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こんにちは、Nimbus Creationの箭内宏紀です。 

 

わたしはハワイのリッツカールトンというホテルでこの音声を録っています。

リッツカールトンというホテルは結構高級なホテルでして、1898年に創業され

た歴史のあるホテルです。 

 

 

いま仕事の先輩たちとハワイにきておりまして、一緒に仕事をしています。仕事

といっても、まあ、旅行半分、仕事半分みたいな感じですね。海がとてもきれい

です。 

 

 

はい、で、今回の音声のテーマは、私の運営している講座のご案内です。今日は

こちらの手紙を読ませていただきます。 

 

 

ご存じの方も多いと思いますが、本来、心理カウンセラーがお金やビジネスにつ

いて語るのはタブー中のタブーでした。 

 

 

なぜならば、カウンセラーにお金のイメージがついてしまうと、クライアント、

あるいはクライエントが不安になりやすいからです。 

 

 

でも、今日は本気でぶっちゃけていこうと思います。具体的な数字もたくさん出

していきます。 

 

 

ただ、こうやって気合を入れて書いていったらですね、すっかり長くなってしま

いました。人によってはお忙しい中でこれをすべて見るのは大変かもしれませ

ん。 

 

 

そこで、今回の音声とは別に、お手紙自体もダウンロードできるようにしました。

なので、忙しい方はそちらを読んでいただけたらと思います。 

この動画や文字起こししたものをご覧頂いた上で、ピンときた方は説明会にぜ



株式会社 Nimbus Creation © 

ひお越しください。ただ、説明会の参加はお一人様 1回限りとなっております。 

 

 

たった 1 回しかチャンスがありませんので、手前味噌ではありますが、本当に

貴重な機会になっております。 

 

 

これからのお話を聞いて「自分もインターネット・カウンセラーというスタンス

を学びたい！」という方はぜひ説明会に起こしください。それでは、本編をスタ

ートします。 

 

 

改めまして、こんにちは、箭内です。私は今、カウンセラーや、コーチ、コンサ

ルタント、占い師、ヒーラー、セラピストなどの、一人でビジネスをしている人

に対して、 

 

 

集客とか、売り上げアップのお手伝いをする会社をやっているんですけれども、

その中でも、ものすごい結果を出しているものが、ひとつあります。 

 

 

私はこの仕事のスタンスをインターネット・カウンセラーと呼んでいるのです

が、私自身もインターネット・カウンセラーとして、わずか３００人のメルマガ

読者から年間３０００万円以上の売り上げをたった一人で上げてきました。 

 

 

正確には３１４リストで３２００万円以上の売上をひとりで上げてきました。 

 

 

多くの人が苦手とされがちなセールスについては、私は割と得意でして、成約率

も非常に高い状態でした。具体的には、７０名の方に説明会を提供して６５名の

方が商品を購入されました。 

 

 

つまり、９５％の成約率を出したということになります。 
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これはおそらくカウンセラー業界のビジネスの実績で言えば、日本でもトップ

クラスだと思います。しかしながら、たぶんほとんどの方は私のことを知らない

と思います（苦笑） 

 

 

私は有名になりたいタイプではありませんし、どちらかと言えば、ひっそりと目

立たないように、福島の田舎町からネットを使ってアンダーグラウンドな活動

をしています。たぶん、これからもあまり目立って活動はしないと思います。 

 

 

しかし、以上のような背景がありまして、あくまでも私の知る限りですが、３０

０リストで３０００万円を売り上げる実力を持っていて、かつ、ほとんど誰にも

知られていない無名なカウンセラーは、おそらく日本で私だけだと思います。 

 

 

まあ、このようにちょっと偉そうに言っていますけれども（笑） 

 

 

これは私だから出来たわけではありません。たとえば、私が過去にセールスを直

接指導させていただいた１０名以上の方々は、ほとんどがセールスの初心者か

らはじまりました。 

 

 

そして、一緒に商品づくりをさせていただきまして、３０万円以上の商品を販売

したりですとか、最も高額な方はですね、１３０万円の商品をつくって販売した

りしてきました。 

 

 

その中で、誰一人、成約率が５０％以下になった人はいません。つまり、私から

インターネット・カウンセラーという仕事のスタンスを学んで、セールスを実践

された方は、１０人の見込み客がいれば５人には売れているということです。 

 

 

これは私の教え方が上手いというのもあるかとは思うんですけれども、それ以

上に普通のカウンセラーとはまったく違うやり方なので、このぐらいの結果が
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出たと思っております。 

 

 

実際、私のクライアントの方々に動画でインタビューをさせていただいたとこ

ろ、かれらは初心者・未経験者からはじまったものの、一生涯、セールスができ

なくて悩むことはないと言っていただけるようになりました。 

 

 

じつをいうと、私のクライアントの中には、ビジネスネームで活動している人も

たくさんいます。また、起業準備中の会社員もいますし、公務員もいます。学生

もいますし、主婦もいます。いろんな方が自分のライフスタイルに合わせてイン

ターネット・カウンセラーというスタンスを実践してされています。 

 

 

一般のカウンセラーは月に５万円程度を稼ぐのにもとても苦労していますよね。

しかし、私たちは数百万、数千万円と利益を出しています。 

 

 

カウンセラー業界の人からすると、私たちの実績は常識をはるかに超えたもの

です。なので、「そんなことはありえない」とか「絶対に嘘だ」とおっしゃるか

もしれません。 

 

 

しかし、そんなことはありません。私としてはしっかり準備した結果ですので、

当たり前のことだと思っています。 

 

 

私が出した結果も、私のクライアントが出した結果も、どっちもそうです。正し

い準備をしたから結果が出た。ただそれだけなんです。 

 

 

もちろん、人によって成長のスピードは違います。遅い人もいれば早い人もいま

す。しかし、そうであったとしても、私のセールスのやり方だけでいえば、過去

の統計的に平均して１ヶ月ぐらい。どんなに遅くとも２ヶ月ぐらいあれば十分

にマスターできます。 
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そして、この方法を使えば、初心者・未経験者であろうとも、月商１００万円や

年商で１０００万円というのは十分に射程圏内です。 

 

 

私もこの業界に入って長いですし、自分の講座を作る前にですね、いろいろとリ

サーチをしました。 

 

 

その結果わかったのですけれども、まったくゼロからはじめてこれだけ売り上

げが上がるカウンセリングのやり方は、たぶんこのやり方だけだと思っていま

す。また、それを具体的なノウハウレベルで指導できるのも私だけだと思ってい

ます。 

 

 

正直に言いますと、自分で自分の売上実績をあまり言いたくはありません。なぜ

ならば、ギラギラする感じは好きではないと、普通のカウンセラーとは売り上げ

の高さや成約率の高さの基準が違いすぎて、信じてもらえないからです。 

 

 

自分の商品を売るために嘘をついているとか、詐欺師だとか正直、言われたくな

いんです。しかし、今回は特別なビデオです。お金の話を、あえてたくさんして

いこうと思います。 

 

 

というのも、私が真実を話せば、楽になる人がいるからです。あなたの知らない

現実があって、そこで本気で仕事をしている私がいる。もしあなたが望むのであ

れば私があなたの成功のお手伝いをするというご提案です。 

 

 

 

 

 

たしかに、はじめて私のことを知った人は、たぶん信じられないと思います。実

際ですね、これまでのクライアントの方もそういっていましたので間違いあり

ません（笑） 
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なので、私が嘘つきなのか、それともほんとうのことを言っているのかは、ぜひ

この音声だけでなくて、私のクライアントたちの、成功事例ですとか、実際の推

薦の声ですとか、インタビューですとか、そういったもの御覧いただきご判断を

いただけたらと思います。 

 

 

なぜこれだけ多くの方が私の講座やコンサルティングを受けてくださるのか。

なぜこれだけ多くの人が満足してくださるのか。それは、私がほかの同業者より

も望む結果を提供できているからです。 

 

 

ただ、どうか誤解なさらないでください。何度も繰り返しになりますが、私はこ

の音声では、自分がいかに売上を上げたのか。それを自慢したいわけではありま

せん。 

 

 

それよりも自分の結果ではなくて、私が提供している商品や教育の質を観てい

ただきたいと思っています。 

 

 

というのも、私が過去にご指導させていただいた方のうち、初心者・未経験者か

らはじめて、たった２ヶ月から半年、あるいは１年かけて７００万円から１００

０万円以上売り上げた人はたくさんいらっしゃいます。 

 

 

 

 

また、めんどくさいので数えるのを辞めてしまったのですけれども、月商数万円

から１００万円規模の方もゴロゴロいらっしゃいます。 

 

 

あるいは、売上には繋がらなかったけれども、ビジネスへの自信が高まったり、

思考や行動の成長を強く感じた方も大勢いらっしゃいます。 
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実際、マインドセットやメンタルが変わったという人は数え切れません。私の講

座「IC」に参加された方の中には、「これまでの人生の中で最高の１年だった」

とおっしゃる方も何名もいらっしゃいます。 

 

 

ここで、誤解を恐れずにいいます。私としては、数字の売り上げなんてハッキリ

言ってどうでもいいと思っています。正しい方法論に基づいて、正しい努力をコ

ツコツとやっていれば、売上が上がる。これは当たり前だからです。 

 

 

なので、売上が上がるかどうかは本質ではありません。大事なのは「正しい努力

を楽しんで継続できるかどうか」ということです。なぜならば、ビジネスは短距

離走ではなく、長く続くマラソンだからです。 

 

 

ビジネスは、自分がやめない限り死ぬまで続くマラソンです。わかりますでしょ

うか？ 目先の売上よりも、継続してコツコツと、安定的に売上を上げる力が必

要だと思いませんか。 

 

 

結論を言いますと、それには、ストイックなメンタルが必要なんです。そういっ

た意味では、正しい努力を、楽しんで継続できる状態にまでつれていくことがで

きれば、あとは勝手に売れていくので、私の仕事の本質は「いかに正しい努力を、

楽しんでやってもらうか」。そこにあると思っています。 

 

 

そういった信念に基づきまして、私は 2015年に、心理系ビジネスの専門学校で

ある ICを創業しました。その時の受講生は６５名でした。そして、その次の年、

その中の４５名の方が２年目にリピートをしてくださいました（あとから数え

たら４５名でした） 

 

 

実際には途中で４人が講座をドロップアウトしました。となると、６１人中４５

人のリピート率となっています。つまり継続率は７割です。 
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講座運営をしている方ならわかると思いますが、講座の環境やノウハウの質が

高くなければ、このレベルのリピート率は起きません。無料の講座でも７割のリ

ピートなんてほとんど起きないと思います。 

 

 

 

私の作った専門学校はもちろん有料です。カリキュラムは１年間もあります。し

かし、それでも７割の方々が満足して継続してくださったということです。 

 

 

いろんな関係者からは「これはカウンセラー業界だけでなく、あらゆる講座ビジ

ネスの中では非常に高い継続率だ」と言われています。私もそう思います。 

 

 

たしかにこのお話をすると、やっぱり多くの同業者の方が「信じられない」とか

「絶対嘘だ」とか「なんかズルしたんだ」と思うかもしれません。 

 

 

正直に言います。セールスやマーケティングに関してならまだしも、この部分に

関しては自分でも驚いているぐらいです。なぜ、こんなに継続率が高いのか…。

なぜ、満足度がこんなに高いのか…。 

 

こちらも実際にお客様の声としてインタビューしたものを公開しますので、合

わせてご覧いただけたらと思います。 

 

私の講座 ICは「正しい努力を仲間と楽しみながら、コツコツと努力できる環境

がある」ということがよくわかると思います。また、そちらをご覧いただければ、

私がどんな雰囲気で講座が運営しているのか感覚が掴めると思います。 

 

 

ここだけの話ですが、今思い返しても、私も自分でインタビューしていて本当に

胸が熱くなるぐらい、好評をいただきました。 

 

※ティーザーをかけることで音声を聞く動機づけをしている 
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ただ、もしかすると、それらのインタビューをご覧になった方は動画を見たうえ

で疑問を強めるかもしれません。 

 

 

それは「いったいどうすれば３００人という少ない見込み客リストから、３００

０万円を超える売上を作れるんですか？」とか「どうすれば１年の講座で７割を

超えるリピート率を創れるのですか？」というものかもしれません。 

 

 

あるいは「どうやったらクライアントにそんなに結果が出せるのか」とかですね。 

 

 

そもそも、初心者・未経験者を稼がせるとか、大好評をいただくというのはハッ

キリ言ってかなり難しいです。ましてやカウンセラー業界なんて、、、、なんてい

うんでしょうね。かなり難しいですよ、正直。 

 

 

というのも、世の中のほとんどの人は、私みたいな、このカウンセラーとか、カ

ウンセリングを、稼げるとは思ってないんですよね。 

 

 

１人のカウンセラーが自分のセッションだけで３０００万円売り上げるなんて

不可能だと思われている。ましてや、リピート率なんてせいぜい良くて２割か３

割。７割なんて聞いたことがないです。 

 

 

このカウンセラー業界の一般常識として、売上を上げるのがすごく難しいとい

われている。基本的にリピーターなんてならないし、ましてや物販とか単発のセ

ミナーとか売っているわけではありません。 

 

 

そういうカウンセラーっぽい胡散臭い情報起業家みたいな人っていっぱいいま

すよね（笑）そういうことは一切やっていません。 

 

 

なのに、わたしたちは実際に稼いでいるし、インターネット・カウンセラーとし
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てもクライアントに満足していただいていると。これは普通に聞いたら、なにが

なんだかもう訳が分からないと思います。 

 

 

 

だから、これまでにいろんな人にですね 

「なんでそんなに売れるのかその秘密を教えてください」とか「運営の方法を公

開してほしい」と言われてきたのですが、丁寧にお断りしてきまして、だれにも

教えてきませんでした。 

 

 

ただ、わたしたちが他の人に比べてかなり特別なことをしているかというと全

然そんなことはないし、やっていること自体、なんら難しいことではないんです。 

 

 

たとえば、実際にインタビューにもあります通り、インターネット・カウンセラ

ーという仕事は、ビジネス経験がない初心者の女性でもできます。 

 

このやり方を真似していただければ、初期費用はほとんどかかりません。当然、

家でできますし、私のクライアントの方々も全員在宅です。たとえば、主婦で子

どもの世話をしながら ICを受講されている方は何人もいます。 

 

 

 

実際、私はセールス研修がとても得意で大好きなんですけれども、私のやり方を

直接教えた人は、スタートの時点でセールス初心者だろうが、未経験者だろうが、

１ヶ月もしないうちに３０万円以上の高額商品を簡単に販売できています。成

約率が５割を下回ったことがありません。 

 

 

つまり１０人の見込み客と出会えれば、５人には確実に売れるということです。

もっというと、毎月１０人と出会えれば最低でも月商１５０万円になれるとい

うことです。 

 

 

しかも、セールス初心者・未経験者ですらその数字を達成しています。たとえば、
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IC を受講いただいた寺本桃さんという女性の方は、もともと新幹線運転士をさ

れていましたので、セールスをされたことは過去にまったくありませんでした。 

 

 

寺本さんは、大学卒業後にすぐに JRの職員になられたので、セールスとかマー

ケティングをずっとやってきた方ではないんです。そういう意味では、セールス

初心者といえると思います。 

 

 

しかし、寺本さんは自分で作った３０万円の商品を販売したときに、セールスの

成約率は８６％でした。もちろん、だいたい私と練習は３～４回でしたかね、合

計で１０時間弱ぐらいやりました。一緒に丁寧に練習をしました。 

 

 

「なんでたった１０時間なのですか？」と思われるかもしれません。 

 

 

なぜかというと、それしか時間がなかったんです。たしかあの時、私が寺本さん

に言われたのは「２日後に、はじめて、２人の方に、セールスをします。練習に、

付き合ってください」ということでした。 

 

 

 

私も驚きました。だって、練習時間が全然ないですよね、、、、、…で、これまでセ

ールスの経験がないですよね（笑） 当時、寺本さんは初心者・未経験者で「マ

ジですか…」というようなお話でしたけれども、夜遅くに電話しながら一緒に練

習しました。それで２日間で、だいたい１０時間ぐらいでした。 

 

 

で、結果はどうなったのか。翌日、寺本さんは２名の方どちらからも成約をいた

だきました。つまり成約率１００％。６０万円の売上でした。 

 

 

たしかその時は、まだ ICに入って半年も立っていなかったと思います。つまり

６ヶ月目ぐらいで、そこからあれよあれよという間に気づいたら７６０万円ぐ

らい売上を上げていました（６か月目で７５０万円でした） 
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最後の最後の成約率が８６％でした。動画を見ていただいた人ならわかると思

いますが、こういう事例はいくつもあります。 

 

 

いかがでしょうか。自分にもできそうな気になってきませんでしょうか？ 

 

 

はい。私はできると思っています。寺本さんが、あるいは他の方が証明してくれ

たように、初心者であろうが未経験であろうが、ちゃんと正しい理論に基づいて、

丁寧に練習すれば誰でもできるんです。 

 

 

ちなみに他にも、私のクライアントの中には、お名前は出せないのですが、年収

が１億円を越えている有名な経営者の方や、あるいは、いわゆる年収１０００万

プレイヤーが何人か。 

 

 

それと様々な高額講座の運営者の方、いわゆる先生と呼ばれる方々が、個別契約

という形で私からセールスを学んでいます。 

 

 

いまはあまりにも仕事の依頼が多いので、特別な紹介でない限りそういうレク

チャーはしないのですが、もし行う際は、半年契約で最低でも２００万円の契約

料とそれとは別に成果報酬をいただいております。 

 

 

この報酬は、高いと思われますでしょうか？ 私は安いと思います。なぜならば、

ある経営者の方は、会社にインターネット・カウンセラーのセールス方法を導入

したところ、１ヶ月で１０００万円を越える売上を上げました。 

 

 

つまり、たった１ヶ月で２００万円のレクチャー代を回収したということにな

ります。１０００―２００＝８００万円ですよね。そして、この売上は、ビジネ

スが続く限り長期的に上がり続けると思っています。 
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私としてもコストパフォーマンスのいい仕事が提供できて私としても良かった

と思っています。しかし、今後は割に合わないなとも思っていて、こういう仕事

はやめようと思っています（苦笑）  

 

 

いま私の話を聞いて「２００万円！高いです！」と思った人はちょっとヤバイで

す。なぜかというと、経営の本質は投資なんですよ。たとえ２００万円という金

額でも、それ以上のメリットが約束されていて、費用対効果という視点で確実に

ペイできるのであれば、それは支払うべきですよね。もちろん持っているお金に

もよると思いますけれども。 

 

 

何が言いたいのか。つまり費用対効果が大事ということです。これは経営者や起

業家として持っておかなければならない重要な考え方です。今回のビデオでは、

２００万円のレクチャーでしかお伝えしていない内容も一部話そうと思ってい

ますので、 

 

 

この音声を聞くだけで学びになると思いますし、本来お金を頂いてお話してい

る内容ですので、いつまでもこの動画を無料公開していくわけにはいきません。 

 

なので、今日、この動画を消すかもしれません。それをお許し下さい。ぜひ今の

うちに最後までご覧いただけたらと思います。 

 

 

 

さて、私はインターネット・カウンセラーという仕事を通じて、日本だけじゃな

くて海外からも、場所が関係なく、カウンセリングをさせていただきました。 

 

 

インターネット・カウンセラーの仕事のほとんどの業務は Skype というオンラ

イン通話とチャットワークという無料のチャットサービスで完結します。つま

り、パソコンを使います。しかし、難しいパソコンの作業が必要かというと、全

然そんなことはありません。 
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なにをかくそう私自身があまり出来ませんし、IC の運営も、あまりにも私がで

きないものですので、受講生の方がパソコン作業を手伝ってくださいました。 

 

 

IC がはじまってからパソコンを買った人もいます。そのぐらいの感覚でも大丈

夫です。ちょっとずつ練習して、ちょっとずつできるようになっていきましょう。 

 

 

話を戻すと、インターネット・カウンセラーは、いわゆるノマドワーカーです。

つまり、場所の自由があります。好きな場所で働くことが出来ます。 

 

 

私自身、昨年は趣味の旅行も兼ねて、フィリピン、ハワイ、高知、北海道、大阪、

名古屋、新潟、東京、京都など行かせていただきました。 

 

 

私は旅したり写真を撮ったりするのが好きなのですが、インターネット・カウン

セラーという仕事は、それを満喫できるものだと思っています。 

 

 

もちろん私以外にも、私のクライアントの方々は、たとえば、温泉に行ったり、

それこそ旅したり、外国に行ったり、場所関係なく仕事をしています。自宅の近

くのスターバックスに入り浸って仕事をしているという人もいますね。 

 

 

思い返すと、私は数年前まで工場でネジを締めたり、重たい鉄板を運んだりして

働いておりました。なので、その当時からすれば、このライフスタイルは結構と

んでもないことなんですね。 

 

 

このインターネット・カウンセラーという仕事のやり方は、だれでもやればやる

ほど売り上げが増えていくというものなんですが、本音を言うと誰にも教えず

にですね、ずっと黙っていようかなと思いました。なぜかというと、再現性が限

りなく高いからです。 
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あんまりいうと胡散臭くなるので言いたくないのですけれども、ほんとに、簡単

に、だれでもできるものなんです。もちろん、努力は必要です。一発逆転だとか、

なんか、楽して成功だとか、そういったものではありません。絶対に努力は必要

です。 

 

 

努力は必要ですけれども、わたし自身もこの方法で、年間３０００万以上１人で

売ってきましたし、わたしがこれまでにサポートした方々たちも、ビジネス経験

とか、セールス経験とか。まさに初心者・未経験者というスタートラインから、

月商１００万、１０００万円ということを次々と達成することができています。 

 

 

その中にはですね、たとえば DV で彼にボコボコにされていた人、パワハラや

クレーム対応で燃え尽き症候群になって、働くことが嫌になってしまった人。そ

れで人間不信になってしまった人。色んな人が ICから成果を掴んでいます。 

 

 

というのも私は過去にカウンセラー会社でセールスの新人研修もしていました

ので、その時の実績もいれると、少なくとも１０名以上はカウンセラー未経験と

いう男女を、月に１００万円以上の売り上げを上げるプレイヤーとして教育さ

せていただきました。過去に多くの人がこの理論や方法論を使って大きな結果

を手にしています。 

 

 

こういうことを言いますと「箭内さんはもともと優秀なんですね」と思う方もい

るかも知れません。いえいえ全然そんなことはありません。決してありません、

というのも、大変恥ずかしいのですが、私自身、学生時代は勉強がとても苦手で

した。 

 

 

高校の偏差値は４１とか４２ぐらいです。そもそも私は柔道部で、ずっと柔道ば

かりをやってきましたので。大学は推薦で入りましたが、そこも偏差値は４０ぐ

らいでした。なので、大変お恥ずかしいのですけれども、基本的に勉強はまった

くできません。 
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そして、私が教えてきた方の中にも、中卒、、、はちょっといたかどうかわすれて

しまいましたが、高卒の人はたくさんいました。学歴が高いかどうかは、正直あ

んまり関係ありません。それよりもコミュニケーション能力のほうがずっと大

事です。 

 

 

つまり、頭は良くないけれども、コミュニケーションが上手い人。私を含めて、

そういった人ならインターネット・カウンセラーはとても向いています。そうや

って多くの人がそれこそゼロから始めて、身体１つで、早い人は２～３ヶ月、半

年、あるいは１年ぐらいかけて、月１００万円、年間１０００万円をはるかに超

える売上を叩き出しています。 

 

 

もちろん、そうはいっても、頭が良い人はきっと有利だと思います。成功スピー

ドも、私よりもずっと早いと思います。しかし、インターネット・カウンセラー

という仕事において、頭の良さは必ずしも必要ではないと断言できます。 

なぜかというと、さっきも言ったように、勉強ができるかどうかよりも、コミュ

ニケーションが好きかどうか。その方が大事だからです。 

 

 

自分で言うのも何ですが、私が作ったやり方は「インターネット・カウンセラー」

というビジネスは、他のたとえばアフィリエイトとか、転売とか、情報商材の販

売とか、そういったものに比べて、かなり簡単です。 

 

 

しかも、業界の常識を超えるほど、かなり儲かるやり方です。そして、ただ自分

が儲かるだけじゃなくて、まっとうに人を幸せにして、喜んでいただけるもので

す。 

 

 

だから、家族にも誇れるし、友人にも自信を持って話せます。自分の好きな場所

で、本当に好きな人に囲まれて仕事をすることが可能です。あとでまた詳しく話

そうと思っているんですけれども、起業家として成功するために必要な、ノウハ

ウも、強いメンタルも手に入れることもできます。 
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「やる気が出ない」とか「行動できない」とかに悩むことがなくなります。私も

「心理系ビジネスの専門学校をつくる」ということで、非常に高い基準の環境づ

くりをやっているつもりです。そして、それを提供している自信があります。 

 

 

私の創った「インターネット・カウンセラー」のノウハウをすべて詰め込んで、

仲間とともに一緒にスキルアップして、楽しく努力したり実践したりできる講

座を、今回は約 1 年 2 カ月ぶりの公開ということで、すべてお話をしていこう

と思います。 

 

 

このビデオは、今までもう聞いたことがないようなものだと思いますし、日本で

もおそらく私しか話せない内容だと思います。最後まで、一語一句逃さないよう

な気持ちで、ぜひ楽しんで聞いていただけたらとおもいます。 
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最初にですね、わたしのことをまったく知らない人もいらっしゃるかもしれま

せんので、簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は元々は不登校支援が専

門のカウンセラーをしてきました。 

 

 

学校にいけない子供達とか、あるいはそういったお子さんを抱える親御さまの

問題解決のお手伝いをしてきたんですけれども、その時の売上が月に１２０万

円、１３０万円ぐらい。多いときだと１５０～１８０万円とかもありました。同

業者の方ならわかると思うんですけれども、１回あたり１００分、料金が１５７

５０円のカウンセリング。それだけでそのぐらいの売上を作れるカウンセラー

というのはなかなかいらっしゃいません。実際、ほかのカウンセラーの方よりも

売り上げという意味では２倍から３倍高いものでした。 

 

 

このカウンセリングの仕事は私にとってまさに天職と思えるものでした。私自

身、１８歳の頃から心理学でずっと食べて行きたかったですから、気合も相当入

っていました。 

 

入社して半年ぐらいでトップセールスになりまして、２３歳からカウンセラー

向けにセールスを教えるお仕事をさせていただいておりました。 

 

そういう意味では、大学の同期が新人研修を受けているときに、私は主任という

役職で、自分よりも１０歳以上年上の人たちにセールスの研修をしていました。 

 

今思うと大変おそまつな内容だったところもあるんですけれども、それでも部

下の方々はそれなりに結果を出していただけまして、自分のやり方を伝えて結

果を出していただけたときは本当に嬉しい気持ちになりました。 

 

 

しかし、途中までは順風満帆だったのですが、いろいろありまして、地獄みたい

な日々を送りました。それを話すと長くなるので別の機会でご紹介します。ただ、

いまいえるのは、本当に地獄みたいな日々でした（笑） 

 

 

まあ、そこからビジネスを学んだり、実践していきましてコツコツと実績が出て

きました。そういったノウハウとか経験を活かして独立して、いまはカウンセラ
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ーの方、あるいはコーチとか、コンサルタントとか、占い師、ヒーラー。まあ、

一人でビジネスをされている方に向けて、いろんな売上アップですとか、集客で

すとかそういったお手伝いをさせていただいております。 

 

 

で、今日は私が唯一公開して受講生を募集しております、講座をご紹介いたしま

す。インターネット・カウンセラー養成講座という名前で、イメージでいいます

と、心理系ビジネスの専門学校です。 

 

 

この心理系ビジネスといいますのは、先程もお伝えしたとおり、カウンセラーと

か、コーチ、コンサルタント、ヒーラー、占い師などの、高度な心理学をつかう

ビジネスのことをいいます。 

 

 

そして、インターネット・カウンセラー養成講座だと名前がちょっと長いので、

インターネットの「I」とカウンセラーの「C」で ICと読んでいるんですけれど

も、ICでは徹底的にビジネスを学び、そして実践できる環境を整えています。 

 

 

この講座は、たぶん特にカウンセラー業界の中でも、上がっている売上ですとか、

精神的な成長ですとか、コミュニティの質とかですとか、そういったものではで

すね、おそらく日本一かもしれないなと思っております。 

 

もちろん、実際にすべての同業他社と比べたわけではないので本当のところは

わかりません。しかし、成功事例の動画をご覧いただければわかると思いますが、

私や私のクライアントの方々の実績レベル、成功事例のレベルでいえば、もしか

したら日本一かな、と勝手に思っています。 

 

 

 

お金の話で言いますと、まったくゼロからはじめて稼げるようになった人もい

れば、精神的な話で言うと、三日坊主がなおってですね、継続的な努力ができる

ようになったり、先延ばしがなくなったり、メンタルが改善されて落ち込まなく

なったり、不安がなくなったり、人前に立てるようになったり。そういった方も

たくさんいらっしゃいます。 
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いま、ゼロから始めて稼げるようになった人がいるとお伝えしましたけれども

まだまだ「カウンセラーで本当に稼げるのか？」という疑問を持っている方もい

るかもしれません。結論からハッキリ申し上げますが、稼げます。 

 

 

そして、これは私のレベルが高いから、というよりも、ほとんどの人は、カウン

セリングというビジネス自体を稼げると思っていないし、ほとんどの人はやっ

てないからなんです。まったく稼げると思えないからほとんどの人はやってい

ないんです。 

 

 

そんな中で、私自身もそうですし、これまでがサポートしてきた方も、実際数字

を聞いてみたら、月に１００万円を超える利益をその市場だけでたたき出して

いるんです。これは業界の水準からすればかなり驚異的なことなんではないか

と思っています。 

 

 

正直に言うと、この音声を公開するのは、最初は正直かなり嫌だったんです。た

ぶんたくさん真似されてしまうし、ノウハウを思いっきり盗まれていくだろう

し、これまでもそういったこととは何度も何度もありました。 

 

 

なにより私の方法は実践するのが簡単です。ある程度ビジネス経験がある方だ

ったら、すぐに数十万ぐらいでしたら利益を上げられると思います。実際、IC

の一期生の稲葉さんという方はですね、インターネット・カウンセラーというビ

ジネスを学びはじめて２０日目で２０万円ぐらいの収益を上げていました。 

 

 

稲葉さんのように、ポテンシャルが高い方や、センスがある方は、すぐできると

いってもいいと思います。結果的に稲葉さんは ICを受講されて１年間で 860万

円を売り上げました。また、IC でいろんなことを学ばれて、在籍中に「一瞬で

愛される技術」という電子書籍を出版されました。 

 

その本はアマゾンランキングの１位。つまりベストセラーにもなりました。レビ
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ューも 25件以上の 5つ星を取得されています。稲葉さんの以前のことを知って

いた方からすると、たった１年間で、稲葉さんのライフスタイルはきっと大きく

変わったと理解してもらえると思います。 

 

ただ、なにも１ヶ月で結果を出しましょうとか、そういうことを言いたいわけで

はありません。しかし、ある程度のビジネス経験がある方でしたら、そのぐらい

早く、売上を上げることができるということです。 

 

稲葉さん以外にも数ヶ月で数百万円、１０００万円以上のお金を手にした方は

何人もいらっしゃいます。 

 

 

ただやはり、そうはいってもですね、私自身も、いろいろありまして、かなり苦

労して方法論を作り込んできました。産みの苦しみを知っている人ならわかる

と思いますけれども、そういうものを簡単に、自分のノウハウを公開するってい

うのは、少し抵抗があったんです。あったんですけれども、今回は、いろんな思

いがあるということで公開することにしました。 

 

 

で、最初にこれはしっかりとお伝えしておきたいのですけれども、別に私だから

できたとか、あるいは、才能がある、能力がある、スキルがある人がやったから

うまくいったんだとか思われてしまうかもしれないんですけれども、全然そん

なことはないんです。どんな人でも、ちゃんと真面目にコツコツやれば結果が出

ます。 

 

 

なにせさっきも言いましたけれども、私は東北の福島県の田舎の生まれでして、

大変お恥ずかしいんですけれども、高校も大学も偏差値が４０とか４１とかの、

いわゆるお勉強ができないタイプでした。 

 

 

推薦で大学に入ったので、受験勉強をしたことがありませんでした。大学の「セ

ンター試験」という有名な制度があることを大学に入学してから知りました。い

まだに、４７都道府県のうち、多分２０個ぐらいしか言えないと思います。一生

懸命覚えようとしているのですが、新潟とか鳥取のあたりからもう頭が真っ白

になってしまいます。新潟とか鳥取の方は申し訳ないんですけれども、わかんな
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いんです（笑） 

 

 

もちろん、私の講座の中には、すごく頭が良かったり、優秀な人もいます。学校

の先生をしていたり、一流の大学院を出て、大手企業でお勤めの方もいます。塾

の先生もいますし、研究者の方もいらっしゃいます。 

 

 

けれども、一方では大学を２回もやめていたり、専門学校を辞めちゃいましたと

いう方もいますし、水商売にハマってとんでもない借金を抱えていたり、育ち盛

りの子を２人も３人も子育て中で大忙しだったり、過去に会社を倒産させてい

たり、働きすぎて燃え尽き症候群になってしまっていたり、就活中の大学生だっ

たり、摂食障害の方もいますし、彼氏に DV を受けまくってた方もいらっしゃ

います。本当にいろんな方がいます。 

 

 

まあ、２０代から７０代の方までいらっしゃいましたので、いろんな意味で脛に

傷があるとか、人には言えない悲しみや、いろんな過去を背負っているとか、酒

に飲まれてしまった方とか、そういう方がかなり多かったんですよね。 

 

 

 

もし動画を IC受講生の方が観ていらっしゃって「箭内さんそれ私のことですよ

ね」と気づかれたら申し訳ないんですけれども、講座に入る前の時点での能力と

いう意味では、ハッキリ言ってかなり低かった人はたくさんいました。 

 

 

 

成功したいという情熱は確かに強いんですが、強いがゆえにちょっと空回りし

てしまうというか、クライアント視点よりも自分の視点を大事にしてしまうと

いうか。「これはどっから手を付けたらいいだろう」っていうぐらい、最初はハ

ッキリ言ってそういう状態でした。 

 

 

あとは、カウンセラーやコーチングの資格を取っても全然ビジネスができてい

ない方。つまり資格難民になっている人もたくさんいらっしゃいました。こうい
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う人ってかなり多いですよね。資格をとってもそれをお金に変えられずに悩ん

でいる人。そういう方は私の講座にはたくさんいらっしゃいました。 

 

 

でも、面白いもので、１年間みっちりと一緒にコミュニティの中で作業していく

と、売り上げとして結果が反映される人もいましたし、売上には反映されないけ

れども、ものすごくスキルアップができたとか、メンタルが変わったという人が

たくさんいました。 

 

うれしいことに「これは人生変わる講座でした」とか「今までの人生で一番いい

１年間でした」とかそういう風におっしゃってくださる方が非常に多かったん

です。 

 

 

数字で言えば、第一期の参加者、61人のうち、45人が 2年目にリピートしてく

ださっています。さっき 43人といったんですけれども、訂正します。数えなお

したら 45名でした。こんな講座、みたことはありますでしょうか？ 

 

 

 

 

ちなみに、ふつう、ビジネスの講座で、売り上げアップができなかった受講生を、

講師は隠したがるんですよ。それどころか、ちょっと下駄を履かせたり、嘘をつ

いたりして、「私の講座はこんなに結果が出ます！」とやる人がかなり多いんで

す。つまり、お客様の声でウソをつく人がかなり多いんです。バレなきゃ良いだ

ろうと思って、嘘を書くんですよね。実際それを確かめる方法ってありませんか

ら、わかんないんですよ。わかんない。だからこそやっていいのか？ そんなわ

けないですよね。 

 

 

でも私はそれをしません。なぜならば、それは商売道徳としておかしいと思うし、

そんな講座を販売しても、長い目で見ると自分も自分のクライアントも不幸に

なるのは決まっているからです。 

 

 

そもそも私は「結果＝売上」みたいな短絡的な考え方を一切していません。他と
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は違う独自のスタンスを持っています。私の講座で収入アップをされた方は多

くいらっしゃいます。でも、私からすると最初も言いましたけれども、そんなこ

とはどうでもいいんです。 

 

 

正しい努力をコツコツやっていけば、売上なんて勝手にあがっていくんです。当

たり前なんですよ。じゃあ、なんで多くの人がそれができないのかというと、ス

トイックなメンタルを持っていないからなんですよ。 

 

 

どんなに素晴らしいノウハウでも、それを使いこなすためのメンタルがないと

三日坊主になったり、頑張りすぎて燃え尽き症候群になったり、うつになったり

します。本質はメンタルなんです。 

 

 

正直に言います。私の講座では売上が上がらなかった人もいます。しかし、売上

が上がらなかったとしても受講生の方々は大満足していますし、実際にリピー

トしてくださっています。 

 

リピートが６１人中４５人です。7割ですよ。こんな講座は日本にはないと思い

ます。４５人の人が「来年もよろしくお願いいたします」とおっしゃっています。 

 

 

なぜこのような状態になると思いますか？ 答えは簡単です。メンタルを強化

して、正しい努力をコツコツやっていく。そのための環境を作っているんです。 

 

私の講座「IC」は心理系ビジネスで成功するための専門学校です。この 1 年間

の講座で売上が上がった人もいれば、上がらなかった人もいます。１００％、両

方認めます。 

 

しかし、合わせてこれだけは言いたいです。私に言わせれば、IC でコツコツや

っていけば、売上が上がるのは当たり前です。なぜならば、メンタルを強化する

ための環境があるし、効果実証済みのノウハウしか教えていないからです。 

 

 

リピートしてくださっている方はそれを理解しているからリピートしてくださ



株式会社 Nimbus Creation © 

っています。私に言われたからとか、誰かに言われたからではなくて、自分で心

から納得して理解しているからです。だからリピートしてくださっているんで

す。そうでなかったら 61人中 45人も残らないですよね。 

 

 

なので、もしあなたが、いまちょっと自信を失っていて「IC は私でも参加でき

るのかな」とか「IC は私みたいな人でも受け入れてもらえるのかな」と思うの

であればどうぞご安心ください。 

 

基本的に誠実で一生懸命な人であれば大切な仲間として迎え入れますし、きっ

ちりサポートさせていただきます。 

 

私がとにかくいまお伝えしたいのは、インターネット・カウンセラーとして結果

を出すのは、別に年齢とか、経験とかはスキルといったものはですね、最初はま

ったく関係ありません。 

 

デビューするにあたって大事なのは、誠実で一生懸命、人と向き合うのが好きか

どうか。そのスタンスさえあれば、売上を上げるのは簡単で、だれでもできると

いうことなんです。 

 

 

今回はそういったコーチ、カウンセラー、コンサルタント、占い師、ヒーラー、

セラピストとか、いわゆる１人ビジネスをはじめて成功したい方には、本当に貴

重な情報になると思いますので、最後までしっかり聞いていただけたらと思い

ます。 

 

 

はい、で、まあ、長々と内容を引き延ばすのもよくないですし、変にじらしてし

まうのもよくないので、さっそく内容に入っていこうと思うんですが、ズバリ、

このビジネスは何なのかというと、カウンセラーなんですよ。 

 

 

カウンセラーなので基本的に、これは誰もが知っているカウンセラーのことで

す。いろんな相談に乗って、時にアドバイスをしたり、問題解決のお手伝いをす

るような。まあおそらく、いまあなたが想像されているカウンセラーで合ってい

るとおもいます。 
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ただ、私たちがやっているカウンセラーという仕事はちょっとコツがありまし

て、そうじゃないと同業と同じくらいしか稼ぐことはできないんです。ほかの人

とは違うやり方でカウンセラーをやっているということなんです。 

 

 

 

その同業の、多くのカウンセラーの方は、なんでしょうね。たとえば、過去にい

ろんなトラウマとか、つらいことがあったりして、自分の内面に向き合っていっ

て、いろんな心理学を学んでいって楽になったから、自分もカウンセラーになり

たい。そう思ったような方が非常に多いと思います。私もその１人です。 

 

 

しかし、そういった方であるほど、カウンセラーで稼ぐのは難しいということは

身に染みていると思うんですよね。 

 

 

だから、こういう音声を聞いても「カウンセラーで月１００万円なんて、稼げる

わけないだろう」とか、「絶対変なことをしているんだ」とか、思ってしまうん

じゃないかとおもいます。 

 

月 100万どころか、私はインターネット・カウンセラーとして年間 3000万円以

上売り上げていますから、それは本当によく分かります。きっともう意味が分か

らないですよね。 

 

 

それではたとえばですね、あなたはカウンセラーの仕事と聞いて、どういうもの

をイメージされますか？ よくあるのは、まずは臨床心理士や産業カウンセラ

ーの資格をとったり、どこかの協会が発行している認定カウンセラーみたいな

資格をとったりして。いわゆる「カウンセラー」として活動するもの。スクール

カウンセラーとか、ストレスケアとか、トラウマを癒すとか、性格を変えるとか、

恋愛系の奴とか、そういうのが結構色々ありますよね。 
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あるいは、自分で起業してやるんだったら、たとえば対面カウンセリングなら、

どこかの物件や店舗を使う人もいるだろうし、どっかのホテルのラウンジとか、

カフェとかのスペースで、１回５０００円とか、まぁ数千円～数万円のカウンセ

リングをしている人もいるかもしれません。そして集客がすごいうまい人だっ

たら、１日に２人とか来るかもしれません。 

 

 

仮に、１回５０００円で、１日に２人集客できれば、１日１００００円の売上で

すね。２０日働いて２０万円です。経費は一旦ここでは考えないものとしても、

２０万円の売上が１２ヶ月続けば年間２４０万です。これってどう思われます

か？ 

 

 

たぶんですけど、これでもかなり儲かっている方だと思います。私からすると、

このビジネスモデルができる人って、超優秀です。99.9％の方は無理です。 

 

 

私も出来なくはないと思いますが、絶対やらないです。なぜならば、これは労働

集約型モデルといわれていて、自分が働かないと全然豊かにならないし、集客の

負担も大きいし、うまみが全然ないんです。ぶっちゃけていうと、絶対手を出し

てはいけないビジネスモデルです…。 

 

 

にも関わらず、カウンセラー、あるいはコーチとかもそうですが、こういうビジ

ネスモデルの方がほとんどです。でも、私の肌感覚では、そういう人が１年以上

持っているのをほとんどみたことがないです。 

 

 

実際に統計を取ったわけではありませんが、このタイプのカウンセラーが１０

０人いたら、まともに食べていけるのは１人いるかどうかぐらいかなぁと思い

ます。残りの９９人は、ご家族、ご主人や奥さんの収入を頼りにして暮らしたり、

バイトしたりしながら、たぶん月に５万円も稼げていないんじゃないかなと思

います。 
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というか月に 5 万円稼げていたら超優秀ですよ。このビジネスモデル自体が、

普通の人では絶対無理なんです。まず時間もお金も体力も精神力もかかりすぎ

ます。コストがかかりすぎるんです。 

 

 

あくまで私が感じる範囲の印象なんですけれども、私の知る限りではほとんど

のカウンセラーの方はこのぐらいのレベルか、それ以下で、なかなかうまくいっ

ていないとおもいます。 

 

 

でも、私なりにこのインターネット・カウンセラーというやり方をやった結果、

年間３０００万円を売り上げていますし、私のクライアントの方々も、数百万円

から１千万円を遥かに超える売上を叩き出しています。 

 

なので、普通のカウンセラーの方とは、売上に大きな開きがあるということにな

ります。 

 

 

私からすると業界の９９％のカウンセラーは、独立しても全く稼げません。社会

人の４割が年収３００万円と言われている時代ですけれども、多くのカウンセ

ラーにとって３００万円稼ぐのさえも夢のまた夢だと思います。 

 

これはカウンセラーだけではありません。心理系ビジネスをされている方で、副

業・起業をはじめて、月に５万円以上稼げている人って全体のどのぐらいでしょ

うか。公式なデータがないからわからないんですけれども、この業界を１０年以

上見ていて、なんとなくかなり少ないように私は感じます。 

 

実際、食べていけないから、ほとんどの人は夢を諦めていきますよね。一度起業

しても、バイトとかパートに戻ったり会社員に戻ったりしています。私は仕事柄、

色んな人に話を聞きますけれども「年間で５万円」も稼げていないという人もか

なり多いと見受けられます。つまり、副業・起業をしてもちっともお金を手にし

ていないんです。 

 

 

ぜひもう一度考えてみてください。この業界は、まともに稼げないと言われてい

る中で特に私なんかはカウンセラー・ビジネスをして年間３０００万円以上の
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売り上げが上がっています。 

 

５万円と３０００万円。少なくとも６００倍の大きな差があるということです

よね。 

 

 

じゃあ、私の方が５万円売っている人よりも６００倍優秀なのでしょうか？ 

６００倍頭がいいのでしょうか？ ６００倍スキルがあるのでしょうか？ い

えいえ全然そんなことはないんですよね。 

 

 

繰り返しになりますが、これは私だからできるわけではありません。ビジネスモ

デルの違いなんです。もちろん、細かく言うといろいろあります けれども、結

局、ビジネスの設計図自体が根本的に違う。これが原因なんです。 

 

 

私の設計図は、再現性が高いことがウリです。さっきもいいましたが、２０日目

で２０万円の収益を上げた方もいれば、たった数ヶ月で何百万円、1千万円をは

るかに越える方というもいらっしゃいます。 

 

 

そして、６１人中４３人もの方は ICを「もう１年リピートしたい」とおっしゃ

ってくださっています。売り上げも上がるし、メンタルもどんどん変わって鍛え

られていきます。だから満足度が高いんです。 

 

 

そもそも、私自身がこの設計図をつかってビジネスモデルをつくっています。だ

から、他の人と全く違う結果が作れるんです。  

 

さっきから何度も繰り返していますが、私の講座の実績は業界の水準からする

と違いがありすぎて、たぶん初めて聞いた方は、もう何がなんだかわからないと

いう状態になると思います。その通りです。 

 

もうわかりますよね。私たちはビジネスモデルの設計図が根本的に違うんです。 
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じゃあなんで違う設計図があるのか。それは私が独自のコンセプトでビジネス

を創っているからです。つまり正真正銘のオリジナル。誰のマネでもありません。 

 

これから深くお話しますが、「私がどこからきたのか」「どういう思いで仕事をし

ているのか」を知っていただければ、私や私のクライアントの方々がなぜここま

で結果を出せるのかを理解できると思います。 

 

 

 

では、だんだんと内容に入っていきましょう。まずは、なぜ、この ICを作った

のかですね。そこからお話をさせていただけたらと思います。 

 

 

で、結論から申し上げますと、IC のコンセプトですね。それは「異彩を放つ強

靭な心理職を輩出する」です。 

 

そんな心理系ビジネスの専門学校を作りたいと思ったから ICを作りました。心

理系ビジネスでガッツリとお金を稼いで人を幸せにする人をたくさん養成した

い。そういう思いがあったんです。 

 

 

 

いま私は運よく、こうしてお話をさせていただいてますけれども、ここに来るま

では本当に地獄みたいな生活でした。特に工場勤務時代は地獄も地獄でした。 

 

睡眠時間 3 時間はざらでしたし、助けてくれる人はいなかったですし、ビジネ

スを教えてくれる人はいなかったですし、お先真っ暗、どん底。先が見えなくて、

いまだからいえますが、何回も死のうかと思ったことがあります。 

 

 

そもそも、なぜ私が工場勤務になったのかといいますと、私がまだ会社員の頃で

すね。つまり、雇われカウンセラー時代に、会社の上層部とぶつかったことが原

因でした。 
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私はカウンセリングを追求していくうちに「カウンセリングビジネスの本当に

あるべき姿」というものを自分なりに考えていきました。 

 

 

そして、それを会社に提言していくようになりました。「会社はこういう風に変

わるべきだ」とか、「もっとクライアントの視点に立つべきだ」とか。いま考え

ると青い部分もあるんですが、、、、まあ、青かったですね(笑) 

 

 

で、当時の私が思い描いた理想のシナリオはこうでした。「箭内くんの言うとお

りだ。いますぐ会社を変えよう！」と。パワハラとか、恫喝をしてモチベーショ

ンを上げるというのが、私は嫌だったんです。顧客視点に立っていないカウンセ

リングの仕方とか、数字を追いかけ続けるだけの会社の在り方が嫌だったんで

す。 

 

 

 

筋を通してハッキリと提言すれば、上層部は今の体質を変えてくれると思いま

した。しかし現実はこうでした。「若いお前に経営のなにがわかる。調子に乗る

な」と。 

 

 

今思えば、私の伝え方も良くなかったかもしれません。しかし、そこからが大惨

事でした。私はその場で５万円の減給。「罰金を払え」と言われました。これは

労働基準法違反の処罰です。いまでいうブラック企業だったんだと思います。 

 

 

私も生意気な性格だったので「だったら辞めてやる」と啖呵を切りました。しか

し、４０家庭以上のクライアントを抱えていましたので、引き継ぎが多くすぐに

は辞められませんでした。 

 

 

私は自分の退職日を会社に決められました。上層部から直々に同僚たちに対し

て「箭内とは口をきくな」とか「連絡を取るな」というお達しが回りました。仲

の良かった同僚に、辞める挨拶をこっそりとしたら「これ以上会社に迷惑をかけ

るな」と全社員の前で公開処刑をされました。 
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私はカウンセリング中に罵詈雑言や人格否定の嫌がらせのチャットを何十回も

送られました。そして、私が辞めるときにはすべてのデータを消せと言われて証

拠も消されました。 

 

 

私が一番傷ついたのは、実家と親戚の家に、私が辞める損害金を払えと通達が行

ったことです。実家の年老いた両親や親戚のおじさんとおばさんたちに心配を

かけてしまって、私はさらに自分を責めるようになりました。その日はちょうど

クリスマスでした。本当に、最悪なクリスマスでした。 

 

 

挙句の果てには、上司からキツい言葉を受けました。それは、「クライアントに

は嘘をついてやめろ」というものでした。というのも私はトップセールスでした

し、クライアントと関係が濃かったので、会社は私がクライアントを抱えてやめ

ることを恐れていました。いわゆる、クライアントの持ち逃げというやつです。 

 

 

当たり前ですが、私は絶対にそんなことをしません。そういうのは商売倫理的に

良くないですよね。でも、会社はそれを過剰に恐れていました。なぜならば、私

がクライアントを抱えて起業してしまうと、会社の売り上げが間違いなく下が

るからです。当然ですよね。わからなくもないです。 

 

 

なので、彼らがどうしたかというと、私の引き継ぎのカウンセリングの際は、常

に本部と電話をつないでおいて、全部録音されていました。つまり、私がクライ

アントに余計なことをいわないかを監視されていました。 

 

 

あのときに私が上司に言われたのは「退職理由は嘘をつけ」ということでした。

具体的にいうと「お前は親が病気になったといって会社を辞めろ」ということで

した。 
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これはもう最悪でした。自分がこれまで本気で向き合ってきた親御さんや子ど

も達に、最後に言う言葉が作られた嘘だったのです。 

 

 

私は唇をかみしめて言いました。言うしかなかったんです。その時はもう日常的

にパワハラを受けまくっていて、精神的に燃え尽きていました。 

 

 

脅されていましたし、言葉の暴力や人格否定も散々、これ以上ないぐらいに受け

まくりました。あの時は、かれらが言うがままにするしかありませんでした。 

 

 

なので、私はクライアントの親御さんや子どもたちに対してこういいました。 

 

「すみません、実家の父親が病気になりまして、最後、看病してあげたくて…福

島に帰ろうと思います」と。 

 

 

泣いて別れてくれる子どもたちに対して、私は目を見れませんでした。 

もし何かの拍子でこの音声を親御様が、あるいは当時子どもたちだったあなた

が聞かれていたとしたら、あの時は本当にすみませんでした。力が足りませんで

した。 

 

 

辞めるまでの間、嫌がらせのチャットやメールとか、たくさんのパワハラを受け

まくりました。それは辞めるその日まで続きました。減るどころか、増える一方

でした。 

 

 

退職日に、私は「横浜（神奈川）、千葉、埼玉、東京では３年間は起業をしない」

と誓約書を無理やり書かされました。書くまで罵倒され、ひどい人格否定を受け

ました。 

 

 

あの時、私を助けてくれた人は誰もいませんでした。仲が良かった部下も上司も、

結局、そのときは誰一人助けてくれませんでした。 
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当時の付き合っていた彼女に対しても、私は疑心暗鬼になって、会社から送られ

たスパイだと思うようになりました。信じられませんよね。でもそのぐらい私は

人間不信になっていたんです。 

 

 

そして、自分から別れを切り出しました。誰一人信じることが出来ませんでした。

私はあの時ほど精神的に病んでしまったことはありません。 

 

 

私が会社をやめた後には、何人もの人から「あのときは助けられなくて本当に申

し訳ありませんでした」と謝罪の電話をもらいました。しかし、私はもう完全に

病んでいて、誰に対しても恨みと憎しみしかありませんでした。 

 

 

あのとき私は、これ以上ないぐらいに燃え尽き症候群になっていました。逃げる

ように会社を辞めて、地元に帰って、実家の近くにアパートを借りて一人暮らし

をしていました。そして少しずつ、メンタルのリハビリをしていました。 

 

ある程度メンタルが落ち着いてから工場に就職しました。毎月 17万円の給料で

した。死ぬほど残業しても手取り 20万は行きませんでした。 

 

 

しかし、肉体労働をして、だんだんとメンタルが回復していったときに、私は復

讐したいと思いました。でもそれは、自分が受けた、精神的な暴力や嫌がらせと

かではなくて、自分ができうる最高の仕事・ビジネスを作って、関わる人全員を

幸せにしてみせようと思いました。 

 

 

そして、この人生を終えるときに「俺は俺の人生を生きたんだ。何も後悔はない。

あーおもしろかった」といって死んでみせようと誓いました。 

 

 

それからというもの、まさに地獄みたいな日々でした（笑） 奥さんに「ごめん

よ」と謝りながら切り詰めて貯金をして、ずーっとビジネスを創っては壊してを
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繰り返してきました。 

 

 

ただただ「俺はここから這い上がってやるんだ」と自分を奮い立たせて、死に物

狂いで仕事をしてきました。 

 

 

長い間「絶対に人生を変えて見せるんだ」と覚悟を決めて、チャンスをうかがっ

ていました。他人が寝ているときも、遊んでいるときも、私はずっと仕事をして

いました。誰も教えてくれる人がいなかったし、成功モデルもなかったのです。 

 

 

芥川龍ノ介の『蜘蛛の糸』という物語がありますよね。私も、たった一本の蜘蛛

の糸でよかったんです。私はずっとそれを待っていたんです。いま、私はその蜘

蛛の糸を掴んでいると思います。 

 

 

 

 

でも、私はまだ登り切ったとは思っていません。むしろ、まだ登っている途中で

す。 

 

でも、私は今の自分なら、当時の自分のようにもがいている人を助けられると思

っています。 

 

だから、もしあなたが当時の私と同じ状況にいるなら、私は「この糸に捕まって

一緒に行きましょう」と言いたいんです。そういう思いで、ICを作りました。 

 

心理系ビジネスの専門学校として、自分のノウハウをお伝えできる場所を創っ

たのです。 

 

 

 

実際のところ、私はこれまで ICを運営してきて、いろんな方々と出会ってきま

した。変な情報商材やゴミみたいな教材に騙されて、借金漬けで首が回らなくな

った人。いろんな事情で離婚して、心も体も疲れ切ったままの人。前の職場で頑
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張りすぎて燃え尽きちゃった人。もうにっちもさっちもいかなくて逆に冷めて

しまった人。いろんな声を聴きました。 

 

 

毎日毎日、つまらない日々を送っていて、嫌いな上司の理不尽な要求に耐えて、

愛想笑いで波風立てないようにしながら生きている人。残業はだるいけどやら

ないとお金にならないからやる人。 

 

 

時給たった千円程度で自分の人生を切り売りすることに絶望している人。明日

もあるから早く寝なきゃいけない、毎日の繰り返しにうんざりしている人。いつ

までこの仕事を続けるのか。いまのままでいいのかとずっと悩んでいる人。 

 

 

ちょっとずつ頑張って結果は出ているけれども、月に 100 万なんて到底及ばな

い。年収 1000万には全然足りない。せっかく生まれたんだから、一回ぐらいは

その大台にたどり着いてみたい。そう思っている人。 

 

 

そうですよね。月に 100 万円入ってくれば、家族に何ができるか。旅行にもつ

れていける。良い教育も受けさせられる。いまよりもちょっといい服を着て、美

味しいものを食べにも行ける。贅沢がしたいわけじゃない。でもこのままじゃダ

メだと。そう思っていませんか？ 私もそう思っていました。 

 

 

でも同時に、こうも思っていました。今の自分の頑張り方では、何かがおかしい。

上手くいかない。どうして叶えたい夢があるのに、理想があるのに、頑張れば頑

張るほど辛くなるんだろう。努力が続かないんだろう。商品をつくったときは情

熱に燃えているのに、いざ売ろうとすると気が引けて辞めたくなるのはなぜだ

ろう。 
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本当にやりたいことが見つからないのはなぜだろう。自分は本当は何がやりた

いんだろう。考えれば考えるほど苦しくなって、生きづらさを感じるのはなぜだ

ろう。スイッチが入ったら誰にも止められないぐらい勢いが出るのに、いまとな

ってはそのスイッチがどこにあるかわからない。そういう風に悩んでいません

か？ 私もそう思っていました。 

 

 

 

正直に言います。私自身、自分が工場勤務の立場からビジネスを始めようと思っ

たときに、自分に何ができるかと考えて最初に浮かんだのは、手っ取り早く金に

なりそうなものでした。 

 

 

たとえば情報ビジネスとか、アフィリエイトです。しかし、あれはやっぱり初心

者には難しすぎるんですね。結果が出るまでは時間が掛かるし、記事を大量に量

産したり、単純作業が多すぎて仕事が全然面白くなかったです。 

 

 

 

私のところにもよく、ネットで稼ぎたいんでアフィリエイト教えてくださいと

か言われるんですが、正直すごい困るんです。 

 

アフィリエイトって世の中ではなんだか簡単に儲かるみたいな風潮になってい

ますが、アフィリエイトで稼いでいる人って上位５％ぐらいで、１万円以上稼い

だ段階でトップ５％に入れる世界なんですよ。つまり、すごく難しいし、すごく

レベルが高いんです。 

 

 

それはメルマガアフィリエイトだろうが、サイトアフィリエイトだろうが、PPC

広告のアフィリエイトだろうが、今日から始めて３０日以内にお金を稼ぎまし

ょうって無理なんですよね。私の知り合いでもやっている人がいますけれども、

稼げるようになるまでに、最低でも半年１年かかるわけです。 
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しかも、意外にスキルの難易度が高い。誰にでもできるわけじゃないですし、文

章書いたり、難しい広告を出したりして、多くの人が挫折しちゃうわけです。 

 

 

簡単と言われているメルマガアフィリエイトも、結局自分のキャラクターを強

く出さないと売れないですよね。仮面をかぶってキャラを作ってやらないと読

者を引き込めないし、そこにセールスを挟んでいくんです。すごく繊細で難しい

んです。 

 

 

だから「いまからアフィリエイトで頑張りたいです」とか言われても、ちょっと

難しいですとしか言えないんですね。やっぱり、実際稼げるようになるっていっ

たら１年ぐらいかかります。センスのいい人でそのぐらいじゃないかと思いま

す。 

 

 

でも、それは情報ビジネスも一緒で、情報商材って、昔から楽して稼げる代名詞

みたいな流れがありますけれども、この情報社会で、情報の価値って高いと思い

ますか？ 経験とかノウハウを文章や動画にして販売するって、将来性がある

と思いますか？  

 

 

「ある」って答える人はその時点で正直ヤバイです。もう人工知能がついそこま

で来ている時代ですよ。情報自体にはもう価値が無いって誰がどう考えてもわ

かりますよね。いまから情報ビジネスは、ひとひねりもふたひねりもしないと絶

対稼げません。そしてひねるのは素人じゃムリです。 

 

 

 

あとは、転売とかせどりですね。たしかにこれは確実に稼げます。しかし、元手

が必要です。正直に言うと、私は全然向いていませんでした。そして難しかった

です。あれは本当に機械的に、単純作業をコツコツできるタイプには向いていま

す。しかし、あんまり大きくは稼げません。コミュケーションが好きな人はあん

まり向いていないかなと思います。 

 

 



株式会社 Nimbus Creation © 

こうやって、最初はすぐにお金になりそうなものを片っ端から探していったん

ですが、よくよく考えると、自分が好きなものじゃないと絶対続かないし、やっ

てておもしろくないし、求められるスキルもかなりハードルが高いっていうこ

とが分かったんです。 

 

楽しくないと絶対続けられない。楽しいものはなんだろう。自分に向いているこ

とはなんだろうと。そう思って、また探し始めました。 

 

 

 

で、そうやって考えていくと、私は心理職をしていて、仕事で傷ついたり、燃え

尽き症候群になった過去があって。また、メンタルの課題を乗り越えた経験があ

って、その体験から心理学にもっともっとハマったし、私自身、カウンセラーと

してだったら他人様に貢献できた経験もあるし、過去にもカウンセラーを育て

た実績はあるし。 

 

私がこれまでやってきたカウンセラーの特別なやり方をもっともっと追求した

らどんな風になるだろう。そういうアイディアが出たんですね。 

 

 

 

単純にアフィリエイトとか情報商材とか、転売とかせどりとか。かなりハードル

が高いんですよ。初心者向けではないんです。総合的に考えて、一番初心者で、

スキルもない、根気もない、経歴もない、権威性や実績もないという人が最短距

離で稼げるようになるには、いろんなことを考えて、最後にこれしかなかったん

です。好きこそものの上手なれといったもので、結局、好きなもので勝負するの

が一番なんです。 

 

 

 

繰り返しますが、巷で良いといわれているアフィリエイトはだめで、情報商材も

だめで、転売もせどりもダメで、削って削って最終ラインまでいったときにのこ

ったのが、情熱が注げて儲かること。それがカウンセラーだったと。 
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で、結果的にこの方法が爆発的に売れたという感じなんですね。まあやっぱり自

分の得意なこと・好きなこと・そしてお金になること。これで勝負したので、当

たり前なんですが、大きな結果が出たという感じです。 

 

 

 

今日はちょっとお話が長くなりましたので、続きは次の動画でお話します。 

 

 

ちなみに、この時点でピンときたら、ぜひ説明会にお申し込みください。私自身、

売上には困ってないですし、強引な勧誘とかセールスとかが大嫌いなので、そう

いったことは一切していません。雑談のようにリラックスした感じでお話しで

きればと思います。 

 

 

ただ、時間厳守でですね。私もプロとして真剣に仕事をしていますし、貴重な時

間を割いているので、遅刻やドタキャンは絶対にやらないでください。 

 

 

あとは「無職だけどやる気はあります」「一発逆転狙ってます」みたいな人は、

まず自立されてからいらしてください。この ICのビジネスモデルは一発逆転を

狙うものではありません。また、生計を立てたあとに副業や起業はすべきだと私

は思っています。よろしくお願いいたします。 

 

 

では、今回は以上です。「面白かったです」「勉強になりました」とか、一言でも

構いませんので、ご感想がありましたらぜひ、どしどし送っていただけたらと思

います。それではぜひ何回も繰り返し学んでください。 

 

 

次回は、なぜインターネット・カウンセラーは大きな結果を出せるのか。もっと

もっと具体的に、詳しくお話ししていきます。お楽しみにしていてください。 

以上です。ありがとうございました。 

 


