使おうとも、

どこかで崩壊するからこそ、存在の魅力は磨き続ける必要があるということです。 

ライフマネジメントの考え

存在の魅力 

成功の技術 本来の資質 

自己管理術 

プロセス目標 

ゴール目標 

目的 
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さあ、この無料 PDF レポート『夢を叶える未来ルートマップ』もいよいよ終盤。 

後半はかなり難しいことを書きましたが、ついてこれましたか？？^^; 

ですので、ここでまたショートブレイク☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カフェ画像をお楽しみください 

 

実はここまでが、起業家の土台 となる部分でした。 

つまり、今までもこれからも、磨き続けるべき内容、ということです。 

 

そしていよいよこの先、あなたの夢を叶える ”手段” へと移ります。 

準備はよろしいですか？ さあ、後半戦スタートです！ 
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◇ ゴール目標とは 

 

あなたには、夢はありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん、”夢” の定義は人によってさまざまです。 

主観による解釈の幅がもっとも広いワードの一つだと私は考えています。 

 

私の解釈では、 

夢というのは、”妄想と目標” のあいだの概念だと考えています。 

 

あんな風になれたらいいな、こうなれたらいいな。 

小さな希望が生まれ、そこから人は夢の結晶を集め始めます。 
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情報や経験を積みながら、夢の結晶は少しずつ形になっていきます。 

私はそれを、”クリスタライジング（結晶化）” と呼んでいます。 

 

そしてある日、気がつきます。 

もしかしたらこの夢は、”現実” にできる可能性があるかもしれない、と。 

 

それが、”夢から覚める” 瞬間です。 

 

夢を ”目標” とするのか、無理とあきらめ ”妄想” にしてしまうのか。 

この夢から覚める瞬間に人は、どちらかの選択を迫られます。 
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もしあなたがここで、夢に挑戦すると決めた瞬間、 

夢は、”目標” へ変わります。 

 

また後述しますが、夢が目標へと

変わるとき、同時に生まれるもの

があります。 

 

もともと存在していたものが、表に

現われる瞬間ともいえます。 

 

それを、”目的” と言います。 

 

 

あなたがぼんやりと描いていた “夢” は、 

どこかで ”目的” とつながっていたはずなのです。 

 

くわしくは、また後ほど、『目的とは』 のページでくわしく触れますね。 

 



夢を叶える『未来ルートマップ』 有料改訂版 

59 

無断転載禁止 Copyright(c) 2016 STARTUP AND INNOVATION. All rights reserved. 

もちろん目標ですので、ビジネスでいうところの、 

”売上” なども立派な目標となります。 

 

それらの目標を、『数字と期限』を入れて管理するのが、ここでいう 

“ゴール目標” となります。 

 

「月末までに、50万円の売上を作る」 

という具合に、数字と期限を入れてあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

この時に、もっとも重要な概念があります。それが… 

『決断の力』を使うということです。 
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例えば、今月の売上目標が 50 万円ということでしたが、現状で、商品の単価

が 1万円としましょう。先月の来客数は 10人、先月の売上は 10万円です。 

 

売上というのはシンプルな構成でできています。それが… 

売上＝客数×単価 

という公式。 

 

1万円の商品を 50人に売るのか？ 

それとも単価を上げて、5万円の商品を 10人に売るのか？ 

 

今のビジネススキルでは、50人も集めたら大変だ…と悩むかもしれない。 

「1 ヶ月に 50人もお客さんが来たら、サービスの質が悪くなっちゃうよ…」 

 

もしくは、自分に自信がなく、 

これまで 1万円だったものを 5万円にできるわけない…と悩むかもしれない。 

「こんなに値上げしたら、今までのお客さんが離れていっちゃうよ…」 
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ビジネスは日々、このような選択と決断の繰り返しです。 

そんな中で、あなたは使わなければいけません。 

 

「決断の力」を。 

 

個別コンサルなどをしていると、もっともよく聞くご相談が、 

「年収 1,000万円」 になりたいです、というような内容。 

 

だけど、働く時間は増やしたくない、単価は上げたくない、お客様の数はあまり

増えない方がいい、自分の自由な時間は楽しみたい…。 

 

…そんなのは、ムリです。 
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自分で自分の生き方を決められない人に、起業はムリと私は考えます。 

もし成功したとしても、お客様に迷惑だと思うのです。 

 

起業家とは、周囲の人間を巻き込むリーダーであり、 

独立する以上、リーダーシップを発揮しなくてはいけません。 

 

ジェームス・スキナーは言いました。 

「リーダーシップとは、他の人を自分の夢に参加させることである」 

 

ということは、起業家はまず、誰よりも先に、 

自分に対してリーダーシップを発揮する必要があります。 

 

ありのままの自分を大好きでいられることが、成功する起業の条件です。 

そしてリーダーは、今の活動がたとえ支持されなくても、長期的に大きな貢献へ

とつながることを信じています。 

 

だからこそ、人からどう思われるかなんて気にしない、自由さがあるのです。 
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ここは本当に、とっても重要なところなので、何度も繰り返します。 

決めれば、人生が変わります。 

 

運命を作るのは、”決断” なんです。 

人間が授かった、もっとも強力な能力が、”決断” なのです。 

 

「運命とは、決断である」 

そして、決めたことを ”行動” に移すことで、人生が変わります。 

あなたは ”ゴール目標” として何を掲げますか？ 
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◇ プロセス目標とは 

 

ゴール目標として売上 50万円を掲げたのなら、ここでいうプロセス目標とは、 

それを達成する要素のことを言います。 

 

これまで１万円だった商品（サービス）の単価を 5 倍に上げて、目標の売上

である 50万円を目指すとしましょう。 

 

見込むべき数字は、10名の集客です。 

…ここまではよろしいですか？ 

 

この 10名のお客様を集めるために実行する ”行動”  

これこそがプロセス目標になります。 

 

細分化すると、 

・FAXDM を 500通送る（行動） ⇒ 見込む結果は、5名集客 

・ブログを１日３回投稿する（行動） ⇒ 見込む結果は、5名集客 
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ビジネスというのは、行動しても結果が伴わないことが大半です。 

だから、モチベーション（動機づけ・自発性）の管理 が難しいのです。 

 

ビジネスは確かに結果がすべてです。 

ですが、その結果を生みだしているのは、紛れもなく ”行動” です。 

 

その行動を管理することを、”プロセス管理” と言います。 

 

経営が安定している人は、必ずと言っていいほど、この管理を徹底しています。 

メルマガを毎日書くと決めたら書くし、ブログを３記事と決めたら３記事書く。 

 

実は、成功の秘訣はシンプルに “大量行動” というのが真実です。 

 

だからこそ、ゴール目標に合わせて、しっかりと “プロセス目標” を立てる必要

がありますし、それに対して、見込む結果も設定する必要があるのです。 

 

そのため、プロセス目標もまた、数字で計測できるようにしておきます。 
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ちょっとここで、私が起業したばかりの、本当に初期の初期に何をしていたのかを

シェアしたいと思います。 

 

この写真は、本当に起業した最初の週とかに

撮ったものです。引っ越しのバタバタもある中、

本当に何から手をつけたらいいのか分からず、

とりあえずできる唯一のこと、ブログの更新と、

フェイスブックの更新をしていました。 

 

 

この頃、たった独りで、本当に売上を作れるのかどうか不安で、もしかしたらこれ

から生まれてくる子どもがいるというのに、いきなり路頭に迷うことになるのではと、

恐ろしくて涙を流すこともありました…。 

 

そんな時、私を支えてくれた言葉がコレでした（↓） 

「１日に 10時間とかネットに集中していれば、そんなこと他にやっている奴が 

いないんだから、成功するに決まっている」 
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この言葉を鵜呑みにできたのが、逆に良かったのだと思います。 

とにかく SNS に集中しました。 

 

ブログは毎日 3記事以上、フェイスブックも必ず５投稿以上。 

メルマガはまだ読者が 20人ぐらいだったけど、毎日発行。 

 

1000円とかの激安モニターを打って、興味あると反応があったら何度もコメント

やメッセージでコミュニケーションを取り、利益にならないと分かっていても、会える

人には会うようにしていました。 

 

ただ目の前にある ”できること” に集中しました。 

それしかできることがなかったのも、逆に良かったのかもしれません。 
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ゴール目標を、「覚悟の力」を使って、決断する。 

それに対して、プロセス目標を立てる。 

 

とにかく不安で不安でしょうがなかった時、そして当然、ビジネスを続けていく上

ではこれからも、この先もずっと続いていく不安と闘うために、 

 

“プロセス目標” を立てて、ただ行動するという行為は、 

私に唯一の ”安心” を与えてくれる道標でした。 

 

ビジネスは結果がすべて。 

しかし、その結果は、行動の上に成り立っているのです。 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - 

※ ちなみに、プロセス管理をしない “ワンステップ” という手段もありますが、 

土台がない状態で多用すると、育っていない芽を刈り取る行為になる場合も 

あり、応用の技術だと私は個人的に感じています。 

- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - 
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◇ 自己管理術とは 

 

 

 

 

 

 

 

手帳術に始まる、”タイムマネジメント（時間管理）” に近い考え方です。 

 

どんなに素晴らしいゴール目標を設定し、プロセス目標を決めたとしても、それら

が ”実行” されなければ、まったく意味がありません。 

 

人が自信をつけるために最も有効な方法は、 

『自分との約束を守ること』 と言われています。 

 

だからこそ、この ”自己管理術” が必要になってくるのです。 
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まずは、プロセス目標の分解から始めます。 

 

具体的にどういうことかというと、週ごとの目標値を出すのです。 

たとえば、１ヶ月以内に 800人にブログの読者登録をするとします。 

 

そうすると、１週目に 200人、2週目にも 200人… 

というように、スモールステップで目標を達成できるように分けていきます。 

 

具体的に… 

□ その週に達成したい重要な目標を立てる（１～2個） 

□ その日の重要な仕事に優先順位をつける（最大で３つ） 

□ その日の重要でない仕事を手放す（上記 3 つ以外全部） 
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時間管理の上で、本来は事前にやっておくべき、もっとも重要な活動があります。

それが、”自分の正確な時間の使い方” を知るということです。 

 

３日～２週間という期間の中で、自分の活動を 15 分単位でリアルタイムに

記録していきます。 

 

これは本当に重要なことなのですが、多くの人が「めんどくさい」という理由だけで

実行しません。その効果性をどうしても理解できないという声もあります。 

 

年に１～２回、この活動をするだけで、自分のタイムマネジメントを有益なもの

にできるのですが、あまりにやらない人が多いため、この手法を今では本気の人

にしか伝えていません。 

 

言葉で、「本気です。やります」と言っても、行動がどうしても伴わないため、私の

指導技術力がレベルアップした際に、またコンテンツにしようかと考えています。 

 

興味ある方は、ドラッカーやコヴィー博士の時間管理術を調べてみてください。 
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時間管理術の盲点は、 

「スケジュールやタスクに、自分が追われてしまうこと」 

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、緊急で入った用事や、計画を立てた時点で予測することのできなかった、

より重要な活動が間に割り込んできた際に、モチベーションが下がるのです。 

 

「また、予定通りに仕事ができなかった…」 
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細かいタスク（作業）を洗い出せば、１日に10～20のタスクが並ぶことはよく

あると思います。その中で、もっとも重要な活動の見極めが大切です。 

 

パレートの法則で、「2：8の法則」や「2：6：2の法則」と呼ばれるものがある

のをご存じでしょうか？ 

 

我々の仕事も、8割の売上を作っている2割の重要な仕事が、日々の活動の

中に隠れているはずです。それを見極めた時、時間管理はより優れたものにな

っていきます。 

 

□ その週に達成したい重要な目標を立てる（１～2個） 

□ その日の重要な仕事に優先順位をつける（最大で３つ） 

□ その日の重要でない仕事を手放す（上記３つ以外全部） 

 

そういえば以前勤めていた会社で、社長さんがこんなことを言っていました。 

「仕事に追われるなよ。仕事は、自分で追うものだ」 
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そして、次がもっとも重要です。 

 

実は、自分で自分のモチベーションを管理するという意味合いで、 

セルフマネジメントという表現があるのですが、 

 

そのセルフマネジメントができる人間というのは、 

全体の 3～5%しかいない、というのです。 

 

そして、他者にまったく関与がされていないとき、人の作業パフォーマンスは、 

必ず落ちると言われています。（モチベーション維持ができない状態です） 
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つまり、どういうことかというと、 

 

自分で自分を管理する “個人起業家” の場合、かなりの確率で、自分のこと

を監視してくれる人を用意する必要があるということです。 

 

 

 

 

 

 

行動科学の分野では、 

Ａ：「売上目標（ノルマ）の設定」 （先行条件） 

      ⇓ 

Ｂ：「営業活動する」 （行動） 

      ⇓ 

 C：「売上が伸びた」 ／ Ｃ´「売上変わらず」（結果） 

 

という、「ＡＢＣモデル」の考え方があります。 
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通常、Ｃの「結果」で良いものが続けば、人のモチベーションは続きます。 

 

営業すればするほど、100%の確率でお客様を成約できるのなら、ほとんどの

人が営業職に就いてもおかしくありません。 

 

実際は、いくら行動しても、思わしくない結果が出ることだってあります。 

その時Ｂの「行動」に対して、監視者から「褒めらる、認められる」 ということが

あれば、モチベーションは保たれやすくなります。 

 

ここでいう ”監視者” とは、メンタルコーチやコンサルタント、トレーナーなど分野

によって名称は変わると思いますが、役割は同じです。 

 

その際、やはりプロセス目標としての数値が明確であれば基準も明確です。 

また、正しい行動をしているかどうかのフィードバックがあるかないか、というのも 

大きな判断基準のひとつです。 

 

誤った行動が強化されればされるほど、成功からは遠のきます。 
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◇ 目的とは 

 

56ページで ”夢” について触れたと思いますが、もう一度あなたの夢が何なの

かを思い出してみてください。 

 

もし夢がないとしても、焦らないでください。 

今はまだ探しているか、もしくはすでに目標へと変化したのかもしれません。 

 

夢や目標は、かならず “人生の目的” とリンクしています。 

そうでなければ、成し遂げられる可能性が低いのです。 

 

目的とは何でしょうか？ 

目的とは、”なぜ” という質問に答えられる理由です。 

 

YouTube で、[サイモンシネック ゴールデンサークル] というように検索すると、

TED というプレゼンテーションの動画が見つかると思います。 

 

その動画の中で、次のような件（くだり）があります。 
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（WHY） 

我々のすることはすべて、世界を変えるという信念で行っています。 

違う考え方に価値があると信じています。 

 

（HOW） 

私たちが世界を変える手段は、美しくデザインされ、簡単に使えて、 

親しみやすい製品です。 

 

（WHAT） 

こうして素晴らしいコンピュータができあがりました。 

ひとつ欲しくなりませんか？ ──アップルコンピュータ 

 

 

この ”WHY” の部分の ”目的” が欠如すると、 

「私たちのコンピュータは美しいデザインと親しみやすさがあるという、 

独自のウリがあります。おひとつ、いかがですか？」 

 

…という、心に響かない宣伝文句となってしまうのです。 
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ビジネスをする上で、この ”目的” や “なぜ” が必要なのは、 

お客様に共感していただくためでもあり、他の人を自分の夢に参加させるため、 

でもあるのです。 

 

あなたがビジネスをする目的には、夢が乗っているのです。 

ところで、この ”目的” というのは、どこから生まれるのでしょうか？ 

 

特に個人で起業し、ビジネスを行う場合、 

“人生の目的” というものが非常に大事になってきます。 

 

そして人生の目的とは、 

ある明確な理由から、先天的、後天的に誕生します。 
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ドクター・ジョン・Ｆ・ディマティーニ は、次ように言っています。 

 

人生で「欠けている」と感じるものは、あなたにとって最も重要なものとなり、 

価値があるものとなります。 

 

例えば、 

・過去に、全然モテない経験をした場合、恋愛に対して価値を置きます 

・過去に、人に認められない経験をした場合、影響力を求めます 

・過去に、金銭的に苦しい経験をした場合、経済的な豊かさを求めます 

 

すでにそれが満たされている場合、人はそれを求めなくなるのです。 
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人は、すべてに満足していたい生き物です。 

自分を満たす価値観の中で欠落している部分に、もっとも重きを置きます。 

 

一方で、 

”劣っているから価値観が欠落したのか？” 

 

という疑問が残ります。 

 

この答えは、一概にそうであるとは限りません。 

お金の専門家、本田健さんは次のように著書の中でこう言っています。 

 

“才能が発掘される前には、先に副作用が起きる” 
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“与えられた才能は、適切に使う義務がある” 

 

天賦の才能を持つ人が、自己利益のためだけにその能力を使い、富と名声の

ためだけにその能力を使っていると、やがてそれは失われる傾向にあります。 

 

映画、スーパーマンをご存じでしょうか？ 

 

もし彼が、自分のためだけにその超人的なパワーを使っていたとします。目の前

で困っている人がいるにもかかわらず、自分の利益にならないからと、人助けを

せずに生きていたとしたら…。 

 

自分には力があるのに、人を見捨て、見殺しにする人生を歩んだとしたら…？ 

どこかでこの天賦の才能は、授かったからには世に対して返礼する義務があると

感じるようになると思うのです。 

 

“才能が発掘される前には、先に副作用が起きる” 

だからこそ、人は使命に目覚める。 
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“欠落した価値観は時に、優れすぎた天賦の才能である場合が多い” 

 

もう一度、自分を観察してみてください。 

 

あなたが欠落していたと感じていた価値観は、もしかすると、 

自分の基準が高すぎて、”無いもの” と見なしているものではないですか？ 

 

人の理解を超えて、物事の本質を見抜いてしまう才能がある人は、 

きっとあまりに世界は生きにくく、つながりを築きにくい世界だったかもしれません。 
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◇ さいごに 

 

 

 

 

 

 

 

長い旅になりました。おつかれさまです。 

当初、ここまでの長いレポートになることは考えておらず、もっと気軽に読める 

ノウハウレポートを考えていました。 

 

ですが、文書でいま伝えられるものは、すべて伝えきってしまおう。 

そう思い直したのです。 

 

想定を超える量になってしまいましたが、最後までレポートをお読みいただき、 

本当にありがとうございます。 
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最後にもう一度、 

こちらの図を振り返っていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスとは ”目的” を叶えるため、”目標” を立てながら進む活動です。 

その時に、本来の資質や、成功の技術を使いながら、存在の魅力を高めつつ、

お客様を含め、周囲の人たちを巻き込む活動です。 

 

“大人が本気になって遊べば、それはビジネスになる” 

だからこそ、誰よりも真剣に、責任を持って仕事をするようになるのです。 

ライフマネジメントの考え

存在の魅力 

成功の技術 本来の資質 

自己管理術 

プロセス目標 

ゴール目標 

目的 
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2016年。 

私は、あなたの人生の目的を明確にし、起業を通してそれを実現したい人の 

支援を本気でやっていきたいと考えています。 

 

本来の資質を見抜き、成功の技術を与え、一緒にビジョンに向かって進める 

仲間を増やしていきたいと考えています。 

 

2016年は、 

■ 起業スタートアップ講座（まずはビジネスの基本を学ぶ座学） 

■ 起業ステップアップ講座（覚悟を決め、新たな一歩を踏み出す本格セミナー） 

■ BMP プログラム（踏み出した一歩を形にする継続個別コンサルコース） 

を中心に活動し、 

 

■ 起業シナリオ実現 180日コース（仮） 

という、究極のコンテンツ開発に向けて計画進行中です。 

 

あなたが本当の 『居場所』 を見つけ、『夢中になれる専門性』 を 

磨き続けられる場を提供するために。 
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ですが、気づいた方もいらっしゃると思いますが、このレポート、 

実は…、 

まだ、未完成です。 

 

レポートを読むだけで、誰もが起業を成功させられるような、そんなものにしたい

と考えて作成してきましたが、そこには限界がありました。 

 

ここから先は、いまこれを読んでくれている、目の前のあなたと一緒じゃないと、 

続きを作り上げることができないと気がついたんです。 

 

ここから先は、あなたと一緒に作り上げていく。それが本物の、 

夢を叶える『未来ルートマップ』 なのです。 

 

続きはまた、皆さまと共に、メールマガジンという場を使いつつ、実際のセミナーの

中でお会いしながら作り上げてきたいなと考えています。 

 

そして……、 
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もし、この改訂版 PDF レポートをお読みになり、 

ヒロさんの描くビジネス世界を、もっとたくさんの人に知ってもらいたい… 

 

そう考えてくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に夢を叶えていく仲間を 

増やしていきたいなと考えています。 

 

人は誰でも、自分だけの居場所を持っています。 

その場所で、自分の人生の目的を果たしていける仲間を作る。 

 

もしこのメッセージに共感していただけましたら、こちらのリンクをあなたのご友人

や、ブログの読者様、フェイスブックのお友達に教えてあげてください。 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

http://ameblo.jp/h-yuki2013/entry-12142101488.html 

 

あなたの人生がより豊かで、より幸せなものに 

なりますように。 

 

大崎 博之（ヒロさん） 

http://ameblo.jp/h-yuki2013/entry-12142101488.html
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ビジネスセミナー講師 兼 SNS起業コンサルタント 

大崎 博之 

 

Blog: http://ameblo.jp/h-yuki2013/ 

Facebook: https://www.facebook.com/H.Yuki2011 

お問合せ： info@startup-and.com 

 

 

 

 

最後までお読み下さいまして、ありがとうございます。 

大崎 博之（ヒロさん） 

http://ameblo.jp/h-yuki2013/
https://www.facebook.com/H.Yuki2011
mailto:info@startup-and.com
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＞＞ここからは改訂版 2だけの特別特典ページになります。 

一つ目は、【ヒロさんのビジネス勉強会】というワークショップで実際に使用した 

レジュメをプレゼントさせていただきます。 

 

テーマは『ポジショニング』です。 

自分のビジネスのポジションが決まれば、戦わずして勝利を収めることができる。 

それを『ポジショニング』といいます。 

 

二つ目が、過去に運営していた経営塾や 5 万円を超える 1day セミナーの中

だけで配布していたマーケティング動画の一部をご案内します。 

 

以下のコンテンツをお届けいたします。 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

 

・最適化  ・紹介マーケティング ・ポジショニング 

・ビジネスモデル ・未来の働き方 2025 ・セールス 
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特典１ 《ヒロさんのビジネス勉強会 ～ドラクエ編～》 

人生はドラクエと同じ冒険だと私は考えています。 

あのゲームは、村人たちが困っていることや悩みを聞き（クエストを受け取り）、

主人公たちが解決していく内容です。武器を買い、魔法を覚え、レベルを 

上げながら冒険を進めていきます。 

 

人生で例えるなら、モンスター退治はお客様の悩み解決です。武器や鎧は、パ

ソコンやスマホの機能に例えられますし、セミナーや本などでの学びは魔法を覚

えるのに等しいと考えています。 

 

そしてどんなに素晴らしい武器や魔法を手に入れても、本人のレベルが上がら

なければ使うことができないのです。人生においてレベルとは、経験の量と質、

人格の器を広げることと同じです。 

 

レベルを上げ、武器や魔法を揃え、仲間を集め、ボスキャラと闘います。ここで

いうボスキャラとは、誰も解決できないと思っているお客様の“悩み”です。新しい

市場を生み出す行為とも言います。まるで、スティーブ・ジョブズが iPhone市場

を生み出したときのように。 
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ところで、あなたは誰ですか？ 

あなたは何者で、どんな職業に就きながらクエストに挑戦しているのでしょうか。 

 

職業が異なれば、使える武器も魔法も変わります。そしてあなたが何者かによ

って、挑戦するクエストは変わってきます。全員が全員、世界を救うための勇者

をするわけではありません。 

 

今日はそんなあなたの『職業』を探る旅に出発しましょう。 

はじまり、はじまり～♪ 
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《おさらい—復習しましょう☆》 

 

☆成功の技術 

・ポジショニング…政略→ 戦わず勝つ（一番になれるもの） 

・ビジネスモデル…戦略→ より優位に戦う（成果を出すための計画） 

・セールス…戦術と戦闘→ より効率よく確実に戦う（テクニックと実践） 

 

☆本来の資質 

・遺伝や環境によって作られた個性や強み 

・星の配置に導かれた宿命 

・使命に導かれた夢中になれる専門性 

 

☆存在の魅力 

・成功と幸せの正しいマインド 

・人格や器の大きさ 
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『ポジショニングマップの作り方とは』 

・2軸のマトリックスで可視化させる二次元マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ポジションを明確にする２つの視点』 

・横軸には、お客様が選択する際のニーズ（must） 

・縦軸には、こうだったらいいなというウォンツ（better） 

・2軸は相関関係のない独立したものにすること 

ex) 価格と機能などは連動するので NG. 
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『ポジショニングの具体的な生かし方』 

・自己紹介で使うならば、最初の聞き手の“前のめり感”が大事 

・何屋で、どんな顧客を持ち、どんな悩みを解決し、どんな理由で選ばれるか？ 

・なぜそれが自分でなければならないのか？ 

 

『単なる差別化が逆効果になる理由？』 

・お客様を見ずに競合ばかりを見た場合は NG. 

・お客様のいない市場も NG. 

・市場規模があり、ライバル不在で、購買意欲のある場所は OK. 

 

『ポジションを磨く 3つの重要な質問』 

・何を捨てるか？（限られたリソースを最大化） 

・何に絞るか？（顧客層、商品サービス、独自のウリ） 

・どこを磨くか？（価値をさらに高める） 

※絞り込むという常識的概念を捨てることで成功した例もある 
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《特典２》 マーケティング解説動画 

 

解説動画 1 「オプティマイゼーション（最適化）」 

http://youtu.be/HYEOYh1lGGs 

ビジネスで売上を作るために注目すべき場所は３つしかないと 

言われています。その秘密について説明しています。 

 

解説動画２ 「紹介マーケティング」 

http://youtu.be/Lg9g1gK4hK4 

紹介は偶然起きるもので、自分たちでコントロールすることは不可能だと 

思い込んでいませんか？ 確かに 100%のコントロールは難しいにしても、 

その確率を上げることはできます。その秘密について説明しています。 

 

解説動画 3 「ポジショニング」 

https://youtu.be/1t60h1QsmR0 

ビジネスが成功するかどうかの 9割はポジショニングによって決まる。 

これは多くの企業経営者の言っていることであり、コンサルタントの伝えている 

真実となります。ポジショニングとは何か？ 

http://youtu.be/HYEOYh1lGGs
http://youtu.be/Lg9g1gK4hK4
https://youtu.be/1t60h1QsmR0
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解説動画 4 「ビジネスモデル」 

https://youtu.be/A5yEmxSnsoY 

売上のコントロールはビジネスモデルの精度によって決まります。 

感覚や直感で運任せにしない、アイデア任せの勢いに任せないための 

経営の必須スキルです。 

 

解説動画 5 「セールス」 

https://youtu.be/4mvBAoWicxY 

集客力？ 商品力？ いいえ、セールス力です。言い換えれば、成約率を 

高めるスキルです。起業の初期であればあるほど、必ず身に着ける必要がある 

最重要スキルです。 

 

解説動画 6 「成功の技術の補足」 

https://youtu.be/0B8nJ62M-Xg 

ポジショニング、ビジネスモデル、セールス。それぞれに大切なことを補足的に 

説明しています。これでさらに理解が深まることでしょう。 

 

 

https://youtu.be/A5yEmxSnsoY
https://youtu.be/4mvBAoWicxY
https://youtu.be/0B8nJ62M-Xg
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マル秘特典動画 「ヒロさんのビジネス世界 1」 

https://youtu.be/9RFni4mfT0g 

Ustream放送での秘蔵映像。未来の働き方とは？（１） 

 

マル秘特典動画 「ヒロさんのビジネス世界 2」 

https://youtu.be/cbVw4k0xwCU 

Ustream放送での秘蔵映像。未来の働き方とは？（２） 

 

 

【オンライン動画付き】  

8日間の『年商 300万円確定！無料メール講座』 

 

こちらをもしご紹介いただけるようでしたら、こちらのリンクをあなたのご友人や、 

ブログの読者様、フェイスブックのお友達に教えていただけますと幸いです。 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

http://ameblo.jp/h-yuki2013/entry-12142101488.html 

 

ありがとうございました。 

https://youtu.be/9RFni4mfT0g
https://youtu.be/cbVw4k0xwCU
http://ameblo.jp/h-yuki2013/entry-12142101488.html

