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こんにちは Nimbus Creationの箭内です。 

 

 

いよいよ最後のビデオになりました。インターネット・カウンセラーの核心部分を今回この

音声でお届けいたします。この核心部分を知ることで、私自身、年間３０００万円以上のお

金を稼いできましたし、私が指導してきた方は月商数万円、数十万円、数百万円、そして大

台の１０００万円、１５００万円をたった数ヶ月で達成することができました。 

 

 

ただ、何度も言いますけれども、IC は売上を上げることだけを目的にしているわけではあ

りません。もちろんお金を稼ぐことは大事です。大事ですけれども、それは結果論でしかな

いんです。 

 

 

もっと大事なのは「正しい努力をコツコツと継続してやり続けること」なんです。私は IC

で１発屋を生み出したいわけではありません。継続的に成功し続けるような「強い起業家」

を輩出していきたいんです。 

 

 

そのためには、何が必要かというとメンタルです。メンタルとは精神的な強さのことですけ

れども、まさにストイックなメンタルに成長してもらうことが必要なんです。だから、売上

なんかよりも私はメンタルの方を大事にしています。 

 

 

私のお手伝いの本質は、ストイックなメンタルに成長してもらうために、やれることはなん

でもやるということ。その上で、効果実証済みのノウハウをお渡ししていくということ。そ

れをやっているから結果的にクライアントたちの売上が上がる、という感じです。 

 

 

私たちの仕事はですね、やり方にもよりますが、自分のセッションを売るわけですから、利

益率は９０％以上です。社員を雇うとか、アルバイトを雇うとかそういうことが一切なく、

自宅で、たった一人でできます。 
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また、初期費用もパソコンを持ってネットにつながっていれば０円でできます。サラリーマ

ンの副業でしたら、月収５万円から１５万円。 

 

 

本業で取り組むなら最低でも月収３０万円から５０万円。本気で取り組むのであれば月収

１００万円を十分に目指せる。それどころか年収１０００万円まで実際に到達できる。そん

な特別なビジネスモデルを、この核心部分を知れば作り出すことができます。 

 

 

これは通常のカウンセラーでは絶対に起こりえない、あり得ない事です。これを、この音声

の中で徹底的にお届けしていきます。 

 

 

この動画をぜひ最後まで楽しんでみていただけたらと思います。前回の動画で「え、なんで

だろう」とか「ここはどうなんだろう」という疑問を持った人にも、今回はそういった答え

やヒントになると思いますので、本編をですね、じっくりと見ていただけたらと思います。 

 

それでは本編をスタートします。 

 

 

 

はい。こんにちは箭内です。前回のおさらいですが、インターネット・カウンセラーの３つ

の秘密という話がありました。ほかのカウンセラーさんとは違う結果を短期間のうちに作

っているのには３つの理由があるからだとお話してきました。 

 

 

まず最初の秘密として、やっぱり「メンタル」です。精神的な強さ。私の経験上、心理職と

して起業する上では、それこそ成功の８割ぐらいはメンタルに依存していると感じていま

す。残りの２割がノウハウですね。 

 

 

多くの人は２割のノウハウにフォーカスをしていますが、メンタルが鍛えられていないと、

どんなノウハウも使いこなせないです。三日坊主になったり、頑張りすぎて燃え尽き症候群

になったりします。 
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これは、よく言われる「ノウホワイ」を教わってもそうです。「なぜこれをやるのか」とい

う理屈を教わったとしても、ノウハウは絶対に使いこなせません。心とか気持ちがついてこ

ないんです。 

 

 

つまり、メンタルとは、パソコンの性能みたいなものです。性能が高ければ、重たい画像ソ

フトとか映像処理ソフトとか、負荷の強いオンラインゲームとかもできますよね。ソフトウ

ェア。ようは質の高いノウハウが使いこなせます。でも性能が低ければフリーズしてしまう

んです。それと一緒です。 

 

 

大事なのはスペックなんです。で、メンタルの作り方っていろいろあるんですけれども、さ

すがにこれは企業秘密です。概要だけならお話できるので、少しだけご紹介したいと思いま

す。私は「メンタル＝精神的な強さ＝思考の質」と定義しています。 

 

 

そのメンタルの構成要素としては、３つあります。ひとつは、ポテンシャル。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。これは行動の量に影響を与えます。 

 

 

そして２つめはセンス。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。

これは行動の質に影響を与えます。 

 

 

そして３つめはストレス耐性。これはそのまま。変化に耐えられる度合いのことです。これ

は行動の早さに影響を与えます。 

 

 

じつは、これは私を含めて２０名以上の信頼できる心理学の専門家の方と一緒に理論構築

をして、トレーニングを作成しました。なので、一般で言われている理論とは全く別物です。

IC独自のものになっています。ポテンシャル、センス、ストレス耐性。 

 

 

これらの中にもっともっと細かくいろんな要素があります。しかし、さすがにこれは全部お

話することは出来ません。また、全部話したとしても、結局メンタルは鍛えられません。理

由はもうわかりますよね。 
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ノウハウだけじゃダメなんです。メンタルを鍛えるためのスキルアップ・トレーニングが必

要なんです。全部しっかり学んで自分のメンタルをアップデートされたい方、脳のスペック

を上げたい方は講座に入ってください。 

 

 

そして、１年かけてきっちりとストイックなメンタルに仕上げていきましょう。心理職とし

て成功したい、食べていきたいのであれば、結局はこの３つを鍛え上げないと無理です。そ

もそもこういう話を私以外から聞いたことが無いですよね？ この３つを根本的に鍛えら

れる場所は ICしかないということです。 

 

 

世の中のカウンセラーやコンサルタントはここまで来れてないんです。実績レベルでもス

キルレベルでも、まだまだここには及んでいません。繰り返しますが、どんなに素晴らしい

ノウハウだったとしても、それだけ学んでも結果は出ません。 

 

メンタルも同時に鍛えなきゃダメだということです。で、それを学べるのは、現在は日本で

私の講座「IC」だけになります。 

 

 

それではふたつめの秘密です。それは効果が実証済みのノウハウがあるということでした。

具体的には、まずは自分とクライアントに結果を出すための心理学。これはまさにメンタル

を扱った内容です。すべてはここから始まります。 

 

 

そして、オファーです。売れる高額商品の作り方です。IC には初心者・未経験者でもでき

る商品作りのメソッドがあります。実際に多くの方がこの方法で売れる商品を創っていま

す。そして次に、高額商品を販売するためのセールス手法です。 

 

 

私が直接セールスを教えた方は成約率が５割を切った人はいません。３０万円以上。高い人

は１３０万円という人もいますが、同様です。５割を切った方はいません。つまり１０人集

客できれば、最低でも５人は成約いただける状態になっています。IC に来ればそれが学べ

ます。 
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あとは確実な集客方法。ここに興味がある方も結構いらっしゃるんですけれども、なぜか、

世の中の多くの人はツール依存型の集客をしていますよね。Ameblo、Twitter、Facebook 、

YouTube、PPC広告…いろいろありますけれども、これ全部本質ではないです。 

 

 

手段でしかないんです。レベルが低い人ほどブログ集客とか Facebook集客とか言いたがり

ますけど、私からするとその時点で「赤信号」です。集客の本質は思考なんですよ。これも、

かなり簡単なノウハウなんですが、非常に強力です。 

 

 

たとえば私は２週間で１円もお金を使わずに、クライアントのメルマガ読者を１００人増

やしました。そのときは Ameblo、Twitter、Facebook 、YouTube、PPC広告…使っていま

せん。それどころか自分のメルマガリストも使っていません。一体どうやってリストを集め

たのか。わけがわからないですよね？  

 

 

でも集客の本質がわかると、それができるようになります。そして、自分を「異彩を放つブ

ランドにする方法」です。多くの人は、ポジショニングだとか、USP だとかブランディン

グだとか言っていますけれども、それがまともに出来ている人ってまず見たことがないで

す。 

 

 

カウンセリング・ビジネスに USPなんてそもそもいらないですし、ポジショニングとか意

味わかってつかってる人ほとんどいないですよね。誰も居ないところに旗を立てるのがポ

ジショニングではないです。 

 

 

自分のスタンスを掘り下げて、結果として誰も居ないところに旗が立ってしまう。これがポ

ジショニングなんですよ。でもほとんどの人は、キラキラ起業女子みたいな感じで、自分を

魅力的に見せようと必死になっている人ばかりですよね。 

 

 

照明をガンガンあてて真っ白になった顔の写真を SNS にアップしたり、「誰々さんとラン

チしましたー」って投稿したり。もうそんなのどうでもいいから 「働けよ」って感じです

よね（笑） 
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結局、それって続かないんですよ。自己演出って精神的に負担がかなりかかるので辛くなり

ます。なぜ、多くの方が私のことを「独特だ」とか「異彩を放ってる」といってくださるか

というと、そのあたりに独自の方法論が IC にはあるからです。それをお渡ししています。 

 

 

もちろん、いまご紹介したものだけでなくて、いろんなノウハウがたくさんあります。しか

しなにしろ１年間の講座なのでこの動画では語り尽くせないんです。なので、代表的なもの

をピックアップしてお伝えしました。しかし、お約束していることがあります。 

 

 

それはなにかというと、私が語るノウハウは「全部、自分でやって結果が出たことだけ」を

話しています。私だけじゃなくて、過去のクライアントたちも実践して、ちゃんと数字レベ

ルでわかっていることだけを話しています。だから、再現性が高いんです。 

 

 

「効果実証済みのノウハウ」と呼んでいるのはそれが理由です。私自身ずっと小中学生のカ

ウンセリングをしてきましたので、わかりやすく説明するとか、わかるまで説明するという

のには慣れているつもりなんですが、ノウハウ自体は、もうホントに中学生でも理解できる

ように解説されています。実際、多くの人が満足してくださっています。 

 

 

ノウハウは私自身が創ったものですし、実践してきたものです。なので、ほかのどこでも学

ぶことはできません。ぜひ楽しみにしていてください。 

 

 

そして３つめの秘密なんですが、「貢献コミュニティ」に身を置いてフィードバックを受け

ながら大量行動するということでした。 

 

ここまで聞かれた方はもう、IC がなぜ結果が出るのかわかりますよね。行動の量が違うん

です。フィードバックの量も違うし、実践の量がそもそも違うんです。 

 

前回の音声とまったく同じことをいいますが、ICは基本的にオンラインコミュニティです。

でも、昨年は１年間で２３回、リアルでお会いする機会がありました。旅行に行ったり、セ

ミナーをしたり、作業会をしたりです。あるいは、受講生同士のセミナーやワークショップ

もあります。 
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これはある受講生の方が IC で開催された１年間のセミナーの回数を数えてくださいまし

た。その結果わかったのは４１８回されていました。４１８回です。 

 

 

その中でも私自身は１４１回セミナーやグループコンサルティングをしました。それらは

１回２時間から３時間です。それ以外にも私は個人セッションをしていました。 

 

 

私自身のものとか、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

回は遥かに超えています。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もっとも多いんですよ。 

 

 

だから、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。またリピーターが７割という驚異的なコミュニティが出来上がったんです。 

 

 

これだけの基準があるコミュニティは他にありますか？ もしあったら教えてください。

それ以上のものを必ず私が作ってみせます。どういうことかわかりますか？  

 

 

私は最初から日本一の心理系ビジネスのコミュニティを作ると意気込みをもっていました。

それは今後も変わりません。心理学で食べていきたい人にとって最高の環境を提供してい

きたいんです。 

 

 

あと前回言い忘れてしまったんですが、実は私のノウハウは随時アップデートされていま

す。というのも、抱えている案件がいまもたくさんありますし、既存のクライアントのフォ

ローもしていますので、ノウハウの実績がどんどんどんどん溜まっていっているんです。 

 

 

なので、IC を受講された方は常に最新の理論を学ぶことが出来ます。また、それを仲間と

ともに実践し、トレーニングをすることができます。 
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たぶん、この音声を聞いている人の中には、まだセミナーやワークショップ、セッションと

か、そういった活動をそもそもされてない方もたくさんいらっしゃると思います。 

 

 

でも安心してください。やったことがない方が…９９％です。ほとんど全員が初心者からは

じまりました。だからこそ、ICは「安全に失敗できる」という文化があります。 

 

 

やったことがないから怖い。これは当たり前なんです。だってやったことがないから。でも、

やらなければいつまでたってもうまくならないですよね。当然、仕事として成立しないので

お金をもらうこともできないです。 

 

 

いつかはやらなければならないんですよ。じゃあ、いつやるのか。まさに「今でしょ」なん

ですよね。なぜならば ICは安全に失敗できる場所だからです。さっきも言いましたけれど

も、IC では年間１０００回以上のセッションやセミナー、ワークショップが開催されてい

ます。 

 

 

これって、IC の受講生の方が全員、中級者、上級者だからだと思いますか？ いいえ。全

然そんなことはありません。なぜ、IC の受講生の方々はそんなに行動できるのか。それは

「安全に失敗できる場所」という文化が ICにはあるからです。 

 

 

やったことがないんだから、下手くそなのは当たり前じゃないですか。もしあなたが最初か

ら１００点満点をとらなきゃいけないとおもっているのだとしたら、その時点で、私からす

ると豆腐メンタルなんですよ。豆腐のようにもろくて簡単に崩れてしまうメンタル。そうい

う人に私は聞きたいです。「まさか、失敗しないで成功されるつもりですか？」と。 

 

 

失敗を重ねてください。重ねるほど強くなります。本当の失敗は「なにもしないこと」なん

ですよ。どんどんどんどん月日が経って、同じような毎日を繰り返していって、年だけ取っ

てしまう。 

 

人生の残り時間はどんどん減っていく。家族のため、子どものためといって合理化していっ

て、自分の理想の人生を送ることを諦めてしまう。 
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そういう生き方がしたいなら否定はしません。でも本当にやりたいことがあるのであれば、

私は行動を起こすべきだと思います。IC に参加された方々のインタビューを聞いてくださ

い。誰一人として後悔している人はいません。 

 

 

そして大きな成長を感じていらっしゃいます。１０００万単位で稼いだ人もいるし、メンタ

ルが強化された人もいます。共通点はなにかといえば、行動したこと。ただそれだけなんで

す。 

 

 

では、復習はこのぐらいにしまして、さっそく核心部分をお話していきますね。ビジネスモ

デルの話です。インターネット・カウンセラーのビジネスモデルは、普通のカウンセラーと

はビジネスモデルがまったく違うんです。 

 

 

それは、高額商品を販売しているという特徴から、もうあなたも理解されていると思うんで

すが、高額商品を販売しているのは、絶対的な理由があるからなんです。 

 

 

その理由があるから、高額商品じゃなきゃだめなんです。まずは両者の違いを理解してくだ

さい。大前提として、儲かっていないカウンセラーのビジネスモデルは労働集約型ビジネス

モデルといいます。自分の労働力に過剰に依存している働き方です。 

 

 

どういうことかというと、普通のカウンセラーの人は、１回３０００円とか５０００円とか

のカウンセリングを販売して、１日に２人とか、良くて１日１万円売上げようとします。 

 

 

「そこから２０日間働いて２０万円の売上だ」とか目指すんですけれども、それはほぼ不可

能です。なぜかというと、高度なビジネススキルと集客力が必要だからです。 

 

 

そういう人って集客が大変なんで、毎日 Facebookとかアメブロとか Twitterで半ばスパム

的に、必死に営業を繰り返している事が多いです。 
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でも、これってだんだん苦痛になってくるんですよね。毎日毎日何時間も時間を使ってコツ

コツリストを集めて、やっと１回カウンセリングしたら、３０００円の売上になるって…。 

 

 

もはやコンビニでバイトしたほうが余裕でお金になるっていう状態ですよね。そして、遅か

れ早かれ気づくんです。この働き方は絶対に割に合わないと。だから、ビジネスモデル的に

欠陥が多くて、長期的に続けることができないんです。 

 

 

「じゃあ、高額商品を作れば良いんだ！」と思って、行動を起こす人がいます。しかし、ほ

とんどの人は失敗します。なぜかというと、心理系ビジネスをやったことがないコンサルタ

ントからビジネスを教わるからです。 

 

たとえば、ブログコンサルタントとか、集客コンサルタントとか、そういう人たちです。か

れらは心理職を経験したことがないんですよ。言い方は悪いですが、ただマーケティング的

に売れるものを作るだけです。 

 

 

でも、私は何回も言っていますが心理系ビジネスにとって売ることはスタートラインでし

かないんです。そこからはじまるんです。最も大事なのは売ったあとにクライアントにどう

対応するかですよ。 

 

 

私たちは結果を出さなければなりませんよね。かれらはあなたがクライアントに結果を出

すために必要なノウハウを教えてくれますか？ 教えられませんよね。だってやったこと

がないんですから。 

 

 

つまり、最大の問題点は、かれらは売れたあとのフォローをしてくれないんです。できない

んですよ。やったことがないから。 

 

 

心理系ビジネスには心理系ビジネス特有のお客さんがきます。彼らに対してどのように接

するべきなのか、どういう人とは付き合ってはいけないのか。ケース・バイ・ケースで教え

ることが出来ません。かれらは売上をあげることしかできないんです。 
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また、心理職を経験したことがありませんから、あなたのコンセプトを心理学という視点か

ら作ることが出来ません。 

 

 

だから素人のコンサルタントにプロデュースされた人たちは、所詮キャッチコピーレベル

の差別化しかできないんです。 

 

 

「愛されなんとか」とか「自分らしく」とか、「ミッション」とか「使命」とか、まさに雨

後の竹の子ですよ。そういう変なキャッチコピーの起業家って掃いて捨てるほど溢れかえ

ってますよね。 

 

 

私から言わせるとキャッチコピーレベルで自分のビジネスを表現しようなんて差別化の次

元が低くすぎます。そして、本人が一番わかると思いますが、どんなに寝ないで考えたキャ

ッチコピーだろうがコンセプトだろうが、数ヶ月経てば飽きますし忘れますよね。 

 

 

自分のコンセプトに飽きるのが早いんですよ。自分で自分のことを古いと思ってしまうん

です。その結果、まるで携帯を変えるみたいに商品をコロコロと変えていきます。これはど

うして起きるのかといえば、心理学という観点でビジネスをつくっていないからです。 

 

 

これは話すと長くなるので割愛しますが、単に自分史をつくったり、自分の経歴とかキャリ

アを掘り起こしたぐらいでは、自分の本当の方向性なんて作れないんですよ。わかるわけが

ないんです。 

 

 

素人のコンサルタントがつくった心理系ビジネスの商品は、単に市場のニーズとその人の

得意分野をマッチングさせただけです。 

 

 

短期的に見れば売上が上がるかもしれません。数十万、運が良ければ数百万円。でもせいぜ

い１年も持ちませんよ。自分で自分に飽きてしまうんです。 
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これは実際にやったことがある人ならわかりますよね。そうやって素人のコンサルタント

から一発屋が作られていくんです。かれらは長期的な、ロングセラーを作ることが出来ない

んです。 

 

 

数十万稼がせて、すぐに元の生活に逆戻りですよ。最悪元いた会社に戻れないから、パート

とかバイトをして食いつないでいく。でももうお金がない。どうしよう。家族に迷惑をかけ

て、白い目で見られて、信頼関係がなくなっていく。 

 

 

最終的にどうなるか、結局メンタルを病みます。自尊心も、自己肯定感もなくなって、「あ

あ、ビジネスなんてやるんじゃなかったな」と。そういう風になります。そうなったら最悪

ですよね。 

 

 

こういうダークサイドがあると知っていましたか？ 私はあなたにそうなっていただきた

くありません。これが心理系ビジネスをやったことがない人から教わってほしくない理由

です。 

 

 

私は年間７０人以上の起業家と深くお付き合いしています。１年中コンサルティングをし

ています。かれらからこの業界のいろんな話を聞いています。講師の経験値、サポートの質

も、コミュニティの環境。もしあなたがどなたかの講座に入ろうとかコンサルティングを受

けようと思っているのであれば、ぜひシビアな眼でそれを見てください。 

 

 

詐欺師ほど「簡単に稼げる」「誰でも稼げる！」と言います。最低な例はお客様の声すら捏

造しています。初心者・未経験者の方はこの業界のことを詳しく知らないと思いますので、

この業界にいるだれがどういう人間かわからないですよね。 

 

 

私なりに思うのは、優秀なコンサルタントほど、既存客と付き合います。リピーターが多い

です。これはお寿司屋さんとかレストランもそうですが、本当に良いお店って、予約が取れ

ないんですよ。 
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看板もだしていないのに、半年予約でいっぱいですとか聞いたことありますよね。コンサル

タントもあれと同じです。お客さんと一緒に成長しちゃうんです。 

 

 

本当に実力がある人は、紹介で回っちゃいますし、空きがほとんどでないし、その人自身が

優秀だからすぐに成長してステージを上げてしまう。 

 

 

だからおんなじサービスを買える可能性がすごく低い。出会ったら最後・本当に奇跡みたい

なタイミングなんです。その１回逃したら二度と会えないみたいな人から教育を受けた方

がいいです。 

 

 

お客様の声を捏造するような人たちは、クライアントがコロコロ変わるし、商品がコロコロ

変わります。目がサメみたいな目をしています。 

 

 

顔が典型的なテイカー（奪う人）です。ぜひよーく見てみてください。そしてだまされない

ようにしてください。  

 

 

では、ここで私たちのビジネスモデルの話に戻るんですが、インターネット・カウンセラー

のビジネスモデルは、「集客を極限まで減らして、利益を極限まで上げる」という方法を取

っています。 

 

 

私はこれを低集客・高収益型ビジネスモデルと呼んでいるんですが、とにかく集客の負担を

減らして、利益を最大化するという方法を取っています。 

 

 

で、中にはですね、こういう、集客を減らす、高額商品を売る、っていうのがどこかで聞い

たことがあって、はいはい私知ってますよ、自分には合わないですとかって思ってですね、

聞くのを辞めないで欲しいんです。 
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これからの話を聞けばわかると思うんですが、全くの別物なんです。単純に、単価を上げた

方が儲かるとかっていう話ではないんです。 

 

 

そもそもですね、単価を上げて高額商品を販売する本当のメリットというのは、集客が圧倒

的に楽になるからなんです。 

 

 

３０万円の商品で月収１００万円を達成するには、月に４人集めればいいんです。たった４

人なんです。 

 

 

これで月商で１２０万円。４０人いれば、この１０倍なので、１２００万円。年間１０００

万円を売るのに、たった４０人のクライアントがいればいいんです。たった４人を集める方

法なんて、それこそいくらでもありますよね。 

 

自分の手作業でもできますし、上がった利益から広告を打って完全に自動化してもいいん

です。 

 

 

この部分が本当に重要で、低価格なカウンセリングを販売していると、いつまでたっても豊

かになれないんです。しかし、高額なカウンセリングを打った瞬間に一気に豊かになるんで

す。これが本当の、結果が出るビジネスモデルなんですね。 

 

 

とはいってもですね、高額商品を販売したいという人は多いんですが、商品の価格を上げる

っていうと、自分にはできないと思ってしまう人が多いんです。 

 

 

実際、私のところにいらっしゃる方も最初は口をそろえて言いますよ。「高額商品なんて作

れないし、メルマガなんてかけないし、セールストークなんてできないです」って。つまり、

自信がないんですよ。できる気がしないんです。 

 

 

 

 



株式会社 Nimbus Creation © 

でも、安心していただきたいんですが、自信がなくて当たり前なんですよ。これってようは、

やってもできる気がしないし、なにから手を付けたら良いかわからないという不安が原因

なんです。だから、最初にメンタルを鍛える。これがポイントです。 

 

 

私がこれまで未経験者とか初心者とか、あるいは男女の方々、いろんな年齢の方々をサポー

トしてきてわかったんですが、インターネット・カウンセラーとして成功するのに、最初の

時点で知識とか経験はあんまり関係ないです。何回も言いますけれども、大事なのは、スト

イックなメンタルを持ってるかどうか。ただこれだけなんです。 

 

 

そもそものノウハウとかやり方はもうこちらにそろっているので、知識とか経験は、今から

学べばいいです。今の段階では、まあ「知識はあればいいかな」というレベルです。なくて

も全然かまいません。だからメンタルをちゃんと理解して、ステップアップしていく。これ

が最初の打ち手なんです。 

 

 

初心者・未経験者を挫折させるのは「自分にはできない」とか「私には無理だ」という気持

ちです。それが本当に大きいんです。行動のスピードも遅くなるし、売上だけを「結果」と

して扱うと、時間がかかって、面白くなくなって、辞めてしまう。で、またノウハウコレク

ター。結局、すべての原因はメンタルなんです。 

 

 

ここは、本当に大切な部分なので、よく理解していただきたいです。 

 

 

 

もう一回いいます。多くの人は、間違った方法でカウンセラーをやっているんです。労働集

約型ビジネスモデルです。それのなにが問題か。第一に、商品の単価が安すぎるということ

ですね。安いと何が悪いかっていうと、利益が出ない事なんです。利益が出ないっていうこ

とは、儲からないっていうことです。 

 

 

１回５０００円のカウンセリングなら、２００回以上やらないと、月１００万円を稼げない

ですよね。２００回なんて１か月じゃ無理です。私も月１３０回ぐらいやったことがありま

すが、ほんとに病気になりそうでした。 
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それよりなにより、集客ができないんです。２００回分の集客どうやってやるかわかります

か。まずは毎月１００人ぐらい集めないと無理ですよね。でも、１回のカウンセリング５０

００円ですよね。利益が少ないと集客になかなかお金が使えません。お金がないということ

は体力勝負で集客をするということです。つまり、無料で使えるもの、ありとあらゆるもの

を片っ端からやろうとします。 

 

 

Youtubeとか Facebookとかアメブロとか Twitterとかですかね。何時間も毎日毎日作業す

ることになります。カウンセリングをやりながらこの作業をするって、本当にきついんです

よ。楽しくなくなってきます。そしてコンビニでバイトしたほうが割に合うっていう風にな

っちゃうんです。 

 

 

こうなりますと、「なんだそれなら単価３０万円の高額商品を作って、毎月４人に販売すれ

ば一気に１２０万円になる！」って思って、高額商品をつくる塾とかに入る人もいらっしゃ

いますよね。お気持ちはよくわかります。 

 

 

しかし、さっきもお話しましたが、この場合は、教わる人をしっかりと見極めていただきた

いんです。 

 

 

お客様の声を捏造していないか。「簡単に稼げる」「誰でも稼げる」なんて言っていないか。

クライアントがコロコロ変わってないか。商品がコロコロ変わっていないか。既存客を大事

にしているかどうか。いろんな見方ができます。しっかりとシビアに見定めてください。 

 

 

そしてさらに忘れてはいけないのは、講師自体が心理系ビジネスをしたことがあるかどう

かです。講師の経験値もよく聞いてください。私なりに思うのは最低でも１万円以上のお金

をもらって、３０００回以上はセッションをしたことがあるかどうか。 

 

 

それも１０分とか２０分話したことをセッションとは呼びません。最低６０分、理想は１０

０分ぐらいのガッツリとしたセッションを、そのぐらいの回数こなしてきたかどうか。そし

て、クライアントに売上を１億円以上稼がせてきたかのどうか。そのぐらいじゃないと、そ

の講座に入る価値はないです。なぜならば経験値不足だからです。 
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それ以下の経験値なら、たとえばマンツーマンセッションであなたのことをきっちり面倒

見てくれて二人三脚でやってくれるコンサルタント。そういう人はいいと思います。これが

およそ結果の出る最低ラインです。 

 

 

IC のビジネスモデルは特殊なので、高額商品だからといって、毎日毎日同じ人にカウンセ

リングするわけではありません。なので、比較的時間の余裕も手に入ります。 

 

 

つまり、安い商品を販売すれば集客はいつまでたっても自動化されないし、体力勝負で集客

しなければならないし、自分の時間もないし、利益もでてきません。 

 

 

一方で、ちゃんとしたノウハウで、あとはちゃんとしたビジネスモデルで高額商品をつくっ

て販売していけば、集客は自動化できますし、自分の時間もできます。余った時間でたくさ

んのお金を自分のために、あるいは家族のために使うことができるんです。 

 

 

これはビジネスモデルとしたら天と地の差ですよね。ぶっちゃけいってしまうと高額商品

を販売しないと、カウンセラーとして商売をやっていくのはよほどのことがないと不可能

なんです。続けていけないんです。 

 

 

さらにいえばですね、もうひとつ、多くのカウンセラーの方が間違っているのは、商品の作

り方なんです。 

 

 

大前提としてカウンセラーの商品って、「クライアントが、お金を払っても解決したい悩み」

を選ばないといけないんですが、多くの人が「自分ができること」を優先して商品作りをし

ているんです。 
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私からするとそれは手段を切り売りしているだけで、何の問題解決も提供していないです。

それじゃ売れるわけがないんですよ。一回５０００円でカウンセリングします、一回５００

０円でコーチングします、一回５０００円で占いします、一回５０００円でコンサルティン

グします・・・。売れるわけがないんですよね。有名人や権威でない限り、このモデルは売

れるわけがないんです。 

 

 

よくいろんな人のブログを覗いてみるんですが、性格改善カウンセラーとか、トラウマ克服

カウンセラーとか、キラキラカウンセラーとか、ワクワクカウンセラーとか。なんか、自分

ができることだから商品にしたっていうものから、もうなにを商品にしているのかわから

ないものまで、いろんなものがあるんですね。 

 

 

おそらく、スクールとか講座とか。あるいは独学で学ばれてきたんだと思うのですけれども、

残念ですがそれでは売れないんですよ。 

 

 

ちょっと言葉は悪いんですが、カウンセラー業界のマーケティングって本当にレベルがひ

くいです。それはどうしてかというと、カウンセラーとして稼いだ経験がない人が、カウン

セラーに向けてコンサルティングをしているからです。つまり、正しい教育者がここにはい

ないんですよ。 

 

 

いまのコーチ、コンサルの起業ブームに乗っかって、カウンセラーに向けてコンサルティン

グをしている人がたまにいますけれども、はっきり言って私はやらないほうが良いと思っ

ています。なぜかというと、コンサルタントって専門家って意味ですよね。 

 

 

臨床経験がない人がカウンセラーの指導ってできるんでしょうか。カウンセリング・ビジネ

スのなにがわかるんでしょうか。私には出来ないと思います。 

 

 

ブログコンサルタントとか、集客コンサルタントとかがカウンセリング・ビジネスの指導や

プロデュースをするって、私からすると無責任に感じますし、意味がわからないです。 
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「あなた、やったことないじゃん」っていつも思います。 

 

そういう人は、結局コンセプトメイキングの技術が低いので、なんか「才能発見だ」とか「人

生ワクワク」だとか「愛されなんとか」とか「自分らしく」とか、へんなキャッチコピーを

適当にクライアントにつけますよね。 

 

 

あとは、自分史を書かせて、その人の過去の経験値が高いものを商品にしたりしますよね。 

 

 

でも、よーく見てみてください。かれらのクライアントは、数十万円をちょろっと稼いで、

そのコンセプトに飽きて辞めます。３年持ちませんよ。 

 

 

一発屋のお笑い芸人みたいに、自分で自分が「古い」って気づいちゃうんです。「私、古っ」

みたいな感じですね（笑） 

 

 

それって、その人のパーソナリティやメンタリティからブランドメイキングしていないこ

とが問題なんですよ。もっと簡単にいうと、その人らしさを深掘る方法論を知らないから、

適当に売れるものを即興で作っているだけなんです。 

 

 

心理学の素人がカウンセリング・ビジネスのコンサルティングはムリなんです。一瞬売れて、

速攻で自分が古くなって飽きていきます。 

 

 

なので、個人的な思いとしては、心理系ビジネスをやっていくんであれば、あなたが目に見

えないものを商品にして売っていくのであれば、そこでちゃんとキャリアがある人から教

わっていただきたいです。 

 

 

最低でもカウンセリング・セッションは 3000回以上お金をもらってやっている人で、自分

だけじゃなくてクライアントにもちゃんと結果を出している。オファーしたことをしっか

りと提供している。コンサルタントとしたら最低 1 億円ぐらいはクライアントに稼がせて

いるような人が望ましいです。 
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そして、願わくば、あなたがクライアントを持ったときに相談ができる人だといいです。 

 

 

「いま私はこういうクライアントに困っています」とか「こういうケースの場合はどうした

らいいでしょう」とかですね。カウンセラーをやったことがない方には答えられないですよ

ね。 

 

 

これって、返金対応とか苦情とかそういう次元の話ではないですよ。私たちは心理職ですか

ら、クライアントの内面に対する深い洞察力がないといけません。その部分に指導できるか

どうかが大事です。 

 

 

私は、人様にお金をもらって教育、あるいはビジネスの支援に携わるのであれば、最低限そ

のぐらいの基準は満たしておいてほしいと思っています。その基準が高いかというとそう

は思いません。むしろそこがやっとスタートラインなんですよ。よろしいでしょうか。 

 

 

日本のカウンセラーの 9 割ぐらいは、もれなく１回３０００円とか５０００円とか。高く

ても数万円でカウンセリングしようとしています。でも、低価格帯のビジネスモデルだとカ

ウンセラー業はやっていけません。 

 

 

そういう人のブログ見てみてください。気づいたら何か月も前に更新が止まっています。結

局、儲からないから続けられない。続けられないから、バイトなり会社員なりして稼がない

といけないという状態になってしまうんです。 

 

 

だから、ちゃんと明確に言葉でお伝えしたいんですが、ビジネスモデルと、ビジネスを教わ

る人は絶対に間違えてはいけないということです。 
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初心者・未経験者の方が、「自分は資格を取ったし、セッションできるから」とか「カウン

セリングとか、コーチングやりたいから」とかいう理由で商品を作っても、100％売れるわ

けがないですし、貯金を食いつぶしてどん底の生活が待っています。 

 

 

人間は賢いのでそういう状態の自分ですら合理化して「いまはこういう時期だから」とか、

「いまは耐える時期だから」といったりしますが、そんなものに価値はないし、意味は無い

です。自分の今の努力を楽しめていない人は、３年後も５年後も楽しめていないです。 

 

 

家族がいる方はかなり迷惑と負担をかけるはずです。「あなた、もうそろそろいい加減にし

て」とか「お前、もうそろそろ諦めたらどうだ」とか「そろそろ自立して働け」と思われた

り言われたりします。 

 

 

何が辛いって家族から応援されない、理解されない。これが本当に精神的につらいんですよ。

なぜ、家族が応援してくれなくなるのか。簡単ですよ。目に見える結果が出ていないからで

す。目に見える結果が出ていないから、周りからしても納得が出来ないんですよ。 

 

 

だからこそ、ちゃんとした教育者のもとで、ちゃんとした方法論で、コツコツと努力を楽し

んでやっていきましょうとお伝えしたいんです。これが一番の近道です。 

 

 

で、ここまでは、おそらくあなたも聞いたことがあったり、想像したことがある範疇だと思

うんです。本当に大事なのはここからなんです。 

 

 

これは、私のクライアントのある女性のカウンセラーの方がデビューしたての頃によく言

っていたんですが、「頭でやり方を分かっていても、心がついてこない」ってよくいうんで

すね。 

 

 

私はこの気持ちがよくわかるんです。私も、駆け出しの頃はこの部分で本当に悩みました。 

どういうことかというと、商品とか、商品の価格っていうのは自分の人間性とか性格がすご

く反映されるんです。自信がある人はすぐに価格を上げられたり、商品を作れたりします。 
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けれども、不安があったり、心配が強い人はノウハウを説明しても、なかなかうまくいかな

いんです。 

 

 

「普通のスクールとか講座だと、やり方は教えましたよ、あとはあなたがやってください」

で放り出されてしまうことが多いんですが、これってかなり冷たいといいますか、さみしい

ことなんですよね。 

 

誰にでも初心者の時はあるわけで、初心者の時ほど丁寧に教えてもらわないと、続けられま

せんから。特に、私のそのクライアントの女性の方はですね、元ニートで、彼氏に DV受け

ていましたし、その男に騙されて借金をしていました。人間不信みたいな状態だったんです。 

 

 

精神的に不調で、まあ、身体のことなのであんまり言わない方がいいんですが、当時はスト

レス性の、どもりがすごくあったんです。うまくしゃべれなかったんです。 

 

 

ではなぜそんな彼女が結果を出せたかというと、私の講座のサポートは、そういう気持ちの

整理から始まっていくからなんです。 

 

 

いいですか。結局のところ、メンタルなんですよ。精神面の強さ。商品作りや高額商品を販

売するにあたって、初心者だから不安だとか、経験がないから心配だとか、自信がないとか、

そういう問題をまずはセラピー的に解決していくんです。オリエンテーションの期間で、完

全に気持ちのセットアップをしていくんです。  

 

 

そもそもどうしてこういうことをやっているのかというと、これは私自身が不登校支援で

よく学んだことなのですが、心にブレーキがかかっている状態でアクセルを踏んでも、前に

進めないんですね。 

 

 

こういう状態の対処法は、心理学的にいろんな理論があるのですが、今回の音声では趣旨が

違うのであまり説明しませんが、 
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単純に他人からどれだけ背中を押されても、本人がダメだったらうまくいかないんです。だ

から、本人がやりたいという気持ちを丁寧に育てないといけないんです。 

 

その３６歳の女性も、最初はカウンセラーの経験がなんてなかったんです。だからカウンセ

リングの基本を知らないし、ましてや高額商品を作ったり、販売する自信なんて到底ありま

せんでした。でも、やりたいという想いはあったんです。で、だからこそ、それを育てたん

です。 

 

 

不登校の子どもたちもそうなんですけれども、学校に行かないといっている子どもを学校

に無理やり連れていったとしても、すぐに家に帰ってきちゃうんですよ。 

 

 

おなかが痛くなったり、あるいは何かの理由を作って、帰ってきちゃうんです。一方で、も

ともと学校に行きたいっていう気持ちの不登校の子は、ちゃんと丁寧にサポートしていけ

ば、必ず行けるようになるんです。 

 

 

「本人はいけるようになるか自信がない」、「行き方が分からない」っていってても、ちゃん

としたサポートを丁寧にやっていけば必ず行けるようになるんです。だから、彼女は成功し

たんですね。ゼロから始めてもう累計 3000万円以上売り上げています。 

 

 

つまり、彼女はやりたいと思ったから出来たんです。やりたい気持ちを最初に丁寧に育てた

からできるようになったし、心のブレーキをはずすことができたんです。 

 

 

繰り返しますが、最初にやる気を丁寧に育てたので、ノウハウ通りに実践して、結果を出す

ことができたんです。 

 

 

実際、方法論自体は、前のテープでも言いましたが中学生でも理解できるようなものばかり

です。これまで仕事を転々としていて、介護とか雑貨屋さんとか、元ニートとか、フリータ

ーとか、いろんな方が IC にいます。あなたの職種とか経歴がバラバラであったとしても、

怖がらないでください。いろんな人がいます。そして大きな結果を出すことが出来ています。 
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高額商品の作り方のレシピがもうあるし、それを欲しいと思ってもらえるステップメール

のシナリオもあります。 

 

 

そして高額商品を売るためのセールストークも用意されています。もし今の時点で自分に

は経験がないからとか、未経験で初心者だから不安だと思っていたとしても、それらを克服

するためのセラピーを用意していますから、その心のブレーキも、簡単に外すことができま

す。ようは、やりたいか、やりたくないか。 

 

やりたかったら、やれば結果を出せる。そのための環境をこちらですべて整えている。それ

だけなんです。 

 

 

で、私の回りのカウンセラーさんを見ていると良く思うのですが、本当に周りから応援され

て、家族に自慢できる仕事をしているんです。よく、副業とかアフィリエイトとか転売とか

せどりや情報ビジネスって、家族に言いづらい部分ってありますよね。 

 

 

なかなかいえないし、自分が取り組んでいることも隠してこっそりやるというか。それって、

悪いことをしているわけではないですが、家族に堂々と言えないわけですから、本当に誇り

高い仕事をしているという自信は持てないですよね。 

 

 

カウンセラーで、高額商品を販売するということは、クライアントが喜んでくれるというこ

となんです。「心からありがとう、助かりました」といってもらえるんです。こういう姿は、

家族、子どもにも自信を持って見せられますよね。感謝されて、高い収入を得られる。これ

以上のことってないと思います。 

 

 

そして、普通は、どんな商売でもクレームが起きたりするもんなんですが、このビジネスモ

デルだと、クレームや批判というものがほとんどありません。クライアントが既に内容に納

得してくれた上で購入していますから、返金の嵐とかクレームや批判の嵐みたいなのはな

らないんです。相思相愛でビジネスができるということです。 
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逆に、自分が気に入らない人には売らないという自由もありますので、好きな人に囲まれて

仕事ができるということです。 

 

 

カウンセリングをするという意味では、やっていることはほかのカウンセラーさんとおな

じなんですが、でも普通のカウンセラーは、ライバルが多すぎるし、単価が安すぎるし、そ

のおかげで集客が大変。ビジネスが１年持つ人はほとんどいません。 

 

 

でもインターネット・カウンセラーなら、ライバルはいませんし、単価が高いから月収１０

０万円を現実的に狙えますし、集客が簡単です。利益を集客に回すことで完全に自動化でき

ます。 

 

 

こんなに利益率が高いのに、初期費用がほとんどかからないんです。つまり、負担が圧倒的

に少ないんです。ちなみに、一度つくった商品は、自分の成長や時代に合わせて微調整する

ことで、１０年２０年というスパンでビジネスを続けることができます。私たちのビジネス

は人工知能が及ばない、高度なコミュニケーションを生業にしていくんのです。 

 

 

そしてインターネット・カウンセラーの本当の儲かる仕組みの秘密なんですが、ここが最も

重要なポイントなので覚えていただきたいんですが、生涯をかけて付き合う顧客を増やす

ことなんです。 

 

 

つまり、一生つきあっていけるようなお客さんにビジネスをしていくということです。私は

それをライフパートナーと呼んでいるんですが、人生をかけて、１０年、２０年と長い付き

合いをしていくようなクライアントをつくっていく。 

 

 

これがインターネット・カウンセラーの仕事の目的なんです。こういう姿勢で取り組むのが

一番儲かるし、初心者とか未経験者でも早く結果を出す秘訣なんです。 
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たとえば、この分野に関しては「一生あなたの悩みを解決する手伝いをします」というよう

なスタンスで取り組めるようなジャンルを選んでビジネスにすると。こういう気持ちとか

覚悟とかが、クライアントには確実に伝わりますので、これが最も大事なんです。 

 

 

ただ、ライフパートナーといっても、気負うことはありません。自分に合ったクライアント

かどうかは、話していれば自然とわかります。嫌な人と無理をして付き合うことはないし、

自分が好きな人、力になりたいと思える人には一生懸命付き合っていけばいいんです。自分

の情熱とか覚悟をストレートに伝えられる人を選ぶのが一番なんです。 

 

 

なぜ、１回３０００円とか５０００円でカウンセリングを売っているカウンセラーさんが

選ばれないで、単価３０万円、５０万、高い人だと１３０万円以上のカウンセリングを売っ

ている私たちが選ばれるのかというと、お客さんの気持ちになればわかるんです。 

 

 

カウンセラー選びと結婚ってかなり似ているんですが、自分にはこの人が一番だと思える

人を選ばないとダメなんですよね。たとえば「あなたの問題を５０００円で解決します」と

いうひとと「３０万円ください。あなたの悩みを絶対に解決してみせます」という人では、

重みとか覚悟が違います。 

 

 

クライアントは、カウンセリングを受けたいのではなくて、悩みを解決した状態とか、理想

の結果を手に入れたいんです。つまり、自分の悩みを１００％解決してくれると確信できる

人を選ぶんです。 

 

 

だから、価格じゃないんです。価格なんて、全然問題ではないんです。ではどうして多くの

人は覚悟を持てないのか、スタンスを持てないのか。答えはメンタルです。 

 

 

結局メンタルに戻るんです。メンタルがストイックになっていれば、お金なんて稼げるんで

す。そのために必要な覚悟もスタンスもノウハウも全部使いこなせるようになります。逆に、

メンタルがストイックになっていないから、ほとんどの人は稼ぐことができないんです。三

日坊主で諦めてしまったり、燃え尽き症候群になってしまったり、自分を否定したり、他人

を否定したり、結局、自分が本当に生きたかった人生を諦めてしまうんです。 
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こういうようなからくりで、おそらく日本一のカウンセラー養成講座が完成したわけであ

りますが、まあたぶんなんですが（笑）いわゆる普通のカウンセラーではないということが

よくわかったと思います。 

 

 

世の中のみなさまがやっているような、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と。メンタルを鍛えて、仲間とともに効果実証済みのノウハウを

学んで、売れる高額商品を創って販売して、集客に頼らないビジネスモデルをやるというこ

となんです。 

 

 

そしてそのための最初の一歩として、「自分は初心者だから不安だ」とか「未経験者だから

できない、心配だとか」っていう心のブレーキをはずすのが大事だとお伝えしました。これ

が本当の核心部分だということなんです。 

 

 

で、今回、こういったインターネット・カウンセラーになって収入を得たいと。人生を変え

て、成功を掴みたいという方に対して特別な講座を開催しています。 

 

 

あなたがまったくの初心者、未経験者であっても、必要な知識とかノウハウっていうのはす

べてこちらで用意しています。 

 

 

これまでにお話したメンタル、高額商品を作るレシピや、高額商品をほしくさせるステップ

メールのシナリオ、そして、高額商品を販売するためのセールストーク。そのほかにも初歩

の初歩のこととか、いろんな細かい部分ですとか、方法論とかカリキュラムがあるのですが、

すべて話すと本当に長いテープになってしまいますので、それは募集案内を見てほしいと

思います。 

 

 

まあ、どんな人でも大丈夫です。まったくのゼロの初心者・未経験者から、既にカウンセラ

ーとか、コーチとかコンサルタント、あるいはそれらに類する心理系ビジネスで独立してい

る人でも十分対応できますので安心してください。 
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で、そもそも、なぜ、こういう上り調子のビジネスモデルを公にするかというところを最後

にお話ししたいと思います。普通はですね、ネットビジネスのノウハウというのは、世の中

に出た時点で廃れているんです。 

 

 

「Facebookで月収１００万円」とか、「Twitterで月収１００万円」とかですね。そういう

のって世の中に出回る頃にはほとんど使えないんです。先行者利益というんですけど、先に

はじめた人がほとんど稼ぎ切った上で、全然使えなくなる寸前でノウハウだけを売るんで

すね。 

 

 

特に、そういうツールに依存したものは、Youtubeとか Facebookとか Twitterとか、ある

いはアメブロの運営者の判断で、すぐにノウハウが禁止になったりしますよね。 

 

 

たとえば何年か前にアメブロが商用利用禁止になってコツコツと作ってたブログを消され

てしまってまったくもう困り果ててしまったとか。PPC広告で PPCアフィリエイトをして

いた人が、全然広告審査が通らなくなってしまって、まったく収入がなくなってしまったと

か。結構いますよね。このインターネット・カウンセラーのビジネスモデルっていうのは、

そういうものではないんです。 

 

 

もっと本質的ですし、ツールに依存したものではありません。もっというとリアルビジネス

とネットビジネスの融合されたものなので、一度マスターしたらずっと使える稼ぎ方なん

ですね。 

 

 

私はこれまで、これらの方法をほとんど話さずに、黙って秘密にしてきました。そして、た

まにあるご縁で限られた人にだけお話をしてきました。そして結果を出してもらっていく

うちに、少しずつ考え方が変わってきたんです。 

 

 

いまは、むしろ優れたカウンセラーが周りに増えることで自分にかなりいい影響があるな

あと思っています。なによりも仲間がいるとすごく楽しいんですよね。 
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だから、私はもっともっとライフパートナーを増やしたいんです。人生を少しでも面白くし

たいし、「愛と尊敬と仲間とお金」というテーマが私にはあって、それをありったけ掴んで

いきたいんです。そして、この講座に参加される方にも私以上に掴んでいただきたいんです。 

 

 

というのも、やはりカウンセラーは寂しいですし、孤独ですよね。たった一人でビジネスを

しなければならないですし、これは私のように地方にいる人や周りに理解者がいない人、仲

間となかなか出会えない人は、本当に寂しいし、つらいと思います。 

 

 

何より私自身もそこから来ました。なのでその痛みはよくわかっているつもりです。だから

ICを作りました。 

 

 

こういう対話とか会話を商品にされたい方、是非お越しください。私たちは、そういう方を

求めています。本当にやりがいがある、選ばれし者のための商売だと思うので、本当にそう

いう熱い気持ちを持っている人と出会いたいと思っています。 

 

 

で、私はいま、福島のかなり田舎の、田んぼだらけの町でこのビジネスをはじめました。あ

の時、私の周りには仲間と呼べる人は誰もいませんでした。 

 

 

トップセールスマンとして死ぬほど働いてきたのに、結局は散々な思いをさせられて会社

を辞めて、この地元でゼロからスタートするしかありませんでした。 

 

 

お金もない、メンタルはボロボロ。怒りと憎しみでどうかしてしまいそうでした。なぜ正し

いことをしているのに報われないのか。なぜ自分はこんな状態になってしまったのか。どん

なにもがいてもお先真っ暗で、先が見えませんでした。 

 

 

私のビジネスは復讐するためにはじまりました。それはどんな綺麗事を言っても拭えませ

ん。しかし、自分が受けた精神的な暴力や嫌がらせをかれらに返したいとは思いません。 
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自分なりの仁義や義理をビジネスに融合して、幸せになる人を増やすことで勝負しようと

思ったんです。 

 

 

月収１７万円。残業まみれ、休日出勤。元トップセールスのカウンセラー、現在どん詰まり

の工場勤務。ここからどうやって這い上がるかを考えては、何度も何度も眠れない夜を繰り

返してきました。 

 

 

仕事終わりの帰り道、自分に「俺はまだやれる」「まだいける」と声をかけて、なんとかも

がいてもがいて、やっとここまできました。 

 

 

私はすべての人を助けることはできないかもしれません。私は完璧な人間ではないですし、

完全でもありません。しかし、ICに来てくださった方の人生は絶対に変えてみせます。 

 

 

その根拠として、私がどういうスタンスで仕事をしているかを私のクライアントに聞いて

ください。たくさんのインタビューを公開しています。嘘偽りはありません。ギミック無し

です。 

 

 

これらの音声を聞いて、この仕事や、講座に興味が湧いた方は、ぜひ説明会にお越しくださ

い。あなたとお話をすることを心から楽しみにしています。それでは３本に渡るビデオをご

視聴いただきまして、心からありがとうございます。今回は以上です。ありがとうございま

した。 

 

 


