


はじめに 

「売り込むことに、罪悪感が…」 

「『高い』と言われるのが怖いです...」 

「『どうせ買わないよな』、と思ってしまいます...」 

 
このような声をよく伺うようになったのは、私がコーチのみならず、ビジネスコンサルとしても
お客様のサポートをさせていただくようになってからのことです。 

そして突然ですが、あなたはセールス、得意ですか？ 

「以前は営業だった」 
「家が商店だった」 
「バイトで長く店員をやっていた」 

などの経験者さんでない限り、意外と苦手な方も多いかと思います。そして、私のようなコー
チやカウンセラーの方は、「セールス」とはほとんど縁の無いご経験をされてきたのでは無いで
しょうか？冒頭に上げたような、そんな声をよく伺うのはそういった理由から、かもしれません
ね。 

実は私も、セールスとはまるで無関係の「ロックバンド ＆ IT出身」なので（？）ほぼ対面セー

ルスの経験も無く、もちろん苦手でした (笑) 若い頃のテレアポのバイトでは、全くと言っていい
くらいアポが取れない、という辛い思いも経験していますし、ヘルプで店頭に立った時などは、
「とりあえず俺に話しかけないでくれ！！」とか本気で思っていたくらいです (笑) 

そんな私ですが、いざ独立してみると、自分自身で自分のサービスや商品を売っていかなけれ
ばならないことに気づきました。そこでまずは、当時フリーランスとして活動していた写真撮影
を本気でビジネスとして取り組もう！ときめました。そしてブログを1ヶ月掛けてテコ入れするな
どしたものの、実に「3ヶ月間、全く反応無し」でした（※その後も反応無し (笑)）。 

さすがに「これはまずいな、ビジネスセンスが無いな」と、ここで気づきました (笑) という
ことで、未知のコーチングビジネスを始めるにあたり、当時身近にいたコーチでありビジネスコ
ンサルをやっていた方にお願いし、基本的なコーチとしてのビジネスを教わりました。 

そこで学んだのは、大きく2つ。1つは、まずはコーチとして「継続プラン」を扱うこと。そし
て2つ目は、基本的なセールスの流れ。これらのことをベースに初め、そしてそこからコツを掴
み、だんだん契約が取れるようになりました。 



その後はさらに「マーケティング」や「行動経済学」などを学び、「人が買いたくなる心理」
を独自に取り入れてきたことで、ようやく自分のなりの現在の「セールスの1つの流れ」に辿り着
きました。 

その後はコーチとして、そして私自身もビジネスコンサルとして活動を始めたことで、いろん
なお客様と接する機会が増えました。すると不思議なことに、お客様の中には技術があったり、
見込み客もいるのになかなか契約が取れない人がいることに気づきました。そんな方々と接する
中で分かったのは、実はセールスはテクニック以上に「売る側の気持ち」が大切だ、ということ
です。 

それは「売るぞ！」というような体育会系的な意味ではなく、自分のことや仕事に対してどの
ような「マインドやセルフイメージ」を持っているか、「正しい売れるイメージを持っている
か」、ということなのです。 

つまり、セールスには基本的な技術はもちろん、それを支える「マインドやセルフイメージ」
の両方が大事なのです。 

なぜセールス／クロージング力が大切なのか？ 

ところで、セールスファネル、ってご存知ですか？どうやってお客様を集め、そして商品、サー
ビスをどうやって買っていただくか、の仕組みです。簡単に言うと、「集客～商品ご購入まで」
のビジネスの流れです。 

ビジネスにおいて、このセールスファネルの仕組みを創ることもとても大事なのですが、1人
ビジネスでさらに大事なのは、実はその流れの最下流にある「セールス＆クロージング（契約を
まとめる、獲得すること）力」を最初につけることなのです。 

もし、お客様をたくさん集めたとしても、「セールス＆クロージング力がゼロ」だったとした
らどうでしょう？誰も契約してくれず、売り上げも上がらない、ですよね？ 

例えるなら、ちょっとこだわりの食料品店。お店にはちょっと高いけど本当は良い商品を揃え
ます。そして広告などでお客さんをたくさん集めたとしても、店員さんが商品について全く知識
が無く良さを伝えられず、かつ人見知りで接客下手、そしてセールスの知識も皆無だったら…きっ
と売れない、ですよね？ 

もう少し具体的に見てみましょう。 
ここに、セールスのクロージング率が違う、Aさん、Bさんがいたとします。 

Aさん：クロージング率　10% （10人中、1人ご契約） 

Bさん：クロージング率　20% （10人中、2人ご契約） 



この場合、仮に5人契約を取るのに必要な「集客数」は、 

Aさん：50人必要 

Bさん：25人必要 

こんなにも差が出てしまうのです。 

このように、個人のビジネスでは、自分でセールスを身につけること、そしてお客様に直接ご
契約をいただく「クロージング力」をつけることが、ビジネスにおいてとても大事なのです。 

なぜ継続での関わりが大切なのか？ 
世の中には、継続サービスって多いですよね。例えば英会話では、ほとんどが数ヶ月～のコー

ス、だと思います。またスポーツジムも月会費制で、つまり継続することが前提でサービスが組
まれていますよね。それはなぜでしょうか？もちろんいろいろな理由がありますが、理由の1つ

は、人は何かを学んだり、変化をしていくためには時間がかかるから、というのも1つの理由では
ないでしょうか？ 

そして多くのコーチ、コンサルの方などは、単発のセッション、カウンセリングをすることが
多いかと思います。しかしながら、実際に1度だけのセッションで大きく変わることは稀で、揺り
戻しなども考慮しつつしばらくは様子をみていく方が良い結果に繋がることも多いかと考えま
す。 

また、単発のセッション、ご相談だけでは、売り上げ的には厳しいのが実情だと思います。あ
なたがその力を世に役立て、困っている人を助けてあげたり望みを叶えるサポートをしていくた
めには、あなた自身が稼いで、あなたの力を世に発揮し続けていく必要があります。そのために
はあなたもしっかり「ビジネスとして稼ぐ」ことが必要になります。 

そのために必要になるのが、継続セッションなどの少しまとまった期間、金額のサービスの提
供です。ビジネスでは、新規のお客様を獲得することが1番大変で、かつお金がかかります。つま
り、1人のお客様に継続してサービスを利用していただくことが、ビジネスの安定、成長の最初の
カギになるのです。 

そして継続プランであれば、関われる時間、アドバイスできる時間とも多くなる分、より大き
なお客様の成果につながる可能性も高くなります。つまり、お客様の満足度も上がるのです。 

また、あなた自身も1人のお客様とより深く関わることで、よりよい進め方を学べたり、1回で
は分からないことに気付けたりするメリットがあります。そして定期的なセッションの回数も増
えることで、あなた自身のスキル向上も望めるのです。 

 
このように、双方にメリットがある継続プラン、だからこそオススメなのです。 



そんな継続プランにも、ちょっとしたデメリットがあります。それは、「金額が上がること」
です。継続プランとして販売すると、当然販売金額は単発のセッションの数倍になり、桁も変
わってくることでしょう。つまり、売上が上がると同時に、「あなたのお金に対する意識」もよ
り強く影響が出始めるのです。 

そこで重要になるのが、あなた自身の「心の準備（セルフイメージ）」です。ここができてい
ないと、いくらセールスの機会があっても、実際の売り上げ（ご契約）にはなかなか繋がらない
のです。 

そして、実は一番大切なこととは？ 

ここまで、セールスなどについてのお話しをしてきましたが、そのセールスを成功させるため
に1番大事なのは、実は「お客様の理解」なのです。 

お客様がどんな境遇にいて、どんなことに悩んでいて、そしてどんな気持ちでいるのか。まず
はそこを理解した上で、「なぜあなたのサービスが必要なのか」ということを考えていただきた
いと思います。 

そもそも大前提として、商品はお客様が「欲しい！」と思わない限り、売れません。興味のな
いものは、話も聞いてくれません。つまり、お客様が「何を欲しいか？」を考えつつ、かつあな
たの商品を欲しい！と思ってもらう状態を作ることが第一歩なのです。つまりセールスを成功さ
せるためは、大きくその流れを組んでいく必要があります。そのために、まずはお客様の理解が
大切になるのです。 

この本のターゲット、構成 
この本は、「セールスが苦手」と自覚している、コーチ、コンサル、士業の方、またはサロン

の方などのように、自分自身が無形のサービスを商品として提供していて、そして商品も自分で販
売してるような方を対象としています。 

そして、前出の点を意識し、総合的にまとめてあります。 

まず第1章で「お客様を理解」し、そしてなぜ「お客様にあなたが必要か」を、その意味をお
伝えします。 

そして第2章では「プロフェッショナル」として、あなたのサービスと継続プランが必要な理由
をお話し、あなた自身がプロフェッショナルであることを自覚していきます。 

そして第3章では、確実に売上を上げるために「あなたがクリアしておくべきこと」を取り上
げます。あなたの信じ込みと、お金に対するイメージについて対応し、「売れるセルフイメー
ジ」へとつなげていきます。 



そしてそのような方が、安定した売上の基礎となる「継続プラン」を提案し、ご契約を獲得で
きる」、そこをゴールとしています。 

従って、営業職である方や、販売店の方、あるいは物販サイトなどの方には、この本はお役に
立てないかもしれません。どうぞご理解願います。 

なお、これらについて丁寧に書いていった結果、大変ボリュームが増え当初予定の倍以上に
なったため、急遽2編に分けることにしました。それくらい、お伝えしたいことが多く、その分よ
り濃く深く学んでいただけるものになったのではないかと自負しております。 

また、今後出版予定の「実践編」では、実際のセールスを想定し、「買うことへの理解」「買
いたくなる流れ」など、実際のセールス＆クロージングをどのように進めていくかという点をお
伝えしていきます。 

私自身、セールスが苦手で、当初は罪悪感もありました (笑) しかし、全くの未経験、無知な状
態からスタートしたものの、ここでお伝えする「お客様が物を買うときの本質」と「セールス＆
クロージングの技術」を掴んでからは、「セールスって楽しい！」という感覚を手に入れると同
時に、2018年6月以降、実にクロージング率100パーセントを維持しています（2019年9月現
在）。 

素人だった私が、今この数字を出していることから、この本でお伝えすることがいかに有効で
あるか、ご納得いただけるかと思います。 

そして売れるセールスの本質を掴んでしまえば、より自由度も増え、同じように高い確率でク
ロージングを迎えることができるでしょう。ぜひあなたもこの本質を掴む事で、より自由に、よ
り幸せにセールができるようになっていただきたいと思います。 

私の想い 

「あなたの素晴らしいサービスを受けることで、より幸せになれる」 

世の中にはそういう人がたくさんいるのではないでしょうか？あなたが売れて行くことで、そ
ういう幸せな人たちが増えていくことでしょう。 

それによって、より多くの人がさらに幸せになっていく、そして世界はより素晴らしい場所に
なっていく、と私は信じています。それこそが私の願いであり、私のミッションにつながってい
るのです。 



この本を手に取ってくださった方がこれを読み「私にもできそう！」と思っていただくこと、
そしてあなたがこの知識を身につけることで、より多くの幸せが溢れていくこと、それが私の願
いです。 
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第1章：お客様を理解する 

あなたは、お客様のことをどれくらい知っていますか？ 
では、あなたはどれくらいお客様のことを「理解」していますか？ 

あなたのお客様は、普段どんなことを思っているのでしょうか？どんなことを考え、どんな悩
みがあり、そして将来どんな風になりたいのでしょうか？その想いを、相手の立場、環境なども
含め「深く寄り添って理解する」ことが、お客様を本当に理解することです。それによって初め
て、あなたが「本当に」お客様を理解し始めたと言え、またそうなることでこそ、「お客様の本
当に望んでいるもの」を提供できることに繋がるのです。 

物事を始める前に、本質を理解しておくのはとても大切なことです。あなたの「将来のお客
様」は、今どんな気持ちなのでしょうか？ 

本章では、あなたの「今の、そして将来のお客様」についてじっくりと考えていきます。 

1-1：お客様の気持ちを理解する 

お客様の気持ちは？ 

過去にあなたのところにいらしたお客様は、何のためにいらしたのでしょうか？ 
そして、これからあなたのところにいらっしゃるお客様は、何のためにいらしゃるのでしょう

か？ 

コーチ、コンサルタント、カウンセラーの方の場合、ほとんどのお客様は何かしらの相談事が
ある、というのが理由ではないでしょうか？ 

ではその「相談事」とは、どのようなことだったのでしょうか？今、直接聞ける方はお客様に
聞いてみましょう。またすぐには聞けない方も、過去のお客様について少し考えてみてくださ
い。 

いかがでしょうか？あなたに相談されるお客様は、何かしら悩み事や、叶えたいことがあるの
ではないでしょうか？つまり、まずはあなたがお客様がどんなことで悩んでいるのか、どんなこ
とを叶えたいのか、詳しく知っておく必要があるのです。 

【相談事の例】 
悩み系 

•今、何かに悩んでいる 



•どうしても解決したい 
•何かができていない 
•前に進みたい 
•何かを手に入れたい 

望み系 
• 誰かに悩みを相談したい 
• 自分一人ではできない 
• どうしていいか分からない 
• 解決の糸口が欲しい 
• 何が問題だか分からない 
• うまくいくための方法を教えて欲しい 
• 新しいアイディアが欲しい 

これは抽象的な例ですので、実際にはもっと具体的になるでしょう。悩みの例では、「売上が
上がらない」「職場の人間関係に困っている」などなど、まさに人の数ほど悩みの種類があるで
しょう。 

また「望み、願望」については、「売上をもっと上げたい」「職場の人間関係をもっと良くし
たい」など、こちらもまた多様な望みがあることでしょう。 

いずれにしてもお客様は、何かしら解決したいこと、叶えたいこと、または達成したいことが
あるのです。そして今はまさに「そこで止まっている、前に進めていない状態」なのです。まずこ
のことを理解しておく必要があります。 

次はどうする？ 

さてそういった人達は、次にどうすると思いますか？相談事のある、悩みや望みを叶えたい人
でも、その後の行動については大きく2つのタイプに分かれます。1つはその状態のままでいる
人。もう1つは、それを解決しようと動く人です。 

前者は残念ながら、きっとそのままでしょう。それにも理由があり、その人にとっては悩んで
いる事自体にメリットがあったり、悩みを解決しない方がメリットがある。または悩んでいる事
自体がその人のセルフイメージに合っている場合などです。 

それに対し後者は、まずは自分で解決しようとWebなどで情報を調べたり、知人や友達、ある
いはご両親に相談したりするなど、きっと自分なりに悩みを解決しようと模索してきたのではな
いでしょうか。その結果、ヒントが見つかる、何かに気づくなど、なんらかの形で解決できる人
もいるでしょう。 



一方で、そういった努力をしてもなかなか突破口が見つからない、解決のヒントが得られな
い、時間をかけてやってみても何も変わらない、そういった人もいるのです。そこで諦めてしま
う人もいるでしょうし、逆にそこで「自分では解決できないこと」に気づき、そこから抜け出す
ために前向きに課題をクリアしようと自分から行動され、プロフェッショナルな方に頼む方もい
ます。 

このように大きく2つのタイプの方がいるのですが、ここでもう少し考えてみましょう。あな
たのお客様になる人は、あなたに何を期待しているのでしょうか？ 

ここでもお客様のタイプが2つに分かれます。1つはただ「相談事」を聞いてもらいたい人、つ
まり、その状態のままでいたい人。こういう方もいる一方で、もう1つのタイプは一歩進んで、あ
なたに相談事を「解決してもらうこと、解決のヒントを得ること」を希望している方もいるので
す。 

前者のタイプは、大きな変化は望んでいないものの「話すことで少し気持ちが楽になる」こと
を期待しているのでしょう。その場合、「話を聞いてもらうこと」が、望みとなります。 

後者の場合はもっと期待が大きく、お金を払いあなたにお願いすることで、「私の『相談事』
を解決して！」と願っているのです。なぜならお客様は、努力してきたけれど自分1人ではそれが
できないと、すでに気づいているからです。だからこそ、プロフェッショナルであるあなたのと
ころに辿り着き、それを解決できることを望んでいるのです。 

お金を払ってでも解決したいこと 

例えば車が壊れた時、あなたならどうするでしょうか？ 
おそらく整備工場に持って行ったりするでしょう。 

では、車に少し傷がついた場合はどうでしょう？ 
多少かっこ悪いと思いつつ、そのままにしておくのではないでしょうか？ 

そしてもし水道がいきなり漏れ出したとき、あなたはどんな行動をとりますか？ 

きっとネットで調べ、上の方に出て来た24時間OKな水道修理業者に即お願いの電話をするで
しょう。 

これがもし「少々水の出が悪い、でも気にするほどでもない」場合はどうでしょう？ 
恐らくそのまま使いますよね。なぜなら、ほぼ普通に使えるからです。 

また法律的な難しい問題が起きたとしたらどうでしょう？ 
迷わず信頼できそうな弁護士の方に相談されるのではないでしょうか？ 



それに対し、購入品が不良品だった、のような場合はどうでしょう？ 
購入元に連絡して、返金してもらう、良品を送ってもらう、などの対応を依頼しますよね。 

このように多くの人は、困った時でも放置できるのはそのまま、自分でできることは自分で対
応します。それに対しお金を払ってまで人にお願いをするのは、単純に困った時、ではなく、そ
れによって「とても困っている」「これは緊急、重大だ」と感じている、かつ「自分の力では解
決できない」などの時に、プロフェッショナルの力を借りたいと思うのです。つまり、「お金を
払ってでも早く解決したい！」「今のうちになんとかしたい！」と思うからこそ、プロフェッショ
ナルに頼むのです。それによって、今の悩み、課題からより早く解放される、より早く何かが得
られる、などのことを期待し、依頼したことでのメリットを享受するのです。 

本当の望みは？その先にあるものは？ 

ここで相談事がある人がどんな状態なのか？少し理解できるよう、「食事」を例に1つ簡単な
ことを考えてみましょう。 

Q：あなたは、「今日食べるお昼や夕飯」と、「1週間後の夕食」、どちらが気になりますか？ 

特別な事情（飲み会や誕生日イベントなど）がない限り、普通は1週間後の夕食よりも、この

後食べるお昼や夕飯の方が気になるでしょう。このように、人は1番身近な課題しか見えなくなり
がちです。つまり、お客様はその相談事を考えている時は、その先のことを強く意識することが
できないのです。 

そこであなたは、そのお客様の相談事を解決することで、実はお客様に「希望を与える」こと
も可能だということに気づくでしょう。それは、お客様からその「相談事、気になること」を解
決することで、お客様に「未来を想像できる余裕」を提供できるからです。 

また、実際には解決していなくても、相談事が解決するその状態を想像してもらうことで、「そ
の先の未来」へ意識を持っていくことも可能です。それにより、意識が悩みの先の未来へと向か
うことで、悩みの解決が早くなることもあります。これはコーチング的な手法でもありますが、
覚えておいて損はないと思います。 

つまりあなたは、その悩みに隠された「お客様の本当の望み」を聞き出してあげる必要がある
のです。なぜなら、それこそがお客様が本当に望む「手に入れたいもの」だからです。あなたの
ところに来た「目の前の相談事」は、その「手に入れたいもの」のための、クリアすべき最初の
課題にしか過ぎないのです。 

常にお客様が「本当はどんなものを得たいと思っているのか？」を意識してみて下さい。お客
様の、あなたに対する期待度が、そしてやる気も変わってきますよ！ 



1-2：お客様にとっての、あなたの役割を理解する 

では、あなたの役割は？ 

お客様が、今、何かしら相談事があるとしたら、それは「自分1人では解決できない状態」な
のです。そこで、あなたは「お金をいただくプロフェッショナル」として、そのお客様の悩みを
解決する、または解決するお手伝いをする、一緒に解決していくなどで、お客様が手に入れたい
ものを「手に入れることをサポートする」のです。 

そのために、あなたのスキル、経験を生かした方法などで解決策を見つけ出し、何らかの方法
で伝える、またはその実行をサポートすることがあなたの役割、となります。 

そしてそのあなたの役割により、お客様は自分では越えられなかった壁を越え、新しい場所に
行くことができるようになるのです。つまりあなたの「本当の役割」は、単なる「今の悩み解決」
だけではなく、あなたのプロフェッショナルなスキルを活かしてお客様の飛躍をサポートをする
ことで、お客様の「新しい可能性を開く」ことなのです。 

つまり、「その先で得られる未来」をも提供している、ということです。「それだけ価値の大
きいサービス」であることに、ぜひ気づいておいてください！これがあなたの今後のセールスの
自信に大きく繋がっていくのです。 

悩みの先の可能性を引き出す 

あなたのプロフェッショナルなスキルによって相談事が解決されたなら、お客様はどのような
気持ちになると思いますか？恐らく最初は解放された安堵感を味わうことでしょう。そして、そ
こで初めて次のことを、その先のことを意識できるゆとりが生まれたことに気づくでしょう。 

そこであなたは、お客様に「本当の望み」を聞いてみましょう。今の悩んでいる状態では意識
していなかったかもしれませんが、「悩みが解決された」なら、その余裕が生まれます。 

「その悩みが解決されたら、次はどんなことができると思いますか？」 
「あなたが本当にやりたい事はどんなことですか？」 
「どんなことをやってみたいですか？」 
「何をやりたい、と思っていましたか？」 

こんな質問をすると、お客様はちょっと考えた後で、またはすぐに、そして生き生きとした笑
顔でその望みを話し始めることでしょう。 

それこそが、お客様が「本当に求めているもの」なのです 



中には、しばらく考えてしまうお客様もいるかもしれません。その場合は具体的なことが出て
こなくても、「どんな感じになりそうですか？」という簡単な、ざっくりとしたイメージ、感覚
だけでも、考えてみてもらってください。 

それは、悩みにだけ焦点が当たっている時には意識できないことなので、ここでそういう「新
しい視点」から、想像（創造）してもらうことが大切です。 

いずれにしても、あなたはその「輝く未来」をお客様に提供できる可能性を持っているという
こと、掴んでおいてください。 

お客様に寄り添う伴走者 

お客様のタイプにもいろいろありますよね。素直にアドバイスを受け入れてくれる人もいれ
ば、そうではなく、自分の主張を通そうとする方もいるでしょう。つまり、たった1つの提案方法
では、多くの人に満足いただくのは難しい、ということです。 

そういった人それぞれの違いを受け入れ、それぞれのお客様のタイプに合わせた適切なアドバ
イスやアプローチをすること、それにより、より早く、より効果的にお客様に望む結果を提供す
ること、それがあなたの役割ではないでしょうか？ 

また、相談が進んでいく中で、お客様に気持ちの変化が現れるのは当然です。人によっては早
い変化についていけない、なかなか変化や結果が出ず、モチベーションが下がるような場合もあ
るでしょう。 

こういった形の無いご相談を受ける場合は、そんなお客様の気持ちに寄り添い、頑張っている
ことを認めてあげる、その上でそのお客様の気持ちに合った提案をし、一緒に進んでいく、とい
う感覚がとても大切になります。あなたはお客様に技術や知識を提供するだけではなく、心の面
からも寄り添い、並走／伴走していくようなサポートしてあげる必要があるのです。それにより
お客様は、1人では行けなかった、今まで到達したことのないところに行くことができるようにな
るのです。 



第2章：プロフェッショナルを理解する 

あなたはどれぐらい自分のことを理解しているでしょうか？　そんなこと、考えたこともない
人が多いと思います (笑)　私はコーチとして、いろんな方を見てきたこと、そして多くの方のビ
ジネスをサポートしてきた経験から言うと、意外にも多くの方が自分自身の事には気づいていな
いことが多いです。特に、コーチ、コンサルタント、カウンセラー、士業の方など、自分自身が
サービスを提供する、そして自分自身がセールスをするようなビジネス業態の場合、自分自身の
事（＝セルフイメージ）がそのままあなたのビジネスや、セールスに大きな影響を及ぼしてきま
す。 

ここでは特にセールスをする上で、大きく影響しそうな点に限って確認し、自信を持って商品
を勧められる状態を作っていくことを目標とします。 

2-1：プロフェッショナルとして 

あなたはプロフェッショナルである 

第1章でも触れましたが、お客様は自分では解決できないことを解決してくれるプロフェッ
ショナルを求め、あなたのところにやってきます。つまり、大袈裟に言うなら、お客様にとって
あなたは救世主、とも言えるのです。 

ではなぜあなたが、「お客様の救世主である」、と言えるのでしょうか？それは、どんな理由
からでしょうか？ 

今一度、その点を考えてみましょう。なぜあなたがお客様の相談事を解決できるのか、あなた
の元へ訪れたお客様に、どのように説明しますか？ 

口先だけで、「私はこんなことができる」「あなたの悩みを解決できる！」と言っても、旧知
の親しい友人でも無い限り、誰も信用してくれませんよね？むしろ、自分で言えば言うほど胡散
臭さが出てきてしまうかもしれません。そんな経験、あなたにもあるのではないでしょうか？ 

そこで、あなたのできることを客観的に見せることのできる、何かしらの証拠を用意する必要
があるのではないでしょうか？ 

Web、ホームページ、SNSなどもありますが、ここではリアルな対面、またはSkype、Zoomな
どで直接お話をすることを前提にお話をしていきます。いろいろ方法はありますが、一つずつ見
ていきましょう。 



道順を示す 

プロフェッショナルであるあなたは、お客様のご相談を聞いただけで、どこをどのようにして
いけば、この人の悩みが解決できるということが既に分かっているかもしれません。 

ところが、お客様は素人です。もしかするとお客様の頭の中は、まだ悩みに関する不安でいっ
ぱいかもしれません。 

そこで、あなたがお客様の悩みをどのように解決し、その後どうなっていくかということを示
してあげる必要があります。それは、方法の説明かもしれませんし、もしかすると道順のような
役目をするかもしれません。 

それによってお客様は、自分の悩みがどのように解決され、そして将来どのようになっていく
のかということが初めて理解できるかもしれません。 

お客様は、自分と同じ自分と同じ景色が見えているわけではありません常にお客様の立場に
立って、お客様に常に寄り添っていくような感じで、お客様の理解を促してあげてください。 

明確なメソッド 

素人であるお客様が、プロフェッショナルであるあなたのところに来て、あなたがどのような
ことをしてくれるのか、どのようにあなたの悩みを解決してくれるのかは、分かりづらいかもし
れません。そんな時、あなたがどんな方法やメソッドを使って、どのように悩みを解決してい
く、問題をクリアにしていくのか、説明できる資料等があると良いでしょう。 

この時、間違いがちなのが、お客様はその技術の名前や中身が知りたいのではなく、単に「ど
んなことをするのか」と、あなたがプロフェッショナルであると言う証拠が欲しいのです。 

なので、難しい用語を1つずつ説明する必要はなく、「こういったメソッドを使っています」
というような一覧表を見せてあげるだけでも充分なのです。 

もし、その内容についてお客様が興味を持った場合は、その場で説明をすればOKです。決し
て、すべてのお客様が「全てを知りたい」と思っているとは考えないでください。 

「何か言われたけれども、難しすぎてよくわからない」ということの方がデメリットになる
ケースもあるのです。 

何事も、目の前のお客様の気持ちを最優先で考え、お客様向けの「簡易な参考資料」を準備し
ておいてください。 

実績リスト 



「私は腕に自信があります！」 
「私のセッションで改善した人は多いです！」 
「私に任せてください！！」 

と言われただけで、あなたのことを素直に信用、信頼できる人がどれだけいるでしょうか？　
多くの人が、ちょっと懐疑の目で見ることは普通でしょう。 

こういった自信ももちろん必要ですが、お客様により強力にアピールできるのは、実績や第三
者の言葉なのです。 

ですので、何らかの形であなたがこういう結果を出せる、という実績を集めた資料があると望
ましいです。ぜひ用意しておいてください。 

例えばホームページ等で、お客様の声をそのまま載せ、じっくり読んでもらうということも可
能です。しかしながら、実際の対面のサービスでは、お客様が事前にそれを見てくれている、と
は限りません。ですので、その場で目の前のお客様にそれを見せることができる資料を用意しま
しょう。その資料を、あなた自身のリアルな声でその文言を補足しながら説明することで、そこ
でよりお客様はあなたのことを信頼していくのです。 

1番良いのはお客様の事例、特にビフォーアフターが一覧になっているものなどが良いでしょ
う。 

以下のようなものを用意しておくと、対面でのセッション、カウンセリング、コンサルティン
グなどの時にも有効でしょう。 

•過去の対応例（どんな症状、悩み、困りごと、課題があったか） 
•ビフォーアフターを箇条書きにしたもの 
•印刷した、お客様の声の一覧 

業種、サービス内容によっては、写真、またはタブレットやスマートフォンで動画を観てもら
う、のも効果的かもしれません。あなたのビジネスに合った方法を選んでみてください。 

お客様が、あなたを「絶対」選ぶべき理由 

あなたは私のようなコーチだったり、またはカウンセラー、またはコンサルタントの方かもし
れません。中にはサロンの方や、その他のサービスを販売している方かもしれません。そしてあ
なたが「自分のライバルだ」と思う方は、どのようなサービスを提供しているのでしょうか？　
また、お客様が比較するかもしれないライバル業種はどんなものが挙げられ、どのようなサービ
スを提供しているか知っていますか？ 

そういったライバルやライバル業種がいる中で、お客様はなぜ、あなたのサービスを選んでく
れるのでしょう？　あなたが考える、お客様があなたのサービスを「絶対選ぶべき理由」は、ど



のようなものが挙げられますか？　これを最低でも30個、理想は100個以上上げておいてくださ
い！ 

「うわぁ、ハードルが高い！」と思うかもしれませんが、とにかくやってください (笑) 

ちょっと安心していただくために、少し緩くしましょう (笑)　同じような意味合いを、別の言
い方で表現しているものでも構いません。とにかくたくさん書き出して、どんどん紙を埋めて
いってください。 

ここで、これをなぜやる必要があるか？というお話をします。 
実際にやってみていただくと分かるのですが、これが大量に出てくれば出てくるほど、あなた

自身があなたのサービスに「より大きな自信を持てる」ようになります。そして、当然お客様に
も、より自信を持って進めることができるようになります。 

お客様があなたを選ぶ理由、例 

なお、ここで出てくる表現は、いわゆる「あなた目線」の言葉、つまり「売り手側の言葉」か
もしれませんが、この資料は直接お客様には見せるものではないので、そのままで構いません。 

また、自分で自分を褒めるようで、正直ちょっと照れくさくなるかもしれませんが、気にせず
やってください (笑) 人に見せるものではありませんが、良いのができて、どうしても見て欲しい
という方は、私に送ってみてください。 

そしてこれを基に、もう一つ違う作業をやってみましょう。 

メリットとベネフィット 

お客様が、あなたを選びたくなる理由 

この時点で出てきたものは、おそらくあなたの「特徴、メリットを列記」したものになってい
るでしょう。例えば、技術が優れている、仕事が早い、丁寧、実績がある、などなど。 

そこで今度は、それを「お客様の得られるベネフィット」に書き換える作業をしてみましょ
う。 

ベネフィットとは、実際にお客様が得られる効果のことです。例えば先程の例で言えば、あな
たを選ぶメリットが技術が優れているということであればお客様からすると、安心して任せられ
るきっと理想の形にしてくれるなどがお客様の得られる効果ですこれがベネフィットです。 

お客様が、私を 
「絶対」選ぶべき理由

技術が優れている 仕事が早い Webに強い 実績がある



このようにあなたを選ぶメリットを、全て「ベネフィットで書き換えておく」ことで、「お客
様の心にダイレクトに訴求する言葉」をすぐに使えるようになります。つまり、よりお客様に響
きやすい、分かりやすい言葉になるのです。 

これによってお客様へのあなたのサービスの提案がよりスムーズに行くようになる事は明らか
です。ちょっと大変な作業かもしれませんが、ぜひ時間をとってやっておいてください。必ずあ
なたにとってプラスになることを、私が保証します。 

お客様は素人である 

あなたのところに相談に来たお客様は、あなたが施すサービスについては、多くの場合全くの
素人です。つまりあなたがプロフェッショナルとして普通に使っている言葉、業界の言葉など
は、お客様にとっては「初めて聞く」ということも珍しくありません。 

お客様にそういった話をする場合、極端な話「小学生でも分かる」くらい、分かりやすい言葉
を使ってあげる必要があるかもしれません。 

例えば、コーチングをやっている方でNLP（神経言語プログラミング）を習われた方もいらっ
しゃるかと思います。その用語は難しいものが多く、一般的には馴染みのないものばかりです。 

もしこれらの話をするのなら、「専門用語無しで」伝えらるようにしておいてください。よく
使いそうな言葉なら、一度時間をとって「どう言うか考えておく」だけで、今後の話の進め方が
グッと楽になっていくのではないでしょうか？ 

また、ちょっと説明が難しい話であれば、あらかじめ図解された資料や、問題点などを列記し
た資料などを用意しておくと良いかもしれません。ただ言葉で話されるよりも、お客様も理解し
やすく、かつあなたも説明がスムーズに進むことに気づかれるかもしれませんね。 

物事をより分かりやすく伝え、お客様に安心／ご納得いただく、それもプロフェッショナルな
らではの気配りではないでしょうか? 

無料に潜む罠 

世の中にはたくさんの無料サービスがありますよね。初回無料のものや、無料のお試しサービ
スなど、本当にいろいろなものがあります。では、あなたのサービスではいかがでしょう？　何
か無料のサービスを提供していますか？もしYesでしたらお聞きしたいのですが、その後のその方
との関係はいかがですか？ 

あなたの特徴、メリット 技術が優れている 仕事が早い Webに強い 実績がある

お客様のベネフィット 希望通りにしてくれる 短時間で済む 頼りになる 安心、信頼できる



私の経験では、そしてあなたにも心当たりがあると思いますが、無料で提供されるのものに、
人は本気になれるのでしょうか？ 

何か無料でサービスを提供する場合、お客様も「そもそも無料だから」とあなたのサービスに
特に期待をしていません。そして逆に、「無料なら受けてみよう」などの本気では無い人、いわ
ゆる冷やかし客が訪れたりします。これは、双方にとって喜ばしいことではないでしょう。した
がって、私は無料体験は一切提供していません。それは、自分が変わることに本気の方にだけ来
ていただきたいからです。そして、そういう方ほど結果が出やすいのです。 

そしてこの有料化、実はその後の契約率にも大きく影響を与えるのです。 

有料化で得られるメリット 

有料とすることで本気の人が集まり、成果が出やすいのも1つの理由ですが、実はここにもう1

つ大きな理由があります。 

それは行動経済学などで語られていることですが、人は一度お金を払ったサービスには、比較
的高い確率で再度同じサービスを利用するという性質があります。つまり最初から有料にしてお
くことで、次の有料サービスも購入していただける確率が高くなるのです。 

さて率直に伺いますが、この話を聞いて、あなたはどう思いましたか？ 

このようなことを書くと、「売る（稼ぐ）のがメインの目的か！」と拒絶反応を起こす方もい
るかもしれません。「お金を稼ぐのはがめつい奴だ！」と父に言われて育ってきた「以前の私」
なら、そう思っていたかもしれません (笑) そしてもしそのままの私でしたら、今のように契約率

100％のクロージングは達成できていなかったでしょう。 

ぜひここで一度本質に立ち返っていただきたいのですが、あなたのサービスは、お客様の相談
事を解決し、お客様にハッピーになってもらうことが目的、ではないでしょうか？　そのために
は、あなたが提供するプロフェッショナルなサービスを受けてもらうことこそ、より早く、より
確実にお客様の悩みを解消したり、手に入れたいものを獲得できる近道なのではないでしょう
か？つまり、お客様に「買う」という決断をしてもらい易くすることこそ、お客様の幸せにつな
がるのです！私達はそのための「準備を整え、買い易い」状態を準備しているのです。 

これもプロフェッショナルとしてのサービスの1つ、と私は考えています。あなたはどう考えま
すか？　あなたもご自身のサービスで、お客様に幸せになってほしいと考えていることを、私は
知っています。 

ぜひお客様に相談事の解決に本気になっていただき、そしてあなたのサービスで、さらに幸せ
になっていただくためにも、買い易くなる準備をしておきましょう！ 



だからあなたは、お金を貰う権利がある 

あなたはこれまで、そのスキルを身に付けるためにどれだけの時間と、どれだけのお金を費や
してきたのでしょうか？　そして今プロフェッショナルとして仕事をするにあたり、きっと多く
のご経験を重ねてきたのではないでしょうか？　 

だからこそ、あなたはお客さんの悩みに結果を出せるプロフェッショナルなのです。そしてこ
れからも技術を磨くために、様々な面で勉強をしたり、機材を揃えたりするということもあるで
しょう。それによってより良いサービスをお客様に提供できるようになり、お客様の満足度はさ
らに上がっていくのです。そのためにもあなたはお客様からお金を頂戴する必要があるのです。 

なぜこの話をするのかというと、人によっては「お金をもらうことに罪悪感」を感じてる方少
なからずいるからです。 

「私がこんな高い金額いただいていいのかしら？」 

そういった想いは直接言葉にしなくても、お客様にはなんとなく「自信の無さ」として感じ取
られます。結果、契約が取れず売り上げにつながらない、ということが起きてきます。後ほど詳
しく説明しますが、そのためにもあなたは「私はお金をもらっていいんだ」ということを充分理
解しておいてください。 



2-2：なぜ継続なのか？ 

なぜ継続なのか？ 

あなたは今、「継続セッション」「継続プラン」のようなものを用意していますか？もしまだ
でしたら、ぜひとも継続プランの導入を検討してください。継続プランには、単発のセッション
などにはない、たくさんの魅力があります。それはあなたにとってももちろんですが、お客様に
とってもメリットがあるのです。これから詳しく説明していきます。 

単発セッション、コンサルの限界 

私がコーチとして個人の方をセッションしてきた中で、そしてビジネスコンサルとしてお客様
と接してきた経験から、一度ご相談にのっただけで物事が解決する、というのはいろんな意味で
難しいかなとも思っています。 

例えば、以前お医者様がYouTubeを始めたいと言うことで、単発のコンサルティングを受けた
ことがあります。 

その時、私は十分意識して注意点を伝えたつもりですが、残念ながらそれはお客様には100%

伝わっていなかったようです。結果として、私がお伝えしたものの、私が想定したものとは少々
違うものが形となり、世に出てきました。結果についても同様です。 

ある意味、形になって出てきたことで、伝わっていなかった点が明確になり、伝えやすくなっ
たとも言えるのですが、残念ながら1回だけのご相談では、それ以上フォローすることができない
のです。 

また形になったことで、新たに別の課題も明確に出てきた、ということもあります。 

つまりお客様の本当の目的 = 売り上げを上げる、より多くの人にサービスを提供する、とい
うことを、たった1度の2時間程度のお話で達成するというのは、実際のところ難しい場面が多い
かな、というのが私の印象です。 

逆に、1年間サポートさせていただいた個人経営のヨガサロンのお客様は、結果として最高売
り上げが過去の300%にも達する結果を残せました。これも、共にPDCAを回していけた結果で
しょう。 

人間は、変化を嫌う生き物 

個人のお客様の場合でも、同様のことが言えます。 



人間には、本来、恒常性維持機能（ホメオスタシス）という、現状を維持したい、安全な場所
に留まっていたい、という本能があります。そのため、一度に大きな変化を与える事は望ましく
なく、ちょっとずつ新しい環境への変化を促し、そしてその変化に応じてまた新しい課題を提供
していく、その方が抵抗が起きず、よりなめらかに、そして結果としてより大きな効果が出せると
いうこともあります。 

 
また、何か1つ悩み事が解決すると、それによってまた新たな課題や別の問題が出てくるケースも
あります。そして時間が経つにつれ、目標そのものが別の方向に変わっていくということも充分
考えられます。 

これらの点からも、個人の方であっても単発のご相談ではなく継続でのご契約で、お客様の変
化、または新しい試みに対する変化反応などを見ながら、一緒に付き添って進んでいくというや
り方の方が、お一人で進んで行っていただくよりもより早く望む結果が出せるのではないでしょ
うか？ 

過去に、私に相談にいらしたお客様の例です。当初、私のところに来たご相談（お悩み）をク
リアするのに、最初は慣れていないこともあったのでしょうが、少々時間がかかりました。恐ら
くその間は、お客様もなかなか変化が出ないことに気を揉んでいたかもしれません。 

しかし、ある瞬間に「その感覚」を掴み、そのお悩みをクリアできたことから物事は一気に進
み、最終的に後半3ヶ月間で3社から内定を受け、晴れて理想のキャリアアップを達成されたので
す。 

もしこれが、1回毎のセッションだったらどうなっていたでしょうか？もしかすると、途中で
諦めてしまっていたかもしれません。しかし、当初から「目標を達成する！」という目的の元に
継続にてお申し込みをいただいていたことで、最後まで続けることができた、とも言えるのでは
ないでしょうか？これは、単発のセッションでは決して得られなかった結果だと思います。 

このような点からも、より良いのは継続契約により一緒に進んでいくこと、ではないでしょう
か？ 

現状、そして望む未来を考慮し、必要なアドバイスをして、挑戦、調整、改善してもらい、そ
の結果をみて再度変更をしていく。いわゆるPDCAを一緒に回していく、お客様と伴走していくこ
とこそでこそ、全てにおいて良い結果が出せるのかと思っています。継続での関わり方は、そこ
に繋がる最善の方法と私は考えています。 

自分にコミットする力 

あなたは、物事を継続するのが得意ですか? 



世の中には三日坊主という言葉があるように、新しい習慣を取り入れ、かつ続けていくという
事はなかなか難しい面が多いのではないでしょうか？ 

ところが、もしあなたがスポーツジムに行く、英会話などの習い事を始める等で、まとまった
お金をそこに事前に払っていた場合はどうでしょう？　おそらく、何かサボりたいな、という気
持ちが起きた時でも、「お金を払っているからもったいない」などの気持ちで継続できるという
こともあるかと思います。 

そして、あなたが入会時にまとまった金額を払うという時点で、あなたの中で「大きな決意」
をしていることに気づかれましたか？　いわばそのお金は、あなたの「決意表明の証拠金」のよ
うなものでもあるのです。 

例えばスポーツジムにしても英会話であっても、あなたがそのお金を払って自然に痩せたり体
力が付いたり、英語が話せたりするという事はないでしょう。結局あなた自身がジムへ通う努力
をする、英語学習の努力をすることで初めてその当初の決意、そして目的が達成されるのです。 

もしこれが、1回毎に都度お金を払う、つまり軽い気持ちで行けるものだったならどうでしょ
う？　仕事が忙しかったり、何か用事があれば容易に休むことが可能になってしまうでしょう。 

個人の方の場合、悩みも辛いけれども、その悩みをクリアするために新しく挑戦することも大
変な場合もあるでしょう。人は容易な方向に逃げやすい生き物です。辛いことより簡単なことを
望みます。その結果、簡単に逃げられる状況にいると、いつまでもそれが改善しない、悩みが解
決しない、結果としてその人の人生に於いて、大きな損失を被ることになってしまいます。 

それを防ぎ、お客様に本気で変わってもらうためのコミットとして、継続契約でまとまった金
額を自分自身のために払う。これによって「自分は変わるんだ！」という強い決心ができるので
はないでしょうか？そういった精神面での効果も結果的にお客様の良い変化へ貢献すること、そ
れも継続契約の素晴らしい点と言えるでしょう。 

ビジネスでのメリット 

ビジネスの場面では、継続契約となることで、中長期的な戦略を立てたり、サポートをしてい
くことが可能となります。 

例えば広告出稿などでは、まず広告を出してみて、その結果、データを基にクリエイティブや
コピーの文面などに変化を加えていく、そして新しい広告を出稿しどんどん改善していくのが普
通です。 
またランディングページについても、アクセスが来るようになってデータが取れ始めてから、

ヒートマップを使ったり、アクセス解析を行っていくことで、コンバージョン率の改善、CPA 

（顧客獲得単価）の低減などが可能になります。そういった点からも、ビジネスでは継続的に契
約をいただくことで、より良い結果を出しやすいと言えます。 





第3章：あなた自身を理解する 

売れるセールスマインドを創るために 

たびたびお話ししているように、対面セールスではあなたの気持ちが結果に大きく影響を及ぼ
します。ここでは、一般的にありがちなセールスに悪影響を及ぼす気持ちを取り上げ、そしてその
原因、対策、どのように行動すべきかを解説していきます。思い当たるところがあれば、ぜひ全
てクリアにしておいてください。 

またここに無いことでも、普段から心に感じているような「なんとなくネガティブな思い」
は、同様にクリアしておく方が良いでしょう。方法がわからない場合などは、直接ご相談いただ
ければ対応いたします。それでは1つずつやっていきましょう 

予防こそ、無敵 

ここに上げるいくつかのことが、該当する方もいるかもしれません。ですが、ここでそれが明
らかになるのは、むしろラッキーなことなのです！なぜならば、それによってここで事前に対策
を練り、対応策を考えることができるからです。または、弱点を強みに変える、と言えるかもし
れません。いずれにしてもここでの内容はとても大事です。自分の癖に早いうちに気がついて対
策をしておきましょう。 

3-1：代表的な悩み、信じ込み 

多くの方のサポート、セッションをしてきた中で、セールスが苦手、と思っている人には、似
たような傾向があることが分かってきました。ここではいくつか例を上げると共に、実際の対策
をご紹介します。なお「信じ込み」とは、「自分は〇〇だ」＝セルフイメージとか、「AはBだ」
など、自分自身（だけ）が「そういうものだ」と思っていることを指します。 

【代表的な悩み、信じ込みの例】 

1. 自信がない 
2. きっと買わないだろう 
3. 高いと思われる 
4. セールスが苦手だ、話し下手だ 

1. 自信がない 

【原因】 

•自分に自信がない 



•経験、実績が少ない 
•その他、これから紹介する内容の累積 

セールスに限りませんが、よく聞くお悩み、ですよね。私も過去に、よく使っていた言葉だけ
に、よく分かります (笑) 

ここで、この「自信がない」について考えてみましょう。 

そもそも、「自信」とは？ 
そもそも、「自信」とはなんでしょうか？　 
少なくとも、どこかのお店で売っていたり、友達にお願いすればもらえる、そういったもので

はありませんよね。つまり、「形の無い、単なる概念、信じ込み」なのです。 

これはあくまで私の解釈ですが、自信とは、経験や成功体験からしか生まれない、と思ってい
ます。 

1度でもやった事は、その1回の経験から2度目もまたできるのではないかと考えるでしょう。

そして2度3度とやっていくうちに、その思いはより確信に強くなり、やがてそれは「自信」と名
前を変える、のではないでしょうか? 

これが、私が考える自信の正体です。つまり、何らかの形で経験を踏んでいくことが、自信を
得る最大の近道、では無いでしょうか？ 

経験を増やす、という点で言えば、安価で対応し「お客様の声」やフィードバックをもらう「モ
ニター」としてお客さんを集め、自分は経験値を上げていったり、お客様の声（＝実績）を集め
たり、フィードバックをもらうことで改善、さらに自信をつけていく、そういったことも可能で
しょう。これにより、経験不足からくる不安、「自信がない」には対応ができるでしょう。 

70％でもOK、な考え方 

特に日本人は100％（または100点）こそ正義、のような感覚が強い気がします。だからこそ、
世界に誇る品質を実現できているのでしょう。 

その一方で、100%を目指さない、70%でもオッケーと言う考え方を持つのも大事でしょう。

つまり、「完璧を目指す」ことからの「100％からの減点法」で考えるのではなく、「70％でき
ていればOKでしょ？」と、考え方を切り替えるのです。 

この世の中、75億以上の人が地球にいます。つまり、人それぞれ考え方があるとすると、どん
なパターンでも対応できるという自信を得るためには、一体何億人の対応すれば良いのでしょう
か？ 



いっそのこと、「100%の自信は、ほぼ得られないもの」と軽く考え、ちょっとでもできるの
であれば「自信がある」と考えても良いのではないでしょうか？そもそも、自信なんて数えよう
が無いのですから、自分で「自信がある」と思ってしまえばOKなのです。　 

「何に」自信がないの？ 
また、この「自信がない」という表現は、とても曖昧です。つまり、「何に対して自信がない

のか」が分からないのです。 

それは技術でしょうか？　それともあなたがこれから売ろうとしている商品でしょうか？　そ
れとも自分自身についての何かでしょうか？　 

まずはこれらを明確にすることが自信をつけるための最初の第一歩で、それがハッキリしてか
らどう対策をしていくかを考える必要があります。 

なお、これらのこと、経験、実体験の代わりにイメージトレーニングをどんどん繰り返してい
くことで、同様の効果を得る事は可能でしょう。脳内でやっているところを想像、創造するので
す。ここでは詳しく取り上げませんが、参考にしてみてください。 

2. きっと買わないだろう 

【原因】 

•自分の商品に自信がない 
•過去に何度か断られた 
•お客様の一般的な立場から、「お金が無いだろう」と決めつけている 

【対策】 

・自分の商品に自信がない 

まず、その理由をもう少し深く考えてみましょう。 

それは、実績が無いからですか？それとも、結果が出せるかどうか分からないからですか？　
または、自分で付けた値段が高いと思っているからですか？ 

このように掘り下げていくことで、そう感じている原因を掴むことが可能です。そこが掴めれ
ば、それに応じた対応、対策をしていくことで、これらはクリアできます。一つずつ見ていきま
しょう。 

・実績が無い 
これから創っていきましょう！そのためにも、お客様を、できれば継続で対応するお客様を獲

得する必要があります。 



実績が無くても、お客様に「私はこういう理由で、あなたの悩みを解決できる」と説明、ご納
得いただければ、ご購入いただくことは十分可能です。 

・結果が出せるかどうか分からない 
結果は、「出すもの」です。あなた自身がこういう気持ち、マインドセットでいることが一番

大切です。 

その上で、代替案として「保険を掛けておく」のも1つの案です。例えば、 

「期間内に結果が出なければ、出るまで延長します」 

「全く効果がない場合、100％返金します」 

など。 

私はこのようなサービスは特に設けていませんが、スタートしたての方、または継続セッショ
ンをこれから初めて取ろうとする方で、どうしても自信がないという方は、こういう方法からス
タートするのも1つの方法です。 

ぜひ自分が自信を持ってできる環境、お勧めできる商品形態を、自分自身で創り出して挑んで
みて下さい。 

実際のところ、人によって、結果が出る、出ないの差が出ることはあるでしょう。それは、あ
なたのサービスに限らず、世の中のその他のサービスでも同様のことが言えるでしょう。 

そこで、私はお客様にそういった点についてもお話ししています。実際に私がお客様にお伝え
しているのは、こんな内容です。 

「私は、あなたに私の持っている全知識で全力で対応します。そして、私のできることは
実はそこまでなのです。なぜなら、あなたの人生はあなたの行動次第、だからです。 

私は、今あなたが直面している課題をクリアし、叶えたい望みを叶えるための、新しい視
点や考え方、新しい方法などを提供します。 

その上で、最終的に実行し、変化を出すのはあなた自身なのです。 

あなたが私のお伝えすることを素直に受け入れてくださり、実行してくださるなら、遅か
れ早かれ必ず何かしらの良い変化が起こります。 

逆に、あなたが私の提案を拒否されたり、お願いした課題に対応されない、真摯に自分
自身に向き合わない、などの場合は残念ながら変化が望めないかもしれません。 



そこはご理解いただけますか？　それでもよろしいですか？それでもよろしければ、ぜひ
私と一緒にやっていくことで、望む変化を手に入れましょう！」 

このように正直にお伝えすることで、お客様は逆にあなたへの信頼を高めてくれるのではない
でしょうか？なぜなら、自分の良い点だけを並べ立ててる人って、ちょっと信じ難い、と、人は
思うからです。　 

それに対し、自分自身で自分の商品の持つ性質、弱点を自分から言える人の方が、正直で好感
度が上がりますよね？そして自分自身の商品の良い点も悪い点も、自分でちゃんと理解している
んだな、と言う専門家としての立場を明確にすることもできます。 

ぜひこのような自分のサービス、商品での「ここまではできる、ここから先はできない」といっ
たような境界線のようなものを、自分の中で明確に、そしてお客様にお話できるようにしておい
てください。何か提示できるような資料なども用意しておくと良いかもしれません。きっとそれ
は、後々あなたのビジネスにおいても役に立つことでしょう 

また、契約書にそういった事項を明記しておくのも良いでしょう。ぜひそういった点も考慮し
ておいて、ご自身も、そしてお客様も安心して進めていける状態を創ってみてください。 
 

•過去に何度か断られた 

今でこそ私はほぼ100%のご契約をいただいていますが、以前はやはり契約に至らないことも
ありました。しかし、それはある意味当然なこと、とも言えます。なぜなら、人はそれぞれ考え
方も、求めるものも、そして人間同士の相性も全く異なるのですから。 

それはただ単に、あなたの商品とお客様が望んでいるものが違っていたからかもしれません
し、お客様にとってタイミングが合わなかったということもあるでしょう。中には、経済的な理
由で「受けたいけど今は受けられない」方もいたかもしれません。 

また実際にセッションしていて感じるのは、相談には来たものの、本気でその悩みを解決しよ
うとは思っていない、つまり「実は今のままの方が良い」と思っている、そういった方もいるの
です。こういう方は、本当に自分が変わってしまうことを望まないため、当然断るでしょう。こ
ういうタイプの方がいることも、知っておくと良いでしょう。 

ここでいくつか例を挙げたことからもお分かりの通り、断られた=あなたやあなたの商品への

否定では無いのです！　単なる1人のお客様の1意見として、その時は契約にならなかった、とい
うだけのことなのです。 

ぜひその点も確認して、全てを一緒くたに「断られた」という籠の中に放り込むのはやめま
しょう。ちょっと条件が異なればご契約に至った、かもしれませんよね？もしかすると、この本



で私がお伝えしてしようとしていることが、その時はうまくできていなかった、ただそれだけの
事かもしれませんよね。　 

つまり、この本を読んで勉強していただければ、今度はご契約がいただける可能性も高い、と
いうことです。ぜひ過去のそういったご経験も大切にしつつ、これから変わっていく未来を楽し
みにしていてください。 

•お客様の一般的な立場から、「お金が無いだろう」と決めつけている 
これ、本当に大事なので気をつけてください。実際、私もやらかしそうになったことがありま

す (笑) 

例えば、あくまで一般的なイメージとして、「子育て中の方はお金がない」とか、「シングル
マザーの方は経済的に厳しい」、「仕事を休んでいる方はお金に困っている」などのイメージが
ありますよね？　ではそれは、絶対的に正しい、と言えるのでしょうか？ 

子育て中でも裕福な方もいますし、シングルマザーの方でも例えば高額な慰謝料をもらってい
るかもしれません (笑) 　仕事を休んでいる方でも、多くの貯金を持っているかもしれません。こ
のように実際のところは人それぞれなのです。 

ここで私の実際の体験をお話ししましょう。私のビジネスプラン（1年）を申し込んでくだ
さったお客様は、第二子をご出産したばっかりの、当時はパートもされていない方でした。私と
全く認識のないその方が、一度セッションを受けられただけで、当時の私の1番高いコースを「現
金一括」でお支払いくださったことには、正直私自身がびっくりしました！と同時に、私自身の
信じ込み、「子育て中の専業主婦はお金がない」という認識も塗り替えさせていただいた、非常
に貴重な経験でした。 

ぜひこの機会に、あなたがこれまでに、そしてこれから接するお客様に対してそういった見
方、一般的な色眼鏡でお客様の経済状況を判断していないか？ぜひチェックしてみてください。
本気の人は借金してでもあなたにお金を払うことでしょう。あなたにもそんな経験、ありません
か？ 

3. 高いと思われる 

【原因】 

•過去にそう言われたことがある 
•自分の商品には、それだけの価値がない、と思っている 
•自分には、それだけの価値がない、と思っている 
•値段の提示タイミングを間違っている 

【対策】 



•過去にそう言われたことがある 

「高い、安い」というのは、実際には基準はなく、何かとの比較から生まれます。つまり、高
いかどうかを決めるのはお客様自身の基準なのです。 

相場に対して高いのか、お客様の価値観に対して高いのか、あなたが提供するサービス内容に
対して高いのか。そこがお客様の心の中にしかないので、実際は知る余地がないのです。 

なので、過去に1人のお客様に「高い」と言われた言葉、ほとんど意味を持ちません。10人中
10人に言われたなら、少し考える必要はあるかもしれませんが (笑)、一度や二度言われた位であ
れば気にすることはないでしょう。ぜひあなたの商品サービスに自信を持って、自分の商品に値
段をつけてください。あなたには、それだけの価値があるのです！　 

•自分の商品には、それだけの価値がない、と思っている 

あなた自身がそう思ってる理由はなんでしょう？　実はそこに何かヒントが隠れているかもし
れませんね。 

最終的に、価値の判断をするのはお客様です。それは、買うかどうかを決めるのはお客様です
ので、致し方ないところです。それと同じように、商品の価値に対して値段をつけるのもあなた
の自由！あなた自身が、あなたの思うように設定して良いことなのです。 

もし自分自身で、今はそれだけの価値がないと思うのであれば、少し値段を下げてやってみる
のも良いかもしれません。それによって契約が取れるようになるのであれば、それも1つの方法で
す。 

そこで注意していただきたいのが、「安い金額に自分をならさない」ということ。つまり、値
段を決めるのは自分自身であり、それは別の意味で言えば、あなたが「あなた自身に付けている
値段（評価）」とも言えるのです。つまり、自分自身に安い値段をつけている人に、お客様は高
い値段を払いたいと思うでしょうか？恐らく、払ってくれないでしょう。 

このように「なんとなく抱えている思い（無意識に近いもの）」は、なんとなくお客様に伝わ
ります。それが人間の凄いところです。だからこそ、あなたはあなたの商品を自信を持って勧めら
れる状態を作っておく必要があるのです！(それが、この章全体の目的です） 

対策として役に立つのが、実は第1章の「お客様が、あなたを「絶対」選ぶべき理由」。ここ
でたくさん書き出したことこそ、あなたが自信を持って良いところ、お客様が価値を感じるとこ
ろではないでしょうか？ 

あなたは自信いっぱいに、自分で決めた値段を提示してみましょう！ 

•値段の提示タイミングを間違っている 



例えば、テレビショッピング。値段を言うのはかなり最後の方ですよね？あれ、なぜだか分か
りますか？ 

もし最初に値段を伝えたなら、その時点で「視聴者が持っている価値観、相場観」で高い安い
を判断されてしまいます。ところが、その商品の魅力、その商品でできる事を、動画やお客様の
声も使い、魅力的に伝え、視聴者がその価値を十分理解し「ほしい！」と思ったところでその値
段を見たらどうでしょうか？　何も知らずに値段だけを見せられた時とは、全く値段に対する印
象が異なっていると思いませんか？ 

「これだけできて、この値段なら安い！」 

そう思った視聴者の方が、（かつ限定なので、）慌てて電話を掛けるのです (笑) 

つまり、あなたの実際のセールスでも、これとほとんど同じ流れを組む必要があるのです。
「この商品にはこんなにも価値がある」ことを、充分お客さんに納得、体感していただき「欲し
い！」と思ってもらえたところで初めて値段を提示するのです。 

(※詳しい流れは、準備中の「実践編」でお伝えします） 

今まで、価格を提示する順番を間違えていただけなら、それだけで契約率が上がる、かもしれ
ませんね！ 

4. セールスが苦手だ、話し下手だ 

【原因】 

•うまくいった試しがない 
•経験が少ない 
•緊張してうまく喋れない、話し下手 

【対策】 

•うまくいった試しがない 

•経験が少ない 

どちらも成功体験が無い、または成功体験が少ないと言う意味ではほぼ一緒でしょう。そし
て、今までにうまくいった試しがないから、または経験が少ないからといって、次の時に契約が
取れない、というわけではありません。それぞれあくまで1回1回の出来事なので、そこは分けて
考えましょう。 

その上で、この本を読み学んでいただき、そして少しずつ練習や実践を重ねていく、というこ
とがとても大事です。 



例えば、練習。スポーツでイメージトレーニングがメジャーになりつつあるように、セールス
でも自分1人でのイメージトレーニングは可能です。 

相手が目の前にいることを想定し、話の流れを考えながら、できれば実際に声に出してセール
スをやってみる。そうすることでより実践に近づき、実際にやる時によりスムーズに話ができた
り、資料を出せるようになっていることに気がつくかもしれません。 

誰でも最初からうまくできた訳ではありませんよ。少しずつ挑戦しながら、少しずつコツを掴
んで、少しずつ上手くできるようになっていってください。いつかその努力は必ず報われます。 

ちなみにこれを書いている私でさえ、最初はかなり緊張してやっていたことを、今でも覚えて
います (笑)前の日からどのように進めていくか、頭の中で何度も想定し、実際に声に出して練習
する、ということをやっていました。そう、練習は、自分の力でいくらでもできるのです！ 

今ある環境でできることを考えて、少しずつで良いので今できることを進めていってくださ
い。その積み重ねがあなたの自信につながり、いつの日かそれがあなたのご契約につながりま
す。どうぞその日まで頑張って続けてみてください。 

•緊張してうまく喋れない、話し下手 

実は、「うまく喋る必要はない」って、知ってましたか？ 

過去にご経験があるかもしれませんが、話しが上手い人って、ちょっと信頼できないな、と
思った事はありませんか？「口車に乗る」という諺もあるように、上手い人の話を聞いていると
つい「そうだよな」と思ってしまい、後から「あれでよかったのかな？」と感じてしまう。 

その点、つまり話が下手だと思っている人は、逆にその時点で「好感を抱かれる可能性もあ
る」のです。お客様は、「私はこの人の話に乗せられているのではない」という安心感を得てい
るかもしれません。 

その上で、うまくしゃべれない場合のデメリット、伝えるべきこと、伝えたいことが伝わらな
いなどを回避するための対策もしておきましょう。それには、図解された資料などを利用するの
です。うまく喋れない時でも、お客様に資料を提示することならできますよね？ 

1つの資料を2人が共有する、お互いが1つの資料を見ることで意識がそこに集中される、とい
うメリットもあります。そしてあなたはその資料に書いてあることを、お客様が理解しやすいよ
うに補足してあげるだけで良いのです。 

そのためには、その資料は伝えるべきことが書いてある、かつ分かりやすいものである必要が
あります。お友達に見てもらったりして、「初めて見る素人の方でも分かる」ものを準備してお
きましょう。よくできた資料は、話上手な人の話だけ、よりも効果が出やすいでしょう。視覚か



らの印象は強く、情報量はそれ以上に多く、理解の助けにもなるものなのです。ぜひこの「資料
の力」も利用してください。 

そして、チェックシート等の進行表的なものを、お互いに見ながら進めていくというのもお勧
めです。この方法であればその順番に沿って話をしていけば良いので、話忘れもなくなり、かつ
言葉だけで全部伝えるよりも圧倒的に理解が高まる、というメリットもあります。ぜひ対面であ
ることのメリットを生かして、こういった資料を利用してください。 

そしてSkype、Zoom等でのオンラインのセッションの際は、画面共有などで、同じ資料をお互

いが確認できるようにしておきましょう。その際、WordやPDF書類なら1枚（1画面）にまとめ、
スクロールして相手が見辛くなるのを防いだり、PowerPointやKeynoteなどのプレゼンソフトで作

成した、「1枚ごと」のスライドにすることで、画面がスクロールするなどでお客様の意識が散ら
ないようにしておくことも大切です。 

そして、一番大事なのは「あなたの心」です。うまく喋ることよりも、「目の前のお客様に、
真摯に向き合っていること、この仕事にかける熱い想い」、それらを大切にしてください！ 

参考：私の過去のセールス失敗談 

そういう私も、実はセールスにかなり抵抗がありました (笑) 特にかなり昔、家庭教師のテレ
アポのバイトしてた時、 

「夜8時の家族団欒時に、迷惑だよな」 

「家庭教師、本当に成果出るのかな？」 
「きっと話、聞いてくれないよな」 
「断られたらやだな」 

とか思って、電話かけていました。…かなり「ネガ」な想い、ですよね (笑)そんな「想い」で
1時間に30～40本電話をかけても、そりゃ売れないですよね 。「迷惑だよな」の気持ちに、「私
は人を幸せにしている」などという実感は持てませんし、「ぜひ買ってください！」なんて熱意
はこもりません 。こんな想いが原因で当時売れなかったんだ、ということに、最近になって気づ
いたのです(笑)。 



3-2：お金のイメージ 

あなたの「お金のイメージ」は？ 

まずは、あなたが持っている「お金」に対するイメージを確認してみましょう。 

以下、一般的なものや、過去のお客様などの「お金のイメージ」です。あなたの考えと同じも
の、似たようなもの、いくつありますか？ 

・人生、お金は先払いだ 
・お金は使えば使うだけ返ってくる 

・お金は、払ったら返ってこない 
・お金は、嫌々払っている 

・お金は、常にそこにあるもの 
・お金は、時間とともに稼げるもの 

・お金は、人を幸せにする 
・お金は、人を不幸にする 

・お金があると幸せだ 
・お金があることは恐怖だ 

・借金できるのは素晴らしいことだ 
・借金は怖い、してはいけない 

などなど… 

この中には、実は私の以前の考えや、現在のイメージもあったりもします。そしてこれら、ど
れが正しい、ということは無いのではないでしょうか？ただ単に、人によって経験、認識、信じ
込みが違う、その結果、このような「お金のイメージの違い」に繋がっているのです。 

このように、人によってお金に関するイメージはそれぞれですが、実はこのイメージ＝信じ込
みは、思っている通りの現実を引き起こします。いわゆる「引き寄せの法則」も、これに近いも
のがあります。 

ですので、あなたもお金について、ビジネスをやっていく上での「正しいイメージ」を持って
いる必要があります。もし「お金が怖い」などと思っていたら、無意識に稼がないようにしてし
まうのです。いくらビジネスの勉強をしたりセールスの練習をしても、なかなか思うような結果
が出ないようなら、もしかすると、そういうところが影響しているのかもしれません。 



ぜひ、自分がお金にどんなイメージを持っているか？　そして、そのイメージは「ビジネスで
も有益なものか？」確認しておいてください。 

そもそも「お金」とは？ 

そもそも「お金」って、何でしょう？？ 

お金って、実は「価値交換のためのただの道具（ツール）」でしかないですよね？　世の中、
物々交換ではうまくいかないので、「お金」というものができた、と。そして、世の中の「価値、
サービス、商品」を、お金を払って購入する、そのための単なる道具である、と、私は思ってい
ます。 

例えば、 
「牛丼に数百円」 
「フレンチに数万円」 

どちらも「提供される食事など（価値）」を得るために、それに見合った対価（代金）を支
払っているのにすぎませんよね。つまり、お金は「価値交換の道具」でしかないのです。 

そこに何か 

「お金を稼げば成功」 
「お金があれば幸せ」 

などの意味をつけるのは、どうでしょう？ 

「お金がないから不幸せ」なんて、お金にとってもいい迷惑、だと思います (笑)「お金が無く
ても幸せ」な人も居ますし、「お金があっても不幸せ」な人も居ます、よね。要は、「『幸せ』
をどんなものと考えているか？」が重要なので、お金とは離して考えるべきものなのです。 

「お金を稼ぐ」が目的では、うまくいかない理由 

同様に、「お金を稼ぐ」について考えてみましょう。 

実は、「お金を稼ぐ」、これ自体が目的になっていると、なかなかうまくいかなくなります。
なぜなら先の例のように、「お金は単なる道具」なので、「道具だけが欲しい！」となるとちょっ
とズレてきてしまうからです。 

例えば、「運転免許」。運転免許は車に自由に乗り、買い物やドライブ行く目的のため、に必
要なもの。また「調理器具」なら、「圧力鍋で、時短で美味しい料理を作る」のようなその先の
目的があるのです。 



つまり、「道具」は「目的のため」に利用するものであり、「道具」だけ手に入れても意味は
無いのです。（※道具コレクターさんは除く） 

そして、その「道具＝手段」を手に入れることを「目的」にしてしまうと、早々に行き詰まり、
物事がうまくいかなくなるケースが多いです。つまり、「お金を稼ぐ」を目的とするのではな
く、お金は「目的達成の『道具（手段）』」としての位置づけが必要なのです。 

ビジネスで「お金を稼ぐ」目的は？ 

では、どのように「お金を稼ぐ、の目的」を設定すれば良いのでしょうか？ 

それは、「稼いでどうするのか？」「何のために稼ぐのか？」など、「なぜお金が必要なの
か？」、この理由を明確にして、「目的」にするのが重要です。 

例えば、 

「ビジネスをさらに拡大させるために」 
「新しい技術を学び、人々に還元するため」 
「このサービスを世に広め、人々に喜んでもらうため」 

などのような意味付けが必要なのです。 

そしてここが、「自分が贅沢するため♪」とかでなく、「自分のためであり、かつ社会のため」
のような「大きな目標」がセットされていることが重要です。これにより目標がより大きくなる
ことで、あなたもさらにやる気が出て、何かあってもくじけることが少なくなり、そして「人々
からも応援される」ことで、ビジネスもさらにうまくいきやすくなります。 

例えば、パン屋さん。 

●Aさん 

「儲かるからやってる」 
「生活のために仕方なく」 

●Bさん 

「私は自分の作る安全で美味しいパンで、世の中の人に笑顔を届けたい。 
　だからしっかり稼いで、ビジネスを継続させる必要がある！」 

あなたはどちらの人から「パンを買いたい」と思いますか？ 



どちらでもよい、近いお店から買う、安い方で買う、という人もいるでしょうが、逆に「絶対
この人から買いたい！」という熱いファンになってしまうのは、きっとBさん、なのではないで
しょうか？ファンになれば、絶対その人から買いたい！という強い意識も生まれてきます。 

このように、「人の（購買の）心」とは、そういう「見えない想い」にこそ大きく動かされる
のです。そして、「お金を払うのは、人」である以上、こういった「見えない想い」こそが大事
になるのです。 

※B to B（対ビジネス）の場合、少し異なります 

ちなみに私の場合、このコーチングやビジネスサポートという仕事そのものが、 
「世界中の人をさらに幸せにする。そして地球をさらに輝かせる」という、壮大？なミッショ

ンのもとにやっているので、 

「活動をさらに大きくしていく！」 
「海外にも出て行く！」 
「そのために活動資金が必要！」 
「だから私は稼ぐ必要がある！」 

というように「稼ぐ」を設定しています。大きいですよね？ (笑) 

この「稼ぐ」を「大きな理由、目的」にくっつけておくことのメリットは、小さな失敗や外野
の批判に惑わされなくなることです。つまりより大きな目標により、多くの人たちが自分を応援
してくれている、と思えば、それ自体があなたが先に進む推進力となるのです。これもあなたの
ビジネスがうまくいく大きなポイントとなってきます 

あなたもぜひ「稼ぐ」ということを、「（社会のためでもある）大きな理由」と共にセットし
ておいてください。これももちろんセールスでの自信につながります！ 

扱う金額への慣れ 

私も今でこそ、「1日で300万円」（フリーター時代の年収だ (笑)）とか売り上げるようにも

なりましたが、当初は10万円を超える契約でもビビってました (笑) それはそうですよね。「給
料」以外で、しかも「自分が提供する無形のもの」で、その金額を受け取るのですから。 

それがもし、例えば自動車屋なら数百万～数千万、不動産屋なら、億単位も普通でしょう。商
社なら、何百億、というケースもありますよね。それが慣れ、です。私も最近億単位稼いでる人
と一緒にいる機会が増え、だんだんその感覚に「慣れて」きました (笑) 

これはセールスに限りませんが、どんなことでも慣れていた方が、いつも通り自然にスムーズ
にことが進められますよね？ 



駅から家までの道のり、スムーズですよね？ 
考え事できるくらい、余裕ありますよね？(笑) 

あなたが自分の商品のセールスをする時、まるで1,000円の商品を売るくらいの気持ちの「余
裕」があったら、どんな良い展開ができる、と思いますか？ 

少しずつ、扱う金額の大きさに慣れていき、徐々に「これが私の当たり前」と言えるようになっ
ていってください。 

高単価商品は、あなたを成長させる 

最後に、とても大事な話をします。継続プランなどの高単価商品をお客様に買っていただくと
いう事は、実はあなた自身をレベルアップさせる秘訣、でもあるのです。なぜならば、あなた自
身があなたの商品にその値段をつけることで、「あなた自身の価値」をそのレベルに引き上げる
必要があり、そして「私にはそれだけの実力がある」、ということの自信の表現でもあるからで
す。 

例えばあなたの10,000円の商品と100,000円の商品、それぞれ買ったお客様は、それぞれの商
品、そしてあなたにどのような期待をするでしょうか？当然10,000円の商品を買ったお客様は、

10,000円分の期待を、100,000円の商品を買ったお客様は100,000円分の期待をしますよね？ 

その時あなたは、その金額の違う商品を買ったお客様に、同じモチベーションで仕事に挑みま
すか？多くの方は、やはりより金額の高いサービスを購入されたお客様に、より高いサービスを
提供しようとするのではないでしょうか？それこそが、あなたを成長させる1つのポイントなので
す。 

そしてあなたは、お客様に「価格以上の価値」を提供する必要があります。つまり、100,000

円の商品に100,000円分の価値、ではなく、100,000円分以上の価値を提供するのです。これ、な
ぜだか分かりますか？ 

例えば、飛行機に乗った時、何かの理由でエコノミーからビジネスクラスにアップグレードさ
れたら嬉しいですよね？また、予約したホテルの部屋が、エコノミーシングルからスイートルーム
になったら大喜びしますよね？つまり、お客様は買った金額分のサービスを受けるのは「当たり
前」であり、そこには驚きは無く、それだけでは大きな満足度は得られないのです。金額分の
サービスを期待しているお客様に、「それ以上の価値」を提供することで初めて、お客様の印象
に強く残り、より満足していただけるのです。 

そしてもしここで、あなたがいつまでも10,000円の商品を売り続けていたらどうなると思いま

すか？あなたは常にその10,000円レベルの商品や実力しか出せなくなってしまうのです。つまり
高単価商品を作ると言う事は、自分自身で自分自身のスキルやレベルを上げることにもつながる
のです。 



そのためには、あなたは自分の技術をさらに洗練させていったり、新しい技術を学び、より早
く、またはより大きな効果をお客様に提供できるようになっていく必要があります。結果として
お客様の満足度を上げることにもつながり、あなた自身も成長していくのです。 

 
これが、高単価商品を作ることで、あなた自身も成長できる理由なのです。 



プレゼントのお知らせ 

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。本書の内容をよりご理解いただき、そして
よりうまくご利用いただけるよう、特典を用意いたしました（一部予定）。 

•チェックリスト 

•実践編用 未公開原稿一部 

随時アップデートしますので、最新情報の詳細は、お手数ですが以下Webページにてご確認く
ださい。 

入手方法 

以下URLより、お手続きの上お受け取りください。 

プレゼントURL 

　https://coach-mot.com/kndl-gift/ 

https://coach-mot.com/kndl-gift/


終わりに 

いかがだったでしょうか？今まで気にも留めていなかったような事がいくつも出てきて驚かれ
た方もいるかもしれませんし、すでに多くの気づきを得られた方もいるでしょう。また、すでに
「あ、これ私だ！」と感じられた方は、この時点で次への大きな飛躍のヒントを手にした、とも
言えるでしょう。 

ぜひそれらのポイントはこの機会にクリアして、あなたの素晴らしい技術を、それを必要とす
るより多くの人に届けてあげてください。 

あなたの技術、経験は、必要とする人に届いてこそ意味があるのです。それこそが、あなたが
そのお仕事をされている「真の理由」ではないでしょうか？あなたがさらに輝き、そしてさらに
幸せな人を増やしていっていただけたら、と想っております。 

この本が、そのお役に立てたなら幸いです。 

幸せに輝く人が増えれば、世界はさらに輝いていく。 

あなたとあなたのビジネスが、幸せにうまくいくことを、祈っています。 

2019年9月吉日 

コーチMot       
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