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こんにちは、Nimbus Creationの箭内宏紀です。 

 

いよいよ 2 本目の動画が公開となりました。実際、１回目の動画を公開してからたくさん

の感想をメールでいただいています。 

 

みなさまそれぞれが熱いメッセージで、本当に驚いています。まだまだですね、メッセージ

を受け付けておりますので、なにか疑問に思うこと、不安に思うこと、感想でも何でも構い

ませんのでぜひ送っていただけたらと思います。 

 

できる限りですね、お一人おひとりにメールをお返しさせていただいておりますので、どん

どんご連絡をいただけたらと思います。 

 

  

さて、今回の音声では、私たちがやっているカウンセリングの独自のやり方、特別なノウハ

ウが登場します。そのノウハウはですね、心理系ビジネスがはじめてでしたり、セールス未

経験の方でも、早い方だと２０日で２０万円を稼いだ人もいらっしゃいます。その他にも非

常に多くの方が、数ヶ月で月商数万、数十万、１００万円以上を稼げています。 

 

 

また、それだけではありません。月商数百万円から 1000万円をはるかに越えた方も何人も

いらっしゃいます。カウンセラー業界は月５万円も稼ぐのが難しいと言われていますが、そ

れと比べるとかなり短期間のうちに、大きな売上を達成したものであります。これこそまさ

にインターネット・カウンセラーの独自の方法論となっております。 

 

 

たとえば、IC の中には寺本桃さんという女性の方がいらっしゃいます。寺本さんは、過去

に新幹線運転士として働かれていて、セールスとかマーケティングは経験がありませんで

した。しかし、「いつかコーチングビジネスで成功したい」と思われていらっしゃいました。

結果的に、寺本さんは IC に入って半年ぐらいで 750 万円を売り上げていらっしゃいまし

た。初心者・未経験者から始まってこのぐらいの実績を上げられたということです。 

 

 

その他にも、たとえば稲葉さんという男性は、わずか 20 日間で 20 万円の商品をつくり、

販売をされていました。ICにはいってたった 20日で 20万円を稼いだということです。 
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心理系ビジネスという分野で、こんなに早く結果が出るやり方は IC以外にないと思います。

結果的に稲葉さんは１年で 800万円を越える売上をあげていらっしゃいました。 

 

 

動画でもお話にありましたけれども、稲葉さんは ICに入る直前まで、以前の仕事で燃え尽

き症候群になっていて、うまく働けないような状態でした。それでもコツコツ準備したり、

持ち前のセンスを活かしたりして、結果を出したという感じですね。 

 

 

その他にも、たとえば、大野ヒロさん。大きな結果を出されました。メンタルケア系のカウ

ンセラーとして売れるのは成功モデルがいなかったので、始める前はかなり難しいプロジ

ェクトになるかなと私自身も思っていました。 

 

 

というのも、たとえばメンタルケア系のカウンセラーとして売れるには、タレントとして、

テレビに出ているような、そういう売り方しかこれまでなかったんです。でもそれは万人に

はムリですよね。 

 

 

正直に言うと、最初の段階ではですね、無名な人が、メンタルケアを商品にするというのは

非常に難しいかなと思っていました。しかし、そうであったとしても、ヒロさんは心理系ビ

ジネスで 1000万円以上の売り上げを上げました。 

 

 

これは私が仕事に関わってから、たった 2 ヶ月間のうちにおきた出来事です。インターネ

ット・カウンセラーというビジネススタイルはそれだけインパクトがあるということです。 

 

 

私の知る限り、メンタルケア系で 30万、50万円というラインナップで商品を販売して、た

った 2ヶ月で 1000万円以上も売れて、その後の運営でもちゃんとクライアントを幸せにし

ているのは、カウンセラー業界の歴史の中でも大野ヒロさんが初めての例ではないかと思

っております。 
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ここまでに名前を出した方も、あるいは名前は出ていないけれど私からご指導させていた

だいた方全員、今日にいたるまで 30万円以上の商品を販売して、成約率 5割を切ったとい

う方は誰一人いらっしゃいません。 

 

 

そこに至ったのは早ければ 2～3か月。長くても半年程度という感じです。商品作りから関

わって、こういったような結果が出ています。こういう例はまだまだたくさんあります。 

 

 

なぜ、初心者・未経験、カウンセラーの経験のない人がこんなに売れるのか。あるいは、な

ぜ、これまで高額商品を作ったことがないカウンセラーが、そのような圧倒的な実績を上げ

ることができたのか。この部分に興味がある方もたくさんいらっしゃると思います。今日は

その秘密をお話します。 

 

 

ただ、その前にこれだけはお伝えしたいことがあります。これは第 1 話の音声でもお話し

ましたけれども、誤解を恐れずに言いますと、私は売上アップなんてハッキリ言ってどうで

もいいと思っています。 

 

なぜならば、私たちがやっているような心理系ビジネスの本質は目先の売上アップにはな

いからです。大事なのは「正しいノウハウにしたがって、楽しくコツコツと努力できている

どうか」なのです。 

 

 

もちろん、お金は大事です。稼ぐことを否定しているわけではありません。むしろどんどん

稼ぐべきです。しかし、売上なんて何百万あげようが、何千万あげようが、使えばなくなり

ます。そんなものに本質はありません。 

 

いくら売れた、いくら儲かったなんて、次元が低いということをお伝えしたいのです。 

 

つまり、もっともっと重要な事があるということです。心理系ビジネスの成功には本質的な

ポイントがあります。では、その本質とはなにかというと、何回も言いますが、ストイック

なメンタルなんです。メンタルとは精神面の強さのことです。 
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ストイックなメンタルをもっていれば、努力を楽しんで、コツコツと継続できます。そして

効果実証済みの正しいノウハウを実践していけば、おのずと結果は出ます。しかし、ストイ

ックなメンタルをもっていなければ、単なる一発屋で終わりです。努力がそもそも続かない

んです。どんなに素晴らしいノウハウを渡してもそれを使いこなすことができません。 

 

 

IC では、一人ひとりにストイックなメンタルを養った上で、効果実証済みのノウハウを教

えています。だからやれば売れるのは当たり前です。ぜひ真剣にこの部分を考えてみてくだ

さい。あなたがほしいのは、目先の１００万円でしょうか。それとも、安定して、継続的に

入ってくる１００万円でしょうか。間違いなく後者だと思います。 

 

 

私たちのビジネスにおいて安定性と継続性を約束してくれるものは、いろいろあるとおも

います。しかし、そのどれにも「メンタル」が関わっていることは無視すべきではありませ

ん。ビジネスにおけるすべての行動に私たちのメンタルが関わっているのです。 

 

 

この時点で、私の言っていることと、その辺のカウンセラーやコンサルタントの言っている

ことが全く違うというのが理解できますよね。多くの人は目先の売上を追いかけています。

ICの常識は違います。本質はそこにはないとわかっているからです。 

 

 

ではなぜわかっているのか。簡単です。私たちはもう「お金をいかに稼ぐか」というステー

ジを終えています。とっくの昔にお金を稼いでいます。これで生計を立てていますし、この

仕事で暮らしています。 

 

 

つまり、売上を上げるのが当たり前になっている。だから、稼いだあとの世界を語ることが

できますし、また、私たちは語らないといけないと思っています。 

 

 

なぜならば、心から心理学で食べていきたいという人に、本当に結果が出る道をお渡したい

からです。カウンセラー、コーチ、コンサルタント、ヒーラー、占い師、セラピスト。いろ

いろな職業があると思います。 
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いまは会社員をしている、学生をしている、主婦をしている、公務員をしている。もうプロ

として働いている。いろんな立場もあると思います。 

 

 

しかし、第 1 話でも言いましたが、この業界のほとんどの人は月に 5 万円も稼ぐことがで

きていません。だからこそ、目先の売上を上げることに必死で、このステージの常識がまっ

たく理解できていないのです。 

 

 

売上を上げようとすればするほど売上が上がらない。それどころかどんどん辛くなるとい

うパターンがあるのです。そのパターンにハマっていただきたくないのです。 

 

 

だから、私はリスクを承知で、カウンセラーのくせに、お金をテーマに真実を語りまくって

います。私が真実を話すことで楽になる人がいます。同業者も、これから起業される方も、

かれらと出会う未来のクライアントも。この音声は全員に対して良い影響を与えるものに

なると私は信じています。だからこうしてお話しているんです。 

 

 

よろしいでしょうか。「売上アップ」も大事です。しかし、それ以上に大事なのは「ストイ

ックなメンタル」を持っているかどうかなんですよ。それが本質だし、それさえ持っていて、

正しいノウハウを実践していけば結果は必ずついてきます。逆に結果が出ない人はメンタ

ルが弱すぎるんです。 

 

 

どんなに素晴らしいノウハウを渡しても、メンタルが弱い人はそれを使いこなすことがで

きません。三日坊主になったり、責任転嫁したり、諦めたり、飽きたり、継続的な努力がで

きないんです。 

 

 

なぜ、IC では初心者・未経験者でも稼ぐことができるのか。これを聞いているあなたにも

できるのかどうか。この音声では、その秘密を公開していきますので、ぜひこの音声をです

ね、もう本当にすごい秘密を公開していきますので、最後までじっくりと見ていただけたら

なと思います。 

 

ではいまから本編がスタートとなりますので、このまま聞いていただけたらと思います。 
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はい、改めまして、こんにちは箭内です。前回の音声から本当にいろんな感想をいただきま

した。その多くが、興味が湧きすぎて、今すぐ聞きたいです、教えてください、という感じ

だったんですが、私もですね、工場勤務の苦しい時代から這い上がってきました。 

 

 

貧乏で、時間がなくて、本当につらかったです。今、ここに来るまでにも、たくさんいろん

な人や教材に騙されたり、しんどい思いをしたりしてきました。なので「楽して成功しまし

た」とか「年間 3000 万円ぐらいなら売るのは簡単です」とか、「過去に私が指導した人の

20 人以上が月に１００万以上を売りました」とか。それが真実であったとしても、あまり

誤解を生むようなことは言いたくないんです。 

 

 

そもそも、あんまり言い切るのって好きじゃないんですね。というのも「簡単に稼げるよ」

とか、「１０年２０年続くよ」とか、「初心者・未経験者の方でも大丈夫」、「パソコンがあま

りできなくても大丈夫」とか、私のお手伝いで売り上がった具体的な金額も含めて、あんま

り言いたくないんです。 

 

 

なぜかというと、それを言うことで、自分の印象に変な色がついてしまうからです。胡散臭

い情報起業家みたいに、変なギラギラ系の人に見えてしまうのは嫌なんです。よく、情報商

材を販売している人で、簡単に儲かる系の人っているじゃないですか。 

 

「たった 1 か月、あるサイトに秘密のツールを設置するだけで毎月何十万円の不労所得が

ジャブジャブ儲かります！」とか。そんなわけないですよね（笑） 

 

詐欺みたいな商品を販売している人って未だにいますよね。 

 

私も過去に、そういうのに騙された経験があります。そういうビジネスの仕方は本当に虚し

いと思います。人を騙してお金を稼ぐ。そういうのと一緒にされるのは本当に嫌なんです。

まあ、誰でも嫌だと思うんですが、私も嫌なんです。 

 

 

自信をもっていいますが、確かに私の講座の再現性も高いし、満足度も高いです。それは私

の公開している成功事例のインタビューを見れば明らかです。しかし「寝てても成功できる」

とか、「誰でもスマホで２タップすれば月収１００万」とか（笑） 

 



株式会社 Nimbus Creation © 

そういった類のものではありません。努力は絶対に必要なんですよ。 

 

最近は、カウンセラー業界にも「高額商品をつくって売りましょう」みたいなコンサルタン

トが増えてきましたが、その中にはカウンセリング経験がまったくないのに、カウンセラー

向けにビジネスを教えている人もいますよね。正直に言うと、それは微妙だと思います。 

 

 

かれらはカウンセラーをやったことがないんですよね。ということは、臨床経験もなければ、

理論も学んだことがないんですよ。 

 

 

ここはよく聞いてください。カウンセラーだけじゃなくて、心理系ビジネスって、その辺の

マーケティングコンサルタントが簡単に扱えるものではないんです。かれらは売り方は教

えられるかもしれませんが、セッションの仕方は教えられないですよ。それってかなり致命

的なんです。 

 

 

たとえば、心理学を知らないコンサルタントがあなたの商品を無理やりつくって、それが売

れちゃったとします。あなたとクライアントとの間に転移とか逆転移が起きた場合、そのコ

ンサルタントとはどのように対処しろというでしょうか？ 

 

果たして本当に教えられるでしょうか？ 転移・逆転移という言葉すら聞いたことが無い

という可能性はありませんか？  

 

 

では、あなたとクライアントが知らないうちに共依存になっていたらどうしますか？ か

れらは助けてくれるのでしょうか？ およそカウンセラーとしてキャリアがあれば最低限

知ってなければならないことですよね。 

 

まともなカウンセラーなら、自分一人ではなくてスーパーバイザーをつけます。たぶんかれ

らはスーパーバイザーという存在や役割もわかっていないと思います。 

 

 

あるいは、心理系ビジネスでは売ってはいけないクライアントのタイプがあります。パーソ

ナリティ障害についてはどのぐらいの知見があるでしょうか。 
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自己愛性や妄想性、演技性、反社会性。最低限、それらのパーソナリティ障害の見分け方や

区別はかれらはわかっているでしょうか？ 教えてくれるでしょうか？ もし出会ってし

まったらどうすればいいでしょうか？ 

 

 

かれらはあなたを守れないと思います。なぜならば、かれらがそれを経験したことがないか

らです。だから、あなたの家族にどれぐらい危険が及ぶのかもきっと理解していません。 

 

 

私に言わせれば、自分がやったことがないものを教えるというのは無責任ですし、机上の空

論です。なので、そういう人たちの「簡単に結果が出る！」とか「楽して成功できる！」と

か。そういう甘い言葉にだまされないでください。 

 

 

何回も言いますが、私たちの仕事は売ってからはじまるんです。 

 

 

私たちは心理系ビジネスをするんです。実際のセッションやクライアントとのやりとりま

で落とし込んで商品作りをしたり、ビジネスを展開しなければならないんですよ。かれらに

はそれができませんよね。 

 

 

IC は単にセールスを学ぶだけの場所ではないんです。ゼロから始めてまっとうに稼げるよ

うになるまでのプロセスが学べます。その中には商品作りもありますし、クライアントとの

関係性づくりや見分け方まで入っています。単に「儲かるので高額商品を作りましょう」み

たいな短絡的なものではないんです。 

 

 

この業界にある程度知識がある人なら、やってることの次元が違うというのがわかるとお

もいます。ただ、とかいいつつですね、こういう音声で、あんまり言い切り口調でお話した

くはないんです。変なイメージがつきたくないから。それでも、今回はあえて珍しく強気に

言い切ろうと思ってます。 
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私の講座「IC」はそのぐらい自信があるものですし、なんといってもやはり実際に多くの方

に満足頂いています。私が真実を話すことで、必ず楽になる人がいる。わかっているんです。

それは、あなたかもしれないし、あなたではないかもしれません。 

 

 

ICで過ごす１年がどれだけ濃密で、学びに満ちていて、人生の質を上げるのか。それは IC

で過ごさなければ絶対に理解できないと思います。でも、「ICで過ごす一年は、これまでの

人生の、どの１年間よりも濃かったです。最高でした」という声は何人からもいただいてい

ます。 

 

 

私が自分で自分の講座を正しく PRしないというのは、そういった方たちの想いをくじくこ

とにもなると思っています。だからここは「ガンガンいこうぜ！」という感じで、インター

ネット・カウンセラーで稼いでいく方法を公開しようと思っています。 

 

 

で、1 話でも触れたのですが、私は年間 70 名を超える方々のビジネスやメンタルのお手伝

いをしてきました。その中の９９％は未経験で、初心者でした。ゼロから始めて月商数万円

から数十万円。100 万円から数百万円。高い人だと月の売上で 1000 万円から 1500 万円と

か。大きな結果を出されています。 

 

 

いまもお手伝いをしている途中なので、まだ全部を集計しているわけではないのですが

1000 万円越えをしそうな人もまだあと何名かいます。ただ、毎回言っていますけれども、

売上なんてハッキリ言ってどうでもいいと思っています。 

 

 

売れるというのはただの結果論でしかなくて、大事なのは正しい努力をコツコツやってい

るかどうかなんですよ。ちゃんとやれば結果が出るのは ICでは当たり前なので、売れたか

どうかよりも「正しい努力をちゃんとコツコツやっているかどうか」。これが大事だと私は

繰り返しお伝えしたいのです。 

 

 

で、そういう意味では、IC の受講生の方は 61 人中 45 人がリピート受講をされています。

つまり約 7割の方々は 1年間の講座を終えてなお、「引き続き箭内さんからサポートを受け

たいです」とおっしゃってくださいました。 
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コンサルタントや私の同業者が聞いているとしたら、かなりドキッとするかもしれません

が、世の中の多くのコンサルタントはですね、ちょっとずるいところがあるんです。 

 

 

どういうことかというと、かれらは売り上げを上げられなかったクライアントを隠します。

なぜならば、自分の実力がないと思われるからです。「この講座では儲かります！」みたい

な売り方をしているから、売上を上げられなかった人は隠さなければならないんです。 

 

 

しかし、私は真逆なんですよね。隠すわけがないんです。たしかに売上を上げた人を自分の

実績としてずらーっと並べれば、「この人から学べば売上が上がるんだ！」という印象が作

れます。でも結局、誰のどんなビジネスの講座でも、売上が上がらない人が多いですよ。完

璧な講座なんてないからです。 

 

 

それを隠して、自分の講座は再現性が高くて絶対に稼げるみたいな売り方をしている人が

多いですよね。で、コロッと騙されてそういう講座に参加して、結局売上が上がらなくて、

「自分には才能がないんだ」とか「努力できない自分はダメなんだ」とか思ってしまう。そ

ういう人が流れ流れて私の講座に結構いらっしゃってるんです。 

 

 

話を聞くと「この講座では１０人中８人が月収１００万達成しました！」みたいな売り方を

していて、実際入ったらサポートも何もないような講座が本当にたくさんあります。それで、

ごく一部の人の例を出して「この講座は結果が出る」ってやっちゃうんですから、私からす

るとそれは泣く人を増やしているとしか思えないんですよ。これは結構タブーなことを言

ってしまいましたね（笑） 

 

 

でも、わかりますよね？ 正直、かれらを槍玉に挙げても、手口を変えることはないと思い

ます。なので、もうそろそろ消費者側も賢くなった方がいいです。 

 

魔法みたいな講座はないし、楽して成功、お手軽に一発逆転なんてないということです。繰

り返していいます。ビジネスの成功の本質は効果実証済みの正しいノウハウを、いかに継続

して実践していくか。結局シンプルにこれだけなんですよ。 
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たしかに、私は売り上げを上げる専門家です。しかし、同時にメンタルの専門家でもありま

す。ビジネスを回していくのに必要なメンタルをつくれる、質の高い環境を提供しています。 

 

 

なので、売上が上がることだけにフォーカスしているわけではありません。私はメンタルの

専門家として、ビジネスとメンタルの両面をサポートしています。 

 

 

つまりですね、IC の中でちゃんとやっていれば売上はあがるので、ちゃんとやるための環

境の質を高く保つこと。これを意識しています。 

 

 

そういう意味ではリピート率 7割は、多くの講座運営者にとって異様な数値だと思います。

また、心理系ビジネスの講座においては、間違いなく日本で最高レベルだと思っています。 

 

 

売上が上がらなかった人を責めることもないです。成長のスピードなんてみんな違ってみ

んな良いなんですから、それぞれのペースでゆっくりやっていきましょうっていう。そうい

うスタンスです。 

 

 

だから、もしあなたが初心者・未経験者という立場で、いきなり 100万円とか 1000万円と

か大きな数字を聞いたら驚くかもしれません。でも全然怖がらなくていいです。コツコツや

っていれば、初心者だろうが、未経験者だろうが、そのぐらいの数字は上げられるようにな

ります。 

 

 

では、どうして ICではこういう大きな結果がたくさん出るのか。そこなんですが、結論か

ら言いますと、私はメンタルの専門家として、ストイックなメンタルを創るお手伝いをして

いるからです。 

 

 

別の言い方をすると、私のお手伝いの特徴は、メンタル。ようするに、その人の精神面の成

長をもたらすことなんです。内面の強さを引き出してあげるのが私の仕事です。 
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つまり、その人の中に眠ってる最強の自分を引き出してあげる。これが私の仕事なんですね。

もっと別の言い方をすると「思考」のバージョンアップなんです。パソコンの OSを変える

ように、自分自身の脳のスペックを上げてあげる。それが私の仕事なんです。 

 

 

もちろん、私がお伝えしている商品作りやセールスとかマーケティングのノウハウも質が

高いと評価をいただいております。それこそ成約率が９５％出せる人のビジネスノウハウ

なので、カウンセラー業界ではこれ以上のものはないという自信があります。 

 

 

けれども、何回も言いますが本質はそこではありません。私はビジネスの初心者・未経験者

の方のサポートをしていて本当によくわかったのですが、売り上げをあげたり、楽しく努力

を継続していくには、いかに優れたノウハウを渡すかよりも、いかに優れたメンタルになっ

ていただくか。これが大事なんです。 

 

 

どんなに素晴らしいノウハウがあったとしてもメンタルが弱い方は、絶対に使いこなせな

いんです。そういう方はストレスに弱いので、いろいろな症状に陥ります。たとえば、やる

気に悩みます。三日坊主になったり、自分を責めたり、落ち込んだり、逃げ出したくなった

りします。ビジネスのストレスに耐えられないんです。 

 

 

しかも、そういう状態でも、自分を納得させるのが非常に上手いんです。これは心の働きで

「合理化」といいます。自分で自分を納得させる心の仕組みです。私は不登校支援をしてい

ましたので、人がいかに合理化するのかをよくわかっているつもりです。 

 

 

というのも、不登校の子どもは合理化の天才なのです。学校に行けないときになんで学校に

行かないのと聞いたらですね、「いまはタイミングじゃないから」とか「誰かが嫌なことを

しそうだから」とか、「この制服が気に入らないから」とか。 

 

 

そういう精神的な理由を自分なりに作ったりですね、「お腹が痛いから」とかいって本当に

お腹を痛くしちゃったりですね、合理化することで、精神的にも肉体的にも自分にブレーキ

を掛けることができるんです。起業家もまったく一緒です。自分で無意識にブレーキをかけ

て、努力を先延ばししてしまうんです。 
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これは残念ながら自分で気づくのは非常に困難です。なぜならば、合理化はストレスから自

分を守るためにしているので、本当は悪い働きではないのです。 

 

 

しかし、これをやっているうちはビジネスで成功するのは不可能です。副業でも起業でもお

金を稼ぐことはできません。 

 

 

ちなみに、自分が頑張らない理由を他人になすりつけることを自己欺瞞といいます。自己欺

瞞も合理化の一種ですが、無意識的に責任転嫁するという意味では非常に悪質です。まさに

これをやっているうちはビジネスで結果を出すのは絶対に無理です。 

 

 

IC では、まず自己欺瞞をなくして、メンタルについて正しい知識をつけていきます。そし

て、脳のスペックを上げていきます。で、今日は特別に「メンタル」についてもう一歩踏み

込んでお話しようと思います。 

 

 

とても簡単ですが、ビジネスの成功には大事なお話です。メンタルには３つの重要なポイン

トがあります。そもそも、メンタルとは精神な強さのことでしたね。では、その人のメンタ

ルは何によってつくられているのか。大きく分けると３つあります。それはポテンシャル、

センス、ストレス耐性です。 

 

 

ポテンシャルとは、結果を出すことにこだわる度合いのことです。別の言い方をすると、行

動の量のことだと思って下さい。 

 

 

で、センスとは、結果を出すための最短距離を見つける力のことです。別の言い方をすると、

行動の質です。 

 

 

ストレス耐性とは、これはそのまま。変化に耐えられる度合いのことです。別の言い方をす

ると行動の速さです。 
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これを数式で表すと「メンタル＝行動の量✕行動の質✕行動の速さ」です。つまり、メンタ

ルとは、行動の量と質と速さなんですよ。単純に言えばそれだけです。 

 

 

この能力が低い状態でどんなに良いノウハウを与えられたとしても、結果は出ません。なぜ

ならば、行動の量も、質も、速さも足りないからです。 

 

 

大事なのはこの３つです。これまでに年間７０人近い起業家に１年中コンサルティングを

してきてわかりました。この内面の強さを根底から引き上げてあげればもっともっと結果

が出しやすくなるし、結果を出すための努力自体も楽しくなってくるんです。 

 

 

それらを根拠に、私は「ストイックなメンタルを持ちましょう」とお伝えしています。ビジ

ネスで結果を出すためには、ストイックなメンタルが必要不可欠だし、それをもっていない

と、いくらノウハウを学んでも結果を出すのは不可能だからです。  

 

 

勘の良い方ならすぐわかったと思いますが、この前提がわかると、ビジネスの成功は、簡単

な数式で表せます。 

 

成功確率 ＝ 効果実証済みのノウハウ ✕ ストイックなメンタル 

 

はい。かなり簡単ですよね。２つ集めれば良いんです。効果実証済みのノウハウと、ストイ

ックなメンタルです。しかし、ここで問題なのは、多くの人は起業家としてのメンタルの正

しい鍛え方を知らないので、というかメンタルの重要性をそもそも理解していないので、ノ

ウハウコレクターになってしまっている。そういう方が非常に多いです。 

 

 

たとえば、多くの人の失敗パターンは、高額な講座に入ればなんとかなると妄信しているパ

ターンです。月 1回、東京かどこかでセミナーを受けたり、オンラインで動画とか音声を聞

いたりして、あとは勝手にやってくださいみたいな。そういう講座って多いですよね。 

 

 

でも、結局モチベーションが続かなくてやめちゃって、借金だけ残っちゃうみたいな人がい

ます。これは前提が間違っていて、これだと結果が出るわけがないんですよ。 



株式会社 Nimbus Creation © 

なぜならば、思考とかスタンスを磨くには、月１回の講座ではメンタルなんてとてもじゃな

いですが磨かれないからです。 

 

 

「もともと年収１０００万円超えています」という人ならそういう講座のスタイルでも結

果を出せると思います。でも、普通の人はハッキリ言って無理です。 

 

 

月に 1 回セミナーで講師とか受講生と会うだけ。これは月に１回ジムに通って筋トレする

みたいな。そういうものなんですよ。それで筋肉なんてつかないですよね。ジムに行ってい

ない時間のほうが多いんですから、ジムに行ってないときの時間の質を上げなければなら

ないんです。 

 

 

でも、これって、現象としては「英語を覚えたくてテキストを買ったけれど、3日坊主で辞

めちゃう」というのと大して変わらないんですよ。初心者とか未経験者ほど正しい自己認知

ができませんから、これで自分はできると思いこんでしまうんです。 

 

 

つまり、自分の実力を正しく理解していない。ようは自分のメンタルの本当の強さがわかっ

ていないんです。だから、結局続かなくてやめちゃうんですよね。 

 

 

高額塾に入っても結果が出ない理由は根本的に努力の仕方が間違っている。それが原因で

す。メンタルを鍛えるには優れた環境に常日頃から身を置かなければなりません。 

 

 

月１回のセミナーや動画や音声だけでノウハウを学んで、それをたったひとりで実践して

いく。それができるのは、もとから年収１０００万円を超えているような優秀な人達だけで

す。 

 

 

常日頃からメンタルが強化されるような環境に身をおいていない。つまり、結果を出すため

のセオリーに沿っていない。だからほとんどの人は努力が実を結ばないんです。 

 

 



株式会社 Nimbus Creation © 

でもこれって、普通に考えれば、受験の進学校とか、会社の新入社員研修とかと同じ理屈で

すよね。環境が人を作る。考えてみれば当たり前なのに、ちゃんと教えてくれる人ほとんど

いないんですよね。 

 

 

では、なぜ教えてもらえないんでしょうか。これは２つ理由があると考えています。第一に、

講座運営者の多くが心理学の専門家ではないということ。そして第二に、サポートの時間と

か回数を増やせば増やすほど運営者の負担が増えるということです。だから簡単に言うと

やれたとしてもやりたくないんですよ（笑） 

 

 

これはもう私としては「金もらってんだからちゃんと仕事しなさいよ」っていう。非常に腹

立たしいことだし、お金を払ってくれている人に対して失礼ですよね。 

 

 

この業界には、受講生のサポートをそっちのけで、海外旅行にいって遊んだり、水商売や夜

のお店で飲み歩いたりする人がたくさんいます。 

 

 

あなたも知っている有名人のあの人も、私たちプロの間でいわれているのは「あの人は売る

時は一生懸命で、売った後にサポートをほとんどしていないよね。受講生がかわいそうだね」

こういわれてる人、います。だれか思い浮かびませんか？  

 

 

ようするに、初心者・未経験者はそういう人にカモにされているんですよ。頭に来ません

か？ 私は教育者としてそういうスタンスは非常にダサいと思います。別に遊んでもいい

です。海外旅行にいってもいいです。でも、ちゃんと約束したサポートはしてあげるべきだ

し、最低限の約束を守れない人はこの仕事はやるべきではないんです。 

 

 

私のところにいらっしゃった方の中には、他の講座で騙されて借金を抱えていたり、できも

しない無茶苦茶なノウハウを無理やりやれと言われて傷ついた人もいます。そういう人が

巡り巡って、最後の最後に ICにたどり着いています。 
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なにせ年間 70人近くの起業家と深くお付き合いをしていますから、いろんなお話を聞くん

です。この業界の有名なあの人も結局、高額塾でガッツリ稼いで、サポートもろくにやらな

いで遊びまくってるっていう。そういうの姿をみて傷ついたクライアントを私がみると、私

は正直悲しくなります。 

 

 

でも、これはですね、当たり前ですけれども、ただ怒っていたり悲しんでいるだけじゃ話し

にならないんです。それじゃなにも変わらないんです。今度は私たち。つまり消費者側も賢

くならなければならないんです。 

 

 

ちゃんと自分でメンタルを鍛えて、コツコツと実践していくことが一番の近道であること

を理解しなければならないんです。 

 

 

たとえば「起業したいです！」とかいっているわりに、すぐに「騙された！」「頭にきた！」

「返金しろ！」って何でもかんでもすぐ騒ぐ人っていますよね。そういう人はメンタルが最

悪だし、まず見込みがないです。 

 

 

なぜならば、自分の頭で考えていないし、責任転嫁しているし、まさに依存心の塊だからで

す。こういう人は、はっきり言ってうちの講座には来てほしくありません。なので絶対に説

明会には申し込まないでください。 

 

 

私はこの業界に新しい基準を作りたいんです。講師一人が儲かるのではなく、逆に受講生の

ために講師がサポートしすぎて燃え尽きるのではなく、全員が全員の成功のために貢献し

あう。そういうコミュニティがあってもいいのと思いませんか？ というか、これまでなん

でなかったんでしょうか。 

 

 

私はそのシンプルな疑問から、ICを創りました。私はよく ICの受講生の方々に言います。 

 

「ICはもう私の講座ではないのです。ここに集まった方々と一緒に作った講座です」。 

 

だからふざけたことはできないし、最高・最強の場であり続けたいと思っています。 
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あなたがもし、孤独に成功を追い求めているとしたら、きっと ICを魅力的に感じるはずで

す。なぜならば、この講座は私が工場勤務をしていたときに最も欲しかったものだからです。

あの頃私は孤独に努力をし続けていました。誰も助けてくれない。誰もわかってくれない。

そういう状況の中、一人で戦ってきました。 

 

 

今度は私が助ける側に回らないといけないと思っています。だから、ずっと秘密にしてた私

のカウンセリングのやり方をこの講座の中では特に丁寧にお伝えしています。 

 

 

あなたがもし、まだビジネスをしたことがなくても、たとえばまだパソコンの操作も苦手で

あったとしても、安心してください。それは大した問題ではありません。 

 

 

そういう方は、私がお手伝いしてきた方にはたくさんいらっしゃいますし、むしろほとんど

の方がそういう方ばかりです。コツコツと努力すればだれでもできます。その努力をするた

めの環境が整っているのです。 

 

 

ちなみに年齢のことを気にする方もいらっしゃるかもしれません。こちらはご安心くださ

い。私のクライアントには最年少で２３歳の大学生です。いまのところ最年長が 70代の方

です。年齢は全然関係ないです。ちゃんと努力すれば結果は出ますし、最年少、最年長共に

大満足いただけております。 

 

 

たまに「カウンセラーは歳を取ってた方が有利ですか」と聞かれる方がいます。私なりの回

答ですが、年齢は全然関係ないです。私が一番最初に月に１２０万を売り上げたのは２３歳

の時です。私のクライアントも２４，５歳とかで月商１００万円は超える人もたくさんいま

す。 

 

 

年齢、人生経験、今の時点でのスキルの豊富さ。あんまり関係ないです。大事なのはクライ

アントに対して、正しい方法論に基づいてアプローチできるかどうかです。少しずつトレー

ニングしていけばいいんです。 
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あ、ちなみに何度も言うんですけど、カウンセリングっていっても、ストレスケアとか、ト

ラウマ解消とか、性格を変えるとか、そういうことじゃないです。まあやりたいならやって

もいいですけど、本質はそこではないんです。 

 

 

ストレスケアとかトラウマ解消とか、性格を変えるって、いわゆるザ・カウンセラーみたい

な感じがしますけど、それで月商１００万円行くのはまず無理です。そして初心者とか未経

験者では難易度が高すぎて無理です。それらをやるんだと思ってたらそれは忘れてくださ

い。趣味で、やりたかったらやってくださいっていう感じです。もっといいやり方があるん

です。 

 

 

そのようなわけで、この「インターネット・カウンセラー」なんですが、要するにたとえ大

学生であろうとも 70代であろうとも、パソコンのスキルやビジネス経験のあるなしに関わ

らず、その人が真面目で誠実にコツコツと努力すればできるということなんです。 

 

 

あとは、初期費用がまったくかからないというのがかなり大きいメリットですね。私がやっ

た時は、０円でした。というのも既にパソコンをもっていたし、ネットに契約していたから。

私のクライアントの方々も同じく〇円の人も多いです。もしパソコンやネット回線がない

なら、パソコン自体は３～４万ぐらいでも買える時代ですので、それでもいいと思います。

あとはネット契約代で５０００円ぐらいです。 

 

 

月に５０００円ぐらいって、それはもはや事業の資金ではないですよね（笑）だから、会社

員の副業としても十分にリスクが小さくていいと思います。 

 

 

音声で何回かお話に出ていますけれども、私のクライアントの稲葉さんという男性の方は、

２週間ぐらい集中して準備して、いきなり２０万の商品を販売しました。 

 

 

稲葉さんはセールスの経験はありましたが、経験のない市場に入ってたった２０日間で、２

０万円稼ぎました。これはネットビジネスではなかなかないですよね。 
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アフィリエイトでも、情報ビジネスでも、転売でもせどりでも、初期費用が 0円で、「たっ

た２０日で２０万円稼ぎました！」ってないですよね。稲葉さんはセンスの良い方ですし、

全員が全員そうできるかというとできないと思います。逆に言うと同じようにセンスの良

い方ならできると思います。そういう意味では、これはかなりすごい方法論だと思います。 

 

 

多分、まだこれを聞いている多くの人が普通の「カウンセラー」って思っていますよね。「い

ったい何人のトラウマ解消したんだろう」とか、「いったい何回、性格を変えたんだろうか」

と。全然そういったものではありません。もっと根本的に違うものです。 

 

 

ちなみに、よくカウンセラーになりたいという人ほど、いわゆる一般的なカウンセラーがつ

かうノウハウとか知識がないといけないんじゃないかと思っています。たとえば、受容・傾

聴・共感、直面化とか、まあわかる人はわかると思いますが、そういうものは大事だけれど

今の時点ではできなくてもいいです。全然、それは手段でしかなくて本質ではないんです。 

 

 

本人は気を遣っていろいろ言ってくださるかもしれませんが、寺本さんにしても、稲葉さん

にしても、ヒロさんにしても、あるいはほかの方にしても、このビジネスに関してはまった

くゼロから自分で構築されたようなものです。私は全体像を伝えただけなんです。 

 

 

ようは、１から１００まですべてを教えたわけではないんです。手取り足取りなんでもやっ

てあげたわけじゃないんです。そうなると簡単ではなくて難しいの部類に入っちゃいます

よね。そうじゃないから簡単なんです。 

 

 

寺本さんにしても稲葉さんにしてもヒロさんにしても、他の方にしても、３０万、５０万稼

いだだけで終わりだったらまあ、つまんないというか、単発的に稼げることって単なるラッ

キーであるじゃないですか。でもそれでおわってたらこの音声は存在しないわけです。 

 

 

何回も言いますけれども大事なのはメンタルなんですよ。そこでいうと、IC で学んだ方は

とんとん拍子、メンタルはうなぎのぼりでバーッ上がっていきます。とくにさっき名前を出

した方は、たかだか半年ぐらいで７００万から１０００万ぐらい。あと半年残っているので、

まだまだ利益が伸びますよね。単純計算で２倍したら、１４００万から２０００万ですよ。 
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たった一人でそれぐらい売れば、サラリーマンの年収４～５倍ぐらい稼いだっていうこと

になります。初心者からスタートしてここまできました。これは結構すごいことですよね。 

 

 

では、ここでもう一つ秘密を公開しましょう。なぜかれらは、ここまで一気に利益を伸ばせ

たのか。それは効果実証済みのノウハウを学んだからです。 

 

 

ビジネスをまだやったことがない方ほど、ノウハウを学ぶほど「自分にはちょっと難しいか

も…」と口を揃えて言います。これはやったことがないから当たり前です。  

 

 

だからこそ、メンタルの強化が大事なんです。私の独自の方法でメンタルの強化をしていき

まして、結果的に３０万とか５０万とかの商品を創って、それを販売できるようになってい

くんです。 

 

 

これって、普通のカウンセラーさんならあり得ないことだと思うんです。だってほとんどの

人が１回３０００円とか５０００円とかでカウンセリングをしているじゃないですか。 

 

 

価格は１０倍どころか、１００倍の違いですよ。価格って、一番メンタルが揺さぶられると

ころですよね。これは、私に言わせれば、普通のカウンセラーよりも IC 受講生のほうが、

メンタルが１００倍強くなったって言うことです。つまり、私の講座はメンタルを何十倍も、

人によっては何百倍も強くできる。そういう講座だということです。 

 

 

今までのカウンセリングって、こうじゃなきゃいけないというイメージがあると思うんで

す。たとえば、みんな心の専門家で、白衣を着て、メンタルケア的なことをする。そういう

イメージって持っていませんでしたか？ 

でもそれって映画とかドラマとかなにかの影響ですよね。 

 

 

インターネット・カウンセラーは、その人のスタンスを大事にしています。だから白衣も着

ないし、なんか、偉そうな感じで椅子にも座らないしですね。その人らしさを大事にしてい

るんです。 
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つまり、まったく違うアプローチでカウンセラーとしてカウンセリングを販売すると。これ

を徹底しているから、面白いぐらい簡単に売れていくんですね。 

 

 

これは大事なので何度も繰り返しますが、効果実証済みのノウハウだけじゃダメです。最初

にメンタルを強化しないと絶対に成功しません。多くの人は、ストレスケアとか、トラウマ

解消とか、性格を変えるとか、天職発見とか、ほとんど売れないテーマで参入します。そし

て「単価５万でも高額なのに、３０万の商品なんて作れるわけないですよ」と思って、立ち

止まって、そして、諦めてしまいます。 

 

 

断言しますが、いま自分で高額商品を作れない人は、今後も作れることはありません。商品

作りが分からないという人は、心理系ビジネスの知識がないということが原因です。しかし、

仮にそれを身につけたとしても、ストイックなメンタルを持っていないと売れません。高額

商品をつくっても、高額商品のセールスができないんです。メンタルブロックがあるからで

す。 

 

 

そこでいうと、IC は商品づくりのレシピはすでにあります。すべて動画で丁寧に解説され

ています。また一緒に学んで、助け合う仲間もいます。お互いにフィードバックをし合いな

がら自分のビジネスを進めることが可能です。 

 

そしてなにより、優れた価値観を共有した質の高い環境があります。だから、メンタルがど

んどん強化されていきます。セールスもできるようになります。それだけではありません。

あとからまた詳しくお話しますが、成功に必要なノウハウをたくさん学ぶことが出来ます。 

 

 

よく、ノウハウだけではダメなんです。「ノウホワイ」つまり、「なぜそれをやるのか」とい

う理屈が大事なんだ、という人もいますけれども、私からするとそれだけじゃ足りないんで

すよ。 

 

 

ノウホワイは、質の高い思考から生まれた１つの回答でしかありません。思考自体。つまり、

メンタルが何よりも重要です。それが本質です。どんなノウハウも、それに見合ったメンタ

ルをもっていなければ使いこなせません。 
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わかりやすい例で言うと、たとえば、バンジージャンプですね。まずノウハウ。ジャンプの

仕方を教わった。次にノウホワイ。なぜ飛ぶべきなのかも考えた。飛ぶ理由も理解した。で、

ジャンプできるかというと、メンタルが整わないと飛べないですよね（笑）  

 

 

逆に言えば、メンタルが整っている人って、勝手に飛びますよね。私もバンジージャンプが

好きなんですけれども、最低限の話を聞いたら速攻で飛んでしまいます。わかりますか？  

 

 

ようはメンタルがあれば、行動したくてたまらなくなるんです。メンタルが何よりも重要で、

それが本質なんです。 

 

 

つまり、ノウハウだけではダメだし、ノウホワイでも足りないんです。本質はメンタルなん

ですよ。IC はそんなメンタルを集中して学んだあとに、効果実証済みのビジネスのノウハ

ウを徹底的に学ぶことが出来ます。 

 

 

私は自分で結果を出したことをノウハウにしています。だから、すでに効果が実証済みのも

のしか降ろしていません。私のノウハウは大体５つに集約できます。 

 

① 自分とクライアントに結果を出すための心理学。つまりメンタルですね。 

 

② 商品作りのレシピ。売れる高額商品の作り方です。 

 

③ 高額商品を販売するためのセールス手法です。 

 

④ 確実な集客方法 

 

⑤ 「異彩」となる自分ブランドの作り方 

 

もちろん、他にもいろいろあります。でも大きく分けるとこんな感じです。で、どれが大事

かというと、もうわかりますよね。最初の１番です。 

 

結局ですね、メンタルなんですよ。これがないと、どんなに良いノウハウを伝えても実践で

きないんです。 
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そもそもですね、私はこの動画を通じて何回も何回も「メンタルだ」といっていますけれど

も、メンタルの重要性に気づいたのは、あるきっかけがあったからなんです。 

 

 

これはある人に言われたのですが、「箭内さんは日本刀みたいな、強力な武器になるノウハ

ウをくれますね。それをつかって、中級者や上級者はすぐに圧倒的な結果を出しますよね」 

 

 

「でも、箭内さんのクライアントで使いこなせていない人もいますよね。特に初心者。でも

結局それって、本人の筋肉がどれぐらいあるかですよね」と。 

 

 

そのときにハッとして、やっとわかったんですね。この「筋肉＝メンタル」なんですよ。上

級者と初心者を分けているものは、結局経験値ですよね。じゃあ、経験ってどうやって積む

のか。行動です。行動はどうやって起きるのか。メンタルなんですよ。 

 

 

じゃあ、初心者・未経験者の人は、筋トレするところからお手伝いすればいいじゃないかと

気づきました。つまり、メンタルがあれば行動できるし、行動すればメンタルが作られる。

その両方のアプローチができる場所を作ろうと思ったんです。 

 

 

それに気づいてからは、自分の受講生の方にどんどん結果が出るようになってきました。だ

から、メンタルなんですよ。ノウハウよりも先にメンタルを学ばなければならないんです。 

 

 

じゃあ、メンタルメンタルっていっぱい言っていますけれども、メンタルってなんぞやとい

うことですよね。私は３つの区分があると思っています。大事なので繰り返します。 

 

 

第一にポテンシャルです。これは結果を出すことにこだわる度合いのことです。つまり、行

動の量です。ポテンシャルが高い人は行動量も多いです。勝手に大量行動ができます。逆に

ポテンシャルが低い人は行動ができません。 
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第二にセンスです。これは結果を出すための最短距離を見つける力のことです。つまり、行

動の質です。センスが良い人は、結果を出すために必要な行動を自分で考えて導くことがで

きます。逆にセンスが悪い人はムダな試行錯誤を何度も何度も繰り返します。 

 

 

第三にストレス耐性です。これはそのまま。変化に耐えられる度合いのことです。つまり、

行動の速さです。ストレス耐性が高い人はストレスを感じても立ち直るスピードが早いの

で、行動をし続けられるんです。逆に低い人はすぐに落ち込んで諦めてしまいます。 

 

 

このポテンシャル、センス、ストレス耐性。それぞれにもっともっと細かく、いろんな構成

要素があるんですが、さすがにこれは「秘伝のタレ」になるので、このビデオではお伝えで

きません。興味がある方はぜひ講座にいらっしゃってください。 

 

 

ただ、私が今言えるのは、ポテンシャルもセンスもストレス耐性も凡人レベルだったら、月

収１００万だとか年収１０００万だとかは絶対に無理だということです。このメンタルを

強化しないで簡単にお金が稼げると思わないでいただきたいです。あんまり夢のない話な

ので言いたくないですが、残念ながら、これが真実です。 

 

 

この話を聞いて、IC で学ばずに、しかもメンタルの強化を無視した人はどういうビジネス

をするか予言しましょう（笑） まず１回数千円、数万円のカウンセリングで食べていこう

とします。最低でも３０～５０人は新規顧客が必要になって、かなり悩みます。 

 

 

３０～５０人を毎月集客し続けるってどうやりますか？ そもそも、月に１００万円を稼

ぐのにこれじゃ朝から晩までカウンセリング、あるいはセッションをしなきゃならないっ

てわかっていますか？ つまり、どうやって集客する時間を作るんですかっていう話なん

です。 

 

 

最初から資金が潤沢で、広告をバンバン打てればいいですよ。でも、できない人はどうしま

すか？ アメブロでメッセージを送る、Facebookでメッセージを送る、投稿する、Twitter

でつぶやいたりしながらカウンセリングをする。日常業務が終わったあとに、それをやる体

力はありますか？ これじゃ全然自由じゃないし、つらいだけですよね。 
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で、じゃあ、高額商品を作れば良いんだと思って、ブログコンサルタントとか、集客コーチ

とか、心理系ビジネスをやったことがない人の講座とかコンサルティングを受けます。で、

変なキャッチコピーをつけられて、どうでもいいUSPをつけられたりして売られますよね。 

 

 

で、売れるかというと売れないんですよ。なぜかというと、メンタルが鍛えられていないか

らです。８割の人は途中で止めます。諦めます。２割の人はコンサルタントのゴリ押しか、

精神論・根性論で目一杯頑張って、そのときだけ数十万円売れて、運がいい人は数百万円売

れるかもしれません。 

 

 

でも、結局、必ずどこかでボロが出て、自分の商品や自分のコンセプトに飽きてくるんです

よ。１年経ったら商品を変えたくなって、まるで携帯を変えるみたいにコロコロ商品を変え

ようとするんです。 

 

 

で、結局メンタルが変わってないし、商品作りの本質を教わっていないので同じ失敗を繰り

返して、最終的に燃え尽きるって言う感じです。それだけではありません。 

 

 

さっきも言いましたが、心理職を経験していないコンサルタントは心理学の基礎を知りま

せんから、あなたがクライアントから転移・逆転移を起こしたり起こされたり、共依存にな

ったり、パーソナリティ障害の人に追い掛け回されたりしても対応できません。 

 

 

つまり、助けてくれないということです。これはあなただけの問題ではないんです。あなた

の家族も危険にさらされて、しかもそれに対応できないということです。 

 

 

そうなりたくないのであれば、ぜひ ICにいらしてください。まずはメンタルを整えて、そ

の次に、一緒に商品作りをしましょう。３０万円の商品でしたら、４人を集客すれば経費を

差っ引いても月収１００万ぐらい行きますよ。それで大変なことといえば、メンタルを鍛え

ながらレシピ通り高額商品を作ること。そしてセールスと集客を覚えることです。 
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これって、全然大変じゃないですよね。やることが明確だし、手順に従ってやればいいだけ

です。重要なのは「メンタルを鍛えながら効果実証済みのノウハウを実践する」ということ

なんです。 

 

 

それでは、ここからが特に重要なのかもしれないんですが、ここからさきが秘密の８割ぐら

いになります。その秘密のベールの部分ですね。 

 

 

最後の秘密、３つめの秘密をお話しましょう。じゃあ、メンタルを鍛えました。効果が実証

済みのノウハウも学びました。そしたら、当然ですがそれを実践しなければならないんです。

で、多くの人が怖がるのは失敗することなんですよ。 

 

 

周りにバカにされたらどうしようとか、売れなかったらどうしようとか。頑張ってる姿をあ

んまり人に見られたくないとか、自分の情報がネットに出るのが怖いとか、そういうことで

悩むんです。正直、それに悩む時点でまだまだメンタルが弱いんですが、そうはいっても、

怖いのはわかります。 

 

 

じゃあ、私たち ICがどういう頑張り方をしているかというと「フィードバック」を受ける

ということです。フィードバックとは「行動修正依頼」のことです。「ここをこうしましょ

う」とか「ここをこう変えましょう」とかそういうことです。 

 

 

ビジネスに限らず、なんでもそうなんですが、最初からうまくいくわけがないんですよね。

最初から１００点満点取れるほど仕事って甘くないじゃないですか。 

 

 

だから、大事なのはうまくいくまでやり続けること。小さく試して、当たってから大きく賭

けていく。これがビジネスの基本になります。で、小さく試していくために ICという環境

を使っていただきたいんです。 

 

 

私が大事にしているのは「IC は安心して失敗できる場所である」ということです。言葉の

とおりです。失敗するための場所なんです。しかも安全に、安心してです。 
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たとえば、IC ではセッションやセミナーの練習が死ぬほどできます。自分がこういうこと

を考えているというのを発信できます。メルマガの練習もできるし、商品作りの練習もでき

ます。しかも、たとえ失敗したとしても誰もそれをとがめたり、責めたり、否定したりする

人はいません。 

 

 

なぜならば、理由が２つあります。ひとつは私がセキュリティとして安心と安全を徹底的に

守っているからです。少しでも誰かを傷つけたり、攻撃したりする人はかなり厳しくフィー

ドバックします。場合によっては除籍もします。安心と安全を脅かす人を許したことは一度

もありません。ICの方々に聞いてください。私はここに誰よりもかなり厳しいです。 

 

 

そして２つ目の理由です。ICでは「教え合う」とか「助け合う」という文化があるんです。

これがあるからこそ、ICはアットホームで非常に穏やかな雰囲気が守られています。 

 

 

そもそもなんでこうなったかといいますと、私は年間７０名近くクライアントがいまして、

一生懸命フィードバックをしていたんですけれども、どうにも一人じゃ対応しきれなくな

ったんです。 

 

 

運営自体はできていたんですけれども、さすがに、こんなにたくさんクライアントを抱えて

いると、私一人でなんでもかんでもやろうとおもわずに、全員で全員を助け合う文化を創っ

ちゃえば、その方が講座の質も上がるし、楽しいし、良いんじゃないかなと思ったんですね。 

 

 

で、実践してみましたら、講座の中の雰囲気がものすごく良くなりました。すごくいい助け

合う文化ができたんです。ICの理念は努力・友情・勝利・笑いです。 

 

 

これはどなたかに突っ込まれて知ったんですが、少年ジャンプとほとんど一緒だって言わ

れたんですね。全然意識していませんでした。でも私なりの考え方や哲学を入れると、この

努力・友情・勝利・笑い。この言葉に収まるんです。なので ICはこういった理念のもとに

運営されています。 
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具体的には、受講生同士の交流の場を創ったり、受講生同士のカウンセリングやコーチング、

コンサルティングなどのセッションや、セミナーやワークショップなどを自由に開催して

いいとしたんです。最低限のルールを決めて、それを破らない限りは何をやってもいいとし

ました。 

 

 

そしたらですね、受講生の方々の行動の量が尋常じゃなく増えたんです。IC は基本的にオ

ンラインのコミュニティですが、１年間で２３回のリアル・イベントがありました。勉強だ

けじゃなくて、旅行に行ったり、セミナーをしたり、作業会をしたりです。まるで高校の修

学旅行みたいなものすらありました。スポーツイベントだってあったぐらいです。 

 

 

あるいは、受講生同士のセミナー。これはある受講生の方が ICで開催された数を数えてく

ださったんですが、IC 全体で行われた１年間のセミナーの量は４１８回でした。４１８回

ですよ。 

 

 

私自身はセミナーやグループコンサルティングを１４１回しました。セミナーやグルコン

は基本的に１回あたり２～３時間です。それ以外にも個人セッションをしていました。 

 

 

私のものや、受講生同士の個人セッションの数も入れたら、おそらく年間で１０００回以上

はかるく越えていると思います。もう、IC がなぜ結果が出るのかわかりますよね。講座の

文化の質が高いんです。助け合いや貢献の文化があって、安全に失敗できる場所なんです。 

 

 

フィードバックを受けて軌道修正したり、スキルアップトレーニングの時間が、およそ日本

にある心理系コミュニティの中で最も多いんですよ。 

 

 

だから、やる気がある人はどんどん伸びるし、成長していきます。もちろん、自分のペース

で学べますし、誰も急かしたり急がせたりすることはありません。基本的にマイペースに進

めるのでそこはご安心してください。 
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このような秘密があったので、経済的・精神的に限らず色んな面で結果を出す人がそれこそ

何十人レベルで出ました。リピーターが７割という驚異的なコミュニティがこうして出来

上がったんです。 

 

 

どんな改善にもメリットだけじゃなくてデメリットがでたりするものですが、「助け合う文

化」だけはマイナスは全くありませんでした。むしろ本当にプラスしかなかったです。たと

えば、私に聞きにくいことってあると思うんですよ。 

 

 

「こんなこと聞いたら叱られるんじゃないかな」とか「こんなことを聞いたら嫌われてしま

うんじゃないか」とかですね。人によってはすごく神経質に気を遣ってくださる方もいらっ

しゃいます。もちろん、物によっては叱ったり厳しいフィードバックをすることもあります

（笑） 

 

 

…ありますけれども、「箭内さんじゃなくてもこの人に聞けるから大丈夫だ」とか「こない

だこの人にお世話になったから、こういう形でお返ししよう」とかそういうことができるコ

ミュニティになっているんです。断言しますが、このカウンセラー業界にこれ以上活発なコ

ミュニティはないです。 

 

 

ここで強調したいのは、何回も言いますけれども、IC はたしかに私が作りました。でも、

すでに私だけの講座ではないんです。そこに集まったお一人おひとりと一緒に作り上げて

きた場所なんですよ。 

 

 

だから、私が「大先生で、教祖様で、神輿の上に立ってるんだ」とかそういう場所ではあり

ません。そうではなくて、全員対等ですし、フェアです。公平なんですよ。IC はそういう

コミュニティでありたいし、そうでなければならないともおもっています。受講生が主役な

んです。私は黒子でしかありません。 

 

 

ここまでの話をまとめますね。つまりですね。IC でどうして結果が出るのかといえば、そ

れは３つの秘密があるからです。 
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第一にメンタルを鍛えるための独自の方法論がある。第二に、効果が実証済みのノウハウが

ある。第三に、仲間とともに努力しあってお互いに貢献して、助け合う文化がコミュニティ

の中に根付いている。だから結果が出るんです。 

 

 

極端な話ですが、成長を実感したいだけならこの講座に「いるだけ」でいいんです。私や他

の受講生の方同士のチャットのやり取りを読んでいるだけでも、かなり勉強になります。メ

ンタルにも良いと思います。実際に、IC のある方は１年間、チャットにもセミナーにも不

参加でしたが、周りの人のやり取りをみているだけで本当に勉強になったとおっしゃって

いました。 

 

 

これは地方在住者ならわかると思うんですが、私も福島県で起業したので身にしみていま

すが、本当に孤独なんですよね。田舎は。 

 

 

海外もそうですけど、結局、自分と同じぐらいの熱量で生きている人となかなか出会えない

んです。人がそもそも少ないから（笑）おじいちゃんとおばあちゃんばかりで、ビジネスの

話がなかなかできないとか、周りに同じような関心を持っている日本人がいないとか。いろ

んな制約がありますよね。 

 

 

IC でしたら、わからないことがあったら聞けるし、孤独がないんです。このコミュニティ

には、必ず誰かがいて、あるいは私がいて、あなたの成功を応援してくれている。こういう

のコミュニティって心理学業界には無いんですよ。だから、非常に貴重な場所となります。

安心して参加されてください。 

 

 

次回は最終回になります。インターネット・カウンセラーの仕事の特徴や、私自身がなぜ、

この仕事をしているのか。最後にメッセージをお伝えできたらと思っています。 

 

 

ぜひですね、この音声を何度も聞いていただいて、インターネット・カウンセラーという仕

事の本質を知っていただけたらと思います。それでは今回は以上です。ありがとうございま

した。 

 


