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もし、鮒谷さんのセミナーや音源を購入し、たくさん学んでいるという方

の中で、理論理屈は理解はしているはずなのに、なぜか突き抜けた結果を

出すことができていないという人がいらっしゃるようであれば、個別コン

サルティングは非常におすすめです。  

全 6 回コンサルティングの第二回目。 

今回も超濃厚な時間を共有していただきましてありがとうございました。 

 

ここ（二回目のコンサル）に至るまでに、幾種類もの音源を聴き込んできました

ので、鮒谷さんの思考や言語はかなりのレベルで自分の脳内に入り込んでおり、

十二分に理解をしているつもりではおりましたが、今回の個別コンサルにてあ

らためて、自分の脳内バグがしつこく残っていたことが分かりました。 

 

人間の脳は、自分にとって都合の悪い事実を無意識のうちに遠ざけてしま

います。しかし、それは無意識であるがゆえに、自分の力では絶対に顕在

化させることができません。それを、今回の 2 時間の対話の中で、鮒谷さ

んにしっかりと掴み上げていただきました。 

 

約 3 週間前の 1 回目のコンサルを経て、最新バージョンＯＳへの上書きも終了

し、日々の思考や行動にも変化が出始めましたので、いよいよ今回は具体的な行

動レベルで成果を出す思考をまとめたいと思って臨んだ二回目の個別コンサルテ

ィング。 

 

しかし問題は、私の脳内にしつこく残っていたゴミが最新バージョンＯＳの動き

を妨げていたということが対話の中でハッキリし、今手を付けるべきことは個別

具体的な何かではなく、脳内の根本部分の整理整頓（バグの除去）であることを

理解させていただきました。 

 

私の脳内のバグ、ゴミが、一体どんなもので、そしてどこに潜んでいるのかがコ

ンサル時間の最初は見えない中で、さまざまな切り口から私の脳内を覗いていた

だき、解析していただきました。 

 

「道具がハンマーしかない者はどんな問題も釘に見えてくる」というマズロー

（？）の言葉がありますが、ダメなコンサルタントはどんな相手にも一律に

ハンマーを使おうとします。せいぜい叩き方の強弱くらいしかできないの

ですが、鮒谷さんが他のコンサルタントと大きく違うのが、こちらの状況

に合わせて、あらゆる道具を使い分けながら、こちら側の問題の本質を見

極めようと力を尽くしてくださること。 

 

そして、問題の本質を見極めたあとの、問題解析能力の高さにも驚かされ

ました。問題解決ではなく問題解析。 

多くのコンサルタントは、問題を見つけたらすぐに「自分のやり方」で解
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決しようとしますが、解決策は手段であり、その手段はコンサルの受け手

本人（私）が自分で考えて導き出す必要があります。 

 

なぜなら、個別具体的な問題解決の手段である打ち手については、コンサルタン

トよりも現場を知っている私自身が、自らの責任の中で考えたほうが、結果が出

る可能性も高いと思うからです。 

 

コンサルタントが提示した解決策をそのままやった方が、解決が早い場合

もあるかも知れませんが、もしそれで解決しない場合、心のどこかで「コ

ンサルタントのせい」にして自分を許してしまいかねません。 

 

あくまでもコンサルタントには問題を解析してもらうにとどめ、解決策は自分で

絞り出すことによって、結果に対する全責任を自らが負う覚悟でやった方が、マ

クロ視点ではより大きな価値になるのではないかと感じました。 

 

そして、「これが問題ですね」というだけでなく、その問題に対してどうい

うマインドで向き合うべきか、その選択肢を与えてくださいます。これ

も、「こう向き合いなさい」ではなく、向き合い方や考え方の選択肢を提示

してくださり、その先は私自身が、自分で問いを立てて自分でやるべきこ

とを考えるように促してくださいます。 

 

これは音源やセミナーでは絶対に味わえない、個別コンサルティングなら

ではの魅力だと、今回もあらためて感じた次第です。 

 

もし、鮒谷さんのセミナーや音源を購入し、たくさん学んでいるという方

の中で、理論理屈は理解はしているはずなのに、なぜか突き抜けた結果を

出すことができていないという人がいらっしゃるようであれば、個別コン

サルティングは非常におすすめです。 

 

無意識、無自覚なバグを脳内に抱えたまま、どれだけ素晴らしく有益な理

論理屈を学んだとしても、そのバグがその理論理屈に絡んでしまうこと

で、自分流の曲がった理論理屈に変換されて脳内にインストールされてし

まいます。そして、それは無意識・無自覚であるがゆえに、自分ではその

状態の恐ろしさに気づくことすらできないのです。 

 

おそらくこれは、素晴らしい価値のある音源をヘビーローテーションして

も、改善されないと感じました。それどころか、自分の脳が不都合な真実

を隠したまま、自己流の理論理屈に上書きをして塗り固めてしまうので

す。 

 

ですので、無意識・無自覚な脳内バグを除去しないままに、音源をヘビーローテ

ーションすることは、むしろ害悪にすらなるのではないかと思ったくらいです。 
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あくまでもこれは、私の個人的な感想ですが、そのような状態を脱することが

できる商品やサービスは、セカンドステージ様とことば未来研究所様の商

品ラインナップの中で、「個別コンサルティング」しかないのではないかと

思いました。 

 

まだまだ、私自身が激変するまでには、時間も行動も大量に必要ですが、ここか

ら「一人プロジェクトＸ計画」を、最低でも 1 年は継続して、結果にこだわりな

がら走っていこうと思います。 

 

今回の個別コンサルでも、貴重なお時間をいただき本当にありがとうござ

いました。 

 

また、このような長文の感想をお読みくださるために、鮒谷様と、セカンドステ

ージのスタッフのみなさまの、大変貴重な可処分時間と可処分認知能力を使って

いただきましたことに、心より感謝申し上げます。  

（Ｓ．Ｆ 様） 

 

  



 - 5 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

 

今後、どのような金融危機に直面しようが、どのような災害に直面して全

財産を失うことがあろうが、今回のコンサルを通じて身に付けた能力は、

劣化もしなければ誰にも奪われる心配もなく、どのようば場面でも機能し

続けてくれるだろうと思います。 

仮に、日本の日経平均株価が 10,000 円を大きく割り込むことになって世

界が大不況に陥っても、この能力があれば食うに困ることは一切ないだろ

うことも確信しています。 

「圧巻セールスコンサル全 6 回」の全日程を終えての感想をお送りさせていただ

きます。 

 

鮒谷様、セカンドステージのみなさま、この度は本当にありがとうございまし

た。 

全 6 回、約半年に渡る個別コンサルティングで、私の内面に大きな変化が

起こりました。料金は約 108 万円と決して安い金額ではありませんでし

たが、コンサルを受けた後の感想としては、かなりお得な買い物だった

と、心から感じております。 

 

誰もが社会人として歳を重ねる毎に、まっとうに生きていればお金の稼ぎ方は上

手になります。しかし、ほとんどの人はお金の使い方は下手なままです。いや、

歳を重ねる毎にお金の使い方がどんどん下手になってしまう人も少なくありませ

ん。 

 

経営者としての経験上、お金は稼ぎ方よりも使い方が上手でなければならない

と、私は心から思っておりまして、使い方が上手であればあるほど、お金は

雪だるま式に増えていくということを理解し、それを常々意識しておりま

した。 

 

そういう観点から、今回、鮒谷さんの個別コンサルに 108 万円のお金を

使うことができた申し込み当時の自分に対して、褒めてやりたいと思って

います。本当に良いお金の使い方をしたと心から感じていますし、最高に

価値のあるお金の使い方だったと、申し込みを決断した当時の私を振り返

ってみても、そして半年後の今も感じています。 

 

2 時間×6 回。合計 12 時間もの莫大な時間を、鮒谷さんが私だけのため

に使ってくださり、鮒谷さんが持っていらっしゃるもののすべてを、私の

脳内にインストールしてくださる。このサービスに対して、私が鮒谷さん

にお支払いした代価は、わずかに 108 万円だけです。 
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鮒谷さんが今の鮒谷さんのようになるまでには、膨大な時間とお金が投じ

られていて、表には見えないような深い試行錯誤の連続があったであろう

ことを想像すると、それらを統合し、そこから、私という個人に対してフ

ルカスタマイズ最適化されて提供されるのですから、108 万円は激安であ

るということが、誰にでも理解できるのではないかと思います。 

 

ただし、私が 108 万円という金額を、「108 円」や「1,080 円」かのよう

に、さくっと払えるような金銭感覚を持っているわけではないということを、補

足してお伝えしておこうと思います。 

 

多くの人にとって、提供される価値が目に見えない「コンサル」という商

品に対して、100 万円以上のお金を支払うことは、躊躇もされると思いま

すし、多くの痛みを伴うのではないかと思います。私も同様でした。申し

込み前に、どんな価値が提供されるのかということが約束されていない以

上、最悪は 108 万円という多額のお金をドブに捨てることも想定せねば

ならないわけで、その恐怖が無かったわけではありません。 

 

しかし、お金というものは、大胆に使っていかなければ増えません。1 万

や 2 万円をしょぼしょぼ使って学んでも、大きなリターンを期待すること

はできません。また数万円程度のお金を学びに使う人間はゴマンといるわ

けで、差別化にもなりません。学びに対して 100 万円単位のお金を躊躇

なく使うことができてこそ、大きく飛躍することができるのではないか。

そのように考えて、思い切って申し込みをしてみたのですが、これが結果

として大正解であったわけです。 

 

「圧巻セールスコンサル全 6 回コース」に 108 万円を投じて得られたも

のは、個別具体的なセールスに関するノウハウだけではありませんでし

た。 

 

もちろん、一つ一つのノウハウも、鮒谷さんが手取り足取りとてもていね

いに教えて下さいましたので、それだけでも 108 万円を大きく超える価

値がありましたが、それ以上に、今までのビジネススタイルを根こそぎ変

えるレベルの、質の高い思考回路を私の脳にインストールしていただいた

ことが、もっとも大きな価値だと感じています。 

 

おかげさまで、今後は懸命に商品やサービスを売り込むというような、前世

代的セールス活動をする必要が一切なくなりました。今後はただただ「ぶ

らぶら歩いているだけで売れていく」能力に磨きをかけていくのみです。 
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今後、どのような金融危機に直面しようが、どのような災害に直面して全

財産を失うことがあろうが、今回のコンサルを通じて身に付けた能力は、

劣化もしなければ誰にも奪われる心配もなく、どのようば場面でも機能し

続けてくれるだろうと思います。 

仮に、日本の日経平均株価が 10,000 円を大きく割り込むことになって世

界が大不況に陥っても、この能力があれば食うに困ることは一切ないだろ

うことも確信しています。 

 

前回の感想にも書かせていただきましたが、今後 50 年は働くことを考える

と、今回 108 万円を支払って得られたものは、総額 20 億から 30 億く

らいには変換できると思います。 

ということで、今回は激安の買い物でした。 

 

本当にありがとうございました！ 

また、新たな能力を手にしたくなったときには、お世話になりたいと思います。 

（Ｓ．Ｆ 様） 
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毎日を過ごしている中で何となくしっくり感が無い方は、鮒谷さんに超高

性能ウイルススキャンをして貰い、自分の PC が無意識の内にウイルスに

侵されていないか、確認してみるのも良いかもしれません。 

昨日のコンサルティング、ありがとうございました！ 

 

改めて、思わぬところで思考の落とし穴にはまってしまうことがあること

を痛感しています。例えるならば、久しぶりに会った友人と食事に行く場合に

おいて、天ぷらのお店を予約することにしたのですが、・素晴らしい内装・駅か

ら近い・気が利く料理人といった点を意識してお店を予約した一方、友人は天ぷ

らが嫌いなことを忘れていた。というイメージかもしれません。 

 

この時、恐ろしいのは、「友人は天ぷらが嫌い」ということが意識から消えてし

まえば、思い出しようが無い。（修正のしようがない）というところ。結果とし

て、気がついた時には手遅れになっている。（予約をしているのでお店を変える

ことはできない。）ということになってしまうのではないかと思うのです。 

 

さらに恐ろしいことに、この思考のバグは、色々な経験を積むほどに、脳内

に埋め込まれる可能性が増えていくと考えています。なぜなら、情報が入

れば入るほど、その情報に対する「解釈」が生まれ、その解釈がバグを生

み出すからです。つまり、バグを避けるには、情報を遮断するしか方法が

無いのです。 

 

そう考えると、バグは発生するものである。という前提条件に立った上

で、対策を練っていく必要がでてきます。この時、脳内のバグを見つけて

頂く上で最適な方法の一つが、鮒谷さんの個別コンサルティングではない

か思います。 

 

実際、昨日のコンサルティングにおいても、バグを見つけて頂きました。 

バグであることさえ分かれば、（バグを意識の上に顕在化することができれば）

あとは漆塗りをして、解釈を変えていくだけです。そういった意味では、個別コ

ンサルティングの価値の一つは、鮒谷さんに思考のバグを見つけて貰い、

それを意識の上に顕在化させて貰うことではないか。と感じた次第です。 

 

例えが適切か分かりませんが（汗）、まさに、超高性能なウイルススキャンの

ようなイメージではないかと思います。冒頭のわずかな会話で脳内のウイ

ルスを見つけ出し、「あなたの中にこんなウイルス入ってましたよ。」と提

示してくれる。ウイルスが除去されると PC もサクサクと動くようになる

ため、「何で今まであんなことで悩んでいたのだろう」と一気に視界が開け

るイメージです。 

 

パソコンを見る以上、（何か情報を頭に入れる以上）ウイルスが侵入してく
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る可能性をゼロにすることはできませんので、継続的なコンサルティング

を通じ、ウイルスを定期的に除去して貰うことは必須ではないか、と感じ

ました。むしろ、ウイルスが侵入してきても大丈夫だ。と思えば、心おき

なくネットサーフィン（情報のインプット）ができるというものです。 

 

ですので、毎日を過ごしている中で何となくしっくり感が無い方は、鮒谷

さんに超高性能ウイルススキャンをして貰い、自分の PC が無意識の内に

ウイルスに侵されていないか、確認してみるのも良いかもしれません。 

 

改めまして、昨日のコンサルティング、ありがとうございました！ 

 

次回のコンサルティングに向け、行動を積み重ねて参ります。 

 

次回も何卒宜しくお願い致します！ 

（Ｒ．Ｏ 様） 
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自らの行動規範を一気に変えていくためには、自らの信条を変えてくれる

言葉に出会う必要があると思いますが、高い確度で自らの信条を変えてく

れる言葉に出会うことができるのが、鮒谷さんの個別コンサルティングで

はないかと考えています。  

生きてきた中で、ハンマーで殴られたような衝撃を受けた言葉。というのをどな

たも一つか二つは持っているのではないかと思います。 

 

「衝撃を受ける」という言葉を言い換えると、パラダイムシフトが起こる瞬間。

と言えるかもしれません。より具体的には、今までの信念や考え方が一気に崩れ

去る瞬間、とでも言えるでしょうか。この時、衝撃を受けた言葉というのは、他

人にとっては何てこと無い言葉であることがほとんどだと思います。 

 

ちなみに、（個人的な話で恐縮ですが）私が人生で衝撃を受けた最初の言葉は、

学生時代に教授から言われた「人は理屈で考えるが、理屈では動かない」という

ものでした。コテコテの理系で理屈っぽく、人付き合いがうまくいってなかった

からこそ、この言葉に衝撃を覚えたのだと思います。 

 

ここから言えることは、一見当たり前のような言葉であっても、受け取る人

の文脈（状況や背景など）によって、その価値は劇的に変わるというこ

と。そして、何気ない言葉によって自分が今まで築き上げてきた信条が崩

れ、行動の変化が起こり、結果として人生が大きく変わる。ということが

起こりえるのではないかと考えています。 

 

つまり、自らの行動規範を一気に変えていくためには、自らの信条を変え

てくれる言葉に出会う必要があると思いますが、高い確度で自らの信条を

変えてくれる言葉に出会うことができるのが、鮒谷さんの個別コンサルテ

ィングではないかと考えています。 

 

コンサルティングにおいては、瞬時に私の状況を察知して頂き、今の私を

形作っている信条や考え方を踏まえた上で、その枠組みを編集・拡張・破

壊・置き換えといった形で縦横無尽に動かしてくれます。結果として、今

まで見えていた世界が全く違うものとして見えるようになるのです。 

 

今までの人生で衝撃を受けた言葉、すなわち、自分の行動規範ががらっと

変わるような言葉を確度高く伝えて貰うことができるのであれば、それは

いくらであったとしても、安いと言えるのではないでしょうか。なぜな

ら、（ウィリアムジェイムズの言葉を借りれば）行動が変われば運命が変
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わるからです。 

 

そういった意味で、個別コンサルティングを通じて変化・変容のきっかけを

提供して下さる鮒谷さんには、本当に感謝の気持ちしかありません。 

 

改めましてありがとう御座いました！ 

次回も何卒宜しくお願い致します！  

（Ｒ．Ｏ 様） 
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「出会った人によい痕跡を残す」というポリシーを持たれている通り、コ

ンサルティングにおいてもその通りにされています。つまり、その人柄に

よるところが大きいのです。その人に得あるいは、徳があるように話を持

っていってくださる心情がとてもとても好感を持ちます。そのため、一般

庶民では高額と感じるコンサルティング料金（失礼な言い方であったらお

許しください）でも受講したいという衝動にかられるのです。 

中断していたコンサルティングが再開して、久しぶりに鮒谷さんのお声を聞

き、感激いたしました。 

 

コロナ禍の中でも、夏の間の移動は可能と思ったのですが、あにはからずや、8

月の感染者が増え、さらに移動がままならなくなりました。 

 

そんな中、そろそろコンサルティングを受けたいと思っていたタイミングで、お

声がけがあったことは、大変うれしく、ありがたく感じました。 

 

コンサルティングで得られた内容は大変有用でありますが、私が鮒谷さん

のコンサルティングを受けているのは別の理由もあります。 

 

「出会った人によい痕跡を残す」というポリシーを持たれている通り、コ

ンサルティングにおいてもその通りにされています。つまり、その人柄に

よるところが大きいのです。その人に得あるいは、徳があるように話を持

っていってくださる心情がとてもとても好感を持ちます。 

 

そのため、一般庶民では高額と感じるコンサルティング料金（失礼な言い

方であったらお許しください）でも受講したいという衝動にかられるので

す。 

 

実際、1 月に受講したコンサルティングでは、来たるべきウイルスのパン

デミックの話をうかがいました。そのコンサルティングの翌日、職員にマ

スクの大量発注を行うよう指示しました。職員は、何のことか分からない

という風でしたが、1〜2 週間すると、その意味を理解して、自分たちの

判断で、さらなる発注をかけていました。 

 

また、その話をヒントに自分でマスクを生産している企業を調べてみまし

た。そして、そうした企業の株を購入した結果、1 クールのコンサルティ

ング料金にあたる利益を享受することができました。つまり、コンサルテ

ィングで得た情報で、コンサルティング料金をまかなうことができたとい



 - 13 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

うことです。 

 

この話には、もう少し余談があります。投資がヘタな私は、普段、株の売買

で損を出しているのです。そういう私でも利益を出したということです。

さらに、売却の時期を誤ったため、利益を減らしたにもかかわらず、コン

サルティングフィーを捻出することができたのです。 

 

もし（過去あるいは歴史に、もしもはありませんが）、私が 1 日早く売却

していたら（投資の上手な方はそうしているようです）、コンサルティン

グ料金の 3 クール分の利益を出すことができたでしょう。 

 

そういう即物的な利益の恩恵もありました。 

 

しかし、鮒谷さんのコンサルティングの本質は、中長期にわたって得られ

るベネフィットの方が大きいことです。 

 

これは、鮒谷さんが短期的に得する、あるいは儲ける方法や情報にたけていると

いうこともありますが、時間をかけて複利で利益を得るというという視点に

常にフォーカスしておられることが大きな要因だと思われます。 

 

この度のコンサルティングで中長期的な課題をいただきました。このタス

クによる収穫を得た際には、さらなる御礼を申し上げることになると思い

ます（それは、確信しています）。 

 

コンサルティング後のメッセージも頂戴し、とても感謝しています。ありがとう

ございました。 

（殿山 勇次 様） 
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個別コンサルティングを受けさせて頂いたこの 7 か月間の密度は、これま

での人生の中で最も濃かった日々。と言えるかもしれません。より正確な

表現をするならば、変化・変容を強く感じた 7 か月。と言えるかと思いま

す。 

昨日のコンサルティング、ありがとうございました！ 

 

鮒谷さんと個別相談会で初めてお会いさせて頂いたのが、約 2 年前のこと。当方

が会社を設立してから約 5 年が経ちますが、鮒谷さんとお会いする「前の 3

年」を「1」とするのであれば、「後の 2 年」は「30」ぐらいの密度だっ

たと感じています。別人になった気がしています。 

 

もちろん、まだまだ箸にも棒にもかからないちっぽけな存在ですが、2 年前に鮒

谷さんにお会いしていなかったと思うと、本当にゾっとします。 

 

とりわけ、個別コンサルティングを受けさせて頂いたこの 7 か月間の密度

は、これまでの人生の中で最も濃かった日々。と言えるかもしれません。

より正確な表現をするならば、変化・変容を強く感じた 7 か月。と言える

かと思います。コンサルティングの内容を記録した書類を読み返す度、ブ

ルブルと震えております。 

 

これからの 2 年で、更に 30 倍の 900 にすることをイメージしながら、日々の

一つ一つの仕事を前に進めて参ります。形の上では、6 回のコンサルティングが

一区切りついたということもあり、まとめのようなイメージで感想を書かせて頂

きました。 

 

改めまして昨日はありがとうございました！引き続き、宜しくお願い致します！ 

（Ｒ．Ｏ 様） 
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ここ数年、鮒谷さんとは半年に 1 回のペースで個別コンサルの場を持たさ

せていただいております。そうすることで定期的に自分の立ち位置を見直

すことができ、また、継続しているのである程度ご状況を理解いただいて

おりそれに即してアドバイスいただいている、ということで、有意義な時

間を過ごさせていただいております。 

鮒谷さん、みなさま 

 

 

今回は個別コンサルティングのアレンジありがとうございました。ここ数年、

鮒谷さんとは半年に 1 回のペースで個別コンサルの場を持たさせていただ

いております。そうすることで定期的に自分の立ち位置を見直すことがで

き、また、継続しているのである程度ご状況を理解いただいておりそれに

即してアドバイスいただいている、ということで、有意義な時間を過ごさ

せていただいております。 

 

今回は、落穂ひろいと自分の業務（会計事務所業務）との関連を教わりました。

すなわち、落穂の話でお客さんの心を引き、そこをフックにしてお客さんの心を

掴んでから、自分が本当に伝えたい価値を伝えていく、ということです。やっぱ

り、落穂の話は経営者は好きなので、心を掴みやすい。ということで、まずはぼ

く自身の落穂ラインナップを作り、それをお客さんに進められるようにしていき

たいです。 

 

それとともに、その価値をお客さんに伝える（認知の書き換え）。ややもすると

お客さんはサービスの価値をわからなかったりします。なので、自分が提供した

サービスの価値をしっかりお客さんに理解できるよう継続的に伝えていく、とい

うことが必要だということです。確かに、値切ってくるお客さんだと、「あまり

価値が通じてないな～」と思うことがあるので、そうならないようお客さんには

適宜適切に価値を伝えていきます。 

 

会計事務所の未来はやっぱり、厳しいものがある、という見方も提示いただきま

した。なんとなく、認識していましたが、実際に口に出して言われるとインパク

トがあります。それに対応するには、事務所としてのスタンスを確立することが

大切ということで、共通の知人である●●さんのことを例にしてお話いただきま

した。とりあえず、●●さんとは情報交換をしてみよう、かな、、と考えていま

す。 

 

後は変な客について。やっぱり、「嫌だと思う客はとらない」ことが重要、とい

うように言われました。目の前の 1000 円は拾わない、と。嫌な客をとって多

少のお金は払っていてもらっても、不快な気分に陥ったりそこに認知能力を奪わ

れたりしたときのマイナスは大きすぎる、ということでした。 

 

あとは、お金を払ってくれない時の対応。マインドセットとしては「お金を回収
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するまでがビジネス」、「お金を払わないのは客ではない」という考えを持つこと

が必要。プロセスとしては、まずは、期日までに入金されない場合はすぐに確認

する、これが大切。その次に、ひたすら督促を続ける。つまり、うるさい奴から

お金を払っていくということ。あとはホームページや契約前の前置きで若干威嚇

しておきお金を払ってくれるような心理的素地を作る。払えない時には分割払い

とする。最終的には、厳しめだけど相手の身にも立ったメッセージを送り、そこ

までやったら終了。自分の事務所の中で、こういったフローが確立されていない

ことが真因だった、ということで、資金を回収するためのフローはあらかじめ考

えておきたいと思います。 

 

その他、人員はバッファーをもっておくこと、値引きは all 拒絶すること、未来

は起こりうる最悪のことを想定しておくこと、今はやれなくても時間をかけて詰

んでいくことの必要性、その他個別具体的な落穂の話やメルマガ/音源の裏側の

話等役に立つこと興味深いことが満載でした。 

 

今回もありがとうございました。こちらをふまえて 2021 年も動かしていきた

いと思います。 

（公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 
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気づかず落ち込んでいた思考の盲点に、適切な言葉の処方箋を出していた

だいた、と深く感謝しております。 

鮒谷さま、 

セカンドステージの皆さま、 

 

今回もたいへんお世話になりました。 

 

前回から半年以上あいてしまいましたが、毎度ながらすばらしいアドバイスを

くださり、本当にありがとうございます。 

 

今回の内容を一言でまとめれば、「排金主義から、拝金主義へ」という表現にな

るかと思います。決して意識しているわけではないものの、僕はどうしても「戦

略」や「物語」に気が向いてしまい、肝心の「お金」や「売上」、もっと言えば

「目先の利益」を、おろそかにしてしまうクセがありました。 

 

もしかするとこのクセは、コンサルを初めて受けた６年前から、あまり変わって

いないかもしれず（汗）、それゆえ鮒谷さんには毎回のように、似たようなお話

を頂くことになってしまい、たいへん恐縮しております。やはり今回も同じよう

に、無意識にお金を「排除」してした僕の思考を、逆方向の「崇拝」に戻してい

ただいたことが、コンサルの眼目であったと感じています。同じ「はいきん」で

あっても、「排」と「拝」ではやることがまるで変わるので、一事が万事なら

ぬ、一字が万事を胸に刻んで、今後の活動に注力していく所存です。 

 

もちろん拝金主義とはいっても、目先の利益を信奉せよということではなく、

「あくまでもそれが現状のボトルネックなのだから、変数を最小化するためにそ

うするべき」という文脈で伝えていただいたので、驚くほど摩擦なくシームレス

に、すんなりと受け入れることができています。 

 

また、コンサルを受ける前までは、自分のコンテンツの営業に際し、「囲碁は簡

単、言葉は困難」という思いこみがありましたが（実際事前にお伝えしていたテ

ーマも、新たな囲碁コンテンツに関するものでした）、鮒谷さんの研ぎ澄まさ

れたビジネス感覚に触れ、「言葉は簡単、囲碁は困難」という、またして

も真逆の（汗）価値観に書き換えていただくことができました。 

 

とはいえ僕にとっては、「目先の利益」と「言葉」が結びつくならば、あえて囲

碁の道を進むより話が早いですし、掲げていた目標も効率的に達成可能になりま

すし、何より、囲碁を販売しようとしていた当初の目的も、本当は言葉の方面に
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あったことを思いだし、気づかず落ち込んでいた思考の盲点に、適切な言葉

の処方箋を出していただいた、と深く感謝しております。 

 

と、ここまでいろいろ書いてきましたが、より具体的かつシンプルな表現に直す

ならば、「商売は●●●●である」と刮目して事に当たれ、という叱咤激励であ

ったかと理解しております。（笑） 

 

ただし本当に、いまの僕に必要なのは、そういう気概ないし覚悟であったと思う

ので、引き続き鮒谷さんのメルマガ等々から、●●●●のお作法や具体論を学び

つつ、「拝金主義」を実現していこうと思います。 

 

あらためてこのたびも、貴重な時間をありがとうございました。次回のコンサル

時には、「●●●●がうまくなりましたね」と鮒谷さんに言ってもらえるよう、

泥の中の行軍に勤しんでまいります！ 

（若柳諒 様） 
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圧巻セールスコンサルのゴールとしては「ぶらぶら歩いているだけで売れ

ていく」「一切売っていないのに売れていく」ここだと思うのですが、全

6 回のコンサルのまだようやく半分を超えたところですが早くもこれの要

諦がハッキリと見えました。  

今回もコンサルティングを実施していただき誠にありがとうございました。 

 

前回のコンサルティングから今回のコンサルティングまでの一ヶ月間で私

の中で大きな変化が訪れました。圧巻セールスコンサルのゴールとしては

「ぶらぶら歩いているだけで売れていく」「一切売っていないのに売れて

いく」ここだと思うのですが、全 6 回のコンサルのまだようやく半分を超

えたところですが早くもこれの要諦がハッキリと見えました。 

 

まだまだ目の前に現れている数字は小さなものですが明らかに今まで（コンサ

ルを受ける前）にはない成果が現れはじめたのは間違いなく、この延長線

上の未来にワクワクしている次第です。 

 

ここから先は、具体的な方法論について教えていただくという流れに入ってきて

おり、その方法論もビジネスをより高効率化していくためには非常にあり

がたいアドバイスを今回もたくさんいただきましたがそれよりも何より

も、「ぶらぶら歩いているだけで売れていく」「一切売っていないのに売

れていく」という根本の要諦を、ここまでにいただくことができたのが私

の中では非常に大きいと感じております。 

 

この圧巻セールスの要諦は、実際のセールスの現場だけでなく、人生のあ

らゆる場所で応用できるものですのでこれからの人生もかなり楽しみにな

ってまいりました。 

 

今回も個別コンサルティングをありがとうございました！ 

引き続き、次回もよろしくお願いいたします！  

（Ｓ．Ｆ 様） 
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家が建ってはじめて自分の無力さを知る、ではないですが、未だ家が建っ

ていなからこそ、自分の理想の家を建てるため（そして、理想の家を建て

るチャンスは人生で一度しかないかもしれないので）プロにしっかりと教

わることが重要ではないかと思います。  

昨日のコンサルティング、ありがとうございました！ 

 

学びは事後的にしか分からない。という意味においては、コンサルティングは受

けてみなければその価値は分からない。ということになってしまいますが、敢え

て言葉にさせて頂くとするならば、 

 

鮒谷さん：棟梁 

当方：新米の大工 

 

のようなイメージになるかと考えております。 

 

新米大工が、いきなり現場（ビジネスの世界）に放り出されたら、とりあえず我

流で家を建て始めるかもしれませんが、（とりあえず目の前の目標に向かって動

き始めるかもしれませんが）それで立派な家を建てることは難しいと思われま

す。むしろ、中途半端な知識で建築をはじめてしまうと、修正するのに多大な時

間がかかってしまうのではないでしょうか。 

 

ただ、新米の大工であるが故、「何をどうすれば良いのか分からないから、とり

あえず周りの大工を見ながら見よう見まねでやってみる」しかないのです。そん

な時、棟梁の方がいれば、「そもそもお前はどんな家が作りたいのか？」と

いった形で、シンプルな問いかけを通じて、新米大工の目的を明確化して

くれます。さらに、棟梁の方は、新米大工だから故、うまく言語化できな

い思いをくみ取り、「実はお前はこんな家が建てたいのではないか？」とピ

ンポイントでこちらの思っていることを言葉に落とし込んでくれます。 

 

新米大工からすると、「そうそう、そんな家なんです。」と軽い気持ちで流してし

まいそうですが、思いを上手に言語化するというのは、実は絶大なる価値が

あることだと考えています。なぜなら、言語化ができなければ、ある意味

その概念はこの世に存在していない。ということであり、言語化によっ

て、はじめて 0 が 1 になるからです。 

 

そして、棟梁は決して特定のデザインの家を作るように強制することはあ

りません。逆の見方をすれば、どんな家でも対応することができるという

ことです。どんな家でも作れる棟梁。という方は日本広しと言えど、ほと

んどいないのではないかと思います。（まして、そのような棟梁の方にマン

ツーマンで指導して貰うということは更に希少性が高いことだと思いま

す。） 
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さらに、棟梁は理想とする家のイメージを具体化してくれるだけではな

く、一つ一つの工具の使い方にも精通しており、全ての道具を職人レベル

で使いこなせるスーパー大工でもあります。この時、道具を使いこなせる

という言葉の意味は、「のこぎりは木を切る時に使うものだ。」といった表

面的な知識ではなく、個別の道具が、理想とする家を作る上でどのような

意味付けとなり、その道具が本質的にどのような価値があるのか。という

ことを教えてくれます。 

 

結果として、一つ一つの道具を使いこなすスキルだけではなく、家と道具

の位置づけを有機的に整理することができるようになるのです。このよう

な棟梁の方にマンツーマン指導を受けた場合と、現場で見よう見まねで一

から家の建て方を覚えていった場合。どちらが良い家を作れるようになる

かは、明らかではないかと思います。 

 

家が建ってはじめて自分の無力さを知る、ではないですが、未だ家が建っ

ていなからこそ、自分の理想の家を建てるため（そして、理想の家を建て

るチャンスは人生で一度しかないかもしれないので）プロにしっかりと教

わることが重要ではないかと思います。 

 

最後になりますが、新米大工は頑張るぐらいしか能が無く、人並以上に頑張らな

ければ棟梁に見限られてしまいますので、次回のコンサルティングまで、しっか

りと考えを整理した上で臨ませて頂ければと考えております。 

 

改めまして昨日はありがとうございました！ 

来月もよろしくお願い致します！  

（Ｒ．Ｏ 様） 
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世界観を学んだら、あとは実行するだけですので、次回のコンサルティン

グまで、我武者羅に動いて参ります。 

先日のコンサルティング、ありがとうございました！ 

 

メールマガジンとコンサルティングの違いを一言で言うなれば、「伏線」

と言えるかもしれません。伏線という言葉を勝手に意訳すると、発信者が持つ

世界観と受信者が持つ世界観が異なる場合において、世界観が異なることを共有

しない中で行われる具体的な会話（事象）。となるでしょうか。（たった今、私

の辞書に加わりました笑） 

 

分かりやすいイメージとしては、推理小説のような感じではないかと思います。

犯人が逮捕された時に「そりゃそいつが犯人だよな。」と思う小説は、驚

きも感動もありませんが、「お前が犯人だったのか！」という結論になる

小説は、今までの認識が一気に崩れ去り、それまでのストーリーが一気に

違う景色に変わります。 

 

すなわち、伏線が回収される。ということになると思いますが、推理小説のよ

うに、「そういうことだったのか！」という認知の変化を起こさせてくれ

るのが、メルマガとコンサルティングの最大の違いではないかと思うので

す。 

 

では、伏線を張ることによって何が変わるのか、ということになるかと思

いますが、それは、「変化・変容の度合い」です。伏線を張らない会話（す

なわち、相手が自分の世界観を予め示している会話）においては、相手がどれだ

け論理的で、こちらにメリットがある話をしたとしても、本能的に拒絶反応が起

こってしまい、世界観の変化・変容が起こらない可能性が高いのではないかと思

います。（いきなり売り込んでくるセールスが良い例ではないかと思います。） 

 

その一方で、伏線が張られた会話というのは、発信者の世界観が隠された

ままであり、会話がこちらの文脈から始まることから、その内容が受け入

れやすく、結果として気が付いたら世界観が書き換わってしまうのです。

この時、メルマガにおいても伏線を張ることは可能だと思いますが、個人の文

脈・世界観に紐づいた伏線にはできないという意味において、どうしても限界が

あるのではないかと思います。 

 

また、伏線を張った会話というのは、極めて難易度が高く、鮒谷さんがメルマガ

で紹介されていた「二つの頂点—『英文解釈教室』と『ビジュアル英文解釈』
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—」の文章を一部借りるのならば、網羅的で、全ての形を拾い尽くして体系的に

並べることが第一歩。その上で、「体系」を隠し、「現場性（コンサルを受ける

人の文脈）」を取り込みながら、流れるように導いていくことが第二歩。であ

り、言葉についての卓越した知見をお持ちで、且つ、コンサルティングと

いう現場性を取り入れた量稽古を重ねられている鮒谷さんだからこそでき

る芸当なのではないかと思うのです。 

 

今回のコンサルティングにおきましても、（具体的な言葉だと生々し過ぎ

ますので、あえて少し抽象的な表現をさせて頂くと）「自分で考えないこ

と」「国際規格を作ること」「感情を持たないこと」「内部に刺さりこむ

こと」といった世界観を学ばせて頂きました。 

 

これは、自分で考え続けていたら、到底辿りつけない世界観ではないかと

思います。世界観を学んだら、あとは実行するだけですので、次回のコン

サルティングまで、我武者羅に動いて参ります。 

 

改めまして、今回のコンサルティングもありがとう御座いました！引き続き、宜

しくお願い致します！ 

（Ｒ．Ｏ 様） 
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鮒谷さんの「圧巻セールスコンサル」は、定番メニューではなかったと思

いますので、誰もがいつでも申し込めるものではないかと思いますが、も

し申し込めるタイミングがあって、少しでも「ぶらぶら歩いているだけで

売れていく人は何をしているのか？」ということに興味がある人がいらっ

しゃいましたら、その時にはぜひ、すぐに 108 万円を振り込むことをオ

ススメします。 

鮒谷さん 

 

今回も個別コンサルをありがとうございました。 

 

「圧巻セールスコンサル」としての５回目のコンサルも、非常に有意義な時間

となりました。 

 

ぶらぶら歩いているだけで売れていく人は何をしているのか？ 

どうすれば、自分もその領域に行くことができるのか？ 

 

おかげさまで、これがしっかりと理解でき、鮒谷さんが伴走してくださっての

約５ヶ月の間で、自分の脳内の深い部分に刻まれ、身体にも深く染み込み

ましたので、もう後戻りすることなく、あとは逓増し続ける人生を送るこ

とができるだろうと確信しています。 

 

圧巻セールスコンサルは、全６回で合計約 108 万円の金額をお支払いし

たわけですが、実際にここまでのコンサルを受けてきて、非常に安いと感

じています。 

 

なんせ、自分はこの先 50 年くらいは働き続けるであろうことを考える

と、その 50 年間、ずっと「ぶらぶらと歩いているだけで売れていく」わ

けで、そこで得られる利益金額を考えたら年平均少なく見積もっても

1000 万円、50 年間としたら 5 億円です。5 億円を稼ぐ能力を 108 万

円で手に入れられると考えれば、安いと感じざるをえません。 

 

そして、「ぶらぶら歩いているだけで売れていく」能力は、時々刻々と磨きをか

けていけば、その能力は逓増し続けるであろうことは容易に想像もつきますの

で、ここから先は私の実力次第ということになろうかと思いますが、おそらくい

ただいたものは 5 億なんてもんじゃなく、20 億から 30 億くらいには変

換できるのではないかと思っています。 

 

ま、でも、世の中で多くの成果を出していらっしゃる方のことを考えれば、30

億くらいは 2～3 年で稼げるようにならなければショボい感じもしますので、ま

だまだ今回の圧巻セールスコンサルでいただいたものの効果が、5 億や 10 億程

度では「ショボすぎますよ」と、圧巻セールスの使い手である鮒谷さんに叱られ
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てしまいそうですね。 

まずはショボいところからのスタートにはなりますが、しっかりと地に足をつけ

て引き続き頑張っていこうと思います。 

 

鮒谷さんの「圧巻セールスコンサル」は、定番メニューではなかったと思

いますので、誰もがいつでも申し込めるものではないかと思いますが、も

し申し込めるタイミングがあって、少しでも「ぶらぶら歩いているだけで

売れていく人は何をしているのか？」ということに興味がある人がいらっ

しゃいましたら、その時にはぜひ、すぐに 108 万円を振り込むことをオ

ススメします。 

 

今の時代、108 万円では軽自動車も買えません。そんな金額で、「ぶらぶ

ら歩いているだけで売れていく人」の裏の裏まで知ることができ、そして

その能力を自分にもインストールすることができるということを考えた

ら、その価値が分かるはずです。 

 

私は、鮒谷さんのメルマガを購読しはじめて 2 ヶ月位で、この「圧巻セー

ルスコンサル」を申し込んだのですが、その当時、勢いで申し込みの決断

をした自分を褒めてやりたいと思っています。 

（Ｓ．Ｆ 様） 
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かなり久しぶりでしたので、色んな過去の経緯をお話した中で今日はこの

まま近況報告で終わるだろうという直前に、最後に見事なまでの予想外の

着地（今後のコンサルの方向性、次回までの宿題）になり感動を覚えまし

た。自分でも自覚はしていませんでしたけれども、その内容は確かに私の

クリティカルなニーズであり、弊社のメイン事業のボトルネック部分に間

違いありませんでした。  

この度は、鮒谷さんのオールインワン・パッケージの第一回個別コンサルにてお

世話になりました。 

 

振り返ってみると、鮒谷さんとのご縁はちょうど 10 年前に三日間セミナーの第

一期に参加したのが対面での始まりでした。メルマガはその 3 年前くらいから読

んでいたかと記憶しております。その当時のセミナー参加費 30 万は借金返済中

だったこともあり、妻に恐る恐る相談して渋々了承してもらったのを鮮明に覚え

ています。そのセミナー参加を機に、ブログを始めメルマガを始めました。 

 

しばらくして、セミナー主催をしたり、コンサルティングを再開したりして紆余

曲折があって今の自分があります。当時からは信じられない今はその 10 倍の費

用をお支払いして、鮒谷さんのオールインワン・パッケージを受けられるように

なるとは夢にも思いませんでした。 

 

10 年前のあの時から激変したきっかけを頂いた鮒谷さんにお礼奉公をし

たいのと、3 年前に 3 回目の起業した事業がひと段落して踊り場に来たの

もあり、鮒谷さんのお知恵を拝借したいという気持ちでメールを読んで直

ぐに申し込みしました。 

 

かなり久しぶりでしたので、色んな過去の経緯をお話した中で今日はこのまま近

況報告で終わるだろうという直前に、最後に見事なまでの予想外の着地（今

後のコンサルの方向性、次回までの宿題）になり感動を覚えました。自分

でも自覚はしていませんでしたけれども、その内容は確かに私のクリティ

カルなニーズであり、弊社のメイン事業のボトルネック部分に間違いあり

ませんでした。 

 

鮒谷さんのいつもおっしゃっている「代価の 10 倍返し」の価値を提供す

るという覚悟を肌で感じさせて頂きました。 

 

最後具体的な宿題を頂きまして、早速ですが、社内にて状況ヒアリング&リサー

チして下記の３つを準備始めました。 

 

・（ライターによる）従業員ヒアリング 

・（担当に依頼する）LINE＠のホームページ埋め込み 

・（今後相談したいこと）LINE＠のステップメール 
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次回までに多少の進捗報告ができればと考えております。 

引き続き１年間よろしくお願い申し上げます。  

（株式会社 ten 代表取締役 西村 淳 様） 
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鮒谷さんの個別コンサルはいつも、今最も注力すべき具体的な事柄に加え

て、将来において汎用性のある意思決定基準を伝授いただけるので、コン

サルが終了した後もその意思決定基準でもって、ビジネスを更に発展させ

ていくことができるものと考えます。 

鮒谷さん、この度もコンサルティングにおきましては、私にとって新たな（そ

してこれからにおいて必須な）視点をいただきまして、ありがとうござい

ました。 

 

ともすれば個人事業主（フリーランス）としての発想に持っていかれがちな私に

とっては、収益を上げる＝自らが動いて売上げを上げる＝（いつまでたっても）

労働集約型のビジネスに留まってしまいます。 

 

パーソナルトレーナーの私の場合、労働＝運動指導なので嫌いではなく、むしろ

好きなので、ついこちらでの発想を広げてしまいがちになります。 

（鮒谷さんが仰るトレーナー筋でもって、強引に肉体労働に持っていこうとして

しまいます。笑） 

 

これから私がもっとビジネスを広げていく＝影響力を大きくしていく＝単位時間

あたりの生産性を上げていくのに必要なことは、とにもかくにもビジネス筋の強

化であり、経営者として、資本家としての物事の考え方。 

 

そのためには注力すべきは仕組み化（システム化）であり、パッケージ化

（標準化）であり、手離れの良いモデルを作ることなのです。 

 

そのような発想でもって目の前の仕事をこなしていくと、これをどのようにパッ

ケージ化できるのだろう？とか、このパッケージを誰に対して外販できるのだろ

う？、その際にはどのようなメリットを訴えていけば良いのだろう？という疑問

を、常々脳内にて回すことになります。 

 

これこそが、高速で PDCA を回し続けることになり、時間が経てば経つほど逓

増していくビジネスモデルの構築につながるのではないでしょうか？ 

 

鮒谷さんの個別コンサルはいつも、今最も注力すべき具体的な事柄に加え

て、将来において汎用性のある意思決定基準を伝授いただけるので、コン

サルが終了した後もその意思決定基準でもって、ビジネスを更に発展させ

ていくことができるものと考えます。 

 

まずは今回仰って下さった具体的な課題に注力し、同時に経営者としてのビジネ

ス筋を稼働し続けて参ります。 

 

（個人的な意見ですが）多くのトレーナーは仕事柄、リアル筋（体力）には自信

のある者が多いと思います。その体力を基盤に、この度いただいたビジネス筋の
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発想を持ってビジネスに当たっていくと、もっともっと結果を出すことができる

と考えます。 

 

私もトレーナー育成コンサルタントとして、まずは自らがよりビジネス筋を鍛え

て、単位時間あたりの生産性を高めるとともに、コンサルティング受講生に対し

てもそういった経営者としての考え方を伝授して参ります。 

 

この度も五十歩も百歩も先を歩まれている鮒谷さんならではのアドバイ

ス、本当にありがとうございました！ 

 

引き続き日々のリアル筋トレの方も、頑張って（いや、習慣化なので頑張らず

に...笑）ご継続ください。 

 

これからも宜しくお願いいたします。 

（Ｓ．Ｎ 様） 
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鮒谷さんの個別コンサルをまだ一度も受けたことがないという方がいらっ

しゃいましたら、ぜひ一度体験してみるといろんな事がわかると思いま

す。特に「コンサルティング」や「教育」を生業にされている方には大変

オススメです。  

今回も個別コンサルティングを行っていただきありがとうございました。 

 

圧巻セールスコンサル、今回ですでに三回目ですが、あらためてまだまだ

自分の脳内バグが残っていることに気づくことができました。 

 

今一度あらためて、自分のありたい姿（Being 目標）と照らし合わせ、なぜこの

事業を行っているのかという原点を再考しています。 

 

そして、なぜ、鮒谷さんにコンサルをお願いしようと思ったのか？ 

なぜ、圧巻セールスを身に着けたいのか？ 

 

鮒谷さんの個別コンサルティングは、自分にとっての不都合な真実につい

て強制的に考える機会としてとても有意義な時間になっています。 

 

自分は今、どのフェーズに取り組んでいるのか？ 

そしてそれは全体戦略のどの部分を構成していることなのか？ 

さまざまなことを考え直しております。 

 

実は、コンサル直後はスッキリとした気がしていたのですが、考えれば考えるほ

どに、良い意味でのさらなる混乱状態に入ってまいりました。 

 

コンサル時間だけでなく、コンサルが終わって、それから時間が経過する

ごとに思索が深まっていきます。これこそが、鮒谷さんの個別コンサルテ

ィングの真髄なのかと感じながら、今この感想を書いております。 

 

短期的な結果につながるだけのハウツーを教えてくれるようなコンサルであれ

ば、成果は見えやすいのかも知れませんが、それで得られるものは良くも悪くも

目に見える短期の成果だけです。 

 

それに対して、鮒谷さんには長期に渡って効き目があるような、本質的かつ

抽象度の高いことをお話していただけるからこそ、コンサル中やコンサル

直後よりも、ある程度の時間が経過したほうが思索が深まってくるのでは

ないかと感じています。 

 

鮒谷さんの個別コンサルをまだ一度も受けたことがないという方がいらっ

しゃいましたら、ぜひ一度体験してみるといろんな事がわかると思いま

す。特に「コンサルティング」や「教育」を生業にされている方には大変
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オススメです。 

 

目先の細かな課題を解決するのではなく、コンサル後、時間が経過すれば

するほどにクライアントの脳に刺激が入っていくようなことができてこ

そ、コンサルタントとして、または教育者として価値が高まると思うので

すが、それを実際に体感・体験することできる機会はまずありませんか

ら。 

 

鮒谷さん、この度も熱のこもったコンサルティングをしていただきありが

とうございました。 

 

次回もまたよろしくお願いいたします。  

（Ｓ．Ｆ 様） 
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自分の中ではかなり常識にとらわれない思考で動いているという実感はあ

るのですが、いざ鮒谷さんに相談させていただくと、本当に高い視点から

俯瞰していただき、本来の進むべき道への可能性を示唆してくださいま

す。  

鮒谷さん、本日は貴重な個別コンサルティングを 

ありがとうございました。 

 

あろうことか、個別コンサルのコースを申し込んでいたにもかかわらず、 

日々の仕事の忙しさにかまけて、半年もコンサルを先送りにしてしまったことを

今すごく後悔しています。 

 

それと同時に、本日コンサルを受けさせていただいたことで、現状から大き

く脱皮できそうで、希望ある未来が見えてまいりました。 

 

コンサルを受けさせていただく度に感じるのが、 

 

【いかに自分が思い込みの中で生きているか】 

 

ということです。 

 

自分の中ではかなり常識にとらわれない思考で動いているという実感はあ

るのですが、いざ鮒谷さんに相談させていただくと、本当に高い視点から

俯瞰していただき、本来の進むべき道への可能性を示唆してくださいま

す。 

 

今日も本当に多くの学びがあったのですが、大切なのは【決めつけること】であ

ることを特に強く学ばせていただいた次第です。 

 

その中で最もありがちな、そして、同時に決してあってはならないことが、 

 

【同業種の事例に目を向けること】。 

 

同業種を見て今後のことを目算するということは、一般的には有効であるのでし

ょうが、同業種という箱にひとたび入れば、その箱から脱することができず、結

局のところ同業他社と似たり寄ったりの結果に終わってしまうように思います。 

 

そうではなく、あえて異業種に目を向けることにより、場合によっては大きな利

益率を目指すことが可能であるかもしれないし、また場合によっては大きく生産

性を伸ばすことも可能であるかもしれません。 

 

できるかどうかではなく、【そうなる！と決めること】。 
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利益率を 2 倍 3 倍にすると決めること、生産性を 2 倍 3 倍に高めると決めるこ

と、このことこそが重要であるということを学ばせていただきました。 

 

起業から 3 年を迎えようとしている状況ではありますが、同業種で今の状況を俯

瞰してみると、まぁ順調な方かな・・・といったところかと思います。 

 

ただ、経営として自らのビジネスを俯瞰してみると、利益率や生産性といった観

点から見たときに、「まだ全然始まっとらん！」ということになるわけです

（汗）。 

 

本日は、その中での具体的な方向性についてもアドバイスをしていただきまし

た。 

ぼんやりとは考えていたことではあったのですが、抽象度の高いお話か

ら、極めて具体的なお話にまで降りていただき、目の前の進むべき道が、

すごくクリアになったような気持ちです。 

 

これから進んでいくべき道が明らかになった今、やるべきことは、 

 

【こうなる！と決めてそこに全力で執着を持って打ち込む】 

 

こと。 

 

こんなに実績を挙げられている鮒谷さんでさえ、常にこの執着する気持ちを持

ち、ガンガン前進されているということを知り、本当に身の引き締まる思いでし

た。 

 

今日で個別コンサルはひとまず終わりとなりますが、また引き続き継続し、しっ

かりと尻を叩いていただきたいため、また継続してのコンサルを申し込ませてい

ただきたいと思います。 

 

また引き続きお世話になりますが、 

これからもよろしくお願いいたします。 

いつも本当にありがとうございます！  

（Ｙ．Ｍ 様） 
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申し込み直後から不安よりも期待のほうが高くワクワクしながら臨んだ 1

回目のコンサル。期待値がめちゃめちゃ高い状態でコンサルを受けさせて

いただいたわけですが初回からその高い期待値を超えるであろう感触があ

り 「キてるなぁ～これは。」と、思わず言葉が漏れてしまった次第です。 

「キてるなぁ～これは。」 

 

これが、はじめて鮒谷さんの個別コンサルを受けさせて頂いて Zoom の接続を切

った直後に自然に口から出た言葉でした。全 6 回の個別コンサルの第一回目。メ

ルマガ購読歴 3 ヶ月程度で、セミナーに参加したこともなければ音源も購入した

ことがなかったので、鮒谷さんがご提供されているサービスを購入させていただ

くのははじめてだったのですが、メルマガの中の文章にあった 

 

「人生に効く生涯劣化しないスキルが身につく」 

「いただいた金額の 10 倍をお返しする」 

 

という言葉が、私の中に強く突き刺さり、気がついたら 100 万円オーバー

の「圧巻セールスコンサル」に申し込んでおりました。 

 

申し込み直後から不安よりも期待のほうが高くワクワクしながら臨んだ 1

回目のコンサル。期待値がめちゃめちゃ高い状態でコンサルを受けさせて

いただいたわけですが初回からその高い期待値を超えるであろう感触があ

り 「キてるなぁ～これは。」と、思わず言葉が漏れてしまった次第です。 

 

今回、私にとってはじめてのコンサルで申し込み前は鮒谷さんの音源を聞いたこ

ともなかったのですがコンサル申込みの特典として「圧巻セールスセミナー音

源」をいただきましたのでその音源をしっかりと聴き込んでからコンサル当日に

臨みました。 

 

そのおかげで、「セミナー」と「個別コンサル」の違いがハッキリと分かり鮒谷

さんが提供されている圧巻サービスの真骨頂は「個別コンサル」にこそあ

りと感じた次第です。 

 

更に言うなら、もっとも高額である個別コンサルがもっとも費用対効果が高

いのではないかと感じた次第。（セミナーを受講したことがないので セミナ

ー音源を聞いた状況での比較になりますが） 

 

私がどういうところでそれを感じたかということをこれからお話します。 

鮒谷さんには、いくつもの成功事例があり、確信し実証されている成功法

則がありそれをセミナーや放談会では包み隠さず 100%公開し、なんな

ら、ご自身がやっていることや鮒谷さんのお客さまの生事例を一コマ一コ

マ、誰にでも分かるようにしてゆっくりコマ送りにして説明されていま
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す。 

 

「これをやって結果が出ないわけがない」「これをやらずに結果が出ないの

は当然でしょう」ということを、懇切丁寧に誰にでも分かる言語に変換し

た上で教えてくださっています。 

 

ですので目標設定が明確にされていて行動力のある方であればセミナー音

源だけでもすぐに自分の事業にあてはめて PDCA を回しまくることで確

実に結果が出るであろうことがイメージできます。 

 

ただし自分の事業にあてはめようとしたときに鮒谷さんの教えを概念としてコピ

ーすることはできても具体的な実務レベルで完コピすることは当然できません。

一度抽象度をあげて普遍化してから自分の事業に落とし込まねばなりません。シ

ンプルではありますが、イージーではありません。 

 

それを個別コンサルでは私という一個人だけのために完全カスタマイズを

して長期（6 ヶ月）伴走しながら具体的な実務レベルにまで言及し最善の

ソリューションを提供してくださるのです。 

 

もちろん、まだ 1 回目のコンサルを受けただけですから目に見える具体的な変化

があったわけではないのですが今後のコンサルを経ていくプロセスで「これ

は確実に変わっていく」「変わらないわけがない」と確信できるようなもの

をわずか 2 時間の間にご提供いただいたということです。 

 

鮒谷さんは音源（セミナー）の中で、繰り返し「お客さまの信念を変えるという

ことはしない」「お客さまが自発的に変えたいと思っていないことを、無理に変

えさせたりしない」ということをお話されています。（言い回しは少し違うかも

知れません）このことも、コンサルを受けながら強く伝わってきました。 

 

私が現状で行っていることの中には、鮒谷さんから見れば、「やめたほうが

良い」と一刀両断したいこともあるだろうことは容易に想像ができます。

しかし、そういうことは一切せずに、私の考えや私がやっていることを尊

重した上でビジネスを成長させるための具体的な方法をご提案くださるの

です。 

 

コンサルタントとして、私が結果を出せるようにしてくださるだけでなく

こちら側のレベルに合わせ信念や行動を否定したり、無理に変えさせたり

することなく丁寧に愛情を持ってカスタマイズしていく。 

 

初回、あっという間の二時間のコンサルでしたが、こうした鮒谷さんの愛のあ

るスタイルを、深く感じた次第です。 

 

実は、今だから言えることですが、こうしてコンサルを受ける前は、ある心配、
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不安がありました。それは、高いレベルの仕組み、システムを構築し、単位時間

あたりの生産性には強いこだわりを持っていらっしゃる鮒谷さん限られた可処分

時間、限られた可処分認知能力を投下する先を、めちゃめちゃ厳選されていらっ

しゃるであろう鮒谷さんそして、付き合う人の質には並々ならぬこだわりを持っ

ていらっしゃるであろうことが容易に想像できる鮒谷さんですので、ビジネスパ

ーソンとして質の低い人間のことをどこか見下したり、生産性に対する意識が低

い人間を遠ざけるようなところがあるかも知れない、、という心配、不安。（大変

失礼な言い方で申し訳ないのですが、、）代金は事前にお支払いはしていますので

相応のものは提供してくれるだろうとは思いながらも鮒谷さんのお眼鏡に適う顧

客でなければ、つまり鮒谷さんにとって個別に 2 時間という時間を共有する相手

として、全 6 回とすれば合計 12 時間という膨大な時間をマンツーマンで共有す

る相手として、その 12 時間という時間の ROI が低いと思われる人間には本気を

出して対応してくださらないんじゃないだろうかという心配、不安があったので

す。 

 

私が知る限り、有能な士業の方やコンサルタントの方、また、有能な医師やトレ

ーナーの方など素晴らしい力を持っていらっしゃるとしてもすべての顧客に本気

を出して対応するかといえば全くそんなことはありません。 

 

意識的に顧客を選別するようなことはしていないかも知れませんが彼らも人間で

すから、無意識だとしても本気を出したいと思う顧客に対するサービスとそうで

はない顧客に対するサービスでは明らかに質が異なり、それは、サービスを提供

する当人は気づかなくても顧客としてサービスを受ける側の人間はハッキリと気

づいてしまうものです。 

 

無論、能力の高いプロフェッショナルの本気を引き出せないのは基本は顧客の責

任だと私は考えていますのでサービスを提供するプロが、本気を出して対応しな

いとしたらこちら側が未熟であったと考えさるを得ないわけですので、もし、今

回鮒谷さんにはじめてコンサルをしていただくにあたり鮒谷さんがあきらかに本

気を出して対応していないと感じたとしたら、それはもう諦めるしかないわけで

すが、 

 

その場合は、今回の 100 万円強という金額は、勉強代と考えるしかない。そし

て自分がまだ未熟であったことを恥じそれを糧に次のステージに進む決意を固め

る機会にするしかない。そんな心配、不安があったというわけです。 

 

しかし、そんな不安は一瞬でかき消されました。正直に申し上げて私の現在の

ビジネスパーソンとしてのレベルは鮒谷さんのお眼鏡に適うレベルでは全

くありません。単位時間あたりの生産性も全然低いですしましてや、鮒谷さん

が私との個別コンサルのために投下した時間に見合うだけの何かを、私がお返し

できるとも、今は全く思えません。そんなレベルの私に対しても、非常に丁

寧にそして愛情を持って応対してくださりなにより、絶対に「10 倍返

し」をしようという強い意思が言葉の端々に伝わってくるのです。 
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「私は最高のものを提供します。 これは支払った金額の 10 倍以上の価値があ

ります。 しかし、これを活かして結果を出せるかどうかはあなた次第です。」

ということが全く無く、あくまでも私自身の、変化変容に対してコミットし

てくださっているのが、ビンビン伝わってくるのです。これはもう、「個別

コンサル」でしか味わえないと断言しても良いかと思います。（他のサービ

スを受けたことがないので、 想像にしか過ぎないのですが。） 

 

まだ、この先 5 回の個別コンサルが残っておりますが、*私の事業が確実に変わ

るであろうことが確信できる 1 回目の個別コンサルの時間でした。 

 

鮒谷さんと、その鮒谷さんの活動を支えるセカンドステージのみなさまに心より

感謝申し上げます。セカンドステージのスタッフのみなさまがいらっしゃらなけ

れば今の鮒谷さんの個別コンサルのクオリティにはなっていないと思います。本

当にありがとうございます！！ 

 

そして、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

いずれ、鮒谷さんやセカンドステージのみなさまの方から会いに行く時間や手間

をかけてでも一緒に時間を過ごしたいと思えるような人間になることが、私の一

つの目標になりました。  

（Ｓ．Ｆ 様） 
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今回の契約と既存契約の更新とで既に全 8 回のコンサル料の数倍の価値を

頂いてはいますが引き続きよろしくお願い致します。  

鮒谷さん 

 

今回も事前提出させて頂いた現状資料より、課題をズバリついた内容のコンサ

ルありがとうござました。 

 

営業とは「状態のマネジメント」であり日常の振る舞い全てが営業に繋がってい

る。契約獲得のスキルを無意識的無能から意思的有能に書き替え無意識的有能に

昇華させることでぶらぶらしているだけで売れる営業になれる。 

 

これまでも、コンサル、音源、メルマガ通じて何度も心得として学んできたこと

ですが頭ではなく意識として理解できるまでに漸く辿りつくことができた気がし

ています。 

 

コンサルを受けてから 1 ヶ月間その内容を強く意識した行動と結果を感想として

送らさせて頂きます。ずるずると関係を続けていた複数の見込客に対してはこれ

までの受け身対応を改め強めの攻めのジャブを打ち続けてみました。失敗した時

はビッグデータを手に入れたとポジティブに割り切ることを決め、行動とその結

果を振り返りながらアルゴリズムの構築中です。 

 

まだ 1 社とも契約には至っていませんが各社との状態をマネジメントできてきた

という感覚が芽生えてきておりこれから新たに出会う見込客も含めた今後の展開

にわくわくしています。一方、コンサル前日に面談した企業さんからは 4 月から

の契約開始という内示を頂くことができました。 

 

鮒谷さんから強く推奨して頂いた量・スピードによる申し訳ないよね営業（脱帽

モード）を実践し、効用を伝授頂いた距離感を縮めるための（笑）も織り交ぜな

がらえいやっ！と決めに掛かった結果です。ありがとうございました。現在、役

員稟議中ということですのでこれもコンサルでご指摘頂いた通り最後の詰めを誤

らないよう特に気を引き締めて対応中です。 

 

コンサルでご教授頂いた 

 

▼相手のフォームを崩し 

▼グリップを「握る」鮒谷さんはキ〇〇マと表現されていましたが（笑）ことを

少し実践できたことで重心が下がってきた気がしています。 

 

とは言え、契約獲得は仕事のスタートでしなくこれからが本当の勝負です。契約

獲得スキルの量稽古を重ね一日も早く無意識的有能に昇華させご契約頂いたお客

様の 
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▼求めている価値を認識し 

▼その価値を超えていくことに全ての認知能力を振り向けていけるよう一層精進

していきます。 

 

今回の契約と既存契約の更新とで既に全 8 回のコンサル料の数倍の価値を

頂いてはいますが引き続きよろしくお願い致します。  

（Ｙ．Ｋ 様） 
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いろいろと際どい話も伺うことができ、やはり自分たちの常識の範囲外に

こそ Hack が眠っているということがよくわかりました。おかげ様で打ち

手を考え、実行に移す数とスピードが上がってきたように思います。  

鮒谷 周史様 

 

お世話になっております。先週は２回目のコンサルティングありがとうございま

した。 

 

今回は妻も同席させていただき感謝申し上げます。 

 

いろいろと際どい話も伺うことができ、やはり自分たちの常識の範囲外に

こそ Hack が眠っているということがよくわかりました。おかげ様で打ち

手を考え、実行に移す数とスピードが上がってきたように思います。 

 

この数日の間でも、ツイッターで弊社人気キャラ投票を行いフォロワーが

200 名以上増えたり、台湾マーケットへの進出が進んだりと、小さいです

が成果につながっております。 

 

打ち手とその効果を可能な限り数値的に追いかけながら次回のコンサルティング

まで実績を積み上げていきたいと思います。 

 

次回もよろしくお願いいたします。  

（デザイン＆ランゲージ株式会社 代表取締役 鈴木 大介 様） 
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コンサルを受け、今一度ビジネスパートナーと対話を繰り返すことで、少

しづつ今年一年の"道"が見えてきました。拡散のフェイズと収束のフェイ

ズを見据えて、新しい一年でさらなる成長と飛躍を目指していきたいと思

います。  

起業からちょうど一年目、通算 8 回目の個別コンサルを受けました。 

一年の節目に公私ともに様々な環境の変化もあり、個別具体の事業のお話をして

いくつもりが、今一度ビジネスを回し続けるための、メンタリティに関してご教

示いただきました。 

 

一年目の成果を受けて、ビジネスとして回しやすいこと、言い換えれば足の短い

もの、足の長いものがあることに気づくも、足の短いものは"日銭を稼ぐ"ために

は必要なものでしたが、決して自分自身の起業の哲学に沿うものではなかったこ

とにも今更ながら気づきました。すると本当にやりたかったことに注力すべきで

はないか、という気持ちと、それでもお金を支払ってくれる、必要とされている

ところに手を出そうとする気持ちに揺らぎが起こり、 

 

"今、本当にすべきことは何か？" 

 

ということに答えを出せずにいました。 

 

こんな中途半端な状態でコンサルを受けてよいのか迷っていましたが、そこは鮒

谷さん、明瞭かつ的確なメッセージをいくつか頂きました。 

 

「結果を出せる人と出せない人の違いは"やり切っているか"であり、成功のパタ

ーンを自分の中につくることで、行動し続けることを全肯定しろ」 

 

この一年の中には失敗もたくさんあったし、動き続けている中で自分自身も常に

成長があり。だから考えもどんどんアップデートされ、やろうとすることも変化

を続けます。 

3 回やってもダメだった、は"そのやり方ではダメ"が分かっただけで、ビジネス

モデルや理念そのものを否定する理由ではないのです。簡単に言えば"PDCA"な

のかもしれませんが、分かったつもりのようになっていて、実は分かってもいな

いし、実践できてもいない、今、そのことに気づいて本当によかった。 

 

「起業は手段にすぎず、そもそもなんでそれを（自分が、自分の会社が）やるの

か？」 

 

なんで起業して一年もたつのに、こんな"そもそも"なことで悩んでいるのか、行

ったり来たりを繰り返す鈍足な自分に不安といら立ちを感じていました。収益化

ばかりを追い求めると、手っ取り早い仕事というのは"業務受託"であることが多

い。 

自分で営業しなくても良いし、明確なアウトプットを求められるので作業の分だ
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け報酬が入る。 

 

でも、ふとこれをしているならサラリーマンで良かったじゃないか、と思う自分

がいて、 

"自業務受託はやらない"と決めましたが、それでよかったと改めて思えました。

何のために起業するのか、何を実現したいのか、まだまだ自問自答を続けます。 

 

コンサルを受け、今一度ビジネスパートナーと対話を繰り返すことで、少

しづつ今年一年の"道"が見えてきました。拡散のフェイズと収束のフェイ

ズを見据えて、新しい一年でさらなる成長と飛躍を目指していきたいと思

います。  

 （株式会社 Literatus(リテラタス)代表取締役 池村 友浩 様） 
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5 回のコンサルを終了してこれまでも何事も感覚優先でアドリブだけで生

きてきた自分がシナリオの重要さに気付き実際の行動に落とし込むまで変

われたことに自分自信でも驚いています。  

鮒谷先生 

セカンドステージの皆様 

 

全 5 回の個別コンサルティングありがとうございました。 

 

最終回となった今回は私が今一番取組むべきこととして既存のお客様からのリピ

ート獲得を上げて頂きました。リピート獲得＝満足頂いているという自信（思い

込み）が次の課題となる新規の獲得に繋がっていくという学びでした。 

 

そして私自身が個別コンサル更新の時期を迎えた But you are free の顧客とい

う立場であったことで自分の中の感情変化を営業手法として昇華させるに

は？という問を生み出す最高の学びの機会となりました。 

 

コンサル本編は鮒谷先生から最終回という言葉が出ることは一度もなく当然、コ

ンサル更新についての話は一切ないまま終了しました。私自身の勘違いもありコ

ンサル後の大塚様からのメールを読み最終回であったと気付いたことで結果的に

当日のコンサル内容がより深く私の感情と絡み合い学びが複利で効いてきまし

た。（とは言え、コンサル終了後に節目のお礼を申し上げもせず大変失礼いたし

ました） 

 

リピートを頂くための心がけとしてお客様に対して高いところからの発言に努め

ながら 

 

・目線を合わせ 

・現状を否定せず 

・マイナス感情をプラスに編集しお客様自信が言語化できていない進歩・成長を

認識して頂く。 

 

現状の次の次くらいのステージであるべき状態を課題として提示しお客様自らに

そこを目指す許しをを与えて頂くことで自然と目線があがり自信と希望を誘発さ

れ目標に向かって歩み続る勇気を新たにして頂く。 

 

ここに至るまでのコンサルの価値をさりげなく伝えながら現在内包している問題

を次の課題として前向きに認識頂き次の目的地を共有しながら一緒にもっと先ま

で歩いていきましょうという希望を提供し続けることが暗黙の契約更新となり

（But you are free）お客様が歩みを止めない限りお客様の目標に向かって伴走

していけるのだと思います。 

 

これこそがお客様以上に結果にコミットするという姿勢でありクライアントへの
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愛なくしてはそこまでできないと感じました。「良い人で凄い人」OS の上に各種

ソフトを走らせるからこそお客様の信頼を確固たるものにしお役立ち続けること

ができるのだという信念のもとより一層の定着化に努めたいと背筋が伸びまし

た。 

 

また、今回改めて物語とそれを語る言葉の力によりビジネスをコントロールでき

るという思いを強くしました。身体技法として言葉の力を操れるようになるため

まずは以下に上げた課題について一つ一つの言葉に意味を持たせ相手の反応に気

を配りながら発言し使う言葉をチューニングしていくことで必勝パターンを作り

上げていきます。 

 

・価値、成果をインプットし続ける 

・自分と契約するとどんないいことがあるか想像を膨らませて頂く（コミットせ

ずに拡大解釈頂く） 

・自分が機嫌よく働ける価格を安いと言って貰える物語を提供する 

・将来いつでも課金、値上できるよう布石を打つ 

・常に自分の価値、会社の事業価値を高める発言のみする 

 

しがらみからなかなか課金を言い出せない相手に対してストレスをためている私

へ業として行っている以上全てのサービスに課金を発生させことは当たり前であ

り課金できないのは私自身の責任。条件提示は先にしなければならない（提示し

てから一歩引く）というお言葉を頂き営業手法としてパンフレットの作成を勧め

て頂きました。 

 

早速作成してみましたので上記課題に取り組む中で活用していきます。 

 

またビジネスの拡大のためには何でも受けてみて文句を言われたら金を返せば良

いという考えも必要未来への投資と解釈すれば良いというお話は何事にも 100%

の自責の精神で臨んでいるお客様への倍返しにコミットしているからこそ言える

覚悟を示す非常に思い言葉と受け取りました。 

 

この先の課題として挙げて頂いた・単価 X 成約率による事業価値向上（上にあげ

て横に広げる）・ポートフォリオの組み換えによるコントロール感の向上・タイ

ムマネジメント・成功モデルの研究による逓増するビジネスモデルの構築につい

ては自分はまだまだまずは OS とその上に走らせる営業手法を身につける時期と

いう意識でいましたが今回頂いた自分は成長しているという勘違いと今の段階で

次ステージのビジネスモデルを決めないと身動きが取れなくなるという言葉によ

って思考が書き替えられました。今はその勘違いが良質なプレッシャーとなり思

考・行動を縛り始めています。 

 

5 回のコンサルを終了してこれまでも何事も感覚優先でアドリブだけで生

きてきた自分がシナリオの重要さに気付き実際の行動に落とし込むまで変

われたことに自分自信でも驚いています。次クールも引き続きよろしくお願

いします。  
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（Ｙ．Ｋ 様） 
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この「鮒谷式個別コンサルティング」の一番いいと感じている点は「受講

側にも宿題が提示されること、そしてその頑張り次第で得られる成果が変

わってくる」二人三脚式なところです。  

5 回にわたる個別コンサルティング、誠にありがとうございました。月に 1 回の

ペースで実習をさせていただき、半年の月日が経過いたしましたが、個人的には

「別人」というと言い過ぎですが、だいぶ変わりつつあるのではないかと

感じております（鮒谷さんにとっては、まだまだ始まってねえよという感じか

と思いますが） 

 

私はその他のコンサルティングというものを受けたことがないですが、この「鮒

谷式個別コンサルティング」の一番いいと感じている点は「受講側にも宿

題が提示されること、そしてその頑張り次第で得られる成果が変わってく

る」二人三脚式なところです。これはとても信用ができると感じました。なぜ

なら、どんなに講師（鮒谷さん）が、頑張ろうとも、受講側の努力なくして、目

標の達成なんかできるわけないだろうという、よくよく考えれば、至極当たり前

のことですが、顧客サービスにおいてはなかなかあるようでない、顧客側に努力

を要求するサービスだからです。 

 

これは、お客様に対して真摯に向き合っているからこそ、お客様に成果を上げて

いただきたいと鮒谷さんが本当に感じているからこそ、こういった形式も取られ

ているのではないかなと勝手ながら推測しております。 

 

もちろん鮒谷さんからから見れば、私の宿題の達成率も低いかもしれませんが、

私は十分成果が上がってきていると感じております。 

 

今 5 回の受講が終わり、早速次の 5 回も申し込みさせていただきました。

この変化が、あの金額で購入できる。更新以外の選択肢はありません。ま

だ形にはなっておりませんが、この投資が、10 倍 20 倍 30 倍のリター

ンになるように、自分自身日々行動していきたいと考えております。 

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。  

（Ｍ．Ｎ 様） 
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個別コンサル内では現状のビジネスを上向きにする「具体的手法」につい

てもレクチャして頂き、業務改善の可能性のある会社様も紹介して頂きま

した。  

個別コンサルティングを受けました秋田県・田口でございます。 

果たして 1 対 1、個別で 2 時間膝詰めで話して、時間を持て余すことはないの

だろうか。。。 

という事前の想いは杞憂に終わり、瞬く間に楽しく 2 時間が過ぎてしまいま

した。 

 

この三か月というもの、 

 

2 月「丸一日、本当に大切なことだけに集中する会」 

3 月「情報発信一大転換放談会」 

4 月「個別コンサルティング」。。。 

 

と、足かけ三か月のうちに、矢継ぎ早に音を立てて陥落？(笑)していった

様を自分なりに俯瞰してみると、それ自体が変容であったことに気が付き

ます。 

 

鮒谷さん自身にして言う「決して安くない」コンテンツに、まさに「蟻地

獄に落ちるかのように」嵌っていく様は、自分自身の変化が、車を運転

し、窓の外が加速に伴い変化し、ぐんぐん速度が上がるのを、あたかもス

ピードメーターでも見ているかのように、くっきりともたらされるからな

のでしょう。 

 

私は、鮒谷ワールドの門を叩いて 3 か月ですが、明らかに自分から外の世

界への関わり方が一新しました。 

 

もとより自分自身は言葉を通じて外的世界を認識しているという感が強か

ったのですが、それが「曖昧模糊」としたものから「確信」に変わり、「確

信」は五感のセンサーを統括するまでになりました。 

 

このパラダイム転換はまさに自己の変容であり、 

 

「深いところから変わるから後戻りしない」 

 

という講義中に何度か出てくる表現と対になっていると思います。 

 

目で見るもの、手で触るもの、耳で聞くもの、、、、これまで何気なく見過ごして

きた事物事象に言葉のラベルを貼り、一瞬のうちに定義付けを行い、必要があれ

ば再定義をする。 
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これが三部作（自分が受講した 3 件のセミナー、コンサルです。個人的ですいま

せん。。。）で得た一番の知見ではなかったかな、と感慨にふけっています。 

 

会社の売上や利益も、その下部構造である店舗運営や催事開催も、人的資産への

投資や物的資産の改善改良も、はたまたプライベートでの親子関係、対人関係に

至るまで、その意味づけにおいて、言葉を介在させることで、立ち位置を変幻自

在に操り、自由に動き回れる自分を作り、もって、現実の変化をもたらす。 

 

まさにインサイド・アウト（内から外）を極めて自然に体現することが出来た次

第です。 

 

名著「七つの習慣」を開かなくなって久しいですが、こうして体験記を書いてい

るうちに読後の感動が蘇り、「インサイド・アウト」という貴重な言葉を想起

し、キーを打つ手が軽快になっていくのも、鮒谷さんのプログラムに参加したか

らであることは疑いありません。 

 

特に「丸一日、本当に大切なことに集中する会」は第二領域のお話でもあり、こ

れも「七つの習慣」を思いだすきっかけとなり、"時間の天引き"が習慣になりつ

つあります。 

 

個別コンサル内では現状のビジネスを上向きにする「具体的手法」につい

てもレクチャして頂き、業務改善の可能性のある会社様も紹介して頂きま

した。 

 

その場ですぐに先方にお電話頂き、つないで頂いたスピード感のある対応

もさることながら、メールでの内容フォローも頂きました。重ねて御礼申

し上げます。弊社の売り上げの 2 分の 1 を占める通販事業のコストカット

に最大限活かしてまいりたいと思います。 

 

さらに体験記として特筆しておかなければいけないことは、 

 

「クライアントが望まないゾーンに踏み込まない」 

「クライアントが望まないゾーンを押し付けない」 

 

ことが、徹底されておられることです。 

 

鮒谷さんのご友人の方はコンサルタントを「汚染度の高い（気を付けないとすぐ

に汚染されてしまう）仕事」と表現しておりましたが、まさに言い得て妙。 

 

一般のコンサルタントが、お客様（お願いしてコンサルを受ける）とコンサルタ

ント（依頼されて相談を受ける）という、彼我の立場に強弱をつける？殆ど悪事

に近い勘違いを基に、エセコンサル自身の圧倒的実績や成功事例や戦術の押し売

りをしがちなシーンは容易に想像がつきますが、 
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それとは真逆の、お客様の内的世界を最大限尊重したうえで、最適解を模索

しながら向き合ってくれることは何よりありがたいこと。 

 

ともすれば、発刊日数 5500 日の、日本でも稀有な実績が悪いほうに猛威を振

るい(笑)、その難解さと膨大におしつぶされるかもしれない、と危機感すら覚え

る方もいらっしゃるのではないかと思いがちですが、はっきり申し上げますとそ

れは杞憂に終わります。 

 

その背景（実績）は新しく蟻地獄？に落ちる方(笑)のプラスにしかならないと私

は確信しておりますし、むしろ蟻地獄に落ち、最新再生の物語の一歩を踏み出す

という事もあるのではないかと思うくらいであります。 

 

【鮒谷さんのコンサルティングを躊躇されている方へ】 

 

「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」と申します。 

 

はじめの私のように、鮒谷さんのコンサルを費用面で躊躇されておられる方に

は、まずは是非音源の世界に飛び込んで頂くか、そうでなければ「丸一日。。。集

中する会」のような、格安厚遇（？）のコンテンツで、まずは一度"生"鮒谷さ

んにお会いすることをお勧めします。 

 

その気さくないでたちすらも外界に対する演出でないかと疑ってしまうく

らい気さくな方です。（セミナールームで出迎えて頂いた際は、スタッフの

誰かと想ってしまいました(笑)） 

 

もう戻れない（？）深いところから変わり、一安心している私ですが、「最強の

システムである"習慣"」のさらなる精緻化をめざし精進してまいりたいと考えて

おります。 

 

今から次回の個別コンサルが楽しみです。 

 

今後ともよろしくお願い申し上げます。  

（株式会社安藤醸造 執行役員 田口信幸 様） 
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コンサルを受けた後。数時間でのひらめき、メモの個数が今までと全く違

いますし、行動に移せていますので、かなり感情が動いたのだなぁと実感

します。  

鮒谷周史様 

 

この度は個別コンサルを受けさせて頂き誠にありがとうございました。 

 

個別コンサルを受けようとしたきっかけは、【 丸一日、本当に大切なことだけに

集中する会 】で 15 分のショートコンサルを受けさせて頂いた際の印象でし

た。 

本質的な所に真っ直ぐに伝えてもらえるなぁと感じての事でした。 

 

「枝葉のノウハウで売っているコンサルタントが多い中で（実際に今まで受けて

がっかりしたこともあり）、鮒谷さんは違うな。本質的に自分自身の問題点を洗

い出し、解決するコーディネイトが受けられるのでは？」 

 

と思って申し込んだ次第です。 

 

多くの気付き・ヒントを頂きましたが、一番印象に残った事・落とし込め

たことは、 

 

「もっと行動していいんだ、出来るんだ」ということでした。 

 

自分自身、仕事・家庭・研究の優先順位順位付けがうまくできないために、構想

通りに行動できない、結果も出せないという状態でした。 

 

まずは仕事・家庭・研究で注力するべき比重を対話した上で決めました。 

売上は全てを癒すということと自分で行おうとしている第 2 領域が極大な歯車だ

というところが腑に落ち、仕事（売上）の比重を上げることとしました。 

 

話の中で大きな気付きとしては、 

 

危機感の欠如：自分自身の目標設定も危機感の欠如から来ることも大いにあるな

と感じました。「将来の楽しみ」だけでなく「将来の危機感」の感情も動かす必

要があると気付きました。ホワイトエンジンとブラックエンジン、両方でもって

モチベーションと行動が上げられると感じました。 

 

歯車：自分が回そうとしているのは極大の歯車で今は力不足のために動かない、

だから結果が出ない。力学的にもまずは極小の歯車、その後に小→中→大→極大

の流れが自然だと気付きました。 

 

自分でしなければいけないという勘違い：家庭の変化に応じて、外部の機関を用
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いる比重を高められる事に気付きました。なぜか自分でやらなければ、と思って

いました。売上は全てを癒す、が通じる所でもありますし、スタッフ教育にも通

じていると感じました。 

 

そして、仕事の比重を上げると決めた上で、売上を上げるためにはどうすれば良

いかをお話しいただきました。鮒谷さんのこれまで（今現在も）の仕事への取り

組み方を教えて頂き、大きな気付きがありました。 

そこで、「もっと行動していいんだ、出来るんだ」と感じました。 

 

鮒谷さんがどの位の速度で PDCA を回しているか、どれだけ細かくアプローチ

しているかを聞かせて頂き、自分自身のスピードの遅さを客観視する事が出来ま

した。 

それまでは、今と同じことをしていて、徐々にクオリティが高まっていくだろ

う、と思っている部分が大きかったです。 

 

成果が出るシステムを確立するためにも、PDCA を回し続ける重要性を感じまし

た。 

 

コンサルを受けた後。数時間でのひらめき、メモの個数が今までと全く違

いますし、行動に移せていますので、かなり感情が動いたのだなぁと実感

します。 

 

短期的な目標設定を今年の 10 月として楽しく成果を求めて日々を過ごす

事が出来そうです。 

今回はどうもありがとうございました。  

（Ｔ．Ｎ 様） 
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直ぐに取り組むべき明確な課題と今の私に必要なお土産まで頂きまして本

当にありがとうございました。  

鮒谷様 

 

先日は個別コンサルでお話しさせて頂きありがとうございました。 

 

コンサルタントとして活動していく中でその覚悟や決意について、私自身

がまだ上手く表現できていないというところがそのまま今の自分の迷いと

いうか地に足がついていない状況の現れであるということに気づきまし

た。 

 

私もと言っては失礼ですが、やることを先延ばしにして、どうしようもない状況

になって、最後は敵前逃亡という経験が過去にありました。 

 

自分と向き合うということもその一つで、今ここから変わっていくために変わ

れない理由、目標設定、日記、物語の音源を繰り返し聴き、毎日一歩ずつ

でも実践していく決意をしました。 

 

また自分のビジネスがなんであるか、どのような価値があるか、それをどのよう

に伝えるのか、そのための３＋１の欠かせない装備。その鉄板装備でもってまず

はレベルアップのためにひたすらスライムを倒しまくるような感覚でとにかく動

くことに徹します。 

 

その過程で時にはスライムにすら苦戦することがあるのでしょうが、そのような

時でも直ぐに立ち上れるように、目標設定、日記、物語で自己肯定感を高め、目

標に近づいていきます。 

 

また次回お会いするときは良い結果報告ができるように愚直に動きます。 

 

直ぐに取り組むべき明確な課題と今の私に必要なお土産まで頂きまして本

当にありがとうございました。  

（会計士 Ｓ．Ｇ 様） 
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今回のコンサルティングも、深遠なる時間といいますか、自分の人生を深

掘りし、さらに向上していくためのヒントをたくさんいただきました！  

今回も楽しいお時間ありがとうございました！ 

 

また、以前コンサルティングを継続させていただいた際に、未購入の音源（3 つ

も！）プレゼントいただきありがとうございました！（こちらのお礼を言い忘れ

ており、すいません。。。） 

 

三田さん、吉澤さんの税務セミナーは、「聞きたいな」と思っていた音源でした

ので、すごく嬉しかったです！ 

 

個人的に漫画家さん的な仕事の仕方、どうすれば売れるのか、必要とされるもの

を提供されるのかを考えるのと同時に、自身の創造性を発揮するスタイルは自分

の「憧れ」でもありますので、この音源での学びを、目標の一部に取り込ませて

いただき、糧にさせていただければと思いました。 

（三田さんが、漫画のことを、思った以上に、ビジネスとして考えられているこ

とにも驚きました！） 

 

そして、今回のコンサルティングも、深遠なる時間といいますか、自分の

人生を深掘りし、さらに向上していくためのヒントをたくさんいただきま

した！ 

 

・メイン顧客との契約形態が変わることについて 

 

いままで安定収入となっていたメイン顧客との契約が、無期限から、半年ほどに

なることについて、鮒谷さんのご意見をいただき、気持ちがより固まったように

感じています。 

 

いまは、ありがたいことに、たくさんのお仕事をいただき、他のことをする時間

的、エネルギー的な余裕があまりない状況なのですが、 

 

ドラッカーの言う 

 

「イノベーションは廃棄からしかはじまらない」 

 

という言葉は、いまの自分に突き刺さる金言でした。背中を押してくれる言葉で

あり、勇気を与えてくれる言葉だと感じました。 

 

これまでの延長線上のことを続けていくよりも、新しいものが入り込む「余地」

を戦略的に、意図的に作り出すことで、イノベーションであったり、変化が生ま

れると思いますし、何よりそのことを考えると、ワクワクしてきます。 
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もちろん収入が減るかもしれないという怖さはありますが、この変化をどれだけ

人生のプラスにできるのか、楽しみながら、やっていきたいと思います。 

 

・どっぷり長期休みか、忙中閑ありスタイルか 

 

自分は「1 ヶ月、2 ヶ月本だけ読んで過ごしたいなぁ」という欲求を、持ってい

た（いまも少し持っている）のですが、今回鮒谷さんのお話を聞いて、"社会との

つながり"を保ちながら、読書であったり、インプット、思考を深めていくこと

が、結果的に良いアウトプットにつながっていくんだと感じました。 

 

1 ヶ月でも隠居的なスタイルで、勉強をしたとしても、アンテナの精度は落ちる

と思いますし、緊張感、ビジネスへの感性が鈍り、学んだことを活かすことが難

しくなりそうな気がします。 

 

「忙中閑あり」のスタイルで、アンテナの精度を高めながら、刀の切れ味を磨き

ながら、インプットをしていくのが、自分には合っているかなと思いました。 

あとはその最適なバランスを、探っていきたいと思います！ 

 

・勇気ある解体が、さらなる高みへ 

 

山本昌さん、梅原大吾さん、室伏広治のお父さんの物語で、勇気を出して、いま

完成されたものをいったんバラバラに解体し、そこからさらに高みを目指して組

み立て直すという物語。 

 

50 歳まで野球をやった、山本昌さんがラジコンからヒントを得ているとは、ま

さに「無用の用」であり「異分野からの学び」を体現されている方だなと感じま

した。（ほんとに学びって、予想外のところからやってくるんですね） 

 

自分がより高みに行くため、もっと成長するために、いまもっている方法論、や

り方を勇気を出して解体することも、必要だなと感じました。 

 

良質な物語をありがとうございます。 

 

ーーーーーーーーーーーー 

そして今回も、たくさんの「課題図書」（？）を教えていただきありがとう

ございます！ 

 

鮒谷さんのおすすめの本を読むことは、自分にとって大きな喜びであり、

「尊敬する方からのプレゼント」的な喜びがあります。 

 

楠木さんの本も、以前は「ふーん。読みやすいし、面白いね」という感じで、読

み流す程度だったのですが、改めて読み直すと、言語化能力の高さ、比喩の美し

さ、抽象化されることの見事さなど、「！」とビックリマークがたくさん立つこ

とに、自分で驚いたほどです。 
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これまで「成長しなければ」という義務感で読書していたのですが、鮒谷さんと

お会いしてからは、読書すること自体に喜びを感じ、さらにそれが自分の

成長につながるという、好循環を作れているように思います。 

 

人生の充実感、喜びが、めちゃくちゃアップしました！ 

 

他にも今回は本当にたくさんの学びがありました！ 

 

また次回も、コンサルティング楽しみにしています。 

よろしくお願いします！  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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甘えたり、怠けたくなったり、緩めたくなったり、目標を低く置いて、「そ

れなりに満足している自分」は捨てようと思ったはずなのにまたそちらの

引力に引っ張られている自分を、元の軌道（大気圏外）へと修正していた

だいた感覚です。  

鮒谷様、本日もコンサルティング、ありがとうございました。 

 

いつからか、私のパートナーである妻も共に同席させていただくようになり、家

庭内に変容の波が及んでおります（いい意味で） 

 

妻に「３０００万くらい、いけますよね」という話を、していただき、そのこと

で大層驚いていましたが、その後、満更でもない様子になっていました。 

 

きっと、今日埋め込んでいただいた言葉により、人生の航路が少しずつ変わって

いくことと、夫である私自身、感じております。 

 

、、、 

 

また、一番の本日の収穫は、鮒谷さんに、率直に「甘い」という、ご指摘

をいただけたことでした。 

 

・前よりも（金銭的にも）充実してきている、 

・ゆとりも得られるようになってきている、 

・人からの評価も上がっているようだ、 

 

、、、 

 

そんな事を感じ、どこか安住しつつあった自分に、自分自身「やばいのでは

ないか」と感じていた中、 

 

「お金なんて副産物にすぎない。今入っているお金で満足をしてはいけない」 

 

つまり、 

 

『顧客に本当に価値を提供しないとダメですよ』 

 

と、本質中の本質のことを言われて、衝撃を覚えました。 

 

甘えたり、怠けたくなったり、緩めたくなったり、目標を低く置いて、「そ

れなりに満足している自分」は捨てようと思ったはずなのにまたそちらの

引力に引っ張られている自分を、元の軌道（大気圏外）へと修正していた

だいた感覚です。 
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今日を機会に、改めて自分のあり方を見直し、自分に逃げないよう、お客様で魂

と魂で向き合い、今ある価値を１２０％提供できるような、そんな「あり方」

で、ジタバタともがいてまいります。 

 

引き続き、妻ともども、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

改めて、いつもありがとうございます。  

（紀藤 康行 様） 
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いつもいつも価格以上の価値を提供して頂いてるがゆえに、何度も何度も

個別コンサルへ足を運んでしまうのだろうなと、今回、ビジネスの大切な

ことに気が付かせていただきました。  

いつも鮒谷さんの個別コンサルを受けることで感じることは価格にたいし

て、リターンが大きすぎ！！ということです、僕の場合ですがいきなりドー

ーーン！というリターンというよりも収穫逓増で、毎日、毎週、毎月コツ

コツコツコツと、利益が出続け、長い目（といっても１，２年程度です

が）見た時にはそれなりの額に膨らんでいることに改めて気づきました。 

 

具体的な数字についてはちょっと伏せますが、１回の個別コンサルティングでい

つもフィーにたいして、 

 

・価値提供が、少なくとも１０倍（具体的には約１６６倍の時もありました）、 

 

また逆に、損害を防ぐ、リスクを回避するという面からも 

 

・約４億円のリスクを回避していただいたこともありました。 

 

いつもいつも価格以上の価値を提供して頂いてるがゆえに、何度も何度も

個別コンサルへ足を運んでしまうのだろうなと、今回、ビジネスの大切な

ことに気が付かせていただきました。自分もビジネスをしていく上では、

鮒谷さんの個別コンサルティングにように必ず価格以上の価値を提供する

こと、少なくとも数倍、数十倍を提供できるように精進していきたいと思

っております。 

 

今回の相談では、新しいビジネスについての筋の良し悪しを相談しに伺ったので

すが、自分の１００歩先を歩いている鮒谷さんに、 

 

・ビジネスのこと 

・思考のこと 

・家族のこと！？ 

・人付き合いのこと 

 

などを相談することにより、行っては行けない方向へ進まないようになり瀕

死むしろ死亡になるほどの大失敗をさけ、なおかつ成功確率を上がる道筋

を教えていただいているおかげで、自分もなんとか、ビジネスを続けてい

くことができています。今回は新規事業の具体的なアドバイスも大変学びにな

ったのですが、それ以上に大きな財産となったのは、思考の OS の貧弱さに気が

つけたことです。貧弱な OS の上にいくら有能なアプリをインストールしたとこ

ろで全然動かないんですよね・・・。 
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いつも、このスキルを身に着けていけばもっとうまくいくかも。この分野でビジ

ネスをしたらどうだろうか・・・と、あれこれ悩んできましたが、根源、根幹に

ある思考が盤石で安定していなければならないし、それを盤石にしていく、もっ

と高速で行動していくにはどうすればいいのか？ 

 

白いエネルギーと黒いエネルギーの使い分け方、目標と感情を紐づけて、目標を

達成させる方法、そうして、自らを躾け続け、息をするように行動していく方法

（本人は努力しているつもりすらない）、＊ことさら今回のコンサルティングで

は具体的な話と抽象的な話を聞くことができ改めて、ネジを蒔き直し邁進してい

くことができるようになりました。* 

 

今後も事あることに、お世話になりたいと思っております。 

引き続きどうぞよろしくお願い致します！ 

 

本日はありがとうございました！  

（Y．T 様） 
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コンサルティング後は、明らかに第 2 領域への、時間の投入量が増えて

（2 倍、3 倍くらいにはなっていると思います）、これからどれだけ、遊ん

で変化できるかが楽しみです。 

「タスクリストからアソビリストにすることで、第 2 領域が捗っています！」 

 

鮒谷さん、今回もコンサルティングありがとうございました！ 

 

「第 2 領域」をメインテーマに、いろんなお話をしていただきましたが、コン

サルティング後、良い変化がありました！ 

 

これまでの自分の傾向として、「第 1 領域」を頑張ってこなしたあとに、「はぁ、

やれやれ」という感じで、自然と第 3 領域、第 4 領域に、流れてしまっていま

した。（1 ヶ月で Netflix や、Amazon プライムに 50 時間くらい費やしていま

した・・・笑） 

 

鮒谷さんが自問自答音源でおっしゃっていた通り、特に第 4 領域は、「その時は

良いけど、あとで後悔する」時間の使い方。自分も愛の不時着とか、相席食堂

を、その時は楽しみながら見ていましたが、それが未来につながったかという

と・・・ 

 

今のままの行動習慣だと、未来につながる活動にはならない。 

 

・強制力をもたせる（約束する、宣言する） 

・習慣化する 

 

という部分も重要ですが、今回のコンサルティングに着想を受けて、「もっと楽

しく、感情を伴って第 2 領域に資源投下するには、どうしたらいいか？」と、考

えて 1 つ実践していることがあります。 

 

それはこれまで、タスクリストと位置づけていたものを、「アソビリスト」とい

う名前に変更したことです。 

 

—————————————————— 

今日のアソビリスト、 

 

・コンサルで学んだことをノートにまとめる 

・ノートにまとめたものから感想を書く 

・自問自答音源の感想を書く 

・運動する 

・新規事業のマーケ戦略をパワポに整理 

・目標設定を 10 分眺める 

・勉強会のテーマを決める 
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—————————————————— 

 

みたいな感じで、タスクをアソビに変えることで、自分でも驚くくらい行動が変

わりました。このアソビリストを、小さな紙に書いて、手元に置いておくこと

で、第 1 領域を集中して終わらせたあと、「はぁ〜やれやれ」で、第 4 領域に落

下するのを防いでくれています。 

 

タスク → 義務、やらなければいけない、面白みに欠ける 

アソビ → 楽しい、失敗してもいい、次上手く行くようにさらにアソブ 

 

みたいな感じで、楽しみながら気軽に取り組めています。 

 

ずっと第 2 領域でやりたいことを「タスクリスト」と呼ぶことに違和感を持って

いたので、「アソビリスト」は自分のなかで、けっこうしっくり来て、気に入っ

てもいます。 

 

コンサルティング後は、明らかに第 2 領域への、時間の投入量が増えて

（2 倍、3 倍くらいにはなっていると思います）、これからどれだけ、遊ん

で変化できるかが楽しみです。 

 

今回の変化は、コンサルティングでのアドバイスはもちろんなのですが、・

自問自答音源・人生ゲーム化音源でのインプットもあったからだろうなと

思っています。（さまざまな音源が、有機的につながっているのを改めて体

感しました！） 

 

年間プログラムの音源コースにも参加させていただきますので、これからもよろ

しくお願いいたします！ 

（高江洌 亮 様） 
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１年くらいかけて着手しようと思っていたことがわずか２か月で片付き、

次の行動指針まで見えてきました。  

鮒谷さん、スタッフの皆様 

 

今回もありがとうございました！ 

ひとまず全３回のコンサルを２か月かけて受けてきましたが、*自らの内的世界

は大きく変わりました。*１年くらいかけて着手しようと思っていたことが

わずか２か月で片付き、次の行動指針まで見えてきました。 

 

最近販売された「題名のない放談会」音源にもあった、気づき発→即断経

由→アクション行きに対する理解も深まり、ますます行動が加速されてい

きそうな予感がしています。 

 

しかし、やる気の半減期は１日と言われるように、落ちていかないように気を付

けていかなければ、すぐ元に戻ってしまうと感じます。そこに関しては、落ちな

いような仕組み作りを常にして、良い習慣という基礎の土台固めをしていきま

す。 

 

この３回のコンサルを通して、鮒谷さんがいかに大量の試行錯誤をされて

いるかがよくわかり、大変勉強になりました。 

 

その結果、メルマガの内容がわかりやすくなり、音源の内容が腑に落ちる

ようになり、納得しているから行動にもつながりやすくなる、という良い

サイクルが回り始めてきました。 

 

これからは、変わり続けられる人になっていくために、日々量稽古を重ね、大き

く離陸していきたいと思います。 

 

今後とも宜しくお願い致します！  

（Ｋ．Ｓ さま） 
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今回は 3000 万というまさかの一撃をくらい、衝撃な時間となりました。

一撃をいただいた後は、終日頭の中 3000 万が鳴り響いていました。  

今回は 3000 万というまさかの一撃をくらい、衝撃な時間となりました。

一撃をいただいた後は、終日頭の中 3000 万が鳴り響いていました。 

 

夫の同伴という立場から、どこか自分は関係ないというふわふわしていた

ところに強烈なコールドスプレーをかけていただいた気分です。 

 

家族のことであっても他力本願の世界に入っていたことを実感。完全に夫の収入

に甘んじていました。サポートすることが励みになる、という言葉が印象的に残

っています。 

 

去年わたしは初めてフルマラソンを完走したのですが、面倒くさい日々のランニ

ングが続けられたのは、そういえば家族を励みにしていたからだと気づきまし

た。 

自分がヒーヒー走る姿を見て、家族に刺激やエネルギーを与えたいという気持ち

があったのです。励みにするという意識を思い出し、自分がサポートするという

心づもりを持ちたいです。 

 

また web に例えてのお話もたくさんしていただき、大変勉強になりました。 

夫とともにわたしも飛躍できるよう、行動していきます。 

ありがとうございました。  

（紀藤 恵美子 様） 
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自分の仕事の生産性を 2 倍、3 倍、4 倍と大きく向上させるヒントをいた

だきました。  

今回のコンサルティングでは、自分の仕事の生産性を 2 倍、3 倍、4 倍と大

きく向上させるヒントをいただきました。音声入力はこれまでちょこちょこ

と実践をしていましたが、なかなか本格的に自分の仕事に取り込むというところ

までは、至っておりませんでした。 

今回のコンサルティングを機に、これまでタイピングでやっていた作業を、なる

べく音声入力、音声吹き込みにてやってみたいと思います。 

 

早速本日の夕方に、セールスレターの一部を音声吹き込みをし、社員の子に書き

起こしをしてもらいました。Google の音声入力でざっくりの書き起こしのベー

スを作りながら、社員の子にそれをきれいに手直しをしてもらいました。思った

よりもスムーズな感じで、これはかなりいいかもしれない!と言う実感を得ていま

す。 

 

これまでタイミングでやっていたことを、声でアウトプットしていくと言うこと

に、なかなか苦戦しそうな気もしますが、今はどんどん PDCA を回していっ

て、課題を洗い出し改善点を作っていきたいと思います。 

 

次回のコンサルティングまでに、たくさん苦しみながら、名人級の口述筆記者を

目指して、ステップアップしていきたいと思います。 

 

改めまして今回は、たくさんの生産性向上のヒントを与えていただきあり

がとうございました!  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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まだ初回なので、今後どう進むかわかりませんが、とても楽しみになって

きました。ありがとうございました。  

昨日は、個別コンサルティングありがとうございました。 

実は例の ANA のエンジンメンテナンスの影響なのか、帰りの飛行機が欠航にな

っておりまして、新幹線で帰ったのですが、帰りの新幹線の中で個別コンサルの

録音を聞きました。 

日々聞く音源も良いのですが、自分のことに特化して、自分の声も入って

いる音源を聞くのは結構良いなと新たな発見をいたしました。これは癖に

なりそうです。 

 

さて、コンサルの内容自体ですが、もちろん、お話の中での個々のアドバイス

や、そのお話から自分の中で思いついて実行したいことなどたくさんあります

が、やはり今回の話の中で、最も良かったと思われるのは 

 

「前人未到の領域に達する」 

 

という気持ちだということです。 

 

実際、いままでも、無理だと言われていたことをある程度成し遂げてきた部分は

あるのですが、今回自分が新たに立てようとしている目標に、なんとなく自分で

「同業他社の業績」などからみて、「流石にそれは無理だよな」と心の中で考え

ていたところもあるというのは、今回話してみて改めて自覚しました。 

 

でも、今までだったら、そうだよな、で済んでしまいそうだったのですが、「前

人未到の領域」に達することを目標としたらどうですか、と言われると、

なんとなくそれができるような気がしてきました。 

 

まだ初回なので、今後どう進むかわかりませんが、とても楽しみになって

きました。ありがとうございました。  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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ご相談内容もはっきりとしないままお伺いしたのですが、そんな中でもこ

ちらの課題をうまく汲み取って頂きとても感謝しております。  

鮒谷さん 

 

先日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

鮒谷さんの音源を拝読させていただくようになってからその内容の濃さ深

さに感銘し尊敬しておりました。 

とにかく一度お会いしたいと個別コンサルに申し込みさせて頂きました。 

 

ご相談内容もはっきりとしないままお伺いしたのですが、そんな中でもこ

ちらの課題をうまく汲み取って頂きとても感謝しております。 

 

文字通り「頭から上しか動かさない」そのような仕事ができるように業務を切り

分け形式知化することに取り組んで見ようと思います。また税務面についても

教えていただいたことを取り入れ、心配な部分についても改めて税理士に

相談してみます。 

 

鮒谷さんの仕事のスタイルやツールを拝見させていただいたことも大変参

考になりありがたかったです。 

 

次回のコンサルもまた宜しくお願いいたします。  

（佐久間 一貞 様） 
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自分の今後やるべきビジネスに関していろいろと思うところがありまし

た。  

鮒谷さん、今回もいろいろな気づきを教えていただいてありがとうござい

ました。 

また、録音を 1.5 倍速で聞いているところで、これをするとなんか何度も

コンサルを受けている気になって、あらためて気づくことも多いです。 

 

今回に関して特にためになったことはやはり広告費のことですね。 

今までの場合、確かに最初に月の広告費用はこのくらい、と考えてそれから逆算

して広告を出していました。確かに広告に効果があるのであればどんどん広告費

用を上げれば、売上は上がるはずですよね。もちろん、費用対効果はどこかで頭

打ちになるので、永遠に上げ続けることはできないのですが、今現在はやはり機

会損失の部分の方が多いので、今回コンサルを受けてすぐに広告範囲と、広告費

用について変更を行いました。 

 

後半部分のビジネスの話としては、「目に見えない部分に価値がある」というの

は確かにそうだなと本当に思います。我々のような歯科医は保険診療部分ではベ

テランも、新人も全く同一価格での治療ということになりますが、自費診療の場

合、そのクリニック、その医師だからこその価格となることが多いです。そこで

安い価格で勝負する人もいますが、この目に見えないところの価値をどう見出す

かで、高い価格でも患者さんに満足いただけるのだと思います。 

 

「貧乏モーツァルトと金持ちプッチーニ」はすでに読ませていただきました。

（一番ビックリしたのは、お会いした日にその場で注文したのですが、地方であ

るにもかかわらず翌日朝には届いたということですが、本当に今の物流はすごい

ですね） 

本を読ませていただいて、これまた自分の今後やるべきビジネスに関してい

ろいろと思うところがありました。 

目に見えないところの価値（物語の価値）は本当に適正価格が無いので、そうい

ったところに新しいビジネスを見いだせればと思います。 

ありがとうございました。  

（歯科医 Ｔ．Ｔ 様） 
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目標設定から始まり、日記（時々刻々の記）を書く事によって普段から目

標を常に意識出来、目標と現在のギャップを意識しそれを埋めるための行

動ができるようになりました。また、行動するために最も大切な時間管理

（家庭・仕事・研究のバランスを整えること）ができました  

5 月から 7 ヶ月間個別コンサルを受けさせていただきました。 

当初抱えていた悩みはお陰様で、全て解決することが出来ました。 

 

目標設定から始まり、日記（時々刻々の記）を書く事によって普段から目

標を常に意識出来、目標と現在のギャップを意識しそれを埋めるための行

動ができるようになりました。 

また、行動するために最も大切な時間管理（家庭・仕事・研究のバランス

を整えること）ができました。 

 

特に時間管理においては、自分の脳内に回っている思考のバグを始めに潰

すことが出来、またその思考のせいで「動かなければいけないと分かって

いても体が動かない」と言う状態から抜け出すことが出来ました。 

 

そのような第一歩を踏み出すと日々触れるものが気付きとなり、気付きの

総量が圧倒的に増え、気付きから即行動計画に落とし、さらに行動するこ

とで良いも悪いも結果が出るという状態になりました。結果が出るにして

も打率は低い、しかし振らなければ当たらないということであり、成果に

つながるための加速度が非常に上がりました。 

 

5 月の時点で立てていた月間売上目標も 10 月に達成すると決めたものが結果的

には 11 月の時点で 96％達成というような状態でした。そのままでは「やれや

れ」と腰を下ろしていたかもしれませんが、10 月時点でさらに目標を上げ 11

月時点でも「まだまだ全然足りていない」と思える状態を事前に作れたため、気

付きと行動の速度が更に上げられる結果となりました。 

 

目標は達成する前に上げておく、という事の重要性を体感しました。 

 

ここ半年を通して自分自身が変化変容をするプロセスを実感をすることが

でき、今後も変化し続けられ、結果に結びつけられるだろうという予感の

レベルまで到達することができました。 

 

今後は資金を自分の成長に投入することができるようになったため、より加速度

を上げて変化変容のプロセスを歩んでいく次第です。変化をするためには

今の状態から何か違う一歩を踏み出す必要があると実感できました。 

 

「これじゃーないんだけど」と自分に疑問を持っている方は是非一歩踏み
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出されることをお勧めいたします。 

 

半年間ありがとうございました。 

より崇高な課題を持って今度は年間プログラムに参加させてもらう所存で

す。  

（Ｔ．Ｎ 様） 
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今回のコンサルティングがなかったら、結構やばかったなと言うふうにも

思っています(笑) 

鮒谷さん今回もコンサルティングありがとうございました。 

 

体調があまり良くなく、テンションも高まりきらない状況に苦しんでいました

が、まずはちん起こしをするということを意識して、常に前に進んでいくと言う

意識で日々を過ごしていきたいと思っております。 

 

今回のコンサルティングがなければ、けっこう泥沼にはまってしまってい

たような気もします。 

 
人生は海の中にいるのと同じようなもの。強い突風が吹くこともあれば、高い波

に襲われることもある。重要なのはその中でも折れないこと、着実に少しでもい

いから前に進み続けること。今どういう現場になっているのかと言う環境認識を

正しくやって、自分が今何をやるべきなのかを明確にする。 

 

今も少し、体調が悪くなることもまだあるのですが、その中で仕事をする時間や

第二領域に投入する時間が減ってしまう。そのこと自体をネガティブに、認識し

てしまっていたのですが、今は波が高く強い風が吹いているような状況なので、

ここで倒れることなく少しでも仕事や自分のスキルを高めることができれば、そ

れでよしとしようと思いました。 

 

人生とはマラソンのようなもので、足を止めて少しペースを落とさなければなら

ない時もやっぱりあると思います。今がその時だと思っていますし、子供が新し

く生まれて生まれて家族に費やす時間も増やしていきたいと思っていたので、お

仕事も家庭も今くらいのペースで時間投入できればいいんではないのかなと思い

ました。 

 

「コップに半分水が入ってる」のお話と似たようなもので、こんだけしか作業が

できなかった、こんだけしか勉強できなかった。と、できなかった部分に焦点を

当てるのではなく、「いやこんな大変な状況でもこれだけのことができた」と、

「嵐のなかこれだけ進めてスゲーじゃん俺！」自分を褒めてあげる方向で物事を

解釈する。そうできれば気持ち的にも楽になるし、厳しい環境の中でも前に進ん

でいる自分に、強い自尊心を持つこともできるなと思いました。 

 

嵐が止まない事は絶対に無いので、この環境を「有難いこと」と受け止め、悪天

候で進んでいく練習として、楽しみながらやっていきたいと思います。快晴にな

ったときには一気に前に進めるように、歩みを止めることなくコツコツと、少し

ずつでも成長できるようにがんばっていきたいなと思いました。 

 

今回のコンサルティングがなかったら、結構やばかったなと言うふうにも

思っています(笑) 
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本当に助かりました！ありがとうございます。 

また来月もよろしくお願いいたします！ 

（Web マーケティング Ｒ．Ｔ 様） 
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これまでも、メルマガや各種音源を通して、不可能と思われる目標を設定

することの大切さを認識はしてきましたが、今回初めて自分事として捉え

られたように思います。これも、課題をもって臨む個別コンサルだからこ

そなのでしょう。  

鮒谷様 

 

本日、第 2 回目の個別コンサルティングにおいても、気づきと思索の深化

を促すお話しをいただき、ありがとうございました！ 

 

前回のコンサルでは、自分自身、ストレスを感じつつも、顧客に不快な思い

をさせたくないという思い（思い込み）から実行できずにいた「値上げ」

に対するネガティブな思い込みを粉砕していただきました。 

 

2 回目にあたる今回のコンサルでは、とくに「達成不可能と思える数値目標を設

定する」ということについて考えさせられました。 

これまでも、メルマガや各種音源を通して、不可能と思われる目標を設定

することの大切さを認識はしてきましたが、今回初めて自分事として捉え

られたように思います。これも、課題をもって臨む個別コンサルだからこ

そなのでしょう。 

 

振り返ってみると、これまでの私の人生において、何かを達成しようと思い立っ

た時、いつも（無意識のうちに）がんばれば達成可能であろうと思われる事柄で

あったり、数値を目標として掲げてきたように思います。 

 

鮒谷さんが仰っていように、達成可能と想像される目標には、それ相応の労力し

か割くことはなく、実現不可能と思われる目標を立てるからこそ、さらなる工夫

や負荷をかけることを厭わなくなる。そして、たとえ実現することが叶わず、達

成率 80%に終わったとしても、実現可能として掲げた目標よりは必ず上回ると

いうお話しに、全くその通りだと勇気づけられました。 

 

感情が動かない目標にはコミットできるわけもなく、そもそも達成可能と思われ

る数値をこれまで目標としてきたわけですから、とくに数値目標に対しては、達

成してみたいという強い思いを持つことがありませんでした。 

 

しかし今回、鮒谷さんのお話しをうかがい、単にお金が欲しいという欲求

のみならず、強い負荷を自身にかけることへの覚悟を醸成するための数値

目標と捉えることで、俄然やる気が湧いてきております！ 

そして、その目標を達成するための目の前の施策に粛々と取り組んでいく所存で

す。 
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次回のコンサルで、進捗状況をきちんと報告できるよう取り組んでまいりますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。  

（Ｍ．Ｋ 様） 
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この一ヶ月で、個別相談、目標音源、日記音源、個別コンサルを受けさせ

て頂きましたが、もし個別相談に行ってなかったら、もし目標設定音源を

聞いていなかったら、と思うと、とても恐ろしくなります。それぐらい、

人生に大きなインパクトがある一ヶ月でした。  

この一ヶ月で、個別相談、目標音源、日記音源、個別コンサルを受けさせて頂き

ましたが、もし個別相談に行ってなかったら、もし目標設定音源を聞いて

いなかったら、と思うと、とても恐ろしくなります。それぐらい、人生に

大きなインパクトがある一ヶ月でした。 

 

仮に、10 年後、私が雑誌などに掲載されたとして、 

 

「あなたにとってのターニングポイントは何でしたか？」 

 

と聞かれたら、 

 

「鮒谷さんという方にお会いしたこと、そして、目標音源を聞いたことで

す。」 

 

と即答すると思います。 

 

この一ヶ月の出来事を航海に例えると、これから航海に出発するのに先立

ち目標設定の音源で現時点の目的地を明確に定めることができ、日記の音

源で、目的地に向けてしっかりと進んでいるかを日々確認・改善する方法

を知り、今回の個別コンサルティングで、一段高い所から、改めて向かう

べき方向の調整をして頂いたというイメージです。 

 

目標を持たず、波に流されて、運良くどこかの大陸にたどり着くかもしれないで

すが、やはり、目的地を決め、そこに向かって自分で舵を切っていくこと

に、生きている実感を感じるのではないかと思います。 

 

先日、人生を終える時に後悔すること、という記事を読んだのですが、その内容

は「もっと自分のやりたいことをするべきだった。」というものでした。これは

裏返して考えると、やりたいことができなかったというよりも、明確な目標を立

てなかったため、何となく流されて生きてしまった。と解釈することもできるの

ではないかと思います。すなわち、船に乗り、波に流されている間は気が付かな

いですが、いざ漂流したり、航海の終わりが近づくと、「これで本当に良かった

のか」と思う人が多いということなのかもしれません。 

 

逆に、自ら舵を握ると、大変なことも多いかもしれないですが、それでも

航海を終える時、大きな充実感があるのではないかと思います。だからこ

そ、船の中でじっとするのではなく、自ら舵を握っていこうと考えている
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方には、ぜひとも目標設定の音源を聞いて欲しいです。というよりも、目

標設定音源を聞くことによって、「自ら舵を握りたくなる」、そして「舵を

握ると、その楽しさが忘れられなくなる」という表現が正しいかもしれま

せん。航海が終わる前では無く、航海が始まるタイミングで自ら舵を握る

ことの喜び・重要性を知ることができ、本当に良かったです。 

 

最後になりますが、当方の現状としては、今は荒波に耐えられるような船を作る

（専門分野のスキルを徹底的に磨く）段階と認識しておりますが、また、鮒谷

さんに向かうべき方向の調整をして頂かなければいけないタイミングが来

るかと思います。  

（株式会社ムーブウィル 代表取締役 大橋 亮太 様） 
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雨後の竹の子のように増える似非コンサルタントが多い中、1 人全く別次

元の知識量、的確なアドバイス、それにもまして、穏やかで優しさと笑顔

に満ち溢れるコンサルは、「いつまでも受け続けていたい！」との気持ちに

なります。  

鮒谷先生 長内様 

 

タイ（バンコク）から、鮒谷先生のコンサルを受けにうかがい、本当に良

かったです。飛行機代、コンサル代を、大幅に上回る利益を得ることがで

きました。（努力無用で、コンサル代を回収する方法も教えていただき、感

謝です。） 

 

鮒谷先生とは、すでに 12 年以上のお付き合いとなります。雨後の竹の子のよ

うに増える似非コンサルタントが多い中、1 人全く別次元の知識量、的確

なアドバイス、それにもまして、穏やかで優しさと笑顔に満ち溢れるコン

サルは、「いつまでも受け続けていたい！」との気持ちになります。言うな

れば...1 泊 10 万円以上の極上ホテルにステイしている感覚。 

 

「もう、この部屋から出たくない！」 

 

と、強く思う気持ちと似ています。 

 

仕事柄、100 万円以上のコンサルを受けることもありますが、正直な話... 
 

「そっ、損したぁ～」（泣） 

 

という場合も少なからずあり、鮒谷先生のコンサルフィーが、費用対効果

抜群であることを、あらためて、あらためて、痛感した次第です。私は気

難しく、人嫌いで、全く人を信用しないタイプですが、昔から鮒谷先生だけに

は心を許せる背景には、クライアントを心底に愛そうとする深い慈しみが

あるからではないかと思います。 

 

人間、最後は、潜在意識（無意識）の領域で、「この人は信用できる！」と感じ

る動物であることを考えると、12 年以上の長きに渡り信頼できる鮒谷先生

にお会いできたことは、私のビジネス人生にとり、最高にラッキーなこと

だとも感じております。 

どうか、この先も、15 年、20 年、30 年と、ご指導、ご鞭撻をいただけ

れば幸いです。 

 

追伸 1：アフターフォロー音声もありがとうございました。（大変に役立ちまし

た）そして、○○○等の○○○を変えるだけで、大きなキャッシュバックが得ら
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れる秘密の仕組み（合法）は、ぜひ、詳しく教えてください。 

 

追伸 2：最後となりましたが、重ね重ね今回は、大変に有意義で、素晴らしく実

があり、絶対唯一無二のコンサルを受けさせていただき、誠にありがとうござい

ました。再び、タイからいそいそとコンサルを受けにいくときは、お忙しいでし

ょうが、貴重なお時間を頂戴できるとうれしく思います。  

（田中 様） 

 

  



 - 78 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

 

鮒谷さんとのコンサル後、意識が少し変わったのでしょう。その日の午後

の施術では、抵抗なく、その方に必要と思われるメニューを提案すること

ができ、その方にも喜んでいただけました。  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

先日の個別コンサルティングでは、大変お世話になりました。 

改めて、ありがとうございます！ 

 

個別コンサルティング第一回目を終えての感想を送らせていただきます。 

個別コンサルティングを申し込むにあたって、私には２つの壁がありました。 

 

一つは、価格の壁。そしてもう一つは、コンサルティングを通しての成果がどの

くらいの時間で現れるのかという不安でした。というのも、原理原則の大切さは

メルマガや各種音源を通して理解しているつもりでしたが、成果を待つのにそれ

ほど悠長に構えてもいられない、という状況でもあったからです。 

 

これ以上の先送りは許されないとの思いから、最初の価格に対する壁は、NISA

を一つ解約することで解決いたしました（笑）そして、期待と不安がないまぜに

なった状態で、初日のコンサルティングに臨みました。 

 

繰り返し音源を聞かせていただいていたので、鮒谷さんとの初見（正確には、鮒

谷さんが講師の方をお呼びしてのセミナーで一度お会いしていましたが）は既視

感のあるものでした。笑顔と柔らかい物腰は想像していた通りでした。 

 

私は仕事柄、対面する方の抱えている不安はどこにあるのかを探ろうとすること

が習慣となっていますが、今回は、鮒谷さんがどのように私自身も気づいていな

いような問題点を探り出し、そして解決策を提示していただけるのかと、我がこ

とながら興味津々、学ばせていただこうという姿勢で臨んでおりました。 

 

結論から申し上げると、薄々気づきながらも、直視できずにいた「収益を追い求

めることへの抵抗感」をすぐに指摘されることとなりました。 

「イタタ！」と思いながらも、個別コンサルを受けることになれば、手厳しいこ

とも指摘されるだろうなとどこかで想像もしていましたので、ここは後退せずに

しっかり受け止めようと覚悟を決めるところともなりました。 

 

初回は、あくまでも方向性の確認ということでしたが、それでも多くの気

づきを得ることができました。 

 

①目標の修整。 

 

目標は立てていましたが、音源を繰り返し聞かせていただいていたにも関わら
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ず、現在の延長線上に設定していたことに気づかされました。未来への不安を払

拭できるような高い数値目標を打ち立てます。またそのために、単価を上げる。 

 

追加メニューの策定。 

高単価メニューの策定。 

これらに、コンサル後より取り組んでいます。 

 

勉強する時間を確保したい。（目の前の仕事に追われて時間がない） 

勉強するための資金を確保したい。（資金を確保するためにも、仕事を減らすこ

とはできない）これら相矛盾する（ように思われた）コンサル前にあった私の不

満を解消するためにも、まずは四の五の言わずに稼ぐ！このマインドが無理な

く、ストンと腹落ちしました。 

 

②「or」の発想から「and」の発想へ 

 

勉強する時間を確保したい。 

勉強するための資金を確保したい。 

 

これらのいずれかを選択すれば、もう一方は成り立たない、と「or」の発想に立

って、どちらか一方を選ぶことができずに葛藤していたのだと、鮒谷さんに指摘

された今となっては気づかされます。 

 

そうではなく「and」の発想に立ってみることだったのですね。 

これは知識としては知っていましたが、実行してみることに思い至りませんでし

た。 

「知った」「わかった」と「できる」の間には大きな隔てがあるだと改めて知ら

されました。これからも一つずつでも、「知った」「わかった」を「できる」にし

ていくための意思決定基準を作っていきます。 

 

鮒谷さんとのコンサル後、意識が少し変わったのでしょう。その日の午後

の施術では、抵抗なく、その方に必要と思われるメニューを提案すること

ができ、その方にも喜んでいただけました。私の利益のために売り込むの

ではなく、その方に本当に必要なものであれば、躊躇なく高単価なメニュ

ーでも提案すべきなのだと、コンサル後は自然にそう思えます。 

 

大きな目標を前にして、あまりに小さく、無力な私ではありますが、一歩ずつで

も進んでいけるよう取り組んでまいります。 

引き続き、よろしくお願いいたします。  

（小林 正佳 様） 
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今回でコンサルティングを受けさせていただき約 1 年が経ちました。1 年

前の自分と、今の自分では劇的なほど大きな変化があったなと改めて感じ

ています。日々の変化は、わずかなものかもしれませんが、微差の積み重

ねによって年単位で見れば、人生って本当に大きく変わるものだと実感し

ました。  

今回もコンサルティングありがとうございました！音声入力のスキルは引き続き

伸ばしていきたいと思いましたし、成果物のクオリティを上げるために PDCA

を回していきたいと思います。 

 

後半の○○○○○○○○○のお話は、マーケティングに携わる人間としても、と

ても重要なテーマであったと感じています。 

 

これまでは、1 世代前の○○○○○○○○○の概念で考えていましたが、お客様

の成功を心に考えるサービスをクライアントにも提案していきたいなと思いまし

た。前職に勤めていた時に、月額サービスの会員様に、心を込めて必死に考えて

送ったメールが解約を生み出していたことを思い出し、顧客の成功を真に考えら

れるサービスではなかったのだったなと痛感しています。まずは、

○○○○○○○○○を読んで、これからの自分自身やクライアントのビジネスを

より強固なものにできるよう、視点を高めていきたいと思います。 

 

そして、今回でコンサルティングを受けさせていただき約 1 年が経ちまし

た。1 年前の自分と、今の自分では劇的なほど大きな変化があったなと改

めて感じています。日々の変化は、わずかなものかもしれませんが、微差

の積み重ねによって年単位で見れば、人生って本当に大きく変わるものだ

と実感しました。 

 

最初は「まずは月 10 人に会いましょう」という課題を与えていただき、人と会

うことを億劫に感じていた自分ですが、「無用の用」「ハイかイエスか喜んで」を

意識し、人に会い、そこからつながったご縁で、新しい仕事や自分が目指せてい

た姿に確実に近づくことができました。本当にありがとうございます。 

 

コンサルティングを受ける前は、閉塞感ばかり覚えていましたが、今は当

時と比べるとはるかにポジティブに、楽しい日々を過ごせていると感じて

います。 

 

これからももっと、変化していきたいと思っていますので、今後ともよろしくお

願いいたします。まずは、2 泊 3 日のほどよい仕事旅行をしてみて、自分がどう

いうことを感じられるのか楽しみにしています。 

 

また、石垣島のお土産もありがとうございました!妻がちんすこうがすごく好き

で、とても喜んでいました!家族でおいしくいただいております。  
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（Ｒ．Ｔ 様） 
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自分にとって「神回」で、未来につながるヒントを、本当にたくさん頂け

たと思っています。  

今回もコンサルティングありがとうございました！ 

自分にとって「神回」で、未来につながるヒントを、本当にたくさん頂け

たと思っています。 

 

まだ小さな勉強会程度のことしかやっていませんが、 

行動してからの「学びの量・質」は、 

 

行動していない時と比べると、 

えげつないほどに違うと思いました。 

 

行動していないときの学び → 赤ちゃんの口でスイカをちょこっと食べる 

行動しているときの学び → カバの口でスイカをまるごと食べる 

 

それくらい大きな違いがありますね。 

 

ほんと、行動していないと、いくら頑張ってもほとんど成長しないと感じました

し、下手でも、ダメでも、バカと思われようが、 

 

「行動し、粘り強く改善する」 

 

人こそが、遠くに行けるんだなと改めて感じました。 

 

今後、自分がやる勉強会でも、新しいことを試して、試して、カバの口で、スイ

カを食べ続けたいと思います。 

 

今回学んだことをざっくり、箇条書きで自分の復習用にまとめてみたのですが、 

 

・比喩能力を 5 年、10 年スパンで磨いていく 

・抽象から具体への絨毯爆撃で、また高度を上げ抽象に戻る 

・1 テーマごとにまとめの時間を持つ「ここまでのことをまとめると」 

・セミナー前、コンサル前のテンションを上げる儀式（プロフェッショナル仕事

の流儀の Progress を聴く） 

・テントが抽象、ペグが具体。しっかりペグを打ち込まないと、テントが空に舞

ってしまう 

・Why の部分、なぜ私がこの話をしているのかを繰り返し伝える 

・価値を価値だと説明して差し上げる。そのために比喩、具体例が必要。 

・正面からでなく、裏門から攻めていく（そのために比喩が重要） 

・自尊心回復運動→自信ができる。楽しくなる。儲かる。 

・比喩の効果効能→ラポール。「こいつ分かっている」と思ってもらえる。 

・比喩の価値を理解していない人が多いからこそ、身につける価値がある 



 - 83 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

・比喩能力を鍛えることは、思考回路の強化。繰り返しやる。筋トレと同じ 

・幅広い知識のデータベースも必要。だからこそビジネス以外の分野が勉強にな

る。他分野の本を読む。 

・比喩を作る→記述する→話をする。このサイクルをたくさん繰り返す。 

（記述しないと消える） 

・「第 2 領域をやろう」だけでは響かない。資産づくり、未来の仕組みづくり、

などの言い換え、レトリックが大事 

・コンサルは話がずれたほうがバリューが出る 

・相手が気付いていない課題。それをなぜなぜ 5 回などであぶり出す。洞察力、

経験、知識が大事。 

・「結論」→「説明」→「結論」 

・期待値を超える、3 回超える → かっぱえびせん 

 

これらを次回の勉強会に活かしていきたいと思います。 

 

またおすすめいただいた映画、ファインディングジョーも Web でレンタルであ

ったので、見てみました！ 

 

http://www.findingjoe.jp/ondemand/ 

 

結果、すごく面白かったです。 

ライター、マーケターにとって必見の映画だと思います。 

 

ちょっと自分の解釈もありますが、 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

・すべてのお客様の人生を、物語に関連付けることができる 

・昔から物語のパターンは同じ「別離」→「通過儀礼」→「帰還」 

・みんなヒーロー。自分がヒーローになるために、物語に触れる。 

・「そうか！それは自分のことだ！」と思っていただく 

・物語は、人間の存在のメタファー 

・一歩を踏み出すことで物語は転がる。あなたの人生の物語を動かすんだ 

・羊の群れで暮らすトラ。自分がトラであることに気づかない。 

→ あなたもそうじゃないですか？あなたは特別な存在。それに気づくべきだ 

→ それに気付いて初めて、あなたの人生の物語は進んでいく 

・世界中の人が集団催眠にかかっている。常識と思っていることは本当に正しい

こと？ 

・集団催眠は、とてつもなく大きなプレッシャーとなってのしかかっている 

・ほとんどの人は、催眠にかかったまま、洗脳されたまま、日々を過ごす。その

ほうがラクだから。 

・ランニングマシンの上を走っているだけの人生でいいの？本当の人生を生き

よ！ 

・Call to Adventure 

・突然日常をさえぎる電話が鳴る。あなたが電話に出るまで、それは鳴り続ける

だろう。 
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・注意を払っていなければ、それはハンマーのような形でやってくる 

・次のステージ、物語へ踏み出すため必要な通過点 

・Calling を受けとれば、経験したことないパワーを感じるだろう 

・「脱皮しないヘビは死ぬ」ニーチェ 

・苦しくても、嫌でも、違和感があっても脱皮するんだ。そうしないとあなたの

物語は死ぬ 

・我々は予定どおりの人生を手放すべき。本当の人生を手に入れるために 

・何が起こるかは重要ではない。重要なのはそれにどう対処するか 

・誰かが通った道は、自分の道ではない。 

・Follow your bliss 幸福を追求せよ 

・自分を信じ、自分の中の深い衝動を信頼する 

・他人の教える Bliss（至福）を追求するな。自分の Bliss（至福）を追求せよ 

・「今この瞬間の可能性を受け入れます」 

・「私は至福を追求します」 

・あなたの Bliss（至福）は、過去の経験の中に眠っている。過去に戻って見つ

けるんだ（Go back and find it） 

・自分の目で見る。体験する。それが Calling にもなる 

・好きなことを追求する以上に大切なことはあるか？ 

・やったことがないことを試しなさい。気になっているのに、一度もやっていな

いことを 

・1 週間に 1 回は、自分が快適だと思わないシチュエーションに身を置く（コン

フォートゾーンを出る） 

・「なんでそこまでしてやるの？」そう言われなければ、自分の才能を伸ばしき

っていない 

・人生の恐れは、物語で登場するドラゴンだ 

・自分の才能を発揮するためにはドラゴンに立ち向かわないといけない 

・勇気とは筋肉のようなもの。何度も恐れに立ち向かえ。ドラゴンに立ち向かえ 

・一歩一歩乗り越えていくと、もはや恐れではなくなる 

・自分を脅かすことをやってみよう。その後で勇気がやってくる 

・怖がっていいんだよ 

・いつの時代も、最大の障害は自分自身。物語を止めているのは自分なんだ 

・ドラゴンを倒すより、愛するほうが効率的であり、気分が良い 

（恐れ、恐れる自分を愛してあげよう） 

・あなたはヒーローになるの？それとも・・・ 

・死の床で後悔するのは、やらなかったこと。 

・「あのときやっていればよかったと、まだ英雄でない人は死の直前に思いまし

た。おしまい」 

・そんな物語でいいの？物語を完成させるのはあなた。良くするのも、ダメにす

るのもあなた 

・自分の人生をどのような物語にするのか。作家の自分が、思い通りに描いてい

い 

・他人に自分の物語を書かせるな。自らの手で、自分の意思で作るんだ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
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（Ｒ．Ｔ 様） 
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もし、自分が本当に何かの分野で一流になりたかったら、鮒谷さんのコン

サルは必須だと思います。 メルマガを読んで、それが自分にあてはまって

熟読するレベルになっている人は間違いないですね！  

昨日は、朝９時半から１２時前まで、ノンストップでコンサルしていただき、あ

りがとうございました。 

 

時間を超過して、気をいれてやっていただき、本当に感謝です。恒例のご感想と

いうことですが、めちゃくちゃありますね（笑）おかげさまで、昨日の自分のメ

ルマガの熱の入り方がハンパではなかったです。 

 

昨日のコンサルは、第一回目ということもあり本質的な話をされるだろうと思っ

ておりました。私が、これからコンサル事業で、圧巻レベルのコンサルタントを

目指したいという話をしました。すると、いろいろな問いを投げかけられまし

た。 

 

「そもそもなぜコンサルなんですか？」 

「そもそもコンサルって何をするんですか？」 

「そもそもお客さんってコンサルに何を求めているのですか？」 

「お客さんのことを突き詰めて考えたことありますか？」 

「お客さんの感情・体温・顔・たましいレベルでイメージできていますか？」 

「お金を払う側の気持ちを常に考え、代価以上の価値（最低数倍）を渡す気持ち

を常にもっていますか？」 

「人生かけてやるレベルで取り組む覚悟はありますか？」 

 

などなど、根本的な問いをされました。 

これって、別にコンサルだけの話ではなく、どんな仕事、どんな活動にも当ては

まると思います。 

 

結局は、決意と覚悟の話で、自分がその分野で突き抜けたいと思うならば、それ

だけの代償を払わなければならないし、その基準をもたないといけないと強く思

いました。鮒谷さん自身、 

 

「私は人生をささげる覚悟でやってますし、1 日中考えてますよ。寝ている間も

考えてますし、そのレベルでやっているから負けないです」 

 

と、言い切っておられました。コンサルで言えば、ポジショニングとか、コンセ

プトとか、セールスレターとか、価格設定とか大事なことはいろいろあります

が、そもそも根本的なところがどうかという話。 

 

今回特に印象に残ったのは、 

 

「コンサルで大事なのは、何を言うかではなく、誰が言うかという話。背中で見
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せるのがコンサル」 

 

という言葉。最盛期 1 ヶ月 1000 万円（超）の売上を叩き出し続け、コンサル

し続けてきた人の言葉だからこそ伝わるメッセージでした。 

 

コンサル事業をしていく上での原理・原則をご教授いただいた時間でし

た。これから覚悟をもって取り組む所存です！！ 

 

前半は原理・原則の話ですが、後半は具体的な誰を、どんな解決方法でという話

でいいヒントもいただきました。 

 

次回には、自分のコンセプト、商品が決まっていると思いますのでまたご指導い

ただけたら幸いです。それにしても２時間半、ノンストップでコンサルされるエ

ネルギーを目の当たりにしてまさに超一流のコンサルをじかに体感できたのは大

きな価値だと思いました。 

 

また、コンサル終了後の振り返りの音声メッセージもありがたいですね。その手

法もいろいろと勉強になります。それでは、引き続き宜しくお願いいたします。 

 

「鮒谷さんの個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

 

もし、自分が本当に何かの分野で一流になりたかったら、鮒谷さんのコン

サルは必須だと思います。 メルマガを読んで、それが自分にあてはまって

熟読するレベルになっている人は間違いないですね！ 

 

コンサル費用は一流になるための決意と覚悟が試されていると思います。 

以上です。  

（チェンジライフ株式会社 代表取締役 根葉 正裕 様） 
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私の不足を、数時間の対話一発で見ぬかれ、そこに適切な言葉と、私に響

く言葉で連射しながら、気持ちを動かしてくださる鮒谷さんの対話力と人

間力に感動です。  

鮒谷さま 

 

今日はコンサルの初日、ありがとうございました。 

 

早速ご指摘あった、目標を再編集してきます。（今夜からやります～） 

さて、今日のお話のなかでは、いくつもの響いた言葉があります。  

 

ホットワード：目標（事業）の編集、レッテル、目標設定、定性的、定量的 臨

場感、逆算思考、自動操縦、 目の色変わる、脱皮   

 

それらを元に、ちょっとした感想を記しておきます。 

 

「自分にどんなレッテルを貼るか」 

 

独立当初の目標も、昨年始めた八玄座のことも、まだまだ信じ切れない自分を信

じるために、必死だったからこそ、あのように紙に書いて、ことばにしたのでし

た。だからこそのこの３年間だったのかもしれない、と今日の対話と通じて考え

ておりました。なので、ご指摘のあったとおり、僕は、ここのところゆるんでい

たのだと思います。  

 

なんだかんだ仕事はある。 コンサルもできるようになってきた プラントも楽

しい・・・うん、いまがいいやんそんな無意識が働いていたと感じます。自分の

目標を再編集しあらたなオートパイロットの向かう先を設定していきますね。 

 

このような状況の私の不足を、数時間の対話一発で見ぬかれ、そこに適切

な言葉と、私に響く言葉で連射しながら、気持ちを動かしてくださる鮒谷

さんの対話力と人間力に感動です。 

 

僕もある意味、今日で一歩、鮒谷さんの背中で語って頂いた、という感触の中に

おります。そしてもうひとつ。「目標は、問いを生む」目標から生まれるギャッ

プが問いを生み、そこから始まる無意識の中での様々な知の再編集こそが、オー

トパイロットの仕組みだと腹落ちました。だからこそ、非連続に見える跳躍とな

り、いつのまにか設定した目標はかたちになるのでしょうね。 

 

「問い」の重要性も非常に高く意識していたつもりですが、まさかこんな

明確な言葉として今日理解出来るとは思っておりませんでした。重ねて、

ありがとうございます。 

 

では、さっそく目の色変わるような目標を、仮で、ばばばーっ！と書き殴ってい
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ます！ 

 

次回もよろしくお願いいたします。  

（ウツミシステム株式会社 内海 太陽 様） 
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月に 1 回程、定期的にお会いさせていただくことで、自分の視点の高さを

調整させていだいたり、鮒谷さんとお会いする度にモチベーションも高ま

り、1 ヵ月間頑張るエネルギーをいただいているように感じています。  

今回もコンサルティングありがとうございました。 

 

月に 1 回程、定期的にお会いさせていただくことで、自分の視点の高さを

調整させていだいたり、鮒谷さんとお会いする度にモチベーションも高ま

り、1 ヵ月間頑張るエネルギーをいただいているように感じています。 

 

今回も色々教えていただきましたが、まず、すっぽんの件で、○○○○の○○さ

んをご紹介いただき、ありがとうございました！（このスピード感に感動で

す！）こちら、また進展がありましたら、ご報告をさせていただければと思って

おります。 

 

また、現状は、自社のビジネスが、ある意味一本足打法のような形で、まだまだ

不安定な状況でもあるので、3 年のうちに、新たな事業、複数のビジネスで、現

在と同じ位の売上を、もう 1 カテゴリー作っていけたら良いなと考えておりま

す。こちら目標設定し、時々刻々の記でアンテナを高く、楽しみながら達成して

いきたいと思います。 

 

また、両親への仕送りについても、新たな視点を与えていただいてありがとうご

ざいます。 

親が年金をもらう年齢になったら、仕送りをしようかなと考えていたのですが、

母親に月 5 万円なり 10 万円なりを仕送りすることで、自由に使えるお金を持っ

てもらって、自分がきちんと稼いでいるということを、仕送りというかたちで、

メッセージを伝えていければいいなと思っています。 

 

そして、チリツモの話も非常に参考になりました。いくつかやれることがあるな

と思いましたので、教えていただいたカード納税等はやっていきたいなと思いま

した。 

 

現状は、全体としては、機嫌良く新しいビジネスをやったり、優秀な人と

仕事をすることで、刺激を受けながら成長することができているなと感じ

ております。 

 

ただ、以前のコンサルティングにもあったような、Good と Great の違いのよう

に、今は Good の状態にはなっていますが、Great へと向かっている途中

なので、また日々楽しみながら、機嫌よく、成長していきます！ 

 

1 年前から、コンサルティングをしていただき、毎月毎月、徐々に変化し

ながら 1 年経ってみると、かなり大きな変化を人生に生み出すことができ
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ているのかなと感じています。今後も、2 年後、3 年後と、より大きな変

化を起こし、Great な状況にどんどん近づけるように、楽しんでいきたい

と思っております！  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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ヒアリングをしていただいているといつの間にか私が持っていた固定観念

や自分では客観視できていたつもりの思想が手品のようにスルスルと外れ

ていきました。そのうえで新しい視点をアドバイスしていただけました。  

鮒谷様 

 

先日は初回の個別コンサルティングでお世話になりました。 

初回という事もあってどの様にコンサルティングを進めていくのかわからなかっ

た事もあり、少々緊張気味に現地へ伺わせていただきましたが、私のレベルに

合わせて事例を交えながらお話を聞いていただいてるうちにこちらも自然

とスイッチが入り 2 時間という時間があっという間に消化されていきまし

た。 

 

ヒアリングをしていただいているといつの間にか私が持っていた固定観念

や自分では客観視できていたつもりの思想が手品のようにスルスルと外れ

ていきました。そのうえで新しい視点をアドバイスしていただけました。 

 

個人的にはアイデンティティからのビジネスの発想、ということが一番印

象的でやはり鮒谷さん常人にはない観点、視点が本質的に備わっているの

だな、と改めて感じました。コンサルティング後、帰宅の車中で内容を咀嚼

し、帰宅とともに A4 の紙 10 ページ分新しい気付きなどを吐き出しました。 

 

外部からの新鮮かつ斬新な刺激により自分の中に滞留してしまっているも

の正しい方向 

にエネルギーとして放出する、という事の繰り返しで脱皮していくのだな

と確信させて 

いただきました。 

 

次回のコンサルティングの予定はまだ決めていませんが、今考えてることもう少

し 

輪郭を帯びてきたらまたお時間を頂戴したいと思います。 

ありがとうございました。  

（Ｔ．Ｉ 様） 
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月に一度、こうやってお話をさせていただくことで、 

「自分の人生が前に進んでいる」という実感を、持つことができるように

なりますし、正直、今回のコンサルティング前は、少し、気分が落ち込ん

でいたのですが、コンサルティング後は、エンジンがかかりました。  

鮒谷さん、今回も楽しい時間をありがとうございました！ 

今回教えていただいた、 

 

「引き寄せて結べば草の庵なり、解くれば元の野原なりけり」 

 

は、本当に味わい深い言葉だなぁと感じました。 

 

無用の用、フラフラしながら編集作業をしていく、天引きをしようと、改めて思

わせていただきました。月に一度、こうやってお話をさせていただくこと

で、 

 

「自分の人生が前に進んでいる」 

 

という実感を、持つことができるようになりますし、正直、今回のコンサ

ルティング前は、少し、気分が落ち込んでいたのですが、コンサルティン

グ後は、エンジンがかかりました。 

 

3M の例でお話いただいた、2 割、3 割を意図的にフラフラすること、無用の用

を、改めて日々の生活の中に、戦略的に組み込んでいきたいと思います。 

 

また今回は物語に触れることが、波及効果の高い投資であるという言葉もいただ

きました。「大地」「みかづき」を読みながら長期的な物語をインストールして、

人生の浮き沈みに惑わされない、解釈の力を、もっと強化したいきたいとも思い

ました。 

 

乱暴なまとめになりますが、やっぱり人生って楽しいなぁって感じました！ 

これから、まだまだ変化して、成長して、ワクワクすることをしていけること

に、感謝だなぁと思いました。 

また次回も楽しみにしております！  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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今回も基準の話を私に合わせた形で丁寧にしていただき、ありがとうござ

いました。  

個別コンサル 2 回目ありがとうございました。 

 

今回も基準の話を私に合わせた形で丁寧にしていただき、ありがとうござ

いました。 

 

コンサルが終わった時には、かなり消化不良でしたが、録音したコンサル

音源を聞き直すことで、「刺さる」「刺さる！」「おぉ！」「なるほど！」こ

んなこと言われてたんですね。1 回じゃとても理解できませんでした。そ

して「確かに」「甘すぎる」「話になってない」というのが自分でもよくわ

かりました（笑）すっかり基準が落ちてました。 

 

第一ボタンがしっかりととまっているか、そのボタンはかけちがえていな

いか、まさに、最初の一歩（方向）は合っているのか、その大切さを再確

認しました。もし、コンサルを受けてなければ、そのままの状態で、表面上の

方策に走り、キャッチコピーだの、セールスレターだの、ＬＰの書き方など、集

客テクニックの方法論に走っていってしまうところでした。この相場観は、残

念ながら自分ではわかりません。自分よりも数段階上の伝達能力の高い人

に教えてもらわないと判断できないと思います。 

そういう意味で、非常にありがたいコンサルでした。 

 

まだまだ自分のたな卸し、クライアントの悩み、状態、イメージ、そして、それ

を表現する語彙、伝える力が圧倒的に足りませんでした。1 回目のコンサル音源

もすでに 5 回以上聞き直してコンサルタントの原則を徹底して刷り込んでいま

す。おかげさまで、コンサルが終わって 2 週間経った今、自分の過去のたな卸し

と今のコンサル事業がうまく線としてつながってきました。 

 

また、これまで自分が買った鮒谷さんの商品のセールスメルマガを読んでみまし

た。比喩や造語の活用、クライアントの状況が鮮明に浮かび上がってきていまし

た。まさにクライアントよりもクライアントの状況を理解するということです

ね。やはり自分が書く立場になってわかるというのは本当ですね。見方がまった

く変わります。 

 

前回よりも自分では成長した文章は書けるようになってきましたが、またそれを

破壊していただいて（笑）これからもバリバリ思考力、言語化能力、伝達力を上

げていきたいと思います。あと 2 階層、3 階層ぐらいレベルを上げていきたいと

ころです。 

 

次回のコンサルまでにまた資料は送らせていただきます。 
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次回も楽しみにしております。 

引き続き宜しくお願いいたします。  

（Ｍ．Ｎ 様） 
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時間をお金で買えと常々おっしゃっていましたが、移動時間は確かにすご

く貴重で、特に僕の様に東京や大阪に行くにしても、ほとんど一日がかり

なので、そう言う意味では Zoom でのコンサルは本当に助かります。  

今回は初めての Zoom でのコンサルでしたが、全く違和感無くお話し出来

て、遠隔でもこんなに簡単にコンサルを受けられると知って驚きでした。

もちろん、今まで数回お会いしていた事も有るでしょうけど、距離感はほ

とんどなく、これは遠くの人にはとても良いツールだと思います。 

 

時間をお金で買えと常々おっしゃっていましたが、移動時間は確かにすご

く貴重で、特に僕の様に東京や大阪に行くにしても、ほとんど一日がかり

なので、そう言う意味では Zoom でのコンサルは本当に助かります。 

 

そして、コンサルの内容ですが、今回はおおきくわけると、間違いを繰り返さな

いということと、価格設定の常識を疑うと言う事でした。間違いを繰り返さない

と言う事はもちろん歯科医業と言う私の仕事に置いては重要な事で、仕事に置け

る間違いを繰り返さないマニュアルや方法はよくわかっているのですが、今回の

様に広告やウエブの仕事に関しては、外注している部分も多いのでなかなか手を

付けにくい事でした。 

 

それでも、今回アドバイス頂いて、広告等に関してもある程度自分でコントロー

ルする必要が有ると言う事は良くわかりました。ありがとうございました。 

 

あと、価格設定に関しては、これはうちではもうこれ以上の修正をしなくても良

いかと思っていたのですが、やはりまだまだ改善点が有る事を痛感しました。 

もう無理、と思っていても、○○○のうち、○○しか作成していなかった場合、

たしかに○を作成するという手段が有りますよね。これは本当にすばらしい提案

で早速修正して行きたいと思っています。 

 

あと、その他にもたくさんの有用な情報を頂いてありがとうございます。すべて

を実行するのは多少時間がかかるでしょうけど、次にお会いするまでに出来るだ

け多くの事をやっておきたいと思います。  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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「とんでもない敵と戦わないといけない時代」がもう来ているので、いか

にして勝つのか、または戦わないで済ますか、ということを考えながら、

仕事をしていきたいと思いました。  

音声入力、口述筆記で 1 カ月間仕事をしてみて、たくさんのメリットを感

じておりますし、これから生産性に革命が起こる予感も感じております! 
歩きながらスマホに吹き込んだり、私の中で口述筆記をしたり、鮒谷さんをロー

ルモデルにさせていただき、結構楽しみながらやらせていただいております。 

メリットは十分に体感できていますので、今は口述のスキルを高めるために数を

こなし、脳内にあることをスムーズに口からアウトプットできる回路を、強く形

成していくことを意識していきたいと思います。 

 

口述筆記を自分のものにできれば、めちゃくちゃ大きなアドバンテージに

なると思いますし、他のことに取り組む時間も持てるようになると思いま

すので、これから半年間は集中的にこのスキルを磨いて参ります。（口述筆

記のスキルを高められたら、素晴らしい未来が手に入ることは間違いない

ので、すごくワクワクしています！） 

 

また、ファイナンス思考をご紹介いただきありがとうございます! 

こちらのほうは購入だけはしていたのですが、まだ読んでいなかったので、早速

読んでいきたいと思います!（バチェラー・ジャパンの前に（笑） 

 

あとテラハや、バチェラー・ジャパンのお話で、GAFA がいかに「認知能力を根

こそぎ奪って」いて、自分の作る文章や、シナリオが、その引力に勝てているの

か？という問いは、これからの仕事において、とても重要なものだと感じまし

た。 

 

「とんでもない敵と戦わないといけない時代」がもう来ているので、いか

にして勝つのか、または戦わないで済ますか、ということを考えながら、

仕事をしていきたいと思いました。 

 

次回も楽しみにしております。 

 

よろしくお願い致します！  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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まずはやることの量がわかるようになっただけでも何となく苦しい思いを

していた自分には気が楽になりました。  

個別コンサル 3 回を通し、改めてありがとうございました。 

3 回目の昨日は世間一般では正月休みの初日の午前中、年末の週末は当然予定も

詰めていましたので朝起きた時は年明けにしておけば良かったと後悔すら覚えま

したが、終わってみれば一番いいタイミングでした。 

お正月に緩めずに動くことができるからです。 

 

コンサル後に書きつくしたタスクは正月休みに全て終わらせることが難しいもの

も含まれてますが、まずはやることの量がわかるようになっただけでも何と

なく苦しい思いをしていた自分には気が楽になりました。 

 

いろいろやらなきゃいけないのはわかっているんだけど気にしているから

こそ認知力を削って動けなくなり、また溜まってさらに動けずの状態にあ

ったのを自覚しました。（恥ずかしながら。。） 

 

来年末はそんな状態からは抜けているよう、2019 年の躾（習慣化）のテーマは

「実行率 UP」を掲げていきます。 

 

まず、小さな行動としては「思ったことは全部書き出すこと」の徹底です。 

こちらも今までもメモをしようと思っていたのにできていなかったのは思ってい

ただけで「絶対書き出す！」と決めていないだけでした。掘れば掘り尽くされる

ことなくどんどん出てくる改善点ですが、3 回を通して言えるのは当たり前をち

ゃんとできているのか、その前に何を当たり前としているのか、の再確認だった

と考えています。 

 

また、鮒谷さんにとっては普通に出てくる言葉が私にとっては「そのテン

ションで日常を送るのか！」とそういうのを目の前で見て感じる為に来た

のだと思います。幸いにも稼げば自分に全て跳ね返ってくる状況にいるのです

から「ラクに、楽しく、さらに儲かる！」をモットーに(笑)仕事を楽しんでいき

ます。 

（フォローの音源からもいいお言葉をありがとうございます！）  

（Ａ．Ｍ 様） 
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ここ 2 ヶ月で行ったことを復習する・見つめ直すということがコンサルを

受ける前までに行えた点ですでによかったと思います。見られると言う事

の大切さを改めて実感しました。  

個別コンサルを受けさせていただいての感想です。 

自分の復習材料として記載させて頂きます。 

 

今回で 3 回目の個別コンサルを受けさせていただきました。 

ここ 2 ヶ月で行ったことを復習する・見つめ直すということがコンサルを

受ける前までに行えた点ですでによかったと思います。見られると言う事

の大切さを改めて実感しました。 

 

今回ははじめに目標について相談させていただきました。 

being 目標について前回はほとんど being がなく doing であったため、今回は

抽象度を高めて being 目標を設定し、確認して頂きました。また having 目標と

して年収だけではなく資産も含めて設定しました。その際年収と資産の考え方に

ついて教えていただきました。 

 

次に広告チラシの内容について相談をさせていただきました。 

その際、営業、接客のすべてに関係する考え方、対応について教えていただけた

と思います。自分自身のやってることへの思い入れが強く、そのことばかりを前

面に打ち出してしまう傾向があることに気づきました。 

 

一度幽体離脱をしてお客様の立場に身を置き、そこから自分も見つめるというこ

とを頭ではわかっていても、いざ自分がやっていることとなるとなかなかできて

いないものだなと感じられて良かったです。 

 

また広告に関しては様々な媒体での事例を教えていただきました。 

 

ポスティングにこだわることなく他媒体も試し、きめ細かく PDCA を回してい

くことで合うものを探していきたいと思います。まずは Facebook 広告の本を

購入することとランディングページ作成について調べるところから始めます。そ

してキャッチコピーを考えるために女性誌や電車のつり革広告、Web ページ検

索などで調べようと思います。 

 

次に顧客の変化変容についての相談をさせていただきました。 

自分自身の我を出しすぎて熱意を持って相手に伝えているつもりが、ともすると

相手の要求を聴かずに切り捨てて上から目線で相手に伝えていったということに

気づきました。 

１回でもちろん変えられない方もいますので、婉曲的に数回に分けて相手の変容

を促す。 

今までの自分はオールオアナッシングで 1 回で変わらなければそれで終了と自分

自身で機会を損失する行動をしていたように感じます。 
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まずは 1 回目から 2 回目につなげること、その後数回つなげることで徐々に婉

曲的に変容の機会をいただくと言う気持ちで臨もうと思います。 

 

今回は特に幽体離脱をしてお客様の立場に立つという点と集客に関してこれまた

きめ細かく PDCA を回していく大切さに気づかせていただきました。 

初回の個別コンサルからのおかげで、行動する自分が作られ、PDCA を回すとい

う状態になれましたので今後成果がでる行動を確立して行きます。 

 

次回のコンサルで成果とともに新たな課題を持っていくように致します。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

なお、この感想は帰り道に歩きながら音声入力で入力いたしました。多少の編集

は必要ではありますが、メルマガで音声入力に関して気づきを頂けたおかげでブ

ログや資料作り、その他文字入力の時間が大幅に短縮できました。  

（Ｔ．Ｎ 様） 
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今回はいつも以上に、「さざ波」を立てていただいたなと、感じました。  

今回もコンサルティングありがとうございました！ 

そしてお寿司もご馳走さまでした！ 

（本当に美味しく、明日妻と食べにいくことになりました笑） 

 

今回はいつも以上に、「さざ波」を立てていただいたなと、感じました。 

まず心に刺さったのは、「そもそも」を問い続け、本質に迫るクセ付けをすると

いうことです。 

 

目標設定のなかにも、 

 

・具体と抽象を自由自在に往復する 

・視点を上げて思考する 

 

と書いているのですが、「そもそも」を問うのは、習慣化もしやすく、あまり構

えずに考えることもでき、自分の考える力 = 頭の良さを、高めていくのに、大

きく寄与してくれそうだなと、強く感じました！ 

 

コンサルティングのあと、ちょっとスキマ時間ができたら、 

 

「そもそも、このタスクは何のためにやるんだったっけ？」 

「そもそも、この選択肢をとった理由はなんだったっけ？」 

 

と、考えるようにしています。 

 

そうすることで、 

 

「俺は頭をつかっているぞ」と、 

 

自尊心も高まりますし、なにより考えることが、これまでよりも楽しくなりまし

た。 

アクセンチュアの時に、一生懸命に頭を使い続けていた感覚が、蘇ってきたよう

な気がします。 

 

今後も、「そもそも」「あたかも」「まるで」の、魔法の質問を繰り返して、自分

の思考の質、思考体力を、長期的に逓増させていきます。そして、しゃべる機会

を持つことが、一番学びになるというのも、心にかなり深く刺さりました。 

 

ある程度の負荷をかけ、強制的に考えて、言葉にして伝えていく。 

 

印象に残っているのが、 

 

「どれだけ一生懸命に話を聞いても、その 20%とか 30%くらいしか、吸収する



 - 102 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

ことはできない。一番得する、学びになっているのは、話している本人」 

 

ということです。 

 

ほんとにそうだなぁ、と思いました。 

 

学ぶために聞くのではなく、学ぶために自分がしゃべるというのは、学習スタイ

ルの大きな転換ですし、こういった「今までとは違うこと」をすることで、新し

い世界も見えてくるだろうなと思いました。 

 

まずは、ベイビーステップで、やってみて、どんな感じになるのかを、体感して

みます。 

 

他にも、 

 

・VC 的な視点で、人との関係を作っていく 

 

・年下とのつながりを大切にする 

 

・少しずつ基準を上げていく 

 

・ザトウクジラの基準の高い魚の食べ方（比喩） 

 

・雑草のように、人間は利己的に最適化していい。それに許しを与えていく 

→ つまり自分が学ぶために、聞きたい人を探し、自分のために話す。（それがそ

の人 のためになるよう、もちろん努力はする） 

 

・ちょこちょこメシを食うのも投資（ベンチャー投資的） 

 

・自分の経済圏を作る 

 

・囲碁のように、突飛に見える打ち手が将来効いてくる（ビジネス、人間関係も

同じ） 

 

・出身高校を覚えて、それに関するコミュニケーション、情報提供をする 

 

などなど、今回も溢れんばかりの学びをありがとうございました。 

 

また、次回のコンサルティングもよろしくおねがいします！  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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何かをするときにどうしても既存のものから離れられないというか、我々

の常識のようなものに囚われていて、発送が及ばないところを、歯科専門

ではないからこそ鮒谷さんから提案いただくことはすごく参考になりま

す。  

歯科医院という枠組みにとらわれては行けないということはとても参考になりま

した。もちろん、もともと最初のコンサルのときに前人未到とか、そういう目標

を掲げるように言われていて、そのことは頭にしっかり残っていたのですが、実

際、何かをするときにどうしても既存のものから離れられないというか、

我々の常識のようなものに囚われていて、発送が及ばないところを、歯科

専門ではないからこそ鮒谷さんから提案いただくことはすごく参考になり

ます。 

 

また、口の中を治すということが、その人の人生の QOL を上げるということ、

あるいは「歯ではなく人生」を良くする、あなたの人生を変える、というように

考えるというのは、実はいつも頭の片隅にはあるのですが、これもやはり、そう

はっきりと言いきれるというのは難しくて、今までは患者さんには、なかなかア

ピールできなかったポイントです。 

 

でも、思い返せば、全く食事ができなかった人が、とても美味しいご飯がいただ

けるとか、笑えなかった人が笑えるようになった、あるいは新しい出会いがあっ

て結婚したとか報告をいただくことも多々ありました。自分では、そう言われる

と嬉しいところもあったのですが、それを自分の治療と直接的には結びつけずに

いたのですが、やっぱりそういう変化を起こせるという職業だということはとて

も嬉しいことです。 

 

あとは結局漠然とした自分の不安というのがライフプランをうまく建てられてい

ないからだということが非常によくわかった一日でもありました。歯医者は

EXIT が難しいのは以前から知っていましたし、なんとなく７０くらいまででき

れば良いかなくらいに思っていたのですが、もう少し具体的に考えなければ行け

ないと痛感した一日です。 

 

（鮒谷さんのコンサルにも、人生を変えると言えるという部分があるのです

ね。）  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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今回もたくさんの気付きを与えていただき、非常に濃い時間を過ごさせて

いただきました。  

鮒谷さん今回もコンサルティングありがとうございました！ 

今回もたくさんの気付きを与えていただき、非常に濃い時間を過ごさせて

いただきました。 

 

まず、ご紹介いただいた P さんと、今週の水曜日にお会いすることになりまし

た。 

その際に、今回教えていただいた、コンサルティングのメニューであったり、金

額、お金の話を、紙に落とした状態でお話できるようにしていきたいと思ってい

ます。 

 

自分としてもお金の話はなかなか言いにくいことでもありますし、どちらかとい

うと苦手な部分でもありました。それを紙に落として「こういうメニューになっ

ております」と言うと、精神的にも凄く楽になりますし、更にビジネスや学びの

チャンスも広がっていくと感じました。 

 

コンサルティングの時に鮒谷さんがおっしゃっていた通り、自分自身も、コンサ

ル自体を主な自分のビジネスであったり、主な収益源にするというよりは、いろ

んな経験を積むと言う位置づけで考えています。ある程度手離れの良いビジネス

にしておくことで、他に「これだ！」と思ったものが出たときに、そちらにスム

ーズに移行できるような、「いつでも飛び立てる」というような状況を作り、コ

ンサルティングもご縁があればやっていきたいなと考えています。 

 

また、今後自分の人生に活きてくるなと思った言葉が、「言いにくいことは、早

く言っておいた方が良い」ということです。こちらはまさにその通りだなと感じ

ました。先送りしてしまいがちなことというのは、結局いつか言わなければいけ

ないことですし、言おう言おうと言いながら、言わない状況を作っておく。そん

な時間が続くことがストレスになりますし、それで認知能力が奪われることにも

なってしまい、エネルギーが費やされることにもなってしまいます。そういっ

た、無駄がたくさん発生するということに繋がってしまうので、言いにくいこと

は早く言っておこうという意識を、更に強めて行きたいと思います。 

 

その手段の一つとして、紙に代わりにしゃべってもらうというのは、もの凄く有

効な方法だと思いました。紙にその内容を書いて、「こうです」と、後は紙に託

すというか、紙に雄弁に語ってもらうというようなスタイルにしておくと、スト

レスもたまりにくいし、言いにくいことも、さっと差し出せるということがある

ので、より充実感というか、より機嫌良く仕事をしていける人生に繋がっていく

言葉かなと感じました。 

 

あと、中国古典の言葉として、「君子の交わりは淡きこと水の如し」という言葉

は、凄くインパクトのある言葉でした。大人の交わりはお互いに分かり合ってい
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ることがあって、相手の事情に踏み込み過ぎないというような、さらりとしたコ

ミュニケーションをするというのは、長い関係を続けていくという上で、やっぱ

り重要なんだなという風に、改めて感じました。 

 

ともすると、ベタベタした密接な関係の方が良いのではという風に思ってしまい

がちではあったんですけれども、自分はどちらかというとそういうベタベタした

密な関係というのは得意ではなく、ある程度ほど良い距離感を持った上で、人と

関係性を築いていくという方が自分に合っているし、心地良いと感じるタイプで

す。だからこそこの言葉、「君子の交わりは淡きこと水の如し」という表現は、

自分がこれからたくさんの方と、良い人間関係であったり、それを長く、心地の

良いかたちで続けていく為には、この言葉がもの凄く大事な役割を果たしてくれ

ると思いました。 

 

こちらの言葉の逆の表現として、「小人の交わりは醴の如し」ということで、

「醴」というのは、甘酒のことで、甘ったるい酒のようにぐちゃっとしている関

係というのは、小人の交わりであると。自分は、君子のような交わりをしていけ

ればと思いますので、淡き水の如き、コミュニケーションというものを、今後、

より意識していきたいと思っています。 

 

また次回のコンサルティングの際に、P さんとのお話であったり、その時に自分

の中で気になっているテーマ、ホットなテーマ等をご相談させていただければと

思っています。 

 

今回も本当にありがとうございました。次回のコンサルティングも凄く凄く

楽しみにしております。またよろしくお願いいたします。  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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30 年近く営業という肩書で仕事をしてきた私ですがお話頂いた内容は全

くレベルの違う世界でした。いくつか私にも出来ているかもと思えるもの

もありましたが言語化するという習慣をもっていなかっため再現性のある

ルールとして定着しているとは言い難く改めて言語化することの重要性を

認識しました。  

鮒谷先生 

 

先日の個別コンサルありがとうございました。 

 

初回である今回は、営業としての OS について沢山の時間を割いて頂きました。 

30 年近く営業という肩書で仕事をしてきた私ですがお話頂いた内容は全

くレベルの違う世界でした。いくつか私にも出来ているかもと思えるもの

もありましたが言語化するという習慣をもっていなかっため再現性のある

ルールとして定着しているとは言い難く改めて言語化することの重要性を

認識しました。 

 

今回、特に強く意識したいと思ったことは 

 

・人柄が良くて凄い人が成功し続ける 

自分を殺して相手に尽くす心がけが重要。日常のあらゆる場面において、全力で

他者の役に立つことを習慣化する。 

 

・本能のままに生きていたら、モノが売れるわけがない 

本能を殺せる人間が少ないならモノが売れる人間が少ないだけのこと。本能を殺

すことでレッドオーシャンのビジネスをブルーオーシャンに変えることができ

る。 

 

・相手が断る理由をゼロにすればビジネスは成立する 

相手は断る選択肢をもっている。その選択肢を奪い取ることを寝ても覚めても考

える。 

 

・一貫性のある物語があれば「カネをくれ」と言うのを躊躇しなくなる 

 

自分を語る一貫性のある物語があると説得力が生まれる。一貫性が言葉、態度に

現れる。こうなればスゲーと思える相手に価値が生まれる重心の低い物語をつく

り自分に刷り込む。とにかく、相手の立場、状況、文脈を観察・洞察し自分の感

情を殺してひたすら相手の役に立つことだけを追及していけば結果として必ず成

功できると信念レベルで思い込み、日々修行に励みます。 

 

ご紹介頂いた【○○○○○○○○○○○○○○○】を早速購入し帰りの飛行機で

読んだところ登場するライフプランナーの方々と今回のコンサル内容が見事にリ

ンクし、ストンストンと入ってきました。丁度セーフティーネットとして保険加
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入を考えているので次回の帰国時にはプレデンシャル生命のライフプランナーの

方に相談をしてみようかと思いはじめています。 

 

今回のコンサルでは直に取り組むべき課題が沢山浮き上がったことも収穫

でした。一人回転椅子ミーティングにて現時点でリスト化できている取引先・案

件・契約一つ一つを徹底的に検証し断られる理由を全て潰した上で次回コンサル

に望みます。 

 

最後になりますが門外不出であるはずの○○○○○○○○○○○○○を○○でご

提供については期待を超え過ぎてしまい感謝の言葉も見つかりません。これまで

も、鮒谷先生の 10 倍返しの価値提供は何度も経験させて頂いてきましたがクラ

イアントに対して徹底的に期待を超え続けるという鮒谷先生の凄みに圧倒されな

がら命の次に大切なお金を使ってくれたお客様にお金を使って得をしたと心の底

から感じさせお金を払うことに何の躊躇も起きないシステム。 

 

私もこのシステムを廻すことができれば食いっぱぐれることはないのだと言うこ

とをこの感想を書いている中で深く深く気づくことができました。金額的にもコ

ンサル 5 回分の価値がある○○を頂き、更にこの気づきを得られたことだけで既

に対価の何十倍もの価値提供を得られましたがあと 4 回のコンサルで更に何が学

べるのか楽しみでありません（という心理を起こさせることでエコシステムとな

るのですね）。年末ご多用の折ではございますが、お身体にお気をつけて良き新

年をお迎えください。来年もご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げま

す。  

（Ｙ．Ｋ 様） 
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鮒谷先生はメルマガやセミナーで常々「気を入れて人と会う」と仰られて

いますが「気を入れる」レベルの高さに圧倒されながら日常生活から、こ

のレベルで人と会い続けておられるからこそ身体技法としてコンサル内容

を変幻自在に瞬時に最適化できるのだなと納得致しました。  

鮒谷先生第 2 回個別コンサルティングありがとうございました。 

 

初回コンサルでは「人柄が良くて凄い人が成功し続ける」をキーワードにビジネ

スで成功するための「人柄の良さ」をメインテーマとしてコンサルを展開して頂

きましたが今回コンサルでは「人柄の良い人」が「凄い人」になるための心得、

身体技法、振る舞い、スキル等について GIVER・TAKER・MATCHER という

3 タイプの思考行動の比較をしながら営業としての在り方ともに考察していく内

容で 

「大欲は無欲に似たり」 

の精神を叩き込んで頂いたと思っています。 

 

実のところ前回から今回のコンサル内容の流れがここまで見事にデザイン

されていたことにこの感想を書く中で気が付くことになりました。 

事前提出していた資料と当日の簡単な質問により、私自身が気付いていない課

題について私以上に深く考察して頂いた上で前回と今回の内容が双方向性

を持つようなコンサルを設計して頂いていたのですね。 

 

そして、PACING＆LEADING の話題を出すことで今回のコンサル内容に至った

スキルについてそっと種明かしまでして頂いていたと感じています。鮒谷先生は

メルマガやセミナーで常々「気を入れて人と会う」と仰られていますが

「気を入れる」レベルの高さに圧倒されながら日常生活から、このレベル

で人と会い続けておられるからこそ身体技法としてコンサル内容を変幻自

在に瞬時に最適化できるのだなと納得致しました。 

 
今回のコンサルの中でも沢山の「!」「?」を得ることができましたが、特に「エ

レガントに左手を添える」ことについて、自分のビジネスに具体として落とし込

むにはどうしたら良いかをずっと考え続けていましたがこの感想を書きながら、

コンサルの中で鮒谷先生がその回答の実演をして頂いていたことに気付き眼から

鱗が落ちました。 

 

まずは 

 

・GIVER としての一貫性の確立 

 

・「気を入れて人に会う」のレベルアップを更に意識し、引き続き量稽古を重ね

ながらエレガントに左手が添えられる営業になれるよう一歩一歩前に進んでいき
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たいと思います。 

次回コンサルもよろしくお願い致します。  

（Ｙ．Ｋ 様） 
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今回も含め三回の個別コンサルを受ける中で十年以上のメルマガ拝読+各種

音源拝聴で潜在意識の中に埋め込まれていた教えが頭の中で掛け算となり

有機的に繋がっていく感覚を覚えています。  

鮒谷先生 

 

先日は第三回個別コンサルティングありがとうございました。 

私にとって独立初日の最初のアポイントが今回のコンサルティングとなり

第二領域からの最高のスタートとなりました。 

 

今回も含め三回の個別コンサルを受ける中で十年以上のメルマガ拝読+各種

音源拝聴で潜在意識の中に埋め込まれていた教えが頭の中で掛け算となり

有機的に繋がっていく感覚を覚えています。 

 

今回は具体的な営業手法・戦略・心得についてかなり際どいお話も混ぜて

頂きながら判りやすく丁寧に伝授して頂きました。過去二回のコンサルで

は鮒谷先生の人としての「徳」を強く感じましたが今回はビジネスマンと

しての「凄み」を感じる内容でした。 

 

今回の日本滞在中に七社のトップの方々と面談し私の会社の紹介をさせて頂いた

のですが初日に鮒谷先生のコンサルを受けていたお陰で「契約して頂けません

か」と言いたくなる気持ちをぐっとこらえてジャブを打ち続けることができまし

た。 

 

当然、今回は契約の話にはなりませんでしたが鮒谷先生から必ず質問がでると仰

られていた 

 

「貴社とお付き合いするには、どうやってお願いすれば良いですか？」 

 

という問いを数社から頂くこともでき、それに対する回答を準備できていたので

声が上ずる事も、視線が宙を舞うこともなく今後につながる対応ができたと思っ

ています。 

 

※余談ですが、その質問をされる方々は謙虚で礼儀正しく確固たる実績を上げら

れているという共通点があることに気付きました。 

 

まずはこれまでのコンサル内容を反復し契約を頂いているお客様への期待以上の

価値提供を心掛けて行動しつづけることで重心を下げ一日も早く一本を決められ

る型の確立に注力していきます。 

 

今回ははからずもコンサル後には新元号発表という歴史的瞬間を鮒谷先生のタブ

レットを見ながら一緒に迎えるという幸運に恵まれました。将来、鮒谷先生が今

回の新元号発表の瞬間を思い出すたびに隣に誰かいたなぁと私の存在を思い出し
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て頂くことになるかもしれません。その時、鮒谷先生の失敗作としての思い出に

ならない存在になりたいという新たなモチベーションが芽生えました。今回、予

期していなかったモチベーションを手に入れることができたことで自分は

ついている、持っている、必ず成功すると思い込みを持てたことは今の私

にとって非常に大きな力になっています。 

 

これまでの会社員時代とは違い成果を出さない限り預金通帳の金額は増えないと

いう現実に向き合い始めた中で半年前に妻の冷ややかな視線を感じながらも個別

コンサルを申し込んでいなかったらこの自信（勘違い？）は持てていなかったの

だと考えるだけでもゾッとします。 

 

やはり、行動こそ価値を生むで行動しなければ大きな収穫を得ることはできない

と改めて認識しました。とはいえ、ビジネスモデルと呼べるような盤石な体制が

何もない状態での船出ですので油断をしたらすぐに転覆してしまうことを肝に銘

じて「令和」という新しい時代とともに圧巻セールスへと進化できるよう精進に

努めて参ります。 

 

今後ともよろしくお願い致します。  

（Ｙ．Ｋ 様） 
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今回個別コンサルを受けさせて頂き、色々な気付きがあり、その後もアイ

ディアがぽこぽこ出てきています。  

今回個別コンサルを受けさせて頂き、色々な気付きがあり、その後もアイ

ディアがぽこぽこ出てきています。 

 

復習および行動計画のつもりで感想を記したいと思います。 

まずは目標設定について、立てた目標は being 目標がほとんどなく、doing 目標

というか行動指標というか躾というか、のみ記載していると感じました。 

 

being 目標を立てる上での 

 

「何者として覚えられたいか？」 

 

という事に関して、「圧巻ですか？」と自分に対して問いた時に「yes」「no」

で答えられるか？と考えるとすごく分かりやすいと感じました。そしてその問い

の言葉に自分なりの定義をする。being 目標をシンプルな形で、それでいてシン

プルな形で定義するところから再スタートしようと思いました。 

 

そして、having 目標には、資産も入れるようにと気付きました。 

何よりも「リスク」を考えた上で年収と資産を入れる。 

災害や経済の変化が起きた際に、人件費や地代を考えると貯金は積立金でしかな

い。自分が倒れた時のことも考えると事業の継続性を考えるとリスク分もストッ

クすると考えてストックしておく必要がある。 

 

having は、「これがあると良い」もいれるが、「これがないとやばい」の危機

感の方も考慮した上で入れる。言われてみると当たり前の事ですが、普段意識し

ていなかったことに気が付きました。having 目標がまた全然違うものになって

くると感じました。 

 

日記に関して、今まで通りの書き方で良いと確認でき、安心できました。見返し

た時に読みやすいように印をつけていこうと思います。 

 

健康観のインストール、顧客の変化変容に関しての考え方、具体的な方法に関し

ても相談させて頂きました。来られる前に見てもらう資料として、漫画を用い

る、物語を入れ込むという方向で進めていきます。 

 

「物語は抗えない」「比喩は抗えない」という力を活用して作成していこうと思

います。 

 

また、来られた後の変化変容に関しては、 

 

①感情を動かすか 
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②継続接触によって徐々に変えていく、 

 

という事を教えて頂きました。 

ここでもやはり「物語」「比喩」だなと感じました。 

 

また方法論としてポンポン出てきていますので、労力と確度とを考えて行動して

いきます。 

その中の一つの方法として、音源販売のイメージが出てきました。コンサル中

に助言を頂いたことをきっかけとして、気付きが出てきています。これか

ら形にしていきますが、まずは練習として今ある音源を同業者用に販売ページを

作成してみました。 

 

まずは投げてみて、加速させていく、何においてもそうだと実感する事が

出来ましたので、スピードを上げるためにどうするか、という問いを立て

ながら今後も行動しようと思います。投げてからの試行錯誤を楽しめてお

ります。 

 

次回コンサル時に朗報をお伝え出来るように前進しようと思います。  

（Ｎ 様） 
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この「鮒谷式個別コンサルティング」の一番いいと感じている点は「受講

側にも宿題が提示されること、そしてその頑張り次第で得られる成果が変

わってくる」二人三脚式なところです。  

5 回にわたる個別コンサルティング、誠にありがとうございました。月に 1 回の

ペースで実習をさせていただき、半年の月日が経過いたしましたが、個人的には

「別人」というと言い過ぎですが、だいぶ変わりつつあるのではないかと

感じております（鮒谷さんにとっては、まだまだ始まってねえよという感じか

と思いますが） 

 

私はその他のコンサルティングというものを受けたことがないですが、この「鮒

谷式個別コンサルティング」の一番いいと感じている点は「受講側にも宿

題が提示されること、そしてその頑張り次第で得られる成果が変わってく

る」二人三脚式なところです。これはとても信用ができると感じました。なぜ

なら、どんなに講師（鮒谷さん）が、頑張ろうとも、受講側の努力なくして、目

標の達成なんかできるわけないだろうという、よくよく考えれば、至極当たり前

のことですが、顧客サービスにおいてはなかなかあるようでない、顧客側に努力

を要求するサービスだからです。 

 

これは、お客様に対して真摯に向き合っているからこそ、お客様に成果を上げて

いただきたいと鮒谷さんが本当に感じているからこそ、こういった形式も取られ

ているのではないかなと勝手ながら推測しております。 

もちろん鮒谷さんからから見れば、私の宿題の達成率も低いかもしれませんが、

私は十分成果が上がってきていると感じております。 

 

今 5 回の受講が終わり、早速次の 5 回も申し込みさせていただきました。

この変化が、あの金額で購入できる。更新以外の選択肢はありません。ま

だ形にはなっておりませんが、この投資が、10 倍 20 倍 30 倍のリター

ンになるように、自分自身日々行動していきたいと考えております。 

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。  

（Ｍ．Ｎ 様） 
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個別コンサル内では現状のビジネスを上向きにする「具体的手法」につい

てもレクチャして頂き、業務改善の可能性のある会社様も紹介して頂きま

した。  

個別コンサルティングを受けました秋田県・田口でございます。 

果たして 1 対 1、個別で 2 時間膝詰めで話して、時間を持て余すことはないの

だろうか。。。という事前の想いは杞憂に終わり、瞬く間に楽しく 2 時間が過

ぎてしまいました。 

 

この三か月というもの、 

 

2 月「丸一日、本当に大切なことだけに集中する会」 

3 月「情報発信一大転換放談会」 

4 月「個別コンサルティング」。。。 

 

と、足かけ三か月のうちに、矢継ぎ早に音を立てて陥落？(笑)していった

様を自分なりに俯瞰してみると、それ自体が変容であったことに気が付き

ます。 

 

鮒谷さん自身にして言う「決して安くない」コンテンツに、まさに「蟻地

獄に落ちるかのように」嵌っていく様は、自分自身の変化が、車を運転

し、窓の外が加速に伴い変化し、ぐんぐん速度が上がるのを、あたかもス

ピードメーターでも見ているかのように、くっきりともたらされるからな

のでしょう。私は、鮒谷ワールドの門を叩いて 3 か月ですが、明らかに自

分から外の世界への関わり方が一新しました。 

もとより自分自身は言葉を通じて外的世界を認識しているという感が強か

ったのですが、それが「曖昧模糊」としたものから「確信」に変わり、

「確信」は五感のセンサーを統括するまでになりました。 

 

このパラダイム転換はまさに自己の変容であり、 

 

「深いところから変わるから後戻りしない」 

 

という講義中に何度か出てくる表現と対になっていると思います。 

目で見るもの、手で触るもの、耳で聞くもの、、、、これまで何気なく見過ごし

てきた事物事象に言葉のラベルを貼り、一瞬のうちに定義付けを行い、必要があ

れば再定義をする。 

 

これが三部作（自分が受講した 3 件のセミナー、コンサルです。個人的ですいま

せん。。。）で得た一番の知見ではなかったかな、と感慨にふけっています。 

 

会社の売上や利益も、その下部構造である店舗運営や催事開催も、人的資産への

投資や物的資産の改善改良も、はたまたプライベートでの親子関係、対人関係に
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至るまで、その意味づけにおいて、言葉を介在させることで、立ち位置を変幻自

在に操り、自由に動き回れる自分を作り、もって、現実の変化をもたらす。 

まさにインサイド・アウト（内から外）を極めて自然に体現することが出来た次

第です。 

 

名著「七つの習慣」を開かなくなって久しいですが、こうして体験記を書いてい

るうちに読後の感動が蘇り、「インサイド・アウト」という貴重な言葉を想起

し、キーを打つ手が軽快になっていくのも、鮒谷さんのプログラムに参加したか

らであることは疑いありません。 

 

特に「丸一日、本当に大切なことに集中する会」は第二領域のお話でもあり、こ

れも「七つの習慣」を思いだすきっかけとなり、"時間の天引き"が習慣になりつ

つあります。 

 

個別コンサル内では現状のビジネスを上向きにする「具体的手法」につい

てもレクチャして頂き、業務改善の可能性のある会社様も紹介して頂きま

した。 

 

その場ですぐに先方にお電話頂き、つないで頂いたスピード感のある対応

もさることながら、メールでの内容フォローも頂きました。重ねて御礼申

し上げます。弊社の売り上げの 2 分の 1 を占める通販事業のコストカット

に最大限活かしてまいりたいと思います。 

 

さらに体験記として特筆しておかなければいけないことは、 

 

「クライアントが望まないゾーンに踏み込まない」 

「クライアントが望まないゾーンを押し付けない」 

 

ことが、徹底されておられることです。 

 

鮒谷さんのご友人の方はコンサルタントを「汚染度の高い（気を付けないとすぐ

に汚染されてしまう）仕事」と表現しておりましたが、まさに言い得て妙。 

 

一般のコンサルタントが、お客様（お願いしてコンサルを受ける）とコンサルタ

ント（依頼されて相談を受ける）という、彼我の立場に強弱をつける？殆ど悪事

に近い勘違いを基に、エセコンサル自身の圧倒的実績や成功事例や戦術の押し売

りをしがちなシーンは容易に想像がつきますが、 

 

それとは真逆の、お客様の内的世界を最大限尊重したうえで、最適解を模索

しながら向き合ってくれることは何よりありがたいこと。 

 

ともすれば、発刊日数 5500 日の、日本でも稀有な実績が悪いほうに猛威を振

るい(笑)、その難解さと膨大におしつぶされるかもしれない、と危機感すら覚え

る方もいらっしゃるのではないかと思いがちですが、はっきり申し上げますとそ
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れは杞憂に終わります。 

 

その背景（実績）は新しく蟻地獄？に落ちる方(笑)のプラスにしかならないと私

は確信しておりますし、むしろ蟻地獄に落ち、最新再生の物語の一歩を踏み出す

という事もあるのではないかと思うくらいであります。 

 

【鮒谷さんのコンサルティングを躊躇されている方へ】 

 

「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」と申します。 

 

はじめの私のように、鮒谷さんのコンサルを費用面で躊躇されておられる方に

は、まずは是非音源の世界に飛び込んで頂くか、そうでなければ「丸一日。。。

集中する会」のような、格安厚遇（？）のコンテンツで、まずは一度"生"鮒谷

さんにお会いすることをお勧めします。 

 

その気さくないでたちすらも外界に対する演出でないかと疑ってしまうく

らい気さくな方です。（セミナールームで出迎えて頂いた際は、スタッフ

の誰かと想ってしまいました(笑)） 

もう戻れない（？）深いところから変わり、一安心している私ですが、「最強の

システムである"習慣"」のさらなる精緻化をめざし精進してまいりたいと考えて

おります。 

 

今から次回の個別コンサルが楽しみです。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。  

（株式会社安藤醸造 執行役員 田口信幸 様） 
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コンサルを受けた後。数時間でのひらめき、メモの個数が今までと全く違

いますし、行動に移せていますので、かなり感情が動いたのだなぁと実感

します。  

鮒谷周史様 

 

この度は個別コンサルを受けさせて頂き誠にありがとうございました。 

 

個別コンサルを受けようとしたきっかけは、【 丸一日、本当に大切なことだけ

に集中する会 】で 15 分のショートコンサルを受けさせて頂いた際の印象でし

た。 

本質的な所に真っ直ぐに伝えてもらえるなぁと感じての事でした。 

 

「枝葉のノウハウで売っているコンサルタントが多い中で（実際に今まで受けて

がっかりしたこともあり）、鮒谷さんは違うな。本質的に自分自身の問題点を洗

い出し、解決するコーディネイトが受けられるのでは？」 

 

と思って申し込んだ次第です。 

 

多くの気付き・ヒントを頂きましたが、一番印象に残った事・落とし込め

たことは、 

 

「もっと行動していいんだ、出来るんだ」ということでした。 

 

自分自身、仕事・家庭・研究の優先順位順位付けがうまくできないために、構想

通りに行動できない、結果も出せないという状態でした。 

 

まずは仕事・家庭・研究で注力するべき比重を対話した上で決めました。 

売上は全てを癒すということと自分で行おうとしている第 2 領域が極大な歯車だ

というところが腑に落ち、仕事（売上）の比重を上げることとしました。 

 

話の中で大きな気付きとしては、 

 

危機感の欠如：自分自身の目標設定も危機感の欠如から来ることも大いにあるな

と感じました。「将来の楽しみ」だけでなく「将来の危機感」の感情も動かす必

要があると気付きました。ホワイトエンジンとブラックエンジン、両方でもって

モチベーションと行動が上げられると感じました。 

 

歯車：自分が回そうとしているのは極大の歯車で今は力不足のために動かない、

だから結果が出ない。力学的にもまずは極小の歯車、その後に小→中→大→極大

の流れが自然だと気付きました。 

 

自分でしなければいけないという勘違い：家庭の変化に応じて、外部の機関を用

いる比重を高められる事に気付きました。なぜか自分でやらなければ、と思って
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いました。売上は全てを癒す、が通じる所でもありますし、スタッフ教育にも通

じていると感じました。 

 

そして、仕事の比重を上げると決めた上で、売上を上げるためにはどうすれば良

いかをお話しいただきました。鮒谷さんのこれまで（今現在も）の仕事への取り

組み方を教えて頂き、大きな気付きがありました。 

そこで、「もっと行動していいんだ、出来るんだ」と感じました。 

 

鮒谷さんがどの位の速度で PDCA を回しているか、どれだけ細かくアプローチ

しているかを聞かせて頂き、自分自身のスピードの遅さを客観視する事が出来ま

した。 

それまでは、今と同じことをしていて、徐々にクオリティが高まっていくだろ

う、と思っている部分が大きかったです。 

 

成果が出るシステムを確立するためにも、PDCA を回し続ける重要性を感じまし

た。 

 

コンサルを受けた後。数時間でのひらめき、メモの個数が今までと全く違

いますし、行動に移せていますので、かなり感情が動いたのだなぁと実感

します。 

 

短期的な目標設定を今年の 10 月として楽しく成果を求めて日々を過ごす

事が出来そうです。 

今回はどうもありがとうございました。  

（Ｔ．Ｎ 様） 
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直ぐに取り組むべき明確な課題と今の私に必要なお土産まで頂きまして本

当にありがとうございました。  

 

鮒谷様 

 

先日は個別コンサルでお話しさせて頂きありがとうございました。 

コンサルタントとして活動していく中でその覚悟や決意について、私自身

がまだ上手く表現できていないというところがそのまま今の自分の迷いと

いうか地に足がついていない状況の現れであるということに気づきまし

た。 

 

私もと言っては失礼ですが、やることを先延ばしにして、どうしようもない状況

になって、最後は敵前逃亡という経験が過去にありました。 

 

自分と向き合うということもその一つで、今ここから変わっていくために変

われない理由、目標設定、日記、物語の音源を繰り返し聴き、毎日一歩ず

つでも実践していく決意をしました。 

 

また自分のビジネスがなんであるか、どのような価値があるか、それをどのよう

に伝えるのか、そのための３＋１の欠かせない装備。その鉄板装備でもってまず

はレベルアップのためにひたすらスライムを倒しまくるような感覚でとにかく動

くことに徹します。 

 

その過程で時にはスライムにすら苦戦することがあるのでしょうが、そのような

時でも直ぐに立ち上れるように、目標設定、日記、物語で自己肯定感を高め、目

標に近づいていきます。 

 

また次回お会いするときは良い結果報告ができるように愚直に動きます。 

直ぐに取り組むべき明確な課題と今の私に必要なお土産まで頂きまして本

当にありがとうございました。  

（会計士 Ｓ．Ｇ 様） 
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今回のコンサルティングも、深遠なる時間といいますか、自分の人生を深

掘りし、さらに向上していくためのヒントをたくさんいただきました！  

今回も楽しいお時間ありがとうございました！ 

 

また、以前コンサルティングを継続させていただいた際に、未購入の音源（3 つ

も！）プレゼントいただきありがとうございました！（こちらのお礼を言い忘れ

ており、すいません。。。） 

 

三田さん、吉澤さんの税務セミナーは、「聞きたいな」と思っていた音源でした

ので、すごく嬉しかったです！ 

 

個人的に漫画家さん的な仕事の仕方、どうすれば売れるのか、必要とされるもの

を提供されるのかを考えるのと同時に、自身の創造性を発揮するスタイルは自分

の「憧れ」でもありますので、この音源での学びを、目標の一部に取り込ませて

いただき、糧にさせていただければと思いました。 

（三田さんが、漫画のことを、思った以上に、ビジネスとして考えられているこ

とにも驚きました！） 

 

そして、今回のコンサルティングも、深遠なる時間といいますか、自分の

人生を深掘りし、さらに向上していくためのヒントをたくさんいただきま

した！ 

 

・メイン顧客との契約形態が変わることについて 

 

いままで安定収入となっていたメイン顧客との契約が、無期限から、半年ほどに

なることについて、鮒谷さんのご意見をいただき、気持ちがより固まったように

感じています。 

 

いまは、ありがたいことに、たくさんのお仕事をいただき、他のことをする時間

的、エネルギー的な余裕があまりない状況なのですが、 

 

ドラッカーの言う 

 

「イノベーションは廃棄からしかはじまらない」 

 

という言葉は、いまの自分に突き刺さる金言でした。背中を押してくれる言葉で

あり、勇気を与えてくれる言葉だと感じました。 

 

これまでの延長線上のことを続けていくよりも、新しいものが入り込む「余地」

を戦略的に、意図的に作り出すことで、イノベーションであったり、変化が生ま

れると思いますし、何よりそのことを考えると、ワクワクしてきます。 

 

もちろん収入が減るかもしれないという怖さはありますが、この変化をどれだけ
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人生のプラスにできるのか、楽しみながら、やっていきたいと思います。 

 

・どっぷり長期休みか、忙中閑ありスタイルか 

 

自分は「1 ヶ月、2 ヶ月本だけ読んで過ごしたいなぁ」という欲求を、持ってい

た（いまも少し持っている）のですが、今回鮒谷さんのお話を聞いて、"社会との

つながり"を保ちながら、読書であったり、インプット、思考を深めていくこと

が、結果的に良いアウトプットにつながっていくんだと感じました。 

 

1 ヶ月でも隠居的なスタイルで、勉強をしたとしても、アンテナの精度は落ちる

と思いますし、緊張感、ビジネスへの感性が鈍り、学んだことを活かすことが難

しくなりそうな気がします。 

 

「忙中閑あり」のスタイルで、アンテナの精度を高めながら、刀の切れ味を磨き

ながら、インプットをしていくのが、自分には合っているかなと思いました。 

あとはその最適なバランスを、探っていきたいと思います！ 

 

・勇気ある解体が、さらなる高みへ 

 

山本昌さん、梅原大吾さん、室伏広治のお父さんの物語で、勇気を出して、いま

完成されたものをいったんバラバラに解体し、そこからさらに高みを目指して組

み立て直すという物語。 

 

50 歳まで野球をやった、山本昌さんがラジコンからヒントを得ているとは、ま

さに「無用の用」であり「異分野からの学び」を体現されている方だなと感じま

した。（ほんとに学びって、予想外のところからやってくるんですね） 

 

自分がより高みに行くため、もっと成長するために、いまもっている方法論、や

り方を勇気を出して解体することも、必要だなと感じました。 

 

良質な物語をありがとうございます。 

 

ーーーーーーーーーーーー 

そして今回も、たくさんの「課題図書」（？）を教えていただきありがと

うございます！ 

 

鮒谷さんのおすすめの本を読むことは、自分にとって大きな喜びであり、

「尊敬する方からのプレゼント」的な喜びがあります。 

 

楠木さんの本も、以前は「ふーん。読みやすいし、面白いね」という感じで、読

み流す程度だったのですが、改めて読み直すと、言語化能力の高さ、比喩の美し

さ、抽象化されることの見事さなど、「！」とビックリマークがたくさん立つこ

とに、自分で驚いたほどです。 
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これまで「成長しなければ」という義務感で読書していたのですが、鮒谷さんと

お会いしてからは、読書すること自体に喜びを感じ、さらにそれが自分の

成長につながるという、好循環を作れているように思います。 

 

人生の充実感、喜びが、めちゃくちゃアップしました！ 

 

他にも今回は本当にたくさんの学びがありました！ 

 

また次回も、コンサルティング楽しみにしています。 

よろしくお願いします！  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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甘えたり、怠けたくなったり、緩めたくなったり、目標を低く置いて、

「それなりに満足している自分」は捨てようと思ったはずなのにまたそち

らの引力に引っ張られている自分を、元の軌道（大気圏外）へと修正して

いただいた感覚です。  

鮒谷様、本日もコンサルティング、ありがとうございました。 

 

いつからか、私のパートナーである妻も共に同席させていただくようになり、家

庭内に変容の波が及んでおります（いい意味で） 

 

妻に「３０００万くらい、いけますよね」という話を、していただき、そのこと

で大層驚いていましたが、その後、満更でもない様子になっていました。 

 

きっと、今日埋め込んでいただいた言葉により、人生の航路が少しずつ変わって

いくことと、夫である私自身、感じております。 

 

、、、 

 

また、一番の本日の収穫は、鮒谷さんに、率直に「甘い」という、ご指摘

をいただけたことでした。 

 

・前よりも（金銭的にも）充実してきている、 

・ゆとりも得られるようになってきている、 

・人からの評価も上がっているようだ、 

 

、、、 

 

そんな事を感じ、どこか安住しつつあった自分に、自分自身「やばいのでは

ないか」と感じていた中、 

 

「お金なんて副産物にすぎない。今入っているお金で満足をしてはいけない」 

 

つまり、 

 

『顧客に本当に価値を提供しないとダメですよ』 

 

と、本質中の本質のことを言われて、衝撃を覚えました。 

 

甘えたり、怠けたくなったり、緩めたくなったり、目標を低く置いて、

「それなりに満足している自分」は捨てようと思ったはずなのにまたそち

らの引力に引っ張られている自分を、元の軌道（大気圏外）へと修正して

いただいた感覚です。 
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今日を機会に、改めて自分のあり方を見直し、自分に逃げないよう、お客様で魂

と魂で向き合い、今ある価値を１２０％提供できるような、そんな「あり方」

で、ジタバタともがいてまいります。 

 

引き続き、妻ともども、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

改めて、いつもありがとうございます。  

（紀藤 康行 様） 
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いつもいつも価格以上の価値を提供して頂いてるがゆえに、何度も何度も

個別コンサルへ足を運んでしまうのだろうなと、今回、ビジネスの大切な

ことに気が付かせていただきました。  

いつも鮒谷さんの個別コンサルを受けることで感じることは価格にたいし

て、リターンが大きすぎ！！ということです、僕の場合ですがいきなりドー

ーーン！というリターンというよりも収穫逓増で、毎日、毎週、毎月コツ

コツコツコツと、利益が出続け、長い目（といっても１，２年程度です

が）見た時にはそれなりの額に膨らんでいることに改めて気づきました。 

 

具体的な数字についてはちょっと伏せますが、１回の個別コンサルティングでい

つもフィーにたいして、 

 

・価値提供が、少なくとも１０倍（具体的には約１６６倍の時もありました）、 

 

また逆に、損害を防ぐ、リスクを回避するという面からも 

 

・約４億円のリスクを回避していただいたこともありました。 

 

いつもいつも価格以上の価値を提供して頂いてるがゆえに、何度も何度も

個別コンサルへ足を運んでしまうのだろうなと、今回、ビジネスの大切な

ことに気が付かせていただきました。自分もビジネスをしていく上では、

鮒谷さんの個別コンサルティングにように必ず価格以上の価値を提供する

こと、少なくとも数倍、数十倍を提供できるように精進していきたいと思

っております。 

 

今回の相談では、新しいビジネスについての筋の良し悪しを相談しに伺ったので

すが、自分の１００歩先を歩いている鮒谷さんに、 

 

・ビジネスのこと 

・思考のこと 

・家族のこと！？ 

・人付き合いのこと 

 

などを相談することにより、行っては行けない方向へ進まないようになり瀕

死むしろ死亡になるほどの大失敗をさけ、なおかつ成功確率を上がる道筋

を教えていただいているおかげで、自分もなんとか、ビジネスを続けてい

くことができています。今回は新規事業の具体的なアドバイスも大変学びにな

ったのですが、それ以上に大きな財産となったのは、思考の OS の貧弱さに気が

つけたことです。貧弱な OS の上にいくら有能なアプリをインストールしたとこ

ろで全然動かないんですよね・・・。 

 

いつも、このスキルを身に着けていけばもっとうまくいくかも。この分野でビジ
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ネスをしたらどうだろうか・・・と、あれこれ悩んできましたが、根源、根幹に

ある思考が盤石で安定していなければならないし、それを盤石にしていく、もっ

と高速で行動していくにはどうすればいいのか？ 

 

白いエネルギーと黒いエネルギーの使い分け方、目標と感情を紐づけて、目標を

達成させる方法、そうして、自らを躾け続け、息をするように行動していく方法

（本人は努力しているつもりすらない）、ことさら今回のコンサルティングでは

具体的な話と抽象的な話を聞くことができ改めて、ネジを蒔き直し邁進していく

ことができるようになりました。 

 

今後も事あることに、お世話になりたいと思っております。 

引き続きどうぞよろしくお願い致します！ 

 

本日はありがとうございました！  

（田村 祐一 様） 
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前回のコンサルからちょうど 1 ヵ月になるのですが、前回書かれた目標に

は大きく届いておらず、動きが止まっている状況でした。ただ、コンサル

を進めていく中で、その原因を可視化していただき、結局のところ、本業

である税理士業務の仕事をこなせていないため、それが大きな足かせにな

っているということに改めてではありますが、気づかされました。  

鮒谷さん、この度も個別コンサルをありがとうございました。 

 

前回のコンサルからちょうど 1 ヵ月になるのですが、前回書かれた目標に

は大きく届いておらず、動きが止まっている状況でした。ただ、コンサル

を進めていく中で、その原因を可視化していただき、結局のところ、本業

である税理士業務の仕事をこなせていないため、それが大きな足かせにな

っているということに改めてではありますが、気づかされました。 

 

やはりタイムマネジメントこそ何より重要で、この解決方法として、スタッフや

お客様に対する伝達方法を、音声により完結するということ。このことの効能に

ついて、大きくパラダイムを変えさせていただいたように思います。 

 

以前からこの音声により進めていくということについては、鮒谷さんよりご教示

いただいていたわけではありましたが、いざ実践しようとすると、いろいろな制

約にとらわれてしまい、前に進めていなかった自分がいました。ただ、これは爆

速で PDCA を回していかない限りは、何が正しく何が誤っているのかというこ

とすらわからないため、とりあえずは大量行動の一環として前に進んでみるこ

と、つまりとりあえず音声での伝達をやってみることがすごく重要であるという

ことがすごく重要だということですね。 

 

言い訳をするのは簡単ですが、とにかく現状を打破するためには、常識を疑うか

のようなことを行い、進めていかないと解決はしないものであり、そのためにも

積極的に、今日のコンサルでご教示いただいたことを前に前に進めていきたいと

思っています。1 ヵ月後のコンサルの場で、今日より PDCA を回した結果を報

告するとともに、またその際の現状について、ご相談させていただきますと幸い

です。 

 

改めまして、この度も本当にありがとうございました。また引き続き、よろしく

お願いいたします。  

（Ｙ．Ｍ 様） 
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１年くらいかけて着手しようと思っていたことがわずか２か月で片付き、

次の行動指針まで見えてきました。  

鮒谷さん、スタッフの皆様 

 

今回もありがとうございました！ 

ひとまず全３回のコンサルを２か月かけて受けてきましたが、自らの内的世界

は大きく変わりました。１年くらいかけて着手しようと思っていたことが

わずか２か月で片付き、次の行動指針まで見えてきました。 

 

最近販売された「題名のない放談会」音源にもあった、気づき発→即断経

由→アクション行きに対する理解も深まり、ますます行動が加速されてい

きそうな予感がしています。 

 

しかし、やる気の半減期は１日と言われるように、落ちていかないように気を付

けていかなければ、すぐ元に戻ってしまうと感じます。そこに関しては、落ちな

いような仕組み作りを常にして、良い習慣という基礎の土台固めをしていきま

す。 

 

この３回のコンサルを通して、鮒谷さんがいかに大量の試行錯誤をされて

いるかがよくわかり、大変勉強になりました。 

 

その結果、メルマガの内容がわかりやすくなり、音源の内容が腑に落ちる

ようになり、納得しているから行動にもつながりやすくなる、という良い

サイクルが回り始めてきました。 

 

これからは、変わり続けられる人になっていくために、日々量稽古を重ね、大き

く離陸していきたいと思います。 

 

今後とも宜しくお願い致します！  

（Ｋ．Ｓ さま） 
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今回は 3000 万というまさかの一撃をくらい、衝撃な時間となりました。

一撃をいただいた後は、終日頭の中 3000 万が鳴り響いていました。  

今回は 3000 万というまさかの一撃をくらい、衝撃な時間となりました。

一撃をいただいた後は、終日頭の中 3000 万が鳴り響いていました。 

 

夫の同伴という立場から、どこか自分は関係ないというふわふわしていた

ところに強烈なコールドスプレーをかけていただいた気分です。 

 

家族のことであっても他力本願の世界に入っていたことを実感。完全に夫の収入

に甘んじていました。サポートすることが励みになる、という言葉が印象的に残

っています。 

 

去年わたしは初めてフルマラソンを完走したのですが、面倒くさい日々のランニ

ングが続けられたのは、そういえば家族を励みにしていたからだと気づきまし

た。 

自分がヒーヒー走る姿を見て、家族に刺激やエネルギーを与えたいという気持ち

があったのです。励みにするという意識を思い出し、自分がサポートするという

心づもりを持ちたいです。 

 

また web に例えてのお話もたくさんしていただき、大変勉強になりました。 

夫とともにわたしも飛躍できるよう、行動していきます。 

ありがとうございました。  

（紀藤 恵美子 様） 
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自分の仕事の生産性を 2 倍、3 倍、4 倍と大きく向上させるヒントをいた

だきました。  

今回のコンサルティングでは、自分の仕事の生産性を 2 倍、3 倍、4 倍と大

きく向上させるヒントをいただきました。音声入力はこれまでちょこちょこ

と実践をしていましたが、なかなか本格的に自分の仕事に取り込むというところ

までは、至っておりませんでした。 

今回のコンサルティングを機に、これまでタイピングでやっていた作業を、なる

べく音声入力、音声吹き込みにてやってみたいと思います。 

 

早速本日の夕方に、セールスレターの一部を音声吹き込みをし、社員の子に書き

起こしをしてもらいました。Google の音声入力でざっくりの書き起こしのベー

スを作りながら、社員の子にそれをきれいに手直しをしてもらいました。思った

よりもスムーズな感じで、これはかなりいいかもしれない!と言う実感を得ていま

す。 

 

これまでタイミングでやっていたことを、声でアウトプットしていくと言うこと

に、なかなか苦戦しそうな気もしますが、今はどんどん PDCA を回していっ

て、課題を洗い出し改善点を作っていきたいと思います。 

 

次回のコンサルティングまでに、たくさん苦しみながら、名人級の口述筆記者を

目指して、ステップアップしていきたいと思います。 

 

改めまして今回は、たくさんの生産性向上のヒントを与えていただきあり

がとうございました!  

（Ｒ．Ｔ 様） 
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まだ初回なので、今後どう進むかわかりませんが、とても楽しみになって

きました。ありがとうございました。  

昨日は、個別コンサルティングありがとうございました。 

実は例の ANA のエンジンメンテナンスの影響なのか、帰りの飛行機が欠航にな

っておりまして、新幹線で帰ったのですが、帰りの新幹線の中で個別コンサルの

録音を聞きました。 

日々聞く音源も良いのですが、自分のことに特化して、自分の声も入って

いる音源を聞くのは結構良いなと新たな発見をいたしました。これは癖に

なりそうです。 

 

さて、コンサルの内容自体ですが、もちろん、お話の中での個々のアドバイス

や、そのお話から自分の中で思いついて実行したいことなどたくさんあります

が、やはり今回の話の中で、最も良かったと思われるのは 

 

「前人未到の領域に達する」 

 

という気持ちだということです。 

 

実際、いままでも、無理だと言われていたことをある程度成し遂げてきた部分は

あるのですが、今回自分が新たに立てようとしている目標に、なんとなく自分で

「同業他社の業績」などからみて、「流石にそれは無理だよな」と心の中で考え

ていたところもあるというのは、今回話してみて改めて自覚しました。 

 

でも、今までだったら、そうだよな、で済んでしまいそうだったのですが、「前

人未到の領域」に達することを目標としたらどうですか、と言われると、

なんとなくそれができるような気がしてきました。 

 

まだ初回なので、今後どう進むかわかりませんが、とても楽しみになって

きました。ありがとうございました。  

（Ｔ．Ｔ 様） 

 

  



 - 133 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

ご相談内容もはっきりとしないままお伺いしたのですが、そんな中でもこ

ちらの課題をうまく汲み取って頂きとても感謝しております。  

鮒谷さん 

 

先日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

鮒谷さんの音源を拝読させていただくようになってからその内容の濃さ深

さに感銘し尊敬しておりました。 

とにかく一度お会いしたいと個別コンサルに申し込みさせて頂きました。 

 

ご相談内容もはっきりとしないままお伺いしたのですが、そんな中でもこ

ちらの課題をうまく汲み取って頂きとても感謝しております。 

 

文字通り「頭から上しか動かさない」そのような仕事ができるように業務を切り

分け形式知化することに取り組んで見ようと思います。また税務面についても

教えていただいたことを取り入れ、心配な部分についても改めて税理士に

相談してみます。 

 

鮒谷さんの仕事のスタイルやツールを拝見させていただいたことも大変参

考になりありがたかったです。 

 

次回のコンサルもまた宜しくお願いいたします。  

（佐久間 一貞 様） 
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自分の今後やるべきビジネスに関していろいろと思うところがありまし

た。  

鮒谷さん、今回もいろいろな気づきを教えていただいてありがとうござい

ました。 

また、録音を 1.5 倍速で聞いているところで、これをするとなんか何度も

コンサルを受けている気になって、あらためて気づくことも多いです。 

 

今回に関して特にためになったことはやはり広告費のことですね。 

今までの場合、確かに最初に月の広告費用はこのくらい、と考えてそれから逆算

して広告を出していました。確かに広告に効果があるのであればどんどん広告費

用を上げれば、売上は上がるはずですよね。もちろん、費用対効果はどこかで頭

打ちになるので、永遠に上げ続けることはできないのですが、今現在はやはり機

会損失の部分の方が多いので、今回コンサルを受けてすぐに広告範囲と、広告費

用について変更を行いました。 

 

後半部分のビジネスの話としては、「目に見えない部分に価値がある」というの

は確かにそうだなと本当に思います。我々のような歯科医は保険診療部分ではベ

テランも、新人も全く同一価格での治療ということになりますが、自費診療の場

合、そのクリニック、その医師だからこその価格となることが多いです。そこで

安い価格で勝負する人もいますが、この目に見えないところの価値をどう見出す

かで、高い価格でも患者さんに満足いただけるのだと思います。 

 

「貧乏モーツァルトと金持ちプッチーニ」はすでに読ませていただきました。

（一番ビックリしたのは、お会いした日にその場で注文したのですが、地方であ

るにもかかわらず翌日朝には届いたということですが、本当に今の物流はすごい

ですね） 

本を読ませていただいて、これまた自分の今後やるべきビジネスに関してい

ろいろと思うところがありました。 

目に見えないところの価値（物語の価値）は本当に適正価格が無いので、そうい

ったところに新しいビジネスを見いだせればと思います。 

ありがとうございました。  

（歯科医 Ｔ．Ｔ 様） 

 

 

今回のコンサルにお支払いした金額は本当に微々たるものであり、その投

資対効果は計り知れないものがあると感じ、考えています。  

今回「個人の生産性向上」について、というより「究極の」効率化、生産性向上

の仕組みについて、コンサルいただきました。 



 - 135 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

 

鮒谷先生が高井伸夫先生をロールモデルとされ、4 年をかけて構築してこられた

生産性向上(＝アタマと口以外動かさない、自分にしかできない事しかしない)の

ための仕組み。 

それは、システムやスタッフの方を含めた社内環境の整理、さらにそれに対応す

るための、ご自分のスキルの向上の両方から成り立っています。 

 

その仕組みの構築には、おそらく大きな努力が必要であると同時に、逆にその 2

つの壁を乗り越えることによって、劇的な生産性向上をもたらしてくれる世界が

待っていると知らしめていただきました。 

 

鮒谷先生ほどそれを突き詰めている方を、上場企業の経営者含めて他に見

たことがありません。その徹底ぶりに大きな感銘を受けるとともに、私も

自身のスタイルで、可能な限り追随すべきだと強く感じました。 

そうすればそこから生み出される経済的利益は莫大なものとなるでしょ

う。 

 

そのように考えると今回のコンサルにお支払いした金額は本当に微々たるも

のであり、その投資対効果は計り知れないものがあると感じ、考えていま

す。 

 

このたびは本当にありがとうございました。 

そしてまたの機会にも色々と相談させていただくかと思いますが、その節は

是非よろしくお願いいたします。  

（渋谷 卓司 様） 
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だから、あれだけあっさりしたセールス文であっても刺さっていくんだと

解説いただき、その解説を得て、鮒谷さんのメルマガを読むと、また違っ

た気づきを多く得ることができるようになりました。  

鮒谷様、先日は 2 回目の個別コンサルティングありがとうございます。 

特に印象深く、今後の私自身のビジネスに直結する考え方はセールスするタイミ

ングのお話しでした。 

 

売らずに売る。 

陸続とお客様が列をなす。 

 

など、セールスに関するメルマガでの発信を外側から拝見しているだけではセー

ルス時の押しの弱さだけに目がいき、自分自身もそうなりたいとセールス時の鮒

谷さんのメール内容だけを参考になぜ、この文書で売れるのか？という表面的な

理解で終っていたんだと気づきました。 

 

普段から POINT となる事柄に関する判断基準をご自身の経験から読者へと繰り

返し繰り返し情報提供していくことによりそのキーワードをセールス時に伝える

だけでいろいろなイメージが読者の頭の中でイメージ化され、再現され、購入の

ハードルが引き下がる。 

 

セールス期間中だけ、セールスをするのではなくそれ以外の期間の方が長いのだ

から、そこで何を伝え続けるのかが重要なのだ、と。 

 

また、より集中して聴いてくださるコンテンツの中に入れ、自然とお伝えするこ

との重要性にも気づきました。 

だから、あれだけあっさりしたセールス文であっても刺さっていくんだと解説い

ただき、その解説を得て、鮒谷さんのメルマガを読むと、また違った気づき

を多く得ることができるようになりました。 

 

まさに、生きた教科書を毎日配信いただいておりますので、次回のコンサル

ティングまでに、上述のセールスに関するもの以外にも参考とさせていただ

き、自分の活動へと取り込んでいき、ステージを上げて臨みます。 

 

引き続きご指導宜しくお願いいたします。  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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今回の一連のコンサルでは、当然のことだけど忘れてしまっていたこと

や、基本的で具体的な方策をご提示いただき、あとは時間を味方につけて

実績を作っていくという、たい焼きの型を時間をかけてご提示いただきま

した。 

今回のコンサルティングの前にご提示頂いた課題を中々進めることができず、ビ

ジネスのボトルネックはどこにあるのかというお話からコンサルがスタートしま

した。 

 

そして気付いた問題点は、明らかに基本的なことなのですが、様々な日常のタス

クに追われているとなかなか気付かないものでした。 

見込みのお客様になる前提である、"たくさんの人と仲良くなる"という行動が疎

かになっていました。友達として仲良くなるという行動を疎かにしていて、その

人たちにぎこちなく商品を提供するのですが、自分の中で商品に対する想いも一

貫性も弱く、当然ながらお客様にもパワーが伝わらなかったように思います。 

 

前回にご指摘いただいた、賑わい感を出すための方策以前の問題に気付かなかっ

たことが、ボトルネックになってしまっていたのでした。コンサルが終了した

あとは、とてもスッキリしました。根本原因が分かったからです。 

人に会うことが楽しくなり、本当の意味での人づきあいが今後できるのではない

かと思っています。最近は、人に会って話をすることを恐る恐る行っていたのだ

と思います。無理に商品を売ることは嫌がられるし迷惑なだけですが、自分のビ

ジネスに絶対的な自信があって、お客様にも自信が伝わり、価値をしっかりご提

供できることは、当然ですが、良好な人間関係を構築しているという前提が必要

です。 

 

今回の一連のコンサルでは、当然のことだけど忘れてしまっていたこと

や、基本的で具体的な方策をご提示いただき、あとは時間を味方につけて

実績を作っていくという、たい焼きの型を時間をかけてご提示いただきま

した。 

 

成果を出していき、次のステージに行けるように、良い報告が出来るように活動

していきたいと思います。メルマガ、音源、放談、コンサルと、一連の体感

の場をご提供頂き、誠にありがとうございました。 

 

（Ｔ．Ｏ 様） 

  



 - 138 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

鮒谷さんのコンサルが心地よいのは、「問題の火種が見つけられてしまっ

た後、どうすれば解決できるか」その道筋を論理的かつ合理的に示してい

ただけるからだと思いました。  

個別コンサルティングの感想 

 

【気付いたことや深く学んだこと】 

「お金を稼ぐ方法」について、長いこと探し続けていた答えがなぜ見つからなか

ったか、その理由に気づかせていただきました。 

 

そもそもの「問い」が間違えていたとは、思いもよりませんでした。 

「問い」が間違えているのなら、いくら頑張っても自分が欲しい答えが導き出さ

れるわけはありません。ショックでしたが、ほっとしました。なぜなら、もうこ

れで迷わずに済むからです。 

 

たくさんの本を読んで、人から聞いて、学習はしてきたつもりですが、ダメだっ

たんだなと思いました。 

 

と、同時に「LIVE ならではの言霊と完全カスタマイズコンサル」の威力に

も気づくことが出来ました。 

 

文字列には「音（おん）の勢い・抑揚・熱気」「立ち居振る舞いの気配」を込め

ることはできません。鮒谷さんは、個別コンサルで「全身全霊で妙案を考え

てくださっている」と理解しました。 

 

「特に印象に残ったこと」 

【お客様の中にくすぶっている「問題の火種」を見つけ、あおり、放火し、「放

っておくと大惨事になる」ことに気づかせ、一気に鎮火させる手段を見せつけ

る】という、流れるような戦略は、イメージするだけで「美しい」と感じまし

た。 

 

「今後活用できると思ったこと」 

自分がまさに、鮒谷さんから「くすぶっている問題の火種」を見つけられてしま 

い、「放火」されてしまい、このままでは大変なことになると気づかされ、「一

気に鎮火させる手段」を見せつけられ、個別コンサルまで導かれたわけですの

で、この経験を活かそうと思いました。 

 

「決意したこと」 

私が体験し、感動し、動こうと思えたことを、私のターゲット層の皆様に必ずお

伝えしようと決意しました。なぜなら、「動こう」と思えるまでの変容を起こせ

た後には、幸せ且つ豊かな人生が待っていること請け合いだからです。 

 

「これから行動しようと思ったこと」 

ちまたの流行りをリサーチしようと思います。 
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私のターゲット層の皆様が何を考え、何を好み、どんな行動を良しとするのかを

理解することなしに、歩み寄り手を伸ばしサポートすることなどできないと、心

底気づきました。今までは、自分の興味のある専門性を深めることだけに注力を

していましたが、それでは手も足も出ないことにも、心底気づいたからです。 

 

【これまでに利用したコンサルティングやセミナーとの違い】 

「無意識下の問題の火種」は、私にとって「わかっちゃいるけど後回しにしてい

ること。本当は暴かれたくないこと。」なのかもしれません。 

これまでにも、多くの方からその都度「問題の火種」を見つけられてしまい、そ

の度にショックを受けてきました。 

そのショックを引きずって、負のスパイラルが暴走し、しばらくは立ち直れなく

なり、自学自習し、立ち直るの繰り返しだったように思います。 

 

鮒谷さんのコンサルが心地よいのは、「問題の火種が見つけられてしまっ

た後、どうすれば解決できるか」その道筋を論理的かつ合理的に示してい

ただけるからだと思いました。 

 

問題の火種を見つけて指摘をし「変われないのは、行動しないから」と告げられ

ても、自分で行動できない人もいます。 

根性論が通じない人もいるのです。 

 

そこに、 

 

「①そのまま放っておくことのハイリスク・デメリット」 

「②解決できた後のハイリターン・メリット」 

「③簡単に解決できる、再現性の高い柔軟な方法」 

 

をセットにしてご提示いただけたら、とても安心するのだということに、改めて

気づかせていたきました。 

 

大抵のコンサルティングやセミナーでは「③簡単に解決できる、再現性の高い柔

軟な方法」が極端に少ないと感じます。 

 

別の言い方をすれば、【鮒谷さんの「③簡単に解決できる、再現性の高い柔

軟な方法」は極端に多い】 と言うことです。 

 

【鮒谷の個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ】 

「その道のトップ」の方とお会いできる機会は、そう簡単に在るものでは

ありません。でも、鮒谷さんは「望んだ人がいつでも独り占めできる環

境」を用意してくださっている貴重な「その道のトップ」の方です。 

「その道のトップ」からしか学べないことがたくさんあります。 
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本物を知らなければニセモノにも気づけません。 

「本物を知る」ことはとても価値のあることだと思います。  

（Body Tuning Labo K7" 管理栄養士 走尾 千恵美 様） 
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私自身、どこかでこの一点に注力することについて懸念があり、今回ズバ

リご指摘いただいたことに大変感謝しております。  

鮒谷様 

 

この度も個別コンサルをありがとうございました。 

今回は●●の資産運用を業務に取り入れるにあたってのご相談ということがメイ

ンとなりました。 

 

私自身、どこかでこの一点に注力することについて懸念があり、今回ズバリご

指摘いただいたことに大変感謝しております。 

 

まず、この業務自体が本当に大丈夫なものであること。 

これについては、言語や国境のハードルがありますが、しっかり調べてまいりた

いと思っております。 

 

そして、自分自身の将来のＱＯＬが汚されないかどうか、ということ。 

これについても、仮にこの業務が大丈夫であっても、将来膨らんでくるであろう

顧客から 30 年の長きに渡り問い合わせ等が出てくることは容易に想像できま

す。 

 

このことで、その他の業務が圧迫されてしまうことは避けられません。 

このことについては、仮にこの業務を進めていくことになったとしても、将来の

自身の事業へのリスクに備え、どのように対処すべきか、またそのために今すべ

きことは何か、ということを早急に検討してまいりたいと思っております。 

 

やはり、今回の件については私自身多大なる「希望的観測」に基づいていたこと

は否めません。改めて、そのことに気付かせていただき、心より感謝しておりま

す。 

 

いつもありがとうございます。 

また引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。  

（Ｙ．Ｍ 様） 
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根本的な一番大切なことを深く叩き込んでいただきました。  

鮒谷様、先日も大変お世話になりました。 

 

前回の宿題でプロフィールとメニュー表を作るようにとのことで、早速作らせて

いただいてお持ちしましたが、またまた完膚なきまで切り刻んでいただきまし

た！ 

 

ですが、「叩き台がないと、そもそも叩くものがない」とのことをおっしゃって

いただき、さらには、すごく貴重な、そして最もしっかり考えるべきこと

を教えていただきまして、本当に感謝です。 

詳細プロフィールをお褒めいただいたことは、すごく嬉しかったです。 

 

印象的だったのは、最初のゴングが鳴る（コンサルスタート）のと同時に、かな

り殴られ続けたわけですが、一通り殴られ終えた後、そこから一時停止・巻き戻

しをしていただいて、「こういうことをわかってもらいたいから、こんな

風に殴ってるんですよ」ということを、教えていただいたこと。 

 

これは、『お客様に自分のお渡ししている価値を確認してもらっている』とのこ

と。確かに、価値を理解いただけないまま、殴られ続けても仕方のないことで、

お客様に価値を理解していただけるということがすごく重要であり、その価値を

しっかり伝えなければならないということを、教えていただきました。。 

 

お客様も切れば血の出る痛みを持つ、心を持つ生身の人間。 

当たり前ですが、意外と考えきれてなかったこと。 

「お客様のために」とはよく言いますが、そうではなく、「お客様の立場に立っ

て」という視点で考えることがすごく大事。そして、どうやったらお客様の立場

に立てるかというお話で、「自分の家族が、同じことをされたらどう思うか？」

という仮説を立てるとよい、とのことでした。「老いた親にこんなものを売りつ

けやがって！」という気持ちにならないか。 

そうなっていたら間違い。すごく分かりやすく、腑に落ちました。 

 

また、鮒谷様の個別コンサルはかなり高額（すみません・・・）であり、そのコ

ンサルが申し込まれるのと同時に、その高額のお金が入金される。 

その高額なお金の入金が「日常」になってしまいそうだが、これを「日常」にし

てはいけない。お客様に身銭を切って払わせているんだ！ということを強く意識

して、鮒谷様でさえ、頭の上に 1 万円札がダラダラーと並ぶことを想像して、

「これは日常じゃないんだ、お客様からいただいているんだ」という意識づけを

しているということが、私にとって意外でしたし、大変感動もいたしました。 

だからこそ、コンサル開始のゴングと同時に、相手がガードをしている上からで

も全力で殴りにかかることができるとのこと。 

 

とにかく、私のお客様に対する想いが全然足りていなかったことに気付かされま

した。お客様に「これがほしかったんだよ！」と言ってもらえるような、そんな
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価値をお客様に伝えなければならない。 

そんな根本的な一番大切なことを深く叩き込んでいただきました。 

 

そして、安売りは絶対にしないこと。安売りは戦闘意欲の放棄。 

自分では気付かなかったのですが、指摘していただく中で、本当に甘い意識だっ

たなと深く反省しております。 

 

また、養殖のたとえ話もすごく納得できました。餌をうまく撒いて、育った状態

で捕獲する（本当によくない例えですね 笑）。 

鮒谷様のそんな餌付けに、私も気付かないままに喰われていたということが衝撃

でしたが、「なるほどぉ！」とすごく納得させられました。 

その他にもいろいろな深いお話をいただきましたが、ここでは書ききれ

ません。 

 

今回はとにかく、 

 

・お客様に価値を価値と伝える 

・お客様も生身の人間。 

・お客様が身銭を切ってお金を払っていることをしっかり考える。 

・お客様に「これがほしかったんだよ！」と言わせる。 

・「お客様のために」ではなく、「お客様の立場に立って」考える。 

 

といった、お客様の声なき声に耳を傾け、より深く思索しないといけないなとい

うことを、強く感じました。 

今回録音させていただいた音声を何度も聞いて、このことを脳の奥底に深く深く

刻ませていただきます。 

 

この度も本当にありがとうございました！ 

また次回もよろしくお願い申し上げます！  

（Ｙ．Ｍ 様） 
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客観的に話してくださること、ならびに、ご自身の知識・経験や具体的な

実例、手の内を惜しげもなく披露してくださることにいつも感謝しており

ます。  

本日もコンサルティングをありがとうございました。 

客観的に話してくださること、ならびに、ご自身の知識・経験や具体的な

実例、手の内を惜しげもなく披露してくださることにいつも感謝しており

ます。 

 

正直、最初は私にとって決して安くはないコンサル料をお支払いすることにも勇

気がいったものでありました。今でも自身にとっては決して安くはない料金なの

ですが、いつしか、お目にかかること自体が楽しくなっておりました。 

 

良質な言葉のシャワーとエネルギーが毎回のように脳内と体内にとどま

り、鮒谷さんがよく言われるところの思考 OS が時間の経過とともにじわ

りじわりと変化変容してきているのではないかと思っています。 

 

肉体的なゆとりと精神的なゆとりは、当初より大きな課題でありました。 

まだまだ発展途上ではありますが、時間の使い方、仕事のやり方、人の使い

方・・・etc. 考え方とやり方を両方から教えていただき、実践してきたこ

とは間違いなく成果として出てきているのではないかと思っています。 

 

ただ一つだけ残念に思うことは、貴重なアドバイスをたくさんいただいているの

に、やりかけで途中のままになっていることが多いということです。 

全て実践していれば、変化たるやすごいことになっているのは間違いないのです

が、それもこれも一番の問題であった「時間を作る」ことができつつある今とな

っては、これからが勝負といいますか、一歩一歩前に進んでいきたいと思ってお

ります。 

 

そのためにも本日の大きな学びである、 

 

●エネルギーと元気は限りある資源であり、その資源を安易に金に換えてはいけ

ない。 

 

●エネルギーと元気は、金に換えずに金を産むものものにかけること。 

 

●余裕ができたら未来に投資をすること＝第 2 領域 

 

●第 2 領域でやることを書き出して可視化しておくこと 

⇒新たな仕事等が入ってきたときも順位付けができる 

⇒時間的ゆとりができたときに何もせずに過ごしてしまうということを避けるこ

とができる 

⇒どれ位のタイミングでどれ位の売上に結びつくかも考えること 

⇒初めのうちは、短期かつ比較的早く成果に結びつくものからやっていくこと。 
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 この中でも、早速、第 2 領域リストを作り、順番をつけ、実践にうつしていき

たいと思います。 

 

そして、これは 4 月のコンサルのときにお話くださったことですが、嫌なお客様

の基準は何で考えたら良いのか、という問いかけをしたときに、間髪入れずに

「感情」だとおっしゃいました。自分が幸せになるために仕事をしているのであ

り、前進を阻む感情はダメだと。 

 

重要なのは「感情」がどうなのか。 

自分の感情も、お客様の感情も。 

人間は感情の生き物だ。 

 

という一節が私にとってはとても衝撃的だったといいますか、それでいいのだ！

というのが正直な感想です。 

 

まさか鮒谷さんからそのような言葉が出てくるとは予想外で、売上をたくさんも

たらしてくれるのがいいお客様と言われるとばかり思っておりました。 

 

ビジネスだからお金を基準に考えなければならない、と思っていたため、感情で

動いてもよいというのは目からウロコでありました。 

本質に迫る言葉であり、鮒谷さんの生き方、考え方に大きく触れることのできた

言葉でもありました。前々回はこれが聞けただけでも非常に実のあるコンサルだ

ったと言えます。あとは私自身がいかに行動に移していくか。 

そこにかかっていると思っております。 

 

鮒谷さんとのご縁に本当に感謝しております。 

スタッフの皆様にもよろしくお伝えくださいませ。 

 

まずは取り急ぎ御礼かたがたご感想まで。  

（Ｍ．Ｔ 様） 
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最初にコンサルを受けました約２年半前と比べると、仕事の仕方、営業の

仕組みは、雲泥の差となりました。  

鮒谷さま、久々のコンサル、ありがとうございました。 

 

既存の弊社の音源販売のビジネスのことから新規事業のことまで、話が広

がり、大変有意義でした。 

改めて、ありがとうございます。 

 

最初にコンサルを受けました約２年半前と比べると、仕事の仕方、営業の

仕組みは、雲泥の差となりました。 

 

それは、鮒谷さんのメルマガでもなくセミナーでもなく、コンサルで、私の現

状に即したカスタマイズされたアドバイスをいただくことで、実行に移し

ていけるイメージが持てたから。 

 

それと同じく、今回の新規事業は、ちらほらとニーズがあるのではと業界関係者

から聞きつつも、「そんなものかなぁ」とピンとこないまま、先送りをしてきた

ことでした。 

 

それを鮒谷さんから、「最適な立ち位置にいる」という指摘をもらい、また、ゼ

ロイチの部分のイメージづけに、どう動けばいいかというアドバイスをも

らうことで、非常に一歩を踏み出すことへの気持ちが軽くなっています。 

 

進める中で、助けをご依頼することが出てくると思います。 

その際は、またよろしくお願いします。  

（Ｋ．Ｋ 様） 
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お話の内容も抽象度の高いビジネスの本質的な話から、それに強く紐づけ

られた直近の利益を出すための具体的な話までしていただき、やるべきこ

とが明確になりました。  

この度は、台湾からの帰国直後という大変お疲れのところをコンサルしていただ

き、ありがとうございました。 

 

まず最初に驚いたのは、帰国直後であるにもかかわらず疲れた様子を全く見せ

ず、むしろ、私以上に熱をもってお話しいただいたことです。 

当たり前のことなのかもしれませんが、そこに私は強いプロ意識を感じました。 

 

お話の内容も抽象度の高いビジネスの本質的な話から、それに強く紐づけ

られた直近の利益を出すための具体的な話までしていただき、やるべきこ

とが明確になりました。 

 

後は、アドバイス通り、粛々と実行に移すだけです。 

また、実行に移しながら、いただいたアドバイスを反芻することでビジネスを拡

大していきたいと思います。 

 

次のコンサルがいつになるかはわかりませんが、そのときにはまた、新たな課題

を与えていただければと思います。 

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。  

 

（篠崎 大司 様） 
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 自分の枠の中だけでの思考と行動には限界があり、鮒谷さんはその

人の立場をイメージする能力に秀でており、的確なアドバイスが必ず得る

ことができる。  

鮒谷さま 

 

昨日は大変お世話になりました。 

かなり時間がたったにもかかわらず、本当にありがとうございます。 

お蔭さまで 2 年前面談いただき、その後の私にぴったりのアドバイスを鮒谷さん

にいただきました。 

 

HP のリニューアル、いまご相談してとてもいいタイミングでリミットでした。 

●●●●さんご紹介本当にありがとうございます。 

また補講の為のコンサルをお願いしたいと思います。 

 

「気付かれたことや深く学ばれたこと」 

 

起業し 17 年で無我夢中で走ってきたことが鮒谷さんにアドバイスを受け、強く

感じました。 

思いっきりスピードを上げて全速力なのでまわりの風景が見えているようで見え

ていなく、私のやっていることが、そのような中での曖昧な中でやってきたとい

うのがわかりました。 

目の前のことをじっくり見て向き合うこと、今までできていなかったことが今は

っきりとわかりました。 

地道な作業の重要性を強く感じました。 

強い競合の出現は今までのようにはいられないということを気づかせていただき

ました。 

 

「特に印象に残ったこと」 

 

自分の無知度の再確認。 

（鮒谷さん 2 年たってもまったくお変わりない） 

 

「今後活用できると思われたこと」 

 

毎日の発信の重要性、SNS の力を駆使すること HP の見る人の立場に立ったも

のにする 

 

「決意されたこと」 

 

SNS 発信の継続 

 

「これから行動しようと思われたこと」 
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ネット環境の整理と発信の継続 

 

「これまでに利用されたコンサルティングやセミナーとの違い」 

 

具体的で私個人用のまさにオリジナルなコンサルティングでわかりやす

い。 

できることを提案してくださるので、臨場感があるというか、切迫感を感

じやすいというか、未来に広がるアドバイスをいただけたこと。 

 

「鮒谷の個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

 

自分の枠の中だけでの思考と行動には限界があり、鮒谷さんはその人の立

場をイメージする能力に秀でており、的確なアドバイスが必ず得ることが

できる。ここまで自分の可能性を最大限に引き出してくれるアドバイスを

頂ける方は他にはそうそういないように思います。わたしはいただいた課

題を元に行動し、次も鮒谷さんにまたその次のステップの為に鮒谷さんに

ご相談しようと思っています。 

間違いないから迷う必要は全くないと思います。  

 

（食材輸入販売 Ｒ．Ａ 様） 
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実際にコンサルを受けた感想を要約すると、「自分の中にある考え方の癖

を浮き彫りにしてもらい、"いわゆる"成功に必要な考え方をインストール

していただいた」ということになります。 

鮒谷さん、スタッフのみなさん 

とても貴重な時間を提供して頂きありがとうございました。わずかな時間ではあ

りましたが、自分の中での方向性を築くことが出来ました。 

個別コンサルティングを申し込んだ時期は、独立したばかりで、右も左もわから

ず、ただがむしゃらに仕事をしている状態でした。 

おかげさまでご縁に恵まれたため、仕事自体は尽きなかったのですが、舞い込ん

でくる仕事を全部引き受けていたので、自分の方向性を見失いそうになっていま

した。 

「はて、このまま現状の仕事の引き受け方をしていくと、便利な外注さんという

立場で終わってしまうのではないだろうか？確かにドンドン仕事をしていく時期

というのも必要だと思うけれど、ある程度の方向性とゴールのようなものもなく

てはいけないのではないか？」などと考えていました。 

そんな折に、鮒谷さんの個別コンサルのお知らせが届きました。 

3 日間セミナーに参加して以来、2 年ほどご無沙汰をしていたので、申し込むの

に相当気が引けました。 ただ、そんな負目以上に、今の自分にとって必要だと

思い個別コンサルに申し込みました。 

というのも、３日間セミナーでの、いろいろな考えや問題を縦横無尽に行っ

たり来たりする鮒谷さんのモノの見方を思い出したので。そういったモノの見

方が、視野が狭くなりがちな今の私には、必要だと感じたのです。 

そういった経緯で個別コンサル受けると決めたわけですが、実際にコンサルを受

けた感想を要約すると、「自分の中にある考え方の癖を浮き彫りにしてもら

い、"いわゆる"成功に必要な考え方をインストールしていただいた」という

ことになります。 

 

具体的なことを言い出すときりがありませんが、個別コンサル中は、 

「こういうことをやってもいいんだ！」 

「確かにそういう風に考えてしまって、行動が鈍ったり、成長機会を失ってしま

っている！」 



 - 151 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

「お金やお客さんとの付き合い方というのは、そういう風に考えてもいいん

だ！」 

「そういう仕事の進め方もアリなんだ！！！」 

などなど、驚きと納得の連続でした。 

鮒谷さんのお言葉一つ一つが、自分の中にあった考え方を丁寧に作り変えて

くださったような感覚でもあります。 

今までの考えを壊す作業を通じて、自分の方向性を仮決めして試していくこと

も、おかげさまで決まりました。後は、とにかく、PDCA のサイクルを高速回転

させていく段階に入りました。 

まだまだ個別コンサルの回数はありますが、その期間中に自分自身の幅を広げて

いけるように頑張ります。 

今後とも、何卒、よろしくお願い致します。 

 

（コピーライター Ｔ．Ｈ 様） 
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世間一般には決して安くないと思いますが、その料金を気持ちよく払う覚

悟が持てるかどうか。これが、自分を本気で変えられるかどうかの試金石

だと思います。 

昨日午前中、大阪にて個別コンサルティングを受けました、●●です。 

大変有意義な時間でした。厚く御礼申し上げます。 

御社の個別コンサルのメニューは【平成進化論の究極のカスタマイズ版】で

すね。 

鮒谷さんが自分の目の前で、自分の状況や課題に合わせ、豊富な引き出し

の中から、自分に最適な情報をチョイスして【武者語り】をして下さる。 

自己成長を図るうえで最高の時間でした。 

平成進化論のメルマガを読んでいても、３日間の人生変革道場を受けていても、

全ての情報が今の自分の状況にマッチすることはありません。 

私の場合、経営者ですから、大企業のサラリーマンの方々とは心の琴線にふれる

ポイントが若干違います。 

ですから、鮒谷さんの口から発せられる「言葉のシャワー」の中から、自分の課

題解決のために必要なエキスをチョイスし、自分なりに咀嚼する時間が必要にな

ります。 

（中略） 

しかし、具体的な行動目標に落とし込むための時間をいたずらに要してしまう

と、なかなか実際の行動に結びつけることができず、結果として何も状況は好転

しないまま、ずるずると時間ばかりが経過していくという悪循環に陥ってしまい

がちです。 

ただ個別コンサルを受けると、自分なりに咀嚼する時間がショートカットでき

ます。 

まさに最短最速で行動に移れる、大きなきっかけを手にすることができま

す。 

つまり、鮒谷さんの個別コンサルでのアドバイスが、自分の背中を強く強く押

してくれることにつながるのです。 
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私も早速、昨日アドバイス頂いたことをヒントに、今朝から早速社内の業務改革

へ向けてアクションを起こしました。 

ヒトの採用にも早速動きます。 

自分、ひいては社内の動きにスピード感が出てきました。 

経営者としての自分、ひいては組織内の時間当たり単価をさらにアップしていき

たいと思います。 

このたびはほんとうにありがとうございました。 

重ねて御礼申し上げます。 

また今の課題の解決の方向性が見えてきましたら、次の課題つぶしのために近い

うちに鮒谷さんに自分のためだけの【武者語り】を再びお願いしたいと考え

ております。 

個別コンサルティングの料金は、世間一般には決して安くないと思いますが、そ

の料金を気持ちよく払う覚悟が持てるかどうか。 

これが、自分を本気で変えられるかどうかの試金石だと思います。 

もちろん私にとっては、鮒谷さんの個別コンサル料金は最高の【生きガネ】で

あることは言うまでもありません。 

今後とも何卒よろしくお願い致します。 

 

（税理士・匿名希望） 
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このためだけに東京に行きましたが、とても充実した時間で、本当に行っ

た甲斐がありました。最初の 10 分で目を覚まされた気持ちでした。 

鮒谷様 

本日は貴重なお時間をありがとうございました！ 

今回は、このためだけに東京に行きましたが、とても充実した時間で、本当に

行った甲斐がありました。 

私自身、ファイナンシャルプランナーとして、年間 100 回を超える講演を、か

れこれ 10 年以上継続してきているので、「お呼び頂いたセミナーで話をする」

ことには慣れているつもりなのですが、 

これからは、「自主的にセミナーを開催する」ということも、積極的に行ってい

こうと考えていましたところ、今回のコンサルティングのご案内をいただきまし

たので、「ああ、なんかそういうタイミングかもしれないな」という直感のよう

なものがあり、すぐにお願いすることにいたしました。 

鮒谷さんにお会いするのは、1 年半前に大阪で行われた「武者語りの会」以来で

したが、1 対 1 でお話をしますと、改めて「引き出しの多さに感心させられ

た」というのが率直な感想です。 

事前にメールのやり取りで、私がお聞きしたいことについてお伝えさせて頂いて

たのですが、その内容をしっかりと吟味して頂いた上で、 

「栗本さんの場合、こういうことができるんじゃないですか？」 

「こういうケースが参考になるんじゃないですか？」 

という事例をを具体的にあげてくださり、「僕だったらまずこれから始めます

ね」という、次なる行動の第一歩も示していただきましたので、最初の 10 分

で目を覚まされた気持ちでした（笑） 

「とにかくやってみる」「やってみてから考える」 

とか、 

「目標からの逆算思考」 

なんていう言葉は、メールマガジンの中でも何度も拝見していて、わかっている

つもりだったのですが、実際にはできていないことが多く、 

わかっていても、あるいは、気付いていても、実際に行動せずに考えているだ

け、ということが、いかに多いかも気付かされました。 
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あとは動くだけですね。 

そして、私がこのように「感想を送らずにはいられない」という気持ちになるの

も、しっかりと鮒谷さんの戦略にハマっているわけですが（笑）、その意味を自

分自身が身を持って体験できるのも、セミナーに出られたり、コンサルティング

を受けた者だからこそかもしれませんね。 

やはり、「文字」だけでは伝わりきらないことが多いと思いました。 

私自身が宣言させて頂いた目標の達成はもちろん、まずは、11 月中にも具体的

な行動をスタートすることで、近いうちにまた、胸を張って鮒谷さんにお会いす

るようにします。 

感謝を込めて。 

 

（ファイナンシャルプランナー 栗本大介 様） 
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なるほど、こういう視点があるのか！やっぱりそこが重要ポイントなのだ

な！などと大きな発見をさせて頂きました。さすが色々な業態の方々と面

識があり知識の豊富な鮒谷先生と感心致しました。 

鮒谷周史先生 

この度は貴重な機会をお与え頂き誠にありがとうございました。 

自分の取り組んでいる事業について親身になってご相談に乗って頂き深謝いた

します。 

普段なかなか他業種の方からご意見を頂けることはないので、なるほど、こう

いう視点があるのか！ やっぱりそこが重要ポイントなのだな！ などと大

きな発見をさせて頂きました。 

さすが色々な業態の方々と面識があり知識の豊富な鮒谷先生と感心致しまし

た。 

また私の迷いに関しても、甘い観測ではなくこうあるべきだとしっかりご意

見して頂き迷いが吹っ切れました。 

最後には私個人の欠点にも踏み込んでご意見頂き、ここまで言ってくれるの

か、と感動いたしました。 

私の人生において大きなポイントとなる貴重な時間となりました。 

本当にありがとうございました。 

ご指摘頂いた点を必ずや生かし大きなステップとさせて頂きます。 

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

（クリニック開業医 Ｔ．Ｗ 様） 
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まだまだやれることがたくさんある。むしろ、自分は全然やっていないな

ということを再認識出来たことが一番の収穫でした。 

急な、しかもかなり遅い時間設定にも関わらず、親身にご相談にのっていただ

き、どうもありがとうございました！ 

鮒谷さんのお話を聞いているうちに、まだまだやれることがたくさんある。む

しろ、自分は全然やっていないなということを再認識出来たことが一番の収

穫でした。 

それにしても、いろいろな視点から親身にアドバイスを頂け、抽象的、中長

期的視点からのお話だけでなく、もとを取ってもらわなければ、という鮒谷さ

んの思いも伝わる、短期的な利益につながる具体的、個別の提案など、とて

も充実したアドバイスを頂けました。 

宿題もいくつか頂き、よい意味でのプレッシャーを感じつつ、次にお会いできる

日まで過ごすことが出来そうです。 

 

（歯科医院経営 Ｈ．Ｍ 様） 
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目線の位置が変わりました。行動量が変わりました。決断の速度が上がり

ました。個別コンサルティングの申し込みに迷っている方がいらっしゃる

ようでしたら、迷うなら受けたほうが良いと断言できます！ 

3 日間セミナーを受けてから 1 年半、あの 3 日間で頭の中の OS を切り替え、

たくさんの目標を立てました。気がついてみれば、紙に書いた目標のうち、現実

的なものは大抵達成していました。（その当時は思いもよらなかった方法で。） 

その一方で、仕事のこと、人生のことでモヤモヤとした部分がどうしても晴れず

にずっと過ごしてきた部分もありました。そこで思い切って、人前じゃ中々聞

けないことを相談しよう！ 自分の理想の姿で仕事をしている鮒谷さんを身

近で感じたい！ そう思い申し込みました。 

鮒谷さまには経営に関してたくさんのアドバイスを頂き、また現状で起きる

問題を一緒に考えてくださり、それの解決策を期限を切って設定していただ

きました。 

個別にお話を聞くことで、よりコミットメントの威力が高まり、不退転の決

意で次の行動に移ることにしました。 

その結果（まだ 3 日ほどですが）今まで以上に決断力と行動力の速度があが

りはじめました。 

かなりシビアに期限を切ったつもりでしたが、これならなんとかなるかも？と

思えるようになりました。 

また、コミュニケーションについて悩んでいた点にもお答え頂けたことで、ずっ

と不安に思っていた悩みの種も解決しました。 

今の自分にとって正直かなりキツイ金額でした。 

ただ、受けておいて本当に良かったと思う日が必ずくることを今は確信し

ています。半年後にまた成長した姿をお見せするために申し込みたいと思う

くらいです（笑） 

もし 3 日間セミナーに出て、個別コンサルティングの申し込みに迷っている方が

いらっしゃるようでしたら、迷うなら受けたほうが良いと断言できます！  

目線の位置が変わりました。 

行動量が変わりました。 

決断の速度が上がりました。 
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鮒谷さま、本当にありがとうございました！ 

最高の時間でした！  

頂いた時間を無駄にせぬよう、ガンガン行動していきます！ 

 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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耳に痛い言葉であっても、素直に受け入れることが出来たのは、何よりも

鮒谷先生のお人柄なのだと思います。遠回りの回避や成長機会を頂けたこ

とを考えれば、5 回のコンサルを申し込む決断は、良い決断だったと確信

しています。 

鮒谷先生 

◆先日は第２回目のコンサルをして頂きありがとうございます！ 

コンサルティングでもあり、私のためだけのセミナーでもあり、ここ数年で１

番、少なくともこの半年で１番、濃い 90 分でした。 

◆今回のコンサルがなければ、独立したばかりの私はボタンを掛け違ったまま突

き進んでいたことでしょう。もし、そうであったなら、この数年はとても苦しく

て、とても遠回りなものになっていたはずです。 

◆鮒谷先生からボタンがどこで間違っていたのか、どうすれば直せるのか、ボタ

ンを掛け違えた原因は何か、今後の具体的にどのように立ち振る舞うか、といっ

た問いに対する具体的なアドバイスを頂けたことで、速い段階で軌道修正し

ていけると感じました！！ 

◆（正直に言うと）耳に痛いご指摘をして頂けたわけですが、耳に痛い言葉で

あっても、素直に受け入れることが出来たのは、何よりも鮒谷先生のお人柄

なのだと思います。言い換えれば、鮒谷先生のコンサルの土台には、他者に対す

る愛や尊敬の念があるからこそ、です。 

◆このコンサル期間中に、プロとしてのスキルを磨くことは当然として、人とし

てのあり方も磨いていきます。 

独立したばかりの私にとって、コンサルの金額だけ見ればコンサルをお願いする

ことは高い投資であったことは事実です。ですが、遠回りの回避や成長機会を

頂けたことを考えれば、5 回のコンサルを申し込む決断は、良い決断だった
と確信しています。 

今後も精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。 

（コピーライター Ｔ．Ｈ 様） 
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思い切って遠方の東京まで行くという行動を起こせたことで、もやもやが

吹っ切れた部分もあり、コンサルを受けたこと、それだけで気持ちが一歩

前へ進むことができました。 

先日は鮒谷様の個別コンサルティングを受けさせていただきありがとうございま

した。鮒谷さまからのアドバイスはとても勉強になりました。 

また、お会いするまでに相談内容を自分で整理して紙に書いてまとめたことによ

り、迷路にはまるように悩んでいた事柄を、すっきり可視化して整理すること

ができました。 

思い切って遠方の東京まで行くという行動を起こせたことで、もやもやが吹

っ切れた部分もあり、コンサルを受けたこと、それだけで気持ちが一歩前へ進

むことができました。 

鮒谷さんは実際にお会いしてみるとメルマガとは印象がかなり違いました。こん

なにざっくばらんな方だとは思っておりませんでした。 

もっとまじめな方なのかと勝手に思っていたのですが、思いのほか関西系といい

ますか、なるほど商売とはこうやってやるものなのだなと、体現されている

姿を拝見し驚いたと共に学ぶことがとても多かったです。 

ずっとメルマガや本を拝読してきて、仕事をするうえでかなり影響を受けてきた

鮒谷さんに、実際にお会いすることができて本当に良かったと思っておりま

す。貴重な機会をいただけて感謝しております。 

また、翌日のメルマガにも私のことを書いて頂き、嬉しかったです。今回のご相

談で鮒谷さんから頂いたたくさんのアドバイスをぜひ今後の活動に生かしていけ

たらと思っております。 

このたびは本当にありがとうございました！今後ともどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

（Ｍ．Ｕ 様） 
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鮒谷さんが、私以上に誰よりも真剣に考えて準備をして下さったことが非

常に良く伝わりました。そのおかげで、なにより私の不安が払拭され、さ

らなる一歩を踏み出すことができました。 

昨日は鮒谷さんの個別コンサルを受けて、私自らの手では、同調引力により、届

きそうで届かない、でも深層心理では一番押して欲しい背中の「やる気（加速）

スイッチ」を、「鮒谷さんの見えざる手」によってポチッと押して頂きました。 

また一つギアを一つ上げることが出来ました。 

鮒谷さんのとてつもない調整機能に心より感謝申し上げます。 

 

３日間セミナーで脳内整理が出来たため、日々の人材紹介事業と言う実践、具体

的には業務プロセスの改善により、すでに候補者の企業エントリー数が 2.5 倍

～3 倍に増加しました。 

また、メールのテンプレート化に依る時間短縮も実現できているため、実利は 5

倍程の効果を実感しております。そこからの個別コンサルでした。 

 

＞＞ 「気付いたことや深く学んだこと」 

 

反復の重要性。 

事業内容、今後の方針に関するアドバイスを頂戴する中で、３日間セミナーで聴

かせて頂き、ノートにもメモして、かつ復習までしているにもかかわらず、同じ

言葉や同じ説明をして頂くことが多々ありました。その都度、理解度が深まって

行く、少しずつ腹に落ちて行く感覚を覚えました。 

だからこそ、「３日間セミナーで聴かせて頂き、ノートにもメモして、かつ復習ま

でしているにもかかわらず」ではなく、「３日間セミナーで聴かせて頂き、ノート

にもメモして、かつ復習までしているからこそ」なのだと気づかせて頂きまし

た。 

今までなら、何で一度でわからないのかと、自分の飲み込みの悪さを責めていた

ところですが、、何度も何度も反復するからこそ、だからこそ、「わかる」へ昇華

できるのだと気づかせて頂きました。この反復の反復により、少しずつ「知る」

から「わかる」ひいては「できる」に至るのだと。 

以上より、反復の重要性を改めて学ばせて頂きました。 

 

＞＞ 「特に印象に残ったこと」 

 

1,捨てることの重要性/自身の弱点の再認識。 

ex.松井道夫さんの「経営は引き算」の話。 

シンプルだからこそ美しいのです。あれもこれも足し算して複雑に考えず、まず
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はそこ（既存の事業モデル）から結果を出して行きましょうと。とても吹っ切れ

た感覚でした。迷いが吹っ切れ、今後の方向性が一つの軸におさまりました。 

というのも、私は掃除が苦手で、捨てることが苦手です。部屋の広さは決まって

いる中、日々新しいものが追加されて行くため、整理整頓だけでは、いつしか部

屋は荷物で溢れ返ります。 

つまり、溢れ返ったその時から、新しいものは入ってこなくなります。新たに欲

しいと思った時に、そのとき部屋に入れることは出来ません。これは頭のキャパ

でも同じことが言えます。 

常に整理整頓、過去の成功体験はじめとする、要らないものは捨てる、そうでな

ければ、新しいインプットができないため、気づきたい時に気づくことができな

くなります。仕事であれば、チャンスをチャンスを捉えることが出来ず、見逃す

ことにも繋がります。 

有事の際のために準備をすることとは、日々の掃除、捨てることの重要性と同じ

であると。自身が引き算、捨てることを苦手にしているため、無意識に足し算に

より解決しようとしていました。今必要なのは足し算ではなく引き算、事業もか

なり加速ができると確信させて頂きました。 

そのため、引き算の重要性が特に印象に残りました。 

 

2,人材及び関係性プールの重要性 

事業の悩みは、御縁が合った人々との関係性を如何に保ち続けるのか、でした。

せっかくお会いして頂いても、転職も御縁とタイミングがあるため、過ぎ去って

行く人達が余りに多く、常にざるで水をすくっているような状態でした。 

ご本人の転職されたいタイミングまで急かすこと無く「待つ」ことができ、相談

したいと思って頂いたタイミングでご相談に乗らせて頂く、そのような状態にな

るためにどうしたら良いのか？ 

その方法の一つがメルマガです。それをどの様に配信して行くのが効果的か、

諸々教えて頂きました。 

特に印象に残ったのは、「理」と「利」を説いて頂いたことでした。毎日のブログ

も然り、定期的なメルマガも然りですが、その積み重ねが積もった時に結果信頼

に繋がると。 

ただ単に、メルマガをやりなさい！だけでは、私の心は揺さぶられることはなか

ったと断言できます。 

人との繋がりは信頼性の繋がりと同じで、その信頼されるに値する具体的な行動

の一つとして、メルマガを実践すると思うと、むしろ早々に実践させて頂きた

い！と思いました。 

 

＞＞ 「今後活用できると思ったこと」 
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メルマガのフル活用 

人材紹介という業務に関わらず、日々色々な方々とお会いさせて頂いているので

すが、そうした業務外の活動も、業務も、信頼性、関係性を保ち続けるという意

味では同じだと確信させて頂きました。 

そのため、今後は仕事だから、プライベートだから、ではなく、自身が繋がりた

い人達との関係性を保つために、さらにそのパイプを太く強固なものにさせて頂

くために、メルマガというシステムに組み入れ、公私共々環を拡げさせて頂こう

と思いました。 

 

＞＞ 「決意したこと」 

＞＞ 「これから行動しようと思ったこと」 

 

公私共々、信頼と実績を積上げるために、メルマガ開始を決意。 

転職候補者と面談後のアンケート実施を決意。 

※個別コンサル後に頂戴したメールも非常に参考になりました！ 

 

年内業績 up のご報告を決意。 

 

※8/5（月）から開始するべく、調整させて頂きます。 

 

これからは、思考及び行動習慣をなりたいレベルまでに昇華させるために、圧倒

的に上のレベルの方々や、志を共にする AKB はじめ仲間達と定期的にお会いさ

せて頂こうと思いました。 

 

＞＞ 「これまでに利用したコンサルティングやセミナーとの違い」 

＞＞ 「鮒谷さんの個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセー

ジ」 

 

先日の 3 日間セミナーは同期（AKB）の紹介から申込をさせて頂きました。大

変恐縮ながら、それまでは鮒谷さんのことを存じ上げておりませんでした。 

そのような私に対して、鮒谷さんが仰って下さった言葉、 

「実は紹介だからこそプレッシャーもあります。 

 ただ元（セミナーや個別コンサル費）以上のモノを持って返って頂き、結果を

早く出して頂くためにはどうすれば良いのか、自分なりに考えさせて頂きまし

た。」と。 

 

私個人としても、当然のことながら、諸々悩み考え抜いた上で個別コンサルにも

挑ませて頂いておりました。だからこそ、鮒谷さんが、私以上に誰よりも真剣

に考えて準備をして下さったことが非常に良く伝わりました。そのおかげで、

なにより私の不安が払拭され、さらなる一歩を踏み出すことができました。 
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不安や迷いが無くなると、言葉や行動その他全てに自信が宿るため、全てが好転

していきます。それを実感できていることが何よりも嬉しく、感謝の気持

ちで一杯です。 

３日間セミナーから個別コンサルまでの日が浅く、業務上の改善結果報告ができ

ればより説得力があったと思うので、早くそんなご報告が出来るよう、今後とも

努めさせて頂きます。 

この度は本当に有り難うございました！ 

 

P.S.●●様のご紹介もその場ですぐにご調整下さり有り難うございました！ 

 

（板橋力 様） 
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コンサルフィーがほとんど気にならなくなり、そんな金額よりも、もっと

何倍にもする事が出来る、そんな自信を持ちました。 

鮒谷さん 

昨日は、個別コンサルティング長時間にわたりありがとうございました！ 

過去、セミナー参加などさせて頂き、初めてお目にかかるのではなかったので、

緊張もあまりせずにすみました。（緊張すると、実力発揮？出来ないので、勿体

ないですよね） 

メルマガ読者だけから、いきなり「ごたいめ～ん」だと鮒谷さんの事を、賢い、

かたぶつ？、マジメだと思いながらお目にかかるので、きっと緊張するのだと思

います。 

なので、個別コンサルティングを今後ご検討の方は、まず、放談会や３日間セミ

ナーなどで直接、生の鮒谷さんにお会いしてからがいいと思います。 

賢い方、という印象は勿論変わらないのですが、他の部分については、かなり印

象が変わられると思います（笑）よい意味で☆ 

一度お会いしてからのほうが、緊張しすぎず、聞きたい事を聞けたり鮒谷さんと

いうお人柄を感じながら、お話が聞けるのでおススメです。 

私が頭に残ったのは・・・ 

■ストーリーの作り方 

■ささるもの 

■深堀り 

■貫く 

■何でもやってみる 

です。 

私が相談させて頂いた内容は、目の前の仕事の具体的な進め方、戦略などについ

てでした。 

他のみなさんが書かれておられるような、「爆発的な」感想よりも、うまく表現

出来ないのですが、もっと身近な人に背中を押してもらって、やる気が出て

きた！元気をもらった！みたいな感じでした。 
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それはホントに不思議と、何の根拠もないのですが「うわあ～、マジやばあ～

い。ブレイクするかもお～」みたいな感じでした（笑） 

今回のコンサルフィーがほとんど気にならなくなり、そんな金額よりも、

もっと何倍にもする事が出来る、そんな自信を持ちました。 

目的が明確になり、進む道がしっかりとわかった。さらに言えば、そこま

でのお話のひとつひとつが本当に素直にきける、そんな感じなのです。 

きっと、親の言う事もこれくらい素直に聞いた事はないのではないか、、、、と

いうくらいに（笑） 

それと、ひとつ安心したのは、「メルマガ書け～」と言われなかった事です。

（あっ、鮒谷さんは、そんな言い方はされないと思いますが（笑） 念の為）や

っぱり、人を見てアドバイスをしてくださっているのだろうなあ～と思いま

した。 

冒頭の話にも通じるのですが、３日間セミナーや放談会に参加している鮒谷さん

ファンの人たちは、もしかしたら、鮒谷さんから、「元気をもらいに行って

いる」「背中を押してもらいに行っている」のではないかとさえ思えるので

す。 

今回、私は個別コンサルをうけて、深層心理にそんなものがあったのかもしれな

い、と思いました。 

もしかしたら、「え？背中を押してもらう？たったそれだけ？」って思う人もい

るかもしれませんが、これって、スゴイ事ですよね～頭がこりかたまっている、

普通の社会人が、誰にでも背中押されてもたぶん、びくともしないと思うので

す。でも、それが鮒谷さんに押されると、動いちゃうんですよ～（笑） 

「ウルトラ C」はない、鮒谷さんが以前おっしゃった言葉ですが、私はこの言葉

が好きで、その裏にはコツコツと物事をやり続ける姿勢の大切さがあらわれてい

ると思うのです。 

何かを決断したりする時に、誰の言葉を信用すればいいか、など信用出来る人を

見分けるのって、とてもタイヘンで難しいことだと思うのです。 

だけど、これもウルトラ C の話と同じように、コツコツと？メルマガを何年も何

年も読み続けてきた為、（努力ではありません、好きで読んでいただけですが）

信用出来る人を見つけることが出来たのだと思うのです。 

さっ、私もバリ！バリ！仕事しますよお～！やる事やって、MOET を飲みます！ 
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いえ、プロジェクトが成功した暁には、「例の島」で祝杯をあげたいです！ご招

待出来るようにガンバリマスね！（笑） 

今回は本当にありがとうございました！ 

今後ともよろしくご指導の程、お願い申し上げます。 

 

（サービス業女性 様） 
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「鮒谷先生が待っている！」「後押ししてくれている！」という心地いい

（？）緊張感のため、日々充実感を持って、課題に取り組めております！ 

個別コンサルが終わる頃には、自分のビジネスを構築できているイメージ

しかありません。 

鮒谷先生 

この度はありがとうございました！今回のコンサルは、特に収穫の大きい時間
になりました！「後は自分が実行して、そのフィードバックをするだけ」という

とても明瞭な状態になったわけですから！ 

具体的に考えても、 

〇商売とは何か 

〇商品価値とマーケティング価値のバランス、 

〇圧倒的手数を増やすこと、 

という考え方レベルのインストールから、 

〇自分が今すぐ明日からすべきこと 

という具体的な指標まで、本当に盛りだくさんの 3 時間でした！ 

個別コンサルティング内で録音した音源を iPhone に入れて、何度も聞いて、中

期的に私の血肉にしていきます。「鮒谷先生が待っている！」「後押ししてくれ

ている！」という心地いい（？）緊張感のため、日々充実感を持って、課題

に取り組めております！ 

また鮒谷先生が紹介して下さった方々も、活動的かつ行動も早く、そもそも人

間的にすごい方ばかりです。そういった方々の行動基準に、自分自身の行動

基準も上がってきているという感覚でもあります！ 

個別コンサルが終わる頃には、自分のビジネスを構築できているイメージし

かありません。 

残り 2 回の個別コンサルティングも、引き続きよろしくお願い致します。 

（コピーライター 早川哲平 様） 
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恥ずかしくなるような漠然とした質問に対しても、的確な質問で問題点を

あぶり出していただき、その上で的確なアドバイスをしていただきまし

た。 

鮒谷周史先生 

いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。 

先日は、遅い時間にもかかわらず貴重なお時間を頂き誠にありがとうございまし

た。場所の確保も難しかったかと思いますが、誠心誠意対応していただき感激し

ております。 

なかなか他業種の方と接することが少ない身としては、様々な分野に精通され成

功方程式を熟知されている方とお話しできる機会は皆無に等しいです。 

そのような身にとって、鮒谷先生のような方が親身に相談に乗っていただける事

は、何ものにも代えがたい貴重な機会となります。 

恥ずかしくなるような漠然とした質問に対しても、的確な質問で問題点をあぶ

り出していただき、その上で的確なアドバイスをしていただきました。 

「いったん沈まなければ、浮上もできない」というキーワードを出していただ

き、私が今後進むべき方向性を明確に提示していただきました。 

鮒谷先生とのコンサルティングのたびに、自分の中に橋頭堡ができてゆく

気が致します。 

私の人生に置いて、あの時に鮒谷先生と面談したおかげで今の自分があると言え

るようにこれからも努力して参ります。 

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

（クリニック開業医 Ｔ．Ｗ 様） 
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この状態になったら相談しようではなく、今すぐ相談することをおススメ

します。 

それが、あなたの飛躍のスタートになることをお約束いたします。 

「気付いたことや深く学んだこと」 

現状の延長線上の上限を意識したこと 

よりシンプルに、より効率的にビジネスを加速していく 

 

「特に印象に残ったこと」 

顧問契約を減らすこと（プロジェクトベースをやらない） 

橋渡しの部分を特に意識すること 

 

「今後活用できると思ったこと」 

単線にする（専門分野をシンプルかつ明確にする） 

 

「決意したこと」 

全体設計を再構築すること 

 

「これから行動しようと思ったこと」 

横展開ではなく、客単価の向上を目指すこと 

 

「これまでに利用したコンサルティングやセミナーとの違い」 

単なる一般論ではなく、キャラ、背景や得意分野も把握していただく、かなり個

別性の高い適切な愛情溢れるコンサルティング 

 

「個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

どのステージの方にも合わせたアドバイスが頂けると思います。 

この状態になったら相談しようではなく、今すぐ相談することをおススメしま

す。 

それが、あなたの飛躍のスタートになることをお約束いたします。 

（導線設計 代表 西村淳 様） 
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今回コンサルティングを受けずに、新規事業に突き進んで居たことを考えるとも

のすごい莫大な未来の時間を無駄にせずにすんだのではないか？と思っていま

す。（いや、無駄にせずにすみました。断言できます）  

鮒谷さま 

この度は、朝から貴重なお時間をありがとうございました！ 

 

今回、個別コンサルティングに申し込んだ理由は新規事業に取り組む前に、様々

なビジネスに携わった鮒谷さまに１度ご意見を頂きたいと思い、鮒谷さまな

ら、ハッキリとアドバイスをしていただけるのではないか？と思ったことか

ら申し込みをさせて頂きました。 

 

はっきり言って、私にとって個別コンサルティングの料金は決して安くはない金

額です。（笑） 

 

ですがもし、今回コンサルティングを受けずに、新規事業に突き進んで居たこと

を考えると今回の個別コンサルティングではものすごい莫大な未来の時間を無

駄にせずにすんだのではないか？と思っています。 

（いや、無駄にせずにすみました。断言できます） 

 

そのまま突き進んで居たらと思うと、どれだけの苦しい時間を過ごすことになっ

ていたか・・・。 

やはり、新規事業などを勢いですすめる前に、1 度立ち止まり客観的に見て頂

くことは非常に重要なことなんだと改めて実感致しました。 

 

そしてまた、目の前の仕事でいっぱいいっぱいにならないように進むべき道を俯

瞰して見ることで、いかにうまく商売をまわせるようになるのか？ 

事例を含めてお話を聞かせて頂けたおかげで、自分で考えていたことより

もより、ローリスクでミドルリターンな事業にしていくことができそうで

す！！ 

 

まずは、頂いたアドバイスを元に、より深く強みを掘り下げてみようとおもいま

す！ 

本日はありがとうございました！！ 

（日の出湯 経営再生マネージャー 田村 様） 
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私の OS が、完全にアップグレードされました！ 

コンサルを受ける度に、その時の私に必要な考え方を、わかりやすく伝え

て頂き、自然と良い考え方がインストールされて行きました。 

鮒谷先生 

 

3 か月半に渡る計 5 回の個別コンサル、ありがとうございました。 

 

本当に「あっという間の 3 か月半」でした。 

期間としては短い時間ではありますが、私の OS が、完全にアップグレード

されました！ 

 

こうして感想を書くにあたり、個別コンサルをお願いする頃の日記やメモを読み

返してみたのです。 

明らかに、自分の見えている世界が違うことを実感しました。 

自分の見えているものや、意思決定の基準、複数の視点（無形資産と有形資産、

短期と中期長期など）で考える習慣など、100 日前には考えられないような

考え方をしている自分がおります。 

 

3 か月半前は独立したばかりで、お金の使い方も時間の使い方も、「その場その

場・とりあえず」という使い方でした。 

そもそも商人としての考え方やスタンス自体が、まだまだな状態。 

まさしく、「ルーキー」だったわけです。 

 

さすがに、これでは先が見えないと感じていたので、思い切って鮒谷先生に個別

コンサルをお願いしました。 

 

コンサルを受ける度に、その時の私に必要な考え方を、わかりやすく伝えて

頂き、自然と良い考え方がインストールされて行きました。 

あの手この手の比喩や例え話が出てきたので、「なるほど！」と落とし込み

もしやすく、また、「鮒谷さんが仰られていたことはこの場面のことかも！」な

どとふとしたシーンで思い出されて行きます。 

 

中でも、一番衝撃的だったことは、鮒谷先生の実際の仕事を進め方です。 

そのお姿を拝見して、「こういうことをやってもありなのか！」と何度も自

分の枠組みを外して頂けました。 

試しにやってみて、取り入れたものもあります！ 

 

個別コンサルは、正直なところ、金額的には「きついなぁ」と感じておりまし

た。 

ただ、改めて振り返ってみて、お願いをして大正解でした。 

その時の自分を褒めてあげたいです。 
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鮒谷先生には、私が離陸するための滑走路を整備して頂きました。 

本当にありがとうございます。 

今の私は、鮒谷先生がコンサル中にも仰られたように、まだ雲の上を飛ぶほどの

高度ではありません。 

 

私のビジネスマンとしての OS も書き換わった、滑走路も整備された。 

となれば、後は、私が気を緩めずに、手数を打っていくだけです！ 

驚かれるくらいに手数を打っていきたいと思います。 

 

今後とも、なにとぞよろしくお願いいたします。 

（Ｔ．Ｈ 様） 
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自らビジネスを展開するにあたり、何を軸に、何を準備し、何に気をつけ、どう

出していくのかを、ビジネスの視点から客観的で率直なご意見を伺えたのがとて

も勉強になりました。  

鮒谷さん 

 

この度は個別コンサルをありがとうございました！ 

 

対面でお話しするのは初めてだったので緊張しましたが、場所も堅苦しくないホ

テルのロビーでしたのですぐ解けました。 

 

私の仕事は専門性のある、いわゆるクリエイティブ職にあたるので、3 日間セミ

ナーはともかく、鮒谷さんの個別コンサルを受けるのは違うかな、と長く考えて

おりました。 

 

ですが、以前その 3 日間セミナーの同期の方（●●の S さんです！）から言われ

た、「自分とは違う、さらに自分よりももっと広く見えている立場の人の意

見はお金を払ってでも聞いた方がいいよ」との言葉が私に引っかかっていま

した。 

 

実際に個別コンサルを受けてみて、確かにその通りでした。 

 

自分でビジネスをしていくのなら、その先達にそもそもの話を聞くのは当然で

すよね。 

 

ビジネスを自分で動かそうと思うのなら業種に関係なく、違う立場の方から 

意見を聞くことは貴重だと改めて知りました。 

（もちろん行動するのはあくまで自分なのですが。） 

 

業務内容以前の、自らビジネスを展開するにあたり、何を軸に、何を準備し、

何に気をつけ、どう出していくのかを、ビジネスの視点から客観的で率直

なご意見を伺えたのがとても勉強になりました。 

 

いえ、私の方が知らないことが多すぎてその度に丁寧に解説くださって本当に

ありがとうございました。 

（おかげで周りの方に恵まれていることも自覚できました！） 

 

長らくブログを書き続けたことも活用できそうですし、コンサルの後にいろいろ

考えていたら自分でも長らくまとめられてなかった仕事へのスタンスに気づき、

今回、私にとってのタイミングだったと思っています。 

 

それでは、これから冬本番ですので温かくしてご自愛ください。 
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ありがとうございました！ 

（グラフィックデザイナー Ａ．Ｍ 様） 
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「情報をもらって終わり」ではなく「情報をもらい、とりあえず決めるところま

で決めて、あとは動くだけ」というところまで進めてから終わりとなるため、頭

が回転しているうちに次の手を打てる状態になっているのが良いですね。  

個別コンサル初回は時間も長く、どういう展開になるかと思いながら臨みました

が、想像以上に有意義な時間となり、鮒谷さんにはとても感謝しています！ 

 

経営者向け 3 日間セミナーの余韻も少しずつ薄れ、あの 3 日間の内容もだいぶ自

分の中で消化できつつあるタイミングでの個別コンサルとなったので、あの 3 日

間の内容をどう自分の場合に落とし込んでいくのかを考える良いきっかけ
になりました。 

 

中でも、いろいろと可能性を考えているつもりでも、知らず知らずのうちに凝

り固まってしまっていた視点をほぐし、新しい（しかも今の自分にとって

打開策となりそうな）視点に気づかせていただき、大きな前進となりまし

た。 

 

しかも、単に情報や知恵を教えて下さるだけでなく、要所要所で考え、判断す

る機会もあるというのが助かります。 

そのため「情報をもらって終わり」ではなく「情報をもらい、とりあえず決め

るところまで決めて、あとは動くだけ」というところまで進めてから終わ

りとなるため、頭が回転しているうちに次の手を打てる状態になっている
のが良いですね。 

 

教えていただいた本もさっそく注文し、アイデアを企画に移すためのスケジュー

ル決めや場所探しなどを始めています。 

 

最初は「高いな...」と思って躊躇したのですが（笑）、思い切って申し込んで正

解でした！ 

 

残りの期間中に、今日話しに出た企画の PDCA を回して、次の一手まで考えら

れるよう、どんどん進めていきます！ 

（株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役社長 新井宏征 様） 
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色々な引き出しを沢山お持ちの鮒谷先生の懐の深さを、つくづく感じたコンサル

の時間でした。  

コンサルティングを申し込んだときは、自分の事業について相談するつもりだっ

たのですが、息子のことで悩む母は、藁をも掴む気持ちで経営コンサルタントの

鮒谷先生に教育相談をしてしまいました。 

見当違いの質問にもいやな顔ひとつなさらず、否、ご自分の体験談、具体的な

事例を沢山あげてどのように息子に接すればよいかを説明してくださいまし

た。 

 

特に鮒谷先生の中学高校時代のお話は息子の現状に一致しており、思わず息を飲

みました。 

今まで息子に「いつ、どこでやる気スイッチがはいるのか」はなはだ不安であり

ましたが「受験」を経験して成功体験がある以上、どこかでそのスイッチがはい

るのだと納得いたしました。 

 

おかげさまで息子に新しい教育環境を与える決心がつき、新しい塾にお世話にな

ることができました。 

依然徳俵に足がかかった状態であることには変わりありませんが、野球は九回裏

ツーアウトからと申します。 

元野球部の息子は最後の土壇場で逆転ホームランを打ってくれることを信じま

す。 

 

息子にとって最後の拠り所は家庭であり、親である、ということを肝に銘じ今後

も見守っていきたいと思います。 

いつか息子の結婚式の披露宴で、本人と友人たちが例の体操を立派に見せてくれ

ることを夢見ながら・・・。（笑） 

 

色々な引き出しを沢山お持ちの鮒谷先生の懐の深さを、つくづく感じたコン

サルの時間でした。 

仕事もプライベートも今以上の幸せを感じるために、これからも人生のアドバイ

スをよろしくお願いいたします。 

本当にありがとうございました。 

（歯科医院経営 Ａ．Ｉ 様） 
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鮒谷さんが実践されていることを聞き、自分の現状と照らし合わしていくこと

で、確信につながっていきました。 

一つ一つのお言葉の中にヒントがあり、近くにあるのにぼんやりしていた骨格が

見え、今からすべきことが、整理されました。  

鮒谷様 

 

お世話になります。 

日曜日の 16 時より個別コンサルでお世話になりました山中です。 

先日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございました。 

当日は、緊張しすぎて名刺をお渡しするのも怠ってしまい、申し訳ございません

でした。 

さらにお礼のメールも遅れて、もぞもぞしている間に鮒谷さんの方から

FaceBook の申請までして頂いて重ね重ね恐縮でございます。 

 

世間話だとおっしゃいましたが、私にとっては価値ある時間になりました。 

鮒谷さんが実践されていることを聞き、自分の現状と照らし合わしていくこと

で、確信につながっていきました。 

一つ一つのお言葉の中にヒントがあり、近くにあるのにぼんやりしていた骨

格が見え、今からすべきことが、整理されました。 

 

断ることの勇気、そして信念、理念、思想を大切にもちその軸からブレないよう

に 

現状の悪循環を少しずつ好転換していこうと思います！ 

 

その為に解決策を日々考え抜く! 

そしてサイクルを好循環させる！ 

日々の試行錯誤を積み重ねていこうと思います。 

 

鮒谷さんが日々のメルマガに記されていることですが、会って話すことでより

身にしみる話になりました。 

 

おそらく努力と経験を重ねてきた人のみから生まれるオーラなのでしょう

か。 

鮒谷さんはホントに人間的に魅力を持った方だと思いました。 

始めは緊張していたのですが（見えなかったと思いますが...）、何の警戒心もな

く言葉がす～っと入ってきました。 

 

お話頂いていた、23 才のコピーライターの話ですが、今現在、仕事はありませ

んが、何かこの先お仕事があるかもしれないので、もしご興味ありましたらご紹

介ください。 

 

この度は気付きときっかけを与えてくださり本当にありがとうございました。 
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引き続き、これからもメルマガを拝見させていただきます。 

これからも是非ともよろしくお願いします。 

（グラフィックデザイン会社経営 Ｔ．Ｙ 様） 
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自分で気が付けない種をみつけてもらうこと、当たり前すぎて重要さに気づけて

いないことを第三者の視点で発見していただくことがコンサルティングを受ける

重要な部分なんだと実感致しました。  

今回のコンサルティングで、また１つ眠れる資産を見つけて頂きました。 

ありがとうございます！ 

なぜ自分で気が付かないのか？ 

自分の考えの足りなさに、愕然としました。（汗） 

商売について真剣に考えていないのだなと、猛省しております。。。 

 

この自分で気が付けない種をみつけてもらうこと、当たり前すぎて重要さ

に気づけていないことを第三者の視点で発見していただくことがコンサル

ティングを受ける重要な部分なんだと実感致しました。 

もしも相談していなければ、この資産はずっと埋もれたままでした。 

そうかんがえると、非常に恐ろしく思います・・・。 

ありがとうございます！！ 

 

頂いたアドバイスを素に商売を毎日 1 つづつ改善させていきます！ 

 

今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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大きな理想を掲げながらも現実的には今一歩が踏み出せていない私に対していつ

も数歩先を照らしていただき、少しずつ道が見えてきた気がしております。 

鮒谷さん 

 

この度は 3 回にわたり個別コンサルをしていただきまして、誠に有難うございま

す。 

 

大きな理想を掲げながらも現実的には今一歩が踏み出せていない私に対していつ

も数歩先を照らしていただき、少しずつ道が見えてきた気がしております。 

 

私自身、鮒谷さんのように、相手が気付いていない可能性を見い出し、希望

の光を与えられるような人間になりたいと心から思います。 

 

今後も鮒谷さんをロールモデルとして、その思考方法や一挙手一投足をパクらせ

ていただくつもりです（笑）。 

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします！ 

（株式会社ビジネスプラン / 安野公認会計士税理士事務所 代表取締役 

公認会計士・税理士 安野広明 様） 
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現在の課題について、コンサルティングをして頂き、取りこぼしがいろい

ろあることに気づきました。  

鮒谷様 

 

先日は個別コンサルティングありがとうございます。 

 

現在の課題について、コンサルティングをして頂き、取りこぼしがいろいろあ

ることに気づきました。 

 

例えて言うならば、今までは目の粗い網で漁を行っていたところ、もう少し目の

細かい網で行ったほうが漁の収穫があがるというご指摘をうけたものと感じてい

ます。 

 

また、特異な業界にいるため、ゆったりとしていることを認識致しました。 

面白いことしていくチャンスだと思いますので、果敢に取り組んでいきたいと考

えております。 

 

コンサルティング、ありがとうございました。 

（Ｋ．Ｙ 様） 
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自分の中のもやもやとした霧が突風で吹き飛ばされ爽快な気分になれまし

た！  

鮒谷さま 

 

先日は、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました！ 

 

じつは今回の個別コンサルティングで、「何を質問するべきか？」わからなくなる

ほど、モチベーションが低下しておりました。 

 

ですが、自分にとっては鮒谷さまに個別コンサルティングをしていただくのは大

変貴重な体験であり、決して安くはない自己投資でもありましたので、少ない脳

みそをフル回転させ、自分にとって何が問題なのか？何が悩みなのか？将来のビ

ジョンは？と、色々と考えだし質問させていただきました。 

 

今思えば、えいやー！と自己投資をしたからこそ、あとには引けず脳の奥

底から根源的な悩みがだせたのではないかと思っています。 

 

そして、お会いしてたくさんの相談に的確なアドバイスを頂いたおかげで、

具体的ではないですが、抽象的に何をしたいのか？どんな行動をとっていき

たいのか？が、明確になってきました。 

ありがとうございます！！ 

 

自分の中のもやもやとした霧が突風で吹き飛ばされ爽快な気分になれまし

た！（とは言え、ここであまり調子に乗らないようにします） 

 

「尺取り虫」、「有用の用」、「ゴムバンド理論」 

様々なメタファーでご示唆いただき、色々と腑に落ちた言葉が沢山ありま

した。 

自分なりに尺取り虫のように人生をすすめていきたいと思います！ 

 

最後に相談させていただいた、「ブランド化されたブログのつくりかた」で、まず

は自分にできる小さな価値提供のチャレンジをしてみたいとおもいます。 

 

今後ともどうぞよろしくお願い致します！！ 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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何をお話ししても受け止めてくださる鮒谷さんの姿勢は、何ものにも代え

難い安心感があります。  

鮒谷さま 

 

昨日はコンサルをしていただきありがとうございました！ 

やや緊急事態も発生し、優先順位が定まらない中 

まずやるべきことを明確にしてくださいました。 

 

自分が置かれている状況を丁寧に聞いてくださり、さまざまな事例を引き

合いにしながら、きわめてシンプルな結論を導いてくださったことに、とて

も感謝しています。 

 

そして何をお話ししても受け止めてくださる鮒谷さんの姿勢は、 

何ものにも代え難い安心感があります。 

 

とはいえ、行動しないことにはこの状況は打破できないので、 

ご提案の意味をしっかり理解し、確認しつつ、前に進みたいと 

思います。 

 

また結果報告させていただきます。 

ありがとうございました！ 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします！ 

（フリー編集者 Ｈ．Ｙ 様） 
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繋いでいただいた方や、いただいたアイディアを含めると、プラスアルフ

ァの付加価値が非常に高かったなと感じます。  

今回は大変遅い時間からのスタートをお願いしてしまいましたが、非常に快適

な空間でご対応いただきました。 

 

現在扱っている商品の売り上げを伸ばす方法、というかなり具体的な内容と、今

後の方向性という大きな内容と、両方について相談させていただきました。 

 

その結果、ビジネスはかけ算ということを踏まえ、自分の仕事をそれぞれのパ

ーツに分けて整理することができましたので、必要にも関わらず、今は限り

なく「ゼロ」である部分について理解することができました。 

 

そのため、課題を具体的な To Do に落とし込むことができました。 

 

途中、私の理解不足でところどころ詰まりそうなところに関しましては、

その都度立ち止まって解決策を示していただけたので、コンサル後の今にな

って立ち止まらずに進めることができています。 

 

実行するにあたって、繋いでいただいた方や、いただいたアイディアを含め

ると、プラスアルファの付加価値が非常に高かったなと感じます。 

 

いずれにしても、「良い話が聞けた」では何の意味もありませんので、これから動

いてひとつ残らず実行して行きたいと思います。 

 

改めてありがとうございました。 

今後ともよろしくお願い致します。 

（鈴木大介 様） 
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間違ったことをできるだけ早く修正するのが非常に重要だと思いますが、

それは自分が信じられる方にアドバイスをいただくのが最もよい方法なの

ではないでしょうか。  

昨日は貴重なアドバイスをいただきましてありがとうございました。 

 

先月の三日間セミナーを受講し、鮒谷さんと初めてお会いしました。 

受講前は、セミナーでは無駄なグループワークとか仰々しい発表などしなければ

ならないのかなあと勝手に想像して緊張しておりましたが、そんな心配は一切

なく、非常にリラックスして 3 日間勉強できました。 

 

気合いとか精神論を一切排除し、粛々とやるべきことを仕組み化するには？ 

全く腑に落ちるお話ばかりで、たとえ話も豊富でわかりやすい。 

いまだに 3 日間にお聞きしたメタファーの数々が思い出されます。 

 

そんなわけで、ぜひ自分の事業について具体的にお話をうかがってみたいと思

い、今回コンサルティングをお願いした次第です。 

 

あれもこれもやらなければと思いつつ、できていなかったことをササっと

整理され、やるべきことの順序と具体策を示していただきました。 

あとは実行するのみ。 

取り急ぎやらなくていいこともわかると気が楽になります。 

 

間違ったことをできるだけ早く修正するのが非常に重要だと思いますが、それは

自分が信じられる方にアドバイスをいただくのが最もよい方法なのではない

でしょうか。 

 

費用は決して安くはありませんが、無駄な時間と労力をセーブできたと思え

ば十分見合ったものだと思います。 

（井田圭一 様） 
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私たちの業界の弱い所を指摘していただき、そこに私の役割があると確信

いたしました。  

今日はありがとうございました、こちらの思いだけを伝えてしまいまして、私の

お聞きしたい要点がまとまっておらず、お答えがしづらかったと思います。 

これ私の弱点なんです。 

 

私たちの業界の弱い所を指摘していただき、そこに私の役割があると確信

いたしました。 

アンテナを建てつつ、どの様な方との出会い、どの様なコラボが生まれるのか楽

しみになってきました。 

 

本当は鮒谷さんがどの様な方なのかお会いしたかったのが一番の目的でしたので

楽しい一時でした、ありがとうございました。 

（かとう建築事務所 加藤由里子 様） 
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具体案模索の道中に鮒谷様の同行があったのはとても心強く、もし一人で歩いて

いたら深い穴に落ちて動けなくなっていたことが確信できるほど、その水先案内

は正確なものでありました。 

今回のコンサルティングで伝えて頂いたことを一言でまとめると、それは「物事

には順序がある」ということだったと思います。 

そして今の自分に一番必要なのはまさにそのことでした。 

先走って物事に没入しがちな自分は、「順番にやる」ことが元々非常に苦手でし

た。 

コンサルティングに先立ち、自分なりにそれを自覚して対策を立ててきたつもり

でしたが、鮒谷様に怒涛のように脳を比喩でビンタされた結果、自分が「わ

かってもいないしできてもいない」無意識無能に居たことに気がつきました。 

 

比喩ビンタの力で有意識無能へ引きずりだされたことに加え、有意識有能に移

るための具体案を一緒に模索していただいたことが、今回何より嬉しかっ

たです。 

具体案模索の道中に鮒谷様の同行があったのはとても心強く、もし一人で歩

いていたら深い穴に落ちて動けなくなっていたことが確信できるほど、その水先

案内は正確なものでありました。 

見出された具体案にも、自分では気付かなかった自分の魅力がふんだんに盛

り込まれていて、自己の客観とはかくも難しいものかと愕然としたことを覚え

ています。 

 

物事には順序があるという示唆では、「小歯車が回らなければ中歯車も大歯車も回

らない」という比喩が、その実行過程の示唆では、「糸を引かずに橋を造る」とい

う比喩が、それぞれ自分に一番効いたビンタでした。 

その痛み(?)に感謝するとともに、もしこういう比喩のビンタを受けてみたい

方がいらっしゃれば、迷わずコンサルティングに申し込まれるようお勧め

いたします。 

私はなんだか比喩ビンタがとても快感だったので、次回は是非別のところを引

っぱたいてもらえるよう、今回の課題を頑張るつもりです。 

 

最後になりましたが、鮒谷様とセカンドステージの皆様に心より御礼を申し上げ

ます。 

今回も誠心誠意のご対応、本当にありがとうございました！ 

（文筆家 Ｒ．Ｗ 様） 
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鮒谷さんのやさしい語り口の中にも垣間見える厳しいコメントは、ボディブロー

のようにじわっと効いてくる感じでまさに【逓増モデル】のように思います。 

昨日の鮒谷さんの個別コンサルでは大変お世話になり、誠にありがとうございました。 

 

また、息子の教育における参考文献までご紹介頂き、大変恐縮しております。 

重ねて御礼申し上げます。 

早速アマゾンで注文しました。 

 

また昨日の個別コンサルで教えて頂きました文献（ピエール・ブルデューの再生論、ジフ構

造の出世のメカニズム）もアマゾンで注文し、本日手元に届きました。 

 

このたびの個別コンサルは、息子の教育（私）及び、新刊出版コンテンツづくり（公）のま

さに【公私混交】の効果がありました。 

仕事面のみならず、プライベート面にまでの波及効果は良い意味で想定外
でした。 

私は経営者の身分であり、息子の教育は将来の事業承継にも関わる可能性もありますので、

公私混交は究極の成果であると大変感謝しております。 

改めて、鮒谷さんの人生経験に裏打ちされた、豊富な知識の引出しに感銘した

次第です。 

 

今回はフリートークという形でしたが、あらかじめ課題を設定した形よりも、鮒谷さんの

これまで培ってこられた知見の源泉に触れることができたように思います。 

 

どんな外部セミナーに参加するよりも、鮒谷さんの個別コンサルは費用対効果が絶大で

あるのは間違いありません。 

 

●●●●●は【劇薬モデル】としては有効であるのに対し、鮒谷さんのやさしい語り

口の中にも垣間見える厳しいコメントは、ボディブローのようにじわっと

効いてくる感じでまさに【逓増モデル】のように思います。 

 

このたびはほんとうにありがとうございました。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

（税理士・会計事務所経営 Ｔ．Ｉ 様） 
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核として足りるものがあると、肯定した頂いたこともですがビジネスにチャレン

ジすることへの敷居を下げていただきました。 

本日はありがとうございました。 

 

先日の 3 日道場にて鮒谷様とお会いしてまず「妻に紹介してみたい！」と思い

個別コンサルを申し込みました。 

 

今回私は、二人の話を聞くことに徹していたのですが、妻が、今までに聞いたこ

との無いようなことを活き活きと話す姿をみて、今回申し込んでよかったな、と

思うとともに「妻は、こういうことを考えていたのだな」という発見がありまし

た。 

 

私も、もっと「人の話が聞ける」ようにならねばならないと強く感じました（幅

広い教養、コミュニケーション能力、言葉のセンスを磨かなければ！） 

いつも新しい気づきをありがとうございます。 

 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

（エンジニア Ｍ．Ｍ 様） 

 

鮒谷様 

 

Ａです。 

本日は貴重なお時間を頂きありがとうございました。 

たくさんの収穫を得て、ほくほくと帰宅して参りました。 

 

今まで、私が興味ある分野・事柄は、ビジネスにするには収益性もないと漠然と

考えていました。 

 

今日お話しできて、自分が先入観に囚われていたことに気づきました。 

核として足りるものがあると、肯定した頂いたこともですがビジネスにチャ

レンジすることへの敷居を下げていただきました。 

 

興味がある分野への知識や体験を集めるだけ集め、燃えにくい豆炭になっていま

したが、今日着火しました。 

明日から、何か一歩一歩、収益に向けて何ができるかを考え、今、自分に足りな

いものを洗い出して埋めていこうと思います。 

 

同時に、今日、お会いしてお話しできたことが楽しかったです。 

これまで自分の考えていることをアウトプットすることはありませんでした。 

自分の考えていることを話すこと、それに対して反応を頂けること、意見を引き

出していただくこと、どれもが新鮮で勉強になりました。 
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話を聞く技術はまだまだこれからだと思うので、まずは人に伝えるのに十分な言

葉を持てるよう言葉を書き溜めていこうと思います。 

 

帰りの電車では主人とたくさん得たものについて話をしました。 

まずは０を１へ。 

 

またお話しできるほど何かを進めて、お会いしたいと思います。 

ありがとうございました。 

（Ａ．Ｍ 様） 
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「一緒に考えましょう」というスタンスでお話いただけたので、私のような小心

者でも安心でした。 

また、解決策がしっかり現実的で実行可能なものなので、そういう意味でも安心

です。 

本当に結果を出そうというお気持ちが伝わってきて感謝しております。 

今回は初回の個別コンサルティングをありがとうございました。 

決して安い金額ではないものでしたが、得るものは確かにありました。 

 

■「気付いたこと・深く学んだこと」 

 

今回のコンサルの私の目的のひとつに「情報の整理」がありました。 

 

いま抱えている問題、悩み、不安、また自分自身の希望などが並列になってしま

っており、どこから手をつければいいのか自分なりに必死に考えていたのです

が、渦中にいるとそれが正しいのかどうかも判断できない状態でした。 

 

人生の中でこれまでにないくらい、試練が降りかかっておりまして、それを突破

するために、鮒谷さんのお知恵をお借りすることができ、とても感謝してお

ります。 

 

問題そのものの解決は自分自身の問題ではありますが、そこに向かっての優先順

位付けができたのは、「先が見える」ようになったのでとても安心しまし

た。 

 

じっくり腰をすえて、かつスピーディに取り組もうと思います。 

 

■「特に印象に残ったこと」 

 

非常におこがましいのですが、悩みながらも「自分が考えていることはおおよそ

間違っていなかったのだ」と思うことができました。 

 

これは、悩みをかかえる自分自身でも、混乱しつつもそれなりの判断基準を持て

ているという自信につながりましたし、同じような局面でもきっと自分のこと

をもっと信じて取り組めると思います。 

 

■「これから行動しようと思ったこと」 

 

ドラッカーの引用からはじまった「予期せぬ出来事に着目せよ」では、自分では

当たり前のことがビジネスに展開できるかもしれないというアドバイスは非常に

驚きました。 

「外から見るとそう見えるのか」と驚きです。 

 

「●●●●●●」といったところ、考えてみたいと思います。 
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■「これまでに利用したコンサルティングやセミナーとの違い」 

 

これまでにコンサルティングというのは受けたことが無いので悪くもいえないの

ですが鮒谷さんのコンサルは、多分コンサルっぽくないです（笑 

 

正直申し上げて、お伺いする前はかなり緊張していまして、「怖い人がきたらどう

しよう」と思っていました。が、それは良い意味で見事に裏切られました。 

 

どうもコンサルタントというと、どこか偉そうで（失礼）「こうすればいいんだ」

的なイメージが強いのですが、鮒谷さんの場合は「一緒に考えましょう」とい

うスタンスでお話いただけたので、私のような小心者でも安心でした。 

 

また、解決策がしっかり現実的で実行可能なものなので、そういう意味でも

安心です。 

本当に結果を出そうというお気持ちが伝わってきて感謝しております。 

 

以上になります。 

また次回もよろしくお願いいたします。 

（会社経営 Ｙ．Ｙ 様） 
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必要なのは「5%の覚悟」だけなのだ、と思いました。 

残りの 95%は、すべて鮒谷さんが用意して下さいました。 

必要なのは「5%の覚悟」だけなのだ、と思いました。 

残りの 95%は、すべて鮒谷さんが用意して下さいました。 

 

「自分がなりたい自分」を 100%としたとき、個別コンサルに赴く前の僕は、覚悟という

5%しか所持していなかったのです。 

というより、「そもそも何が 100%なのか」もわかっていませんでした。 

たった 90 分のあいだに、鮒谷さんは「何が僕の 100%なのか」を教えて

下さり、さらに「足りない 95%」のすべてを、言語化してお伝え下さっ

たのです。 

 

僕がコンサル後にするべきことは、その"95%の野原"に、"5%の火"を放つ

ことだけでした。 

まさに「燎原の火」のごとく、景色は明らかな熱とエネルギーを帯びて変容し始

めています(コンサル後、まだ一週間と少ししか経っていないにも関わらず、で

す)。 

 

もしかすると今回のコンサルの一番の収穫は、「持ち物は、5%の覚悟だけでいい」
と学んだことかもしれません。(笑) 

それさえあれば、あとは鮒谷さんが「舞台」を用意して下さる。 

もちろん、その上で舞う準備(覚悟)は必要だけれども、未だ「舞台」の何たるかが見えてい

なかった僕にとっては、それは非常に衝撃的な気付きでした。 

 

一旦付いた火を絶やすことのないよう、これからも鮒谷さんのコンサルを受け続け

ていければと思います。 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も本当にありがとうございました！ 

今後ともどうぞよろしくお願い致します！ 

（Ｒ．Ｗ 様） 
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コンサルの 2 回目ということで、だいぶ慣れてきました（笑 

継続することの意味が何となく分かってきました。 

鮒谷様、昨日はありがとうございました。 

コンサルの 2 回目ということで、だいぶ慣れてきました（笑 

継続することの意味が何となく分かってきました。 

 

初回のコンサルから昨日までの間に、1 回目に教えていただいた書籍を読んでみたり、自分

なりにそこから広げたり、さらに行動を増やしてみたりしましたが、やはりそんなに簡単に

考えは変わらないということを（これまでもそうだったはずなのですが）より強く実感して

しまいました。 

 

そんな中での 2 回目のコンサルでしたが、鮒谷さんの、自分とは異なる意見、角度、視点か

らのアドバイスは、正直に申し上げて「本当にそうなるの？」「本当かなあ？」と思うことが

多かったのも事実です。 

 

ただ、これは決して疑って拒否しているのではなく、自分自身が「体験」していないから、

頭では理解はしていても納得できていない（腑に落ちていない）ということだと思います。 

 

と、こうなるともう「とにかく自分で試して、贅沢をするしかない！」という結論になりま

した（笑 

 

「自分の強みに気づかない」というのは誰でもそうだとは思いますが、1 回目ではぼんやり

していたものが、昨日はコンサルの中で一気に現実的になり、多少戸惑っていますが、起業

したときのような「ワクワク、ドキドキ」は感じています。 

 

四の五の言わずに、まずは挑戦したいと思います。 

次回に改めてご報告いたします。 

 

よろしくお願いいたします。 

（Ｙ．Ｙ 様） 
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鮒谷さんの個別コンサルの魅力は、「変化への信頼」「行動への確信」の二つに

収斂する、と感じます。 

鮒谷さんの個別コンサルの魅力は、 

「変化への信頼」 

「行動への確信」 

の二つに収斂する、と感じます。 

 

・個別コンサルに申し込みをする時点で、「コンサル後に人生が変化していな

いわけがない」という鮒谷さんへの絶対的な信頼があります。 

・個別コンサルが終了した時点では、「提示された行動が成果に繋がらないわ

けがない」という、行動への絶対的な確信が生まれています。 

 

「変化への信頼」と「行動への確信」の両者によって、コンサル後の行動エネ

ルギーは爆発的に増加します。 

一度その味を知ってしまうと、もうコンサルを受けていなかった頃の自分に

は戻れません。(笑) 

（両者への中毒症状とでも言うべきか、ふと気が付くと定期的なコンサル受講

を申し込んでおりました) 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も本当にありがとうございました！ 

引き続き、どうぞよろしくお願い致します！ 

（橘諒 様） 
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「点」としてストックされていた知識が、「線」となり、さらに「面」となる感

覚がありました。 

鮒谷様、今回はお時間いただきまして、ありがとうございました。 

 

今回、時間とお金を投資して、本当によかったです。 

 

何よりも、実際に鮒谷様にお会いできたこと、これが個別コンサルティング

最大のメリットではないか、と感じました。 

 

今までメルマガを通じて得られた知識を、実際に鮒谷様の口から、しかも「僕

に向けて」「僕バージョンで」聞くことができたこと。 

 

これによって、「点」としてストックされていた知識が、「線」となり、さら

に「面」となる感覚がありました。 

 

ここからは、僕が行動を積み重ねることで、「立体」となり、周りから見て僕の強

み、長所、特徴がわかりやすくなるようにしていきます。 

 

改めて結果報告できるよう、またお会いできる日を楽しみにしております。 

 

最短最速で多大な量を手掛けること。 

自分の強みにリソースを注ぐこと。 

「金メッキ」から「本物の金」、さらに「新たな金メッキ」から「新たな本物の

金」、といったサイクルを回すことで肥大化させ、周囲との接地面積を増やすこ

と。 

これらを念頭に、日々時間を過ごしていきたいと思います。 

 

今後ともよろしくお願いします！ 

（桃崎涼太 様） 
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メディア運用についての考え方にも衝撃を受けました。 

あまりに緻密で深いため、このレベルの話を、個別コンサルの価格で知ってしま

っていいのだろうか？と思ってしまうくらいです。 

鮒谷さん 

 

先日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。 

 

会社員のときから、定期的に個別コンサルを受けていますが、独立して、一定

の成果を報告できるようになったことは、自分への自信となっています。 

 

現時点では上手く回り始めている。 

あとは、行動量を増やせば倍々でうまくいくと思っていました。 

しかし、鮒谷さんとお話させていただき、自惚れや過剰な自信につながりすぎ

ている可能性に気づくことができました。 

 

話の中で、2 年先の世界から今を逆算して見るよういざなってもらったとき、す

でに自分の事業に黄色信号が灯っていることを認識するに至りました。（パラダイ

ムシフト） 

 

一時的に上手くいったにもかかわらず、95%以上の人が姿を消した 3 つの問題

点に対する準備を私は全くしていなかったようです。 

 

問題点 

(１)軸が吹っ飛ぶ（遊びに走る、仕事しなくなる） 

(２)世の中から忘れ去られる 

(３)旬が過ぎる・絞り尽くす 

 

(１)(２)は日刊メルマガを配信し、思索を深めているため回避できるとしても、

(３)への対処をしておりませんでした。 

 

2 年後から逆算し今を見ると、まるでぐるぐると全力で滑車を回しているリスの

ようです。 

必死で走っている・・・でも、2 年以内に、高い確率でその滑車が足元から腐っ

て崩れ落ちる絵が明確にイメージできました。 

 

足場が悪くなってから、別の滑車へ乗り移ろうとしても、足場が持たず崩れ落ち

てしまうことでしょう。 

まだ強度がある今のうちから、 

旬がすぎないものへ準備をしておかないと間に合わないなぁーと気づくことがで

きショックと共に可能性も感じました。 

 

目指すべきサービスを歌手のコンサートに例えてくださったことが非常にわか

りやすかったです。 
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鮒谷さんのサービスにリピートが多い理由がよくわかりました。 

こうやってサービスを作ればいいということも。 

早速テストマーケティングを始めていきます。 

 

また、メディア運用についての考え方にも衝撃を受けました。 

あまりに緻密で深いため、自分のメディア運用でも明日から取り入れること

ができるヒントを沢山いただきました。 

このレベルの話を、個別コンサルの価格で知ってしまっていいのだろう

か？と思ってしまうくらいです。 

 

おかげさまで、これからの方向性が明確になりましたが、私は元来なまけもの

です。 

パラダイムも一度や二度シフトしたからといって、意識し続けなければす

ぐに戻ってしまいます。 

継続で年間コンサル契約をお願いしますので、毎月、ケツ蹴りをお願いで

きればと思います。 

 

今後ともよろしくお願い致します。 

ありがとうございました。 

（起業家マーケティング 中村仁 様） 
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鮒谷さん自身の勉強量・行動量、そして何より【個別コンサルをこなしてきた絶

対数】によって、その膨大かつ先の見えない【文脈に合わせた引き出し面積】が

養成されているのだと思います。 

「優れたリーダーや組織は、why→how→what の順番で物事を説明する」とい

うサイモン・シネックの論がありますが、鮒谷さんのコンサルはこの【why→

how→what】への柔軟性・可変性が非常に高いと感じます。 

 

具体的には、クライアントのビジネス文脈・人生文脈に合わせて、最も必要

度が高いと思われる領域(why・how・what)に対し、最も有効度の高い

対策やパラダイムをご提示くださる、ということです。 

 

それはメルマガ(平成進化論)でも感じることですが、こと個別コンサルにおい

て、【深さ】と【広さ】の掛け算が鮒谷さんよりも上の方というのは、ほと

んど存在しないのではないでしょうか。 

 

鮒谷さん自身の勉強量・行動量、そして何より【個別コンサルをこなして

きた絶対数】によって、その膨大かつ先の見えない【文脈に合わせた引き

出し面積】が養成されているのだと思います。 

 

非常によい学びと刺激をいただきつつ、僕自身もその領域に近づけるよう頑張

ります(笑) 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も本当にありがとうございました！ 

引き続き、どうぞよろしくお願い致します！ 

（Ｒ．Ｗ 様） 
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抽象的な話で・・・言われましたが、凄く響きました。 

なぜかというと、鮒谷さんの例え話がとても分かりやすくて、話の根っこの部分

を理解しやすかった為です。 

鮒谷さん 

 

昨日は有難うございました！ 

興奮していて、最後、ごちそうさまでしたと言い忘れてすみません。 

 

鮒谷さんを知ったきっかけが、大学時代の友人の紹介で、彼がとっても良かっ

た！と興奮して話していた事でした。 

その時の事は、良く覚えています。 

あの彼が言うのなら、間違いない！そう思って、今回の個別コンサルティングの

受講に至りました。 

 

そして、今回、個別コンサルティングを受けさせて頂いて、率直に思ったのが、

この決断を出来て本当に良かった！ということでした。 

 

初回は、抽象的な話で・・・言われましたが、凄く響きました。 

なぜかというと、鮒谷さんの例え話がとても分かりやすくて、話の根っこの

部分を理解しやすかった為です。特に、やり方よりも在り方、人に会いまくる

事、メタ認知、小さな 3 連勝、が印象に残っています。 

 

先程、喫茶店で昨日書き殴ったノートを整理していましたが、あの時こんなに

書いていたのか！と自分でもびっくりしました。 

凄く、集中していたんだ！と。 

 

次回の課題を出して頂いて、何か一つでも行動しないとと思い、昨日の帰宅後

に、 

ＨＰ作成の為のアカウントを取得し、少し作成しました。 

そして、今日現状を把握すべく、大学をちらっと見学してきたところです。 

何とか課題をクリアし、次回のコンサルティングを笑顔で迎えたい所存です。 

 

昨日は有難うございました！ 

次回以降も引き続き宜しくお願い致します。 

（細田明俊 様） 
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結論としては飛び込んでみて正解でした。 

今回のコンサルティングもありがとうございました。 

３回に渡り、販売・マーケティングに関しての相談や、コンセプト策定につい

て相談させていただきました。 

 

根本的なところで自分なりの回答もできておらず、質問内容などもあいまいなま

ま望むこととなってしまいましたが結論としては飛び込んでみて正解でした。 

 

今回学んだのは以下の３つのことです。 

 

１つ目は深く潜る感覚です。 

 

コンセプトなどを策定するにあたり、どの程度まで深めればモノになるのか。海

女さんのように潜って考えるということで最終回は時間を大幅に超えて実施し

ていただきました。 

 

私の方はほとんど窒息しそうな状態でしたが、ゼロ戦の話や映画の話から、バ

イオリニストの話までを織り交ぜてわかりやすく「考え方」を教えていた

だきました。 

 

また、レトリックや詩についても考えるきっかけとなり、視野が広がった
気がします。 

 

２つ目は質問を自分の中でまわすということです。 

ドラッカーの５つの質問をベースに考えを深めました。 

 

「はっきり言って、今も毎日考えている」という鮒谷さんの言葉が印象に残りま

した。 

このような質問は「そういう機会があれば考えてみる」というくらいにしかでき

ていなかった自分としては質問を繰り返すというポイントが深く刺さりました。 

 

３つ目は今の時点で言葉にすることの大切さです。 

 

上で述べたようなことも考えただけでは流れていってしまい、結局あいまいなま

ま 

になりがちです。 

あいまいな思いを言葉にするのはとても大変で、めんどくさくもあります。 

 

また言葉にしてしまうと、逆にできていない 

ところが見えてきてしまって怖くもあるところですので、このような機会がなけ

ればきっと取り組むのはずっと先になっていたのではないかと思います。 

 

他にもたくさんあるのですが、特に印象に残った点を言語化しておきたいと思い
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このような形になりました。 

 

まだまだ半端な部分だらけですので引き続き行動しつつ、深めていきたいと思っ

ています。 

 

今後ともよろしくお願い致します。 

（Ｄ．Ｓ 様） 
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毎回、お話させていただき感じていることですが、対話することそのものが成果

ですね。まだ何も行動していないのに、90 分が終わったとき、「成果を得た」

と感じてしまいます。 

鮒谷さん 

 

この度は、お忙しいところコンサルティングのお時間を割いていただきありがと

うございました。 

 

四半期に一度受けていたコンサルを今回から年間でお願いし一回目となります。 

 

今日は、いつも以上に学びが多く、興奮冷めやらぬまま感想を書いていま

す。 

 

ある事業において、望まない状況が発生していました。 

起こっている現象に疑問を抱いていたものの、原因がわからず放ったらかしにし

ていたのですが、今日、実践してきた内容を報告していた際、見事にその現象

に潜む課題を察知して問題提起していただきました。 

まさか、鮒谷さんと逆方向へ向かっていたとは思いもよらず・・・。 

 

「今回は、具体的な解決策の話になるだろうなぁー」 

そう思っていたのですが、さすがは鮒谷さん、波及効果の高いアドバイスをし

てくれました。 

 

たとえば、 

▼言葉の定義が重要（コンサルティング、マーケティング、人生、商売） 

▼期待値コントロール 

▼取り尽くすのは、座布団化していかない 

などなど。 

 

課題を抱えていた事業は、上記あり方をスタンダードにすることで、解決できそ

うです。 

 

また、日常的に行っている 

・メルマガのコンテンツ 

・セールスページに書くコピーの内容（セールス 9、その他 1 の 1 部分） 

・セミナーで話すコンテンツ 

・コンサルティングで話す内容 

これらの内容にも鮒谷さんのアドバイスを活かせることがわかり、自身の今後

の成長に、さらに期待を持つことが出来ました。 

 

「あり方」を変容させ、さらに発信メディアを成長させていきたいと思います。 

 

毎回、お話させていただき感じていることですが、対話することそのものが成
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果ですね。 

まだ何も行動していないのに、90 分が終わったとき、「成果を得た」と感

じてしまいます。 

 

これが定義の違いから生じていると実感できたことは今回一番の衝撃でした。 

「こういうやり方があるんだ」と新たな見方を得ることができたので。 

 

来月までに、目の前の行動すべてが、今回教えていただいた「あり方」から派生

したものとなっているよう習慣化していきます。 

 

来月もよろしくお願い致します。 

（Ｈ．Ｎ 様） 
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帰宅の途に着く時には、「どんなアップセルかけてくれるのかなあ・・・

（笑）」と期待をしていました。 

今回も！また、鮒谷さんが貴重な時間を割いて下さり、大幅な時間延長をして

くださり（感謝！）、尻切れトンボにならずに終了をしてくださいました。 

本当にいつもありがとうございます。 

 

最後の最後で、私の中では、「この時間内で、何をやればいいかは見つからないな

あ、ムリだよ、、、、トホホ・・・・タイムオーバー（泣）」って感じだったのです

が、正直、ビックリしました。 

 

最終回、２アウト、２ストライクまで取られているのに、なんと、なんと、その

後、「セーフティバント」で出塁！って感じでした。 

「そう来たか（驚）！ （←タメ口でスミマセン）」  って感じでした。 

 

今回は、個別コンサルの最終回になるのかなあ・・・と思いながら受けさせて頂

いたのですが、 

ホントに不思議ですね、帰宅の途に着く時には、「どんなアップセルかけてく

れるのかなあ・・・（笑） 」と期待をしていました。 

 

まあ、言うまでもなく、その時には継続のコンサルをお願いしようと決めて

いたのでしょうね。 

 

引き続き、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

（サービス業 会社経営 Ｍ．Ｍ 様） 
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私の選択は間違っていなかった。鮒谷さんと共有する至高の時間。アッチ側の世

界に行きたいと望むのであれば、金銭的な躊躇は決して手の届かない棚に上げて

しまおう。 

イスの背もたれに深く寄りかかり、宙を仰ぐ。 

その姿勢のまま微動だにせず、暫時思考が続けられる。 

これは、ひょっとして？ 

私の脳裏には、ある将棋漫画の 1 シーンが...猖獗（静かに荒ぶるの意）だ！ 

常軌を逸した集中力で読み耽っている。 

最善手を導き出すために。 

いったい何手先まで読んでいるというのか。 

鮒谷さんは！ 

それも私だけのために。 

あの鮒谷さんが！ 

あぁ、なんて贅沢な時間なのだろう。 

 

今回の個別コンサルで、最も心がふるえた瞬間でした。 

3 日間セミナーなどでは、決して目にできなかったあの御姿。 

自己嫌悪に陥るほど、プロの矜持たるものを体感しました。 

同時に心の奥底で燻り、今にも消えそうだった炎が、天空を赤く染めんと

再び燃え立とうとしています。 

かつては抱いていたはずのビジネスに対する熱情が。 

鮒谷さんという圧倒的な烈火に、この身を焦がされて。 

 

自分の心に火を灯してくれるのは、やはり人なのです。 

外の世界に踏み出したからこそ、浴した恩恵なのです。 

どうやら私の選択は間違っていなかった。 

鮒谷さんと共有する至高の時間。 

アッチ側の世界に行きたいと望むのであれば、金銭的な躊躇は決して手の

届かない棚に上げてしまおう。 

 

残すところ 4 回。 

鮒谷道場の末席を汚す不肖の門弟ではありますが、死にもの狂いで喰らいついて

いく所存です。 

二人だけの時間に恍惚としながら...（笑） 

（株式会社亀山保険事務所 代表取締役 亀山裕弘 様） 

 

コンサルティングが終わる頃には、今までとは違った自分に出会えるのではない

かとワクワクしております! 
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先日は、個別コンサルティングをありがとうございました！ 

 

鮒谷さんのお話を伺って自分の中で、化学反応を起こしたのは間違いありませ

ん。 

 

しかし、恥かしながらまだ見えていない部分が多いように思います。 

終始、曖昧な質問、表現、思考力に鮒谷さんを困惑させてしまったように思いま

す。 

申し訳有りません。 

 

考えてみれば、曖昧なものには曖昧な答えしか返せないのは世の中の道理だと思

います。 

そんな中でも、あれこれとお答えいただきありがとうございます。 

 

自分ができていないことに対して相手にそれを求めることの不道理さはわかって

いるようでわかっていないのだと改めて気付かされました。 

 

自分の商売の中でも、お客さんに対してどのように貢献したいのかが明確でない

以上それ以上の答えが出ないのは当然のことだと思います。 

今までは、受身であることの方が多かったのかもしれません。 

 

まずは自らの基礎となる心構えを定め、それを基に、相手からの反応がその解を

精査していくものだと思います。 

 

ご紹介いただいた書籍を読み踏まえながらの感想とさせていただきました。 

 

コンサルティングが終わる頃には、今までとは違った自分に出会えるのではな

いかとワクワクしております! 

 

引き続き、よろしくお願いします 

（株式会社シンコー 代表取締役 新谷知章 様） 
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次の個別コンサルまで 1 カ月ありますが、どんな風に変化していくのか楽しみで

す。 

鮒谷さん、本日もありがとうございました。 

 

今回で 2 回目の個別コンサルティングですが、また興奮しております(笑) 
 

前回課題のワークショップ開催、そして、ひょんな事からセミナー講師デビュー

（行政書士会）があり、変化にとんだ 1 か月でした。 

 

実際に、自分でワークショップを開催してみて案外こんなものか？という思い

が正直なところです。 

なぜ、今までやらなかったんだろう？と。 

セミナー講師にしても、実際、こんなのでいいの？と感じました。 

 

本日の個別コンサルでもあった学び 1 割、行動 9 割が頭を駆け巡ります！！ 

本当に、本当に実践が大事だとやってみて身に染みました。 

 

それとともに今回非常に印象に残った事は、金メッキを貼るということです。 

これも衝撃的で、今までの自分は下手に謙虚すぎてバカだったなと分かり、他者

に対する自分の見せ方について考え、実践していきます。 

 

考えただけで、ワクワクしてます。 

次の個別コンサルまで 1 カ月ありますが、どんな風に変化していくのか楽し

みです。 

 

引き続き宜しくお願い致します！！ 

（microstep 代表 細田明俊 様） 
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鮒谷さんビジネスの深みをまざまざと見せつけていただきました。 

鮒谷さん 

 

年間に切り替わり２回目のコンサルでしたが、鮒谷さんビジネスの深みをまざ

まざと見せつけていただきました。 

 

抽象度が高く「わかったようなわからないような、わからないようなわからない

ようなはずなのに、なぜかわかりそうな」そんな状況でした。 

 

おそらくこの話、近未来の話で将来において 

あ！あの時の話。きた?！ 

という状態になるのではないかと考えております。 

 

そして、この話をしていただけるのも（少なくとも出会った１年前よりは）自身

のステージが 1mm でも上がっているためにあえて話をしていただいているのだ

と感謝しております。 

 

今すぐに咀嚼する事はほぼ不可能。 

ではあるけれども、口に入れたくないと思うほどのレベルではなく、いつか口に

して咀嚼した時にあの時のあれね。と、したり顔になれるのではないかと、

そう感じておる次第です。 

 

私がビジネスや自分自身に枠を設けていた点は反省です。 

そもそもその枠にはまりたくないから人と違う事をしようとしているのに、端か

ら見れば異口同音となりかけていることに愕然としました。 

それでも、気付けたからには、深く深く深く深く・・・。掘ります。 

 

「お客さんの深いところは、まだまだいっぱい残っている」 

このフレーズがすごく印象的で、おそらくほぼ誰も手がつけられていない、とい

うよりもそこに手を伸ばそうともしない領域が無限に広がっているのかと思うと

ワクワクします。 

 

行きつけた時には、そこだから見える世界があるのだと思います。 

行きつけた自分だからこそ感じる世界もあるのだと思います。 

そこで見て感じた時に、自分から何が出てくるのかが本当に楽しみでワクワクし

ています。 

 

とはいえ上記は短期の軸ではなく、あくまで長期の軸。 

今はただ、やるべきことをやって、一方では深く深く掘り進め、いずれは、その

未開の地へと足を運びます。 

 

他にも頂いた名言とフレーズは多々ありますが、私の稚拙な劣化コピーにもな

りえない文章よりも、鮒谷さんから直接その方に最適のフレーズで言葉を紡
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いでいただいた方が得られる価値は∞だと思いますので、あえて割愛させてい

ただきますね。 

 

本日はありがとうございました。 

また次回以降もよろしくお願い致します。 

（Ｉ．Ｙ 様） 
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聞きしに勝る、恐るべき鮒谷さんの慧眼。まさにプライスレス！ 

個別具体の話には、価値を見出してもらえない。 

提出した事前課題に対する鮒谷さんのお言葉。 

確かにご指摘の通り、私は囚われていたようです。 

ファイナンシャルプランナーという狭い檻の中に... 

 

正直なところ、前回コンサルでお話を伺った時には、少しだけ胸を撫で下ろしま

した。 

セールスレターの作成で苦悩することは百も承知。 

ですが、お客様にご記入いただくシートについては、すんなり作れそうでしたか

ら。 

よくある相談シートの雛形に手を加えるだけのこと。 

 

今にして思えば、なんて浅はかだったのでしょう。 

私の猿知恵が鮒谷さんに通用するはずはありません。 

聞きしに勝る、恐るべき鮒谷さんの慧眼。 

まさにプライスレス！ 

 

お客様自身も気づいていない潜在的なニーズを、掘り起こすことに価値がある。 

何かにつけて小手先に頼っていた私にとっては、心の奥底を見透かされたよう

な衝撃でした。 

 

今回も幾つかの宿題をいただくことになりましたが、鮒谷さんには屁のツッパリ

にもならないレベルでしょう。 

しかし、怠惰な日常を送っていた私にとっては、突如として大渦の中に投げ込ま

れたようなもの。 

 

この日を境に、一転して繁忙を極めた生活が始まりました。 

今まではのんびり食べていた昼食も、味わうことなく、とりあえず掻き込んでい

るほど。 

少々大げさでしたか...（笑） 

 

とはいえ、懸命に生きていることを体感しているのは事実。 

何事にも必死だった若き日々が蘇ったかのようです。 

 

それにしても、とにかく気が焦って仕方ありません。 

毎日、鮒谷さんに追い掛け回されている心境です。 

とても生きた心地がしませんよ...（笑） 

 

ですが、おぼろげながら感じています。 

ひょっとしてこれが行動を加速していく感覚なのか、と。 
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鮒谷さん、引き続きよろしくお願いいたします。 

（Ｍ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんにピンポイントで言葉の針を刺していただく度にいままで動いていなか

った部分が動き始めた感覚を覚えました。 

いつもお世話になっております！ 

先日は、２回目の個別コンサルティングありがとうございました。 

 

前回に引き続き、今回もよりいっそう混乱混沌がさらに深まったように思い

ます。 

何年間も放置してきた脳だけに、凝り固まり方が半端なく、鮒谷さんにピンポイ

ントで言葉の針を刺していただく度にいままで動いていなかった部分が動

き始めた感覚を覚えました。 

 

いままでブログやセミナーで伺っていながら理解しているようで理解できていな

いことがとてもはずかしく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。 

やはり、実際にお会いしてお話を伺ってみなければわからないことだらけ
なのだと実感しました。 

 

しかし、今は自分の中で何かがふっきれた感覚がありおぼろげながらも目指す

方向が見えてきたように思います。 

目的地や目的地に向かう理由が定まらなければ、動き出すことができないのは当

然で徒歩で行くのか、自転車で行くのか、車で行くのかはたまた、何を持参すれ

ば用を足せるのかそこへ何をしに行くのかが重要なのだと思います。 

道のりが長ければ長い程、大義名分も必要なのだと思います。 

 

今は、常に「一騎当万」「破壊と創造」「そもそも」を脳の中で走り巡らせ、言葉

遊びを楽しんでみたいと思います。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

ありがとうございます！ 

（Ｔ．Ｓ 様） 
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まさに自分が求めていた思考の枠組みや情報を頂戴できたように感じています。 

感想ですが、今回の一番の収穫といいますか成果は、いろいろと考えた結果やは

り 

「鮒谷さんや、鮒谷さんの周囲にいらっしゃる方々についての具体的で多様なお

話を伺うことで、自分のなかの考え方が切り替わった。」 

という点だと思います。 

 

鮒谷さんのセミナーやコンサルについては、あまり深く考えずに自分のなかの

【衝動】で申し込むようにしていますが、前回の放談会、今回のコンサルと自

分のなかで新たなステージ・展開に挑むときにちょうどいいタイミングでご縁

をいただいているように思います。 

 

そして、その時々で、自分に必要なお話をしていただいているように感じて

おり、今回もまさに自分が求めていた思考の枠組みや情報を頂戴できたよう

に感じています。 

 

今回アドバイスいただいたことを最大限に活用しつつ、活動の幅をより一層広げ

ていきたいと思います。 

 

このたびは本当にありがとうございました。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（弁護士 Ｒ．Ａ 様） 
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常に時間に追われ、先が見えず、霧がかかったようになっていた私の視界の先

が、雨上がりのようにクリアになってきました。虹のごとく希望も出てきたりし

て。 

鮒谷さん、「時間管理コンサルティング」、どうもありがとうございました！ 

 

「やりたいことがたくさんあるのに、やる時間がなくて、いつも切羽詰まった状

況」 

という悩みを解決するため、鮒谷さんに頼ってしまったのですが、どうやら私の

考えはもとから間違っていたようです。 

 

私がやりたいことの全ては、自分がやりたい、自分が決めたことばかりであり、

決して「やらされている」ような状況ではないこと。 

そういった状況を、悩むのではなくむしろ「ありがたい」と思わねばならない、 

と教えていただきました。 

まずは、解釈を変えてみようというアドバイス。 

 

確かにそうです。私は本当に恵まれているのに、時間がない、という被害者意識

でしか物事を捉えることができないでいました。 

それから、もし自分に納得がいくのであれば、一つの事に「どハマり」してみる

のもいい、と教えていただき、ありがたかったです。 

本当に好きならば、それにハマり、他のものは自然に消えていくのではないか、

と。 

全ての事を上手くやろうとするのではなく、一つの事にハマるのもいいのではな

いか、と言っていただき、とても心強かったです。 

 

常に時間に追われ、先が見えず、霧がかかったようになっていた私の視界の先

が、 

雨上がりのようにクリアになってきました。 

虹のごとく希望も出てきたりして。 

 

一見、雑談のような鮒谷さんの一言一言が、私にはズシリズシリと響いてき

て、大変ありがたかったです。 

 

本当にありがとうございました。 

（山本憲明税理士事務所 山本憲明 様） 
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完全にヤル気スイッチを押して頂きました。 

鮒谷様 

 

本日はお忙しい中 3 時間半にも渡りお時間を頂きまして、本当にありがとうござ

いました。 

そして、ご馳走様でした。 

久々の刺激で頭がパンパンになり、今日は仕事もあまりてにつきませんでし

た。 

もちろんいい意味でです！ 

 

今日のコンサルティングでは、今現在の自分の仕事内容について感じていたこと

を、「超絶危ない。」とご指摘いただき見て見ぬ振りをしていた所を顕在化して

頂きました。 

これにより、本日のメインのお話であるもう一本の収入の柱に本腰を入れる事が

出来ます。 

 

また、起業前や直後は「打て、構え、狙え」だったのが、起業してからは、完全

に「構え、狙え、打て」に変わっていました。 

１度言ってしまうと経営者として継続しなければならないと変な責任感を持って

いました。 

しかし、鮒谷さんもメルマガで言ったことでも実際は継続していないこともある

と、みんなそんなに覚えていませんよと、おっしゃっていただけた事で気持ちが

物凄く軽くなりました。 

 

本業の方もご紹介頂いたご縁も活かして、新しい収益もあげていけたらと考え

ております。 

 

次回のコンサルまで自分がどこまでできるか、久々に気合いを入れて動けそう
です。 

完全にヤル気スイッチを押して頂きました。 

 

本当にありがとうございました。 

（株式会社エストサービス 代表取締役 榎本正次郎 様） 
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実際に鮒谷さんのお言葉で聞くと伝わる威力が違いますね。 

鮒谷さま 

 

本日はありがとうございました！！ 

 

頂いたお言葉で特に心に刻まれたフレーズは、 

・未来の自分から見て(理想の自分からみて)、何を今やるべきか 

・即時行動をすること。その一点のみ。 

・かき集めて圧縮 

この 3 つでした。 

これらを行うためにも、時間の管理を次のレベルに引き上げ、「変な客」に全力を

注げるような状態を構築しないといけないと肌で感じました。 

 

これらの言葉はメルマガや本などで、聞いたことはあったかと思いますが、実際

に鮒谷さんのお言葉で聞くと伝わる威力が違いますね。 

 

早くリトマス試験紙をあてにゆく時間も作らないといけませんし、無重力状態に

なれるように、やらなければいけない行動は尽きないと体感しました。 

このメールもシステム化出来るように今日から行動を取りたいと思います。 

 

本日はありがとうございました！ 

（IAM Corporation 代表取締役 沢辺裕平 様） 
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長時間にわたりたくさんの事例を交えながら考え方、あり方をご指導頂き

ました。  

このたびは個別コンサルティングを受けさせて頂き 

誠にありがとうございました。 

長時間にわたりたくさんの事例を交えながら考え方、あり方をご指導頂き

ました。 

 

多くの学びがありまだ頭の中が十分整理できていません。 

今後、何日かかけながら整理して自分の血肉にしたいと思います。 

 

しかし、今まで鮒谷先生のセミナーやコンサルティングは必ず自分自身の

転機となってきました。 

今回のコンサルティングも後から振り返ればあの時に決意したことが今の結果

につながっていると言えるようになっていると思いますし、実際にそうしなけ

ればいけないと思います。 

 

ここまで来ることができましたと鮒谷先生に報告できるようまた歩み出したいと

思います。 

 

本日はお時間を頂戴し誠にありがとうございました。 

今後ともご指導のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 

（医師・クリニック経営 Ｔ．Ｗ 様） 
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普段、仕事をしながら感覚として感じてはいるものの具体的に掴めていなかった

ことが、言語化され、さらには、それが自らの行動規範やエネルギーに転化され

ます。 

本日、鮒谷さんにコンサルティングをしていただきました。 

5 回コースの第 1 回目です。 

コンサルティングは以前、数回受けさせていただきましたが、半年以上の空白を

経てのリスタートになります。 

 

前回、コンサルティングを通して、私は二つのことを学び、実践しました。 

「経営者として、根幹の問いかけ（私は何者で、何をもって覚えられたいか）を

毎日自問自答しつつも、目の前のすべきことに全力で集中し（やらないことをま

ず決める）、現状をどんどん打破する」 

「困難、不条理、不快なことに遭ったら、全てありがたいと受け止める」 

この二つを行動規範としていたおかげで、何があっても、前へ、前へと進

むことが出来たと思います。 

 

弊社のような小さな弊社ですが、地道に進んで来た結果、この度、株式会社ファ

ミリーマート様のプライベートブランド「FamilyMart collection ファミマの

天然水-安曇野-(2000ml)」を製造させていただくことになりました。 

今月 18 日より関東中心に販売されます。 

 

このように弊社が事業として大きなチャンスをいただくことになったのを契機

に、私は、今まで以上に、学びを深め、高く、遠い目標に向かい、猛烈な

勢いで活動しなければならないと決意いたしました。 

そのためには、鮒谷さんのコンサルティングを再度受ける必要があると考え

ました。 

 

第 1 回目を終えて、やはりコンサルティング再開は間違いなかったと認識い

たしました。 

 

本日は二つの感想を持ちました。 

 

一つは、鮒谷さんとお話をしていると、普段、仕事をしながら感覚として感じて

はいるものの具体的に掴めていなかったことが、言語化され、さらには、それが

自らの行動規範やエネルギーに転化されるということです。 

 

もう一つは、心構えの具体的イメージを頂けるということです。 

このイメージを、動的に、熱っぽく、しっかりと確立していることは、経営者が

猛烈な勢いで仕事をするには必須の条件ではないかと近頃感じております。 

 

我ながら抽象的な感想で、伝わりづらく申し訳ございません。 

コンサルを受けられた方には通じるのではないかと思います。（言い訳がましくて

すいません） 
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鮒谷さんのおっしゃるような「ものすごい変化率で変わっていく人」と認識され

るべく、実践と学びに明け暮れ、貪欲に「次のステージ」を目指したいと思いま

す。 

 

本日は、書籍も三つご紹介いただきました。 

「実践知 エキスパートの知性」 

「世界でいちばん小さな三つ星料理店」 

「ローマ法王に米を食べさせた男 過疎の村を救ったスーパー公務員は何をした

か？」 

鮒谷さんにご紹介いただいた書籍は大当たりばかりなので、今回も楽しみで、

すぐに全て注文させていただきました。 

 

感想は以上でございます。 

５回のコンサルティングが終わる頃には、別次元で仕事を進める人物になってい

ることを決意しながら、お粗末な感想を締めさせていただきます。 

（株式会社安曇野ミネラルウォーター 代表取締役 新井泰憲 様） 
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鮒谷さんからお聞きしたことは、だいたい３年から５年後くらいに響いてきま

す。鮒谷さんのサポートは力強いです。 

鮒谷さん、お忙しいところ、お時間いただき、ありがとうございました。 

 

２０年前から、反面教師も含め（笑）、鮒谷さんは私のロールモデルなのです

が、 

いつも桁違いに先行してくださっているので、本当にありがたいです。 

 

鮒谷さんと話をするのに、初めて、身銭を切りましたが（笑）、躊躇なく、フィー

を払えるステージにいることを確認できたことが一つの収穫です。 

２０年のお礼みたいなものですね。 

 

もう一つは、『大丈夫？に応えたい・・・。』という新しく芽生えたミッションに 

共感していただけたことです。 

小指の先程度でしたが（笑）、ちょっとかみたい、とおっしゃっていただけたの

で、その一言が聞けて、大満足です。 

 

鮒谷さんからお聞きしたことは、だいたい３年から５年後くらいに響いてきま

す。 

新しいミッションの成果が確認できるのは、１０年後くらいなので、あまりにも

壮大で、腰が引けてしまう感もありますが、だからこそ、鮒谷さんのサポート

は力強いです。 

免震構造の普及に邁進します！ 

 

これからも、ロールモデルとして、引っ張っていただけるとうれしいです。 

（免震マイスター 市村隆幸 様） 
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鮒谷さんから言われると、不思議と、素直に聞けるのですよね（笑） 

本日は、朝一番より個別コンサルティングありがとうございました。 

普段、あのくらいの時間に起床を迎える私としては、とても爽やかな一日でし

た。（笑） 

～と、こんな事を言うと、「もっと、働けー」って言われそうですね（笑） 

いえ、きっとその通りです。 

自分でも、まだやれるって思っているのですが、考えが甘いのでしょうね、なか

なか、思うようにいきません。 

 

今年一年を振り返り、ようやく、「商売らしくなってきた」とでも表現しまし

ょうか、そのような、私なりのリスタートの１年であったような気もします。 

鮒谷さんに、弊社のホームページのご指摘など頂きながら、相談先の方までご紹

介頂けた事、本当に感謝してもしたりません。 

HP の大手術がなかったら、今年一年どうなっていたことか・・・ 

 

～というか、HP がどうのこうのといったような小手先の事ではなく、「商売の

いろは」から教えて頂いているような気がします。 

でも、きっと、その当たり前の事を、他の人から言われても「そんなこと、わか

っとう！」←博多弁 

と、心の中で叫んでいたと思うのですが、鮒谷さんから言われると、不思議

と、素直に聞けるのですよね（笑） 

危険物取扱注意の札がはってあるような、私をうまく調教してくださって本当

にありがたい限りです。 

 

次回のお題目は、意外や意外、「USP」いまごろお～っ？ ＋ いまさらあ～

っ？ って一瞬思ったのですが、案外、自分の中では「落とし穴」だったかもし

れません。 

 

～ということで、来年も引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。 

（会社経営 Ｍ．Ｍ 様） 
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ものすごく具体的に落とし込んでいただけたおかげで実行に移すことができまし

た。 

前回もありがとうございました。 

ものすごく具体的に落とし込んでいただけたおかげでメルマガでのセールス

を実行に移すことができました。 

 

コンサル中に理解していたつもりでも、いざ実施する段階になると、 

「やっぱり諸事情を考えると、このタイミングではなく、来週のほうがいいか

も」 

「もう少しメールの文面を修正しないと」 

「サービス内容も、もう少し練ってからでないと」 

というように、いろいろな言い訳が浮かんでしまい、くじけそうになりました。 

 

ですが、鮒谷さんからいただいたアドバイスは 

・通常のメルマガ配信 40-45 号くらいの間で、「号外で」出すこと。 

・号外の前に通常号として、自己投資を推奨する内容で出すこと。 

（潜在意識に打ち込む・半分冗談/半分本気） 

・翌日の通常号までは、セールスのフォローとすること。 

・翌々日からは通常のコンテンツ配信に戻すこと。 

・うまくいってもいかなくてもポジティブに捉え継続すること。 

というものすごく具体的なものでしたので、最終的にはブレずに実行に移す

ことができたのだと思います。 

 

今改めて見返してもすごいアドバイスだと思います。 

 

号外は開封率が約○○%（○○人くらい）でした。 

（もしかしたら変な煽りタイトルっぽくしたので、迷惑メールに入ったかもしれ

ません） 

そこから○○名の申し込みをいただきました。 

○○名とはいえ、上のサービス（プレミアムコース、○○万円） 

で申し込みをしてくれたので、少ないながら 0→1 にする段階としては 

達成感があり、嬉しかったです。 

 

鮒谷さんのお言葉を借りれば、「脳への教育」ということが今回に関してはできま

した。 

（もちろん当たり前ですが、これで満足なんてとてもできませんが） 

 

この流れで次回へと思っていたのですが、１２月は海外へ行く予定がありどうし

ても日程調整がつかないため、今ある残りの課題とこの結果に基づいたアイディ

アの実践に努め、新年 2015 年のスタートダッシュにまた 1 月にお願いし

たいと思っています。 
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次回もよろしくお願い致します。 

（起業家 Ｄ．Ｓ 様） 
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鮒谷さんの生き方、考え方、過ごし方を多角度から吸収することができ、脳内の

ある部分が書き換わるような感触さえもありました。 

昨日のコンサルティングには、失礼なことに何も用意して行きませんでした。 

本来、こちらの現状をお話して、悩みを解決してもらうのが趣旨かもしれませ

ん。 

しかし昨日は、鮒谷さんの生き方とか過ごし方を吸収できれば、という思いだけ

を携えて臨みました。 

 

結果的にはそれが大正解。 

鮒谷さんの生き方、考え方、過ごし方を多角度から吸収することができ、

脳内のある部分が書き換わるような感触さえもありました。 

 

なかでも印象に残ったのは、「効率化を極めて、非効率を楽しむ」という言葉で

す。 

鮒谷さんの仕事の進め方は、効率化の極みとも言えるやり方で、これなら「忙

しい」といった状態から脱して、時間を生み出せるなあ、と実感。 

 

さらに、その効率化で生み出された時間を、読書などの非効率なものに充てるこ

とで、今の鮒谷さんが形作られているということが良くわかりました。 

 

私も職業作家を目指す身、鮒谷さんの生き方を見習い、効率化を進めて非効率の

時間を生み出し、存分に楽しんでいこうと決意しました。 

 

これからの人生が楽しみになりました。 

ありがとうございました。 

（Ｎ．Ｙ 様） 
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毎回毎回、鮒谷さんにヒアリングをしてもらうことで、私自身の、また、事業の

表面上の問題点から、内部のキズまで様々なことに気づかされます。 

鮒谷さん、先日はお忙しいところ、貴重なお時間をいただきありがとうございま

した。 

 

毎回毎回、鮒谷さんにヒアリングをしてもらうことで、私自身の、また、

事業の表面上の問題点から、内部のキズまで様々なことに気づかされま

す。 

ありがとうございます。コンサル中はずっと集中しているためか、終わった

後はいつもグッタリしてします。 

 

それにしても、鮒谷さんのコンサルティングは、まるで非破壊検査のようです

ね。（下手な例えですみません） 

＊非破壊検査とは、"物を壊さずに"その内部のきずや表面のきずあるいは劣化の

状況を調べ出す検査技術のことです。 

 

ヒアリングという名の超音波を入射してある程度原因を特定できてしまうのです

から。「なぜ、そんなにわかるんですか？」と、いつも声を上げそうになっ

ています。 

 

もちろん、問題点の特定だけではなく、波及効果の高い解決策も提示して

もらえるため、行動する私としては、絶対に 1 ヶ月で終わりませんが常に成長

させてもらっています。 

 

今回、コンサルティングを受けていた際に、あるアイデアを思いついたの

で、（収支について聞かれた際、気づきを得ました）コンサル終了後、メルマガに

セールス告知をしたところ、今回のコンサルティング代と年末の 2 日間セミ

ナーの費用を捻出することができました。ありがとうございます。 

 

2 日間（旧 3 日間）セミナーに参加するのは 4 年ぶりとなります。 

たしか参加したのは、2011 年 1 月開催でしたので。 

ブラッシュアップされたコンテンツはもちろんですが、新たな出会いにも期

待しています。 

 

今後ともよろしくお願い致します。いつもありがとうございます。 

（Ｈ．Ｎ 様） 
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一言で申しますと、"ハダカになれた"です。 

初めて個別コンサルティングを受けました。 

 

一言で申しますと、"ハダカになれた"です。（残念ながら、心だけですが） 

 

毎日、メルマガで鮒谷さんの"我（が）"を感じ、共感していましたので、私自身

の我（が）を開示するのに躊躇がなかったのだと思います。 

 

今後、私がセミナーを開催するとき、参加者の方たちが、「この人の前でなら、ハ

ダカになってもいいかな」と、思ってもらえることが、継続的人間関係を築いて

いけるポイントだと思いました。 

 

印象に残ったのが、資格制度を作るのはどうかという迷いに対して、「標準化が難

しいのでは・・・」という鮒谷さんのお言葉。 

 

私の願いは、死ぬまで、成長し続けること。挑戦し続けること。 

標準化するということは、成長をストップさせて、汎用性のあるスタンダードを

つくること。 

私の根本的願望と真逆だと気が付きました。 

 

「標準化が難しい」という一言で、私の腹が決まりました。 

ありがとうございます。 

（株式会社Ｊｏｙ 代表取締役 高橋典子 様） 
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「営業構造」という言葉の意味、ニュアンスが鮒谷さんとのおっしゃることと緻

密さ、精緻さにおいてこうも違うものかと、びっくりしました。 

ここ 1 年ほど、メルマガを拝読しつつ、個別コンサルティングは気になっており

ました。（メルマガ自体は 8 年ほど前から購読していますが。。。） 

 

いままでも様々な学びをしてきました。 

今回のコンサルティングを受けるにあたっても、過去の学びの経験から、私の中

で起こるであろう変化は、推測はついていました。 

 

そして、やはり、変化は起こりました。まず大きいのは、気持ちの変化で

す。 

「手ごたえのある仕事をする」ということは人生を豊かにしてくれます。 

しかし、その最初の動きはとてつもなく大きな石を押すようなエネルギーが

いります。それを第 1 回目で頂きました。 

 

仕事の仕方もそうですが、私には理想のライフスタイルがありまして、端的に言

うと、時間に縛られないスタイルです。 

それを実現するために、なおかつ、「手ごたえのある仕事をする」ために、いまい

ちど、真剣に自己変革に取り組もうと決意しました。 

 

また今回は私の認識では「営業構造」についてコンサルティングを受けていま

す。 

この「営業構造」という言葉の意味、ニュアンスが鮒谷さんとのおっしゃること

と緻密さ、精緻さにおいてこうも違うものかと、びっくりしました。 

 

もっとも、事前にその違いがあるだろうと、そこが期待ポイントであってコンサ

ルティングを受けているのですが、いざ目の前にすると、やはりびっくりす

るものです。私の理解していた、取り組んでいた営業構造というのはざっくりで

あり、あまり何も考えていなかったのだともののみごとに認識を新たにしまし

た。 

 

受けて 2 日目ですが、すでに具体的にトライアルを始めております。 

次回にお会いできるときに、いろいろとトライアルを重ねた結果を持参し、さら

に行動を重ね、コンサルティングが終わるころには、私の仕事への認識とビジネ

スを変えてみせます。 

 

今後ともよろしくお願いします。 

（株式会社 Complat 代表取締役 菊池研 様） 
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毎度ですが、新たな世界観を教えていただき、コンサル中とてもわくわくしまし

た。 

今回もありがとうございました。 

毎度ですが、新たな世界観を教えていただき、コンサル中とてもわくわく

しました。当日はその日締め切りの書き仕事があり、寝不足だったのですが、鮒

谷さんにお会いしたら一瞬で眠気も吹き飛びました。 

 

今回の感想を一言で言うと、「自分とは違う形で世界を認識している人たちが

いるんだ」ということです。とりあえず、目が見えているという意味で世界は認

識できているつもりでこれまで生きてきましたが、捉え方がこれだけ違うんだ

ということを、豊富な事例、言葉、により示していただきました。 

 

復習も兼ねて今回の学びをまとめると、 

・◯◯万も◯◯万も誤差の範囲 

・どうやったら売れるかではなく「どうやったら買いたいと思っていただける

か？」 

・背伸びしないと伸びない 

・どういう存在になりたいのか？ 

・良い人とすごい人の本当の意味 

・内側の世界を発見する喜び 

・誰と付き合いたいのか？ 

・時間を味方につける 

・逓増・右肩上がり 

・廃棄によって見えてくるもの 

・落ち葉拾いには目をくれない 

・積み上げか逆算か 

・自分が売っているものは何なのか？ 

・あちらから引っ張ってもらう 

 

基準を一段、二段上げ、それを保ちながら具体的な行動に落とし込み、次回まで

の１ヶ月を過ごしたいと思います。 

（Ｄ．Ｓ 様） 
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ここまでやっているのか・・・！ここまでシステム化をしているのか・・！とい

う驚愕のレベルを目の当たりにしたことによって、まるで漫画家の原稿を書いて

いる姿を目の前で見せていただいたように感動しました。 

本日はコンサルティングをありがとうございました！！！ 

そしてお昼までごちそうになり、そのうえ妻へのお土産まで頂きありがとうござ

います！！！ 

お土産のお陰で、妻の機嫌もよく、気持よくコンサルティングの話をすることが出来まし

た。（笑） 

気配りの仕方を、学ばせて頂きました。ありがとうございます！ 

 

本日のコンサルティングの中で、具体から抽象化そしてまた具体化への流れの話、大変勉

強になりました。というのも、鮒谷道場の道場生の皆さまからよく聞く話ではあるので

すが、鮒谷さんから直接聞くことによって、点と点が繋がり線になったように理解

することができました。 

具体と抽象の話を、実際に具体と抽象の例えを使い話していただけることで理解が進むもの

だと実感致しました。やはり影響力のある方、あるいみスピリチュアル的な言い方（笑）

をすればオーラのある方から聞くと、全然身体への浸透の仕方が違いました！ 

 

そして、実際にメルマガを吹き込んでおられる姿をみて（何度かお見かけはしている

のですが）ここまでやっているのか・・・！ここまでシステム化をしている

のか・・！という驚愕のレベルを目の当たりにしたことによって、まるで漫画家の

原稿を書いている姿を目の前で見せていただいたように感動しました。 

そのマンガは多分ジョジョです（笑） 

そのおかげでより具体的なイメージをすることができました。 

 

真似することはできないにしろ、具体的なイメージは湧きましたので、いつかは自分

も目指していきたいとおもっております！！ 

ありがとうございます！！ 

 

戴いたアドバイスをもとに決断筋を鍛え、先送りしない習慣を身につけていきます！ 

そして、具体＞抽象＞具体の意識のトレーニングすすめていきます！ 

 

本日はありがとうございました！！！ 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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長期な視野に立って継続的にキャッシュ・フローを生み出すビジネスモデルを考

えて、コンサルに臨みましたが、木端微塵に打ち砕かれました。 

鮒谷様 

 

本日は個別コンサルありがとうございました。 

年末の二日間セミナーに引き続き、本日も貴重なアドバイスを頂きました。 

 

現在、独立開業して 2 年半経過しましたが、5 年後 10 年後 20 年後を見据えてビジネスの

仕組化作りをしたいと日々考えおり、この点についてのアドバイスを頂くことをメインに本

日のコンサルに臨みました。 

 

(1)長期な視野に立って継続的にキャッシュ・フローを生み出すビジネスモデルを考えて、コ

ンサルに臨みましたが、木端微塵に打ち砕かれました。 

今から考えると、お恥ずかしながら、とてもじゃないけど、ビジネスモデルと言える代物で

はありませんでした。 

鮒谷さんに指摘されたことは自分でも認識していることでしたので、『やっぱりな』と思いま

したし、そもそも私の経歴などから考えてそのビジネスモデルは私に合っていないのではな

いかと言う指摘は腹に落ちました。 

 

(2)事業の概況から不採算部門（収益性が低く時間泥棒になっているビジネス）の整理を行う

ことがビジネスを飛躍させるために必要とのアドバイスを頂きました。 

新しい世界に入るためにも、痛みを伴ってでも「廃棄」の意思決定を行いことが私の課題に

なりました。 

独立当初に、収益性が低いのは分かっているけど、『とりあえず取っておこう』と安易に取っ

た仕事が足かせになっているので、その整理に取り組んでいきます。 

 

(3)営業において高い自尊心、セルフイメージが最も大事と教えて頂きました。 

先入観や常識（メールは自分で返信する、お客様のところに訪問する、などなど）にとらわ

れないようにしたいと思いました。 

 

本日の課題をクリアして、次回のコンサルにのぞみたいと思います。 

引き続きよろしくお願い致します。 

（角野崇雄会計事務所 角野崇雄 様） 
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はっきり言ってこれを公表したくありません。 

何故なら、私にとって大事な人財と思ったからです。 

率直な話としたいと思います。 

はっきり言って out standing です。 

失礼ながら概念化の能力は半端ないです。 

 

概念化は、ちょっと MBA でもかじれば何とかなります。 

しかし、理論だけではどうにもならないのが現実の世界。 

話をしていて共感できたのは、我々は少しだけ頭のいいことをひけらかしたいので、抽象度

の高い言葉を使いがちです。 

抽象度の高い言葉はやヤバい！という事で一致しました。 

ここは共感ポイントでした。 

鮒谷さんはそんな荒っぽい言葉は言いませんが。 

「カッコつけて使ってるけど、それってどんな意味があるの？」 

「具体的にはどんなこと？」 

と疑っているはずです。 

 

実業をやる我々は、理論だけではどうにもならない現実の苦難と直面します。 

従って理論はわかってる。どうしたらいいの？ 

という回答を期待します。 

彼はそれが出来ます。 

具体的な回答を持っています。 

卓越した実践力を持っています。 

 

しかし、鮒谷さんの回答を引き出すのもこちらのレベルよります。 

鮒谷さんの価値を感じる事が出来るレベルかどうかは我々のレベルの問題です。 

判る人には判る、判らない人には判りません。 

鮒谷さんの事を論評する前に我々の意志、理念が問われます。 

 

ここまで書いて我に返りました。 

はっきり言ってこれを公表したくありません。 

何故なら、私にとって大事な人財と思ったからです。 

（Ｗ．Ｓ 様） 
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どれくらいけつを蹴りあげられるだろう、と思って伺ったら、けつをなでなでし

てもらいました（笑）。 

鮒谷さん、ありがとうございました！ 

 

さて、どれくらいけつを蹴りあげられるだろう、と思って伺ったら、けつをなでなでし

てもらいました（笑）。 

 

いろいろなことができるようになって、いろいろな方からいろいろな依頼をいただいて、何

とか期待に応えたい、貢献したい、と力んでいたところを見抜かれていて、大事なの

は廃棄、と教えてもらいました。 

 

自分では気づかないうちに、バックグラウンドで動いているソフトが、脳内メモリーを食っ

ていたことが分かり、すっきりしました。 

一旦、会社経営に集中します。 

 

改めて、会社の強みを言語化してみると、私自身もさることながら、所員が元気に

なりました。 

今まで構築してきたものを再構築するタイミングとしては、４期目の今が、いい機会になり

そうです。 

 

次のコンサルの時には、バージョンアップしましたと言えるように、頑張りたいと思いま

す！ 

（Ｔ．Ｉ 様） 
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本質的な話から自分のビジネスで使える具体的な実践内容まで、自分にはない視

点でたくさんのヒントを頂きました。 

今回、『年間プログラム＋コンサル（120 分）』にお申込みをし、大変よかったと思って

おります。 

 

というのも、4 年前に 2 日間セミナー（旧 3 日間セミナー）に参加させて頂

いてから、飛躍的に自分の変革を体験し、今では従業員を抱え、自分のやりたいビ

ジネスでご飯を食べれるようになりました。 

 

ただ、それから 4 年という月日が流れ、日々、鮒谷さんのメルマガはじめ、各界の専門家に

直接指導を受けたりと学んでいるつもりでは有りましたが、それはあくまで、OS 上のソフ

トをアップデートしているだけだと感じるようになりました。 

 

実際に、今回最初の 120 分の対話をさせて頂き、本質的な話から自分のビジネスで

使える具体的な実践内容まで、自分にはない視点でたくさんのヒントを頂

きました。 

 

今回、日々の業務の中で自分にできるのだろうかと迷っていましたが、行動に移してみ

ると、 

迷っていたのがウソのように年間プログラムに申し込んでいました（笑） 

 

それは、得られるリターンに確証がえられたこと。 

更に、得られる場の力に魅力を感じたこと。 

事前に、参加の条件などを相談し、柔軟に対応頂けたことも大変うれしい要因でし

た。 

 

4 月からの参加になりますが、参加までに今日の面談のヒントを元に成果をあげて、初回を

迎えたいと思います。 

 

これから自分の OS が書き換わっていく 1 年となると思うと楽しみでしかあり

ません。 

 

本日はありがとうございました。 

4 月からよろしくお願いします。 

（株式会社日淺 代表取締役社長 日浅光博 様） 
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頭の中に次々とアイデアが浮かんできて、これをどう形にしていくか、ワクワク

感にあふれています。 

鮒谷様 

 

お世話になります。 

個別コンサルティング 1 回目を受けさせて頂きました 1day 速読講座の渡辺です。 

 

先日は本当にありがとうございました！ 

コンサルを受けてからというもの、頭の中に次々とアイデアが浮かんできて、これ

をどう形にしていくか、ワクワク感にあふれています。 

「◯◯◯◯◯」ことをずっと考えていた私に「◯◯◯◯◯◯◯」方がいいというアドバイ

ス、ビジネスの基本に立ち返ることが出来ました。 

 

次回までの宿題ですが、色々と考えた結果、以前やっていた「実践的読書術講座」を復活さ

せてアップセルを掛けていこうと思います。 

1day 速読講座で「理解を落とさず全文を今までの倍速で読む」ことができるようになった

方を対象に、スピードと理解度をコントロールしながらポイントをマインドマップにまと

め、発表してもらう、という内容です。 

このコース自体とても好評だったのですが、時間と自分の体力の関係で、封印しておりまし

た（もったいない！） 

このコースを受けて頂ければ、コンサルの時にお話しした速読アドバンス講座がさらに生き

てくると思うので、まずはスモールステップということで、今すぐできることから始めよう

と思います。 

 

今までの◯◯◯◯◯◯○も早速作りました。 

受講生の◯◯◯◯◯◯◯◯○を上げるべく、このリストを最大限活用していきます。 

このリストは、学習意欲の高い方々のリストです。 

知的なスパークが飛び散る場を作りだし、その場の中心に自分自身を置く事で、さらにレベ

ルアップできることを確信しています。 

 

また、3 月から○○にすることにし、早速ホームページにもそう記載しました。 

一分で客単価アップできました（笑） 

確かに、これだけでコンサルの元は余裕で取れますね。 

 

「パクってもらっていいですよ」と仰った○○も早速パクらせてもらい、1 件ですが○○を

頂けました。 

たかが 1 件、されど 1 件。 

この積み重ねが 10 件になり、100 件になれば・・・ 

 

次回の講座から、終了後に○○も行います。 

これもまずは 1 回から、5 回、10 回と重ねていけば、それだけで貴重なコンテンツになり

ますね。 

 

僕が昔好きだったウイスキーの CM のコピーで「時は流れない、それは積み重なる」という

のがあるのですが、今まではせっかくのコンテンツも、お客様もすべて流れ去っていまし

た。 

 

「積み重ねる」ということに意識を改めて向けさせて頂けたことに本当に感謝です。 
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次回コンサルの時には「実践的読書術コース」の結果と、今後のビジネスプラン＝顧客価値

の積み重ね方についてまとめていきますので、厳しくご指導頂ければと思います。 

 

どうぞよろしくお願いします！ 

（合資会社ファイブケイ代表 渡辺篤志 様） 
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私にとって鮒谷様との出会いは一生の大きな宝物になるだろうと強く思っており

ます。 

先日は、ありがとうございました。 

 

メルマガを 5 年前から拝見し、いつかはセミナーかコンサルを受けてみたいとぼ

んやり思っておりました。 

メールを拝見しながらお考えや行動に深く感銘し鮒谷さんのように生きられたら幸せだろう

なと思う反面、さまざまな不安が頭を過りました。 

 

例えば右脳型で厳しそう。 

お会いしても気後れしてしまうのではないか。 

男性に相談しきれない部分もあるのではないか 

その他にもいろいろと勝手にアレコレ考えていました。 

 

今回、思い切って会社の「営業の強化」ということでご相談させていただきました。 

一週間前にお目にかかりましたが、私にとって鮒谷様との出会いは一生の大きな宝物に

なるだろうと強く思っております。 

お目にかかってから鮒谷様のことを何人の方にお話ししたことか・・・・。笑 

 

自分がぼんやり感じていたことをズバリ言葉にして頂けて大きな力を頂き

ました。豊富なご経験から期待以上のことを事例などを交えてお話くださ

り、私が感じていてもなかなか社のスタッフに、説明しきれなかった事を裏付けを元にお

話しいただきました。 

 

こんなことならば「もっと早くお目にかかればよかった」と思いますが、今、

この時期に機会を頂けたことに感謝し、これから粛々と整備を進めていきます。 

 

私も鮒谷さまのように自分しかできないことだけに早く時間が十分に使えるようにそんな人

生が歩めるようになりたい。一秒、一分を無駄にしないよう生きていきたいです。 

また毎日届くメルマガがとても励みになりモチベーションを保つことにもなり

ます。 

手のかかる生徒だと思いますがどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 

（デザイン事務所経営 Ａ．Ｍ 様） 
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今回のコンサルは、抱えきれぬほどの価値を与えてくれました。 

私を悩ませていたものの正体、それがようやく分かったのです。 

いやぁ、これほど楽しいものだとは！ 

コンサル時に鮒谷さんから「人に会う」という宿題をいただき、日々東奔西走しています。 

新たなご縁をいただき、そして更なるご縁を紡いでいく。 

まるでご縁という至高の波でサーフィンしているような感覚です。 

 

どうしてこんなにも面白いことを今までしなかったのだろう？ 

しかも、その必要性を感じていたにもかかわらず...。 

言い古された言葉ですが、最初の一歩が重いことは事実であり、日常の引力は、その猛威で

燻った現状に押し止めようとします。 

 

ですが、原因はどうであれ、一旦動き出してしまえばしめたもの。 

やはりケツを蹴り上げてくれる方には、お金を払うべきでしょう。 

「もっと蹴って、もっと！」と執拗にお願いしたいところ。（笑） 

そのおかげで、今では確信しています。 

変容とは、疑いなく出会いからもたらされるものだと。 

 

人生を振り返れば、いつも気づきが遅きに失していたように、思われて仕方ありません...。 

とはいえ、ずいぶんと時間をムダにしましたが気づけたわけです。 

少々歳を食いましたが、決して悲観する必要はありません。 

始めるのに遅すぎるということはないのですから。 

 

かくの如く、今では気力に満ち、充実した毎日を送っていますが、コンサルを受け始めてか

らは紆余曲折、試行錯誤の連続でした...。 

一時は鮒谷さんの意に沿えない自分の無力さを嘆いたことも...。 

そんな私でしたが、ここにきてようやく光が見えてきました。 

私を覆っていた深い闇を切り裂いたのは、もちろん行動です。 

 

3 日間セミナーを始め、幾度となく鮒谷さんに教えをいただき、行動することの大切さを分

かっているつもりでした。 

しかし、文字通り「つもり」だったようです...。 

結局、痛い目に遭わなければ、私は懲りないのでしょう。（笑） 

その意味で、もしコンサルを受けていなかったらと考えると、背筋に冷たい

ものが走ります...。 

 

今回のコンサルは、抱えきれぬほどの価値を与えてくれました。 

私を悩ませていたものの正体、それがようやく分かったのです。 

それは、アチラの世界に対するイメージが不鮮明だったこと。 

換言すれば、辿り着きたい世界への憧憬が不足していたのです。 

 

憧れが足りなければ、現状との差を埋めようとするはずもなく、行動も誘発されません。 

故に、何をどうすればいいのかも分からず、焦りばかりが募り、コンパスも持たず、ただ

悶々と荒ぶる海を彷徨っていたわけです。 

私が覚えていた違和感は、自らが生み出したものだったとは...。 

それを鮮やかに見抜いた鮒谷さんの慧眼、まさに畏るべし。 
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四十にして惑わずと言いますが、未だに惑いっぱなしです。（笑） 

かくも不肖の門弟ですが、今後ともご指導のほどお願いいたします。 

（Ｍ．Ｋ 様） 
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最も成果が出るのは【鮒谷さんの個別コンサルを受ける】こと。 

これに選択と集中するのが、費用対効果は一番でしょう。 

投資回収率の高い、ほんとにお得なメニューです。 

先日はありがとうございました。 

 

情報過多の今日、多数の自己啓発系のセミナーやコンサルが存在します。 

色々情報収集をするのは大切ですが、確かに重要ですが、はっきり言って、セミナーマニア

だった私が言うのもなんですが、最も成果が出るのは【鮒谷さんの個別コンサルを受け

る】こと。 

これに選択と集中するのが、費用対効果は一番でしょう。 

投資回収率の高い、ほんとにお得なメニューです。 

 

また、フナタニ魂を自分に注入する方法があります。 

 

▼平成進化論のメルマガは出力し、入浴中に熟読 

一人の静かな空間の中でリラックスした状態でメルマガを読むと、普通に机上やＰＣ画面上

で字面を追いかけるより、はるかに深いレベルで脳に浸透できる。 

いくら濡れて、ボロボロになっても、紙なので気になりません。 

すると、日々の行動や実践に自然とつながっていく。 

 

▼上記ＯＳの基礎体力を身に着けたうえで、個別コンサル受講 

究極のカスタマイズされたワン・トゥ・ワンでの個人レッスンで飛躍的に

自分の現状の課題解決の道が明確になり、行動計画にまで落とし込める。 

 

以上２ステップで活用すれば、まず間違いなく成果は出ます。 

 

そして、個別コンサルで定まった【戦略レベル】の行動方針に基づき、出版したいなら、プ

ロの出版コンサルタント、節税したいなら、プロの税理士、法務問題を解決したいなら、プ

ロの弁護士、といったように、その道の専門家を利用し、戦術レベルにまで落とし込んでい

くのです。 

アルフレッド・チャンドラーの名言「戦術は戦略に従う」を実践する。 

 

やはり、全ての己の行動に関するコントロールタワーであり、司令塔は、鮒谷さ

んの個別コンサルにあるように感じます。 

 

先日の個別コンサルで教えて頂いたように、早速出版後の展開として、○○○○を○○○○

で早速、契約しました。 

これで出版後のビジネス展開の可能性が大きく広がったと思います。 

 

それも、固定費を抑え、リスクを最小化にしながら ♪ 

○○とはいえ、わずか月額○万円で○○○○ができるサービスが存在するとは、全くの驚き

です。 

知らないのはホントに恐ろしいと自己反省です...（汗） 

普段から、固定費の最小化を標榜しておられるからこそ、こうしたサービスもご存じでいら

っしゃるんですね。 

フナタニ魂、恐るべし。 
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本が正式に発売になった暁には、どうぞお取り計らいのほどよろしくお願いします！ 

（Ｔ．Ｉ 様） 
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全体から細部まで、様々な視点からお伝えいただいたことで、立体的に営業構

造、営業というものが見えるようになりました。 

今日もありがとうございました！ 

 

コンサルを受けおわり、先ほど、頭の整理をしました。 

 

２時間というコンサル時間の中でも、「聴く」ことに集中し、整理しながら聴いているのです

が、やはり一人で再度整理しないと理解は深まらないですね。 

コンサルの最後に、次アクションを整理したにも関わらずです。。。 

 

それだけ、いただいた情報量があるということですが、初回（本日２回目）よりも 

全体から細部まで、様々な視点からお伝えいただいたことで、立体的に営業

構造、営業というものが見えるようになりました。 

 

早速、メルマガの送信者名を見直し、タイトルのつけ方も、自分の中でルールを決め、メル

マガ発行の理想の頻度と配信時間の仮設を立てました。 

 

こういった具体的な実務ベースもあれば、そもそも営業としてやっているセミナーは 

「現状でいいのか？」 

「いや、いいわけないな。」 

「じゃ、どうするか？」 

と、いま考えております。 

 

ニュースレターなど取り組むアクションに必要な備品はすでに発注しました。 

 

あとは、教えていただいたポイントから立てた仮説に沿って、とにかく一度、形にしてみ

る。 

やってみる。 

そういった１ヶ月にします。 

 

来月もよろしくお願いします！ 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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色々なヒントや事例をあげてどんどん可能性を広げていただきまして、お話が終

わる頃にはこれを掘りたいと自分でも強く思えました。 

本日はまことにありがとうございました。 

初の個別コンサルということで緊張しまくり二週間前より、鮒谷様の講演の CD を聴きまく

って予習し当日に臨みました。 

 

《所を得る》という課題に対して、いろんな私の興味関心を引き出していただき、不

動産×外国人という自分自身でこれだと思ってはいたけれど、まだ少し勇気をもてなかった

ところに色々なヒントや事例をあげてどんどん可能性を広げていただきまし

て、お話が終わる頃にはこれを掘りたいと自分でも強く思えました。 

またその場でお知り合いの方までご紹介していただき感謝感激の体験でした。 

 

鮒谷様がおっしゃるように不動産業界という古い慣習に縛られた業界で天下を獲れる部分を

代替不可能の領域まで高めるまず第一歩を次回のコンサルまでに踏んで参りたいと思いま

す。 

 

本日は貴重なお時間ありがとうございました。 

今後とも宜しくお願い致します。 

（株式会社リーディング不動産 代表取締役 生田忠士 様） 
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メルマガ読者歴 6 年半の私、鮒谷さんとの会話は緊張もせずとても初対面とは思

えず進み、55 歳のオヤジが鮒谷さんのお尋ねに素直に回答していました。 

鮒谷様、長内様 

この度は大変お世話になりました。 

 

1 月始めの『圧巻の営業力のコンサルをします』とのメルマガでの募集。 

『売らずに売れる』営業となるものをぜひ聞いてみたい 

55 歳、わざわざ東京まで行くお金かけなくてもイイのではと悪魔の囁き 

でも鮒谷さんとマンツーマンでお話できる機会は逃すと一生ないんだぞ、天

使の囁き。 

申し込むか否か 1 日迷ってましたが、話を聞いてもらいたい、という心の叫びが勝ち、

今回のコンサル申し込んでいました。 

 

生まれて始めてコンサルを受けました。 

正直安くはないコンサル料金、しっかりお話を聞いていただいてアドバイスいただかなくて

は、思って臨んだわけですがメルマガ読者歴 6 年半の私、鮒谷さんとの会話は緊張も

せずとても初対面とは思えず進み、55 歳のオヤジが鮒谷さんのお尋ねに

素直に回答していました。 

自分のこと、家族のこと、会社のことをさらけ出すことができました。 

犯人が取調室で観念して素直に取り調べに応じているとはこんなかんじなんでしょうか？ 

 

これまでの仕事の大半は、既客の紹介でいただいてことがあり、今後の受注活動をどうして

いけばいいのかとのヒントが是非いただきたかったのですが・・・・。 

鮒谷さんとはまったく業界が違うし、1 回目だから一般的なアドバイスくらいかなと思って

ましたが 

いやいや業界は違うなれど、実際の事例を表示して「営業の鉄板」とはこう

です、とズバリ。 

まずこれをやってみましょう、と『お客様の声』をできるだけ集めましょう、とアドバイス

いただきました。 

 

55 歳にして自動車学校で路上教習を受けるがごとく、素直に愚直にやってみる所存です。 

セミナーは大勢での受講、コンサルはマンツーマン。 

費用が高いけどマンツーマンのコンサルのほうが的確にアドバイスいただけ

ますから絶対コンサルのほうが早く元がとれると確信した次第です。 

（北海道 建設業 代表取締役 中谷彰 様） 
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このまま行くと成功してしまうじゃないか。 

鮒谷は最悪だ！ ああ、何で個別コンサルを頼んでしまったのだろう。 

自分の不甲斐なさ、先送りしてきた重要事項、本当は判っているのに、やらないですまそう

としている事。 

折角、この年まで隠し通してきたのに、全てつまびらかにされてしまう。それも、笑いなが

ら。 

 

ああ、いやだいやだ、またお尻を叩かれる。というよりも自分で叩くハメになる。 

あざといじゃないか。マズイじゃないか。折角、愚痴をいいながら人生を言い訳しながら、

済ませようとしていたのに。出来ない理由や、やらない理由をたくさん並べて、この場を切

り抜けようと思っていたのに。自分に言い訳しながら、大事なことを先送りしようとしてい

たのに。 

 

ああ、いやだいやだ。個別コンサルなんて辞めてやる！ 

このまま行くと、本当に仕事しなければならないじゃないか。 

そして、このまま行くと成功してしまうじゃないか。 

成功を先送りしながら、「本当はあれが夢だったんだ」と少々センチメンタルになりながら、

人から少しの同情をもらいながら、少し格好つけようとしていたのに。 

 

僕の夢を砕いてどうするする 

鮒谷さんのせいで全部台無しだ。 

あなたのせいで、自分に言い訳できなくなったじゃないか。 

ああ、きっと僕は夢に向かって重い腰を上げるのだろう。 

夢を砕きながら、具体的な行動に移すのだろう。 

そして、成功に向かって歩き始めるのだろう。 

 

これが、幸せかって？ 

そりゃ疲れるよ。 

山の向こうにユートピアがあると思っている老人は山の向こうには行かない。 

山の向こうには希望がある。 

しかし、山を登ることは危険だし、骨が折れる。 

そして、現実に直面しなければならない。 

夢は夢で置いておくほうが、楽だ。 

 

でもね、人生一度だからね。少し頑張ってみるよ。 

（Ｗ．Ｓ 様） 

 

 

鮒谷さんとお話をさせていただいていると、いろんなアイデアが浮かんでくるの

で、とても勉強になります。 

昨日はコンサルティングありがとうございました。 

 

後半の「時間管理」のお話では、とても参考になるお話をありがとうございました。 
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早速、今日から目の前の仕事に手を付ける前に、まず「この仕事は、わざわざ自分がするべ

き仕事なのか」を考えてから取り掛かる事にしてみたら、かなりの部分が「自分がする必要

のない仕事」だということが分かりました。 

 

「すぐできる事だから...」「教えるのも面倒くさいし...」「誰かに頼みにくいし...」等々  

色んな理由を付けて、自分以外の人でもできる事を自分で行いながら「忙しい」「忙しい」と

嘆いていました（笑） 

自分は「自分にしかできないことに特化した仕事体系にする」と決めて仕事に接すると、自

分で行っていた殆どの仕事が誰かに頼めることに気が付き、これからはかなり心に余

裕が持てて「第２領域」の仕事に集中できそうです。 

 

鮒谷さんの尊敬する高井先生は秘書が１０人いて自分は頭を使うことに特化していると聞

き、仕事のできる人は根本的に仕事の仕方が違うんだな～と感心しました。 

鮒谷さんの仕事の仕方をお聞きしても、少人数で多くのことをこなされるには、それだけ

の仕組みができていることを 

痛感いたしました。 

 

鮒谷さんとお話をさせていただいていると、いろんなアイデアが浮かんでくるので、

とても勉強になります。 

私にとって、鮒谷さんは「話にならん」「始まっていない」という存在なので、

会うたびに大きな刺激をいただいています。 

 

次回もとても楽しみです。 

よろしくお願いいたします。 

（南青山デンタルクリニック 院長 青山健一 様） 
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『行動するぞ！！』という所まで追い込んでくれる鮒谷さんのコンサルに本気を

感じました。 

本日は、個別コンサルありがとうございました。 

 

先日の『年間プログラム』で言われた『基準が低い』の一言が響き 

自分が行動しない『言い訳』を自分自身に言い聞かせて行動を起こせない 

自分を許していた事がすごく恥かしくその場（年間プログラム）を逃げ出したいくらいの思

いでした。 

 

しかし、私にとって大金をはたいて参加させて頂いた『年間プログラム』、途中で投げだす勇

気もなく、『どうせなら行動して失敗してやる！！』という気持ちに切り替わり、

こういう"モノ"が『場の力』というのかと感じました！！ 

レベルの高い方々と、同じ空間に居るというのは怖いですね...(笑) 

 

その上で今回の個別コンサル！！ Skype でのコンサルだったのですが、鮒谷さんとの１対

１は緊張せずには居られませんでした。 

いざ始まるとやはり中身は『行動』するまで追い込まれるという逃げ場のない空

間でした。 

 

しかし、行動するまで中々尻が上がらない私が『行動せざるをえない...』否『行動していくし

かない』否『行動するぞ！！』という所まで追い込んでくれる鮒谷さんのコンサ

ルに本気を感じました。 

 

実際今まで受けてきた『良い話を聞いた』的セミナー＆コンサルとは違い、クライアントで

ある私の結果にこだわって追い込み『行動するぞ！！』というところまで持

って行くことに鮒谷さんの"こだわり"を感じました。 

 

来月の１１日が次回の年間プログラム、残り３０日、行動と結果にこだわり進んで行

くしかない状況での生活！！ 

久々の『緊張感』を味わいながら、次回の年間プログラムでしっかり結果を報告出来るよう

に行動していかねばと奮起させられました。 

 

しかし鮒谷さんの『本気』には『愛情』を感じるものなんですね。 

今回の個別コンサルありがとうございました。 

（在宅訪問リハビリ・マッサージ治療院経営 飯川幸弘 様） 
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目からウロコのお話が非常に突き刺さりました。 

鮒谷様、長内様 

 

お世話になります。 

本日の個別コンサルありがとうございました。 

 

一般の人からすると不動産業界は未だにうさんくさい、怪しい、信用のおけないという印象

なのですが、その中で逆に良い人が、まっとうな情報を、頻度高く発信することが差別化

になるという目からウロコのお話が非常に突き刺さりました。 

 

不動産会社として信頼が一番の武器になるからこそ、日々の正しい情報発信を習慣化してい

きたいと思います。 

本日はありがとうございました。 

（Ｔ．Ｉ 様） 
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いままでの２回の、全体像からいまやることを絞っていく、というのと違い、チ

ラシの一枚、セールスレターの文面一つ、そういった本当に細部に目を向けさせ

ていただきました。 

今回もありがとうございました。 

 

３回目の今回は、いままでの２回の全体像からいまやることを絞っていくというの

と違い、チラシの一枚、セールスレターの文面一つ、そういった本当に細部に目を向け

させていただきました。 

（私にとっては細部です(^^; ） 

 

対面営業の中で使用してきたチラシがニュースレターにそのまま使える訳がない、、、 

ということは、よくよく考えれば当然のことで、また、どこかで、ふと懸念しつつも、とに

かくやってみるということを優先し、目をつぶっていた部分だったのだと気づきました。 

 

とにかく進めたがるのが私の特徴であり、長所でも欠点でもあると思います。 

細部に宿るものが大切であることは知ってはいるものの、ただ知っているだけで、自分で思

考を深め、そこに向き合うには、大変なエネルギーを要し、そこで時間を費やすことに、良

しとしない自分がいます。 

ニュースレターという手法を構築し新たな黄金のワンパターンを築く途中で、自己認識を

改めて深めました。 

 

ビジネスモデルという全体を思考することと、チラシ、ニュースレターの一文を思考するこ

と。 

この大所、局所のバランスをとって行きたいと思っております。 

 

とはいえ、次回までにニュースレターとコンサルの結果をお持ちできるスピードで動きたい

と思います （笑） 

 

次回も、よろしくお願いします！ 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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はや、1 週間がたとうとしております。 

そして、この 1 週間のなんと快適なことか！！ 

鮒谷先生 

 

先日はお会いいただき頂きまして誠にありがとうございました。 

はや、1 週間がたとうとしております。 

そして、この 1 週間のなんと快適なことか！！ 

 

・・・・どう例えればいいのでしょう。 

長く患った「片頭痛」がいきなり完治し、スッキリ世界が変わったよう

な・・・（笑） 

 

先週までの自分を「金魚」に例えるなら、長く住み慣れた「金魚鉢」からサイズが合わな

く、息苦しいから「どうにか抜け出させてくれ～」ともがいている。 

しかし、すでに巨大化した体が邪魔をして「どうにもここを出られない・・・・」状態 

「もっと大きな水槽に入れ替われたらどんなに素晴らしいか・・・・」 

日々その事に恋焦がれていました。 

 

先生はそこから魔法のように「するり」と救い上げていただいただけでなく「いうほどあな

た『でかく』はないよ！！ほら、この通り（笑）」と教えていただき、そして「もっと大きな

水槽？？魚は大海を泳いでこそ魚！！！」といわんばかりに、ぼちゃん！！とそのまま大き

な海に投げこんでいただきました。 

 

そこはもう水槽のサイズに心配ることのない世界。 

そもそもこれまでの心配事とは関係のない世界なのです。 

そこは夢と希望と・・そして「リスク」が混在するフロンティア。 

そしてそれが私が探し続けた約束の地なのです。 

 

これが正直な感想です。 

ここが今回、私が得た「本能的な救い」であり、今週「生まれ変わった」ように

過ごせる理由なのです。 

まずは立ち上がることに成功したのです。 

 

今回お会いしたかった理由は、頂いてますメールマガジンの「自身のＯＳを書換え」という

言葉に感銘を受け、「書き換えてもらおう！！」と意気込み大阪に乗り込みました。 

この度の目的はまさにそれのみ。そして藁をもすがる思い。 

かなり図々しいお願いでもありました（笑） 

 

その答えは多彩、さらに相当量のものでした。 

しかし決して理解できないものではない。 

 

第一歩として「目線を変える」というお話をいただきました。 

最初におっしゃる意味が分かりませんでした。 

が・・・お話が進むうちにイメージが鮮明になりました。 

 

今思う問題が総て「誤差」の範囲に思える程度まで高度を上げる事。 

「1900 万円売り上げてますが 2000 万売りたい！！」ではない 
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「±2000 万円は誤差ですね」というビジネスレベルに、住んでいる世界に目線をあげる

事。 

ステージアップ。その世界基準で物事を考える事。 

その世界の基準で具体的な問題点、解決方法、何より到達するまでの道のり（ストーリー）

を考える事。 

 

次にその上向いた目線の先に住む住人（先達）と深く交わる事。 

その事で自身のなかで幽体離脱が起きる。 

今いる場所に体は残るが心はすっぽり次のステージ、そしていつか心に体（現実）が追い付

いてくる。 

 

先達と交わるとは「まずは会う」という事。 

そのステージに立つ人々から大いなるエネルギーやアイデア、喜びを得る事。 

その時にもう自分はそこの住人であるようにふるまう事。 

 

無別まもなく目線の先の人に会うことは「時間的な制約」がある。 

フィルターをかけるのであればまずは興味ある方の書籍を読み「これは！！」と思う方に会

いに行く事。 

そのステージに立つ人の講演で「ＯＫ」 

でも少人数セミナーや食事会なら「なおＯＫ」 

1 対 1 のセミナーなら自身に最高に「刺さる」学びが得れる。 

 

まだまだこれだけではない情報、大きな気付きもいただきました。 

書ききれない（汗） 

ですが自身が理解できて文章に書けるのはこのあたりまでともいえます。 

 

ＯＳが書き換わったのではなく、大量のバグ取りをしていただいただけかもしれません。 

そう思い、日々「このままではまずい・・・」という自問は続けたいと思います。 

次回お会いするまでにさらに理解を深め、どの程度行動に移せているか・・・・ 

もっと研鑽せねば・・・ 

 

経営者としてあまりにも数字や帳簿に無関心だったことも暴かれてしまいました。（汗） 

だって、先生が相当噛み砕いて発せられる「財務上の用語」すら私は理解できていなかった

のですから。 

私は相当難儀な生徒であった自覚があります。 

 

最後に、次回お会いするまで「1 カ月」はあまりに短く、タイトに感じます。 

自身の錆が音を立てて剥がれ落ち、眠っていた高速のエンジンが始動しだ

す感触。 

今は低速でも、この先、継続して加速を持続できそうな力強い感触を実感してい

ます。 

 

成長する人の共通した特徴は「素直なこと」とも仰っていただきました。 

これがまず私のすがりたい部分、心の支えです。 

私はこれまで自信がない分、何事にも素直で謙虚でありたいと思ってました。 

ひょっとして・・・ここは標準装備されていたかもしれませんね。 

行動に移す「勇気」についてはまだ自信がありませんが・・・ 

まずは第一関門を越える資質はあるようです。 

 

これからもいろいろお教えいただける。 
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あと４回もお会いできる。このことがとてもうれしい。 

そういうコンサルティングでした。 

 

ありがとうございました。 

 

これからもよろしくお願いいたします。 

（社会保険労務士 青木岳 様） 
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鮒谷さんとお話しさせていただくと、毎回、色んな気付きがあります。 

鮒谷様 

 

昨日も貴重なお時間をありがとうございました。 

 

鮒谷さんとお話しさせていただくと、毎回、色んな気付きがあります。 

 

前回は、仕事を他のスタッフに振っていき自分は第２領域のシステムづくりに集中すること

で、今回は過去の成功体験や執着しているものを捨てることを意識して次回まで試行錯誤し

ていきたいと思っています。 

 

次回もよろしくお願いいたします。 

（Ｋ．Ａ 様） 
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3 回のコンサルを通じて、短期、中期、そして長期の目標への道筋が明確

になりました。  

個別コンサル、3 回目を受けさせて頂きました。 

3 回のコンサルを通じて、短期、中期、そして長期の目標への道筋が明確

になりました。 

 

・現在働いている高齢者施設での人材採用・育成プロジェクト 

・休みの日に行っている速読講座の高収益化 

 

という短期目標で、ビジネス能力の強化と経済的な基盤を築き、それを持って中

期目標である「高齢者のためのよろず相談」のための資格取得とサイトの事前準

備、そして「地元狭山を日本で一番高齢者の住みやすい町にする」という、荒唐

無稽な長期目標に向けて、今、何をすればいいか、次に何をすればいいか、

具体的な指針を示して頂けた事に、「やっぱり思いきって個別コンサルを

受けて良かったな」と心から思います。 

 

短期目標は、全力で２つのことに取り組まなければならず、ともすれば「二兎追

うものは一兎をも得ず」になってしまうかもしれませんが、「二兎を追う者にし

か二兎を得ることはできない」と考え、鮒谷様の超具体的なアドバイスを粛々と

実践していこうと思います。 

 

私の場合、ある程度将来のビジョンははっきりしていましたので、自分から鮒谷

様に話しをすることで自分の考えがまとまってきた部分も多いですし、「聞

く」と「話す」のバランスが絶妙なのも個別コンサルの醍醐味ですね。 

一人で考えていた時は、あまりにやることが多過ぎ、目標が大き過ぎ、何

から手を付けていいか分からない状態でしたが、個別コンサルを受けて、

上記の通り道筋がはっきりしました。 

ありがとうございます！ 

（合資会社ファイブケイ代表 渡辺 篤志 様） 
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コンサルを受けて、かなり頭の中の整理ができ、モヤモヤ感が晴れてスッ

キリしました。  

鮒谷さん、本日は初回の個別コンサルありがとうございました！ 

初回ということで、ドキドキしておりました（人見知りなもので...（汗）が、鮒

谷さんのお人柄のせいかあまり緊張せず、コンサルを受けることができま

した。（「フランク」という良い意味でです） 

 

独立・起業すれば必須のはずの「営業活動」をサボっていた自分に対する焦りか

らコンサルを申込ませていただいたのですが...  

コンサルを受けて、かなり頭の中の整理ができ、モヤモヤ感が晴れてスッキ

リしました。 

コンサルを受ける前は、何から手をつければ...（汗）状態だったのですが、おか

げでやることが明確になりました。 

また、「金メッキをはる」ことや「漁場」（笑）の選び方の重要性、戦略は「順

序」が大事！といったことが特に印象的でした。 

 

まだはじまったばかりですので、今後の自分が課題をこなせるか不安ですが

（汗） 

今後ともよろしくお願いします！ 

（税理士 Ｊ．Ｎ 様） 
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経営者としての「土台」「基礎」の部分に大量にたまったバグが除去され

ました。  

鮒谷先生 

 

この度は２回目のコンサルティングありがとうございました。 

今回は食事しながらという状況が緊張感をほぐしたのか相当「稚拙」と思わ

れる内容の質問を繰り返してしまい、今はかなり恥ずかしく思ってます。（笑） 

しかし、お聞きしてよかった。 

稚拙な内容な分、経営者としての「土台」「基礎」の部分に大量にたまった

バグが除去されました。食事しながらのコンサルっていいですね！！ 

とても先生を近くに感じれるから思い切って尋ねることができました

（笑） 

 

まずは・・・『現在の総売り上げが「誤差」となるぐらい経営者視線を持つ』と

いう前回最も刺さったお言葉に忠実に１月過ごしたことを報告しました。 

その中で「誤差」と感じるには最終的な目標をどのように設定するのか？？とい

う疑問がわき率直に尋ねました。 

 

生々しく言うと１億なのか１０億なのか１００億なのか？？という疑問。 

その答えは「時間の捉え方」「戦略的な時間投資」に答えがありました。 

長期目標の実現（たとえば１００億円規模）の為に短期中期の目標を設定する。 

それをコミットし実現していく中で微調整は加えるものの短期中期の目標が今の

業績の延長線上のものであってはいけない事。 

「そうか！！なるほど・・・・」という発見でした。 

 

次に仕事内容の変化を尋ねられた際自身がしている仕事の中でまず「間引いて良

いもの」を見つけ出しそれを実践したことを報告させていただきました。 

その効果が絶大であることも・・・ただ間引いてしまったものに対する「心ぼそ

さ」もあると打ち明けると、 

 

「確かに売上的な損失が確定したかもしれませんが・・・その損失で「投資」で

きる「時間」を買ったと考えてみてはいかがでしょう？？」 

 

と指摘され、再び「はっ」としました。 

 

そうなのです。 

間引いたことによる「時間の創出」はそのまま「経営戦略を練る時間」に充てて

いることに自身は気が付いていなかったのです。 

１週のうち２時間創出できた。しかし１万円の売り上げ減。 

でも、新しく２時間で１０万円売り上げれるビジネスを作ること考えていたので

す。 

 

今まで私はそんなこと考える経営者ではありませんでした。 
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そう思えばなんと効率の良い経営判断だったかと驚きです。 

 

これはお会いして直接伺うから「刺さる」・・・・同じ内容の書物やＤＶ

Ｄでは心に残らなかったかもしれません。 
 

先生は「さらにどんどん入れ替えていくサイクルを継続してください！！」との

お言葉。なるほど・・・そのようなサイクルを高速で行い続けることが自身の時

間や能力がパンクせずに拡大し続ける成長サイクルであると気が付きました。 

先生にとっては「息をするくらい」当たり前の事だと思いますが丁寧に噛み砕

いてご説明いただきましたこと感謝いたします。 

 

そして最終的には「時間の創出＝妄想の時間確保である」。 

経営する者にとって「妄想の時間ほど大切なものはない」との教えは目からうろ

この話でした。更にその時間を大切に確保するための秘訣（接待や携帯との付き

合い方まで・・・・） 

 

この他にも会社経営をしていく上で幼稚な私の質問にたくさんお答えいただきま

した。（けど私には大きな問題・・・笑） 

 

例えば「食事」「休憩」「タバコ」「採用」「社員に対する考え方」「計画と行

動のかい離＝ＤＣＡＰ理論の勧め」、総てにわかりやすく、理論的に、そし

てすぐに行動に移れるモチベーションを付加して教えていただきました。 

 

あまり長くなると私の頭の中の整理にお付き合いさせてしまいます。（笑） 

申し訳ないのでこのあたりにさせていただきます。 

 

次回お会いする際には１歩でも２歩でもさらに進んだことが報告できる様今から

張り切っております。 

次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

（高松市 社会保険労務士 青木岳 様） 
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鮒谷さんに目線を上げていただきつつ、これからも邁進して参ります。  

セミナーや個別コンサルに向き合う姿勢、エネルギーのかけ方、そして最後のゴ

ール設定について、改めて考えさせられました。 

単発コンサルで終わってしまうということは、まだまだ十分なお役立ちができて

いない証拠ですね。 

よい感触（＝ご感想等）をいただいて、自己満足していたのかもしれません。 

これからは、もっと自分を追い込みたいと思います。（あと、継続コンサルを受

注するための仕組みづくりも・・） 

 

また、「会計事務所もやっている経営者」という表現は、とても気に入っていま

す（笑）。 

まさに目指すべきはそこですし、方向性は間違っていないという自信があります

ので、鮒谷さんに目線を上げていただきつつ、これからも邁進して参りま

す。 

 

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！ 

（株式会社ビジネスプラン / 安野公認会計士税理士事務所 代表取締役 

公認会計士・税理士 安野広明 様） 
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鮒谷様、熱い、濃い 2 時間をありがとうございました。  

鮒谷様、熱い、濃い 2 時間をありがとうございました。 

午前中に 15km 皇居 Run をしたこともあり、ホットコーヒーを 7 杯もおかわり

してしまいました。 

 

私の決意です。「活躍のレイヤーを変える」ことです。 

 

20 代は学び、30 代は挑み(起業)、40 代は守り・・・ 

そうなのです。40 代で心地いい(ぬるーい)ビジネスの仕方を覚え、ボチボチやる

ことを安泰と考え、『そこそこ幸せ経営』をしていました。 

そこそこ売上もあるし、利益も出でいるし、社員の給与もまあまあだし、お客様

も優しい人が多いし、リピートして下さるし、旦那も理解があるし、家のローン

もないし、リフォームも終わったし、海外旅行にも行けるし、自分で自分の成長

を止め、会社の成長も止めていました。 

積極経営をしていませんでした。 

日日決算なし、・計画なし、・販促なし、・営業なし、・戦略なし。 

まずは、社員の皆に謝り、攻めの姿勢に切り替えます。 

そして、できることからコツコツと行きます。 

 

(1)コーポレートサイトも形だけ、デザインだけリニューアルしようとしていまし

た。魂を込めます。 

(2)お客様の声を頂いていません。インタビューのアポを昨日 6 件とりました。 

(3)200 日、研修講師をしていることが誇りでした。人気講師であることが重要

でした。 

研修講師日を 2/3 にします。 

 

刺激のある第 2 回目を楽しみにしています。 

（株式会社ヒューマンエナジー 代表取締役 加藤奈穂子 様） 
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「そうか、そうやって考えるのか」「文章を、単語を考えるのに、そうい

った視点が必要なのか」と、新たなことをたくさん気づきました。  

鮒谷さま 

 

昨日もありがとうございました。 

初めてコンサルティングを受けてから 

・メルマガ発行 

・ニュースレター 

・セミナーでの配布物の改善 

行動としては、こういったことを変更、改善、新たに取り組んできました。 

 

行動したからこそ何が課題かわかる。 

昨日、鮒谷さんにもおっしゃっていただきましたが、まさに、行動したいまだか

らこそ、セールスレターが課題とわかります。 

セールスレターは改善というよりも、そもそもやっていなかったことを新たに始

めるという感じがしますが、昨日、作ってくださったものを元に、 

・チラシというツール 

・配信するセールスメール 

などなどを変更していきます。 

 

あのセールスレターを作成いただく時間は濃密だったと感じます。 

「そうか、そうやって考えるのか」「文章を、単語を考えるのに、そういった視

点が必要なのか」と、新たなことをたくさん気づきました。 

 

早速、吹き込んでいただいものを書き起こしました。 

また、他の研修にも当てはめて一つセールスレターを作りました。 

次回のコンサルティングまでに、再度、トライアルを重ね、いろいろとご報告を

したいと思います！ 

よろしくお願いします！ 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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５回のコンサルを通じて、多くの刺激をいただきました。  

鮒谷様 

 

昨日は個別コンサルをありがとうございました。 

昨日が最終日だということをすっかり忘れていて、これまでのお礼を言うのを忘

れていて申し訳ありませんでした。 

５回のコンサルを通じて、多くの刺激をいただきました。 

コンサルを申し込んだきっかけは、求人に関してだったのですが、お話を進め

ていくうちにいろんな方面にテーマが移って行って色んな事に気づかせて

いただきました。 

仕事をしていて、いろんな悩みがありますが、鮒谷さんとお話しさせて頂く事で

いろんなヒントが湧いてきて、行動を起こすきっかけになる事がいくつか

あり、とてもためになりました。 

今後ともメルマガを愛読させていただきます。このたびは本当にありがとうござ

いました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（Ｋ．Ａ 様） 
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ここだけの話ですが、１Ｒ開始１０秒で KO されていました。（汗）  

鮒谷さま 

 

本日は早朝よりありがとうございました！ 

本日、第一声目の鮒谷さまの 

 

「そもそもそこでいいんですか？」 

 

という、質問と言う名のストレートパンチを頂き、ここだけの話ですが、１Ｒ開

始１０秒で KO されていました。（汗）まさか、第一声で自分が密かに悩んでい

た事をストレートにぶつけられるとは思いもせず、全身から汗が吹き出ました

（大汗） 

自分がコミュニケーションのセミナーなどで話している 

 

「思いは全身の毛穴からにじみ出ている」 

 

ということを身をもって体感いたしました。（滝汗） 

（もちろん鮒谷さんほど沢山の人に会い、日々コンサルティングなどのご経験が

ある百戦錬磨どころか、万戦練磨な方だからこそ感じとられたのかもしれません

が）つまるところ、 

 

「そこでやっていく覚悟ができているのか？」 

 

という、覚悟の足りなさをはっきりと再認識させて頂きました。 

さらにそこから、覚悟がないのではなく、自信が無いというマインドをリセット

し視点の方向性を修正していただいたことでまずは、あらゆることにガンガンチ

ャレンジしていこうという、気持ちの後押しと、具体的なアドバイスをいただけ

ました！！とはいえ、盛り上がりすぎずに本日コミットメントした５月末のセミ

ナー開催などを皮切りにベイビーステップで確実に１歩ずつズリズリと匍匐前進

をしていきます！ 

 

本日はありがとうございました！！ 

引き続きどうぞよろしくお願い致します！ 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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自分のビジネスのことを真剣に一緒に考えてくれる時間はとても貴重だと

感じました。  

本日、コンサル５回中１回目ありがとうございます。 

２か月前に鮒谷さんをご紹介され、メルマガを毎日読ませていただいておりまし

た。鮒谷さんに直接、「いただいた金額の「１０倍返し」しますよ」と言わ

れ、本当にそんなに結果がでるのはいったい何をしてくれるのだろう？！という

興味からすぐに申し込みました。 

回数も「何回が僕の場合はいいでしょうか？」と鮒谷さんに聞いたところ「もち

ろん５回でしょ！！」とさらっと言われましたので、迷わず５回にしました。 

勢いだけがとりえな私です。 

 

でも勢いはすごく大事で無駄な時間を省けますからね。 

人がいいと言うことや、やったらいいよと勧められるものは、勢いでやっ

てみても結果いいことのほうが多いものです。 

 

そして本日、内容はとてもよかったです。 

このように自分のビジネスのことを真剣に一緒に考えてくれる時間はとても貴重

だと感じました。アドバイスも的確で、やはり多くの経験とクライアントの多

さから信頼できるアドバイスばかりでした。 

 

早速、２回目までに行うことが見えてきました。 

また、鮒谷さんのコンサルを受ける前、受けているとき、受けた後すべて鮒谷マ

ジックのかかった仕組みが素晴らしく、そのまま自分のビジネスに真似できる

なと思いました。 

真似させていただきます！！ 

 

なんか５回でこれが終わるのはさみしい思いがありますので５回で終わりと決

めずに２回目以降楽しみにしております。また、このコンサルを受ける前に

周りの友人に、鮒谷さんっていう人がいて今度コンサル受けてみるんだと話して

いました。本日そのうち３人にすごくいいから受けた方がいいよとお勧めし

ました。 

 

鮒谷さんお忙しいと思いますが、私の友人３名にもコンサルお願いします。 

（株式会社ストレッチ屋さん 代表取締役 川合利幸 様） 
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圧巻セールスセミナー、CD、そして１回目のコンサルティングで学んだ

こと、ご指示頂いたことを自分なりに行動してきたつもりでしたが、全く

もって行動できていないことに気づかされるコンサルティングでした。  

先日は２回目の個別コンサルティングありがとうございました！ 

 

圧巻セールスセミナー、CD、そして１回目のコンサルティングで学んだこと、

ご指示頂いたことを自分なりに行動してきたつもりでしたが、全くもって

行動できていないことに気づかされるコンサルティングでした。 

 

売るものもない。 

売り先もない。 

売る方法もない。 

 

よってスタートラインにも立てていない。 

 

無い無い尽くしです。 

 

当日はかなりオブラートに包んでお話頂きましたが、 

 

「四の五の言うてんと、はよ、動かんかぇっ！」 

 

って怒鳴られた感じでした。 

 

＊鮒谷様はこういう言葉遣いはされておりませんが。 

 

次回は良い報告ができるよう、非日常を短時間で入れながら尖閣の喩えを頭にお

いて行動します！ 

ありがとうございます！ 

（髙橋 仁史 様） 
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3 時間のコンサルの中で、思考はとてもシンプルとなり、明確になりまし

た。  

鮒谷周史様 

 

IGO ホールディングスの井場です。この度は貴重なお時間をありがとうございま

した。そして私たちの設立した会社の為に、アドバイスを頂きありがとうござい

ました。鮒谷さんのお言葉を頂くまで、思考の行き先は迷路になっていたように

思えます。 

 

それが 3 時間のコンサルの中で、思考はとてもシンプルとなり、明確になり

ました。 

 

そして、「行動」「気迫」「泥臭く」意思を強くする言葉は響きました。 

 

もとより、囲碁の勝負の世界で生きている私にとって、闘争本能は最大限引き出

していかなければいけません。 

私自身、会社としても大切にしていきます。 

 

シンプルだからこそ、可能性を感じ取れる充実した 3 時間でした。 

ありがとうございました！ 

次回もよろしくお願い致します！ 

（IGO ホールディングス株式会社 取締役 CIO（Chief Igo Officer） 

井場 悠史 様） 

 

  



 - 268 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

今回、グループコンサルによって会社への 10 倍の価値提供をしていただ

いた結果、「チームの相乗効果とは、なるほどこういうことか」と感嘆せ

ずにはいられませんでした。  

IGO ホールディングスの W です。鮒谷さん、今回も素晴らしい時間をありがと

うございました！ 

 

今回はいつものような個別コンサルではなく、一緒に囲碁ビジネスで起業した 4

人へのグループコンサルという形で、鮒谷さんのお話を聞かせていただきまし

た。 

 

正直なところ、始まる前には 

 

「個別コンサルとグループコンサルで、どれほど価値に差があるのだろう」 

 

と思っておりましたが、これが大間違いでした。もちろん個別コンサルでも「10

倍の価値提供」をしていただいてきたのですが、これは当たり前ながら「若柳個

人の 10 倍」であり、「IGO ホールディングスという会社の 10 倍」ではありま

せんでした。 

 

今回、グループコンサルによって会社への 10 倍の価値提供をしていただいた結

果、「チームの相乗効果とは、なるほどこういうことか」と感嘆せずには

いられませんでした。 

 
グループコンサルでは IGO ホールディングスの 4 人＋鮒谷さんの計 5 人で、3

時間にわたりさまざまな概念やメタファーやアナロジーや行動指針について話し

合ったのですが、始まる前には（どの層のコンテンツやお客さまに集中している

かという意味で）ばらばらだった 4 人のベクトルが、終了後には明確に同じ方

角を向いており、会社の力が足し算ではなく掛け算で増強されていることを

実感できました。 

 

・・・とはいえ、実際の行動は非常にシンプルな「一点」に集中されています。

お客さまへの価値提供、結果へコミットする姿勢、これまでの実績やこれからの

実績、4 人の相乗効果などに鑑みて、今となっては「これ以外には考えられな

い」と断言できるほどの一点集中体制です。 

 

それだけに、会社の代表である僕としては「むしろ、なぜ今まで気付かなかった

のか」と赤面する思いでいっぱいなのですが（汗）、4 人の合意やスムーズな行

動への移行なども考えれば、「鮒谷さんのグループコンサル」という場でベクト

ルを揃えることができて、むしろ良かったのかなとも感じています。 

 

この後はひたすら、4 人の力を「一点」へ向けて注ぎ込んでいくのみです。次回

のグループコンサルで鮒谷さんに良いご報告ができるよう、IGO ホールディング

ス一同、全力を尽くしてまいります。 
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鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も本当にありがとうございました！

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！ 

（Ｒ．Ｗ 様） 
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あっという間の３時間でしたが、会社としての次の行動が明確になり、定

期的に鮒谷さんのコンサルを受ける必要性を強く感じました。  

IGO ホールディングスの稲本です。 

この度は貴重なお時間をありがとうございました。 

昨年 9 月に会社を辞め、11 月の 2 日間セミナーに参加して以来、お会いするの

は今回で 2 回目ですね。（毎日のフォローアップメルマガで久しぶりな感じはま

ったくしないのですが 笑） 

 

会社を辞めて右往左往していた私は、2 日間セミナーのおかげで思考の OS

が入れ替わり、その後の行動は質・量・スピードともに明らかに変化して

いきました。そして約半年が経過して、気付けば囲碁で起業をしていまし

た。（事後報告で大変申し訳ありません！）正しい思考の OS をインストー

ルしていたからこそ、ここまで来れたのだと思います。 

 

逆に、２日間セミナーを受けていなかったら今の自分はどうなっていたのでしょ

うか。想像するのもこわいほどです（笑）そして昨日は私たちが設立した会社の

ために、豊富な知見・アドバイスを頂きありがとうございました。 

 

とりわけ、 

 

「きれいに営業しようするな。泥臭くなれ。」 

「商品が売れるフロー、フォーメーションを意識せよ。」 

「商品を買うか迷っているお客様は地の果てまで追いかけよ。（これはメルマガ

では伏せるところでしょうか笑）」 

 

といった言葉が刺さりました。 

ビジネスはとてもシンプルなはずなのに、それを複雑化しすぎていたような気が

します。 

 

あっという間の３時間でしたが、会社としての次の行動が明確になり、定期的に

鮒谷さんのコンサルを受ける必要性を強く感じました。 

 

どうもありがとうございました！次回もどうぞよろしくお願いします！ 

（IGO ホールディングス株式会社 

取締役 CTO（Chief Technology Officer）稲本 章吾 様） 
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5 月に起業をし、自分たちのこれからの方向性に確信を持てていない状態

でしたが、今回のコンサルティングで、その曖昧なところに一本の柱を立

てていただいたような感覚になりました。  

IGO ホールディングスの井桁です。 

鮒谷さん、1 回目のコンサルティングありがとうございました！ 

 

昨年 11 月に参加した 2 日間セミナーから約半年が経過しました。 

「次にお会いする時には、少しは成長した姿になっていなければならない。」と

思いながら過ごしていましたが、その目標にはまだまだ到達していないな、とい

うのが振返って思うことです。 

 

私は、囲碁を始めたばかりの方に、囲碁の上達方法を教える際、「とにかく難し

く考えずに、実戦の数をこなすことが、上達のための一番の近道です。」と伝え

ているのですが、いざ自分が初心者（起業したて）の立場になった瞬間、普段の

自分はどこへやら、すっかり考え込んでしまっていました（汗） 

5 月に起業をし、自分たちのこれからの方向性に確信を持てていない状態でした

が、今回のコンサルティングで、その曖昧なところに一本の柱を立てていた

だいたような感覚になりました。 

まずは一つ目の行動に向かって、4 人で全力で取り組んでいきたいと思います。 

 

また今回の学びを、これから囲碁を教える場面でも役立てていきたいと思います

（笑） 

本当にありがとうございました！ 

IGO ホールディングス株式会社 

取締役 CFO（Chief Financial Officer） 井桁 健太 
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鮒谷さんのコンサル後は、何かできる気になって高揚するのはチアリング

が超巧いからなんだろうなあと考えながら事務所まで歩いて帰ったのでし

た。  

鮒谷様 

○○○○○様の件、ありがとうございます。 

●●様のこと、思い出していただけて感激です。 

 

昨日は思いつきのような話でしたのに、具体化のためにありがとうございます。 

まだ全く企画案を作成しておりません。簡単なものを作成し、再度ご連絡いたし

ます。ところで、今朝（24 時間ほど前でしょうか？）のメルマガを拝読し、私

のために書いてくださった？？？と思いました。まさに、今回初めてお礼のメー

ルを書くつもりでした。だから、衝撃でした。 

 

引用< 

「めちゃくちゃ反応の良い（感応レベルの高い）人」 

を目指す、ということ。 

実は、鮒谷さんとの面談後の気分の良さは、毎回すごいのです。 

そして、4 回目となる昨日はハッキリと感じたのです。 

もしかして、鮒谷さんは日本人最高のチアリーダーではないかと。 

私を応援してくれる、私設応援団のチアリーダー。多分、他の皆さんに対

しても同じででしょう。鮒谷さんのコンサル後は、何かできる気になって高

揚するのはチアリングが超巧いからなんだろうなあと考えながら事務所まで

歩いて帰ったのでした。 

 

今朝のメルマガにあった「笑顔・頷き・相槌。質問」が、そのテクニックなんて

思いもよらないことでしたが、お目にかかって話し始めて１分でいい気分にさせ

ていただき、最強の応援エールがずっと聞こえてくるのです。 

 

というわけで、今週も名古屋と広島の出張、そして講演準備で時間貧乏は続きま

すが、がんばります。 

よろしくお願いいたします。 

（株式会社アートランド 代表取締役 

日本笑いヨガ協会 代表 高田佳子 様） 
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たくさんの方を見てこられた鮒谷さんに「最短距離」と応援してもらっ

て、だいぶ落ち着きました(*^_^*)  

鮒谷さん、先日はお忙しい中、再度、お時間を作って頂きまして、本当にありが

とうございました。 

 

正直、前回のお約束の日（Ｍさんの後 (笑) 「今、こんなグダグダな中で、コ

ンサル受けに行って前向きに頭が行くのだろうか・・・」と思っていて、もちろ

ん、だからこそ、行ったほうがよかった・・・と言うのが正しいのかもし

れませんが。という経緯の中で、これまた当たり前っちゃ当たり前なのです

が、ようやく私は「海外挙式屋さん」や「バリ島ウエディング屋さん」と呼ばれ

ても嬉しくもなんともないという事がわかりだして、これまたようやく「ＭＭ屋

さん」にならないといけないんだ、っておぼろげに思ってきました。 

 

これが正しいかどうかはわかりません。 

ただ、今の私には「ＭＭ屋さん」として売るものが無いので、そこからのスター

トです。いわゆる、起業する前の方と同じ地点なのかな・・・と「ふう・・・」

という気持ちも当然あります。ですが、違和感を持ちながらこの先も生きていく

なんて、絶対嫌ですから、嫌なのであれば、自分の気持ちのいい方向に進むよう

にするだけなので、それをやります。 

 

今回のコンサル後の、鮒谷さんからの応援メッセージとても、とても嬉しか

ったです。自分は、「濃霧のかかったミステリアスゾーン」「解の見つからない

底なし沼」に進もうとしているのか～？「ええ～、この年齢から、また自分探し

かあ～」って思ったりもしていたのです。ですが、たくさんの方を見てこられ

た鮒谷さんに「最短距離」と応援してもらって、だいぶ落ち着きました

(*^_^*)ホントに壊れかけていたので・・・・(笑) 

 

また、ホッとしたのもあったのでしょうか、、、最後は、とても楽しい、かつ驚

きと、ちょっとした残念さの話題に突入し私の中では、また新しい鮒谷さんの

一面を垣間見させてもらった気がしました。 

 

という事で、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

コンサル後の感想に代えさせて頂きます。 

（会社経営 Ｍ．Ｍ 様） 

 

 

この全体最適、俯瞰、鳥の目を持ちつつ日々の仕事に打ち込むには、引き

続き、コンサルティングが必要とも思っています（笑）  
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５ヶ月のコンサルティングありがとうございました！ 

コンサルティングを受ける前は、思い返してみれば、 

この値段でいいのかな？、このツールでいいのかな？、この営業の仕方でいいの

かな？、こういったふとした疑問、疑念を抱えながらそういった疑問、疑念には

蓋をしたまま、自分たちがやってきた成果の上がる形のなかでただひたすらやっ

てきただけだったと思います。 

 

当然ながら、お会いして早々にその蓋を開くことになりました。 

そこからは、次のコンサルティングに合わせての納期と１分１０００円を払って

いるという痛みを原動力にフットワーク軽く行動をしました（笑） 

あっという間でしたが、一つ一つ振り返ると、いろいろなことが変わりました。 

 

全５回が終わったいまとなっては、行動を優先させて変えたことで、自然と自分

の思考の整合性が取れていないことにも気づき、積み重ねた行動の歯車を噛み合

わせるにはやはり全体最適を模索し続けることしかないと思っています。 

 

ただ一方で、この全体最適、俯瞰、鳥の目を持ちつつ日々の仕事に打ち込む

には、引き続き、コンサルティングが必要とも思っています（笑） 

これぞ、しっかり売り込まれたということでしょうか（笑） 

 

現在構築中の姿が出来上がった時、他の業界への水平展開のタイミングだと思っ

ています。準備は始めつつですが、非生産的な展開をしたくないので、しっかり

とプラントが出来上がるように微調整、PDCA、仮説検証を重ねつつ、そこに引

き続き、定期的に鮒谷さんのコンサルティングを受けつつ逓増、時間が経つ

ほどに楽儲けになる営業構造を構築していきます。 

 

今後とも、よろしくお願いします。 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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第 2 回目の個別コンサルは、第 1 回目以上に「夢をかなえる変革のエンジ

ン」になりました。  

鮒谷様 

 

先日もありがとうございました。 

第 2 回目の個別コンサルは、第 1 回目以上に「夢をかなえる変革のエンジ

ン」になりました。 

 

決意は、 

①居心地の悪い場所に参上する。 

②自分と同等の人をライバルにし、 「私の方がイケている」と安心づくりをし

ない。 

③希少性のある人間になる。 

④値上げをする。 

⑤変革スピードを加速する。 

そのためには発信し、挑戦を受けようと決意しました。 

怖がる必要もなく、そこでプライドを保つ必要もありません。 

 

まず「女鮒谷」を目指します。(呼び捨てをお許し下さい) 

経験、姿形、進むべき方向は違いますが鮒谷さんのように"その他大勢と一緒にさ

れてたまるか！！"で邁進します。 

 

第 3 回目のコンサル時には、目指すべき姿と具体的なアクションを描き持参しま

すので、叱咤、ダメ出しを下さい。 

 

今後とも、よろしくお願い致します。 

（Ｎ．Ｋ 様） 
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１か月に１度進捗をサポートしていってもらえるのが大変貴重な機会だと

感じております。  

鮒谷 様 

 

昨日はコンサル２回目ありがとうございました。 

 

１回目のコンサル終了後から２回目までの間、１回目にいただいた課題がありま

したので、通常の仕事をしながらもあれこれとアイデアがでてきました。 

それを今回２回目コンサルでで可能なものから取り掛かるという道筋ができまし

た。 

また、２回目から次回３回目まで取り組む課題が私の中で明確になり可能性が広

がっています。 

 

このように１か月に１度進捗をサポートしていってもらえるのが大変貴重

な機会だと感じております。 

周りの方々が私のビジネスに関してアドバイスしていただくことは多くあります

が、鮒谷さんのように進展を責任もってフォローしていただけるのは今ま

でにないことで、とても大切だと実感がもてます。 

 

次回イノベーションを起こせるよう、本日から早速取り掛かっています。 

また、紹介いただいた本２冊を購入し、１冊はキンドルで昨日から読み始めてい

ます。 

ありがとうございます。 

（Ｔ．Ｋ 様） 

 

  



 - 277 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

鮒谷さんから実際に結果を出している方の事例をこれでもかっ！ という

位、ご提示いただきましたので、腑に落ちる感も倍増でした（笑）  

鮒谷さん 

 

３回目のコンサル、ありがとうございました！＆ごちそうさまでした！ 

 

課題と行動の方が全然追いつかずコンサルに向かうのが億劫だったのですが...

（汗） 

事前に鮒谷さんオススメの本を読んで、共通認識というか共通言語というものが

できたせいか前回よりも鮒谷さんのお話がさらに腑に落ちました！（前回ま

でももちろん、わかりやすくコンサルしていただいています） 

自分の中で、「結果をだしている」人のイメージが 180 度変わりました！（も

ちろん、「結果をだしている人」に鮒谷さんも入っています） 

また、鮒谷さんから実際に結果を出している方の事例をこれでもかっ！ と

いう位、ご提示いただきましたので、腑に落ちる感も倍増でした（笑） 

 

学びや気づきは、やってみなければわからない、というかやった後になっ

てはじめて気づくものだという気づきが得られましたので、結果を出すため

に今後はウロウロしてみようと思います（笑） 

 

今回もありがとうございました！ また次回もよろしくお願いします！ 

（税理士 Ｊ．Ｎ 様） 
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圧倒的に行動するというその根底の部分を見せていただいたことで圧倒的

にやり抜く覚悟ができました。  

鮒谷さん 

 

昨日はありがとうございました。 

コンサルというよりも、人間としての鮒谷さんに触れた。 

そのような貴重な時間を体験させていただきました。 

 

自分は何者になりたいか。から始まり、様々な比喩や体験談をお話いただきまし

たがその根底にあるところは、「自分はまだまだこんなもんじゃない。」という

自分のポテンシャルに対する絶対的な自信（信頼なのか、可能性への挑戦なの

か）これこそが鮒谷さんの「フツフツと湧き上がる原動力」なのかと感じまし

た。 

 

俺は普通の人よりやっているかもしれないけれど、努力しているつもりはない。 

むしろ、自分のポテンシャルに対して「やらない」という選択肢はないし、行動

量も能力もシステムも足りないぐらい。 

まだまだ改善の余地あり！そのようなお話もいただけました。 

 

鮒谷さんがラスト・ワン・マイルを極めたとき、あるいは次なる方向性に舵取り

をされたとき、そこにどのような世界が広がっているのか、その世界をどの言語

でもって語られるのか、語っていただけるのか！？これはとても興味深いところ

です。 

 

そのときに、私が語るに足るだけの人間に成長しないといけないなと思わせられ

るとともに、圧倒的に行動するというその根底の部分を見せていただいたこ

とで圧倒的にやり抜く覚悟ができました。 

 

圧倒的にやられて実績も出しながら鮒谷さんの内に秘めたる！？優秀さと謙虚さ

に加え「日々悩んでいるんですよ」という言葉。 

これも私を救ってくれました。 

まだまだ、優秀でもなければ謙虚さも足りない私ですが、鮒谷さんでもこうなの

か・・・とレベル感の違いを認識したとともに、いや待てよ、それでも同じ人間

なんだし、やれば出来るんだ（勘違い！？）という安堵感と焦燥感を同時

に与えていただき、鮒谷さんでさえ日々悩まれているという現実を聞くにつ

け、私ぐらいのレベルの人間なら悩んで当然だなとも妙な安心感をいただきま

した。 

 

悩み悩みに悩んでもそこで終わればそれまでで、動き動きに動いてもそれだけだ

ったら価値がない。 

つまるところ、（言葉にすると薄っぺらくなりますが）自分を深く掘って、その

原石を磨き続けるよりほかないのかなと。 

原石を磨き続ける材料がたまたま現実世界にあり、そこには様々な葛藤やら仕掛
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けがあるわけで、その磨き方を追求し原石を原石なりにルビーかサファイヤか何

ものかの本来の姿に磨き上げていくのが人が生まれた理由。 

自分という人間が何故生まれたのか。 

何故今なお生きているのか。 

と考えたときに、歩んだ軌跡や興味・関心・趣味・趣向がそこになんらかの方向

性を与えており、そこを自省して深く掘っていくこと。 

その自分と向き合う、ということの深さの度合いが人間としてのスケールの大き

さにつながるのかと感じました。 

 

とはいえ考え方や想いだけで価値が出せるわけではなく、そこに能力やリソース

とシステムを持つことにより初めて価値を提供生み出し続けることができるとい

うのもしっかりと受け取らせていただきました。 

ある特定の分野でご飯を食べているということはすごい人であるのは当たり前

で、そこでいい人も持ち合わせてすごいい人になれるのかどうか。 

上から見ないといけないときもあるけれど、人間として、同じ目線でも見れるか

どうか。 

その本質を探りつつ、日々の仕事やお客さんとの対応を心がけたいと思います。 

 

お客様の声としては使いにくそうな文章ではありますが、私の受け取ったコアの

部分のみ感想を交えて記載させていただきました。 

高級ホテルのスイートルームという非日常の環境での二人だけの遮るもの

も無駄な音も発生しないなんとも贅沢な環境でのコンサルティング、少し

クセになりそうです（笑） 

ここからどれだけ自分の行動を変えていけるのか、思考のバグをとってい

けるのかを試して見たいと思います。 

 

昨日はお忙しいところ貴重なお時間を割いていただきありがとうございました！ 

最後になりますが、「威厳」も楽しみにしております（笑） 

（Ｉ．Ｙ 様） 
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「人間性の回復の研究」。この言葉をお伺いでき、スッキリしました。  

鮒谷周史様 

 

いつもお世話になりありがとうございます。 

先日は３回目となるコンサルティング、ありがとうございました。 

 

これだけ進んでいます、という良い結果を報告できず、申し訳ございませんでし

た。 

そんな中のコンサルティングで印象に残った言葉があります。 

「人間性の回復の研究」。 

この言葉をお伺いでき、スッキリしました。 

 

「圧巻セールス 入門セミナー」から「CD」「個別コンサルティング」に至る

まで、自分の為にはなるのですが、、、、為にはなるのですが、セミナーでも仰

ってた 

「歩いていてもお金になるネタがたくさん出てくる」 

「歩いているだけでお金になる」 

状態になってくると、 

「お金を払わないと会ってくれない」 

「会話は常に情報交換」 

「常に何かに取り組んで圧倒的な結果を残そうとしなければならない」 

「あくまで売り手と買い手であり、友達には発展しない」 

のような感じ（あくまで感じです）の人付き合いになるんかな？ そんなんでええ

んかな？と、何か違和感をずっと感じていました。 

（自分は「歩いているだけでお金になる」レベルには全く達していない論外のレ

ベルですが） 

でも、鮒谷様はそのへんも既に感じておられていたようで、、、、いい人でよ

かったです！ 

 

駄文で失礼致しました。 

次は良い報告ができるようアウトプットしていきます。よろしくお願い致しま

す。 

（髙橋仁史 様） 
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人に任せるということの大事さがかなり意識化できた気がします。  

先日の大阪でのコンサルはありがとうございました。 

某高級ホテルでのランチ会食で、非常に有意義な時間を過ごすことができまし

た。 

今回教えていただいたのはタイムマネジメントのことでした。 

タイムマネジメントについては求める目標や目線の高さと不可分の関係である。 

そのため、高い目標を持つことにより、より質の高いタイムマネジメントを行う

ことができることを教えていただきました。次に、タイムマネジメントの方法と

しては、以下の３つがあるということを教えてもらいました。 

 

１ やめる 

２ 人に任せる 

３ システム化する 

 

そのうえで、自分にしかできないことや意思決定のために時間を使っていくこと

の重要性を教えていただきました。まずは教えていただいた秘書サービスとラン

サーズを駆使して、人に任せるということをやっていきたいと思います。 

あと文章作成については、音声で吹き込んで、それをタイピングしてもらうとい

うことをシステム化していきたいなと思います。 

 

私もこれまで散々、時間管理の本や手帳術の本を読んできましたが、しょせんは

小手先の技術であるため、まったく時間を有効に使えていませんでした。 

あと自分の経験を振り返ってみても、人に任せることは最初は大変ですが、結局

は仕事も早くなり、それによって現在の事務所の売上を作ることができたなと思

います。人に任せるということの大事さがかなり意識化できた気がしま

す。 

 

これからは、教えていただいた考え方をベースに、タイムマネジメントをしてい

きたいと思います。そのためにも、常に高い目標を掲げ続けたいと思います。 

先日のメルマガによると、鮒谷さんの個別コンサルをずっと受けられるわけ

ではない（？）ということが分かりましたので、個別コンサルが受けられる間

にできるだけのことを吸収させていただけたらと思います。今後ともよろし

くお願いします。 

（小前田法律事務所 小前田宙 様） 
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コンサルティングを受ける前に、ビジネスとして、支払った金額以上の利

益を既に確保出来ました。  

コンサルティングを申し込みさせて頂いた後から、鮒谷さんの時間を個別に 2 時

間頂けることが確定し、現実感が出たことで、コンサルティングを行う前に 

 

・鮒谷さんに何を質問しよう？ 

・鮒谷さんならばどのように答えるだろうか？ 

 

ということを、始まる前から想像していました。 

その結果として、コンサルティングを申し込んだ時点で、自分自身の中では

変化が起こり始めていたように思いました。 

 

また、更に支払った対価を出来るだけ早く回収しようと、本業の営業活動を行っ

た結果、コンサルティングを受ける前に、ビジネスとして、支払った金額

以上の利益を既に確保出来ました。 

 

前置きは、このぐらいにして、初めて受けたコンサルティングの感想ですが、鮒

谷さんと二人でお話することで得られる価値は、セミナー等で話を伺うのとは

全く異質でした。 

 

今回、申し込みをして本当に良かったなと思いました。 

 

学んだこととしては、変化を起こす重要なポイントとして、 

 

・脳内メモリを如何に確保するか？ 

・時間を如何に確保するか？ 

・パラダイムを如何に起こすか？ 

 

こちらに関して、鮒谷さんがどのように取り組まれているかに関して、お聞き出

来たことが自分の中では重要な気づきが得られました。 

 

特に時間管理の部分では、自分しか出来ない特殊業務と、それ以外の一般技術(自

分が優れた技術を持っていたとしても)に分けて、一般技術は他の人に委託し、自

分しか出来ない特殊業務に専念することが重要である。 

比較優位説の話は、上記を証明する重要なコンセプトで自分中でしっくりと腑に

落ちました。時間管理について、高いレベルで取り組もうと考える良いきっかけ

になりました。 

 

また、具体的なビジネスの内容に関しても、自分では着想しない観点からのご

意見を頂けて、目からうろこの部分が多かったです。 

 

コンサルティングの帰りは、早速東京駅までタクシーで移動(時間の確保)し、そ

の中で、コンサルティング内容の整理と、学んだことの振り返りを行うことが出



 - 283 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

来ました。 

改めて、時間の価値を再認識出来たように思います。 

 

今後、日々の生活を少しづつ変化させることで、将来の大きな変化を生み出

す、きっかけになったと思います。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（エレクトロニクス開発支援企業 代表取締役 Ｒ．Ｋ 様） 
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一般的話ではダメで自社についてのお話なので、ポイントを突いてアドバ

イスとヒシヒシと毎回感じています。  

先日は３回目もコンサルありがとうございました。 

感想をお送りしようと思ってましたが何せ今回のコンサルの日程前、そして後も

仕事が立て込んでいてやっと本日一段落して、送っていただいた資料を DL した

次第です。 

 

今回は 2 回目より課題の達成率がほとんど進んでませんでしたが当社オリジナル

の会社概要なるモノを自分なりにつくり見ていただきました。 

それに対して具体例でアドバイスいただきました。 

 

「あくまでも素人目線が大事」 

「自己満足の資料ではダメ」 

「行間がとてもとても大切」 

 

と貴重なアドバイス。 

さらに FAQ など項目まで入れてみてはと、不安解消のヒントも頂きました。 

 

ボリューム満載の当社大百科なるモノの大枠まで見えてきました。 

次回はその大百科なるものを見てもらいます。 

 

これまでいろんなセミナーを受けてきましたが鮒谷さんの個人コンサルを

受けて正解です。 

一般的話ではダメで自社についてのお話なので、ポイントを突いてアドバ

イスとヒシヒシと毎回感じています。 

 

あと 2 回ですがよろしくお願いいたします。 

（北海道 建設業 代表取締役 中谷彰 様） 
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メルマガで想像していた通り、また想像以上の時間を提供して頂いて、久

し振りにとてもワクワクしてしまいました。  

本日の初回コンサルですが、鮒谷様、長内様のおかげでとても有意義な時間とな

りました。 

御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

メルマガで想像していた通り、また想像以上の時間を提供して頂いて、久

し振りにとてもワクワクしてしまいました。 

今日の二時間は猛烈にレバレッジが効いたというか、ガッチリとした支点と

いろいろな力点を提供されて、私が作用点の上に乗っかって、宙を舞った

(笑)という感じでした。 

まだ宙を舞っているので、地に足が着いていませんが、コンサルを受けて単に

「あ～気持ち良かった」ということではなく、例え小さなことたったひとつでも

実際に実行して成果を出して、今回のコンサルを活用したいと思います。 

 

時間管理は私もかなりやっていたつもりでしたが、鮒谷様の現実の姿に触れさ

せて頂いて、目から鱗が落ちました。「やめる／まかせる／仕組み化」が、言

葉ではなく現実として見ることが出来ました。 

 

ということで、次回が本当に楽しみです。次回は生産性向上活動についてご報告

させて下さい。アウトプットは最大のインプット、ですから生産性向上活動につ

いて余すところなくお伝えしたいと思います。 

本日は本当にありがとうございました。 

（製造業 代表取締役 Ｓ．Ｍ 様） 
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変化をしたいけど、自分一人ではできなくて、真面目で素直な人には、鮒

谷さんの個別コンサルティングは、とてもおススメですね（笑）。  

鮒谷 周史 様 

 

福岡の行政書士、中島美春です。 

2 回目の個別コンサルティング、ありがとうございました。 

 

鮒谷さんからのコンサル後の音声伝言と、それから、「時間の天引き音源」の無

償プレゼント！！もダウンロードをして、早速聞かせていただきました。至れり

尽くせりで・・・本当にありがとうございます。 

 

2 回目の個別コンサルティング内で、過去に行政書士資格を取得した時には、私

にも時間の天引きができていて、第 2 領域に時間を使えていたことなんて、すっ

かり忘れていましたが、鮒谷さんのお陰で、私にも、成功体験があったこと

を思い出すことができました。 

 

私の現状は、第 1 領域、第 3 領域が多くて、たまに第 4 領域が入ってくる状態

です。 

「時間の天引き音源」の中で話がありましたが、「農作業をイメージするとわか

り易い、未来に対して種まきしている感覚」が、私にはとてもしっくりときまし

た。「はつか大根」だけの収穫にとどまらず、第 2 領域を意識して、未来に向け

た農作業をやっていきたいと思います。 

 

次のコンサルティングまでに、第 2 領域のアクションリストの書き出し、実行し

やすいものから実行して、報告できるようにします。一人で第 2 領域をやろうと

してもできないですが、今の私には、鮒谷さんがついている！と思うと頑張れま

すし、プレッシャーもかかりますね。 

変化をしたいけど、自分一人ではできなくて、真面目で素直な人には、鮒

谷さんの個別コンサルティングは、とてもおススメですね（笑）。 

 

1 ヶ月後の第 3 回目の個別コンサルティングも、引き続きよろしくお願いいたし

ます。  

（行政書士 中島 美春 様） 
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なぜ鮒谷さんのコンサルを受けたかったかと言うとそうやって自分の不安

等をずばりと指摘して頂けるからです。そして先に進むヒントを頂けるか

らです。それは誰よりもしかも的確に。  

そうです。そうなんです。 

 

自分でも薄々はというよりも分かってはいたんです。 

 

でも、今回、はっきりと「筋が悪い」と言われて目が覚めました（笑） 

 

まるでまた前回に続き秘孔を突かれた気分です(^▽^;) 

 

なぜ鮒谷さんのコンサルを受けたかったかと言うとそうやって自分の不安

等をずばりと指摘して頂けるからです。 

 

そして先に進むヒントを頂けるからです。 

 

それは誰よりもしかも的確に。 

 

次回のコンサル迄２か月、目標を立てたので今必死にこなしています

（笑） 

 

その時には笑顔で報告したいと思っております。 

 

今回もありがとうございました。  

（Ａ．Ｍ 様） 
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私自身の文脈に応じて話を再構成して頂き、改めてツボを衝かれたような

感覚がありました。  

今回も個別コンサルティングを受講させて頂きましてありがとうございました。 

以下、感想です。 

 

今回のコンサルでは、「いかに目標設定をなすべきか」という、私の中では一周

回って最初の話に戻ったようなことがテーマでした。このテーマは考えれば考え

るほど重要なもので、前回のコンサルからずっと考えていたものでした。その中

で、直近で発売された「ピラミッド音源」の内容と踏まえて鮒谷さんに目標設定

への心構えについてご相談をさせて頂きました。 

 

今回教えて頂いたことは、私が予想していたこととやや違った角度からのコメン

トを頂いたのですが、そこからまた刺激を頂くことができました。 

 

それというのが、 

 

「ピリッとした目標が必要」 

「自らに自己規定を与える」 

「卓越した目標は大量行動を行うためにある」 

 

といったものでした。 

これらは実のところ、様々な音源等において繰り返し繰り返し鮒谷さんが

強調されてきていた部分であろうかと思います。しかし、そうであって

も、私自身の文脈に応じて話を再構成して頂き、改めてツボを衝かれたよ

うな感覚がありました。 

 

私自身はこのご時世において「悪くないよね」的な状況にあるのですが、「高等

なフィクション」を掲げ、このご時世だからこそ一歩、二歩、十歩抜け出せるよ

うな行動を行っていきたいと思います。そのためには返す返すも「ピラミッドの

頂点となる黄金のブロック」探しが急務であるものと理解しました 

来月にはこれを踏まえた進捗をご報告したいと思います。 

 

引き続き宜しくお願い申し上げます。  

（荒木俊和 様） 

 

 

今回お教え頂いたことを胸に取り組んで行きたいと思います。  
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今回の個別コンサルティングでは、 

・デジタル化に対していかに向き合うか 

・専門性をいかに発信するか 

・ネット上でのアバターの作り方 

・攻める場所の絞り方と広げ方 

・方向性についての混迷への向き合い方 

 

といった話題についてお話を頂きました。 

アフターコロナの時代において、デジタル化は避けて通れないのは誰しもが認め

るところですが、これに対して 3 通りの向き合い方があるというお話を頂きまし

た。すなわち、①デジタル化の先頭に立つ、②デジタル化に対応する、③半デジ

タル化に立つというものです。 

 

この中でも、結論からするとデジタル化の波はこれまでの営業戦略の根本を変え

るインパクトがあり、戦争に例えるならば、海戦や陸上戦が主体であったもの

が、空中戦が主体になるのに匹敵するほどのインパクトであるというお話を頂き

ました。 

 

その中でも、いかに専門性を周知できるか、すなわち一点突破するコンテンツを

持っているかが大切であるということをお教え頂きました。 

一点突破の手段として、ネット上に「アバター」を作り、その「アバター」に集

客した上で、リアルの自分が乗り出す、という二段階方式があることもお話頂き

ました。 

 

いずれにしましても、現状の私の専門性というのは空中分解寸前になっているほ

ど散らかっていますので、まずはその中で何を一点突破させるのかを決める必要

があると考えています。 

 

暫くは混迷の状況が続き、次回までにまとまっているのか明確ではありません

が、今回お教え頂いたことを胸に取り組んで行きたいと思います。 

引き続き宜しくお願い申し上げます。  

（Ｔ．Ａ 様） 
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鮒谷さんの発する言葉のシャワーを浴びることで、いともあっさりそれこ

そ「北風と太陽」の太陽に照らされた旅人のごとくごく自然に、私は効果

的ではない主訴を手放し、真の願望を見つめ、その願望に近づくための本

当に効果的な道筋に気づくことができました。  

鮒谷 さま 

 

初回コンサルティングありがとうございました！ 

鬱で会社を休職していたときにふとしたきっかけで平成進化論を読み始めてから

早６年、ずっと憧れつづけていた鮒谷さんにお会いできて、まずはとって

も嬉しかったです。 

実はとても緊張していたのですが、いざお会いすると「頼れる気さくなアニ

キ」といった雰囲気で(笑)緊張をほぐしていただけてとても助かりまし

た。 

 

鉄道業・不動産開発業を経て、まったく別畑の「心理カウンセラー×社会保険労

務士」として独立して１年、なんとか食っていける形はつくれたものの、今後の

ことがクリアに見通せないと思い悩んだところで、勇気を振り絞って（心理的に

も、金銭的にも(笑)）鮒谷さんを頼らせていただきました。 

 

そもそもは、「法人顧問業務を拡大せねば...」と考え、その方向のお手伝いを期

待してお会いしたのですが、結果としてはまさかまさか、鮒谷マジックにより

そもそものゴール設定から見直すことになりました。 

私も普段カウンセリングをするときには、クライアントの主訴（クライアントが

握りしめている最初の問題意識）に巻き込まれず、主訴のその向こうにある真の

願望に焦点をあてることで、問題解決のお手伝いをしていたのですが、なんとま

ぁ自分のこととなるとさっぱりわからないものですね...。 

私ががっちり主訴（「法人顧問業務を拡大せねば...」）を握りしめていたとこ

ろ、鮒谷さんの発する言葉のシャワーを浴びることで、いともあっさりそ

れこそ「北風と太陽」の太陽に照らされた旅人のごとくごく自然に、私は

効果的ではない主訴を手放し、真の願望を見つめ、その願望に近づくための

本当に効果的な道筋に気づくことができました。 

 

もし、鮒谷さんにお会いせずに、もともとの方向性で必死の努力を重ねていたこ

とを思うと...、私はあまり喜ばしくないずれたゴールに突き進むことになってい

たわけで、それはそれは冷や汗ものの恐ろしい気分になりました...。 

この気づきがあっただけでも、不動産を売ってまで費用を捻出して、コンサルテ

ィングを受けた甲斐がありました！ 

次回以降はより具体的なお話になりそうで、今からワクワクしています！ 

 

ちなみに、初回のメモを眺めて印象に残ったものは、こんな感じでした。 
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・やめる、まかせる、仕組み化する 

・超選択消費の時代→支払い能力は関係ない 

・希望（可能性）提供業 

・ディケンズプロセス（最悪と最良のシミュレーション） 

・ある時／ない時 

・単価を上げる→価値の再定義 

・基準を上げる 

・ビジネスはシンプルに→楽・単価 up・イノベーション起こしやすい 

・捨てる 

・用途開発（思ってもみなかったニーズの発掘） 

・鳥の目、虫の目 

・積み上げではなく、掲げて逆算 

・枠から出る、枠を壊す 

・「横に行く」のではなく「上に上がる」ことに時間を使う 

 

おかげさまでモチベーションも上がり、行動したくてウズウズしていま

す！ 

次回もどうぞよろしくお願いいたします。 

（マヨハウス（心のバッティングセンター） 

心理カウンセラー・社会保険労務士 布留川雅紀 様） 
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鮒谷さんは圧倒的な知識と経験を背景に、それはもう惜しみなく淀みな

く、2 時間に渡りその知見を私に注ぎ込んでくださいました。  

鮒谷 さま 

 

２回目のコンサルティングをありがとうございました！ 

初回は、主訴を手放し、自分の本来のビジョンに相応しいゴール設定に導い

ていただきました。 

 

>そのための方法論も、 

> 

> 微妙に隣接業界（？）にいるところの私は、 

>手元に持っておりますので、 

> 

> 次回以降は、より具体的なお話をすることで、 

>実践に移していただければと考えております。 

> 

> ご期待下さい！ 

 

というコメントを事前に頂いていたこともあり、２回目はいよいよ具体的な実践

に入れるとワクワクしながら当日を迎えましたが、再び想像の域を超えてす

さまじいばかりの言葉（情報）のシャワーを浴びることになりました。 
 

鮒谷さんは圧倒的な知識と経験を背景に、それはもう惜しみなく淀みなく、2 時

間に渡りその知見を私に注ぎ込んでくださいました。 

その量はあまりに膨大で一見私の処理能力を超えているかに思えたのですが、 

振り返れば、そのすべてが無理なく無駄なく私の細胞に沁み込んで定着している

かのような、不思議な感覚が残りました。 

と言いますのも、鮒谷さんのお話は常に 

 

・抽象と具体 

・全体と細部 

 

といった具合に巧みに視点を行き来することで、クライアントである私が無理

なく情報を受け取り、咀嚼し、定着できるように細やかな配慮がなされてい

るように感じられました。 

 

そして、 

 

・売り手と買い手 

・自分と競合 

・本音と建て前 

 

といった具合に視点を行き来することで、ひとつの物事について点から線へ、線
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から面へと立体的な理解を促されているように感じられました。 

 

これほどまでに高い次元で"伝える"ことと"伝わる"ことのギャップを埋め

ている方にお会いしたことがなく、本来のコンサルティングの目的を離れ

てその伝達力に驚愕させられました。 

「10 年以上に渡って情報発信を続けられていることの価値はこういうこ

とか」と実感させられました。 
 

私も人前で講演等させていただくことがありますが、"伝える"ことと"伝わる"こ

とのギャップを埋めるヒントをいただき、思わぬ副産物にホクホクです(笑) 
 

もちろん、本題におきましても、 

 

・プロフィールづくり 

・お客様の声集め 

・セールスレターづくり 

 

といった具体的宿題をいただきましたが、 

 

「なぜそれをする必要があるのか？」 

「それをすることでどうなることが期待されるのか？」 

「それをするにあたって大切にするポイントは何か？」 

 

といった情報を巧みに打ち込んでいただいたおかけで、モチベーションがあがり

っぱなしです(笑)宿題をするのが楽しみだなんて、５年かけてようやく追われ

るように大学を卒業した私としては、未だかつて得たことのない、信じられ

ない感覚です...。 

 

ちなみに、２回目のメモを眺めて印象に残ったものは、こんな感じでした。 

 

・LTV、単価、コンバージョン率、リピート率、紹介率 

・ハイエンドから逆算した価格設定 

・まず絵を描く（描いていない人が多い） 

・最初の見せ方で決着がつく（千円の人 or12 万円の人） 

・いい人プレゼン、すごい人プレゼン 

・発信する情報すべてに意味、意図を持ち、エレガントに発信 

・エスタブリッシュ言語、ゲリラ言語 

・Hit & Away 打ち込んで（アピール）からニュートラルに戻す 

・デフォルメされた自分を見てもらう→値付けの対象 

・金メッキを貼る（20%増し）→事例増・経験値増→本物の金になる→さらに金

メッキを貼る（20％増） 

・本当にダメな奴からの話は聴きたくない→ポテンシャルありますよ！ 

・お客様の声をひたすら集める→読み切れないから申し込みます！ 
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次回のコンサルティングもどんな発見があるか、宝探しの気分で楽しみに

しています。 
 

よろしくお願いいたします！ 

（Ｍ．Ｋ 様） 
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1 回目と 2 回目のコンサルを経て、本日固まったものを次回 4 回目で実行

に移そうということが決断できました。  

鮒谷様 

 

本日こちらこそありがとうございました。 

第 3 回目を終えての感想を書きたいと思います。 

 

本日印象に残ったのは、今まで私は思い立ったらすぐやるタイプだと思っていま

したが、鮒谷さんレベルでの「まずはやってみる」ではなかったということで

す。 

1 回目と 2 回目のコンサルを経て、本日固まったものを次回 4 回目で実行に移

そうということが決断できました。 

鮒谷さんコンサルのなぜ 5 回パッケージが 1 番有効なのか？！ということ

の真髄に触れました！ 

自分のなかでやると決断すると、やはりやるからにはうまくいかせたいと言う気

持ちになりましたので、この 2,3 日の自分が熱いうちに構造を完成させます。 

 

私は普段スポーツトレーナーとして、「運動はやらなきゃいけないのはわかっち

ゃいるけどなかなかやらないよね」というお客様に、「そうですよね、僕たちト

レーナーが側にいてやれって言わないとなかなかやらないですよね。だから僕た

ちが必要なんですよ」と言っています。 

まさに鮒谷さんコンサルもそれだと思います。 

やれって言われないと自分のビジネスですらやらないんですから人間とは怠惰な

生き物です。 

 

第４回目またよろしくお願いします。 

（Ｔ．Ｋ 様） 
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これから取り組む課題がわくわくしてくるマインドセットをしていただい

たなぁと考えております。  

先日は個別コンサルティング初回、どうもありがとうございました。 

 

時間通りに見えた鮒谷さんの姿は、7，8 年前に名古屋でお見かけしたときと変

わらず、もしくはそれよりも若い？姿に驚きました。やはりパーソナルトレーニ

ングを欠かしていないからなんだな。と感じました。 

 

正直個別コンサルティングはずっと受けたいと思っていながら、起業するネタが

あるわけでもないしなーと思って躊躇していましたが、今回、たまたま仕事の方

も順調で利益が出ているので、ちょっと迷った後、ぽちっとな。としました。 

 

結果としては、大正解。 
 

かなり特殊な案件であったと思うのですが、当事者としてみていると、渦中に

入ってしまい、見えないことも、1 次元、もしくはもっと上の次元から見

ていただくことにより、このことを解決するのには交渉術が必要である。とのこ

とで、鮒谷さんの交渉術をレクチャーしていただいたと思っております。 

 

心に残ったことばは、多くあるのですが、 

 

「最悪を想定して、最善を尽くす」。 

 

このことは、メルマガやなにかで見て、自分も常に意識しているつもりでした

が、ただ考えるのではなく、ストーリーを考えてあらゆる道を考えていく。とい

うことがすっと頭に入ってきました。 

 

いま書いていて、ふと、野依さんの（ご存じノーベル賞の方ですが）研究はその

分野でぺんぺん草も生えないくらいあらゆることをしらみつぶしにして研究して

いる。というような記事が思い出されました。 

考えられるストーリを可能性の高いものから、まさか！というところまで考えて

いったものが勝つのではないかな？と思っております。 

 

また、「交渉は知的なゲーム」。 これもこれから取り組む課題がわくわくし

てくるマインドセットをしていただいたなぁと考えております。 

 

自分の仕事もゲームだと思っていて、客（患者さん）をいかに来た時よりも

happy にして、帰っていただくゲームだと取られています。 

だから患者さんのニーズを読み取って、今日は薬の説明が詳しくほしいのか？ 

それとも、忙しいので今日はさっと薬だけ欲しいのか？ 

 

そういったことを瞬時に見抜き、サービスを提供するようにしています。 

まぁ当たり前のことなんですが、ゲームだと思うとそれも楽しくなってきます
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（笑） 

 

いろいろと宿題を頂いたので、期日までに仕上げていきたいと思います。 

またよろしくお願い致します。 

（薬局経営 Ｙ．Ｈ 様） 
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今回は通常とは違うコンサルティング内容となりましたが小生の現状に合

わせて頂き、また、良きアドバイスを頂きありがとうございます。  

鮒谷周史様 

 

個別コンサルティングありがとうございました。 

 

今回は通常とは違うコンサルティング内容となりましたが小生の現状に合わせ

て頂き、また、良きアドバイスを頂きありがとうございます。 

感情をコントロールする修練、修行を行い全体最適を目指し、良い方向へ進んで

いきたいと思います。 

 

ありがとうございました。 

（Ｈ．Ｔ 様） 
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独立して１ヶ月が経ち、自分の中で様々な課題がある状態で臨んだ個別コ

ンサルティングでしたので、いつにも増して、鮒谷さんの一つ一つの言葉

が胸に刺さりました。  

独立して１ヶ月が経ち、自分の中で様々な課題がある状態で臨んだ個別コンサル

ティングでしたので、いつにも増して、鮒谷さんの一つ一つの言葉が胸に刺

さりました。 

 

決意したことは、「メルマガを書いていこう！」ということです。 

独立してからは、今までに増して新たな出会いが増えましたが、その出会いをよ

り実のあるものにしていくためにも、継続的にフォローしていける仕組みが必要

だと感じていました。 

始めてから１ヶ月ほどで終わってしまっていたメルマガですが、再度コツコツと

書いていこうと決心致しました。 

すぐには目に見える成果はでないかもしれませんが、将来への投資と思って、や

っていきたいと思います。 

 

それと同時に、OB 会に参加したり、勉強会やセミナーに参加したりして、新た

な人脈の形成にもどん欲に取り組んでいくと決めました。 

それらを同時並行で進めていきます。 

そして、鮒谷さんのおっしゃる、バーチャルとリアルがうまい具合に回転するよ

うに、試行錯誤しながら仕組み化していきたいと思います。 

 

また、意識していこうと思ったのは、「変化率」です。 

人が気になるのは、「絶対的な価値」と「変化率」だというお話が印象に残りま

した。 

私には絶対的な価値がない分、圧倒的な変化率を意識して取り組むことで、魅力

ある人間になっていきたいと思いました。 

 

更なる高みを目指して、まだまだ頑張っていきます！ 今後とも宜しくお願

い致します！ 

（IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー） Ｙ．Ｉ 様） 
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これだけの成果を出されていても、更に上を目指される鮒谷さんの時間を

自分のために占有出来、そこから多くのことを得ることが出来る経験は、

これから迎える 40 代をよりよく生きるためにとても重要な時間・投資と

思っています。  

鮒谷さん 

 

フリートーク、フリーディスカッションを中心にお願いしましたが、鮒谷さんと

の会話の中から多くのヒントが得られました。 

今は本業を続けつつも、ちょうど宙ぶらりんな状況なのですが、更に頑張ろう！

という気持ちやちょっと休憩しても良いのでは？様々な思考が毎日日替わりで出

てきては消えという状況なのです。 

 

これだけの成果を出されていても、更に上を目指される鮒谷さんの時間を自分

のために占有出来、そこから多くのことを得ることが出来る経験は、これ

から迎える 40 代をよりよく生きるためにとても重要な時間・投資と思っ

ています。 

 

今回のコンサルティングで得たことは、 

 

重視している指標は何なのか？ 

売り上げ規模なのか？ 

利益の総額なのか？ 

利益率なのか？ 

一人当たりの利益なのか？ 

毎年増益なのか？ 

 

これまで経営上意識したのは、 

 

・売り上げではなく、利益でもなく、"正のキャッシュフロー"。 

・現金回収も踏まえた十分なキャッシュを保有すること。 

・上記を月次単位(月次決算)で追いかけていくこと。 

 

研究開発会社の場合、開発原価等もあり、利益≠正のキャッシュフローとはなら

ないためこの部分を特に意識してきました。 

今後は何を指標として、経営していくのかをしっかりと考えたいと思っていま

す。 

 

この指標によって、会社のあり方さえも変わってくると思いますので。 

 

・基準を高く持つ 

・基準を高く持つためにも高い目標（夢)を持つ 

（恐らく、一生かなわないくらい大きな夢でも良いのかも・・・。） 

・レバレッジ思考（グローバル、金融、IT）の 3 つのレバレッジを活用し、ビジ
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ネスを大きくする 

・自分なりの黄金のワンパターンを持つ 

（何があっても続けるべき、必勝パターンを持ち、それを愚直に続ける。） 

・労働に紐付く収入ではなく、ビジネスオーナーとしての収入を目指す 

（自分の労働に紐づかないビジネスを作るというのは、自分にとって大きなブレ

ークスルーを必要とするかもしれません。 

自分が行った仕事が実際の顧客の役に立つという実感が今の自分の仕事に対する

モチベーションの源泉だからです。） 

 

自分が今後進めるべき、もっとも重要な課題は、 

 

・新しい目標を立てること。 

・新しい目標に現実感を持たせ、更に達成することの意義を明確化すること。 

 

これらによって、自分の行動は特に意識せずとも自動的にドライブされると思っ

ています。 

 

今回で 2 回目のコンサルティングとなりました。 

当日の話の中で得られることももちろん多いのですが、その後の振り返りの際

や、具体的な業務の中(無意識)の中で多くの気づきを得たことが、じわじ

わと実感されます。 

どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 

（Ｒ．Ｋ 様） 
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目線が高くなればなるほど、その高い目標値をいかにブレイクダウンする

かという課題に直面しますが、そうした課題ほど楽しいものはない、と楽

しい気持ちになれました。  

鮒谷様 

 

こちらこそ本日もありがとうございました。 

生産性向上活動については、私の稚拙な説明に耳を傾けて頂いて本当にありがと

うございました。 

まったく違う業界の方になんとかわかって頂けるように話しをすること自体が私

にとっての大きな気付きとなり、また同時にインプットとなり、貴重な時間とな

りました。 

説明不足な点については、ぜひ御質問下さい。 

 

さて、年商 100 億目標については、私自身がよちよち歩きの段階ですが、お話

しをさせて頂いて、これは本当に良かったな、と思いました。 

もちろん口に出したからには、実現に向けた行動に移ることになるわけで厳しい

ことですが、これを実現したらなんと楽しいことだろうか！ とひとりでド

キドキしてしまいました。 

5 年～10 年で、100 億を達成するためにどうするか？という具体案について、

現実的な事例を挙げて頂けたこと、またゼロベースで考えればいいんだ、という

お話しを聞かせて頂けたことで、自分の中での壁が取り払われ、次のステー

ジに向けての具体案の検討に入れそうです。 

 

また○○さんや○○さん、そして○○についてのお話も刺激的でした。 

世の中で今まさに底流となって動いていることがわかることで、自分の動きが

変わるのは当然ですし、そこを知ることが出来て幸運でした。 

目線が高くなればなるほど、その高い目標値をいかにブレイクダウンするかとい

う課題に直面しますが、そうした課題ほど楽しいものはない、と楽しい気持

ちになれました。 

 

本日も本当にありがとうございました。また次回も宜しくお願い致します。 

（Ｓ．Ｍ 様） 
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1 回目より 2 回目、そして 3 回目と鮮明にやりたいことが見えて来まし

た。  

まずは、先回のコンサル感想をお送りします。 

先回のコンサル、ありがとうございました。 

私もお盆休みなど関係なしに、猛烈に働いています。月走行距離(ランニング)+月

研修数+月労働時間は日本一ではないかと思います。3 指標の単位が違うので足し

算はできませんが、250km+20 本+300 時間となります。 

 

1 回目より 2 回目、そして 3 回目と鮮明にやりたいことが見えて来まし

た。 
 

第 3 回目コンサルを 7 月 28 日(火)に受けさせて頂き、今日まで相当の時間を有

しました。先回頂いた「気づき」を元に、決意を固め、行動を起こしましたので

その報告も兼ねて、感想を述べさせて頂きます。 

 

まず、今回一番の大きな決意は「年収 1 億円」です。 

そうか、そんなことを宣言してもいいのか・・・が一番の感想です。目指しま

す。そのための具体的な行動を起こし始めました。 

 

①B to C 市場へのセミナー、コンサルを始めました。 

②出版準備を始めました。 

③ダントツ活動を始めました。 

 

具体的には、毎日種をまいています。まだ毎日刈り取りはできませんが、日々決

算を始めました。当社は 12 月決算です。今日付けで 61.9%計画のところ、

72.35%の達成です。そして、受注額は 95.47%です。 

 

さらに、お金を使うことにしました。自社、自分に投資します。⇒実は従業員が

驚いています。そして、お客様のためにもっと惜しみなく「時間」と「お金」を

使います。 

 

次回、第 4 回目でも「刺さるような言葉」をよろしくお願い致します。 

Harrywinston の時計を付けて行きますね。 

（nahoko.k 様） 
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まだまだ基準をあげてそこまで結果出ているんだから「もういいですや

ん」と言われるようなレベルを目指すと決意を新たにしました。  

K です。 

昨日もありがとうございました。 

昨日の京丹波の田舎から大阪への高速は対向車線が渋滞で、「世間はお盆なんだ

な」と実感しつつ向かいました。 

 

正直申し上げるとなにか具体的な相談があるというレベルに絞り込めないまま、

コンサルティングの時間を迎えました。 

 

・売り上げを上げる仕組みを作る。 

・中心となる方向性は、LTV を上げること。 

・LTV を上げるには「いま高い顧客をさらに上げる」「いま平均的に低い顧客を

上げる」 

・混合玉石の玉をさらに玉に磨き上げる。 

 

これとまた別に LTV が上がりやすい自社が謳っていることにふさわしい顧客の

確保。これはつまり新規ですね。昨日の話だと砂金ですかね。 

こういったことが頭の中でぐちゃぐちゃになっている状態だったと思います。 

 

メルマガ、ニュースレターなど施策がどの目的に紐付いて実施していくのかこれ

が整理されておらず、整理しないと動けないと思い込んでいる。 

そんな状態だったように感じます。処理が追いつかず、ちょっと動作が重くなっ

ている、フリーズしかかっているタイミングでした。 

 

結果としては 

 

・啓蒙のためのコンサルティング 

・音源をコンテンツ商品に 

 

こういった二つのご提案をいただきました。 

これはこれで取り組みますが、それ以上に価値があったのは「あ、俺、フリ

ーズしかかっているかも」ってことに気づいたことであり、「整理しないと

動けないではなくて、動かないから整理できない」状態になっていること

に気づいたことです。 

 

すぐにぬるま湯につかったり安穏としたりなんとなく漫然としたり、京丹波の性

ではなく、東京の頃からですが。 

 

まだまだ基準をあげてそこまで結果出ているんだから「もういいですやん」と言

われるようなレベルを目指すと決意を新たにしました。 

 

どの施策が、どの目的に紐づくかいまだに整理されてはおりませんが（汗）、整
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理してから動くではなくて動いて出た結果を整理していきます。 

 

ありがとうございました。 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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一度ご経験された方のお知恵をお借りできることは大変なアドバンテージ

になると思います。  

今回も交渉術のノウハウについて、いろいろとご教授いただきありがとうござい

ました。 

なかなか手紙など書くことがないので、添削いただき、いかに自分の文章構成に

おかしいところがあるのかが、よくわかりました。 

今回のところをまとめて、手紙をぶつけたいと思います。 

 

また思いがけずＩさまもご紹介いただき恐縮です。 

一度ご経験された方のお知恵をお借りできることは大変なアドバンテージ

になると思います。 

お忙しい方だと思いますので、日程が合うかはわかりませんが、機会を作ってい

ただきありがとうございます。 

 

またうれしかったのは、 

> 私も人のご紹介等も含めて傍らに待機しておりますので 

>何か急な進展等ありましたら何なりお声かけいただければと思います。 

こちらのメッセージをいただき、どれほど安心感が増したかわかりません。 

お力をお貸しいただければ、ありがたく存じます。 

 

まだまだ背景等の文章を練らなければいけませんが、感情を動かせるような文章

をひねりだしたいと思います。 

 

この度は２回目コンサルありがとうございました。またよろしくお願い致しま

す。 

（Ｙ．Ｈ 様） 
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以前からお聞きしたいと思っていた、鮒谷さんのビジネスに対する取り組

みについて、興味深く拝聴致しました。  

コンサルティング、ありがとうございました！ 

本業の業績が戻ってきたため、特に具体的な相談もなく、以前からお聞きしたい

と思っていた、鮒谷さんのビジネスに対する取り組みについて、興味深く拝

聴致しました。 

 

メルマガでは、よくドラッカーのことについて言及されていますが、売上利益を

目的としてはならない、ということと、何らかの数値目標を掲げて邁進されるこ

とと、どのように折り合いをつけておられるのか気になっていました。 

売上が増大していく局面で、私自身が、それで悩んでいたからでもあります。 

 

私が理解したことは、売上利益は、ビジネスを通じて貢献した結果であり、貢献

できたかどうかを表す一つの定量的な指標として、売上利益は、非常に重要であ

るということです。ビジネスを通じて社会に貢献します、という理念があって

も、貢献したということを定量的に表す指標がなければ、貢献したか、してない

かと言われれば、したかも知れないけれども、この程度でよかったのだろうか、

ということになりかねません。このくらい貢献したなら、これくらいの売上利益

がもたらされるはず、と目標設定をしておかなければ、結局は楽に流されて、貢

献できないまま終わってしまいかねません。あくまで、売上利益は目的ではあり

ませんが、売上利益の目標設定をすることは、ミッション実現には必要不可欠で

あることを、再認識致しました。 

 

先日、余りの業務の多さに、弊社の番頭が音を上げ、爆発してしまいましたが、

それでも、安易に受注を制限することなく、売上利益にこだわり、かつ、番頭の

負担を減らそうと努力しています。 

 

コンサルティングの最後の最後に、クライアントに情報発信しようとしていたこ

とを思い出し、（もうちょっと、早く気付けばよかったですね。。。）次回以

降、メルマガコンサルをしていただくことになりました。 

このテーマ、鮒谷さんのど真ん中でしたね！ただ、情報発信がうまく行き過ぎ

て、これ以上仕事が増えても困るんですが(^^ゞ、お断りしたら、もう頼まん、と

はならずに、懲りずに依頼してもらえる、行列のできる設計事務所を目指しま

す。メルマガコンサル、楽しみにしています！ 

（Ｔ．Ｉ 様） 
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いままでたくさんのアドバイスを頂き、1 つ、また１つと打ってきた点が

早くも線になり始めた実感をヒシヒシと感じております。  

鮒谷さま 

 

先日は、朝早くよりお時間を頂きありがとうございました！ 

今回は、ここには書きにくいプライベートな話から思いつきレベルの（汗）

ビジネスプランに真剣にご相談に乗っていただき、ありがとうございま

す！！ 

企業・行政から戴いたお仕事の依頼を、如何にして結果をだし、次につなげてい

くのか？ 

またそのような無形資産を持つことで、銭湯のビジネスを思い切ってできること

まで多岐に渡るアドバイスをありがとうございました！ 

 

いままでたくさんのアドバイスを頂き、1 つ、また１つと打ってきた点が

早くも線になり始めた実感をヒシヒシと感じております。 

 

長期視点で見た人生プランである◯◯の準備は 1 年前からしなくてはならないこ

と、そのための必要な予算は◯◯円くらい用意しなければならないことや、目の

前にあるチャンスに素早く行動できるようにとその場にて、◯◯様をご紹介い

ただけたことによって大変行動のスピードがあがりました。 

早速今週中にお会いする約束ができました！ ありがとうございます！ 

 

銭湯をいかにして残していくか？ という僕にとっては大きな課題を、頂いたアド

バイスを糧に心を折らないようにしっかりとじっくりと取り組んで行きたいと思

っております。 

まずはインスピレーションを得るために、アンテナを立てておきます！ 

また進捗をご報告させてください！ 

この度はありがとうございました！ 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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個別コンサルとして、毎月、鮒谷さんに会う意味は目線を上げてくれるア

ドバイスをしてもらえるからだと思います。  

先日は、東京ドームホテルでの個別コンサルありがとうございました。 

あまり事前にテーマを決められず、自分の思うところをダラダラと話してしまっ

て申し訳ありませんでした。そんな私に対して、的確なアドバイス頂きありがと

うございました。 

 

鮒谷さんと話していつも思うことは、まだまだ自分は余力を残して、人生を過ご

しているなということです。自分の基準の低さを実感します。 

今回、「基準を高める」「目線を上げる」「枠から一歩外に出る」といった話を

あらためて聞かせていただき、またいろいろと自分の意識が変わりました。 

 

鮒谷さんの教えの中で、まずは実践したいことは、「年じゅう休みを入れないこ

と」です。 

曜日の感覚が無くなるくらい、予定をいれてみたいと思います。 

とりあえず、いわれたとおり、休日の朝と夜に予定を入れるようにしてみます。 

鮒谷さんに言われて、自分には、休みをとらなければいけないという思い込みが

あることに気が付きました。 

それまで、正直、「人間は休みはとらないといけない」という思い込みを疑って

みることもなかったです。 

休みの日は昼まで寝てしまうような堕落の行動をしても、これも休みだからいい

やと思っていました。 

しかし、そうした堕落の行動をとったときは、必ず月曜日にはなにか疲れている

状態になっていました。 

 

今後も、自分の目線を高くせざるをえないようなところにどんどん出て行

きたいと思います。 

こうして個別コンサルとして、毎月、鮒谷さんに会う意味は目線を上げて

くれるアドバイスをしてもらえるからだと思います。 

福井県という田舎では味わえない刺激を、毎回、都会でもらっています。 

今後ともよろしくお願いします。 

（Ｈ．Ｋ 様） 
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すでに３回目まででもとを取ってしまいましたが（笑）、おかげさまで本

業も順調に進み嬉しい限りです。  

鮒谷さん、４回目のコンサルをありがとうございました！ 

すでに３回目まででもとを取ってしまいましたが（笑）、おかげさまで本業

も順調に進み嬉しい限りです。 

脳梗塞になるおまけ付きで（笑） 

 

今回びっくりしたのは「鮒谷さんはクライアントよりもさらに一歩先を見て

いる」ということです。 

クライアントすらまだぼんやりしていて解像度が低い状態の願望を、鮒谷さんは

すでに見ていらっしゃる。 

そして、それを前提に提案をしているので、次から次へと言葉が心に刺さって

くるのです。 

今回も「そうだ！そうなりたかったんだ！」という驚きが目白押しで、終わるこ

ろには「もう行動せずにはいられない」具合に仕上がっていました（笑） 

カウンセリングもコーチングも同じものが根底に流れていると改めて痛感しまし

た。 

そして、「気づいたら内発的に動機付けしている鮒谷さんはすごいな」と改

めて実感しました。 

 

次回までにはさらに喜んでいただける成果をつくってきます。ありがとうござい

ました！ 

（Ｍ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんから頂くメールやコメント、ちらしや営業資料？申込書の文言等

は直ぐに活用できる物が多いのであらかた借用をさせていただきました。  

セミナーやメルマガで学ばせていただいていたことを現在の自分自身の環境にあ

わせてアドバイスをいただければと思ってコンサルを受けさせていただきまし

た。 

自分の現状や置かれる立場を説明するにあたってもっと事前に分かりやすく資料

を作って事前に伝えておけば良かったと話しをしながら感じておりました。 

コンサルの最中に丁寧にヒアリングをしていただき、質問を投げかけていた

だく事が自分自身の整理にもつながりいろいろな甘さを痛感しました。 

 

鮒谷さんから頂くメールやコメント、ちらしや営業資料？申込書の文言等

は直ぐに活用できる物が多いのであらかた借用をさせていただきました。 

まだ借り物状態なので次回以降に定着できるようにしていければと思います。 

 

コンサルの最中に自費で来ているのか？？という質問を頂きました。 

勤務先の仕事の課題解決のみがメインの目的だったのですが、よくよく考えれば

自費なので 1，2 回程度仕事の話しが落ち着いたら別の話も出来れば良いかなと

思いました。 

まずは営業プラント作りがメイン目的なので引きつづきよろしくお願いいたしま

す。 

（ソフトウェアメーカー 事業責任者 Ｒ．Ｓ 様） 
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メルマガもそうなのですが鮒谷さんのコンサルを受けているからこそリア

ルに書籍の内容が自分自身に浸透してきました。  

鮒谷さん 

 

2 回目のコンサルティング有難うございました。 

営業プラント構築業務をメイン目的で進めておりますが、営業以外にも社内のス

タッフの体制、開発の順位付け、既存のお客様のサポートなど諸々改善すべき所

が目についてきて（今まで業務を行っていたので見てなかったわけではないので

すが解決できる手順が分かったので目についてきたのだと思います。）、適宜緊

急度合いに応じて可視化して、構造を作ってという作業が少しずつですが出来て

きました。 

まだ少しずつといった所なので時間はかかると思いますが、一人ではなくてチー

ムでやっていることなので自分の学んだことをいろいろなアプローチでメンバー

に提供して良いサイクルを作って行ければと考えております。 

 

あわせてフォローをおこたっていたお客様のメール（1,600 ほど）に新サービス

のご案内を送ったり等して少しずつ既存のお客様候補への対応も手を入れていっ

てます。 

アドバイス頂いたホームページも修正項目を社内の別部署に伝えたので時間は少

しかかりそうですが改善のめども立ちました。 

 

ご紹介いただきました書籍も読んでみました。 

メルマガもそうなのですが鮒谷さんのコンサルを受けているからこそリア

ルに書籍の内容が自分自身に浸透してきました。 

 

今後も様々手をうちながら前進した状態で次回のコンサルを受けられるようにで

きればと考えております。引きつづきよろしくお願いいたします。 

（Ｒ．Ｓ 様） 
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個別コンサルでは毎日聞いているＣＤ（大げさではありませんよ）やメル

マガでお話しされていることが僕の事例と置き換えていただけるので、イ

メージしやすく、しかも幅広い事例を挙げていただけるので基本と、応用

するポイントを同時に教えていただいている感じでした。  

セカンドステージ代表 鮒谷周史様 

 

いつもお世話になっております。 

昨日は貴重なお話をありがとうございました。 

フロントでお会いした時に自分のことを覚えていただいていたので、一瞬で

緊張がほぐれました！ 本当に嬉しかったです。 

 

今回はボコボコ（笑）になる覚悟でコンサルを申し込んだのですが、終始否定は

されず、補正の仕方のみに集中していただいたことが、背中を大きく押された

感じで凄く良かったです。 

 

最近は行動力の割に成果が出ないため、チョロＱみたいな状態でフラストレーシ

ョンが溜まっていましたが、その糸口も見つけていただきありがとうございまし

た！ 

手法からＯＳの書換えまで幅広くアドバイスを受けただけでなく、僕自身の中に

存在する点と点を繋げていただいたので、今後の行動が加速しそうです。 

 

個別コンサルでは毎日聞いているＣＤ（大げさではありませんよ）やメル

マガでお話しされていることが僕の事例と置き換えていただけるので、イ

メージしやすく、しかも幅広い事例を挙げていただけるので基本と、応用

するポイントを同時に教えていただいている感じでした。 

 

あとは実践あるのみです！ 成果は支払った 1000 倍にしてみせます！ 

本当にありがとうございました！ 

（岡田糧税理士事務所 所長 岡田 糧 様） 
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今回のコンサルでは、あらかた決めてきた内容について、見て頂きました

が、鮒谷さんとお話をしているうちに、普通に考えるとかなりリスクの高

い案件なのだろうなと、改めて思いました。  

鮒谷さん、12 日は遅い時間までコンサルティング頂きありがとうございまし

た。 

時間も延長して話して頂き、感謝致します。 

 

今回のコンサルでは、あらかた決めてきた内容について、見て頂きましたが、鮒

谷さんとお話をしているうちに、普通に考えるとかなりリスクの高い案件

なのだろうなと、改めて思いました。 

商売の主導権を握れない業態であるが故もありますが、鮒谷さんのおっしゃられ

ていた、「最悪を想定して、最善を尽くす。」で考えますと、最悪の場合は討ち

死にするモデルですので、博打的要素がありますが、この業界では仕方ないこと

と割り切っていきたいと思います。 

 

また常にリスクを頭においていらっしゃって（最優先事項ですね。） 

「これって、よくよく考えて、やった方がいいんですかね？」 

とおっしゃられた時には、え？いまさら？？と少し思いましたが（笑）ゼロベー

スで常に考えるということだなと思いました。 

（合っているかわかりませんが、交渉が進む中においても常にその交渉をなしに

するという選択肢も念頭に置いておくということだなと解釈しました。） 

 

この件に関しましては、先方の出方次第ということはあるにせよ、ある程度のと

ころまで進んできているので、（鮒谷さんのコンサルでけつを蹴っていただ

いたおかげです）次回からはぜひ、新しい商売のタネの見つけ方！？について

ご教授いただければと思います！！ 

これからもよろしくお願い致します！ 

（Ｙ．Ｈ 様） 
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私の拙い話しの中にきっかけを見つけて、鮒谷さん自らが変革しようとい

う意志を見せてくれたことも、まさに単なる座学ではない実践派コンサル

の生の姿を見せて頂けて非常に感謝しています。  

本日もありがとうございました。 

自分の強みに特化してまず小さな穴を空けて深堀りします、みたいな話しからス

タートしましたが、ドラエモンのどこでもドアがいきなり登場し、ドアを開くと

そこには違う世界が待っていたという展開となり私も驚きました。 

 

お金と感情や身体との関係など、たぶん知ってはいたけれど言葉としてすく

い上げたことがなかったお話しも非常に興味深く、さらに嫉妬については今日

の話しの中ではまったく起きないのですが、別の場面では起こることがあるため

これはまた次回にお話しさせて頂こうと思いました。 

さらに私の拙い話しの中にきっかけを見つけて、鮒谷さん自らが変革しようとい

う意志を見せてくれたことも、まさに単なる座学ではない実践派コンサルの

生の姿を見せて頂けて非常に感謝しています。 

 

鮒谷さんの 「はいか、イエスか、喜んで！」という言葉を私も頂いて、メンタル

ブロックを突き破って次のステージに進んで行きますので、引き続き宜しくお願

い致します。 

本日はありがとうございました。 

（Ｓ．Ｍ 様） 
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今回のコンサルは、私たちがまだまだ見えていなかった部分に、光を当て

ていただいた回となりました。  

鮒谷さん 

 

先日はありがとうございました！ 

感想をお送りするタイミングが遅くなってしまいました（汗） 

 

今回のコンサルは、私たちがまだまだ見えていなかった部分に、光を当てて

いただいた回となりました。 

囲碁ビジネスという、目に見えないものを売っていく事業だからこそ、いかに周

囲に対して、囲碁の特徴を可視化していくかが大きな課題となります。 

聞いた瞬間に、囲碁の世界観がイメージができるような、「商品（囲碁の特徴）

の言語化」がまだまだ不十分であり、特徴を事細かに説明できる状態になってい

なかったことを反省しております。 

自分自身にとって当たり前なこととして捉えていることを、隅から隅まで見える

ようにしておくことで、商品を販売していく仕組みもイメージできる。 

起業してから 3 ヶ月ということもあり、良く言えば前傾姿勢。 

悪く言えば前傾姿勢が故に視野が狭くなっていたと思います。 

 

また今後に向けた、効率的な仕組みを作るための方法についても指摘してい

ただきましたので、今取り組んでいる【初段プロジェクト】に集中しながら、

事業全体のための、より良い仕組みづくりを進めていきたいと思います！ 

本当にありがとうございました！ 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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個別コンサルを受けるたびに、現状に満足してはいけない、もっと上の世

界があるんだということで、魂が揺さぶられます。  

先日は、個別コンサルをありがとうございました。 

普段、福井という地方でなかなか味わえない刺激をありがとうございまし

た。 

鮒谷さんのいう基準を上げていくための仕組みが、私にとっては、この個

別コンサルだと思います。 

個別コンサルを受けるたびに、現状に満足してはいけない、もっと上の世

界があるんだということで、魂が揺さぶられます。 

 

今回は、時間管理について深く学ぶことができました。 

時間管理で重要なアウトソーシングについて、その方法も含めて詳しく教えてい

ただきありがとうございました。 

私と同業である弁護士の高井伸夫先生のエピソードはかなり印象的でした。 

人間はここまでの仕事量をこなすことができるんだということで、かなりの衝

撃を受けました。 

自分がまだまだな存在であるということを実感するとともに、まだまだ成長の

余地があることがわかり、だんだんと燃えてきました。 

 

まずはやることとしては、自分の秘書的な業務をやってくれるパートの人を１名

採用することをしていきたいと思います。今後の個別コンサルまでにどれくらい

のことができたかをまた報告させていただきたいと思います。アウトソーシング

でどこまで自分の仕事量を増やしていけるかの挑戦をしてみたいと思います。 

（法律事務所経営 弁護士 Ｈ．Ｋ 様） 
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自分一人で、思い悩み苦しんでいる方には、肩の力を抜いて、リラックス

して相談できる鮒谷さんは、とても貴重な存在だと思います。  

今回も、ありがとうございました。 

今回は、前回までの打合せを踏まえて、相談させて頂きました。 

 

鮒谷さんの印象は、近所にいそうなお兄さんという感じで、一見、普通な感じ

の方なのですが、一度、話し始めると、圧倒的な経験と知識で問いに対し

て答えてくれました。そのギャップは衝撃的でした。 

 

コンサルティングの中で様々な言葉のシャワーを浴びさせて頂いたのですが、

「成果を上げるものは仕事から入らない、時間から入る」「生活のエコシステム

化」など、自分の個人的な課題である時間の確保についてアドバイスを頂いて目

から鱗でした。自分の状況を踏まえた上で、的確にアドバスして頂いたと思って

います。 

 

何事も中途半端に行っていたら程ほどの成果しか得られないので、もっと徹底し

て一つの事を深堀して黄金のワンパーンをみつけて下さいとのこと。 

広く手を広げすぎて最終的に何も残らないという事は、今まで多く経験してよく

理解しているつもりなのですが、ついついやってしまいます。 

ですので、その言葉を肝に銘じて、自分自身を客観的に分析して、自分の心の底

から打ち込めるものをみつけて徹底的に、打ち込んでみてたいと思います。 

数カ月先、数年先に大きな変化、躍進を遂げることができると感じていま

す。 

 

最後に、コンサルティングを受けてはじめて数カ月が過ぎますが、自分の習慣

の中で変化したものも数多くあります。 

その変化を楽しみ、もっともっと変化して成長していきたいと思います。 

自分一人で、思い悩み苦しんでいる方には、肩の力を抜いて、リラックス

して相談できる鮒谷さんは、とても貴重な存在だと思います。 

その相談の中で、これから先の人生の中で迎える様々な岐路における準備を出来

れば人生が明るいものになると確信しております。 

 

それでは、引き続きよろしくお願いします。 

（株式会社須賀商店 代表取締役 古閑崇史 様） 
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「幸せぼけ病」「成長ストップ病」にかかっていた私は、初めて鮒谷さん

とお会いし、基準を上げることの重要性に気づき決意し、行動を起こし、

進み始めました。 そうすると、出てくるアイデアも、付き合う人も、重要

だと思う価値観も変わるものですね。  

第 4 回目の個別コンサルも終了し、残るは 1 回となりました。 

今回は、目の前の緊急性のある課題を解決するためのコンサルではなく、とにか

く自分の変化に対して、鮒谷さんのご意見を伺いたいと思い、フリートークの形

でのぞみました。 

次回の第 5 回目は、新しい事業が進んだところで、明確な課題を持参しお話を伺

いたいと思ってます。 

 

それよりも今更ではありますが、第 1 回目のお礼をお伝えしたいと思っていま

す。 

「幸せぼけ病」「成長ストップ病」にかかっていた私は、初めて鮒谷さんとお会

いし、基準を上げることの重要性に気づき決意し、行動を起こし、進み始

めました。 

そうすると、出てくるアイデアも、付き合う人も、重要だと思う価値観も変

わるものですね。 

 

まずは、休養タイムが不要となりました。 

知見を深めるための休暇は無理にでも取りますし、知人、友人との会食も大切に

していますが、グダグダしている時間はゼロになりました。 

そして、並行して事業を立ち上げることで、相乗効果が生まれ始めました。 

まだまだ準備段階ではありますが、確実に結果を残していきます。 

 

今後とも、よろしくお願い致します。 

（Ｎ．Ｋ 様） 

 

  



 - 320 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

昨日の個別コンサルティングの感想は、「あなたの見ているもの、知って

いることの真横に埋蔵金があるのですよ～」と言われている感じでした。  

鮒谷さん、昨日はありがとうございました！ 

昨日で個別コンサルは２回目でしたが、より具体的な方向性と手法を教えてい

ただいたので、すぐに実践いたします。 

お陰様で今は、止まってられない状態になっております（笑） 

 

昨日の個別コンサルティングの感想は、「あなたの見ているもの、知っている

ことの真横に埋蔵金があるのですよ～」と言われている感じでした。 

しかし灯台下暗し。 

自分のことは自分が一番知らない。 

どこがズレていて、どこから始めたらいいのかはわからない。 

だからアドバイスをもらう事が非常に重要。 

 

正直昨日の〝仕組化〟の言葉だけで、コンサル料金のもとが取れた気がしま

すが、何事も習慣です！  

仕組化も、「楽しめる」に域に達せられるように頑張りたいです。 

 

来月は〝成果〟を手土産にコンサルを受けたいと思います。 

ありがとうございました！ 

（Ｒ．Ｏ 様） 
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鮒谷さんにまだ今のビジネスをやり尽くしていないことを見抜いていただ

き、新規顧客の獲得に関してレクチャーいただきました。  

先日は４回目のコンサルティング、どうもありがとうございました。 

今回は新ビジネスについてのお話ということで、どういう展開になるのだろ

う？？ と思っていましたが、鮒谷さんにまだ今のビジネスをやり尽くしてい

ないことを見抜いていただき、新規顧客の獲得に関してレクチャーいただ

きました。 

 

何年か前に一度考えたきり、新規の顧客をとるにしても今薬局業界の中で熱い、

在宅医療に関してはいろいろと考えていましたが、既存のビジネスモデルであ

る、店舗型の方は最近なにもしていなかったなぁと考えさせれた次第です。 

処方元との関係や、近隣の薬局もあることなので、勢いだけでおりゃーとはでき

ないですが、美しくできる方法をいろいろ考えたいと思います。 

やったら、やり返されて、泥沼になっては元も子もないので（笑） 

 

しかし、電柱看板はまったくと言っていいほど、考えていなかったので、そうい

う方法で顧客を誘導する方法もあるよなーと考えさせられました。 

やはり、売上を伸ばすには新規顧客をかっちりと獲得し、既存の顧客は逃さな

い。これが大事だと、当たり前のことですが、再確認させていただきありが

とうございました。 

 

来月は予定が合わず大阪に伺うことができませんが、また次回よろしくお願いい

たします！ 

（会社経営 Ｙ．Ｈ 様） 
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この 5 回で、確実にビジネスの仕組みを進化・深化させることができまし

た。  

鮒谷さま 

 

5 回目のコンサル、ありがとうございました！ 

この 5 回で、確実にビジネスの仕組みを進化・深化させることができまし

た。 

 
WEB サイトを充実させ、商品を揃え、Facebook・ブログ・メルマガを連動さ

せ、ひと通りの器を作ることができました。 

 

初回のときの状況を思うと...、別世界です。そして、ありがたいことに具体

的な成果も出すことができました。 

 

図らずも、この 5 回の間に自分が脳梗塞を患うという、一生忘れられない出来事

が起きました。でも、そんな状況だからこそ「コンサルティングを受けていて

本当に良かった！」と心から思いました。 

 

鮒谷さんのコンサルティングを受ける前は、単価の安い仕事をかき集めて、無理

やりに成果をあげることに忙殺されていました。 

傍からみたら、一応は上手くいっているように見えていたかもしれません。 

でも、本音を言えば、 

 

「結構たいへん！」 

「いつも忙しいなぁ」 

「いつになったら休めるんだろう」 

 

というところでした。 

 

しかし、鮒谷さんのコンサルティングを受け、仕組みに焦点を当てられるように

なり、単価を高め、ゆったりと仕事をこなし、結果としては商品の品質も

あがり、お客様に価格以上の価値を提供でき、とても喜ばれるようになり

ました。そして、鮒谷さんとの対話を重ねる中で、自分自身の本当の願望も明

確になっていきました。これからコミュニケーション改善のプロフェッショナ

ルとして、残りの人生を輝かせていきたいと思います。 

 

鮒谷さんのコンサルティングは抽象から具体まで縦横無尽、対話の中で

様々な気づきと学びがあります。 

最初はもとを取れるか心配していましたが、おかげさまで、もとを取って余り

ある状況になりました（笑） 

 

あらかじめ、先へ先へとポジティブに楔を打つべく、引き続きコンサルティ
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ングをお願いしたいと思います。 

全 5 回のコンサルティングはいったん終わりますが、継続してどうぞよろしくお

願いします。 

そして、脳梗塞にはお気をつけて(笑) 

（布留川雅紀・大久保まいカウンセリング事務所 布留川雅紀 様） 
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今回も、たくさんのお話のなかから、「人生におけるファストパス」を、

授けていただき大変感謝しております。  

鮒谷さま 

 

本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございました！！ 

 

いつも個別コンサルティングでたくさんのお話を聞かせていただいて思うこと

は、鮒谷さまのコンサルティングは、もはやコンサルティングというよりも

「アート」なのではないか？ということです。 

マーケティングやブランディング、セールス、心理などのビジネス要素や幅の広

い知識、教養が織りなす多重構造の知的エンターテイメントなのではないか

と感じています。 

お話をきかせて頂いている時間はあっという間に過ぎていきますが、自分のビジ

ネスにすぐに効く具体的なアイデア、アドバイスから、深いところに影響して

徐々に浸透し、1 週間後 1 ヶ月後に、「そうか、あれはこういうことだったの

か！！！」と、思えるようなことまで体験させて頂き、後に勝手に盛り上がりモ

チベーションがぐんぐん上がっていくことのこれまでに多々ありました。 

 

今日のお話は、とくに生々しく（笑）とてもここでは書けるようなことはないの

ですが、 

「最近、Ｔさんの軌道に乗り始めたセミナー・講演のお仕事や、コンサルティン

グ業というのは◯◯のようなものだから、どんどん数をこなしていくことによっ

て◯◯のような現象がおきてくるんですよ」 

というアドバイスは、少し靄がかかっていた気持ちを、ぐっと背中を押し出

され、すっきりとした晴天の世界へ押し出して頂けました。 

やはり、コンサルティングとは言うものの、「アート作品」で、あるので体験、

体感するまでに本当の価値に気がつけないような気もします。 

 

今回も、たくさんのお話のなかから、「人生におけるファストパス」を、授

けていただき大変感謝しております。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します！！ 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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結論から申し上げますと、「もっと早くご相談しておけばよかった」と思

いました。  

感想が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。 

 

前々からご相談をしたかったのですが、なかなか余裕（金銭的かつ時間的）がな

く時間ばかりが過ぎていたのですが、ようやく決心をしてお申し込みさせていた

だきました。 

結論から申し上げますと、「もっと早くご相談しておけばよかった」と思い

ました。 

 

本日（11/1）をもって、14 期目に突入いたしました。 

これもひとえに今まで支えてくださった方々のおかげでございます。 

来年はここに鮒谷様のお名前も加えさせていただきたく、今後のご指導・

ご鞭撻をお願い申し上げます。 

 

さて、1 回目のご感想ですが、繰り返しになりますが、「もっと早くご相談して

おけばよかった」と言うことになります。 

時間も延長していただき、色々なご指摘や気づきを与えてくれました。 

「バスケのピボット」という表現だったと思いますが、今のビジネスを軸足に外

に攻めていかれたらとのこと、とてもしっくりきました。 

 

また、起業してから 13 期は経ちましたが、大きな失敗を経ながら年数だけは経

過しており、それほど実績もなく、自信がない私ですが、勇気づけていただきま

した。 

まずは、○○○○、○○○○、○○○○の 3 点セットを作成したいと思います。 

 

また、新たな事業展開（BtoC）として、高額、非日常、カスタマイズ系の商

品、買ってみなければ分からないサービスの提供を考えたいと思います。 

300 円の○○○○を売る商売と 300 万円の○○○○を売る商売の例もお話しい

ただきましたが、300 万円とまではいきませんが、高額プログラム（より良い人

生）を売る商売を目指したいと思います。 

 

今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

（埼玉県 小林 様） 
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悩んでいる部分というか自分の中で引っかかっている部分を見透かされた

感じがあり、ある意味ショックでしたが、ある意味ほっとしました。ほっ

としたのは、相談できる相手が見つかったということなんだと思います

（そう自分で理解しました）。  

悩んでいる部分というか自分の中で引っかかっている部分を見透かされた感じが

あり、ある意味ショックでしたが、ある意味ほっとしました。 

ほっとしたのは、相談できる相手が見つかったということなんだと思います

（そう自分で理解しました）。 

 

また、理系出身である私にとっては、抽象化思考でいくという話が非常に分かり

やすかったし、良い指針になりました。 

理系的な思考は学術的な方面では良くても、実社会ではその形を変えていかない

といけないのかなと何となく思っていた部分がありましたが、その考えも改まり

ました。高校生の時に初めて物理学を学んで感動した感覚を久々に思い出しまし

たし、その延長線上にビジネスもあるんだと思うとなんだか今まで感じたことの

ない興奮を覚えました。 

 

サービス提供をする際の価格の話も、本当に考え方が大きく変わりました。な

ぜかお金をもらう際には、自分のことを過少評価してしまうというか、こんなに

お金をもらっていいのだろうかというメンタルブロックが働いていたのですが、

それも理屈で覆されました。 

「理屈で」という部分が私にとっては非常に大きかったです。 

この点も、良くも悪くも理屈が通らないと前に進めない性分である私にとっては

ありがたかったです。 

この価格に関しては、なんとなく自分の価値を自分で決めつけてしまっている、

しかも低めに決めつけてしまっている自分にあらためて気がつきました。 

もちろん、価値のないものを提供してもしょうがないので、お金をもらい、それ

をあらたに価値に変えていくという良いサイクルに入ることを常に意識したいと

思います。 

 

次回コンサルティングまでに、勧められた書籍を読み、ビジネスを俯瞰でゼロベ

ースでチェックしようと思います。 

（経営者・公認会計士 Ｍ．Ｍ 様） 
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鮒谷さまの個別コンサルティングは王道、本質、原理原則という普遍軸の

上に成り立っていると感じました。  

鮒谷さま 

 

この度は全５回のコンサルティングありがとうございました。 

 

鮒谷さまの個別コンサルティングは王道、本質、原理原則という普遍軸の上に成

り立っていると感じました。 

毎回、鮒谷さまに壁打ちのお相手となっていただき、お話しさせていただいた中

で、私の内に秘めた思いを翻訳してもらっているかのような感覚さえ覚えまし

た。 

それはこれまでの知識、経験、探求に裏打ちされた圧倒的本物だからこそ導ける

境地なのだと感じます。 

そして、いつも帰る時には心に小さな火が灯されていました。 

その火に油を注ぎ、次のコンサルティング時に成果を報告する。 

そんな全５回の有意義な時間だったように感じます。 

 

また、然るべきタイミングで様々なプロフェッショナルな方々をご紹介し

ていただき、事業が飛躍するために不可欠なドリームチーム構築までして

いただきました。 

私はまだ何も成し遂げていませんが、全５回のコンサルティングで、強力な

ビジネスの立ち上げが出来る事になりました。 

すべては結果でお返ししていきます。 

 

鮒谷さま、本当にありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いします。 

（株式会社ライフデザイン 代表取締役 山内英嗣 様） 
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鮒谷さんのお話や音源の中で、自分が直感で行動したことが、自分にとっ

て良いのか悪いのか等、明確に分かり、大変ありがたいです。  

鮒谷さん 

先日の個別コンサル、大変どうもありがとうございました！ 

 

あの後、目標音源 3 部作も聴かせて頂き、先ほど早速目標を立てました。 

 

この 2 ヶ月である程度ガッツリ動いてきて、少し一息ついた感覚があったのです

が、鮒谷さんの「意思決定基準は何か？何のための売上目標か？」という質問

に、ギクっとしました。 

 

先ほど思い出したのが、僕が独立する前に文字にしていた「仕事のあるべき姿」 

 

・色々な人と色々な場所での仕事 

・思いやりを持って、互いに助け合い、心に余裕を持ち、皆がハッピーになれ

る、精神的に豊かな仕事 

・正確性＆スピードのみの業務処理を減らし、本質構築の仕事を増やす 

・刺激的な環境で働きたい→東京に行く 

・目の前の人を笑顔にする、目の前の人の笑顔を感じられる仕事 

・自由な、創造的な仕事 

・変化が多い仕事 

 

が、現在いつの間にかほぼ達成していて、だからこそ、今は日々超ハッピーなの

だと分かりました。 

 

ただ、これからの目標は「えいやっ！」で立てた売上目標のみ。 

将来的の何となくなゴールイメージはあるものの、直近の行動への強烈な動機付

け/意思決定基準がなかったのです。 

 

僕が普段、ものづくりコンサルにて、お客様の現場での圧倒的な成果出し活動の

ために、経営者と共に心から奮えるビジョン立案からスタートしているのに対

し、自分自身のビジョンがまだまだ明瞭でない！と、気づいたのです。 

 

今回 2 時間取ってガーッと Bing/Doing/Having の目標を作り、ダイブ熱量が上

がってきましたが、まだまだ足りない。 

 

これから毎朝眺めながら付けたし、日々思いついた瞬間に付けたししながら、自

分自身への強烈な引力を作っていこうと思いました。 

目標が現状と離れすぎてる上に、目標へのステップが全く見えないですが、一歩

ずつ、全力で行こうと思います。 

 

そして何よりも、既存顧客の方々への圧倒的付加価値発揮を、最優先していきま

す。 
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いつも、鮒谷さんのお話や音源の中で、自分が直感で行動したことが、自

分にとって良いのか悪いのか等、明確に分かり、大変ありがたいです。 

 

そして、目標 3 部作音源、最高傑作でした！ 

 

いつも本当にどうもありがとうございます。 

次回もどうぞ、よろしくお願いいたします。  

（福澤商店株式会社 代表取締役 福澤 知浩様） 
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10 年ももやもやしていたことがたったの一言で瞬間的に解決する、この

感動はなかなかない体験です。  

この度は、２回めのコンサルティング、有難うございまいした。 

 

私が長年悩んでいたことを見抜いていらっしゃったのか、それとも、これが普遍

的な新しい OS への書き換え手法なのかはわかりませんが、我が意を得たりの

見事に的を得たお話をいただき、あっと言う間の 2 時間でした。 

 

あらためて、目標設定の大切さと頭で学ぶより身体で感じることの重要性を

学びました。 

 

それから、これが一番の今回の気づきでしたが、人間関係のつくりかた、特に、

自分を追い込むために【出来るようになってから出来ることを伝える】ではな

く、不謹慎でも、【できなくても出来るようになりたいことを伝える】「言っ

た」ことで、やらざるを得ない状況をつくり、それが自己洗脳となりいずれ達成

される、という考え方。 

 

なんとなく、そうかな、でも・・と思っていたことを、みごとに説得力のある

言葉で、確信に変えてくださったこと、これで自信をもって動くことがで

きそうです。 

10 年ももやもやしていたことがたったの一言で瞬間的に解決する、この感

動はなかなかない体験です。 

 

ただ、2 時間の内容を振り返り、今日の内容を自分の言葉にしようとすると、な

かなかうまく言語化できません。大量にのこされたメモとお話の録音を何度も聞

き返して、まずは、強烈に言葉を頭に叩き込んで、それを常に意識した行動をこ

ころがけること、そして、予定を自分の時間を創りだして、恐れずに一歩踏み出

すこと、この 1 ヶ月はこのことに集中します。 

 

本当に有難うございました。 

来月は行動した結果をご報告し前進した私にさらなるご指導をいただければと思

います。  

（匿名希望様） 
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「それ面白いですね！」の繰り返しであっという間にコンサル時間が終わ

ってしまいました。  

圧巻セールスセミナーを受講し、終了後に個別コンサルをその場で申し込

み、なんとその次の朝に個別コンサルを受けました。 

まさに、「お前はもう買っている」という状態ですね笑 

 

前日の晩に申し込んでいるので、鮒谷さんに準備時間などなかったはずですが、

FAX-DM の精査や、ネットワークを活用しての営業強化、チラシの改善、顧問

契約などなど出るわ出るわ大所高所から色んなアイデアが笑 

 

「それ面白いですね！」の繰り返しであっという間にコンサル時間が終わ

ってしまいました。 

 

特に記憶に残ったこととして、鮒谷さんがご自身の本を私に役立つからとその場

でプレゼントしてくれたのには本当にびっくりしました。 

（鮒谷さんはその場で同じ本を amazon でもう一度購入してました笑） 

 

おまけに、今の私に必要な方までご紹介いただき本当に感謝です。 

さっそく今月お会いする約束を致しました。 

 

結果にコミットする鮒谷さんならではのコンサルだなと改めて思いました。 

 

今回見えてきた課題について、次回コンサルまで可能な限り詰めていく予定で

す。 

今後ともよろしくお願い致します。  

（いこま電力 取締役 営業部長 山田 健太郎様） 
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私の実情に合わせてお話しいただいたので、イメージが湧いて何が足りな

いか！ 

何を解決していく必要があるのか？が見えました。  

平成進化論をいつから購読を始めたか？と改めて確認すると 2009 年 11 月から

でした。 

・・・ということは、6 年半近く購読していたことになります。 

 

それだけ長い間読み続けていて初めてのコンサルティング、内心はダメ出しばっ

かりかも・・・とビビッてました。（汗） 

コンサルティングはとてもパワフルで、中身が濃く、終わった時は頭から

湯気が出るくらいな感じです。 

平成進化論を購読していて、出てくるキーワードに納得はするのですが、自分自

身に置き換えた時のイメージがイマイチ湧いてなかったのが正直なところ。 

今回は私の実情に合わせてお話しいただいたので、イメージが湧いて何が

足りないか！ 

何を解決していく必要があるのか？が見えました。 

 

次回のコンサルティングまでにやらないといけないことに取り組んでいきます。 

 

GW 明けにメルマガ募集ができるように、アメブロのサイト改修とメルマガ配信

システムの申込みを行います。 

平行して、メルマガの文章ストックをしていきます。 

 

次回以降のコンサルティングもよろしくお願い致します。  

（一般社団法人えがおファーム代表理事 清岡 賢 様） 
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なかなか耳が痛いことも言われましたが、振り返ってみると、先輩経営者

に親身になってアドバイスをいただけることなど、そうそうあることでは

なく、それをお金で買えるなんて本当にラッキーだったな、と今思ってい

ます。  

２０１５年末に、『来年は鮒谷さんの個別コンサルを受けよう』と考えていたと

ころ、名古屋個別コンサルの案内が届き、即断即決で行動しました。 

鮒谷さんに、「高いお金を払っていただいたのだから、できるだけ早く回収して

いただいて・・・」ということをおっしゃっていただきましたが、私の中で

は、すでに当日中に全て回収できたというような気になりました。 

悶々としたものが一気に晴れました。 

 

独立して２年が経過しましたが、創業当初に比べ少し状態が良くなり、低い状態

で満足し始め、現状維持という守りに入り始めている、そんな自分の存在に気づ

かされました。 

 

コンサル中は、なかなか耳が痛いことも言われましたが、振り返ってみる

と、先輩経営者に親身になってアドバイスをいただけることなど、そうそ

うあることではなく、それをお金で買えるなんて本当にラッキーだった
な、と今思っています。一番心に残ったのは、「稼がなくては学べない」という

ことでした。そして、自分の学びを稼ぎに結びつけるためには、言葉がどれだけ

重要か、ということです。それは、外の世界に対しても、自分に対しても、同じ

ことが言えます。 

 

コンサルの内容を復習しながら、改めてメルマガを読み直すと、なんと今日言わ

れたことに近いことが、最近２週間の間で頻繁に書かれていたことがわかりまし

た。お恥ずかしいことですが、私は、メルマガを読んでいるようで、しっかり理

解して行動につなげられていなかったんだな、ということに気づきました。 

今回のコンサルでは、自分が求めていた「自己変革のきっかけ」を掴むこ

とができました。あとは、行動と結果が全てなので、掲げた目標をしっかり達

成し、また報告に伺いたいと思います。 

鮒谷さんにお会いできて良かったです。また、コンサル前後に丁寧にご対応して

下さったスタッフの方々にも感謝しています。 

次は、会食付きの個別コンサルが受けられるように頑張っていきます。  

（ルクレクサ代表 鈴木 健太様） 
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また、勉強会や、メルマガについて、思い切ってコンサルティングの場で

公言できたことについても、とても良かったと思っています。  

今回も、てんこ盛りの課題、ありがとうございました。 

 

事務所の運営について、Todo リストの共有を行うことで、私が事務所にいなく

ても、常に指示や、結果の報告が出来るような仕組みを徹底していくことだけで

なく、その指示の仕組みについて、Evernote の音声の活用について、指示出し

の効率化についても、改めて意識することが出来ました。 

 

こう言った個別具体的な話よりも、何より、 

 

「スタッフの時間は、私の時間を作り出すこと」 

 

と言う考え方を根本に、スタッフへ仕事をつくっていけば良いと、気付かされま

した。 

 

さらに、私自身の仕事は、「自分にしか出来ない仕事をすること」だということ

についても、当たり前ですが、認識が甘かったことも再発見しました。 

もちろん、まだまだ未経験のスタッフを雇って１ヶ月ですので、一気に出来るか

どうかは別の話ですが、これらの気づきをもって仕事を渡していくかどうかで、

３ヶ月、半年、１年後の姿勢も全く異なるということも痛感いたしました。 

 

また、勉強会や、メルマガについて、思い切ってコンサルティングの場で

公言できたことについても、とても良かったと思っています。 

逆に言うと、これらの「公言」をしなければ、自身への言い訳が生まれますし、

鮒谷さんのコンサルティングを受けている必要がないですもんね！ 

 

今回は、前回よりも具体的に突っ込んだ内容になったことについても、大満足で

した。 

来月もよろしくお願いいたします。  

（ＥＭＰ税務会計事務所 あべき 光司様） 
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１日１日超高速で実践に移され、株価に例えるならば、買いたいと思う株

が急上昇してその勢いについていけないがごとく、焦りや敗北感すら感じ

るほどのスピードで進んでいかれて、追いつこうにも追いつけない、まさ

に圧巻すぎる超セールスを目の当たりにしたのです。こんな生きた教材が

他にありますでしょうか。  

いつもお世話になっております。 

コンサルでお世話になっております竹内です。 

 

本日のメルマガ『人の「売り」見て、我が「売り」直せ』の感想でメールをさせ

ていただきました。 

 

冒頭に、「このところのメルマガは、音源の販売ばかり行っていて、読む時間が

もったいない」という読者からのご意見が載っていましたが、無理もないかもし

れません。が、私が鮒谷さんの最近のメルマガを読んでいて強烈に感じるの

は、鮒谷さんの販売プロセス、手法、アプローチ方法、あり得ないほどの

高速の展開をまざまざと見せつけられ、言葉ではなく、態度行動で示して

いただいているという実感です。 

 

それは、鮒谷さんがコンサルで話をしてくださっている内容を自ら実践さ

れているということ。 

私がコンサルを受けた時に、鮒谷さん自身が音源販売を行っていくので実体験に

基づいたアドバイスもできますから(表現は違いますが)、竹内さんも頑張ってや

ってみてください、とおっしゃっていましたが、音源販売し始めたらなんと早い

早い。 

 

１日１日超高速で実践に移され、株価に例えるならば、買いたいと思う株

が急上昇してその勢いについていけないがごとく、焦りや敗北感すら感じ

るほどのスピードで進んでいかれて、追いつこうにも追いつけない、まさ

に圧巻すぎる超セールスを目の当たりにしたのです。 

こんな生きた教材が他にありますでしょうか。 

 

最近メルマガを読んでずっと感じていたことを勢いのまま書かせていただきまし

た。改めて今後ともよろしくお願いいたします。  

（竹内 様） 
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気付き・学びは山ほどあったわけですが、まず感じましたのは、ここまで

鮒谷さんご自身のことを開示してくださるのか、というのが正直なところ

でした。  

今日は、何か一つだけやることを決めて帰ろう、というのがコンサルを受けるに

あたっての私の課題でした。 

 

前回同様、気付き・学びは山ほどあったわけですが、まず感じましたの

は、ここまで鮒谷さんご自身のことを開示してくださるのか、というのが正

直なところでした。 

 

特に、後半の価値を渡すだけではなく、価値を価値と言葉で伝えることが大

事というのが、とても腑に落ち、大きな学びとなりました。 

多くの人は、価値を渡すことに精一杯で、価値を説明することをしていない。 

お客様の声なき声は、「価値を説明してくれ」ということ。 

お客様は満足したいし、自分の買物を正当化したいということ。 

価値を価値と伝え認識してもらわらわなければ、猫に小判、豚に真珠となってし

まう。 

それはこちらの責任であること。 

 

本日お話いただいたことを何度も繰り返し聞きなおし、鮒谷さんの言われている

こと、言い回し、言葉の使い方をそのまま使えるところはそのまま使い（笑）自

分の内容に置き換え、価値を価値と伝える言い回しを考え、トレーニングという

形で少しずつでも実践してみたいと思います。 

 

私もこれをマスターするだけでもコンサルの元は充分に取れるものと確信い

たします。 

 

あとは、前半でお話いただいた、何かやろうと思ったらやめることを考えないと

いけないこと。成果が出ているものを目をつぶって切り捨てる必要があるという

こと。 

 

切り捨てる勇気＋業務を俯瞰して断捨離する知恵より生産性の低いものから捨て

ていくこと。 

時間に対しての投資の利回りを考える。 

 

金の損益分岐点 

時間の損益分岐点 

 

私にしかできないこと以外は人にやってもらうこと。 

お金を払えば（痛い思いをすれば）頼む内容も考えるようになること。 

そのしくみを作るにも時間がかかるが、そこは我慢。 

お金同様いったん沈む必要があること。 
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前半に関しては後半以上に必須事項と認識しています。 

 

しかしながら私の場合、頭でわかっていても、物も業務もなかなか捨てられず

（捨てられないどころか新たに抱え込む）、ここは何度も何度も指摘をしていた

だく必要があるかもしれません。 

 

特に前半は鮒谷さんの話を聞くことに夢中になって録音することも忘れてしまっ

ていたため、強く自分に言い聞かせる必要があるものと感じております。 

 

「急がば回れ」の精神で一つ一つ実践していきたいと思います。 

 

引き続き、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

本日はありがとうございました！  

（Ｍ．Ｔ 様） 
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波及効果がある考え方を教えていただきましてありがとうございます。  

鮒谷さん 

 

時間が経ってしまいましたが 12 月のコンサル、ありがとうございました。 

 

その後生産体制の確保などのために年末年始に大量に複数（5 つ程）のクラウド

ソーシングのサービスを利用して生産体制の確保に務めました。 

再度ゴールを読み直して、ボトルネックを特定して全体最適は頭に入れながら解

決していく事を進めております。 

 

迂回生産の話、打ち手を 20 個程考えて全てやりきること、2 度有ることを 3 度

起こさない、ウルトラ C はない、周りの競合を干上がらせる話、等々。 

とくに干上がらせる話が最高に響きました。 

 

波及効果がある考え方を教えていただきましてありがとうございます。 

引きつづきよろしくお願いいたします。  

（ソフトウェアメーカー 事業責任者Ｒ．Ｓ 様） 
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鮒谷さんという人が多面的で、どの面を切り出してもいくらでも語れる感

を感じました。  

鮒谷さんという人が多面的で、どの面を切り出してもいくらでも語れる感
を感じました。 

 

相手に伝える際、いくら大事なことだとしても、同じことをの繰り返し伝えてい

るだけでは、「ああまた言ってるな」「もうわかったよ」と、相手には「分かっ

ちゃいるけど、変えられない」という思い込みを強めてさえしまうことが多々あ

ります。 

自分に血肉化された比喩・ストーリーを通すことで、何気なく過ごす日常の認識

が、身体感覚を伴う問題化され（例：毒の沼地）いつの間に超えている、超えた

いと思わせる、その気にさせてしまうこと。 

 

それには、まず自分に対してが最初で、日常においてそのシステムを回すことが

できたら、あとは雪だるま式に拡張していくので、最強だなと思いました。 

 

１～５年間の売上を手放すということも、分かっちゃいるけど、怖くてやりにく

いですが、必要だと思います。 

また、言語化できたらお送りしますね。  

（コンサルティング会社役員 Ｋ．Ｍ 様） 
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2 時間が 1 時間も経っていないと感じるほどの濃い時間となりました。  

鮒谷周史様 

 

本日もありがとうございました。 

 

鮒谷様が話をされていらっしゃる間、頭の中をフル回転させながら、具体的に実

際の業務に置き換えて想像を巡らせておりました。 

2 時間が 1 時間も経っていないと感じるほどの濃い時間となりました。 

 

手の内を明かしてくださった「価値を価値と伝える方法」ですが、言うほど簡単

なものではないことはわかっておりますが、最後 15 分の実演部分を何度も聞き

なおし、ヨタヨタ歩きながらも実践して自分の言葉にしていきたいと思っており

ます。 

価値を価値と伝えることの方法をマスターすれば「一生もののスキルであり生

涯富を生み続ける財産」と感じています。 

例えこれが鮒谷様に刷り込まれたものであったとしても本望です！（笑） 

 

また、メニュー・料金体系を考える際のヒントをくださり、ありがとうございま

す。 

鮒谷様の大局観を伺うだけでも価値があると感じているこのコンサルですが、

次回からはいよいよ今後のメニュー等についてコンサルをしていただけるとのこ

とで、ハイスピードでアイディアをまとめていきたいと思います。 

 

次回以降もお世話になりますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。  

（Ｍ．Ｔ 様） 
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鮒谷さんのコンサルがなかったら、ビジネスに悩んだまま、特に何も変わ

らずに過ぎてしまっていたと思います。  

鮒谷様 

 

お世話になっております。大岩です。 

先日は東京ドームホテルにて、コンサルのお時間を頂きありがとうございまし

た。 

 

録音していた内容を何度か聞きましたが、次に何を言われるか、分かっていても

面白いです。落語などの域に達しようとされているのでは、と思いました。笑 

 

コンサルで自分自身が話をする側になる、と思って聞いていますと、鮒谷さん自

身は、もう半分無意識の自動運転と言われていましたが、お客様が価値を感じ

て、継続してコンサルの申し込みをして、また、進んで知人に紹介したく

なるように綿密に練られた言葉が散りばめられていることに気づき、すご

い！と感嘆しながら聞いています。 

どんどん真似をしていきたいと思います。 

 

アッという間に今年の 1 月も終わりで、鮒谷さんのコンサルがなかったら、

ビジネスに悩んだまま、特に何も変わらずに過ぎてしまっていたと思いま

す。 

 

鮒谷さんのコンサル開始から一年が経過しましたが、思い切って申し込ん

でとてもよかったと感じています。 

引き続き、よろしくお願いいたします。  

（大岩 悟様） 

 

  



 - 342 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

改めて自分の視野・認識の狭さを認識するとともに、鮒谷様のコンサルを

受けてよかったと思った次第です。  

鮒谷様 

 

この度は、長時間にわたるコンサルティングをしていただきありがとうございま

した。 

 

コンサルが始まる前まで、自分なりに現行のビジネスモデルを再度整理し、限ら

れたコンサルの時間でできるだけ即効性のある「答え」を鮒谷様から引き出せる

よう準備をしたつもりでしたが、そんな私の下心をとうに見透かしたかのよう

に、 

 

「いやいや、そもそもＳさんが考えるべきことは（小手先の）ビジネスモデルな

どではなく、お客様の人生そのものではないですか。お客様の人生を徹底的に考

え、そこに何を提供すればお客様の人生にとってプラスになるか。それを考えれ

ばおのずと答えは出てくるのであってビジネスモデルというのは、その結果自然

にできるものなんですよ。 

 

だから、徹底的にお客様と対話し、声なき声に耳を傾けお客様が求めるものを１

つ１つ形にしていけば、勝手に売らずして売れる状態になるんです。」 

 

とおっしゃったのにはとても驚きました。 

と同時に、自分の視野が一気に広がった思いがしました。 

 

また、「お客様に徹底的に寄り添う。」ということが、いかに今までの自分に足

りなかったのか痛感しました。 

逆に、そうしたアドバイスをいただいたことで、今までいろいろと自分なりに

やって来てうまくいかなかったことが、「なるほど、そういうことだった

のか。」と、じわじわとわかってきています。 

この感覚はいまも続いており、私のメルマガのテイストもそれにあわせて変化し

ているのですが、もうすでに読者の方からの反応が変わってきています。 

 

今回、鮒谷様から「講座修了後のフォロー」についてご提案いただいたわけです

が、実は、翌日あった私のセミナーで参加者の方から同じようなご要望をいただ

き、 

 

「わかってなかったのは、俺だけか？」 

 

と改めて自分の視野・認識の狭さを認識するとともに、鮒谷様のコンサルを受

けてよかったと思った次第です。 

早速、新サービスの立ち上げに取り掛かりたいと思います。 

 

このような感じで、鮒谷様の今回の「抽象的な話」を思い出しては、それを日々
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の業務に１つ１つ結びつけているところですが、それが無意識に習慣化した暁に

は、 

 

「なるほど、鮒谷様のおっしゃっていたことは、こういうことだったのか。」 

 

と納得できるのではないかと思います。 

 

今回は、具体的なノウハウというよりは、むしろ仕事に対する姿勢を学ばせてい

ただいたわけですが、「基本は初歩ではない。」と肝に銘じ、これからも方向性

を誤ることなく事業を展開していきたいと思います。 

 

お約束通り、少なくともあと４回はお世話になります。 

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。  

（Ｄ．Ｓ 様） 
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鮒谷さんは世の中の様々な目に見えない仕組みを紐解いていて、目の前の

人に合った最適な仕組みを丁寧に教えてくれるイメージです。  

鮒谷さん、先日はありがとうございました。 

 

年始早々にジェット燃料をぶち込まれた感覚です！ 

今回で５回目ですが、ふとコンサル中で気付いた点です。 

 

鮒谷さんは世の中の様々な目に見えない仕組みを紐解いていて、目の前の

人に合った最適な仕組みを丁寧に教えてくれるイメージです。 

しかも説明し過ぎない、想像できるレベルになっている。 

一歩間違えば専門チックになりがちなコンサルを人によって最適化してく

れるイメージです。 

 

例えば下記のようになります（抽象的ですみません） 

 

課題（こういった問題があります） 

↓ 

具体事例（例えばこういう事ですね） 

↓ 

抽象化（つまりはこういう事ですね） 

↓ 

応用の具体事例（他にはこんな考えがありますよ） 

↓ 

やり方（だからこういう方法をやってみましょう） 

 

こんな感じですね！ 

結果、始めの一歩が動きやすいので、ありがたいです。 

そして動いた結果も別の視点で検証していただけるので、改善が早い気が

します。 

自分一人ではモレもダブりもありますから・・・ 

 

まだ営業プラントも突貫工事で組み立てた感満載ですが、稼働が楽しみです！ 

また稼働して課題が出てきたら教えを請いに、個別コンサルを申し込みます

（笑） 

 

そして、最後に最も大きな課題であるメンタルブロックや、〇〇の使い方

も非常にシンプルで、適切な回答をいただきありがとうございます。 

心がすっきりしました。 

 

結論は、金トレ銀トレそして良樹細根だと思います。 

これからももっと動いて成果を出します！ 
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以上簡単ですが、感想とさせていただきます。 

ありがとうございました！  

（税理士事務所 所長 Ｒ．Ｏ 様） 
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私のレベルでお話していただくような事があるのかと、申し訳ない思いで

したが、幾つも、有意義なヒントを頂き、すっかりまずは 130%はすぐに

でも達成できそうだ！といい気持ちになって帰って参りました。  

鮒谷様 

 

先日はコンサルティングを受けさせて頂きました事、心より感謝しております。 

「質問がない！どうしよう？」と悩みながら行ったのですが、そんな方も今まで

何人もおられたとお聞きして安心致しました。 

 

線の細いインテリタイプの方ではないかと勝手な想像をしておりましたが、明る

くたくましい方でびっくりでした。 

私のレベルでお話していただくような事があるのかと、申し訳ない思いでした

が、幾つも、有意義なヒントを頂き、すっかりまずは 130%はすぐにでも

達成できそうだ！といい気持ちになって帰って参りました。 

 

鮒谷さんのメルマガの最初からのファンとして感じた事は、ずっと出し続ける事

のすごさ、情報をアウトプットする事の大切さでした。 

私もそうする事の必要な仕事であるという事を、深く認識させていただきまし

た。 

 

ここまでできましたというご報告と共に、たくさんの疑問を抱えて、もう

一度コンサルティングを受けさせて頂く日を楽しみにしております。 

 

今回のコンサルティングで頂きましたエネルギーそしてずっと私を勇気づ

け励ましてくれたメルマガに改めて感謝申し上げます。 

 

ますますのご発展をお祈りしております！  

（竹内 美津代様） 
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自身が抱えている事業リスクを改めて顕在化して頂き、大変感謝しており

ます。  

鮒谷様 

 

この度の個別コンサル、誠に有難うございました。 

 

まず初めに、自身が抱えている事業リスクを改めて顕在化して頂き、大変感

謝しております。 

我ながら自身の実力以上のものが現われている状態ではありましたが、ここ 1～

2 ヶ月は、外注化がほぼ完成し、自身は何もしなくともお金が入ってくる状態で

ありましたので、正直、ぬるま湯に浸かっているような状態でありました。 

 

それを今回のコンサルで、今の自分自身が、さしたるビジネスの種も無く、足り

ないものだらけ。更に事業のリスクを指摘して頂き、いい意味で不安を煽られる

と同時に、それを打ち消すために、とにかく行動あるのみだ、と感じています。 

 

現状は、有難いことに当座の資金と、結構な時間がありますので、次のステップ

へ行くために、まず教えて頂いたとおり、全力でコンサル業務に打ち込んでみま

す。 

 

・メニュー（松/竹/梅） 

・プロフィール（ロング/ショート） 

 

を完成し次第、お送りいたします。 

 

また明日（というか今日ですが）、以前に、この度打ち出そうとしているコンサ

ルの内容をレクチャーした物販関係の知人に会います。 

彼の意見も聞き、更に可能であれば、お客様の声としても１つ貰って、次回のコ

ンサルに臨ませて頂きます。 

 

今後とも、宜しくお願い致します。  

（Ｈ．Ｓ 様） 
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私の状態を把握して下さった後に、まずどこから手を付けるべきか、明確

に示してくださいました。  

鮒谷様 

 

昨日は、貴重なお時間を頂戴して有難うございました。 

あっという間の 2 時間でしたが、とても濃い 2 時間でした。 

 

私の状態を把握して下さった後に、まずどこから手を付けるべきか、明確に

示してくださいました。 

 

目標を紙に書き出す、これは実は正月に一度やってみてるのですが、見なおして

もまったくワクワクしないものが出来上がっていまも手帳の中で見返されずにい

ます。 

きっと、頭のなかに様々な制約や条件があって、完全に吐き出せていない、「で

も」「だって」が沢山そこにあったのだと思います。 

一度制約を完全にはずし、or ではなく and で可能性のすべてを繋いで今日、

明日中に 2 時間を確保しようと計画中です。 

 

外にもどんどん出ていこうと思います。 

早速、昨日、群馬の薬局の社長さんに会いに行く約束をとりました。 

結果がどうなるかはわかりませんが、「まず行動」を心がけて動きまわっていき

ます。 

 

次回お会いする時には、結果をご報告して、次のステップのご指導を頂けるよう

に 1 ヶ月間頑張ります。 

次回もよろしくお願いいたします。  

（匿名希望様） 
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いつも困った時に相談に乗って頂き、適切な御指導を頂き感謝しておりま

す。  

本日は個別コンサルティングありがとうございました。 

 

また早速、鮒谷先生からコンサルトのまとめまで送って頂き恐縮しております。 

それにもまして、お忙しい中ですぐにこれだけの内容を作成し送って下さるスピ

ードに感嘆致しました。 

 

これこそ、本日鮒谷先生が私に教えて下さった内容と感じ入りました。 

先生が送って下さった次のメッセージ、 

 

「成果を上げるためには仕事から始めるのではなく、時間から始める」 

「人生における長期目標を掲げる」 

 

以上を常に読み返しながら、新たな取り組みを早速始めたいと思います。 

 

いつも困った時に相談に乗って頂き、適切な御指導を頂き感謝しておりま

す。 

 

先生の御指導のおかげでここまでこれた、とご報告ができるよう頑張りたいと思

います。 

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

この度は様々なご高配を頂き誠にありがとうございました。 

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

（Ｔ．Ｗ 様） 
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思わぬ方向からの、ボディブローに、まさに感服いたしました。  

個別コンサル、ありがとうございました。 

個人的にコンサルティングを受けることなど初めてのことで、何をどうしたら良

いのかわからず、とにかく行動してみようと考え、コンサルをうけました。 

 

ただし、自分でも何を伝えたら良いのか、今の立ち位置はどうなのか、いまのま

までよいのか。自分自身の方向もぶれており、なにか非常にもやもやしたものが

残る第１回の個別コンサルになりました。 

 

その考えをひっくり返したのが、紹介してもらった「日本でいちばん大切にした

い会社」でした。読み進めていくと、これは電車の中で読めない本だとわかりま

した。おもわず、目頭が熱くなって途中から読み進めなくなります。 

ハンカチで目を押さえながら、読んでいくのは、電車の中では流石にはばかられ

ます。この本を読んだおかげで、自分の軸がしっかりしました。 

 

自分がなにをやりたいのか。 

それは、「命を救いたい」です。 

そして、「生き残りたい」です。 

一番初めに思い立った時は、この思いが強くありました。 

 

しかし、時間の流れとともに、金儲けができればいいやとか、良い生活ができれ

ばいいやとか、そっちの方が主になって、いつしかあやふやになってしまいまし

た。とても恐ろしいことです。 

 

また、誰を相手にしたいのかと、聞かれたことに対して、誰でもいいと答えてし

まいました。商売の基本は多くの人に知ってもらい、良い物を提供することだと

考えておりました。ですが、よく考えてみると、「生き残りたい」人の手に渡ら

ないと、これは意味が無いのです。お金儲け最優先の人には、無用の長物です。 

相手を選ぶものだということもわかりました。 

 

鮒谷さんは、意識にボディブローを打ち込むとの話を良くしておりますが、

まさにこのような形で、意識が変わるとは思いませんでした。 

思わぬ方向からの、ボディブローに、まさに感服いたしました。  

（農業Ｓ．Ｓ 様） 
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なによりも遠大な目標をもち、その目標に臨場感を感じて逆算して行動す

る仕組みの構築が自分には一番大切だと感じました。  

鮒谷さん 

 

先日は有難うございました。 

 

先日のコンサルでは下記の事を教えていただきました。 

 

・需給バランスを崩すところからはじめる。 

・需要が全てを癒やす 

・総取りするためのランディングページの作成 

・つるつる感のあるページではなく手触り感のある紹介ページ 

・ロゴマークの制作工程から、売り手としての説明責任をはたす実例の紹介 

・小さいからこそ武器になる、柔よく剛を制する 

・ベイビーステップについて 

・言わなきゃわからない、どうやって伝えるかが重要 

・ゴールなく日記を書いてもしょうが無い 

・逆算して PDCA をまわす仕組み 

・定性的な目標と定量的な目標を持つ 

・キャパシティ＜オポチュニティートーナメント方式で選別してストーリーをつ

ないでいく仕組み 

 

等を教えていただきました。 

 

なによりも遠大な目標をもち、その目標に臨場感を感じて逆算して行動す

る仕組みの構築が自分には一番大切だと感じました。 

目標は決めましたのですっきりしました。 

あとは動いていきます。 

 

また次回もよろしくお願いいたします。  

（Ｒ．Ｓ 様） 
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経営者としての反省と、恥ずかしさといろいろな思いが沸き上がり、終了

後、数時間は頭痛がしていましたが(笑)頭痛がするほどの感情を受けるこ

とが出来た有り難さ。  

鮒谷さま 

 

本日は 1 回目の個別コンサル、ありがとうございました。 

 

はじまりから丁寧にヒアリングをしていただき、鮒谷さまから質問を受けなが

ら、どんどん自分自身の甘さを痛感しました。 

こんなにレベルの低い内容で申し訳ないと思いましたが、経営者としての基礎の

部分であり、「ぶったるんどる」自分に気付くことが出来ました。 

 

本日のお話しで一番の肝は、 

 

「経営者として、定性的にも定量的にも、より一層高い目標を掲げ、日々緊張感

を持って過ごすこと」 

 

「経営者は自らの背中をもって語らなければならない（経営者は姿勢でもって薫

陶、薫育する必要がある）」 

 

経営者としての反省と、恥ずかしさといろいろな思いが沸き上がり、終了後、数

時間は頭痛がしていましたが(笑)頭痛がするほどの感情を受けることが出来た

有り難さ。 

 

今、知ったのだから本当に良かった。 

まだまだ今からが勝負だ！と思いました。 

 

まずは自分が変化をすること、そして教えて頂いたシステムをしっかりやること

を頑張りたいと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。  

（Ｋ．Ｓ 様） 
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恐ろしく的確で、とても響きました。  

鮒谷様 

お世話になっております。 

 

本日はお時間下さり、ありがとうございました。 

 

「御社のホームページでは、説明責任を果たしていない・・」 

「２ステップマーケティングではないですよね・・」 

 

率直な感想を言いますと、出来ていると思っていた自分がとても恥ずかしくな

り、久しぶりに凹みました。コンテンツが浅く、小手先であったことを気付かさ

れました。 

 

「薄氷の上にある好業績」 

 

貴重なお言葉、ありがとうございます。 

恐ろしく的確で、とても響きました。 

真摯に受止め、調子に乗らず、危機感を持ち、考え方を改め、１つ１つ改善して

いきます。 

 

また、簿外資産（リスト獲得）など、未来やマーケティングへの投資、とても参

考になりました。 

小冊子の見出し用意、承知致しました。 

 

次回も宜しくお願い致します。  

（会社経営者 I 様） 
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大きな自信に繋がりました。  

鮒谷さん、全５回の個別コンサルティング、最後までありがとうございました。 

力不足で申し訳ないですが、何とか全５回の方程式の回答は完成できた感じで

す。 

 

とは言うものの全体を通してはやはりスピード感が無いことが浮き彫りになりま

した。人には言えるのですが自分のことになると日常の業務が忙しい！を理由に

先送り先送り結果ギリギリで何とか仕上げるという感じです。 

他の方の事例をみるとそこまで深掘るか！という方ばかりで、自分の中途半端さ

が恥ずかしいです。 

 

しかし一番の気付きですが、鮒谷さんのコンサルを受ける前は、何か新しいこと

を学びに行こう！高額な料金（？）を払う以上は徹底的に吸収してやる！と思っ

ていましたが、最終的に終わっての感想は、「答えは最初から自分の中にあるの

ですよ、自分の価値をちゃんと認識して下さいね」 という事。 

もちろん視点は与えていただきましたが、毎回の宿題の答えはすべて自分の中に

ありました。（正確には自分のパソコンですが） 

 

すでにアウトプットしているものを繋げるとこういうものができてくるのだ。 

しかしそのアウトプットこそが自分自身、自分の価値ということです 

それが大きな自信に繋がりました。 

自信の持ち方を教えてください！という質問を初期にしたと思いますが、終わっ

てみれば、そういう事だったのですね！！ 

 

まだまだモジュールレベルは低いですが、加工方法も教えていただいたので、夏

までには高速のＰＤＣＡを回します。 

微調整、微調整＆微調整で１０倍の成果を出します！ 

 

次回の個別コンサルでは是非次のステージの課題を取り上げられるように

致します。 

 

本当にありがとうございました！ 

また昨日はその後の食事、セミナーもありがとうございました！  

（Ｒ．Ｏ 様） 
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定期的に鮒谷さんと会って、その力を吸収して、自分のレベルを上げるこ

とが成功の近道だと実感しています。  

いつも楽しい時間をありがとうございます。 

鮒谷さんとの東京に来るたびに、地方では味わうことの出来ないような刺激をも

らいます。 

 

今回のコンサルでは、前回までのコンサルで教えていただいた時間管理、特に

「カネで時間を買う」ということについて、実践したことを報告させていただき

ました。 

 

鮒谷さんとのコンサルの中で、時間というものが一番重要な資源というこ

とがだんだんと肌感覚で分かるようになってきましたので、少しずつ実践

が出来るようになってきました。 

ただし、今回のコンサルではまだまだ甘いということが分かりましたので、次回

コンサルまでにもう一段階上の時間管理を実践しているということを報告したい

と思います。 

 

なかなか鮒谷さんのレベルには到底及びませんが、時間管理のレベルを上げてい

くことが、今の自分の課題だと思います。 

 

定期的に鮒谷さんと会って、その力を吸収して、自分のレベルを上げるこ

とが成功の近道だと実感しています。 

 

またお会いできることを楽しみにしております。  

（Ｈ．Ｋ 様） 
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おかげさまで、直近の問題については、今後の方針が明確になり、ただ

今、方針変更に向け準備を始めたところです。  

今回は、直近の問題についての具体的なアイデアをいただきたい。 

ということ。 

 

そして、前回のコンサルで教えていただいた惑星直列営業が、自分の中でわかっ

たのかわかっていないのかがわからなかったので、その点をさらに詳しくお聞き

したいということで申込させていただきました。 

そんな私の意を汲んでいただき、新たなアイデア、そして前回よりさらに深いレ

ベルでのお話を伺うことができました。 

 

また、仕事術についてもさまざまなご提案をいただきました。 

おかげさまで、直近の問題については、今後の方針が明確になり、ただ今、

方針変更に向け準備を始めたところです。 

 

また、惑星直列に関しましても、今回のコンサルで随分とクリアになった

だけでなくそれに付随して多くの学びもいただくことができました。 

 

早速、鮒谷様から頂いた「自分にしかできないことにフォーカスする。」という

ドラッカーの言葉を実践すべく、手持ちの雑務から自らを解放させるべく、人員

を増やす手筈を打ちました。 

こうして、とにかくできるところから変えていき、「手を使ったら負け。」のレ

ベルにまで到達できるよう頑張っていきたいと思います。 

 

今回の学びの結果をある程度ご報告できるようになりましたら、コンサル第３回

をお申し込みさせていただきたいと思います。 

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。  

（篠崎 大司 様） 
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「自分にとっての当たり前が、他人にとっては当たり前ではない」という

のは、こういうことか、と気付かされました。  

鮒谷周史様 

 

お世話になっております。Ｏです。 

本日は原と共に、コンサルを受講させて頂きありがとうございました。 

 

「自分にとっての当たり前が、他人にとっては当たり前ではない」という

のは、こういうことか、と気付かされました。 

 

学生の頃から約 10 年、平成進化論を読んできまして、平成進化論がなけ

れば、恐らく会社も辞めていなかったと思います。 

 

その鮒谷さんが量稽古をされている、コンサルという分野で、「イケる！」

と背中を押して頂けると、なんだかホントに「イケる！」という気になり

ました。笑 

お金をもらうからこそ、学びも、価値を提供することも、真剣になるのだと思い

ます。 

 

これから世界を広げていくのを想像すると、保守的な性格ですので、怖い

と思う反面、とても楽しみな自分もいます。 

 

コンサルを開始した時点では、「何も取っ掛かりがなくて、どうしようか・・」

と考えられたかと思いますが、そんな私でもこのように成長した、と成功事例と

して、コンサルの中で紹介頂けるようになります。 

引き続き、よろしくお願いいたします。  

（Ｓ．Ｏ 様） 
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この後の人生、ビジネスにもたらされる価値を想像すれば、「とても安か

った」（というか、なんでもっと早く受けなかったんだろう）というの

が、今の正直な感想です。  

「2 日間セミナー」や「圧巻セールス＆ライティングセミナー」、さらに

は全 5 回の「個別コンサルティング」と、親身なご指導をありがとうござ

いました！ 

 

鮒谷さんのことをかれこれ 10 年近く前から存じ上げていたにも関わらず、この

タイミングまで「飛び込まなかったこと」を、今は「もったいなかったな

あ」と思う次第です。 

 

鮒谷さんの強みは「文章力」、ずっとそのように思っていました。 

しかしセミナーに参加してみて、またコンサルを受けてみて、文章力は確かに強

みではあるものの、実は特技の一つ（？）に過ぎない。 

今はそういう印象を抱いています。 

 

文章力以上の鮒谷さんの強み、それは、当意即妙の切り返しにあると感じ

ました。 

その究極形が個別コンサルで、毎回「テーマ」こそあるものの、その時の

話の流れに合わせ、時に大きく脱線（？）したかのような（ここではとて

も書けないような（笑））事例に話題を展開していき、最終的には見事に、

こちらが「超腹落ち」となる状態に着地させてくれましたよね。 

 

テーマは常に意識しつつ、こちら側の理解度にも配慮しながら、一見テキト

ーに見えて（笑）その実、丁寧に言葉を紡ぎ出す鮒谷さんのその様は、ま

るで和食の料理人の如し。 

 

最終的には、今のビジネスを確実に飛躍させる「考え方」「行動指針」を、

多数の思い出しやすい「タグ」とともに、示していただいたこと、心から

感謝しています。 

 

料金だけ見ると決して安くないかもしれません。 

（最初は驚きました（笑）） 

が、この後の人生、ビジネスにもたらされる価値を想像すれば、「とても

安かった」（というか、なんでもっと早く受けなかったんだろう）という

のが、今の正直な感想です。 

 

鮒谷さんの絶妙な切り返し、魅力たっぷりの話題展開力は、セミナーの時でも発

揮され、それも本当にすごい能力だと思いました。 

その場の雰囲気をくみ取り、参加者たちに伝わりやすいよう、印象的な例

話、メタファーを添えて、「大きな価値」をそっと手渡すその奥義。 
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私も人前で話すことが多いので、ぜひ見習って、研鑽に努めたいと思いま

す。 

 

これからは、いただいた学びをきちんと行動に移し、結果を出していくことこ

そ、鮒谷さんへの恩返しだと思っております。 

引き続き精進してまいりますので、今後も気にかけていただけますと幸いです。 

このたびは本当にありがとうございました！ 

 

＜コンサルを検討されている方へ＞ 

もしコンサルを躊躇されるなら、まずは比較的安価（？）なセミナーから、参加

してみるのもよいかもしれません。 

人間味あふれる語り口は、まさに親しみやすい「兄貴分」という印象で、

メルマガだけではわからない「魅力」がそこにはあります。 

得られる学びも大きいと思います。  

（個別指導塾 TESTEA 塾長 繁田 和貴 様） 
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鮒谷さんが個人として定められていた目標・あり方を聞かせていただき、

なるほど、ここまで書くのか、と聞いていて唸りそうになりました。  

鮒谷さま 

今回も、コンサルありがとうございました！ 

月並みな表現かも知れませんが、 

 

・「自分が盛り上がる目標」を立てる事の大切さ 

・「自分が盛り上がる目標」があるからこそ、今の行動が変わる 

 

という点を強烈に意識できた時間となりました。 

 

初回コンサルから 1 ヶ月、これまでの自分には心を震わせるような目標がなかっ

たことに気づき、それを考えて、記述していくという１ヶ月でした。 

 

できるだけ具体的に書きだし、考えていたつもりですが、まだまだ具体性が足り

ないということに気づきました。また、その目標を立てていて(考えていて)、自

分が盛り上がってくるか？もし盛り上がってこないとすると、どういう部分か？

どう修正していくか？などの点にもっと時間を使わなくては、と感じました。 

 

鮒谷さんのおっしゃる「向こう側」は自分にとっての"理想郷"を掲げるべきでし

た。 

何を遠慮していたんだろうかという気持ちです。 

 

鮒谷さんが個人として定められていた目標・あり方を聞かせていただき、

なるほど、ここまで書くのか、と聞いていて唸りそうになりました。 

 

また、自分のブロックになりそうな部分に対して、その打開策や判断材料

（様々な事例）も即座に提示していただき、鮒谷さんの懐の深さを改めて

感じた次第です。 

 

とにかく書き（具現化し）、それを見つつ、毎日軌道修正していきたいと思いま

す。 

今回もありがとうございました！  

 （学習塾経営 Ｈ．Ｉ 様） 
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イメージ出来たことは、近い形で実現出来ているので、また時間は掛かり

そうですが、根拠のない自信を持ち、中長期的に取り組んでまいります。  

お世話になっております。 

本日も多くのご指導、ありがとうございます。 

 

下記について、承知致しました。 

 

１、小冊子作成、（コピーライティング 100 本ノック） 

２、小冊子ランディングページ 

３、求人サイト作成 

・エレガントに値引き交渉、 

・顧客目線、 

 

また、今日の最後のお話は、何故か、異様に興奮しました。 

 

・無形資産（仕組みやサイト）の構築、 

・予期せぬ成功、 

・ゲームのルールを変える、 

 

かなり漠然ですが、イメージが沸きました。 

 

イメージ出来たことは、近い形で実現出来ているので、また時間は掛かり

そうですが、根拠のない自信を持ち、中長期的に取り組んでまいります。 

 

本日は、ありがとうございました。 

次回も宜しくお願い致します。  

（会社経営者 Ｉ 様） 
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小歯車実行の報告場＋中大歯車の提示場として、引き続き、コンサルをお

願いしたいと考えております。  

鮒谷さま 

 

お世話になります。 

 

このたびは貴重なお時間を有難うございました!!! 

1500 までの予定にもかかわらず、20 分程余分にお時間を頂き、大変感謝して

おります。 

 

私の問いを明確にするためのブレスト 

 

→1 つの問いに集約すると? 

→私の断片的・発散的な問いに対して、鮒谷さんが放談形式でお話しされる 

→空中戦（抽象的・長期的論点）からあらためて着陸点（具体的・短期的目標）

に戻して頂く 

 

という流れで進めて頂きました。 

 

学習は勘違いと根拠なき自信や盲信からスタートすると思いますが、私自身、一

講師かつ生まれかけの経営者として動きながら、「自分は鮒谷さんと近い思考傾

向を持つに違いない」と思い、またその勘違いを糧にしながら日々、行動の加速

度を上げようと努めてきました。 

 

今回は、そんな根拠なき門前の小僧を前に、 

 

「Ｇさんがこれまでやってこられたこと、あるいは、興味関心を示していらっし

ゃること、あるいは、今後展開していかれたいことは、私自身がこれまで取り組

んできて、今現在も関心を持っていることであり、同時にこれからも実践してい

きたいと考えていることと極めて近似していると思われました。」 

 

と言って頂けたことが、背中をぐいっ!と押された感触で、嬉しかったです。 

 

「結果として、放談的な話にはなりましたが、その放談から汲み取っていただけ

ることも少なからずあったのではないかと思っております。というか、期待して

おります。というか、そうであってほしいと思っております（笑）」 

 

というお言葉につきましては、最後にご確認頂いた着地点の実行を行う過程で、

完全には鮒谷さんをコピーすることができない自分の個別性と、身体的感覚の拡

張・伸張を実感しつつ、具体部分の仮説検証を行い、その結果をあらためて報告

させて頂きます。 

 

今から約 8 年前に、「平成・進化論」の購読者になり、その後環境が変化をする
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中で、「圧巻セールスセミナー」に参加させて頂き、2 回のコンサルティングを

して頂きました。 

 

一職人さんとして、一経営者として、まだ足元にも及びませんが、私は鮒谷さん

の試行錯誤の過程を、無料で、何度も、見たいときに、見たいだけ、学習

するという絶好の機会に恵まれておりますので、今、この時代に、小・中・

大の歯車を回しながら、鮒谷さんの試行錯誤を現在の自分と目の前のお客さんに

活かすとしたら?という異分野・他者（鮒谷さん）からの相対的な視点と言語移

植を継続して参ります。 

 

最後に、「平成・進化論」読者の皆様を勝手に代表して、「平成・進化論」とい

うタイトルの秘密について伺いました（笑）。 

営業、マーケティング、Web コンサルなどの各論の専門家としてではなく、

「『テーマ＝人生』として始めてしまった結果、その語彙選択になったものの、

同じやり方をしても 10 中 8～9 の人が死ぬ」というご回答でした。 

これを、ご本人に目の前で伺えた喜びと、死屍累々の山を見る恐怖を同時に感じ

ました。 

この点につきましては、是非 8 年前の自分のような、全国の読者の皆様とシェア

させて欲しいと思い、最後に加えさせて頂きました。 

 

小歯車実行の報告場＋中大歯車の提示場として、引き続き、コンサルをお

願いしたいと考えております。 

 

引き続き何卒宜しくお願い致します! 

重ねて有難うございました。  

（起業家Ｋ．Ｇ様） 
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今、自分（自社）が弱い部分を見抜いて、ピンポイントで射貫かれたよう

に思いました。  

昨日はありがとうございました！ 

 

前回に続いての営業における成約率をあげていく、ということで具体的な手法

のヒントや基本的な考え方、または事例を多く教えていただきました。 

それらの点はすぐに、PDCA に乗せていきたいと思います。 

 

それらをより高度に磨き上げていくために、やはり自分の視点を上げ、目標を

磨き上げていかなければ、、、という部分をご教授いただきました。 

やはり、そこですね。 

 

今、自分（自社）が弱い部分を見抜いて、ピンポイントで射貫かれたよう

に思いました。 

原点に戻り、そういう時間を"天引き"して固めていきたいと思います。  

（Ｈ．Ｉ 様） 
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喫緊にやるべきことは明確になっていますので、あとは行動あるのみで、

成果を出していきたいと思います。  

鮒谷様 

 

このたびもありがとうございました。 

いつも丁寧なフォローメールをありがとうございます。 

鮒谷さまからいただくメールがコンサルのまとめとして、端的に頭の中が

整理されます。良くも悪くも、以前と比べて安定的、かつ平凡な日々になりつ

つある、ということではないかと思われました。そのとおりです！ 

 

今日は帰りの新幹線の中で、早速第 2 領域の書き出しをいたしました。 

集中していましたらあっという間に目的地に着いてしまいましたので、わずかし

か書き出しができておりませんが、ノートに書き出し始めたことで事務所に戻っ

てからもふつふつと湧いてくる事項をその場で書きとめております。 

 

仕事量と継続性と質の 3 本の軸があること。 

特に、奥行きである質を意識することが重要との話は、意識しながら行動に移せ

るかどうかが次のステージにいけるかどうかの境目になると理解いたしました。 

 

第 2 領域を行うことで、自然と成果物が残っていくこと、手ごたえを感じること

でモチベーションもいい状態に保てること、未来に向けての種まきとなること。 

 

横ばいは衰退という認識を持っていますが、気付いたら自力では上がることがで

きないということにならないように、第 2 領域に頼りながら筋肉を鍛えて習慣化

していきたいと思います。 

 

成果や明確な問題意識等なく今回のコンサルに臨んでしまいましたが、ジ

ャブを打ってくださってありがとうございます。 

 

喫緊にやるべきことは明確になっていますので、あとは行動あるのみで、成

果を出していきたいと思います。 

 

引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。  

（Ｍ．Ｔ 様） 
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鮒谷さんから教えて頂いた通りにしましたところ（笑）まあまあ良い結果

だったのではないかな、と思っています。  

鮒谷様、先日は、3 回目の個別コンサルのご縁、ありがとうございました。 

Ｈです。土曜日は懇親会を２つ、月曜日（本日）は、●●さんとお打ち合わせを

してきました。結論から申しますと、 

 

■懇親会からの個別コンサル受注は、もう少し場数を踏んで、案内の仕方に工夫

が必要。（また、もう少し、素人が多い懇親会に行ったほうがいいな、という感

触です）個別コンサルに関しては、今後も引き続き、色々な懇親会に参加して、

良い受注先のコミュニティを見つけることが先決かな、と感じています。 

 

■●●さんとの打ち合わせは、鮒谷さんから教えて頂いた通りにしました

ところ（笑）まあまあ良い結果だったのではないかな、と思っています。 

（期待値も上げすぎず、相手から現状のデータを聞きまして、継続コンサルと、

実務をオプションで受けることになりそうです。あと、きちんと心の準備をして

行ったので、ビビることは無かったです 笑）●●さんのご経歴から、現在のご活

動について、そして今後の展開をどうして行きたいかなど、盛り上がりました。

まずは、サイトの改修（スマホ対応を含む）から取り掛かる形を考えています。

来週の月曜日にお見積もりを提出し、相手からの同意を頂く予定です。 

 

報酬は、月額のコンサル費を受け取りつつ（月に何度か、表参道の事務所まで行

くことになりそうなので時間を拘束されている、ということで）売上が上がりま

したら、売上の 5～10％を頂くという着地で、行けるんじゃないかな、といった

感じです。 

 

・初回は大風呂敷を広げることと、 

・売上に関して、期待値を上げすぎないこと、 

・安く請け負うつもりはないということ、 

 

意識してやってみました。また動きがありましたら、4 回目のコンサルで、ご相

談させて頂きます。（勉強のため、●●●●●●●と、●●●●さんのメルマガ

は登録しました） 

 

今後とも、よろしくお願い申し上げます！  

（Ｓ．Ｈ 様） 
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昨年から、だいたい月１回で、個別コンサルをお願いしていますが、ここ

１年で、自分の思考パターンや行動が変化しているのが、よく分かりま

す。  

鮒谷さん、今回の個別コンサルありがとうございました。 

 

昨年から、だいたい月１回で、個別コンサルをお願いしていますが、ここ

１年で、自分の思考パターンや行動が変化しているのが、よく分かりま

す。 

少しずついろいろ結果も出始めています。 

 

そして今回は、１週間前に２日間セミナーを受講しての個別コンサルでした。 

個別コンサルでは、コンサル前に私もたまたま買っていた「インベスターZ」の

話をしていただきました。あの漫画でも語られているいろんなビジネスのルール

をいろんな切り口でお話いただき、大変勉強になりました。 

 

また、力の入れどころ・抜きどころを決めて、空いた時間で 

 

1. 仕組みを作る 

2. 人間関係を作る 

 

ということは実践していきたいと思います。 

 

また事務所のマネジメント関係の相談をさせていただいたのですが、その回答

が、マーケティング、ならびに営業力に圧倒的な強みを持つということは、目か

ら鱗でした。 

教えていただいた営業・マーケティングについても実践していきたいと思いま

す。 

 

また４月から、年間プログラムにも申し込みもしましたので、これから１年間、

鮒谷さんからしっかり学び、実践していきたいと思います。 

今後とも、よろしくお願いいたします。  

（Ｈ．Ｋ 様） 
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毎回、テーマがころころと変わるにも関わらず、いつも適切にアドバイス

いただきました。  

鮒谷さん、このたびもありがとうございました！ 

 

５回のコンサルが始まったタイミングは有頂天、最終回はどん底という心理状態

のなか、毎回、テーマがころころと変わるにも関わらず、いつも適切にアド

バイスいただきました。 

 

改めて自分の在り方を見つめ直すと、『should（ねばならない）』で４０年間、

生きてきたような気がします。それも人生かも知れませんが、変えようと思いま

す。 

 

今のままでは、『should』の延長線上で終わってしまうので、ロールモデルが

必要との話も出ました。誰かいるかな、と考えていたら、いました、目の

前に！ 

鮒谷さんはじめ、同席してもらったＹさん、その他たくさんの、『want

（したい）』で生きている人たちが周りにたくさんいることに気づきまし

た。 

みんな本当に、楽しそうに生きている人たちばかりなのです。 

 

先日、息子（年少）の幼稚園の発表会を見に行ってきました。 

歌と踊りの発表ですが、何と舞台に上がってから、照れくさそうに舌を出したっ

きり、歌いも踊りもしないのです。 

ああいう生き方もあるんだなと（笑）。 

 

４０年積み上げてきたものをぶっ壊すのは、かなり時間がかかると思いますが、

『want』の人生に切り替えることに決めました。 

 

また、士業で陥りがちなこと、それをどう乗り越えるか（手ばなすか）、といっ

たあたりの話も秀逸でした。あえて、３年、５年を捨てにかかり、『want』、

『無用の用』に身を置くことにします。 

 

引き続き、コンサルティング、よろしくお願い致します！  

（Ｔ．Ｉ 様） 
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"超弱火になっていた商人魂を超強火にしてやる"という魂にスイッチを押

していただけました。  

昨日は大変充実した 2 時間でした。 

 

鮒谷さんもピンと来ないような畑違いの業種で「売上を上げるためには？」など

とという漠然とした質問をしてしまったな～と後悔したのですがさすがです、し

っかりと上げ方を教えていただけました。売上はそこそこ上がっているし、今の

生活に不満足はないし、このままでも別に構わないという、まさに最近鮒谷さん

がたびたびメルマガに書かれているような私自身の熱量の低さ、本気度の弱さが

原因でした。 

 

単純に売上を上げる方法も教えていただきましたが、一番の売上を上げる方法が

私自身の熱量を上げることであり、起業した当初に毎日毎日ガムシャラだった熱

かった自分を思い出させていただき、"超弱火になっていた商人魂を超強火に

してやる"という魂にスイッチを押していただけました。 

 

また行動をして、お客さまに喜ばれ、それがお金として返ってくる、そして喜ぶ

という、退化してしまった感情とお金との紐付けも思い出させていただけまし

た。コンサルを受けている最中から熱い商人魂がフツフツと出ていまして、コン

サル後にすぐに１００均に行き福袋用のリボンや袋を買い、本日スタッフみんな

にやる！と伝えました。来年に先送りしないで今年中に行動に移す事ができまし

たことを報告させていただきます。 

 

また当たれば儲けものという気楽な気持ちで楽しみながら手数を打ち、うまくい

って儲けたらすぐに使う！ということも教えていただけましたので、早速昨日、

妻に儲けたら某すし屋さんへ一緒に行くぞと宣言しました。久しぶりにワクワ

クしている自分がいます。何度も書いていますが、こんな自分自身を思い出さ

せていただきまして本当に感謝しております。 

 

コンサルの額は決して安くはありませんが、この金額を簡単に超えられる

イメージが既に湧いています。振り返れば安かったと思えるように、教えてい

ただいたことを行動に移していき、よい結果を報告させていただきたいです。 

この度は本当にありがとうございました！  

（理容業 鈴木 政宏 様） 
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いつもいつも、コンサルティング費の 10 倍以上の価値を提供していただ

いているのですが今回は、1000 倍以上の価値（汗）があったと思ってお

ります！！  

鮒谷さま 

 

年の瀬の忙しい時期に、お時間を頂きありがとうございました！ 

 

今回もビジネスのことから、プライベートな話まで多岐にわたる相談に乗ってい

ただきありがとうございました！！ 

鮒谷さまだからこそ、ビジネスのお話しだけでなく、安心してプライベート

のことまで相談させていただけるのでいつもお会いし、相談させていただ

けることを楽しみにしております。 

 

まさか、コンサルティング前日に驚天動地の出来事が起きなかば放心状態、逆に

何が起きているのか分からず焦りすら感じていない状況（汗）でのご相談になり

ました。 

 

今回は家業である銭湯の話を中心に色々とアドバイスを頂き、いかに抽象度をあ

げ、言語化して伝えていくか、お風呂を通じてなにを提供しているのか？拡散と

集約を繰り返し続け思索、思慮を深掘りし続けることでお客さまに対する価値を

あげていくことができるのかを、色々とアドバイスいただきました。 

今回のアドバイスを焦らずに急いで、1 つ、また１つと実行・実現しリアル

「SAVE THE 銭湯！」を実現してまいります。 

 

また、自分の間違った利益とコストの考え方を正しい方向に修正していただくこ

とで自分の商売へ考え方、捉え方が間違っていることに気が付き、愕然としたの

ですが、同時にそれを早く修正できたことで、また飛躍への特急券を 1 枚頂い

た気がしております。 

 

そして、今回は終了後のメッセージを頂き、ぼくのやる気スイッチならぬ「ヤヴ

ァイ」スイッチを入れていただき、 

 

「ヤヴァイ」 

「ヤヴァイ」 

「ヤヴァイ」 

「ヤヴァイ」 

「ヤヴァイ」 

「ヤヴァイ」 

「ヤヴァイ」 

「ヤヴァイ」 

 

と、即断即決で即行動を起こさせていただきました。（汗） 

その結果、数億円規模のリスク回避をすることができました！！ 
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ありがとうございました！！ 

 

いつもいつも、コンサルティング費の 10 倍以上の価値を提供していただい

ているのですが今回は、1000 倍以上の価値（汗）があったと思っており

ます！！ 

ありがとうございます！ 

 

頂いた価値を、かならずお返しできるように（この規模のお返しができるのか

（汗））精進してまいりたいと思っております。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします！  

（Ｙ．Ｔ 様） 
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実践して成長した後の 2 回目の個別コンサルティングが今から楽しみで

す。  

鮒谷様、お世話になります。 

 

今回はじめて個別コンサルティングにてじっくりとお話しする機会を得て、 

鮒谷さんの時間軸の長さと日々のメルマガも将来のために積み重ねている

企みの緻密さにまずは驚きました。自分はこれまで行き当たりばったりだった

と実感しております。 

 

時間軸にて、10 年 20 年、或いは生涯という長さを持たれているからこそ、逆

算して今何をすべきか？に加え、陳腐化しない顧客への提供価値が何なのかをト

コトン突き詰めて考え、今の形になっていることが垣間見れ 

 

翻って自分自身のビジネスへどのように反映、落とし込んでいけるのか考

えるキッカケとなりました。 

 

特に「上に行く横に行く」の段は目から鱗で「上に行ってから横に行く」という

順番も、言われてみれば当たり前なのですが、自分自身、できていなかった部分

でもあり、これからの半年で、新しいビジネスの構造に組み替えていきます。 

この課題に対し、何をどのような順番でやっていくのか一緒に考えて頂きま

して明確になりましたので、あとはやるだけ。 

 

実践して成長した後の 2 回目の個別コンサルティングが今から楽しみで

す。 

 

引き続きご指導宜しくお願い致します！  

（加藤 武 様） 
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やはり個別コンサルは、自分の状況に合ったカスタマイズをして頂けるの

が素晴らしいです。  

第二回目のコンサルティングもありがとうございました。 

 

今回は、第一回目でご指摘頂いた、ビジネスの規定をゼロベースから構築するこ

とをテーマに、叩き台を持参させて頂きました。 

 

今回いくつかのセールスプロセスをご提示頂きました。 

その中の "ベトガー方式""デレクシヴァーズ方式"を実践し、実績を積み上げてい

きたいと思います。 

 

その他にも様々なヒントを頂けました。 

ディケンズプロセス、ビッグイシュー、安全地帯、マイフレンドジョンなど。 

ちなみに、前回の値決めは経営の稲森和夫さんの本の購入同様、頂いたヒントに

関する本を買いました（ディケンズ以外は紀伊国屋で売ってなかったのでアマゾ

ンで）。 

 

サービス内容と価格設定も、相当考えて案を作成したのですが、パスのつなが

りが弱かったり、プライシングの微妙な設定方法とか、自分では気づかな

かった視点をご提示頂き、これを実行検証する方向性が見えました。 

 

やはり個別コンサルは、自分の状況に合ったカスタマイズをして頂けるのが

素晴らしいです。自分の思い込みの世界では気づかなかった視点や考え方

を示唆頂き、少しでも記憶に残せるように、帰りの新幹線では何度も何度も頭に

叩き込みました。 

 

まずやるべきことが明確になりましたので、次回のコンサルまでに実績を積み重

ね、その次のステップに移行できるだけの経験値を持って臨みたいと思います。 

 

二回目のコンサルでしたので、一回目よりはリラックスして臨めました。 

池の鯉とか奈良公園の鹿とか、マグロのトローリングとか、ベトコンゲリラと

か、面白いメタファーもありがとうございました。 

 

次回もよろしくお願い致します！  

（オカモト・アソシエイツ 岡本 卓也 様） 
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思えば、初回から鮒谷さんの選球眼！？により思ってもみない方向から自

分にとって一番必要なことを選んでお話いただいていたという思いがあり

ます。  

お世話になっております。Ｈです。 

先日は５回目のコンサルを行っていただき、ありがとうございました！ 

 

思えば、初回から鮒谷さんの選球眼！？により思ってもみない方向から自

分にとって一番必要なことを選んでお話いただいていたという思いがあり

ます。 

 

M＆A 案件では、単にその案件だけではなく、普遍的に使える技として交渉術の

なんたるかをレクチャーしていただきました。 

実際の事例も合わせてのアドバイスなので非常にわかりやすかったです。 

 

さらに今回の小商いモデルの見つけ方では、そんなのでいいの？というのが感想

です。 

以前のメルマガで書かれていた１００本ノックというのがあったと記憶していま

すが、そこまでやらなくてもこれいけんじゃね？と頭に浮かんだら、まずは考え

てみること。 

そして、できるできないは別にして一連の流れを考えること 

リピート性はあるのか 

粗利は？ 

手離れの良さ。 

そして自分がやらなくても良いか？ 

etc 

を考えていく。 

これを繰り返していくことが大事。という風に感じました。 

 

私はトップ集団の最下位と２位集団の１位ではトップ集団の最下位にいた方が良

いと考える方で、それは、トップの仕事を見ることができれば、リアルな体験と

なり、自分がまねできる可能性があるからです。 

そういった意味で今回、鮒谷さんの思考の過程（トップ中のトップの方の）

を見れたことで、自分の中にそういった世界があるのだなーと体感できた

と思っています！ 

（もちろん使いこなすには、修練が必要なことは言うまでもありませんが） 

 

でもそれを体験しないことには、わからない話なので、迷っている方は一

度体験することをお勧めします。 

一流と一緒の空間にいて、話をするだけでも自分のレベルが引き上がって

いく感じです（気のせい w） 

 

今回で一旦は終了ですが、また機会を見つけて、コンサルをお願いできれば
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と思います。 

それまではメルマガで学習しております！ 

 

５回のコンサルありがとうございました。 

スタッフの皆さんにもよろしくお伝えください。  

（Ｙ．Ｈ 様） 
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なぜに鮒谷様の売るものが、売れに売れていくかを、肌で感じることが出

来ました。  

この度、鮒谷様のコンサルティングを数年ぶりに受講しました。 

メールマガジンは毎日拝読しておりますが、私の中の軸の軌道修正を図るため

に、申込みました。 

 

結果的に、今回のコンサルティングは大当たりでした。 

以下、感想とともに、コンサルティングをお勧めする理由を記したいと思いま

す。 

 

１．悩みを解決できるうえに、大いなるプラスアルファをいただける。 

まず、ご縁でお会いした方々に、「私は何を与えることが出来るのだろうか。何

も出来ないのではないか」という長年の悩みを、正直に打ち明けました。 

詳しい内容は伏せますが、悩みは解決。そのうえ、世界の見え方まで変わり

ました。 

この体験は、メールを読んでも、講演を聞いても、直接お会いして話さな

い限りは得られないので、コンサルティングがお勧めです。 

 

２．「聞く」という行為のすごさを知りました。 

人はつい「何を話す」かというに意識が向きがちです。 

「聞く」ということを修練し昇華させることはあまりないのではと思います。 

しかし、今回のコンサルティングで、私は鮒谷様の「聞く力」のすさまじ

さを知りました。 

これも、内容を自由に選び直接お話が出来るコンサルティングならではの

メリットだと思います。 

 

３．てっとりばやい方法論ではなく、世界観の大切さを実感出来る。 

私のような小欲を持つ人がメールを読んで、てっとりばやく営業の方法論等を欲

しがって、表面的に真似をして、失敗することがあるのではないでしょうか。 

久しぶりにお会いして、やはり大事なのは世界観だということを思い知りまし

た。 

 

４．アフターフォローで知るすごさ 

コンサル終了後にまとめを作っていたら、鮒谷様から、コンサルティング内容の

まとめ、メッセージをいただきました。ご存知の通り、コンサルティングで

は、鮒谷様の豊富な言葉のシャワーを大量に浴びることになります。 

私がつくったまとめの量も膨大でした。 

しかし、鮒谷様からいただいたメッセージは、ほんの 10 のキーワード

で、私が肝に銘じたい点が溢れ出るものでした。数時間の御話を、メモもと

らずにこのようにまとめられたことに感服するとともに、「方程式」のすさま

じさを知りました。 

まさに圧巻のアフターフォローです。 
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総じて、なぜに鮒谷様の売るものが、売れに売れていくかを、肌で感じる

ことが出来ました。いただいた熱エネルギーが覚めぬうちに、私もやりたいこ

とをやりきって、次回コンサルティングに挑みたいと思います。 

 

いつもありがとうございます！  

（Ｙ．Ａ 様） 
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頭の中の数多くの点（メルマガで学んだ内容）の一つひとつが肥大化して

大きな点となり、その点と点が線でつながり、進むべき方向性がこれ以上

ないくらいにハッキリと目の前に現れた、そんな感じを受けています。  

鮒谷さん、先日はご多用の中お時間を頂きましてありがとうございました！ 

 

今回の個別コンサルにあたり、まず驚かされたのは 

 

・10 年前にメルマガに広告出稿させて頂いたこと 

・前回個別コンサルティングを依頼したが、都合が合わなかったこと 

 

から、個別コンサルの 1 時間枠を 2 時間に増やしてくださったことでした。 

 

過去の記録を見れば過去の広告出稿や個別コンサル申し込みは分かるとは思いま

すが、ここで強調したいのは、鮒谷さんは自ら楽しんでおられるとはいえ

日々大変な激務の中で動かれている貴重なお時間を遠慮なく倍にしてご提

供くださったことです。 

 
鮒谷さんの時間単位の稼ぎ単価を考えますと全く割に合わない追加サービスのは

ずですが、快くお時間を割いてくださいましたことに心から御礼申し上げます。 

 

私にしてみれば追加の一時間で 129,600 円をタダにして頂いたようなもので、

それ自体を大変申し訳なく感じると同時に過去の広告出稿費用の元をとるどこ

ろか、今回の個別コンサルティングでお話し頂いた内容は未来に大きなリ

ターンをもたらすと確信しています。 

 

個別コンサルティングを受けてみての感想ですが、私は平成進化論を繰り返し繰

り返し拝読していますので鮒谷さんからお話し頂いた内容は正直なところ、平成

進化論の愛読者としては目新しいお話しではなく 

 

「ああ、これはメルマガのあそこのお話しだな」 

 

と思い出しながら鮒谷さんのお話を聞いておりました。 

しかしながらそれは個別コンサルティングが期待外れだったという意味では決し

てありません。 

 

それどころか百聞は一見に如かずならぬ 

 

「千読は一見聞に如かず」 

 

とでもいうような、鮒谷さんの圧倒的な知識と経験から織りなされる生の

ご指導に 
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⇒ メルマガで配信されている内容を更に深く掘り下げて理解でき、 

⇒ 物語としてお話し頂く中でより鮮明に強烈にイメージを脳に植えつけら

れ、 

⇒ 圧倒的な覇気で今すぐにでも動きたくなる衝動に駆られる 

 

そんな体験でした。 

 

別の言い方で申し上げれば、頭の中の数多くの点（メルマガで学んだ内容）

の一つひとつが肥大化して大きな点となり、その点と点が線でつながり、進

むべき方向性がこれ以上ないくらいにハッキリと目の前に現れた、そんな感

じを受けています。 

 

とりわけ私がこれから挑戦しようとしている分野は 

 

● かなり高額 

● 非日常的 

● 買ってみなければわからない一品もの 

 

の三拍子が揃う、不動産ビジネスとなります。 

実は、これは鮒谷さんにもお伝えし忘れていたのですが個別コンサルティングを

頂く数日前に、とある投資で大成功している方に 

 

「あなたのビジネスモデルは、まずうまくいかないよ。」 

 

とバッサリ、ダメ出しを頂いていたのです。。 

月に軽く数千万単位の不労所得を得て大成功している投資家の言葉なだけに、私

はショックで心うなだれていました。 

 

ただしそれと同時に、 

 

「本当にダメなんだろうか？立ち上げられる可能性は十分にあるんじゃないだろ

うか？」 

 

そんな想いが心の中で消えずにいました。 

 

といいますのも、昨今のインターネット・デバイドという言葉に代表されるよう

に「ビジネス（あるいは日常生活）にインターネットを上手に活用する者と活用

しない者の格差」は日に日に大きくなり、その格差は近い将来に目も当てられな

いような乖離を生じてくるのではないか、そんな風に日々実感しているからで

す。 

 

不動産のような高額取引においても例外ではなく、個人であってもインターネッ

トを上手に活用することで大手不動産と遜色ない、あるいは焦点を絞ることで大

手不動産以上の取引は可能になるのではないかと考えます。 
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実際に私自身の事前リサーチでも私が考えている不動産成約モデルを実践してい

るケースは少なくとも焦点を当てている地域には存在しておらず、 

 

・尻上がりでもブルーオーシャンで大成功するか 

・的外れでほとんど成果なく人知れず撤退するか 

 

のいずれかだろうと予想し、今回の個別コンサルティングに臨ませて頂きまし

た。 

 

結果として、個別コンサルティングを終えてみて 

 

「必ずいける。（前出の）投資家さんにはニッコリ微笑んで差し上げる時が必ず

来る。」 

 

と確信することが出来ました！(笑) 

 

⇒ 活用すべきインターネット媒体 

⇒ ソーシャルメディア系の活用について 

⇒ メルマガは必須なのか、そうであれば自社配信とまぐまぐ配信のどちらを選ぶ

べきか 

⇒ お客様の声は必須なのか、どのように集めるべきなのか 

 

等を一つひとつ細かく具体的にご指導頂き、どのように進めていくべきか

の方向性をはっきりと定めることが出来ました。 

 

例えるなら、もしタイムマシーンがあれば誰でも宝くじの当たり券を買いにいく

と思います。必ず当たると分かっているからです。 

 

それと同様で、今回はあたかもタイムマシーンで必ず宝くじが当たる方法を

過去に戻って教えて頂いたようなものでした。 

当たりくじを手に入れたのであれば引き換えない行為は愚の骨頂であり、即ち今

回教えて頂いた手法を実践しないのは愚の骨頂の 10 倍（もしくはそれ以上）と

言えます。 

 

そして何よりもありがたかったのは 

 

「一回のコンタクトでいきなり問い合わせ、あるいは契約まで至るということは

まずない」 

 

とはっきりご指摘くださり、けれども 

 

「最初の半年ないし一年は（今回のコンサルティングで教えられた手法で）注力

する必要がある」 

「心が折れることなく、成果が出始めるところまでやりきれば、そこから先は加
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速度的に事業が成長していくこととなる」 

 

と、先を予測してのメンタル面のサポートも頂けたことです。 

 

恐らく今回、個別コンサルティングを受けずに自力で開始していたとすれば開始

して３か月あたりで心が折れ、やっぱり投資家さんの言う通りだった、、と一人

で静かに撤退していたことでしょう。それどころか今回非常に蓋然性の高い手法

を教えて頂いたことで 

 

＜無駄な手法を省く ⇒ 無駄なお金を省く ⇒ 無駄な時間を省く ⇒ 費用対効果

を最大限に高めたシステム構築へ＞ 

 

の流れが実現することと確信しています。 

 

ここから先は私自身の問題であり、 

 

◆ やるのかやらないのか 

◆ 継続するのか継続しないのか 

◆ 情報配信の質の向上を高め続ける努力を続けるのか 

 

に集約されることと思います。 

 

メルマガ上でいつも書かれているように継続することが何よりも大切だと思いま

すのでここからは熱くなりすぎて燃え尽き症候群とならないよう、心穏やかに楽

しみながら毎日淡々と着実に、情報配信の品質にこだわり続けてまいりたいと思

います。 

 

また最後には次回、弁護士さんをご紹介くださるとのことでしたが、まずは今回

ご指導頂いたことを実践し、当たり前のこととして事業として軌道にのせ、恥ず

かしくない実績を上がられるようになってから、お言葉に甘えさせて頂きたいと

思います。 

 

ご紹介頂いた後はお互いの自己責任ではありますが、それでもアイデアのみの現

段階では先方にお会いしてもご紹介くださる鮒谷さんに恥をかかせてしまうでし

ょうし、多少なりとも実績を上げ始めてからの方がご紹介くださる弁護士さんに

もお返しができると考えるからです。 

 

（クレクレ星人に成り下がるのはご免です！） 

 

この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。  

（Ｋ．Ｆ 様） 
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貴方様からの個別コンサルティングのお申し込みを 

お待ちしております。 

お申し込みは下記より承っております。 

https://form.os7.biz/f/6387a7fb/ 

 

個別コンサルティングへのお問い合わせは 

http://www.2nd-stage.jp/contact/ 

まで、お気軽にどうぞ。 

 


