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自分が抱えていた短期、中期、長期的課題のすべてに対して、解をいただ

くことができました。  

本日はたいへん勉強になるセミナーをありがとうございました！！ 

 

長らくマーケティング畑を歩んできておりますが、今回の「圧巻セールスセミナ

ー」は、ご案内を拝見した瞬間、「キタコレ！」と思い申し込みをしました。 

 

現在、勤務先で、「見込み客」から「売上」までのデザインと評価指標を一気通

貫させる（現在は部門毎に断絶している）プロジェクトを立ち上げようとしてい

るのですが、「営業」については経験も浅く、「これは誰かに教えを乞わなくて

は、いい仕組みは構築できないな」と考えていたタイミングでの開催だったため

です。 

結果、期待していた以上の学び・気づきを得ることができました！  

 

まずは直近の課題として、 

・今やろうとしていることの方向性は、基本的には正しいと確認できたこと 

 （「北斗の拳営業」の世界） 

・「どう改善を加えるべきか」への、具体的な示唆を見つけることができたこ

と 

 （プラントの作りかた） 

さらには、 

・「あり方」に対する根本的な基準を固められたこと 

 （スゴいい人、「圧巻」の存在を目指すこと） 

・来たるべき起業の日に向けて、「好きなこと」と「ビジネス」を、どのように

結び付けられるか。 

 一貫性をどのようにシステム、コンテンツに埋め込むか 

 （いいの？！と思うようなネタバレもお伺いでき、とても勉強になりまし

た） 

と、自分が抱えていた短期、中期、長期的課題のすべてに対して、解をい

ただくことができました。 

 

それだけではなく、今日伺ったお話は、どのような課題にも適用できる普遍的

な原理原則だと感じましたので、参加者の皆様は、それぞれの状況にあった学
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び・気づきを得ることができたでしょうし、私自身も今後、どのような問題

がでてきても、大半は今日のお話を適用させることで、対処できるように

なるのだろう、という自信もつきました。 

・・・もちろん、そのレベルまで定着できれば、の話ですが。 

 

直近のアクションとして、まずは、勤務先でのプロジェクトの原案に改良を加え

ます。 

最初のドラフト案を木曜日に発表することになっているので、最高のタイミン

グでした。 

そして、このプロジェクトをまずは日本で成功させて、米国本社に打って出るつ

もりです。 

簡単なことではないと思いますが、やってみます。 

 

そしてその先、定年退職まで会社員をするつもりはありませんので、いつの日か

期が熟したら、今日のお話を元にビジネスモデルを組んでみるつもりです。 

 

****** 

 

鮒谷さんとご縁をいただいて 4 年、今回のセミナー参加は文字通り「気が熟して

の参加」でしたが、セミナーに参加して初めて、自分が「4 年前に買ってい

た」ことを知りました。 

 

そしてその際「情報発信をするといいですよ」と勧められ、理由を深く理解する

こともなく言われるがままにメルマガとブログ運営をはじめ、おかげさまで今で

は「仕事と育児の両立」については、相談にのったり、話をしたり、という機会

をちょこちょこ頂けるようになりましたが、「無料のままでいいのかな？？」と

いう小さな疑問も、心の片隅にありました。 

 

でも、「今は」このままでいいのだ、と確信を得ることもできました。 

「出会ったすべての人に、最大限の価値を与える」ことを心がけ、行動を続けて

ゆけば、いずれ、機が熟した時に果実を得ることができることは間違いない、と

今日、知ったからです。 

 

そして「なぜ情報発信をすることが大切なのか」という本当の理由、パー

ソナル・ブランディングなんて次元ではない、緻密なシステムの中での重
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要性も、ようやく腑に落ちて理解できました。 

 

長々と失礼しましたが、たった 3 時間でここまでの影響を与えていただき、

本当にありがとうございました。 

セミナー参加費は、近い将来、昇給という形できっと取り戻せると思います。 

 

いつも貴重な学びときっかけをいただき、ありがとうございます。 

（外資系企業マーケティング・広報部門責任者 Ｙ．Ｓ 様） 
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大事なことが次々と出てくるので、脳ミソがオーバーヒートしそうになり

ました。。  

鮒谷さん、圧巻セールスセミナーありがとうございました。 

振り返ると約２年振りのセミナー参加でしたが、今回も激しく脳ミソを揺さぶ

っていただきました。 

 

最初の気付きは、 

 

【お客様にコンテンツだけをお渡ししても、成果が出るとは限らない】 

（むしろ、出ないことの方が多い）ということです。 

 

このセミナーの直前に、私はあるフレームワークを入手していました。 

鮒谷さんの仰る「営業プラント、あるいはベルトコンベア、製造ライン」を設計

するための段取りを考えやすくするためのものです。 

 

私はこのフレームワークを、カスタマイズして、使いやすい形にしたり、 

私の顧客に合うようにすることを目的に、セミナーに参加したのです。 

（自分のビジネスを伸ばすだけでなく、顧客のビジネスを伸ばすのにも活用しよ

うと思っていました） 

 

しかし、冒頭に「コンテンツだけ渡しても成果が出ない」と言われ、いきなり焦

ったのでした。 

 

2 つ目の気付きは 

【お客様のことを考える】 

こと。 

 

上述のフレームワークは、お客様の視点を見落とさないように、 

常にお客様の言葉で書くように工夫されています。 

しかしながら、フレームワークを使う側に、もっともっとお客様のことを考える

視点がなければ、せっかくのフレームワークも活かしきれない。 

フレームワークを使う前段階の、最も大切なことを再認識させられました。 
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その他にも、商品開発に関するヒントや、 

ビジネスを伸ばすときに見落としがちだけど大切な原則など、もう大事な

ことが次々と出てくるので、脳ミソがオーバーヒートしそうになりまし

た。。 

 

当日の夜と、翌日の午前中、 

セミナーで書き留めたノートと、紙とペン、上述のフレームワークを持って、ひ

たすらに書き続ける作業を行いました。 

セミナーに引き続き、脳ミソがフル回転です。 

 

まずは私から見えている鮒谷さんの営業プラントをフレームワークに落とし込ん

で図にしてみました。 

美しい図になりました。 

と同時に、平成進化論が強力なツールになっていることを改めて実感しました。 

 

次に、今の私のビジネスを図に落としても、悲しくなるだけですので、、、今後

やりたいビジネスを図で表現してみました。 

また、セミナーで教えていただいた重要なポイントを忘れないよう、図に書き加

えていきました。 

すると今まで、いかに自分がやるべきことをやっていなかったのか？痛感するこ

とになりました。 

ただ逆に、やるべきことが目に見えてきました。 

やらなきゃいけないことが膨大なのですが、１つ１つ、着実につぶしていこうと

思います。 

 

セミナーで聞いたことを無駄にしないよう、しっかり成果を出していきたいで

す。 

本当にありがとうございました！ 

（経営コンサルタント・中小企業診断士 Ｒ．Ｓ 様） 
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思い切った金額の参加料でしたが、大いに学びがあり、軌道に乗るロケッ

ト噴射のパワーアップができました。  

鮒谷様 

 

圧巻セールス＆ライティングセミナーでの有意義な講演をありがとうございまし

た。 

 

起業したてでまだ軌道に乗っていない私にとって思い切った金額の参加料でした

が、大いに学びがあり、軌道に乗るロケット噴射のパワーアップができまし

た。 

今までは「集客」ということは一切ない仕事だったので現在の仕事で集客、営業

が最も苦戦しております。どうも、売り込み、押し売り、というイメージで、服

を買いに行ったときに店員にあれこれ勧められる不快感を想像してしまうので

す。 

しかし、「絶対に買ってくれと言わない」「お客様から売ってくれと言わ

せる」という概念を教えていただき、目からウロコでした。 

 

しかし、そのためには、お客様にその気にさせる綿密な水面下の仕掛けが必

要だということで、その詳細の考え方を聴くうちに、自分の事業への具体

的な応用方法があれこれと頭の中をめぐりはじめました。アイディアが沸

いてくるのです。 

特に、教訓～タグ～事例、という仕組みを作ることについて、そこまで私は丁寧

にやっていなかったので、早速明日から弱点克服の手立てに取り掛かります。 

 

ざっくばらんな放談のようで、しかし内容が濃く盛りだくさんだったのでま

だ未消化の部分がありますが、これからしっかり身にしていきたいと思います。 

 

どうもありがとうございました。 

（体操教室経営 Ｋ．Ｉ 様） 
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最後の最後まで言葉の濃度が薄まらず、まさに圧巻の時間でした。  

先日は圧巻セールス＆ライティングのセミナーをありがとうございました。 

鮒谷さんにお会いするのは 2 回目でしたが、今回のほうがより多くの刺激を

受けることができ感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

私はメルマガを持っておりますが、収益を生み出す力は弱い気がして何が

理由なのだろうと思っているときでしたので、まさにベストなタイミング

でした。 

知性あふれる素敵なお声で、ある時は高度に抽象化された概念、ある時はリ

アル感たっぷりの私たちが本音でしりたいこと、が縦横無尽に織り交ぜら

れていて、「久しぶりに＜言葉使い＞にお会いした」という気分です。 

（※言葉遣いではなく魔法使いと同じ意味での言葉使い、です）最後の最後ま

で言葉の濃度が薄まらず、まさに圧巻の時間でした 。 

 

抱えていた問いに対する結論は「私に魅力的なライティング、強いライティング

ができていない」というものです。 

一度書いた内容は繰り返してはいけないとか、お客様はわかりやすいものを求め

ているだろうから背後にあるものより、インスタントなものを提供したほうがよ

い、など間違った理解ばかりしており、そこをきっちり正していただき＜王道＞

への道に軌道修正していただいたように感じています。 

 

自宅に戻ってからいただいたバームクーヘンとともに、読み切れていなかった

過去のメルマガを一気に拝読いたしましたら、鮒谷さんの伝えたいことは

こうなのね、と改めて理解がミルフィーユのように重なりました。 

やはり、お会いして生のお声で聞くのと歩留まりのあるメルマガではずい

ぶん違いますね。 

 

今回のお話を聞いて、即ライティングを変えて試行錯誤する、と決意がで

き、早速トライしています。本当にありがとうございました。 

 

（エッセイスト・ブロガー・セミナー講師 Ｒ．Ｏ 様） 
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1 人の参加者にそこまで準備をされているのかと驚きました。  

本日はありがとうございました。 

圧巻セールスとは、相手の期待値を超えることだと実感しました。 

 

今週、値上げ値下げについて、大変悩んで決断したその数日後にメルマガで値上

げについての内容が 2 日あり、本日のお話の中でも、単価が最も優先順位が高い

というお話をいただき、自分としてあまりのタイミングに、どうなっているんだ

と驚いて聞いておりました。まずはそのことに大げさに言えば運命的なことを

感じました。 

 

そして今日の最後にそのことを述べる機会をいただいた時、私の所属する会社に

ついて鮒谷様からコメントいただき、1 人の参加者にそこまで準備をされて

いるのかと驚きました。圧巻セールスの現場を感じた瞬間でした。 

果たしてそこまで自分はやっていたのか、やってないでただ売れない利益が出な

いと言ってただけであることを見せつけられました。 

 

また別の視点でいうと、最後に自分の思ったことを発言したこと、それだけで参

加費の何割か元を取ったと感じました。何か不思議な感じですが率直な思いで

す。ただ話を聞いてるだけでなく自分のこととして考えることができたからで

しょうか。 

 

圧巻セールスは採用についても同様に考えてよいかと質問された方がいらっしゃ

いましたが、チームメンバー（部下）に対しても圧巻セールスの考え方が当ては

まるのだとの鮒谷様の回答に後でじんわりと納得しました。 

 

今日お聞きしたことをひとつでも実行できるようにこれから具体的に動きたいと

思います。 

ありがとうございました！ 

（大手メーカー 国内営業統括 Ｎ．Ｉ 様） 
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3 時間半でお話頂いた事を全部やれれば、売れない方がおかしい！！ 

そんな貴重すぎる話でした。  

鮒谷さん、 

先日の圧巻セールセミナー、ありがとうございました。 

個別コンサルでお世話になっていた頃からはや 1 年がたっており、久しぶりにお

会いできる事大変楽しみにしておりました。 

 

今回のセミナーですが、 

元々の目的は、鮒谷さんに会い、エネルギーに触れ、2015 年下半期さらに

加速前進するための決意の 1 日にする、といったものでしたが、その何十倍

以上もの価値を頂いたと実感しています。 

3 時間半のセミナー後は、膨大な情報量が処理仕切れず、頭がくらくらし、ぐ

ったりしていました。 

今、このように感想を書きながら頭を整理しています。 

 

まず全体の大きな印象として、 

3 時間半でお話頂いた事を全部やれれば、売れない方がおかしい！！ 

そんな貴重すぎる話でした。 

（それを他者が真似できない圧倒的なレベルでやり続けているからこその鮒

谷さん圧巻セールスなんだとも認識しています） 

 

その他、印象に残った言葉は、 

・お客様が本当に求めている物は何か？あまさんが真珠をつかみ取るかの如く、

深く深くもぐって何度考える。たいていの人は浅い潜りで満足していて、お客様

の真のニーズを理解していない。 

・常に自分の商品、サービスに求められている事を疑ってかかり、予期せぬ出来

事、予期せぬお客様から真のニーズを見つけ出すようにする。お客様の声に耳を

澄ませる。用途開発をしてくれるのは、お客様だったりする。 

・事前に影響力を 120%行使する。 

・すごい人、いい人である事をしっかり伝える。伝えない事以外は伝わらないの

で、ちゃんと伝える。 

・接触回数を増やして、お客様の脳内一等地を占拠する。 

・選択基準として、自分の父や母がされていいか、嫌かを判断基準に持ち、倫理
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観をもった対応をする。 

・買わない理由、申込まない理由など意思決定プロセスに介入し、1 つずつ丁寧

に刈り取り啓蒙する。 

・営業システム全体の絵を書き、鳥の目、虫の目で全体が最適化されるようチュ

ーニング作業を繰り返す。 

などがとても印象に残っています。 

 

頂いたこれらの叡智の中からいくつトライし、体現できるかが鍵だと思っている

ので、 

・プロフィールをアップデートする。 

・お客様の声を聞く。なぜ、自分か？何を求めているのか？をヒアリングする。 

・営業システム全体の絵を書き、メディア、SNS を整える。 

などは早速取り組んでおります。 

 

なにより一番心に残っている言葉である「圧巻セールスは、当たり前の事を当た

り前にきっちりやる事、ただそれだけ」を胸にしまい、今後も邁進して参りま

す。 

 

この度は、貴重なお話ありがとうございました。 

またお会いできる事を楽しみにしております。 

 

（メンタルコーチ 梅田智也 様） 
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鮒谷さんが持つ営業力の凄さを、営業スキルのお話以上に、参加者に対す

る猛烈なリサーチ力をベースとした、First Contact 時の顧客対応部分に

感じて、ただただ感嘆するばかりでした。  

鮒谷 様 

 

本日の「圧巻セールスセミナー入門」に参加させて頂きました M.S です。 

メルマガは３か月程前から拝読させて頂いておりますが、月一ペースで海外出張

の日々を過ごしており、なかなかセミナーを受講するチャンスに恵まれずにいま

した。 

 

今回、来週ミャンマーに赴任という絶妙のタイミングでセミナーの案内メールが

届いた際、「このチャンスを逃したら数年はムリ」と思い、直感ですぐに

参加を決めました。 

まだまだ平成進化論初心者ですので、今回は特定の営業スキルを体得するという

よりは、"鮒谷さんを全力で体感する"ことを目的に参加させて頂きました。 

 

セミナーの最後の質疑応答でも質問させて頂きましたが、私は、鮒谷さんが持つ

営業力の凄さを、営業スキルのお話以上に、参加者に対する猛烈なリサーチ

力をベースとした、First Contact 時の顧客対応部分に感じて、ただただ感

嘆するばかりでした。 

「この人、只者ではない」と心を動かされた後は、常に前のめりで営業スキル

の話を傾聴させて頂きました。 

 

昨晩は壮行会で深夜 4 時まで飲んだ上に、朝 7 時から引っ越し作業の為に起こさ

れたので、途中眠くなるかもと少々心配しながらの参加でしたが、鮒谷さんの

持つ熱量に圧倒されたおかげで、ほぼ眠気を感じることなく最後まで「フム

フム、フムフム」とうなずきぱなしの３時間でした。 

 

メルマガで頻繁に話題に上がる「OS とバグ」の話ですが、今回の圧巻営業の実

現に必要不可欠な要素の１つ１つが自分の中に備わっているかの観点で確認した

ところ、「案外いい線行ってるかも」と分かり、これまでの勉強の成果が出てい

ることにちょっと嬉しくなりました。 

 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

将来的に自分が偏狂者的に全てを懸けられる「農業ビジネス」に参入する際は、

必ず鮒谷さんに相談に乗って頂こうと思い今回のセミナーに参加させて頂きま

したが、間違いなく今後に繋がるきっかけになるセミナーだったと思いま

す。 

 

暫く異国の地に赴任する為、個別セミナーの参加は直ぐには叶わない状況です

が、本日「私は死ぬまでこのビジネスを続ける」とお聞きしましたので、安

心して当面は引き続きブログ等を通じてご指導頂きつつ、農業ビジネスの準備を

スタートさせる際に改めて個別セミナーを受けさせて頂けますと幸いです。 

 

最後に、質疑応答の最後に、事業立ち上げにかかる準備期間を考慮して、深みの

ある文章を書く練習をするお話がありましたが、現在中断している My ブログを

再開して日本語＆英語両方で磨いていこうと思います。 

 

今後ともご指導の程宜しくお願い致します。 

（大手商社勤務 Ｍ．Ｓ 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

  

私は 10 年余りの営業経験がありますが、今回のセミナーを受けて、営業

に対するパラダイムが大きく転換いたしました。  

鮒谷さん 

 

本日は、 

圧巻セールスセミナーありがとうございました！ 

 

私は 10 年余りの営業経験がありますが、 

今回のセミナーを受けて、 

営業に対するパラダイムが大きく転換いたしました。 

 

顧客はその人（営業パーソン）の何を見ているのか、 

また、自分自身がセールスを行なう際には 

何を（事前に）相手に伝えるべきなのか。 

まず、これらが明確に理解できました。 

 

セミナー中も 

自分自身のこれまでの課題や改善点が 

次から次へと頭の中に浮かんできたのですが、 

それと同時に、パッと考えてみただけでも、 

すぐに取り組めること（取り組むべきこと）が 

溢れ出てきました。 

 

・売る前の事前準備（情報提供）の重要性 

・セールスにおいて最も注目すべき指標 

・成果が最大化される人の組み合わせ 

・セールスは何に合わせておこなう必要があるのか 

・営業とはいかにして影響力を行使するか 

・営業とはシステム 

・購買を妨げる要素の除去 

・セールスにおける自分自身のボトルネックは何か 

・対面における傾聴（顧客理解）の重要性 

・顧客の文脈を理解しておくことの重要性 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

・「ゴマをする」のではなく「場づくりをする」 

など、なかなかすべてを書ききれませんが、 

圧巻セールスをおこなうにあたって必要となる要素を 

惜しみなくお伝えいただけたと思っております。 

 

鮒谷さんもご存知の通り、 

昨年、サラリーマンを辞め 

現在は個人でビジネスを行なっていますが、 

今後、ビジネスを拡大していくにあたり、 

改めて営業（セールス）について 

学び直したいと考えていたところ、 

今回のご案内をいただきノーポチで申込みました。 

 

今回の参加費は 

私にとって安くはありませんでしたが（笑）、 

「それを圧倒的に上回る成果」に直結する 

極めてインパクトの大きな重要要素を学ぶことができ 

今回のセミナーにも参加させていただいて 

本当に良かったと思っております。 

 

これから新たな成果を生み出すべく 

実践していきますので、 

引き続き、個別コンサルのほうでも 

よろしくお願いいたします！ 

 

この度は、 

圧巻セールスセミナーありがとうございました！ 

 

いつも本当にありがとうございます！ 

 

（松本晃秀 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

すべて有機的につながり、文字として書かれていることの数倍、いや数十

倍の破壊力を持って魂に飛び込んできました。  

今回は「圧巻セールス入門」に参加させて頂き 

ありがとうございました！ 

 

今書いていて思ったのですが、「入門？」あの内容で？ 

というぐらい、深い内容のセミナーで、本職である介護職の夜勤明けで（汗）

参加した意義がありました。 

 

鮒谷様のセミナーに参加したのは初めてですが、一つ思ったことがあります。 

セミナーで話されていることの約半分～３分の２ぐらいは実はメルマガで日頃語

られている事である事。 

 

これまでメルマガを拝読していた段階では、キーワード的な知識が断片的に、あ

る意味表層的に入ってきただけ（それでも充分な学習ではあるのですが）でした

が、それらがすべて有機的につながり、文字として書かれていることの数

倍、いや数十倍の破壊力を持って魂に飛び込んできました。 

 

これは私にとってとても大きな気付きで、これまでホームページやメルマガ（こ

れから発行しようと思ってます）で、どこまでコンテンツを出していいのか、あ

まり出してしまうと実際に購入してくれなくなってしまうのではないか、という

思いがありましたが、いやいや、メルマガやウェブのコンテンツで提供するもの

とは、内容は基本同じでもまったく別の商品にすることができるのだと感じまし

た。躊躇することなく私が持っているコンテンツを発信していくことが 

できます！ 

 

また、早速帰りの喫茶店で自分のこれからのビジネス展開を紙に落とし込

んでみました。「これとこれがこう繋がって、そこからこう派生して」み

たいに自分のビジネスがとても立体的に見えてきました。 

 

営業はプラントだと仰った意味が良く分かります。 

自分のプラントをより強固に、収益のあがるものにするために、もっと鮒谷プラ

ントの深部に潜り込んで、色々と盗んでこようと考えています。 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

今回、個別コンサルティング１回目の後、今後のビジネスプランを考えている時

に、これ以上ないタイミングで参加できたことは、なんてラッキーだったと

思います。次回コンサルでは、紙に落とし込んだビジネスプランを 

厳しく評価して頂ければ。 

 

今後とも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） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

自分の誤った行動様式をいかに変えるか。改めて自身のことについて反省

させられ、早く脱皮しないと！という焦燥感にかられました。  

私がノートにまとめた量が多すぎて、整理するのに時間がかかってしまい、感想

が遅れまして失礼いたしました。 

現在、個別コンサルでもお世話になっておりますが、個別コンサルの 1 対 1 とは

違い、逆に他の方にも語り掛けていただく形の鮒谷様のセミナーは経験したこと

がなかったので、大変楽しみに大阪まで伺いました。 

 

個別コンサルで当然聞いていた内容も多くありましたが、そのお話の持ってい

き方は私にとって新しく異なるものであり、同じ結論でも、とても抽象度

が高いものが多くあり、聞いていてワクワク感が止まりませんでした。 

抽象的だからこそ、私の意識の中にフックされてきたことも多くありまし

た。 

 

一番大事なのはパラダイム。よくも悪くも「世界認識」が形成されている。赤い

サングラスをかければ、世界が赤く見えてしまう。 

今回私たちが集まったのは、鮒谷様の作られた「世界認識」に共感しているか

ら。なるほどなぁ、と感心させられました。 

 

自分の誤った行動様式をいかに変えるか。改めて自身のことについて反省させら

れ、早く脱皮しないと！という焦燥感にかられました。 

 

営業にはタネも仕掛けもある。 

そして、そのタネや仕掛けが平成進化論の中にも多くちりばめられているとのこ

と。 

 

いつも長い文章。 

この程度の文章を読み込めない人には来てほしくない。 

・・・こんなところで既に選別されていたことは気付きもしませんでした。 

緻密なタネや仕掛けに感動です。 

 

聞いてみれば当たり前のことですが、こういうところに、成功の秘訣がある

んだろうなという気がいたしました。 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

営業とは、これ以上ないほど楽しい知的遊戯。 

逆算して考えることが楽しく、チェスやオセロなどと同じとのこと。 

関わる人の欲求を満たす商品やサービスを開発して、説明責任を果たすべき。 

この「説明責任を果たす」こと。 

 

高井伸夫先生からのお話の流れで「熟柿」のお話をいただきました。 

価値を先にお渡しして、柿を実らせ、熟させて、ポンッと打つことにより、柿が

落ちてくる。 

この「打つ」という行為が多くの場合なされていない。 

そんなことを教えていただきました。 

 

また、「客のニーズは信じない」（おそらく、言い回しは違っていたと思

います！）ということも斬新な響きでした。 

コンサルを申し込んで来る際に、売上を上げたい、儲かりたい・・・など、いろ

いろなお客様のニーズを当然耳にするが、これは真のニーズではないことが仮

説・検証を繰り返す中でわかったとのこと。 

客は思索することをしない。 

客は考えたくない。 

だからこそ、価値を提供する側がお客様の本当の声なき声に耳を傾け、「あなた

の欲しいものはコレなんですよ」と教えて差し上げる。 

 

ニーズに気付いていただく。 

そうすることこそが、客の立場に立って考えること。 

これができていないと、そもそも営業ではないなと痛感いたしました。 

 

顕在ニーズは当然満たさないといけない。 

それと同時に、潜在ニーズにしっかり目を向けねばならず、この潜在ニーズを

お客様の人生と置き換える。 

この商品・サービスを通じてお客様のどんな潜在ニーズを満たし、このことがお

客様の人生にどのようなベネフィットを与えられるのか？ 

そうして、お客様の脳内一等地を占め、離見の見で自分を見つめ、針に糸

を通すがごとくに、微調整をしつつ、自問自答を繰り返す。 

考え「続ける」状態にならないといけない。 

常に考えてないといけない！！ 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

このことは私に深く深く刺さりました。 

全然考え続けることができていませんでしたので（汗） 

すみません。 

私の勝手な解釈でかなり省略していろいろ書かせていただきましたが、他にも多

くのことを学ばせていただきました。 

 

そして、今回の圧巻セールスセミナーが「ダイジェスト版」であるとのことを以

前の平成進化論で伺っておりました。 

本編は 7 月 2 日、3 日であるとのこと。 

でもなかなか案内がなく、焦ってしまい、先走って、セカンドステージ様へ問い

合わせまでしてしまいました。 

 

そして、宿をとった次の日に平成進化論より案内が来ました。 

・・・遅すぎます・・・（泣） 

 

そして、飛行機を取ってしまったため、2 日目の懇親会に出れずにすごく残念な

のですが、 

また大きな期待を胸に東京まで行くことが本当に楽しみです！ 

 

また、7 月 2 日、3 日もお世話になりますが、引き続き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。 

 

（村田佑樹 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

マインドとは何か・・・セミナーに参加した人がお土産に持って帰れる人

生のバイブルですね。  

鮒谷さま 

 

先日は、セミナーに参加させていただきありがとうございました。 

私にとってセールスセミナーの受講は３回目でした。 

 

参加した目的は、 

 

・営業としてのＯＳの上書き（修正）インストール 

・案内に記載されていた「バージョンアップしたセールスセミナー」 

 

という言葉への興味 

 

そして 

 

・絶不調だった６月の振り返りの場、７月への起爆剤の場としたい 

 

の３点でした。 

そして、全てを満たしていただけました。 

 

セミナーで学んだことは多すぎて書ききれませんが、 

 

・お客様が言う〇〇したいという言葉と真のニーズは異なることも多い 

 真のニーズを知ることが重要 

・お客様の期待値を超えてはじめて紹介や口コミにつながる 

 

は特に強くインプットされました。 

 

そして、７月に入って実践していることが 

 

・一面談、一打ち合わせ、一メール、全てにおいて、目標目的を明確にする 

・６月に立てていた目標の甘さと誤りに気づき、修正して言語化 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

です。 

 

日ごろから鮒谷さんがおっしゃっていることなのですが、日常の引力に負

けて、当たり前のことができていないことに気付かせていただきました。 

 

自分自身の振り返りとともに、もう一つ予期せぬ効果がありました。 

セミナー直後に開発系の方と話す機会があり、とある相談を受けたのですが、セ

ミナーで教えていただいた 

 

・セールスに限らず自らの能力を知っていただくには言語化し伝える必要がある 

・営業力とは物を売るためだけのスキルではない、 

 生涯使うコミュニケーションスキルなので実は職種を問わず重要 

 

そして 

 

・営業に限らず成長のために一番重要なのはＢＥＩＮＧ(マインド）である 

 

ということを伝えたところ響いたものがあったようで、特にマインドのところが

強く書かれたお礼のメールを頂戴しました。 

 

マインドとは何か・・・セミナーに参加した人がお土産に持って帰れる人

生のバイブルですね。 

 

これからも、よろしくお願いいたします。 

 

以上、遅ればせながら送信いたします。  

 

 （Ｍ．Ｏ 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

全ての話に「裏付け」と「整合性」があるので聞いていて、しっかりと身

に染み入るし難しい表現がないのも「プロ」だと思いました。  

鮒谷さんのメルマガを 4 年ほど前から毎日欠かさず読んでおりました。 

一度は「お話を聞きたい」と思っており今回はその思いが叶いまして嬉しく思い

ます。 

 

参加で一番得た部分は 

「鮒谷さんを通して知らない世界を垣間見れたこと」 

になります。 

人脈も多く、経験が豊富な鮒谷さん視点のお話を聞けたことが何よりの収穫で

す。 

 

セミナーの中身ではメルマガで目にした「フレーズ」がポンポンと小気味いい

テンポで展開されていく様は、まさに「圧巻（笑）」でした。全ての話に

「裏付け」と「整合性」があるので聞いていて、しっかりと身に染み入る

し難しい表現がないのも「プロ」だと思いました。 

 

私の中で「漠然とした部分が整然となった」 

ことはありがたかったです。 

 

「思い切って参加してよかった！」 

と強く振り返ります。 

 

ありがとうございました。 

（間大輔 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

  

鮒谷さんが「お客様の成長を見れなければ仕事をしている意味が無い」と

おっしゃった時の、真剣な目と声と『オーラ』。 

金メッキでない純金の「気持ち」が、一番の印象です。  

大枚はたいて参加した２日間セミナーからまだ１カ月なのに、 

車のＢＧＭがロックからセミナーＣＤの鮒谷ワールドに変わって(笑) 

友人に驚かれ、そして１カ月後のセミナーも参加してしまいました。 

 

改めて考えると、長年営業現場で鮒谷さんの思いと同じ事を 

実践しているつもりでしたが、高額商品の営業を、買う側の立場で 

体験したことは数えるほどしかなく、こんなに気持ち良くクローズ 

されたのは、生まれて初めてです。 

 

営業のプロセスにおいて、クローズと受注は、お客様のお仕事の成功を 

お手伝いする中の「いちプロセス」にすぎない・・・なんてことを 

言っておきながら、自分ではできていなかったその一連の理想の営業手法を、

身を持って体感したことで、既に私の成長は始っているはずです。 

 

こんな経験、一生で数えるほど、もしかするとこの一回しか経験できない

かもしれません。 

これからもそういう営業マンに出会いたいものです。 

 

ありがとうございました。 

 

初めてのセミナーからまだ１カ月ですが、 

「なにをやったらいいのか分からず右往左往しながら」 

もがいている自分が、 

「まずはやってみながら」 

もがいている自分に、ほんの少しだけ変わっていました。 

 

今回もノートが足りなくなる寸前でしたが、毎日見直している中で気になった

言葉を集めてみました。 

・買ってもらうでなく、どうすれば買いたいと言ってもらえるか 

・お客様の思考（検討）の一等地を常に占有する 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

・貯まったエネルギー（学習）はアウトプットしないと腐る 

・ゴールを見せてあげる、お客様が気付いていないニーズを先回りして教えてあ

げる 

・結果にコミットしている 

・お客様が目的を達成する（達成した後成長し続ける）シナリオが書けてるんで

すか 

・ラベリング効果（金メッキ） 

・世界観にアプローチし、「やる気」「成長」をも与える 

 

いまは、「アウトプットし続ける実験台」を探している最中です。 

セールスだけでなく、日々のあらゆる仕事や生き方にまで生かせるはずで

すので、それぞれに翻訳してアウトプットしています。 

※営業職以外の方にも大きな変化をもたらしてくれますよね！ 

 

とはいえ、毎日の引力は強力です。 

引力に負けないためにも、定期的なセミナー受講は大きな意味があります

ね。 

（日程と場所の都合で年間セミナーを申し込めていない事が辛いです）。 

 

最後に・・・ＧＷセミナ－の休憩時間に質問した時に、鮒谷さんが 

「お客様の成長を見れなければ仕事をしている意味が無い」 

とおっしゃった時の、真剣な目と声と『オーラ』。 

金メッキでない純金の「気持ち」が、一番の印象です。 

 

（株式会社ビーイング 大森学 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

鮒谷さんのお話しは、どれもわかりやすく、かつイメージしやすい表現で

伝えてくださるので、素人（？）の私にも、私なりの理解をすることがで

きました。  

鮒谷様 

 

昨日のセミナー、営業職でも経営者でもなく、明らかに場違いな私へのお心配

り、ありがとうござました。 

 

実は、今回のセミナー、あまりテーマを気にせずに申し込み致しました。。。 

ただただ、純粋に、こうありたいと思う自分になるために、今必要なことは何

か？を自問自答した結果、まずは、鮒谷さんが仰ってることを忠実に実行し

てみようと思ったのです。 

 

鮒谷さんのセミナーに参加できるほどのレベルではない自分だけど、そんな自分

に「赦しを与えて」場違いかもしれないけど、反対に「場の力を借りる」気

持ちでまずは「行動」してみようと「決断」しました。 

 

もちろん、尊敬する鮒谷さんのセミナーであれば、どのような内容であれ 

学びとなるに違いないという確信があったからこそです。 

 

実際に参加してみて、鮒谷さんのお話しは、どれもわかりやすく、 

かつイメージしやすい表現で伝えてくださるので、素人（？）の私にも、私な

りの理解をすることができました。自分がこれからどこに向かって、どの

ような事を心がけて進んで行けば良いのか、うっすらとですが見えたよう

に思います。（これってきっと大きなショートカットですよね？） 

 

また、他の参加者の方々が、私では思い浮かばないような良質の質問を、鮒谷さ

んに投げかけて下さり、その結果、より深いお話しを聞くことができました。 

 

正直、これは私にとっては、衝撃的な出来事で、初心者が第一歩を踏み出す

場として、セミナーへの参加はベストな選択かもしれない、、と実感しまし

た。 

 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

この貴重な経験を無駄にしないよう、 

まずは、はじめの第一歩、 

「ブログを書く」ところから始めたいと思います。 

 

本当にありがとうございました。 

（会計事務所勤務 Ｋ．Ａ 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

  

マインドシェアが翌日の方が高くなるセミナーは初めてです。  

今回は「入門」ということで、時間も短く、どこまで鮒谷様の言葉を理解出来る

のか、また表現していただけるのか、多少、疑心暗鬼で参加致しました。 

結果、3 時間経ったとは思えぬ快適さと、情報量の多さに満足致しました。 

しかし、その時は本当の凄さを理解しておりませんでした。 

そして、まさにセミナーが終わった後に、ここまで「刺さる」のかというと

ころに驚いております。 

 

セミナー中は、 

「うんうん、これは知っている。メルマガで何度も読んだことだ」とか、 

「おー、これは、自分なりに実践しているな」とか、 

思うことも何度かありました。 

もちろん、有機的に結びついた新たな刺激がたくさんあり、セミナーが終わ

ってすぐに、近くのレストランに入って、聴いたばかりの知識を自分ごとにしよ

うと作業をしてみました。 

ところがその時は、つい 1 時間ほど前であったにもかかわらず、鮒谷さんの言葉

が頭の中をぐるぐる回っているだけで、「言語化、図式化する」ぐらいしか鮮明

に浮かんできませんでした。 

 

それが一日置いて、予告通りに配信されたメルマガの一つ一つのフレーズが、心

に、脳に、自らの行動の記憶に、刺さる刺さる。 

今まで何度もメルマガで読んできた言葉、事象の意味が薄皮を剥ぐように

可視化されました。 

その深みが本当に恐ろしく（同時に嬉しく）、これらが自分のものになるのに、

どのぐらいの時間やエネルギーが必要なのだろうかと途方に暮れました。 

自分が如何に分かった気になっていたのかを思い知りました。 

大袈裟に言えば、今日は何をしていても、鮒谷さんの言葉に打ちのめされる

のです。 

 

また、このメールを書くことで、さらに一つ一つが強く結びついていくことに

気づかされました。 

この程度の文ですが、感謝半分、自分のため半分なのだと思っています。 

これも言語化する（しようとする）ことによる効果なのだと実感しております。 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

マインドシェアが翌日の方が高くなるセミナーは初めてです。 

まさに「事前の仕込みが 9 割」を体感させていただきました。 

予期せぬ（facebook）なども、良い意味で事前に仕込まれていたのかと感心す

るばかり。 

 

昨日、勢いで描いたプラントとスケジュールを早く手直しして、今後に臨みたい

と思いながら、感想を書いております。 

（学習塾 監査役 Ｋ．Ｍ 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

期待通り！いや、期待以上の濃いお話しを聞かせていただきました。 

まちがいなく、これからの自分にシフトすると確信できました。  

鮒谷さん、本日はありがとうございました。 

（久々にお会い出来て嬉しかったです！） 

 

鮒谷さん（平成進化論）を知ったのは、10 年ほど前になります。 

当時は、現在のように独立をしておらず、企業に勤めるサラリーマンでした。 

 

その時から毎日、平成進化論のメルマガを読み、 

楽しい時も、苦しい時も（笑）鮒谷さんのメルマガを読み、 

日々気づきから勉強し、それを励みにしていました。 

 

それから、ずっと自分の中に 

「鮒谷さんにお会いしたい」 

という想いがあったのですが、 

当時はまさかお会いできるとは思っておらず、 

雲の上のような存在でした（冗談ではなく本当です）。 

 

それが、6 年ほど前、Twitter がきっかけで、 

鮒谷さんの名刺などをデザインさせていただく機会をいただき、 

はじめてお会いすることができました。 

 

（前書きが長くなってすみません↑上記は、長ければ割愛していただいてもかま

いません（笑）） 

 

独立をして丸 6 年になろうとしています。 

デザイナーをしているのですが、デザイン以外にも 

セミナー講師やコンサルティングもさせていただいています。 

 

それと、2 年ほど前、鮒谷さんとお食事をさせていただく機会があり、 

その時に何気なく鮒谷さんが言われたひとこと、 

「多陀さんのデザイン（成果物）は、安いですね」 

というお言葉が、どこか頭のなかにずっと残っており、 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

ちょうど今がシフトチェンジをする時かな？ と感じていた頃、 

鮒谷さんの大阪でのセミナー案内が！ということで、秒速で申し込みました

（笑） 

 

当日の内容はというと、もちろん期待通り！ 

いや、期待以上の濃いお話を聞かせていただきました。 

まちがいなく、これからの自分にシフトすると確信できました。 

 

セミナーの「5 万円」がこれほど安く感じることというのは、 

鮒谷さんのこれまでやってきた経験と発信（メルマガ）であるということも 

メルマガではなく、生で実際にセミナーに伺ったことで、 

肌で感じさせていただきました。 

 

まさに「10 倍返し」いや、「100 倍返し」 

になる日は、そう遠くなさそうです。 

 

鮒谷さんにいい報告が出来る日を楽しみにしています。 

ありがとうございました。 

 

（株式会社アーチ・コア インコーポレーテッド CEO 多陀賢二 様） 

 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

鮒谷様が仰られてた内容を理解し行動に移すまではまだまだ努力が必要だ

と感じ、「圧巻セールスシステム 構築コンサルティング」と「セミナー

音声 CD]を申し込みさせて頂きました。  

鮒谷 周史 様 

 

この度はありがとうございました！ 

 

メルマガを拝読していてずうっとお会いしたかった鮒谷様ですが、今回、セミナ

ー初参加という形でお会いでき本当に良かったと思います。 

 

鮒谷様が仰られてた内容を理解し行動に移すまではまだまだ努力が必要だと感

じ、「圧巻セールスシステム 構築コンサルティング」と「セミナー音声

CD]を申し込みさせて頂きました。 

今まではメルマガだけでしたが、今後は生鮒谷様をバンバン感じていきたいと

思います。 

 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

（髙橋仁史 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

セミナー終了後に「おれも圧巻セールスできるんじゃね！？」と思ってい

る自分がいました（笑）  

鮒谷さま 

 

大阪開催の「圧巻セールス入門セミナー」に参加しました柴田です。 

このたびは大変貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。 

 

セミナー会場の仕切りをすべてご自身でやられ、粗利 99％以上を実現し、"圧巻

セールス"を体現されている鮒谷さまを目の前にして、鮒谷さまのお話を直接聞い

ていると、セミナー終了後に「おれも圧巻セールスできるんじゃね！？」と

思っている自分がいました（笑） 

 

メルマガを読んでいるだけではそこまで思えなかったのですが、鮒谷さまから直

接お話を聞くことで、新しいパラダイムを身につけつつある自分がいること

で、すでに参加費の元は取っているような気がします。 

 

そして、メルマガを登録した時点で、巨大な"鮒谷プラント"に入ってしまってい

た自分がいたんですね。 

自分自身が通信販売会社に在籍していた時には、顧客のライフタイムバリューを

最大化するためにプラントを作って運営していたにも関わらず、いざ独立してみ

ると、自分にはセールスをする上でのプラントがなかったことに気付かされまし

た。。。 

 

今回のセミナーで印象に残ったことは、 

・「良い人」と「人の良い人」は違う 

・「楽儲」か「苦儲」かを常に考える 

・自分の営業プラントはあるか？これがないと話にならない 

・「どうやったら売れるか」ではない 

・「お客様が欲しいものを渡そう」と真剣に考えているか 

・「お客様の課題に対して理解しようとする姿勢」があるか 

・お客様にはっきりと成果を表現するのは怖い、覚悟がいるが、そこを超えない

と自分を追い込めない 

・自分を追い込むからさらに高いレベルにいける 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

・事前の情報収集の大事さ（こいつ分かっているな） 

・ラオウ対ケンシロウのような営業はもうやめよう 

・「プロフィール」「お客様の声」「メニュー表」の 3 点セット 

・のこぎりを使う場所は営業中ではなく別の場所で 

・遠距離からの影響力の行使（くるくる回っている鮒谷さんは面白かったです） 

・横に行く前にまずは上に行く！ 

・継続接触 

・競争優位→参入障壁→模倣困難→だいたい不可能 

・ソーラーパネルが設置されている家はチャンスだ！（笑） 

と、参加した人にしか分からないことが多々ありますが、ご了承ください。 

 

向上心の高い方たちと一緒にセミナーを受講して、やはりこういった場に積

極的に行くことで思考や視点が大きく変わりますね。 

これまで感じたことのない独特の緊張感でした。 

 

このたびは、無理を言って参加させていただき本当にありがとうございました。 

鮒谷さま、セカンドステージの皆様、これからもよろしくお願いいたします。 

 

（株式会社トレンタセーイ 代表取締役 柴田智 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

  

当日のセミナーは目も頭も冴えまくり。 

あっという間の４時間でした。  

鮒谷さん、セミナー最強に楽しめました。 

ありがとうございます。 

普段はシュークリームとチキンを売ってますが、 

先日、本業とは全く異なるビジネスを思いついたところ、 

メルマガに『圧巻セールスセミナー』の告知がっ！！ 

『うぉーっ！！』っと興奮冷めやまぬまま速攻申し込み。 

 

前日、夜中までお酒を飲んでいたので寝ちゃわないかな～と思っていましたが、

当日のセミナーは寝るどころか目も頭も冴えまくり。 

あっという間の４時間でした。 

 

肝心の内容はというと 

・購入理由の言語化 

・PDCA をまわす 

・水面下の仕組みを見る 

・コントロールできない買うタイミングに備える 

・高いものを買わないと高いものを売れない 

・市場で１番になり競争優位性を高める 

・北斗の拳営業をする 

・俯瞰して設計図をつくる 

・売り手が誠実か（笑） 

 

箇条書きにして文字にするとなんだかありがたみがない気がしてきますが、バッ

チリ脳みそに文字以上の情報を収得できました！！ 

これからも宜しくお願いします。 

 

（ル・プリュース 三宿 代表 齊藤豊 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

  

どれだけ短い時間で多くの学びを得るか、死ぬまで使えるような真の知恵

を得るかということが重要と考えると、鮒谷さんのセミナーは非常に価値

が高いと思います。  

鮒谷さん 

 

Ｋです。 

本日はどうも有難うございました。 

久しぶりにお会いできてよかったです。 

 

今日学んだことは、 

 

・セミナー参加者の方がなぜ今回のセミナーに参加したかの理由を 

 聞けたこと。 

・自分が購入したことのある金額以上のものを 

 売ることは難しい≒顧客の気持ちの理解が出来ないため 

・センスは習得することが出来る 

・顧客を継続的に追いかける 

・営業に統計学的な考えを入れ込む 

・顧客が安全地帯(防壁が無い状態)の時に、 

 購入のための情報を入れ込む 

・売りたいではなく、買いたいと思うにはどうすれば 

 良いかと考える 

・顧客が絶対に欲しいと思う製品・サービスを準備する 

 それらを、模倣困難→代替不可能なレベルまで高める 

・そのサービスの価値が分かるように説明する 

・時間を味方につける：見込み顧客の数を増やすほど経営は安定する 

・顧客よりも顧客の本質的なニーズを深く・深く・深く掘り下げる 

・金メッキ：ラべリング効果を自分・他人に対して適用する 

 

また、セミナーのサービス内容やセミナー後のメールでのサポートなど、前回参

加したセミナーからの変化を垣間見ることが出来ました。 

 

セミナーは一般に時間が長い方が得した気分にはなりますが、 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

実際には、セミナー参加にも自分の時間を使う必要があるわけで、 

どれだけ短い時間で多くの学びを得るか、死ぬまで使えるような真の知恵を

得るかということが重要と考えると、鮒谷さんのセミナーは非常に価値が高い

と思います。 

 

今後大きな変化があり、自分自身の更なるブラッシュアップが 

必要不可欠になると思いますので、今回の学びと自分に投げかけるべき 

質問を自分の中でしっかりと噛み砕いで、成果へとつなげていきたいと 

思っています。 

 

どうも有難うございました。 

 

（電子機器関連企業経営 Ｒ．Ｋ 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 
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鮒谷さんの考えておられること、また、ビジネスの骨組みを概要だけでも

教えていただけたので、今後はメルマガを読むにしても、読み方が変わっ

てきそうです。  

このたびは、圧巻セールス入門セミナーを受講させていただき、ありがとうござ

いました。 

 

正直なところ、かなり抽象度が高かったためか、まだ「？？？」という状況であ

りそれを自分の人生・ビジネスにどう落とし込んだらよいか、講義録を見ながら

考えている最中です。 

 

とはいえ、鮒谷さんの考えておられること、また、ビジネスの骨組みを概要だけ

でも教えていただけたので、今後はメルマガを読むにしても、読み方が変わ

ってきそうです。 

（なぜ、こういうことを書いているのか、こういう書き方をしているのか、とい

う意図を考えながら読めそうです） 

 

まずは、今いるお客様の声を聞き、集めること。 

そしてお客様が本当に求めている真の価値を徹底して考え、提供していきます。 

 

仕事とは「１回やったらずっと価値をもたらしてくれるもの」とわきまえて、作

業者に陥らないよう、仕組みづくりを進めてまいります。 

 

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！ 

 

（株式会社チャモ 代表取締役 高橋翼 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 
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ずっとコンサルに申し込むかどうか迷っていましたが、今回のセミナーに

参加して、鮒谷さんに尻を叩いてもらおうと決意出来ました。  

しばらく、会社の作業（仕事では無く）に追われて、 

自分自身の目指すところも忘れて、心も身体も壊しかけていました。 

そろそろ動かなければというタイミングで、セミナーの案内メールを頂き、しか

も、なかなか日曜日が空かない予定が、すっぽり抜けていたため、即決でし

た。 

 

今回は圧巻セールスがテーマでしたが、 

そのテーマが目的というよりは、鮒谷さんがどんな人で、どんなセミナーをして

いるのかという方が目的となっていました。 

毎日届く、メルマガのイメージと一致していたというのが、 

正直な感想です。 

自分自身、文章とお会いする人のイメージが一致することは少ないので、そちら

にびっくりしました。 

 

セミナーの進め方、資料の準備の仕方、終わり方など、 

勉強になる部分が多数ありました。 

また、セールスの部分では、早速、試してみたいことが出てきたので、やって

みようと思います。 

 

ずっとコンサルに申し込むかどうか迷っていましたが、 

今回のセミナーに参加して、鮒谷さんに尻を叩いてもらおうと決意出来まし

た。そして、自分自身の人間力を高めて、 

この先コンサルを受ける人に紹介頂けるような成長をしていきたいと決意を固め

ました。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（飲食店開業支援コンサルタント Ｍ．Ｎ 様） 
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本日は、「意中の人を振り向かせる方法、ブログ活用編」のセミナーを開

いてくださりありがとうございました！  

タイトル 

「明日から使いたい！と思ったこと」 

 

今日のセミナーで一番 

「ありがとうございます！」 

と思った内容は、 

「メルマガで、こっそりと伝えるべきことをコントロールする。」 

という概念です。 

これ、あれに使えますよね。 

「好きな人を振り向かせる。笑」 

いや、大真面目に、です。 

 

実は、私には好きな人がいて、 

その人をどうやったら、自分の方に 

振り向かせることが出来るか、 

を考える毎日でした。 

が、今日のセミナーを聞いて、 

「自分のブログが最強の武器になる！」 

と言うことを発見しました。 

 

つまりこういうことです。 

①私が振り向かせたい人は、 

毎日私のブログを読んでいる。 

②その毎日のブログを読んで、 

私（成川）と付き合えない理由となる、 

机の脚（障害）を取り除く。 

③私（成川）がアプローチをしたころには、 

そのオファーを断わる理由がなくなっており、 

「お前はもう、買っている。」 

（お前はもう、付き合っている。）笑 

と、なるかなと。 
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なので、とりあえず、 

毎日のブログを活用して、 

こっそりと伝えるべきことをコントロールする、 

練習をしてみたいと思います！ 

 

本日は、 

「意中の人を振り向かせる方法、ブログ活用編」 

のセミナーを開いてくださりありがとうございました！ 

 

また、成果が出ましたら、報告させていただきますっ！ 

 

（成川献太 様） 
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自分の思考パターンの間違い・バグを認識できたと同時に、今やろうとし

ていたことが、大枠でさほど間違っていないという確信も得ることができ

ました。  

今回は、セミナーに参加させていただきありがとうございました。 

鮒谷さんのセミナーを受講するというのを今までの目標にしていましたの

で、正直「やっとここまで来たか。」と、自分の中で一区切りついた感じです。 

 

３時間に及ぶ鮒谷さんの具体的かつ汎用性の高い話を聞けたことで、自分の思

考パターンの間違い・バグを認識できたと同時に、今やろうとしていたこと

が、大枠でさほど間違っていないという確信も得ることができました。 

（といっても、すべて鮒谷さんのパクリですが。笑） 

 

今回学んだことを早速実行し、投資額の 10 倍売り上げを達成したいと思いま

す。 

目標を達成した暁には、個別コンサル５枠をお願いいたします。 

 

はやく「熟柿」になるよう、頑張りたいと思います。 

 

（篠崎大司 様） 
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実現したいことは色々あるのに、何一つできないない自分が情けなくて、

この大阪開催をノーポチしなかったら一生何も成し遂げられないと思い参

加しました。  

鮒谷さま 

 

本日はありがとうございました。 

 

転職してこのままではダメだと思い、 

平成進化論を読み始めて 10 年?!弱。 

2008 年 9 月に勇気を振り絞って鮒谷さんにメール送信。 

それをメルマガ 1816 号に掲載して頂いてから早 7 年。 

先輩の会社ということもあり、好き勝手に仕事をさせてもらい、 

自分なりには思いっきり頑張ってきたこの 10 年間。 

 

ここ半年は仕事も落ち着き、あれこれ考える時間が増えると 

この安定・充実した環境に慣れ切ってしまい、 

より上を目指せていない自分になっていることに気づいてしまいました。 

実現したいことは色々あるのに、何一つできないない自分が情けなくて、この大

阪開催をノーポチしなかったら一生何も成し遂げられないと思い参加しまし

た。 

 

今回はとにかく鮒谷さんに会えればそれだけでいいと思ってました。 

セミナーを受けていると、鮒谷さんの言葉は聞いたことあることが多いと感じま

した。 

メルマガ歴が長く、紹介されている本は結構読んでいるからだと思います。 

 

で、何で鮒谷さんと自分とはこれだけの差があるの?!と思い、 

悪い頭で色々と考えてみました。 

（もちろん、鮒谷さんとはもともと頭の質・勉強量・ビジネスの実績などなど違

い過ぎるので比べるに値しないのですが。。。） 

気付けたことが 1 つだけありました。 

【やっているつもりでいたけど、まだ何も始めて（行動して）いなかっ

た。。。】 
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私にとっては今回はこれに気付けただけで大満足です。 

 

本日は本当にありがとうございました。 

またスタッフの S さん・O さん、 

事前のメール対応などありがとうございました。 

またお会いすることになると思いますので 

その時は宜しくお願いします。 

（私はすでに買っている?!） 

 

※もともと文章力がないうえに、頭の中が飽和状態で混乱しており 

小学生のような作文になってしまい申し訳ありません。 

お恥ずかし限りです。。。 

 

（製造業 部長 津田悦宏 様） 
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「圧巻」だったけれども同時にとても「ベーシック」でした。  

鮒谷さん 

今日はありがとうございました。 

 

個人コンサル以外で、久しぶりの鮒谷さんの肉声、講座でした。 

鮒谷さんのメッセージは非常に力強くなっており、うすうす感じてはいました

が、やっぱりそこか!!と言う内容でした。「圧巻」だったけれども同時にとて

も「ベーシック」でした。 

最初の 3 日間セミナーから 3 年 4 ヶ月。右往左往しながらも、自分の軸が

段々と定まってきたこの時期に、自分がやるべき事が明確になりました。 

と同時にこの 3 年 4 ヶ月やってきたことも間違ってなかったと確認出来ま

した。 

 

佐渡島庸平さんの 

 

「地道を超える魔法はない」 

 

と言う言葉がとても好きなのですがまがりなりにもこの 3 年 4 ヶ月ブログを 

毎日書き続け、亀の歩みながら自分を見つめ直し自分の心の声を段々と聞

けるようになった今、自分が多少は磨いてきたモノはきっとこの後も武器

になると確信するに至りました。同時に、磨きが全然甘いことも痛感。 

もっと加速して磨いていきます。 

 

他人の事は見えても、自分のことは見えない。不思議ですが事実です。 

鮒谷さんには、今後も私の活動を客観的に見る目として、そしてビジネスの大先

輩として今後も多くのアドバイスを頂ければと思います。 

 

今後ともよろしくお願いします!! 

（Shu's BOX 上田修司 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

2 時間半のセミナー全体で、ノートメモが計 12 ページになりました。  

鮒谷さんのメルマガには、ちょうど前職の会社が倒産し、 

次の展開を考えている時に出会いました。 

今回も、現在行っている教育・講師業を再定義し、サービスの提供を本格的にや

っていきたいと思ったタイミングで、福岡からのセミナー参加でした。 

 

まず、2 時間半のセミナー全体で、ノートメモが計 12 ページになりまし

た。 

 

次に、その中から特に突き刺さったキーワードを挙げさせて頂きます。 

「プラント」「ライフステージ」「潜在ニーズの深堀りと言語化」、そし

て「お前はもう買っている」です（笑）。この 4 キーワードは今後、具体

的実験と検証を通して、何度となく反芻し肉体化させて頂くことになりそ

うです。 

 

そして、最後の雑談で話されていた、 

「○○○○○○○○○○○○」は、 

それ、現場でも顕在化していないニーズであるある!! 

と共感しました。 

 

僕のもとにも、毎年かつての教え子たちが直接で 10～15 人、たまに親御さん

が、そして妹さんや弟さんがメールや SNS 等で、いわゆる「ライフステージ」

それぞれの段階での相談、雑談にやってきてくれます。 

 

塾や予備校等の教育機関では、「受験」や「合格」でシステムがストップしてい

るため、その後のライフステージに対応したサービスや商品の提供ができず、毎

年毎年新規に募集を行っている点が弱点だと感じていました。 

 

まずは、すぐにできることとして、具体的に会いに来てくれる元生徒さんたちや

関係者に対して、 

 

もし、サービスを提供するとしたらどうか? 

どういう商品構成になるか? 
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ということを実際にやりとりしながら、 

1 ケ月で検証したいと思います。 

 

鮒谷さんがおっしゃっていた、 

 

「本人も無意識で行っていることが持つ価値」や、「ノイズの中にあるシ

グナル」は、僕の身の回りで言えば、こういう部分にもあるなと感じまし

た。 

 

有難うございました。 

引き続き宜しくお願い致します!!! 

（個人塾経営 Ｋ．Ｇ 様） 
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鮒谷さんが発する考え抜かれた言葉が大変心に突き刺さりました。  

ずっと気にはなっていたのですがはじめてセミナーに参加をさせていただきまし

た。 

 

鮒谷さんが発する考え抜かれた言葉が大変心に突き刺さりました。 

言葉を知っていることによって気がつくことの重要性。 

曖昧でぼんやりしていることを的確に言葉にする事が 

いろいろな事を前進させるのに不可欠であることを学ばさせていただきました。 

 

是非引きつづき営業のプラント作りを進めて行ければと思った次第です。 

（ソリューション関連会社 事業部長 Ｒ．Ｓ 様） 
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気さくにユーモアを交えながらも、実績に裏打ちされた具体例と抽象化、

数値による計画と管理で、高速に PDCA を回しながら仕組みを作り上げ

ていく凄味を感じました。  

鮒谷様 

 

先日はありがとうございました。 

圧巻セールス入門セミナーに参加させて頂きました F です。 

 

参加させて頂いた感想は、まさに圧巻の凄く良い内容で、 

もっと早く参加すべきであったと少し後悔しました。 

しかし参加させて頂いた事により、目標に向かって加速して成長していくイ

メージが湧きました。 

（心の中の砕けた率直な感想は、「凄っ！さすが圧巻！ 

鮒谷さんは仕事を真剣に楽しんでていいなあ、 

仕組みをいっぱい作っててこりゃ逓増していくわなあ、 

いいなあ、真似したいなあ、もっとお話を伺いたいなあ」ですが、 

節度ある大人として「凄く良かった」と表現しておきます。 

「凄く良かった」も大人の表現では無い様な気がしますが。） 

 

実はセミナー当日の夜中に、この感想の一部を書きました。 

お礼は早い方が良いので、当日すぐにメールしようと考えました。 

しかし、感想だけでは何か違う様な気がしてきたので当日送らずに、 

自分の新たな目標なども考えて追記し、遅くなりましたが本日お送り致します。 

 

今回のセミナーに申し込んだ動機は３つあり、 

①営業力を強化して、今の仕事に役立てたい、 

②自分と違う世界も見てみたい、 

③鮒谷さんにお会いしたい 

でした。 

 

セミナー後の感想は、①仕事に物凄く役立つと共に、 

自分の仕事ぶりもあながち間違いではなかったとの確信も得られました。 
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私は機械関係（生産ラインを提案設計等）の仕事をしており、 

お客様に機械を提案して数十万円から数億円の機械を御購入して頂くのですが、

高額な機械なのでそうそう簡単に御購入してもらえません。 

私の仕事のスタイルは、お客様と一緒に現場に入って観察し、 

ボトルネックを洗い出して、生産性向上等の利益を提案しています。 

ちょっと気取ってかっこよく書いてみましたが、しゅっとスマートに仕事が出来

ないので、泥臭く現場を駆けずり回っています。 

お客様は単に機械が欲しいのではなく、生産性向上等での利益が欲しいという事

を意識し、極力お客様に喜んで頂ける様に費用対効果を意識して提案してきまし

た。 

案件によっては既設機械の位置を並べ替えるだけで解決する事もあり、 

その時には新規機械は売れないのですが、 

お客様は喜んで頂いて何度もお声を掛けて貰える様になり、 

長期的にみれば良い関係が築けていくという事もあります。 

 

今回のセミナーにより、仕事としてあたり前と言えばあたり前ですが、 

お客様の事を考えて仕事をする事は間違いではなかったと確信致しました。 

今後も更に磨きをかけて邁進したいと思います。 

ありがとうございます。 

 

②の自分と違う世界も垣間見る事が出来、自分も何か出来るのではないかと、

いい意味で勘違いしています。 

 

セミナー前は、違う世界を見て、今の仕事に役立てたいと思っていました。 

コンサルティングという自分と違う世界でも、自分の仕事内容とかなりリンクす

る所もあり、各仕事は根底で繋がっているのではないかと漠然と感じました。 

職種は違っても、仕事は人が行なっているからかもしれません。 

特に営業プラントの例えがしっくり腑に落ちました。 

自分でも営業プラントが作れるのではないかと、いい意味で勘違いしています。 

セミナーでの「人は、目標やプロセスのイメージが具体的に出来ないと、行動や

成長は出来ない」と、「目標は大きい程良く、謙虚に圧巻と言い続ける事が大

事」は、心に刺さりました。 

 

そこで今後の私の目標を考えて決めました、多くの人と学び合い成長しあう「２

万人プロジェクト（仮）」として始動します。 
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「目標としてどんな自分になりたいのか」は、鮒谷さんを目指します。 

私も一騎当万を目指すと言いたいのですが、一人では難しいので、 

１万人の仲間と学び合う、１万人プロジェクトとしてみました。 

グーグル検索した所、１万人プロジェクトという別名プロジェクトがありました

ので、勢いで２倍に増やしてみました。 

夜中に無い頭で捻り出したので何を学び合うのか具体的にはまとまっておらず、

なんのっこっちゃ、何をやるのだという目標タイトルになってしまいましたの

で、（仮）にしています。 

皆で何かをしているイメージ（妄想）は膨らんできており、２万人の仲間がいれ

ば、（仮）が（法人）になってしまうのではないかと勢いよく膨らんでいます。 

 

まず営業プラントを作り、ノイズと言われるかもしれませんが、 

鮒谷さんに個人コンサルをして頂ける様になります。 

ただし、ダイエットと同じで続けることは難しく、また、 

０から１を生み出す仕事が一番難しいこともおバカなりに理解しています。 

今の仕事に差し支えない様に別の営業プラントを作るにも、 

時間や規則の制約も乗り越えなければいけません。 

節度ある大人だと、考えただけで何も行動しないという内容でしょう。 

しかし、動かないと何も始まらないので、ダメ元で何か動きます。 

いや、黒歴史にしない様に、ダメでも出来る様になるまで動き続けます。 

 

幸か不幸か、私は昔からダメダメ人間で、 

子供の頃にオカンからよく「あんたはやれば出来る子や」と言われたり、友達か

らも「バネは一度沈んでから飛び上がるもんや」と、ダメが前提の応援をして貰

っていた事を思い出しました。 

失敗しても諦めないでやり続ける事により、今の自分があるので、 

このあたりをヒントに営業プラントを始めたいと思います。 

 

③の鮒谷さんにお会いした感想は、ほぼイメージ通りの凄いい人でした。 

気さくにユーモアを交えながらも、実績に裏打ちされた具体例と抽象化、

数値による計画と管理で、高速に PDCA を回しながら仕組みを作り上げ

ていく凄味を感じました。 

 

数値の凄味も後々実感してきており、メルマガでの２％のお客様との表現も、よ

くよく考えると、日本だけでも１．２７億人の２％で、２５４万人の凄い数。 
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金メッキの貼り方も数値でお教え頂き、１０％から２０％の金メッキを貼ってか

ら本物の金に替えれば良いとの事でしたが、これもよくよく考えると、２０％を

４回繰り返すと約２倍（１．２の４乗として）、１０回繰り返すと６倍になって

おり、３８回で千倍（一騎当千）、５１回で１万倍（一騎当万）になります。 

初期値次第ですが、複利恐るべし。 

５１回なら、自分も回せるのではないかと勘違いしている自分も恐るべし。 

５５段階個別指導の四谷学院を思い出してしまいましたが、 

鮒谷さんに個人コンサルで５１段階個別指導頂き、 

ライザップの様に実行すれば、あっという間に一騎当万。 

イメージが大切なので、個人コンサルを５１回受講し、 

四谷学院の CM の様に「なんで私が一騎当万に」と言っている自分を想像してい

ます。 

ただし１回２０％上げるには相当努力が必要とはわかっていますが、 

自分の OS を書き換える為にあえて勘違いしてみます。イメージです。 

 

実際に鮒谷さんにお会いして、少しメルマガとイメージが違ったのは、 

お客様に対する愛の深さがイメージ以上に深かった事です。 

プロとして、また人として、目の前の人をどうにか救いたいという凄味が

伝わってきました。 

例えになっているかどうかは分かりませんが、メルマガでの鮒谷さんは、新規顧

客（強敵）の秘孔を突いて突いて売り（倒し）まくるケンシロウのイメージでし

たが、実際にお会いすると、無駄な戦いはせずに自然体で、出会った人を大

切にするトキの様でした。 

 

私は語彙力や文章力がなく説明下手の三重苦なので申し訳なかったのですが、セ

ミナー中の私の良くわからないしどろもどろな質問に対しても、鮒谷さんは私の

意図を察して整理して頂き、私の質問以上の愛ある御回答を頂きました。 

 

鮒谷さんの仕事ぶりは守破離の離の状態で、やることなす事うまい方向へ進

んでいく感じがしました。 

 

今回のセミナータイトルは圧巻セールスセミナーでしたが、 

セールスの枠を超えた内容で、人としてのあり方や姿勢を教えて頂いた様

にも感じます。 

鮒谷さんの、人としての姿勢を追い求める、求道者の一面を垣間見ました。 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

④鮒谷さんのセミナーに参加したいとお考えの皆様へ。 

・お金と時間のある方は、すぐにノーポチです。世界観や行動が変わりま

す。 

・私の様にお金の無い人は、何としてでもお金を貯めて参加された方が良い

です。 

セミナーに参加すれば、すぐに１０倍リターンされると思います。 

・現状に対して何となくもやもやしている人も、すぐにノーポチです。目標が

見つかりすっきりします。 

 

今回のセミナー内容が圧巻でしたので、他のセミナーも絶対凄いだろうと思

い、帰り際すぐに CD をノーポチさせて頂きました。 

毎日 CD を聞いて、営業プラントを作る気持ちを持続させたいと思います。 

 

夜中にこの感想を書いていますので、夜中に書いたラブレターの様に 

長く支離滅裂なこっ恥ずかしい内容ですが、気持ちが消えないうちにそのままメ

ール致します。 

今回圧巻セールス入門に参加させて頂きましたが、私の脳内では鮒谷一門入門に

変換されています。 

 

営業プラントを作り、門下生としてすぐに個人コンサルに参加させて頂きま

すので、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

ありがとうございます。 

（メーカー勤務 Ｋ．Ｆ 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

「自分がなぜ大阪に行ってまでセミナーに参加しようと思ったのか」 

を言語化し、買い手と売り手の立場を変えることができれば、圧巻セール

スにつながると考えています  

鮒谷様 ならびに 有限会社セカンドステージの皆様 

 

お世話になります。 

お礼が遅くなりましたが、2016 年 3 月 6 日の「圧巻セールス入門セミナー」

に参加させていただき、ありがとうございました！ 

 

1 月の「変わりたいのに変われない『3 つ（+1）の理由』セミナー」の感想にて 

 

「圧巻セールスセミナーの開催をお待ちしております！」 

 

と書かせていただいたところ、1 ヶ月ほどで開催のご案内をいただき、即座に行

き帰りの交通手段を確保し 

 

「ノーポチ」 

 

で申込みさせていただきました。 

圧巻セールスされていますね（笑） 

しかしながら、「圧巻セールスされた」という経験は「圧巻セールスする」

ことに生きてくることは間違いないと考えています。 

 

「自分がなぜ大阪に行ってまでセミナーに参加しようと思ったのか」 

 

を言語化し、買い手と売り手の立場を変えることができれば、圧巻セール

スにつながると考えています（もちろん、セールスする内容のスキルを磨くこ

とも重要ですが）。 

 

さて、圧巻セールスのポイントを一言で表すと 

 

「どれだけお客様のことを考え、声なき声を拾えるか」 

 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

に尽きると感じています。 

この点を最重要視しながら活動・勉強を続けていきます！ 

 

今後とも、よろしくお願いいたします！ 

 

（視点提供家 / メンズファッションコーチ 福原宗之 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

  

「全てを注ぎ込んで行い、そこまでやるかというレベルまでやる」という

信念・姿勢・想いを軸としたまさしく「圧巻」の内容でした。  

鮒谷様 

 

その節は大変ためになるセミナーを実施くださいまして、誠にありがとうござい

ました。 

 

圧巻セールスセミナーの告知を拝見したのは、過日申し込みをしました 3 月の 2

日間セミナーの事前準備を終えたころでした。告知メールの件名に【大阪の人は

ラッキー！】とあるのを見て、「そうか、俺はラッキーなんだ」と（笑）。 

告知を読み終えるが早いか参加を決めた次第です。 

 

私は営業職ではなく内勤であるため、私が自分の価値を提供する対象は同じ会社

の同僚です。ここでもし、タイトルの「セールス」に意識を引っ張られすぎてい

たら、今回のセミナーを「関係ない内容かな」と考え、申し込まなかったかもし

れません。 

 

しかし、自らの価値を高め、他の人に価値を伝えることは何の職種でも必要との

気持ちで場に臨むと果たして、セールスとは銘打たれていながらも主題は「売る

ためのテクニック」といった表層的なことではなく、「全てを注ぎ込んで行

い、そこまでやるかというレベルまでやる」という信念・姿勢・想いを軸

としたまさしく「圧巻」の内容でした。 

 

受講中に伺ったお話の中では、さまざまな気付きをいただきました。 

 

 ・結果を欲するなら力強い言葉を使うべき 

 ・海女さんの例え 

 ・毒の沼地 

 

などのフレーズもさることながら、最も強く意識に焼きついたのは 

 

 ・認知のザッピング 

 ・イルカの輪くぐり 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

そして、 

 

 ・常に期待を超える 

 

でした。 

 

「常に期待を超える」が特に心に残ったことには、一つ理由があります。 

 

私が勤務している会社では、「常に期待を超える」と同義の価値観を「101 点の

サービス」という表現で掲げています。 

そして、そうした言葉を打ち出している環境に身を置く以上、自分は当然その姿

勢を持って仕事をしていると考えていました。 

 

ところがセミナーで上の 3 つの言葉を耳にした時、その「101 点のサービス」

を当然と思っていたはずの自分の意識が、これらのフレーズを特に強く記憶した

のです。私はこれらの言葉を「新たな気付き」と捉えている、つまり、私の意識

の下では、当たり前だった価値観が薄くなっている、と危機感を覚えまし

た。常に期待を超えることの大切さももちろんですが、それ以上に、このこと

をいつか手痛い形で気付くまで無自覚なまま日を過ごすことになったらと

思うと。 

 

そういう意味でも大変心に残ったフレーズで、またこの気付きを得ただけでセ

ミナーの会費は格安だったと感じます（汗） 

また、内勤業務の私にとって、同じ会社の同僚たちは仲間であると同時に私に仕

事を依頼する「お客様」でもあります。 

セミナーを通じて、そうした見方を得られたことも大きな学びでありました。 

 

今後とも、何とぞよろしくお願いいたします。 

 

（シナジーマーケティング株式会社 禿力也 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

ありたい姿のひとつの見本をお見せくださり、それはやはり、セミナーの

場に行ったからこそ感じとれることのように思いました。  

鮒谷様 

 

今回もありがとうございました。 

 

私はまだセールスを強く意識していない日々を過ごしておりますが、ライティン

グについて聞いてみたいと思い、参加しました。 

セミナー内容はもちろん圧巻セールスの話なのですが、自己実現系のことを相談

していた個別コンサルの時にお聞きしていた内容と重複するところがあり、「や

っぱりそこか！」と、具体的な問題は異なっても何かを成すというところでは

共通する原則があるのだな、と思いました。 

 

個別コンサルの時に鮒谷さんはいつも私が予想していたのとはまったく異なるお

答えをくださり、そこにも私も感動ポイントはあったのですが、それはお客様の

ことを徹底的に考えて潜在ニーズを顕在化するということの実践であったことが

わかりました。 

お客様の安全地帯に踏みこまない自分に一貫性を持たせるということも懇親会の

時に実演を見せていただいたように感じました。 

 

ありたい姿のひとつの見本をお見せくださり、それはやはり、セミナーの

場に行ったからこそ感じとれることのように思いました。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（伊藤 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

私の様な非生産部門（総務・経理等）の方にも十分に役立ち活用出来る内

容です！  

2 日間どうも有り難うございました。 

 

本セミナー受講に当って貴社御問い合せの際に「セールス＝コミュニケーション

と御考え頂ければ・・総務部門の方にも有益です」旨の御答を頂き臨んだ本セミ

ナーはまさに内容の濃い縦横無尽な講義の 2 日間で、私が目標として御提案

頂いた＜総務×セールス＝○○の糸口を掴む＞に対しおぼろげながら輪郭が見え

てきた様です。 

後は、実践の中で答えをだしてまいります。 

 

以下、感想を記載させて頂きます。 

 

「気付いたことや深く学んだこと」 

 

・自分のお客様は誰なのか？を常に意識する 

・自分自身が全部出し切らないと新しいものが入れられない 

・自問自答を通して自分事として深く考えないと真の答えは生まれない 

・給料をもらっている以上営業と関係ない人は誰もいない 

・営業とはメチャクチャ楽しい面白い知的遊戯 

・仕事が面白くないのは、「バグ」が埋まっているから 

 

 

「特に印象に残ったこと」 

 

・自分を個人商店と見立てよ 

・認知・認識・記憶は変容する。固定では無い 

 

「今後活用できると思ったこと」 

 

・御客様の脳内一等地を占領する 

・最初から「御客様」とは思わずに「友達、親、子供」と見立ててみる 

 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

「決意したこと」 

 

・総務、人事、労働という非生産部門在籍である自分の御客様を 

社内：＜社長・部下・営業所の社員＞ 

社外：＜学校の就職指導の先生、ハローワークの御担当者＞ 

と想定して「声なき声」に耳を傾ける様に心掛ける 

・自身の意思決定基準を先に渡してオープンにして「先手必勝」を心掛ける 

 

「これから行動しようと思うこと」 

 

・仮説と検証をひたすら繰り返して行く 

・説明責任を果たす 

・対峙ではなく寄り添う。「交渉」モードから「一緒に考えましょう」モードへ

の切替 

 

「これまでに参加した他のセミナーとの違い」 

・まさに圧巻の「情報量・ハイレベルの講義・言葉の玉手箱・地雷数（？）」で

ありました。 

・脳ミソが悲鳴を上げる程考える時間を与えて頂いた事。 

 

「圧巻セールスセミナーへの参加を迷われている方へのメッセージ」 

 

・このセミナーに参加する際は、肉体と精神にプラスして脳内の状態も最高レベ

ルにセットした上でハラを括って参加されて下さい。参加費用は初日の午前中

でモトが取れます。私の様な非生産部門（総務・経理等）の方にも十分に

役立ち活用出来る内容です！ 

 

鮒谷さんを始め、貴社の皆様には大変御世話になりました。改めて感謝致しま

す。 

末筆ながら、鮒谷さん・貴社の益々の御隆盛を祈念致します。 

（Ｔ．Ｋ 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

  

圧巻セミナーに参加したのも、全て鮒谷マジックに掛かっていたのです

ね！その種も仕掛けもあるマジックの裏側を教えていただけたのが一番の

収穫です。 

鮒谷さん、この度は圧巻セミナーありがとうございました。 

 

平成進化論を読み始めたのが大学 2 年生の春。 

当時はメルマガに書いてあることの真意も理解できないままなんとなく読んでい

ましたが、読み続けるうちに、「鮒谷さんに会いたい！」と思い、大学 3 年生の

秋、食事会にて初めて鮒谷さんにお会いしました。 

 

その席にて 

 

「どこに就職したらいいと思いますか？」 

 

となんとも無知な質問を鮒谷さんに投げかけてから早くも 2 年半が経過したわけ

ですが、、、 

 

紆余曲折ありながらも、最終的には就職せずに個人事業主として活動するよ

うになったのもなんとか今日までご飯を食べられているのも鮒谷さんのメ

ルマガのおかげであると思っています！ 

 

そんなこともあり、鮒谷さん会って感謝を伝えたいなと思っていたのに加え、そ

ろそろ自分が次のフェーズに進もうと思っていた最中に「圧巻セミナー」の案内

が届き、「これだ！」とノーポチしたわけですが、、、 

 

「ノーポチしたのではなく、ノーポチさせられていた」 

 

ということをセミナーに参加して気が付きました（笑） 

 

メルマガを毎日読み続けたくなっていたのも、大学時代に食事会に行ったのも、

圧巻セミナーに参加したのも、全て鮒谷マジックに掛かっていたのですね！ 

その種も仕掛けもあるマジックの裏側を教えていただけたのが一番の収穫

です。 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

そして、そのイリュージョンを知って満足するのではなく、今度は自分もできる

ように精進したいと思います！ 

（コーチ・コンサルタント 遠藤祐太 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

今回の圧巻セールスセミナーは今まで受けたセミナー、コンサルとはちょ

っと別次元に感じました。  

鮒谷さん 

 

こんにちは。 

 

今回の圧巻セールスセミナーは今まで受けたセミナー、コンサルとはちょっ

と別次元に感じました。 

鮒谷さんの気持ちや想いが伝わってきました。 

非常に高度な言語の世界を感じました。 

 

鮒谷さんが 10 年以上に渡って、試行錯誤を重ねてきて到達した、この圧巻の世

界を、どうやったら僕等に伝わるか？ 

その事を、言葉と、身振り手振り、表情、語調、受講生とのやりとり、場の雰囲

気、様々な物を通して伝えようとしている。 

その想いが伝わってきました。 

そして実際に伝えたい物 

 

圧巻セールス 

 

その中身は自分の仕事観であり、それはそのまま自分の人生観をも問われてい

る。 

そんな事を感じました。 

 

人が知りたいと思っている事。 

顕在的なことはもちろん、潜在的な欲求をも汲み取ろうとするその姿勢。 

 

まずはその事を気付かせてあげる。 

トントンと心のドアをノックする。 

まだ言語にもならないその思いをその本人も気付かない潜在欲求を喚起し、 

 

そこに纏わる鮒谷さんが普段から良かれと思っている想いを伝えその事に関する

価値観を伝える。 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

その潜在欲求こそが、あなたにとって必要なものかも知れませんよ？ 

と読者に寄り添いながらしっかりと伝える。 

 

そしてそれ以上は決して立ち入らない。 

お客様に意識喚起をしつつ、それを受け入れ、思慮して咀嚼する時間を与え、お

客様のタイミングを待つ姿勢。 

 

それはビジネスのみならず、きっと人生全般において同じ姿勢を貫かれることを

意識なさっているだろう。 

 

そんな鮒谷さんの仕事観を越えた人生観に触れた。 

そんなセミナーだったと感じました。 

 

思い起こせば GW は 4 年前、2 年前、そして今回と、2 年に一回鮒谷さんの講

座を受けています。 

そのたびに深い気付きを頂き少しは出来てきたかなと思っていた時に、今回のこ

の圧倒的な世界を表現した言語の世界はとても刺激的でした。 

沢山のことをメモし、咀嚼するには本当に時間が掛かるなと思いながら日々思慮

を巡らせています。 

 

僕が世の中に伝えたいことは何なのか？ 

僕が世の中に価値提供したいことは何なのか？ 

僕は何がしたいのか？ 

 

そこに今一度フォーカスをし、言語化しラベルを貼りその価値を伝える為にはど

うしたらいいのか？ 

大事なのは伝える事。伝わること。 

 

この文字にすると如何にも当たり前の、しかし実行出来ている人がまだまだ少な

い。 

このことを日々意識し、言語化していきたいと思いました。 

 

個人コンサルでは、圧巻セールスの僕バージョンを今後相談させて頂くコトにな

ると思います。 

(他にも相談したいことがあるのですが・・・) 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

自己変革はそれなりにしてきた。でも・・・ 

そんなビジネスマンの方で圧巻セールス＆ライティングセミナーが気になってい

る。そんな人に是非とも受けて欲しいセミナーだと思いました。 

自己変革をこれからと思っている人には逆にちょっと難しく高度なセミナーだと

思います。(そんな人には 2 日間セミナーですね) 

 

長くなりましたが、今回のことを自分の中に咀嚼するのは時間が掛かりそうで

す。 

出来る事なら講座の音声データを毎日毎日、繰り返し繰り返し聞き、自分の中に

刷り込むようにインストールしたい。 

と思いました。音声データの販売をご一考頂けるととても嬉しいです。 

 

そして実際のセミナーも今後も何度か受講する。 

そんな予感がしております。 

こんなセミナーを開催して頂き、本当にありがとうございます。 

受講して 180%の満足感で満たされています。 

 

ありがとうございました。 

（Ｕ 様） 
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13 時から 18 時まで、脳みそがグワングワンと揺れ続けたような感覚に

見舞われました。  

鮒谷さん、昨日はありがとうございました。 

 

13 時から 18 時まで、脳みそがグワングワンと揺れ続けたような感覚に見

舞われました。 

一言も聞き逃すまいと思いつつ、手元でペンを走らせてメモを取る。 

鮒谷さんの勢い、迫力に感化され、私にとっても真剣勝負の場でした。 

帰りの電車で見返すと、A4 用紙で 15 枚に及ぶ大量のメモができあがっていま

した。 

 

今回の放談会でいただいたものは 2 つあります。 

それは"知識（見方）"と"きっかけ"です。 

 

「ぶらぶら歩いているだけで売れていく」現象についてのロジカルな解説に始ま

り、 

 

「一貫性が大事」 

 

「お客様の立場に立って」 

 

「絶対に売ってはいけない」 

 

「すべてが競合」 

 

「欲求の一丁目一番地を占拠せよ」 

 

「見えていないものにフォーカス」 

 

など、 

（特別に奇をてらったものではなく） 

原理原則を追求した普遍的なものをまさに言葉のシャワーかのごとくたた

き込んでいただいたことは、必ず自分の血肉となると確信しています。 
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数多くの独創的キーワードは私の「大事なものリスト」に保管させていただき

ました。 

定期的に引き出しを開けて、「漆塗り」していきます。 

 

これから自分自身に環境の変化もあり、慎重に戦略を立て、進めていかなけれ

ば、と考えていた時期にお話を聞けたことはラッキーだったなと振り返るととも

にこの幸運を好循環に結びつけることが受講したものの使命ですね。 

まずはたたき込んでいただいた原理原則を反芻し、それを戦略に落とし込み、構

造化していきます。 

 

また、さっそく本日より即実行できることは実行をかけております。 

即実行したことの内容は、別に今までもできたことでした。 

しかし、「やらないといけない」という意識に切り替えていただき、実行

するきっかけも、今回の放談会でいただきました。 

 

本当にありがとうございました。 

 

（税理士 Ｓ．Ｉ 様） 
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すべてのご経験が、今の鮒谷さんに結晶化しているのだということも体感

し、「百聞は一見にしかず」という言葉が、私の体の中に響き渡った一日

でした。  

鮒谷様 

 

昨日は、圧巻の放談会に参加させて頂き、誠にありがとうございました。 

 

メルマガは、８年ほど読ませて頂いてきましたが、地方に転勤していた期間が長

く、やっと、鮒谷様のお顔を拝むことが出来ました。 

今回は、セールス＆ライティングの放談会でしたが、私の目的は「鮒谷さん実物

に会う！」という目的が一番大きかったです。 

 

鮒谷様が色んなことにチャレンジされたり、人に出会われたり、勉強されたり、

本を読まれたり、旅をされたり・・・ 

されながら、現在の状態に登ってこられてきているプロセスを、メルマガで日々

見てきた私は、今の鮒谷さんが、どんな成長を遂げられて、どうなられているの

か、実物にお会いしたい！ 

という、会ったことのない文通相手に初めて会うような気持ちでした。 

 

これはまさに、私は「おまえはもう買っている」状態ですね！笑 

完全に、私の脳内メモリの占領争いに、毎日、鮒谷さんは勝利されていました！ 

 

圧巻のセールス＆ライティングを、すでに身をもって体感させて頂いていた私

は、鮒谷さんの放談をお聞きしながら、「恐れ入りました！」と、お手上げし

たくなるような気持ちでした。 

 

また、今までの鮒谷さんにメルマガで見せてきていただいたチャレンジ、成功、

失敗、喜び、悲しみ・・・ 

すべてのご経験が、今の鮒谷さんに結晶化しているのだということも体感

し、「百聞は一見にしかず」という言葉が、私の体の中に響き渡った一日

でした。 

 

私も、鮒谷さんのように、行きたい世界を見て、鮮明にイメージして、どんどん
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成長してみたいと思います。 

今度は、鮒谷さんのキャリア論をお聞きするチャンスを狙いたいです。 

 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました！ 

 

（Ａ．Ｋ 様） 
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心地よく仕掛け、知的遊戯を楽しみたいと思えます。  

今回はまた今後に活かせる貴重な話ありがとうございます。 

 

響いた言葉は沢山ありますが、今の自分には向こう側の世界を示し、行き

たいと思ってもらい、その為の手を尽くす！というのが刺さりました。 

先ず、意識を行きたい世界に飛ばし、その後現実に体がついていく事。 

これは、知識では知ってますが、本当に腑に落ちて自分のものになっているかが

問われます。 

 

今事業を始めたところなので、自分の世界観を十分に打ち出し、憧れを持っても

らえるよう、発信していきたいと思えました。 

一見すると、簡単に見える事柄も綿密な計算の上に成り立ってます。 

心地よく仕掛け、知的遊戯を楽しみたいと思えます。 

 

本当にいい転換点になりました。今後の展開が楽しみです。 

 

（宝亀山 辻範男 様） 
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「うわすべり」してぶれぎみだった心を一段階深みに落とし込んでもらっ

た心持ちです。  

鮒谷様 

 

昨日はありがとうございました。 

まず最初にお会いしたとき、あまりに爽やかで軽快な身のこなし、親しみや

すさから、てっきりご本人ではなく事務局の方だと思い込んでいました（ごめん

なさい）。 

ご本人は後から厳かに登場されるものかと・・・ 

 

もっと油ギッシュな方を想像していましたので（重ねてごめんなさい）良い意味

で期待を裏切られました。 

 

4 時間ほどのお話の中、ノートにとったメモが 17 ページ。 

士業向けのお話や質問にもお答えいただき（質問しすぎたかなと少し反省してお

ります）、「うわすべり」してぶれぎみだった心を一段階深みに落とし込

んでもらった心持ちです。 

 

 ・惑星直列、 

 ・脳内カッパーフィールド、 

 ・カギとカギ穴、 

 ・常に微調整とチューニング 

 

といった、想像しやすいワード群によって、実は自分の頭の中にすでにカ

ッパーフィールドが送り込まれていたのだな、と後になって気づいた次第

です。 

 

今回最も刺さったのは「人生に紐付ける」というワードです。 

今年に入って自己発信のためブログを始めたものの、何をどのように発信して行

けばよいのか袋小路状態で苦しくもありました。 

 

しかし、「人生に紐付ける」という言葉自体にすべてを紐付けることで、何を語

ればよいのか、どこを目指して語ればよいのか、人の心に刺さるとはどういうこ



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

となのか、といった根本的なことに対して示唆を得ることができ、今後の方向

性を見いだせたとともに、活力をいただきました。 

しばらくはノートを見返しながら試行錯誤していこうと思います。 

 

ありがとうございました。 

 

（税理士 向井栄一 様） 
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営業という活動について、期待をはるかに超えた、目から鱗の概念のオン

パレードでした  

鮒谷様、 

 

この度は「圧巻セールス入門セミナー」を開催いただきありがとうございます。 

 

営業という活動について、期待をはるかに超えた、目から鱗の概念のオン

パレードでした。 

自らの概念を書き換えるため、セミナー中は鮒谷様の発する言葉を逐一記録して

いました 

 

・営業とは迷惑行為ではなく、売り手と買い手の情報のギャップを埋める橋渡し

行為である 

・売り手はお客様以上にお客様のことを考えて差し上げないといけない 

・スクエアライフ 

・惑星直列 

・提供するベネフィットとお客様の人生を結びつけることが大きな価値を産む、

ということ 

・お客様の立場で考える、とは、体位を変えること 

・自分と相手の脳内に、言葉によってイリュージョンを起こすことができれば、

モノは売れていく 

・営業活動は、チューニングをしていくこと 

・お客様の安全地帯へは入らない営業スタイル 

 

と、以上の言葉が流星群のごとく流れてくるので、一つ一つを捉えることに精

一杯でした。 

 

実際、セミナーへ参加する前は、「営業とは○○である」という概念の再定義を

ライヴで聞けることが価値だと思っていました。 

 

ところが、そのようなことのみならず、今セミナーのベネフィットを聞いている

うちに、お言葉を借りるなら「言葉によってお客様の脳内にイリュージョ

ンを起こさせる」ということが、まさに客としての自分の脳内で起こって
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いたことが解説付きで「気づく」ことができ、想像の斜め上のセミナーに

参加していたことを衝撃と共に自認することができました。 

 

そうか、「自分は毒素を抜くためにセミナーに参加したのか！」と。 

今後の自身の仕事にとって、大きすぎる影響を得ることが出来ました。 

 

どうもありがとうございました！ 

 

また機会がありましたらよろしくお願いします！ 

 

（通信事業会社 営業職 Ｋ．Ｍ 様） 
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一つ一つの質問に対して、私だったらもっと厳しく突っ込んでしまいそう

なところを独特のメタファーを使ってやさしく説明されていて、とても優

しいお人だなと思いました。  

鮒谷様へ 

 

先日は、貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。 

メルマガはもう７，８年前から拝読させてもらい、書籍も読ませていただいてお

ります。 

 

今回初めてお会する機会を得ることができましたが、一つ一つの質問に対して、

私だったらもっと厳しく突っ込んでしまいそうなところを独特のメタファーを

使ってやさしく説明されていて、とても優しいお人だなと思いました。 

（ときにその喩えはわかりにくくないかな、と突っ込みたくなることもありまし

たが（笑）。） 

 

私自身は本来、直接営業をする立場ではないのですが、実際に営業担当の方と同

席することがあり、そのスタイルが鮒谷様のいうところの圧迫営業（？）で、そ

れでは相手は引いてるよ、と疑問に感じていました。この営業の方は大手製薬企

業で長年営業をされた方ですので、おそらくそのスタイルで仕事をし続けてきて

それなりに成功体験があるのだろうと思いますが、鮒谷様のお話をきかせてもら

い、やはりこの営業では早晩限界がくると思いました。 

本当はこの営業の方にセミナーを受けてもらいたいくらいですが。。。 

まだ現在のポジションについて間もないので、鮒谷様のいうような相手のライフ

ストーリーに響くような営業をやってもらえるよう試行錯誤していきたいと思い

ます。 

 

今回は誠にありがとうございました。 

今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

（Ｔ．Ｙ 様） 
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小生の知る限り、恐らくこの様なセミナーは他にないと思われる。  

「気付いたことや深く学んだこと」 

 

⇒営業とは「科学」であること。ノウハウではなく必勝方程式が存在する。しか

もその 

方程式には、数式+言語+気持が組み込まれている。 

 

「特に印象に残ったこと」 

 

⇒①-4～+3 の評価軸 

 ②Be→Do→Have のピラミッド 

 ③相手の立場に立って考えるのではなく 

  相手と体位を入れ替えて心底相手を理解する 

 ④体験の経験化 

 

「今後活用できると思ったこと」 

 

⇒-4～+3 の評価軸は、自分が部下・同僚等周囲の方々にどの様な評価を受けて

いるのかを知り自らを省みて周囲の方々との関係改善に活用できる。 

 

「決意したこと」 

 

⇒今回学んだ事を「コミュニケーションツール」として活かしていく。 

 

「これから行動しようと思うこと」 

 

⇒今回学んだことを脳と心に刷り込むため、日々の業務という実践の場で仮設と

検証を 

繰り返して行く事で自身の方程式を編み出していく。「営業×総務」の答えを探

し続ける 

 

「これまでに参加した他のセミナーとの違い」 

 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

⇒①抽象度の高さ 

 ②脳ミソの揺らぎ、動きが軽く数倍は違う。 

  単なるノウハウを教えるセミナーとは異なるから 

 ③「Be」の重要性を事細かにわかりやすく説いてくれたこと 

 

「弊社セミナーへの参加を迷われている方へのメッセージ」 

 

⇒小生の知る限り、恐らくこの様なセミナーは他にないと思われる。この

セミナーを知った事はアンテナが立っていたから巡り合ったと出会いに感謝し

て、是非「向こうの世界」を体験して経験にまで昇華されて頂きたいと考

えます。  

 

 （河野 様） 
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「このセミナーは生で受講することにより自問自答が始まる、自問自答の

場」となりました。  

鮒谷様 

 

先日は圧巻セールス＆ライティングセミナーありがとうございました。 

 

冒頭に鮒谷さんがおっしゃったとおり、「このセミナーは生で受講することに

より自問自答が始まる、自問自答の場」となりました。 

以下が学びです。 

 

【気付いたことや深く学んだこと】 

 

・営業は知的遊戯である。 

 営業がつまらない人は、パズルの面白さ、知的遊戯の面白さに気付いて

いない。 

・営業と関係のない仕事はない。 

 誰かに価値を提供する際に営業力が必要である。 

 それは社内顧客かもしれない。お客様は誰だ？ 

・言語から非言語でモノが売れるようになる。 

・「お客様のために」考えるは上から目線である。 

「お客様の立場に立って」考えること。 

・鮒谷さんはメルマガで探すコストの省略、悩むコストの省略をしている。 

・「どうしたら売れるだろう？」という問いは相手のニーズが入っていない。 

・お客様と対峙するのではない。交渉で向かうとお客様も交渉モードになる。 

・売るのではなく寄り添う。 

・自分がお付き合いしたくない人をターゲットから外す。 

・今後の時代の流れは、考え抜いた方が勝つ時代であり、選択消費の時代であ

る。 

・何気ないポロっとした発言にヒントがある。 

・お客様のシグナルをノイズと判断すると真相が見えない。 

・営業は『一貫性』である。蝕まれていると一貫性を保てない。 

・未来の夢を見せるのではなく、敢えて地獄を見せる。 

・自分の事例、お客様の事例、赤の他人の事例を入れることにより、我田引水感
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が弱まる。 

・「あたかも、例えば」サーチ 

・メルマガ配信で意志決定基準をお客様に渡す。無視すれば買わない＝気をつか

わなくて済む。 

・何回も聞くから定着するが、広げた風呂敷を閉じる作業が必要である。そこで

タグ付けを行う。 

・あなたは「金額の 10 倍の価値を返せる」と言えますか？ 

・情報操作、概念操作・変容の世界 

・認識のなかったモノに対して付加価値を創造する。 

・安く買い叩かれるのは買い叩かれる方が悪い。説明責任を果たしていない。 

・自分に対してラベルを貼ってもらう。 

 

【特に印象に残ったこと】 

  

・圧倒的なモノを提供できていないから相見積を取られてしまう。 

・例えに『漆塗り』を何回も出すのは、同じ話を大切にしている証。 

脳内に話を定着させることがいかに大事か。 

・セールスとは『気配り、心配り、思いやり』の集積 

・深海の 1 番下に潜む魚を捕ることができれば、1 者総取りになる。 

・経営＝愛×価値提供×システム化×マーケティング 

・『売らずに売る』から『売って売る』が効いてくる。 

・「楽儲」か「苦儲」か 

 

【今後活用できると思ったこと】 

 

・検討の余地を与えない。説明責任を果たさないと検討の余地を与える。 

・メルマガで感想を載せることにより、お客様がたくさんいる雰囲気を醸し出

す。 

・ライザップのような視点を持つ。 

 

【これから行動しようと思うこと】 

 

・「そんなものがあるんですか？」といった価値の提供 

・専門用語を咀嚼して説明する。 
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【圧巻セールスセミナーへの参加を迷われている方へのメッセージ】 

 

鮒谷さんがセールスに対してどれだけ緻密に考えているか知ることができ

ます。文章では伝えられないので、肉声をお勧めします。 

参加すれば、セミナー参加者を土砂に例えて説明してもらえます。(笑) 

 

私は一会社員として営業をしておりますが、今回のセミナーで聞いた話を実践

し、試行錯誤しながら工夫している最中です。 

 

本当にありがとうございました。 

今後とも何卒よろしくお願い致します。 

（水処理関連メーカー勤務 Ｍ．Ｔ 様） 

 

  



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

すっかり忘れていた基本的な『一番大切なこと』を思い出させていただ

き、鮒谷さんの事例を踏まえたわかりやすい説明のおかげで、たくさんの

気づきと学びがありました。  

本日は、「圧巻セールス入門セミナー（大阪開催）」で、お世話になりましてあ

りがとうございました！これからのビジネスで、絶対に忘れたくない『大切な

こと』を教えていただき感謝いたします！ 

会場に入る前は、かなり緊張をしていましたが、入るなり私の名前を呼んでく

ださり、ニコッと話しかけてくださったので、いきなり心を掴まれまし

た。 

 

心を掴まれたのはそれだけではありません。会場セッティングを一人でされて

いたり、万全の事前準備（資料だけでなく、出席者の下調べ）や細やかな

気配りと言葉かけ...飾らない親しみ易さの中に、相手を想う誠実な姿勢が随

所に見られて、すごい、と思いました。 

 

セミナーでは、すっかり忘れていた基本的な『一番大切なこと』を思い出させ

ていただき、鮒谷さんの事例を踏まえたわかりやすい説明のおかげで、たく

さんの気づきと学びがありました。いくつもの教訓や「造語（鮒谷さんがつ

くられたもの）」も教えていただき感謝いたします。 

『すご良い人』とは、こういう人のことなんだな、とわかりました。 

 

鮒谷さんに出会えて、人生が変わります。 

このタイミングで出会っていただきまして、ありがとうございました。 

いまから、本日教えていただいたできることを、すぐに実践します！ 

 

尊敬と感謝を込めて... 

 

（たいわ士 神社昌弘 様） 



■次回の「圧巻！セールスセミナー」は以下よりお申し込み頂けます■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 

 

 

あなた様の 

【鮒谷周史の圧巻！セールスセミナー】 

へのお申し込みをお待ちしております。 

■次回セミナーへのお申し込みは以下よりどうぞ■ 

https://form.os7.biz/f/eb23d089/ 


