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自分が音源を製作し、販売するイメージが明確になることでしっかりとハ

ードルが下がりできそうだなと「その気」になった（させられた）ところ

でコンテンツから販売方法、感想のもらい方まで詳細に手ほどきを受けて

まさに「あとはやるだけ」「自分次第」のところに連れていってくれるそん

な音源でした。  

自分が音源を製作し、販売するイメージが明確になることでしっかりとハー

ドルが下がりできそうだなと「その気」になった（させられた）ところでコ

ンテンツから販売方法、感想のもらい方まで詳細に手ほどきを受けてまさに

「あとはやるだけ」「自分次第」のところに連れていってくれるそんな音源

でした。 

 

とくにプライシングについて「惑星直列」の比喩には私も串刺しにされましたし値

下げですそ野を広げずに、上に向けていく思考を授けて頂いたことは、他音源でも

近い話はされていましたが、今回で腹落ちし今後の事業すべてに通ずる重要な「基

準」となりました。 

 

極端な話、音源販売に関係なくこの一点だけでも、音源代の 10 倍、100 倍の利

益につながります。 

 

音源を聞いて一番価値があったことは 

 

「業界 No.1 ではない自分が音源販売をしてもいいんだ」 

「自分の音源だから必要としてくれる人がいるかもしれない」 

 

と思えたことです。 

自分の意識の変容が、行動の変容へつながるのを主観と同時に客観的にも感

じ取れて、感動致しました。 

 

さっそく来週に顧客向けの勉強会を開催するのでそのまま録音し、販売してみた

いと思います。ニーズはありますが、あまり売れなかったとしても原価ゼロで在庫

なしですからそのまま放置してたまに売れるだけでも儲けものです。もし全然売

れなかったら、なかったことにして忘れます笑  

（寺内動物病院 獣医師 寺内 宏光 様） 
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まだ、音源を売っていない身ですが、仕事で価値を出し続けていく点におい

て、認識とアクションに変化が現れているのを感じております。  

鮒谷様、 

セカンドステージの皆様 

 

いよいよ、自分も「世の中に対して、何かお役に立てて対価を頂く」ということに

ついて、ようやく問題意識と希望両方の面で臨場感が湧いてきた矢先でしたので、

セールを契機に即、躊躇なく購買の意思決定が働いた次第です。 

 

「売らずに売る」という鮒谷さんの営業の真骨頂を、体験できた瞬間でもありまし

た。 

（「買ってくれ」とは一度足りとも言われていないが、日々の学びを通して、潜在

ニーズが掘り起こされた結果、セールをきっかけに、シームレスな購買行動に走っ

ていたと振り返っております） 

 

この音源には、「音源を販売する」というメインテーマであるものの、上記

で申し上げましたように、音源販売に留まらない鮒谷さんの営業スタイルの

真骨頂、「売らずに売る」や「エレガントさ」という部分についても多分に

盛り込まれているばかりでなく、マーケティングや情報発信という観点、そ

もそもビジネスとは？という抽象度の高い観点まで、広範囲な学びを頂くこ

とができる音源であると感じました。 

 

「音源販売する予定がない」と今までは考えて、当音源の購入を後回しにしていま

したが、音源販売に留まらない抽象度の高さは、それこそ「TMN の GET 

WILD が 36 バージョンリリースされていても、関係なく購入してしまう」

事例を音源内で語られている通り、リピートしても苦にならないコンテンツ

です。 

 

特に強烈に印象に残ったのは、「儲かるからという理由で売ってはならない」との

くだりでした。一瞬、「何のこっちゃ」という言葉ですが、逆に購入したくなる立

場に置き換えれば自明過ぎることで、「良いものはお金を出して買いたい」それだ

けのことです。これは、当たり前なのですが、なかなか難しいことに気付きます。 

 

売る立場になった途端、売上と利益欲しさに売る立場の目線でサービスを提供し

てしまう。だから、売りたい。だから、価格を下げてでも売りたい...となる。自分

が良いものを提供さえすれば、自然と相応しい価格も付くし、売れるのです。 
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私が最近始めた仕事でも、脈絡もなく「ニーズがあるから」という理由で、風呂敷

を広げようとして、上手くいかないことがありました。しかし、自分の文脈に沿っ

て良いものを提供すれば、売れる（お客様から喜ばれる）だけでなく、売っている

自分も充足感に満たされ、もっと取り組みたくなる。ということも最近感じてお

り、この音源では、「売る立場の充足感」についても触れられ言語化されているの

で、「仕事のポジショニング」という観点でも深く学ばせて頂きました。 

 

まだ、音源を売っていない身ですが、仕事で価値を出し続けていく点におい

て、認識とアクションに変化が現れているのを感じております。 

 

長くなりましたが、有難うございました！音源の新作、楽しみにしております。  

（圧巻のシステムエンジニア 船津 忠文 様） 
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今回購入させていただいた結論、大変大変満足しております！（※もう何回

聴いたかわからないくらい、日常の一コマとして聴いています）  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

いつも大変お世話になっております。 

 

昨年から鮒谷さんの音源を少しずつ購入させていただいております。そして、今回

消費税前の３０％オフセールと生々しい圧倒的な販売記録を拝見し、ふつふつと

購入意欲が踊り出しました。そして、気づいたら鮒谷さんの術中（！？）に楽しく

乗りながら、【音源販売 11 の理由セミナー音源】をポチっていました笑。 

 

さて、今回購入させていただいた結論、大変大変満足しております！（※も

う何回聴いたかわからないくらい、日常の一コマとして聴いています）とい

うのも、以前から鮒谷さんが提供なさっている音源販売の仕組みに興味関心を持

ち、もし仮に自分自身が音源販売をするなら 

 

・お客様にどのような価値を届けられるか。 

・お客様にどのような喜びを届けられるか。 

 

を一人悶々と考えていました。 

 

一方で、、自分一人で考えつくすには限界もあり、いつも鮒谷さんが仰ってい

る文脈で、【時間と知恵をお金で買う】ことに決め、購入致しました。さて、

本音源を聴いて多分に気づきを得ながら、現状、私の心に深く残っているのは、 

 

・価値を届けたいお客様は 99％の素人か１％の玄人向けなのか？ 

・体系立てた教科書通りの話より、当意即妙に良い意味の適当性で話す重要性 

・お客様の期待に対して、二段三段以上の価値を考え、そして、話す大切さ 

・売らずに売れるエレガントな販売タグの付け方 

・録音実行日程を決めて、決まっていなくても音源を作ってしまう時間管理術 

・世界観と処世術を効果的に切り分けて、一方で包含しながらお客様に価値提供す

る概念 

・音源の値付けに対する考え方 

・「ぶっちゃけ」と「実は」の言葉に隠されていた意味 

・鮒谷さんのメルマガには自動連続配信されるステップメールがない理由 
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・寝ている間に売上が発生しているリアルなお話 

・現代人には、動画よりも音源が刺さる理由 

 

が、特に大きな気づきとして残りました。 

 

この気づきを活かすために、年内までに、セミナー実施～音源作成～販売してまい

ります。 

そして、圧倒的な販売実績を誇る鮒谷さんの音源を目指して、粛々と行動を積み重

ねて参ります。 

 

改めまして、大変貴重な知見及び経験を赤裸々にご教授いただき、深く御礼

申し上げます。 

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。 

 

追伸、目標設定音源も気づいたらポチっていました。 

まさしくエレガントに拿捕された感覚です、笑  

（岡村 拓朗 様） 
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その他、音源販売にいたるプロセスを詳細に語っていただいていますし、集

客、販売、そしてその後のフォローまで、ほぼ迷うことはないようなプロセ

スがありますので、あとはやるかやらないか、だと思っております。  

今自分には、すぐに音源化できるようなコンテンツはないのですが、「作成し

ていかなければならない！」と強く感じました。 

 

自分になければ、人にしゃべってもらう、というアドバイスもありますし、自分で

も、やればコンテンツを作れるものと思っております。 

 

ビジネス X 経営者 X アジアでの仕事 X ヘルスケアなどをかけ合わせれば、オ

リジナリティをもったコンテンツを作成できるものとイメージがわきました。 

 

その他、音源販売にいたるプロセスを詳細に語っていただいていますし、集

客、販売、そしてその後のフォローまで、ほぼ迷うことはないようなプロセ

スがありますので、あとはやるかやらないか、だと思っております。 

 

この度も、素晴らしい音源を販売いただきまして、ありがとうございます。 

何倍にもして元を取り返したいと考えています。  

（製薬会社勤務 Ｍ．Ｆ 様） 
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顧客に対してどう向き合っていくべきか、ビジネスへの基本的な姿勢につ

いて示唆に富む話があり、とても聴きごたえのある音源でした。  

「あなたが今すぐ、音源販売しなければならない理由」というタイトルであり、

すぐに始められるコンテンツはないので、自分にはまだ用がないと思っていまし

たが、メールセミナーを読んでいるうちに、将来への備えとして聴いておいても

いいかと思い購入しました。 

 

内容は音源販売をすぐに実際に始めることをメインに話が進んでいきますが、顧

客に対してどう向き合っていくべきか、ビジネスへの基本的な姿勢につい

て示唆に富む話があり、とても聴きごたえのある音源でした。 

 

ビジネスについて深く考えさせられました。（私にとって目標設定と双璧をな

す音源になりました）多くの人が、自信のないコンテンツをいかに高く売ろう

かと考えているのに対して、鮒谷さんは、聴く人の人生をも左右する、プライス

レスの価値を持っていると確信しているものをいかにお客さまが購入しやすい価

格に「下げて」提供するかを考えている。 

 

これなら自信を持って売れるわけであり、音源販売を考えるならすべからくこう

あるべきだと思いました。 

 

やはり販売を考える前に、価値あるコンテンツを磨くことが第一ですね。それは

一朝一夕にできることではなく、日々の積み重ねが必要です。とても「今すぐ」

できることではありません。また急ぐことでもありません。充分に磨いてないう

ちに出すと台無しにしてしまうことになります。『中はずっしり重くて、 その

重みが自ずから外にも現れている、「分かる人には分かる」 そんな独特の説得

力を持つ言葉を 発信し始めるようになる』 

 

時が来るまで、中身を磨いていこうと決意を新たにしました。 

ものすごい価値を持った素晴らしい音源をありがとうございました。  

（伊藤企画株式会社 代表取締役 伊藤俊彦 様） 
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音源販売に特化した音源ではあるものの、自分が誰かに有償無償問わず価

値提供をする際に活かすことができる内容だと思います。  

鮒谷様 

 

この度は、貴重なお話を聞かせて頂き有り難うございました。 

 

音源販売を考えている訳ではないので、本来の対象者ではないのですが、私自身

が消費者側の思考しかもっていないので、販売側の思考を知りたいという思いで

購入させて頂きました。 

 

営業職でもないので、購入者側から見た世界しか知りませんでしたが、販売する

側がどのよう考えでコンテンツを作成し、それを購入者側にアプローチさ

れているのか知ることができて、今後の物の見方が変わってきそうです。 

 

音源販売に特化した音源ではあるものの、自分が誰かに有償無償問わず価

値提供をする際に活かすことができる内容だと思います。 

 

今回は自分の知らない世界・思考に足を踏み入れられた事が購入した成果

だと思います。 

自分自身の日々の思考や行動に活かして行きたいと思います。 

 

この度は、有り難うございました。  

（林 様） 
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私もやっと情報発信を毎日ブログでするようになって 1 か月強ですが、然

るべきタイミングで販売を試みたいと思います。  

今回の音源の価値は、これを購入した後に購入、繰り返し聞いた「フォロー

アップ音源」とのコンボによって、一層体感できました。 

 

フォローアップ音源、は、鮒谷さん音源の「ほぼ」すべてを購入／聞きま

くっている私のとって、「メガヒット」でした。 

中でも、情報発信に語られているものとの本音源の相性は極めてよく、音

源販売以前に自ら情報発信することの意味・価値を理解し、そのうえで、

それを販売していくという一連の流れが体に染みております。 

 

本音源で印象的だったのは、例えば、TM ネットワークといったアーティストの

ライブ CD は同じ曲で何度も発売している、1993 年 ver みたいな感じで。自ら

が有しているコンテンツも同じように、そのタイミングで販売していって良いん

じゃないか？その時のベストを出していけばよいのではないか？ 

 

というところです。 

確かに、上記のフォローアップ音源は 2012 年に収録されたもので、それが 6

年の月日を経ても、今の私に刺さっているという事実。非常に説得力がありまし

た。 

 

私もやっと情報発信を毎日ブログでするようになって 1 か月強ですが、然

るべきタイミングで販売を試みたいと思います。 

 

毎回大変な学びを有難うございます。  

（Ｍ．Ｎ 様） 
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時には私にとって厳しい話もありましたが、硬軟自在に取り混ぜた鮒谷さ

まのお話はとても面白く、熱意溢れる語り口はメルマガ以上に心に響きま

した。  

初めまして。いつもメルマガを楽しく拝読しております。 

 

セミナー音源を聞き始めて、開始 30 秒くらいで 

 

「うわっ！セミナーの対象者じゃなかった！どうしよう！！」 

 

と顔面蒼白になりました。私にはコンテンツはあるのですが、無料セミナーの経

験しかなく、しかも訳あって、音源販売をする場合は匿名でないと難しいような

のです。実社会でのつながりで購入して下さるような「お客さま」が、誰もいま

せん。しかも最低限の PC 知識もなさそうです。 

 

お話の中のコンサル用語？や PC アプリ？など、素人にはよくわからない言葉も

あったので、100%お話が理解できたか自信もありません。でも結果的に、購

入してよかったと思いました。 

 

一番印象に残ったのは、音源コンテンツの制作は、意外と簡単なのかもし

れないということでした。「私はスタジオも持たず、スタッフもおらず、最低

限の PC 知識もなく、iPhone のボイスメモという機能も使ったことがありませ

んでした。でもボイスメモなら、もしかしたら（練習したら）何とかなるかもし

れません。 

 

インターネット上で店を持ったこともありませんでしたが、○○○○というサイ

トの話を聞くと、素人でも販売サイトが持てそうな気になれました。（ネタバレ

なら伏字にしてくださいね！） 

 

同時に心に残ったのが、ものを売ることに対する鮒谷さまの真摯な姿勢。

メルマガで知っていたのですが、熱く語る鮒谷さまの話を聞いていると、

ものを売るのは厳しいけれど楽しいものだなと思えました。私は利益追求と

は縁のない場所にいるので、余計にそう思ったのかもしれません。 

 

音源販売サイトができたとして、それを売っていくためには、努力が必要。音源

販売が副業だとしても、やはり努力は必要でしょう。特に私の場合、今まで無料

で提供してきたコンテンツを有料にするわけですから、同じコンテンツでも、ど



■当音源（鮒谷周史の「圧巻！あなたが今すぐ、音源販売をしなければならない 11 の理由」 

セミナー音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/6332255 

ういう切り口でセールスしていくべきか、むしろそちらの方が大変かもしれない

なと思いました。お客さまも一から開拓することになりますし。有料化するとな

ると、講師としての技量もさらに磨かねばなりません。精進します。 

 

そんなわけで、時には私にとって厳しい話もありましたが、硬軟自在に取り混

ぜた鮒谷さまのお話はとても面白く、熱意溢れる語り口はメルマガ以上に

心に響きました。同じ講師として参考になることも多かったです。やはり

情熱は大事ですね。私の場合、有料セミナーが開催できませんので、無料セミナ

ーの録音（これもできるかどうかわかりません）、もしくは家人の寝静まった後

で、自宅でこっそり録音ということになりそうです。 

 

今まで有料セミナーは（音源も含めて）とても敷居が高く、怪しげな商法や金融

商品を売りつけるものもあって、うさん臭さすら感じていました。でも鮒谷さま

なら『平成進化論』でお人柄もある程度わかり、毎日毎日メルマガや日記を書き

続けた「意志の人」なら悪い人じゃないだろうというのが、購入の決め手でしょ

うか。 

 

いつかプロ講師として独立するための準備として、決して安くはない金額だった

のですが清水の舞台から飛び降りる気持ちで購入しました。頑張って元を取っ

て、夢を前倒しで実現させようと思います。何せ「失敗しても死ぬわけではな

い」し、「初期投資ゼロ」ですからね。 

 

長文かつ乱筆乱文、どうも失礼いたしました。寒さ厳しい折、どうかお身体ご自

愛ください。  

（Ｋ．Ｓ 様） 
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音源全体を聴いて、単なる音源販売の話だけではなく音源を作成する上で

の考え方なども、一段高い視点からもお話が多く、今後のいろいろな点に

活かせると思いました。  

コンサルタントという職業柄、手離れのいい商品を模索していたところに今回の

音源に関する案内があり即購入いたしました。 

 

音源を聴いて最初に感じたことはまずはやってみるということです。 

お金をいただくわけですから、 

 

どの程度のレベルに仕上げなくてはならないのか？ 

 

とついつい考えてしまいましたが、まず自分の持てるリソーズをフルに投下する

くらいの気持ちで作成すれば必要な人は購入してくださるでしょうし、不要な方

は購入しないと割り切ろうと思いました。 

 

私の場合、メルマガ読者がいないので、 

 

作っても売れるのか？ 

売る手段があるのか？ 

 

といったところが不安でしたが、そのような方に向けても説明があり、まずはや

るだけやってみようという気持ちになりました。 

 

音源全体を聴いて、単なる音源販売の話だけではなく音源を作成する上で

の考え方なども、一段高い視点からもお話が多く、今後のいろいろな点に

活かせると思いました。 

 

これからも他の音源を楽しみにしています。 

 

皆様の益々のご活躍を期待しています。  

（コンサルタント Ｔ．Ｎ 様） 
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音源ビジネスを行うにあたり、実践的な情報が満載で、コンテンツとファ

ンを持っている人であれば、すぐに元を取れる内容になっていると感じま

した。  

私は本音源の条件は満たしていないのですが、鮒谷さんの音源ビジネスの仕掛け

が知りたくて購入しました。期待通り、音源に留まらず、コンテンツビジネ

スの作り方が実践的に、詳細に語られており非常に参考になりました。特

に、下記の３点が印象的でした。 

 

１，音源ビジネスでは世界観が重要情報だけを渡すだけでなく、人生に紐づいた

世界観を渡す、ことが重要であることがよく分かりました。このことは音源の中

で視点を変えながら何回も説明されており、多面的に理解できるようになってい

ます。世界観を渡すことにより、単価を高くでき、ファンも付き、音源ビジネス

が良い方向に回ります。逆に、目先の需要があるからといって、自分の世界観で

ないものを売ってしまうと、ビジネスが悪い方向に回ってしまいます。世界観や

文脈を保ちながら、自分のブランドを作ることが重要です。そして、確かに鮒谷

さんはメルマガや音源や放談会で、それを行っていると思いました。 

 

２，感想の意義鮒谷さんが顧客の感想を重視していることが改めて理解できまし

た。単に、マーケティングツールとして使うだけでなく、顧客の学びを深め、満

足度を高めるためのツール、顧客のニーズを引き出す最重要な情報として考えら

れており、そのための工夫なども学ぶことができました。 

 

３，価格を低くしすぎない自分の値段を間違えた方のお話が印象的でした。後で

価格を下げることは簡単ですが、上げることは難しいので、安易に自分の専門性

を安売りしてしまわないこと、また、鮒谷さんが単価を維持するために、ご

自身のビジネスで考えていることを知ることができて、大変参考になりま

した。 

 

また、私はすぐに使うことができないのですが、音源ビジネスを行うにあた

り、実践的な情報が満載で、コンテンツとファンを持っている人であれ

ば、すぐに元を取れる内容になっていると感じました。私も早くその土俵に

乗りたいと思います。良質なコンテンツのご提供、ありがとうございまし

た。  

（半導体エンジニア 蔵本 貴文 様） 
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内容を拝聴すると、単に音源販売に特化しただけの内容ではなく、コンテ

ンツ制作や営業にまつわる気づきを多く得ることができました。  

セカンドステージの皆様 

 

この度は「あなたが今すぐ、音源販売をしなければならない 11 の理由」を購入

させて頂きましてありがとうございました。 

 

最初この音源のご案内を頂いたときは音源を販売するような予定も考えもなかっ

たため、 

 

「特に必要ないな。」 

 

と思っていたのですが、パブロフ化されてしまってせいか（笑）、ついつい

購入してしまいました。 

 

さはさりながら内容を拝聴すると単に音源販売に特化しただけの内容ではな

く、コンテンツ制作や営業にまつわる気づきを多く得ることができまし

た。 

 

まず、コンテンツ制作にあたっての基本的な考え方においては、「世界観から処

世訓につなげる」というお話をされていました。これを言い換えるとすれば「テ

クニック論だけではニーズが十分に開拓できないものであり、その背景にある考

え方を持ったコンテンツを作る必要がある」ということと理解しました。 

 

これまでセミナーなども何度か開催していましたが、この点が十分に意識できて

おらず、専門的な内容のみをお伝えしていたようなところもあったため、今後の

コンテンツ制作にあたっては世界観を伝えることも意識していきたいと思いまし

た。 

 

また、単価の設定にあたっては「抽象度の高いコンテンツは高額になり、具体的

な内容のコンテンツは安くなる」という発想も新たな気付きでした。営業（販売

促進）に関するお話としては、「安いと思っているものを高く売ろうとするので

はなく、高いと思っているものを安く売ろうとする」という基本的な考え方を持

つべきである、という部分が印象に残りました。 

 

その前提としては自分のやっている仕事や自分の持っている知識や知恵がどの程
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度の価値を持つものであるか再評価する、客観的な基準を持つ必要があることに

なります。これはコンテンツビジネスに限ったことではなく、日々の業務にも意

識していかなければならないことだと感じました。 

 

音源の売り方に関しては、「花が動いてどうする、待つの！」というお話が心に

刺さりました。どんなものでも人に売るということは簡単ではく、当初想定して

いたスタイルを崩して値下げしたり、販売の対象をむやみに広げて売りに行った

りすることをしがちですが、それをやってはならないことを再認識しました。 

 

コンテンツのコンセプトを確立させてその説明を尽くし、あとは「待つの！」の

心構えを持たなければならないのだと思いました。今回の音源を拝聴して音源を

販売してみたいと思い始めたところ、運よく近いところでセミナーを開催する予

定があったので、試しにこのセミナーで録音を行い音源販売をやってみようと思

います。 

 

この度は数々の気づきを頂きましてありがとうございました。 

今後も新しい音源を楽しみにしております。  

（アンサーズ法律事務所 弁護士 荒木 俊和 様） 
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「お金で時間で買う」と鮒谷さんから教えていただきましたが、まさしく

その感覚で聞かせていただきました。  

私自身、車内で気づきを得やすいため、それらを録音するという変わった趣味が

あります。（それらの内容・レベルは横においておいて） 

一時期それらを録りためており、一部販売も開始していたのですが、最初の数歩

で止ったままの状態が長らく続いていました。そのような状態のときに、今回の

「音源販売 11 の理由セミナー音源」のご案内があり、これをきっかけに再稼動

したいと考え購入をさせていただきました。 

 

また、購入のもう一つの目的としては、鮒谷さんがどのように音源販売に対して

の考えを持って、取り組まれてこられたのだろうか。特にその点に意識をおきな

がら聞かせていただきました。 

 

「お金で時間で買う」と鮒谷さんから教えていただきましたが、まさしく

その感覚で聞かせていただきました。おそらく、自身である程度までは考え

る事も出来たかもしれませんが、きっと遠回りしたり不要なことをしたりで、そ

うこうしているうちに時間が立ち、意識が薄れ、また止りかねないと思ったから

です。得られたものはたくさんありますが、 

 

例えば、 

 

「成果は外にある」 

「だからお客様からのご感想を熟読する」 

 

このあたりは非常に響きましたし、ややもすると、自分目線での 

 

「どうやったら買っていただけるだろうか？」 

 

という思考を延々と続けていたかも知れないと思うとぞっとしました。 

小さいながらも、地味に少しずつ、とはいえ、鮒谷さん仕込の仕組みに倣って私

なりのビジネスを構築・運用出来ればと思います。 

 

どうも有り難うございました。  

（Ｄ．Ｕ 様） 
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セミナーを受講して、音源販売のポイントを理解できただけでなくその場

で具体的に実践してみたことで、すぐに実践できそうな手ごたえをつかめ

ました。  

鮒谷さんがメルマガを通じて猛烈な勢いで日々音源販売されているのを見て興味

を持っておりました。セミナーを受講して、音源販売のポイントを理解でき

ただけでなくその場で具体的に実践してみたことで、すぐに実践できそう

な手ごたえをつかめました。 

 

気づき、学びを以下にまとめます。 

 

・コンテンツがあること自体が大きな価値となる。 

これが一番のパラダイムシフトでした。遠藤周作の事例がありましたが、自分で

は価値のないものだと思っているものでも価値を感じるお客さんもいるというこ

と。そして、コンテンツエントロピー増大の法則の話でもあったとおり、過去の

自分でもお客さんのステップになりえるということで「まずは実践してみよ

う」という決意を持てました！ 

 

・思ったより簡単にできるということです。笑かつ、リスクもない。 

 

・自動で、かつ、副次的に収益を生む仕組みが作れる。 

 

かつ、利益率が高いという素晴らしいモデルです。笑 

 

・文章ではなく、音源だから伝わるものがある。 

 

人間味であったり、リアル感は音源だからこそより伝わる。その他、感想のい

ただき方や、コンテンツ作りのポイント、惑星直列など、音源以外にも波

及できる内容も非常に有意義でしたので、これらの概念や手法をメルマガ

配信やブログ、メッセージ投稿などにも応用していきたいと思います。 

 

早速、今日の実践でいくつか構想をつくりましたので、5 月中に売上獲得するよ

う実践していきます！  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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音源ビジネスはとてもいいビジネスで、自分のコンテンツが見つかりまし

たら、取り組んでみたいビジネスだと思いました。  

今回の音源も、大変興味深く聞かせていただきました。 

音源ビジネスはとてもいいビジネスで、自分のコンテンツが見つかりまし

たら、取り組んでみたいビジネスだと思いました。 

 

音源の中で参考にしていこうと思った部分は、お客様の声をしっかりと聞いてい

く、ということです。鮒谷さんが数々のビジネスを成功されてきた秘訣は、お客

様が求めているものを見つけ、それを提供しているから、ということがよくわか

りました。 

商売をやっていると、自分自身が売りたいものを売ろうとしてしまうことがあり

ますが、そうではなく、お客様が何を求めているか、ということに耳を傾ける努

力をしようと思いました。 

 

また次回の音源も楽しみにしております。 

宜しくお願いいたします！  

（営業 Ｙ．Ｉ 様） 
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早速、今月中に企画とセミナー案内を出して、スケジュール化しました。

まさに音源の中で語られたプライスレスの価値かと思います。  

音源を聞かせてもらい、感想を送らせていただきます。 

 

私は、ちょうどセミナーをやろうかなとぼんやり企画していたところで、そのう

ち、ゆくゆくと思っておりましたが、音源を聞くことで、 

 

「今すぐにはじめなければならない」 

 

という考えに改められました。 

 

早速、今月中に企画とセミナー案内を出して、スケジュール化しました。

まさに音源の中で語られたプライスレスの価値かと思います。 

 

また、音源の中で「本読めや」の単なる知識を提供するのではなく、コンテンツ

のバックに人生変容を絡める点は、本当に腑に落ちました！ 

脳内に「！」でした！ 

 

ありがとうございました。  

（Ａ．Ｓ 様） 
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あなた様の 

 

『鮒谷周史の 

 「圧巻！あなたが今すぐ、音源販売をしなければなら

ない 11 の理由」セミナー音源』 

のご購入をお待ちしております。 

お求めは下記リンクよりどうぞ。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/6332255 

音源販売を進める上での疑問について鮒谷が回答す

る、ショートコンサル付きバージョンは下記リンクよ

りお求め下さい。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/9700274 


