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 【続・アフターコロナ音源 

（アバター音源）】 

 
コロナ共生時代において、 

人生＆ビジネスを大逆転させたい人なら 

絶対に身につけておきたい、 

完全実証済み！ 

 

鮒谷式オンライン空間における 

アバター（分身）操作法 

 ～20 年近くオンライン上で自身の「アバター」

をマネジメントしてきた鮒谷が、 

分身をネット上で躍動させ、 

圧倒的な成果を獲得するために心がけてきた 

アバター操作のための必聴 32 項目 

 
セミナーにご参加下さった方ならびに 

音源をお聴き下さった方からの 

ご感想集 
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お話されたことの中に、実感できる部分が多々あり、「このポストコロナを

生き抜く術の 1 つはまさにこれ。これしか！」としか思えない方法論だっ

ただけに。 正直に告白します。 お話の途中で、「もうこの辺で話すのやめ

てくれないかな？」と、心の中で思っていました。  

個人的には売って欲しくない音源です笑 

これを聞いて実践する人が増えると敵が増えてしまいますから。 

困ります！笑 という音源です。 

 

フォローアップセミナーの音源 4 を聞いて、ブログを書くようになって 600 日。 

今日のお話を聞きながら振り返っていましたが、「マジでそうだよなー」 って、思

うことばかりでした。鮒谷さんのおっしゃっていることを、そのまま素直に実践し

ただけなので、当たり前なのですが笑 

 

お話されたことの中に、実感できる部分が多々あり、「このポストコロナを

生き抜く術の 1 つはまさにこれ。これしか！」としか思えない方法論だっ

ただけに。 正直に告白します。 お話の途中で、「もうこの辺で話すのやめ

てくれないかな？」と、心の中で思っていました。  

 

聞いてて改めて思ったんです、これを実践する人が増えると困るって。これは、

半分冗談で半分以上本気です笑 

 

でも、ブログを書き続けてきてよかった。と心の底から思っています。 

多少なりとも信用残高を積んでくることが出来ました。 

書いていなかったら、今回のコロナで私自身はアウトだったと思います。 
おかげさまで、まだ首の皮一枚で繋ぎ止めることができています。（と思っていま

す） 

 

さらに、今回注入していただいたアバターのたとえ（個人的にはジョジョのスタン

ドのたとえ）を意識して、彼らを思いのままに動かせるように精進していきます。

そして実際に生き延びます。 

 

前回のコロナ音源を聴いた方の中で、自分でビジネスをやられている方は特

に刺さるのでは？ 必聴音源かと思います。 

そして今回の入門編ではなく、中級編、上級編も聞きたいはずです。 

死活問題ですから。発信できるできないではなくて、「やるしかない」んで

すよね。 
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待ったナシなんですから。  

 

取り急ぎフォローアップセミナー4 を聞き直します。  

（中田 雅之 さま） 
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個人的には、この音源の代替となるような商品は全く思い浮かびません。

（SNS を使ってフォロワー増やして稼ごう！のような商材とは完全に一線

を画した存在です。）  

鮒谷さんが音源で語られているアフターコロナの世界。（ど素人の個人的な思いで

すが）その確度は相当程度に高いと感じています。 

 

少し個人的な話で恐縮ですが、当方は 2011 年に投資用の不動産を購入しました。

当時は不動産投資に対する世間の認知度もほとんどなく、投資用の不動産を購入

したという話を友人にすると、「お前大丈夫か」という顔をされたものでした。で

すが、今や不動産投資は多くの方が知る言葉になっています。 

 

そこから得た学びは、「世間の認知度がどれだけ低くても、痛みがなくて（金銭面

の負担感が無いなど）且つ便利なもの（楽ができるもの）は、おのずと広がってい

く。」ということ。 

 

不動産投資の例ですと、フルローン（頭金無し）であり、且つ、管理会社などの協

力会社にほぼ全ての仕事をお願いできる（語弊を恐れず言えば、楽して稼げる）か

ら広がった。ということです。そういった意味では、Zoom（TV 会議システム）

などは今後も利用者が伸びていくことが予想されます。というよりも、ネットの世

界そのものが、これからも伸びていくと思われるのです。 

 

その前提を踏まえた上で、これから伸びゆく世界で成果を出す上でのポイン

トは、「世間が認知を獲得する前に動いた者が勝つ」ということだと考えて

います。不動産投資では、ほとんどの人が興味を持たない時期にこそ、本当に優

良な物件が市場に出ていました。（もちろん、今も優良な不動産が出ることはある

と思います。） 

 

だからこそ、今のタイミングで、来るべきネット社会に備えた動きをしてお

くことは、これから湧き出してくる可能性が高い金鉱脈を自分だけが気づい

た状態。と言えるかもしれないと考えています。もちろん、掘ったからといっ

て必ず金が見つかるとは言えないですが、それでも、「熱量を持って掘り続ける」

という思いを持っている方であれば、この音源は絶大な価値があると考えて

います。 

 

何せ、既に金鉱脈を見つけている（アバターを使われて常人を超えた結果を

出されている）鮒谷さんが、「こうやって掘ればいいんですよ」とそのノウ

ハウを開示しているのがこの音源だからです。もう少し具体的な表現として

は、毎朝起きて、ただ黙々と足元を掘り続けるのではなく、（意図や目的を

持たずに情報発信をするのではなく）大きな方針を常に確認しながら、微修

正を加えて掘り続けるノウハウを教えてくれているのがこの音源だと思わ

れるからです。 
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個人的には、この音源の代替となるような商品は全く思い浮かびません。

（SNS を使ってフォロワー増やして稼ごう！のような商材とは完全に一線

を画した存在です。） 

 

そりゃそうですよね、ノウハウは秘中の秘なので、出さないのが普通だと思われる

からです。そんな中で、お持ちのノウハウを惜しみなく開示して頂いているこ

とに対し、感謝の念しかありません。 

 

これからも、本音源を繰り返し聞きながら、自らの微修正を繰り返し、足元

をコツコツと掘り続けて参ります。 

 

改めまして素晴らしい音源をありがとうございました！  

（株式会社 CODOR 代表取締役 大橋亮太 様） 

 

  



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「続・アフターコロナ」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/4c163a2a/ 

  

私は今まで、「リアル（対面型営業）も WEB(非接触型営業)も両方大事であ

る」と、その理由を深く探らずにただ漠然と考えて来てしまいましたが、音

源を聞いた後では考え方が改まって、今後はより一層リアル世界での営業を

大事にしてさらに WEB の世界に対して自分の持てる資源を「気合い」と

「熱量」をもって注ぎ込もうと決心しました。  

鮒谷様 

 

お世話様になります。 

いつもメルマガを配信して頂きお礼申し上げます。 

（メルマガを拝読し始めて 2 年以上経つところですが） 

 

先日のメルマガ 6098 号「ケンシロウからマーヴェリックへの主人公転換＆

BGM 変更」 

の話は、自分にとって今まで一番面白く、心躍りながら「営業」について学ばせて

頂きました。 

 

これだから鮒谷さんのメルマガから毎日、目が離せません。。。 

前段に音源とは関係のない話で恐縮です。 

 

さて、この度のアバター音源ですが（5 月 19 日に紹介された）N さんの感想を

呼んで購入を即決しました。 

 

≫個人的には売って欲しくない音源です笑 

 

≫「もうこの辺で話すのやめてくれないかな...」と、心の中で思っていまし

た。 

 

この感想を読んだら買わざるを得ません。 

 

以下、音源を聞いた感想となります。 

 

早速、音源を聞きつつ A４紙にして 8 ページに渡り、今後の自分の人生に

とっての宝物となる珠玉の言葉をまとめました。そしてまとめ終わった後、

ニンマリと笑みを浮かべた次第です。 

 

私は今まで、「リアル（対面型営業）も WEB(非接触型営業)も両方大事であ

る」と、その理由を深く探らずにただ漠然と考えて来てしまいましたが、音

源を聞いた後では考え方が改って、今後はより一層リアル世界での営業を大

事にしてさらに WEB の世界に対して自分の持てる資源を「気合い」と「熱

量」をもって注ぎ込もうと決心しました。 
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最後に・・・ 

音源購入後にタイムリーに送られてくるメルマガで語られる「音源に対する

フォロー講義」のおかげでより一層理解が深まります。 

 

それから、音源の終盤において質問されたり感想を述べられた方々のおかげ

で、鮒谷さんからの「今後、大いに役立つ言葉」を導いて頂きました。 

 

皆様、ありがとうございます。 

 

これからもよろしくお願いいたします。  

（小売業 Ｋ．Ｈ 様） 
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前回のアフターコロナ音源の内容をどうアクションに落とすか、決めきれて

いない部分がありましたが、そこに、すこーん！とハマった感覚です。  

アバター音源を聞いて、アクションアイテムがより具体的に定まりました。 

前回のアフターコロナ音源の内容をどうアクションに落とすか、決めきれて

いない部分がありましたが、そこに、すこーん！とハマった感覚です。 

 

早速、なりたい自分をアバターに投影させ、そのアバターに自身を躾けてもらうセ

ルフ薫陶システムを稼働させています(なりたい自分は他者の言葉から作られてい

るので、結局は他者から教えを受けていることになりますが）。 

 

これまでにも鮒谷さんのお話の中で「半歩先の自分」「幽体離脱」など、多くの言

葉を頂いてきましたが個人的には「アバター」という表現がしっくりきています。

あぁ、そういうことか！ と。おかげさまで、一気にリアリティが高まりました。 

 

これからも「すべての学びは前倒し」で動きます。 

今回もありがとうございました！  

（Ｍ．Ｍ 様） 
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「アフターコロナに向けて、あなたはこのまま死ぬのを待つだけですか？」  

「アフターコロナに向けて、あなたはこのまま死ぬのを待つだけですか？」 

 

「続・アフターコロナ音源（アバター音源）」が売れていないって聞いて、ビック

リしました。なぜだ？なぜなんだ？そんなバカなことがあるはずがない。 

 

そして、次の瞬間脳裏に浮かんだのが、冒頭の言葉。 

 

「アフターコロナに向けて、あなたはこのまま死ぬのを待つだけですか？」 

 

当分、少なくとも新規客には、リアルで会えないんですよ。 

緊急事態宣言が解除されると聞いて、勘違いしているんじゃないですか？ 

もう、元には、戻らないんですよ。いや、戻れないんですよ。緊急事態宣言が解除

されようがされまいが、知らない人には当分会いたくないんですよ。 

 

徐々に日常は戻ってくる。「新しい日常」って言ってるけど、結局営業は最終的に

は「人と人」リアルに会わなきゃ話は始まらないんだ。少し時間はかかるかもしれ

ないが、また元通りになる。 

そうタカをくくっていませんか？ 

 

元に戻るのは、そんな風に思っている、元からの知人友人の間だけですよ。 

 

そんな風に思っているあなただって、知らない人から連絡が来てリアルで会いま

すか？感染リスクがある以上会わないでしょ？もし会うとしてもオンラインにな

りますよね。オンラインで初めて会った人からモノを買いますか？ 

 

どこの馬の骨かもわからないんですよ。しかもその人の手がかりは何もないんで

すよ。手がかりを探すとしたらリアルでは探せないのでネットで検索するしかな

いんですけど、せいぜい出てくるのがありきたりのホームページだったりするん

ですよ。もう信用したくても信用できませんよね。 

 

でも、そのホームページにあなたが興味のある情報が載っていたらどうですか？

それも専門的で有益な情報が。ブログにあなたがちょうど知りたかった最新情報

が載っていたらどうですか？それも最先端の貴重な情報が。メルマガで業界や市

場のトレンド情報やマニアックな商品情報を発信していたらどうですか？それが

プロのあなたの目から見て正確でレベルの高い情報だったとしたら？ 

 

オンラインなら一度会ってみてもいいかな、そう思いませんか？ 

 

あなたが狙っている新規客から見たあなたも同じです。もしありきたりのホーム

ページしかつくってないんだったら、相手にしてもらえません。だってあなたのこ

とを知らないんだから。ネットを調べてもあなたのことがよくわからないんだか

ら。信用されるわけがないと思いませんか？ 
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 だから、あなたもネットで情報発信しておく必要があるんです。一度会ってもい

いと思われるようにしておかないといけないんです。あなたはその道のプロなん

です。専門家なんです。マニアなんです。巨匠なんです。叩き上げなんです。マイ

スターなんです。好事家なんです。フリークなんです。 

 

・・・・・・・・・とにかく、会ってソンはない人なんです。 

 

それを見せておかないといけません。 

 

そこでアバター。 

 

アバターをあやつって、いい意味でお客様を気持ちよくだましてあげましょう。こ

の人にアクセスしたら、なんかいいことあるんじゃないかな？なんかトクするこ

とあるんじゃないかな？そう思わせてこちらの土俵に引きこんであげましょう。 

 

たいていの場合、あなたの専門分野に関しては、お客様はあなたよりレベルは下で

す。だからあなたはメチャクチャ背伸びする必要はありません。でもちょっと背伸

びしておきましょう。その方がお客様も興味を持ってくれやすいですし、あなたも

ますます勉強して成長しなければいけなくなりますから、一挙両得です。 

 

そしてもしメチャクチャレベルが高い人が来てくれたとしたら、その時こそビッ

グチャンスです。あなたは死に物狂いで自分が宣言した「10 倍返し」を追求せざ

るを得なくなります。それをやらないとあなたは「一巻の終わり」になってしまい

ますから、命がけでやらなければならなくなります。そしてそれをやりきることが

できたとき、あなたの実力は 10 倍になっています。 

 

そしてそのとき、あなたは実績に基づく信用を獲得することができています。ま

た、あなたは全人格を投入してやりきることで、未来に対する信頼を獲得すること

ができています。 

 

ここまでくると、もはや、お客様がお客様を呼び、仕事が仕事を呼ぶ状態になって

きます。リアルに会うとか会わないとか、関係のない世界に突入していきます。 

 

「やっぱりリアルだよね」って何だったっけ？あ、そう言えば、このお客さんもあ

のお客さんも、まだリアルで会ったこと無かったっけ？考えてみりゃそうだよな、

まだリアルで会ったことなかった。あ、いや、そのお客さんは一度リアルでも会っ

たかもしれないな。ま、どうでもいいや。 

 

こんな感じになっていきます。 

 

・・・そして、私は今、神戸に住みながら、先々週は横浜のお客さん、先週

は愛知県のお客さん、今週は東京のお客さんと初めてオンラインでお会い

し、そのままオンラインで打合せし、一度もリアルに会わないまま、お仕事

を受注しました。しかも摩擦ゼロ。北斗の拳セールス。 
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 鮒谷さんの教えの通り、ブログでアバターを操り始めてたったの 80 日で

この成果。 

 

 悪いことは言いませんから、だまされたと思ってやってみてください。 

 

 そのためには、まずこの音源。「続・アフターコロナ音源（アバター音源）」 

 

 鮒谷様、本当にありがとうございました。  

（中島ＰＲ 代表 中島 史朗 様） 
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アフターコロナの続編ということで聴かせていただきましたが、今後、ま

すますバーチャルの世界が拡大していく中、リアルがメインではなく、リ

アルとバーチャルが並行メインになっていく世界になるとしか思えないく

らい臨場感がありました。  

鮒谷様 

有限会社セカンドステージ様 

 

いつもお世話になっております。 

今回の音源も即購入させていただきました。 

 

今年に入ってますます決断が速くなり、リリースされる音源はほぼ購入して

おります。というより、購入一択になっているだと思っています。 

 

アフターコロナの続編ということで聴かせていただきましたが、今後、ます

ますバーチャルの世界が拡大していく中、リアルがメインではなく、リアル

とバーチャルが並行メインになっていく世界になるとしか思えないくらい

臨場感がありました。 

 

そして、今まではリアルの世界で自分を知ってくれている人だけと付き合いをし

ていましたが、それだけでは世界が閉ざされていく。なぜなら、リアルはコロナの

影響により大きく変化していくからです。新しい人との出会い、予期せぬ出会いが

圧倒的に減少するからです。だからこそ、いかにバーチャルの世界に出ていくこと

が大事なのかということ。 

 

そして、アバターのお話。個人的には、ジョジョもかなり気に入っています。バー

チャルの世界にいる、もう 1 人の自分。これこそが自分の目指す未来の自分であ

るということ。目指すべき未来像のように振る舞うことも自由にできる存在。自分

の目指すべき未来像のように振る舞うことで、他者からの評価を得て、他者を巻き

込んでいくことにより、その感覚がリアルにも身体知化されていくというお話を

聴いて、昔の音源で未来の自分、未来に想いを抱く方法がようやくイメージ

できた気がします。 

 

だからこそ、なりたい自分、目指すべき自分という being、そして、doing、having

という目標のピラミッドが大事になってくるということ。 

 

そして、バーチャルの素晴らしいところは、今までの自分がやってきた痕跡が残る

こと、見える化できることだと思います。リアルでは伝えきれないことが、バーチ

ャルではできる。そして、今後、よりリアルとバーチャルが並進していくことで「個

の自立」が間違いなく進むと思います。 

 

会社勤めの人でも会社の実績以外に自分がやってきたことすらバーチャルの世界

に残すことができる。実はこれはすごいことだと思います。 
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昔は、毎日日記を書いていても、それを見せる場がなく暗黙知だったものが、今で

はフルオープンになっている。だからこそ、やる人はとことんやっていくのだと思

います。そして、他者からの評価も進む。 

やる人は、情報発信してどんどん信用を得て信頼も得ていく。やらない人は全くや

らない。 

その流れで、やる人とやらない人の二極化が大きく進むのだと思います。 

 

そして、情報発信の凄いところは、青天井だということです。本当に言われてそう

だなと思いました。だから、自分のやり方次第でどうにでもできる世界があるとす

るなら、やるしかないという気持ちになりました。 

私も少しずつ情報発信していますが、とにかく熱意を大事にして未来に一生懸命

な自分を伝えていきたいと思いました。 

 

本当にこのタイミングでこの音源を聴けたことに感謝しています。 

 

改めて、いつも貴重な学びを戴き本当にありがとうございます。 

 

今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。  

（金融機関 Ｒ．Ｉ 様） 
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コロナによってリアルの出会いが崩壊しどんなことが起こるのか？その時

に人は何を考えるのか？という問題に対して丁寧に言葉が当てられており、

納得感が非常に高かったと感じます。  

今回の音源は、私にとって鮒谷さんのお話の価値を改めて認識させて頂けた

と感じています。 

 

というのも、この音源を要約してしまうと 

 

「ネットで情報発信しよう」 

 

という、どこにでもあるような結論になってしまいます。結論は同じであっ

ても、鮒谷さんのこの音源は行間がすばらしかったと感じました。 

 

コロナによってリアルの出会いが崩壊しどんなことが起こるのか？その時

に人は何を考えるのか？という問題に対して丁寧に言葉が当てられており、

納得感が非常に高かったと感じます。 

 

私自身はネットへのアバターの構築はある程度は進んでおりますが、この音源で

学んだ内容を取り入れて、自分の目標達成を加速していきたいと感じました。 

 

また、電子書籍のプロデューサもしておりますので、クライアントさんのメリット

を考える際に、とても使える考え方だと感じました。 

 

以下に、私自身が気づいた内容についてお伝えしたいと思います 

 

１,目標達成の手段としてのアバター 

 

「アバターに自分の半歩先を行かせる」 

 

という考え方に大変共感しました。 

 

目標を立てて、今の位置から手の届く範囲にアバターを立たせておくと、強力な引

力が生じて、リアルの自分がそこに引き寄せられるわけです。それを意識的に使え

ば、アバターは目標達成の効果的なツールとして使えると確信しました。これから

自分のアバターは、自分の目標の半歩先におくように調整していきたいと思いま

す。 

 

２,アバターのキャラクターの設定方法について 

 

芸能人がタレントとしてのキャラクターと自分の本当のキャラクターの不整合に

苦しむ、という話はよく聞きますが、あまり現実に感じることはできていませんで

した。しかし、一般人でも簡単にネットにアバターを持つことができる現代では、
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この手の問題が生じやすくなっています。自分の現在の姿、ありたい姿、他人が自

分に求めている姿などを慎重に取り入れて、キャラクターを作らなければいけな

いと強く認識しました。アバターも自分自身や周辺の変化に合わせて、微調整して

いかなければならないな、と思いました。 

 

いつも良質なコンテンツのご提供ありがとうございます。  

（半導体エンジニア 蔵本貴文 様） 

 

  



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「続・アフターコロナ」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/4c163a2a/ 

 

「自分がどうありたいのか」アバターなり、スタンドなり具現化できるほど

に自分がかくありたいという目標を立てていますか？と強烈に問われた感

覚がありました。  

「北斗セールス拳はアバター（分身）に操らせることで無敵の拳へと昇華される」 

 

音源を聞いてから、北斗有情拳のように秘孔をつかれてよかったと思わせて

くれるところまでが鮒谷さんなので、この一文を読んだとき、迷うことなく

音源を購入していました。 

 

音源を聞いてまず思ったのは北斗セールス拳からアバターの順で聞いたから

こそ、すっと腹落ちするものがありました。 

 

音源を聞き終わったあとに一つの問いが自分に突き刺さっていました。 

「自分がどうありたいのか」アバターなり、スタンドなり具現化できるほど

に自分がかくありたいという目標を立てていますか？と強烈に問われた感

覚がありました。 

 

この核となる自分の思いや目指すべきあり方が定まっていないと自分のアバター

に乗っ取られるのではないかとも感じました。アバターを具現化させて行動を積

み重ねる。アバターをワンパターンしか持っていないと見る対象を捉えきれず、す

べてのものが釘に見えてしまう。そういうときには別のアバターを用意して対応

する。 

 

自分の中で整理していたときにはポケモンのチーム編成が浮かんできました。メ

インの相棒が先頭に立って戦うが、相手の相性や環境条件によって別のポケモン

と交代して戦う。相手の思いや状況をこちらがきちんと掴んでいないと、自分が不

利なポケモンを出してしまう。相手の刺さるところはどこかと真剣に向き合って、

それと相性の良いポケモンを出す。自分のチームにどのようにポケモンを揃えて

いくかを迷ったときは北斗セールス拳からアバターの順に聞けば見えてくる。 

 

まずは自分の相棒ポケモンを作るところから始めます。 

 

この度もいろんな気づきをありがとうございます！  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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アフターコロナ、アバター音源を聞くことで、ネット経由のビジネスに対

する曖昧な取り組みをしていた甘さが減って、視界がクリアになりまし

た。結果、無駄が減りました。  

アフターコロナ音源に続き、アバター音源も購入させて頂きました。 

 

今回は、「アバター」という概念を手に入れただけで十分に元は取れたな、

と思っています。 

 

２０１４年から平成進化論を購読し始め、その後、セミナー、個別コンサル

などでお世話になっていたお陰で、コロナの影響も最小に抑えることができ

ました。 

 

私のように個人でビジネスをしている者にとっては、ネット空間の分身に動いて

もらわなければ、効率も生産性も低い状態になってしまう可能性が高いです。ま

た、私が常に唱えている「固定費極小、粗利極大」を推進するためにも必須の要素

だと思います。アバターをうまく操ることができれば、１人で１００人力以上を発

揮することさえできます。 

 

アフターコロナ、アバター音源を聞くことで、ネット経由のビジネスに対す

る曖昧な取り組みをしていた甘さが減って、視界がクリアになりました。結

果、無駄が減りました。 

 

４月、５月途中までは、『何をやればうまくいくのか』手探りの状態が続い

ていましたが、それが、予定よりも早く次の段階に行くことができたと感じ

ています。これによって得た時間を金額換算すれば、音源の価格は安過ぎま

す。これからは、浮かんだアイディアをもとに成果を上げることにコミット

していきます。 

 

ありがとうございました！  

（ルクレクサ 鈴木健太 様） 
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これからオンライン上での活動を始める人にとっては、まさに必聴の音源だ

と思います。 

いつもお世話になっております。 

 

今回の音源もリリースの案内が届いてから、5 分で購入していました。（自

分史上最速です） 

 

常々鮒谷さんが仰られている「気付き発即断経由アクション行き」にはまだまだほ

ど遠いですが、心が動いた瞬間に決断し、徐々に行動に移せるようになってきたよ

うに思います。 

 

今回のアバター音源は、今の自分にとって素晴らしくタイムリーな内容でした。 

ちょうど先月から情報発信（ブログ）に取り組み始めたのですが、発信する内容に

迷いが生じていたからです。 

 

この音源を聞くまでは、 

 

・自分が得意な（知見のある）ジャンルの情報 

・世の中で求められている情報 

 

この２つを満たす内容を発信することにばかりに意識が向いていました。 

そうすることで少しでも多くページビューを獲得する狙いだったのですが、とて

も近視眼的な考えだったと思い知らされた気分です。 

 

長中短の時間軸で目標を設定してはいましたが、そのためにオンライン上の自分

をどう打ちしていくべきなのか、いまいち、「これ」というものが見出せていませ

んでした。 

 

まだ入門レベルですが、この音源で学んだアバターの操縦法なら、できそう

な気がしましたし、やってみたいと思えました。 

 

なので、あとは行動あるのみですね。 

 

ありたい自分の姿をオンライン上で先取りしつつ、プレゼンスを獲得できるよう

に気を入れて発信に臨んでいきます。 

 

また、 

 

「まずは 30 日熱意を持って継続すると、次第に周りの見る目が変わってくる」 

 

というお話は、情報発信に取り組んで間もない者として、心にしっかり刻んでおき

たいです。 
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これからオンライン上での活動を始める人にとっては、まさに必聴の音源だ

と思います。 

 

今回も本当にありがとうございました。  

（Web 広告業 Ｎ．Ｔ 様） 
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普段から、お店の集客の多くが「Web 経由」となっていますので、オンラ

インでの存在感（プレゼンス）をいかにあげるかは日々考えていることです。

その背景下でのこの音源のリリース。買わない選択肢はなかったですね（笑）  

普段から、お店の集客の多くが「Web 経由」となっていますので、オンラ

インでの存在感（プレゼンス）をいかにあげるかは日々考えていることです。

その背景下でのこの音源のリリース。買わない選択肢はなかったですね（笑） 

 

やはり、「なりたい自分」をしっかりと自分の中で描くことが何よりも先決だとい

うことを改めて気づかせいただきました。 

 

その「なりたい自分」に向けて、今の自分より半歩先、そして理想の自分になり切

ったアバターをオンライン上で演じること。 

 

その結果としてリアルな自分への引力が働き、なりたい自分に近づいていく。 

そのようなイメージを今一度、描くことができました。これからは従来の情報発信

に加えて、よりリアルな自分（行動も考えも）をもっと楽に力まずにオンラインの

上に載せていこう。 

 

そうすることで他者を巻き込むことができ、仕事の成果やプライベートの充実に

つながっていくのではと思います。 

 

貴重な音源をありがとうございました！ 

引き続き、よろしくお願いいたします。  

（箕面のちいさな宝石屋 越野 泰明 様） 
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以前、別の音源で、「未来に資産化されるものでないと仕事ではない」と仰

っていましたが、今は"仕事"ができているという実感があります。  

私にとって、非常にタイムリーな音源でした。 

 

「アフターコロナ音源」に後押しされ、ネット上での発信力を鍛えるべく、ブログ

を始めたところでした。 

 

意気込んで、書き始めたものの、 

 

「さて、どうしたものか......」 

 

と筆ならぬ指が止まることがしばしば。自分の立ち位置が定まらないので、時に偉

そうだったり、時に日和ったり、時に迎合してみたり、と支離滅裂な人格丸出し状

態になってしまっておりました。そんな矢先の「アバター音源」まさに、ベスト

なタイミングでした。 

 

「読まれるブログの書き方講座」とか「アクセス増加の手法」といった HOW の

情報は、氾濫していますが、「なぜ書くのか」という WHY が、実はいちばん重要

だと気づかされました。 

 

これから書き続けていく上で指針となるのが、「"かくありたい"という人物像をア

バターとして操る」という考えです。半歩先の自分を演出することで、そこに自分

が近づいていく、コミットするようになる。 

 

ネット上でのプレゼンスを獲得するという本来の目的とともに、「自分を躾ける」

ことも目指す。ついでに、（これも大きな成果ですが）文章力が上達する。 

一石三鳥、ですね。 

 

以前、別の音源で、「未来に資産化されるものでないと仕事ではない」と仰

っていましたが、今は"仕事"ができているという実感があります。 

もちろん、スグにビジネスにつながるものではありませんが、中長期的な行動投

資ができているという充実感があります。 

 

「義務感でやるんだったら、やらない方がいい」 

「自分が震えないことを書いても、しょうがない」 

「本気でやっていく内に、コンテンツがついてくる」 

 

音源内で語られていた言葉に奮い立ちながら、今日も明日も明後日も、粛々

と書いていきます。 

 

※この感想も含めると、今日だけで 5,000 文字以上の文章を書いています。

少し前（2 週間ほど前）の私にとっては、あり得ない量。（中身はともかく）
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量を書けるようになったという一事をとっても、価値ある行動投資だと確信

を強めています。 

 

貴重な機会をご提供いただき、ありがとうございました。  

（Ｊ．Ｈ 様） 
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私にとって、今回の音源は、ネット活用に対する方向性が見えてきました。  

鮒谷様 

 

今回も指針になる音源を提供して頂きありがとうございます。 

 

以前より鮒谷様が、ネットの活用（音源販売等）方法を開示されながら勧め

ていらっしゃいましたがでは、自分はどうしたらよいのかが想像できず、

悶々としておりました。 

私にとって、今回の音源は、ネット活用に対する方向性が見えてきました。 

 

アバターは、リアルと同じでまずは being を設定し、現状の半歩先の自分を設定

する。それは、アバターに引きづられていくから。例えば、何となくで始めると'金

儲け'を主としたものになり、そういう風にアバターが進化し、成りたい自分と乖

離し、破綻することにもなる。芸能人にありがちな事務所側の売り出したい方向性

と自身の方向性の違いというのには納得しました。 

 

他者に宣言（ネットでの発信も同趣旨）することで、アバターが発現され、他者を

巻き込むことによって、アバターが変化、変容していく。 他者を巻き込まないと

変われない。一人じゃ無理とのこと。 （成りたい自分を宣言して、変わったとい

う経験は無いが、鮒谷さんや感想コメントを信じて行動をする。） 

 

アバターの効用 

ネットに履歴を残すことが、不特定多数の方々に自身を紹介することになり、接触

頻度の減るアフターコロナ時代に出会いの手がかりとなる。リアルの場でも、一助

となる。アバターのデメリットアバターは、無傷では、いられない。スタンドと言

い換えてもよい。ネットには誹謗中傷もあるから、不用意には始めない。ならば、

いつなら良いのか？それは、成りたい自分 being をハッキリさせてからにする。

ハッキリしていないのなら時々刻々の記をつけ、良い言葉を収集する。そうしてい

くと成りたい自分の物語、未来物語が創れる。そこに being が現れている。 

 

心構え 信用（結果）と信頼（精神）を得る。信用の結果が、未来への信頼に繋が

る。信用スコアをアバターでも創る。この発想している人は少ない。 発信者側に

なってみないと分からない世界がある。（彼を知り己を知れば百戦殆うからず） 発

信するときには、意図を持つ。２つ３つの意味を持たせる。 義務 must ではなく、

自身に酔っている内容。すなわち、熱量のあるもの。熱量は、伝わる。書くことが、

始めのうち難しいなら本や何かの良い言葉に自身の思いを乗せても良い。アバタ

ーを動かす。これさえ、他の人はやっていない。（後日その差は歴然となる） やっ

ていると賛同者、応援者がポツポツと出てくる。１ヶ月、平均熱量の倍を出すだけ

で、ポツポツと賛同者が出てくる。失敗はある、場数を踏む。 声を出す、発信し

た人にしかリーダーシップは起こらないし、気付かれもしない。ならば、行えば良

い。 

 

鮒谷さんは愚痴、悪口言わない。いつも機嫌良いことしか絶対言わないと。以前の
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音源で、失敗談を話すのは別、凄いことの後に失敗談（但し良い経験になっている

と）も話すとラポールを築くと。 改めて、現状を振り返ると最近の営業メールで

心掛けている'お礼を言われる人になる'為に、'信頼醸成を築く'為に、相手の立場に

なって提案していたことが、成りたい自分のための行動であり、それは、一種スタ

ンドでもあると思いました。 メルマガなどネットでの発信方法は、内容自体模索

中ですが、 

 

まずは、自身の営業メールで、'アバター'を意識し行い、他のネット発信に繋げて

み ま す 。  ま ず 、 行 動 。  次 に 、 よ り 他 者 を 巻 き 込 ん で い く よ う に

Plan,Do,Check,Action を繰り返し続ける。 

 

これからも引き続きよろしくお願いいたします。  

（粟嶋 伸吾 様） 
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聴くならきっと「今」お熱いうちにどうぞ！  

今回もたくさんの気づきをありがとうございました！思い切って滑り込みで手に

いれてよかったです。 

 

◯気付いたことや深く学んだこと 

 

すでに起こった未来にあなたはどうするか？オンラインでの存在意義を見出さな

ければならない。 

やらなければわからない。はじめる。 

Yes、はい、よろこんでの一択！ 

 

◯特に印象に残ったこと 

 

なりたい自分。見られたい自分を決めて 

アバターをつくる。イメージつくりや、化粧し放題。信用も作れる。 

 

がとても印象的でした。 

 

複数持つこともできるようになるかもしれない。スタンドであり、悪魔の実を選ん

で食べて能力者になれるイメージももちました。 

 

ネット上に分身（アバター）を持ち、アバターを操ることが大事。 

 

・操る→演じる、デフォルメする、長所をより強化してみせる 

・操ること→レバレッジが効くようになる 

・操り方→なりたい自分になるためにアバターを半歩さきに行かせて使う 

・操った結果→ネット上のアバターに振舞わせることで結果リアルの自分がそう

なっていく 

 

しかも、ネットのアバターは身体活動的な限界がないので、リアルより可能性は無

限大、青天井！ 

 

◯決意したこと 

 

やると決める?? 

 

最初のリソースは気合いしかない、口に出して言う、書く、まずこのハードルを越

える。 

コンディショニングウェアで世の中を明るく元気にする?? 

 

言っちゃう、言ったらやっちゃう、やったらやり続ける、言い続ける 

元気、最高、最幸??はい！ か YES！ か 喜んで 
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だからどんどん他者を巻き込まなければ変われない。 

変化、変容モードに入るために人のご縁をひろげまくり、人脈をひろげ続け、巻き

込み続けれるようにする。会う、連絡する、聞く、教えてもらう、相談する、見え

るカタチにして伝え続ける。 

 

情熱はカタチに残さなければ伝わらない 

気、熱量こそ全て?? 

 

勇気が持てました。 

 

順張りして、ネット中心の世の中を予測して適応して変化の先頭を目指していき

ます。 

 

未来予測をしたタスクリストをつくり行動していきます。 

（タスクリストのアドバイスあればお聞かせください。笑） 

 

今回もありがとうございました！ 

 

◯これまでに参加・購入した他のセミナー（音源）との違い 

 

変化が加速している現実の認識。 

経験からくるはじめるべきこと。 

その前提と心構えを教えていただいた。 

今こそ食べ時の旬の一皿ですね。 

今タイミングを逃さずに食べる（聴く）から価値がある。 

時間がたつと、美味しさが失われてしまう可能性がある音源かもしれませんね。 

 

◯弊社セミナー音源の購入を迷われている方へのメッセージ 

聴くならきっと「今」お熱いうちにどうぞ！  

（Ｙ．Ｋ 様） 
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「アバター」という概念においてオンライン上で、どうふるまっていく

か、という明確な行動指針を得ることができ、コロナ時代に、自分自身の

マインドセットをアップデートするために、最適な音源であり、この音源

を聴かずに行動していたら、まったく違った未来となっているだろうと、

すぐに確信できました。  

今回も、「すでに買っている」状態で当然のように購入しました。 

 

コロナ時代における必聴音源でした。今、起こっている事象が明確に言語化

されているため、自分自身の意思決定基準が明確になりました。 

 

例えば、これまで、facebook の友達申請についてリアルで会った人、という基準

でしたが、オンラインセミナー、イベントで会った人も積極的につながっていくべ

き、とアップデートすることができました。さっそく、その意思決定基準でつ

ながった海外在住の方が、自身が開催したセミナーに参加いただいたことも

あり、あらためて、この音源を聴いて良かったと感じました。 

 

「アバター」という概念においてオンライン上で、どうふるまっていくか、

という明確な行動指針を得ることができ、コロナ時代に、自分自身のマイン

ドセットをアップデートするために、最適な音源であり、この音源を聴かず

に行動していたら、まったく違った未来となっているだろうと、すぐに確信

できました。 

 

今後も、何度も聴き込んで、「すでに起こった未来」を常に把握し、未来を創造し

ていきます。 

 

今後も、メルマガ、音源を、楽しみにしております。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。  

（Ｓ．Ｉ 様） 
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まさに鮒谷さんが音源で仰っているオンラインで出会う、世界が広がって

いくことはまず間違いない（既に起こった未来）であることを感じていま

す。  

私事ではありますが、今回の騒動の中５月は完全リモートワークという恵まれた

環境にありこれまでと様子が違いながらも何とか仕事をこなしている状況です。 

 

まさに鮒谷さんが音源で仰っているオンラインで出会う、世界が広がってい

くことはまず間違いない（既に起こった未来）であることを感じています。 

 

その中で、これから（あわよくば転職も見据えて）自分の世界を広げていく

ためのスタート地点として今回の音源を聞かせていただきました 

 

まずは発信する場所、実績がないと始まらないなと。これから情報発信を始めるに

あたり思ったのが、自分の中のキャラ付け（デフォルメ）して行くことの重要性で

しょうか。 

 

私が IT 業界という事もあり、単に専門的なブログを書くだけでは目に留めて貰え

ないことは容易に想像出来るので、私の中で金メッキを張れる（少しでも人と違う

タネがある）ところをこれから探していきたいと思っています。簡単ではないです

が、これがないとアバターに一貫性も生まれないので 

 

別の音源で塊魂 の例えがありましたが、少しでも自分の中のエッジを見つけるた

め 

まずは色々書いてみようかと思います。  

（Ｓ．Ｈ 様） 
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これまでオンラインでの活動は何もしてまいりませんでしたが、このままで

は鮒谷さんがいわれるとおり、どんどん世界が閉じていくのではないかとの

危機感を覚えました。  

鮒谷様 

 

この度も貴重な学びの機会を頂戴し、誠に有難うございました。 

 

これまでオンラインでの活動は何もしてまいりませんでしたが、このままで

は鮒谷さんがいわれるとおり、どんどん世界が閉じていくのではないかとの

危機感を覚えました。 

 

少しでも楽しく人生を送るには、良質な人との繋がりは不可欠と考えております

が、鮒谷さんの予想される様に密な接触を皆が回避しようとする世界になっ

たならば、アバターは不可欠なものと強く思いました。また、その様な世界

にならなかったとしても、アバターがある方が、より人とのご縁に繋がりや

すいと感じます。 

 

とするならば、四の五の言わずに、オンライン上にアバターを置く選択肢し

かありませんので、フェイスブックかブログ、或いはその両方の作成に、本

日より着手しようと思います。 

 

引き続きよろしくお願いいたします。  

（株式会社日本医療機器開発機構 経営管理部長 公認会計士 川本幸司 様） 
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今後は、なりたい自分（目標）の１つを意識しながら情報発信することで、

将来に向けた信用を積み上げられるのかな、という道が少し見えました。  

アバターで信用を可視化、認知されないと存在しない。 

前回の営業とは違い、すーっと入ってくる音源。 

選ばれました(笑) 

 

自分は Facebook などを信用の可視化にかなり意識して活用していますが現在の

自分の上澄みの発信で等身大、しかも不定期の発信と、十分とは言えない状況でし

た。 

（さすがに、ラーメン食った、旨かったみたいな発信はしないように意識してま

す） 

 

音源でわかったんですが、「なりたい自分」は意識して無いのは非常にもったいな

い。 

 

今後は、なりたい自分（目標）の１つを意識しながら情報発信することで、

将来に向けた信用を積み上げられるのかな、という道が少し見えました。  

（村井保之 様） 
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これからの先の見えない時代。しっかりと未来にわたってのあらゆる過程

を想定し、それをひたすらつぶしていくために一つ一つを爆速でこなして

いかないといけないなと思わされました。  

鮒谷さん、今回も貴重な音源をありがとうございました。 

前回のアフターコロナ音源に続いて、これからどうすべきかということを具

体的に語っていただいているのが今回のアバター音源なのかなと思います。 

 

私自身、どちらかと言えば、人と直接会うことにより信頼関係を作ってきて、それ

がそのままビジネスにつながっているという現実がありますので、今後オンライ

ン上に鮒谷さんのおっしゃるアバターを通じて、昼夜問わずにそれをコントロー

ルしていくということは、すごく重要だなと感じました。 

 

予期せぬ出会いというものは今後なかなか難しいものであり、ただ、オンラインの

世界だとある意味それが可能であると思っているところですし、やはりオンライ

ン上にアバターを作ることは必須のことですよね。 

 

そして、やはり最も大切なのは目標設定であるということを再確認しました。将来

に向かっての目標があるからこそ、その瞬間に自分の魂が震えるような取り組み

ができるものであり、その情熱を自分のアバターを通じて他の人に伝播すること

ができたとしたら、そこに感動が生まれ、その他の人の心を動かすことになるのか

なと思った次第です。逆に言えば、目標設定せずして単にアバターだけ動かしてい

る状態では、その全くもって魂のこもっていないアバターが自らを攻撃してしま

うという可能性もあることに気づかされました。 

 

これからの先の見えない時代。しっかりと未来にわたってのあらゆる過程を

想定し、それをひたすらつぶしていくために一つ一つを爆速でこなしていか

ないといけないなと思わされました。私自身、鮒谷さんの個別コンサルを通

じて、さらにアバターを充実させ、仮説と検証を繰り返していき、より盤石

な自分にとってのあるべき形を作りあげようと思っています。 

 

今回は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。  

（村田佑樹税務会計事務所 村田佑樹 様） 
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目標の大切さを再確認できたことと、今後実際にアバターを作るときに注意

することを教えて頂き、実際にアバターを運用するときがきたら、再度聞き

直したいと思います。  

今回の音源は、アフターコロナ音源を聞き、その続編にあたるということで購入を

しました。 

 

現状としては、何か情報発信をしているわけではないので、今すぐ必要とい

うわけではないのですが、そんな私ですら、購入してよかったと思っていま

す。 

 

アバターを作りにあたり、最初に一貫性の確立が必須という話がありましたが、 

これは、現状の不安からつい焦ってしまい、「よし。とりあえず何かブログとかの

情報発信をしよう！」と何も考えず行動を起こしてしまいそうな心に注意をくれ

ました。 

 

確かに行動をすることは大事なのですが、目標のない、方向性のない行動は、間違

ってしまったら、どんどん間違った方向にいってしまうので、それはそれで問題だ

と思います。 

バランスが大事ということだと思います。（もちろん、行動の大切さは分かってお

り、あくまで、そこにしっかりと目標があるかどうかが大事だということです。） 

 

目標の大切さを再確認できたことと、今後実際にアバターを作るときに注意

することを教えて頂き、実際にアバターを運用するときがきたら、再度聞き

直したいと思います。 

 

ありがとうございました。  

（Ｙ．Ｎ 様） 
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今後必須となる最強最新のスキルを知ることができたのが何よりの収穫で

した。  

この度は素晴らしい音源をご提供くださり、誠に有難うございました。 

 

今回、一番印象深く残ったのは、アバター（分身）と操るという発想そのもので

した。これまでそのような発想はなく、漠然としていた概念を明確に言語化され

ていることに驚きました。オンラインが普及して、リアルに人と会うことが少な

くなると、知人とは親密になれても、新たな人間関係を築くのが難しいというお

話は、本当にその通りだと思いました。 

 

アバターを通して情報を発信していかなければ、いつの間にか取り残される恐れ

を強く感じます。今後必須となる最強最新のスキルを知ることができたのが

何よりの収穫でした。 

 

今後、いろいろな形でアバターを作り、自由自在に操り自己を成長させたいと思

います。そして、信念を確立し、信用・信頼を得て、自由な未来を創造してまい

りたいと思います。 

 

これからも目からウロコの素晴らしい音源を楽しみにしております。 

このたびは深い学びの宝を頂き、誠に有難うございました。  

（Ｙ．Ｆ 様） 

 

  



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「続・アフターコロナ」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/4c163a2a/ 

 

先日のアフターコロナ音源を聞いた際も思ったことは、今後 1、2 年くら

いかけて社会や環境が変容していく中で、目先の利益に囚われた（安易

な）選択ばかりしていると、気づいた時には状況が悪化していた・・とい

う状況に陥りやすいだろうと想定しております。  

今回の音源で最も学びが大きかった点は、理想の自分をアバターとしてオンライ

ン上で操り、さらなる成長と信頼の獲得を実現することです。 

 

今後、リアルな出会いの場は減っていくと考えられ、対面しない接触による

メリット（心理的安心、必要最低限のコミュニケーション、など）もあれば、

デメリット（視野が狭くなる、新たな可能性が閉じていく、など）もあると

感じました。 

 

また、先日のアフターコロナ音源を聞いた際も思ったことは、今後 1、2 年

くらいかけて社会や環境が変容していく中で、目先の利益に囚われた（安易

な）選択ばかりしていると、気づいた時には状況が悪化していた・・という

状況に陥りやすいだろうと想定しております。（コロナに限った話ではあり

ませんが、より顕著になると想定） 

 

そのため、意図的に有益な接触を増やしていく、新たな価値を生み出すためのコラ

ボレーションなどが必要だと感じました。オンライン上にアバターを作成し、オン

ラインという広大な空間での活動を増やすことにより、コミュニケーションや人

とのつながりの幅を拡げていくことが重要だと考えます。 

 

そこでポイントになるのが、アバターをどれだけうまく活用できるかということ

です。 

理想の自分をアバターに投影し、振る舞うことで、自身が提供したい価値を明確に

し、外部への可視化、発信を強化していく流れを仕組み化したいです。 

アバターがレベルアップすれば、リアルの自分もそれに連動して成長していくよ

うにします。大切なのは、一貫性を持った仕組みにすることで、アバターがブレて

しまわないように注意したいと思います。 

 

これを考えながら、ふと、アバターの育成ゲームのようなものを思い浮かべまし

た。 

最近のスマートフォンのゲームアプリはよく出来ていて、スタート直後はとても

簡単なステップから始まり、与えられた課題をこなしていくだけで、必要なスキル

やお作法が身につくようになっています。 

そして、気づいた時には単調な操作に対して、中毒性を感じるほどです。 

また、友達の紹介（に伴う報酬）や、チーム協力プレーなど、ゲーム攻略のサポー

トにも紐づいており、大変うまく仕組み化されていると感じます。 

 

リアルな集まりに積極的に参加して、周囲を巻き込んで・・・というと、やはりハ

ードルが高く感じてしまう一方で、アバターを介して、手頃なステップ（課題）を



■当音源（圧巻！鮒谷周史の「続・アフターコロナ」音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/4c163a2a/ 

クリアしながら、中毒・依存性を高めていき、徐々にチームへ参加してグループで

プロジェクトを進めていくような環境があると面白いと感じました。  

（Web 制作 Ｔ．Ｈ 様） 
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オンライン上での、もう一人の理想の自分を確立させるための「登竜門」と

なる音源でした。  

オンライン上での、もう一人の理想の自分を確立させるための「登竜門」と

なる音源でした。 

 

SNS 等のツールはすでに使っておりますが、上手くアバターの戦闘力を上げられ

ず、時間だけが経っていました。 

 

「アバターを操る、意図（目的）は何なのか？」 

 

この問いを、何度も自問自答し、 

 

「もっと！もっと！！もっと！！！深堀をするべきである」 

 

鮒谷さんの力強いメッセージを受け、何度もケツを蹴り上げられました（愛

の鞭ですね）。 

 

アバターを操り出すと、他人が勝手に耕作地を開拓し始めるお話しも印象的でし

た（最強の不労所得です）。リアルの自分が話す「言葉」アバターに持たせる『言

霊』この両者の間を行き来し、『言霊」が生む引力に、自分を引き寄せることが肝

になると感じた次第です。 

 

「泣こうが、喚こうが、もう昔には戻らない」その事実から目をそらさずに受け止

め、未来を切り開いてくれる、半歩先のアバターに力を与え続けていきます。 

 

優れたスタンド使いになるための、タイムリーな音源をありがとうございま

した！  

（井出大輔 様） 
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ボクもネットと言う世界の中で多くのメディアを使ってきました。で、分身

を置いているつもりでした。でも、やはり鮒谷さんの言われている３分の１

もやっていないことに気が付きました。  

拝聴させて頂きました。 

 

一番心に残った言葉は自分の一歩先をアバターに演じさせそこに後から自分が追

い付くその為にアバターにある意味演じさせる。そしてそれを目指して書いてい

くとやがて自分もそうなっていく。というものでした。 

 

ボクもネットと言う世界の中で多くのメディアを使ってきました。で、分身

を置いているつもりでした。でも、やはり鮒谷さんの言われている３分の１

もやっていないことに気が付きました。 

 

これからは本当にそういう時代が来るしそうなるだろうと予測されます。もっと

修行します（笑）アバターを置いている。と自信を持って言えるように。そうなる

とこれからかなり楽になるし楽しくなる。ということを目指して。 

 

ありがとうございました。  

（都 章 様） 
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「そうきましたか！」というのが、初めて聞いた時の率直な感想でした。  

「そうきましたか！」 

 

というのが、初めて聞いた時の率直な感想でした。 

 

というのは、外部に情報発信することの重要性は別の音源でも教えていただいて

おりましたので、その点を補足強化するような内容と想定しておりました。 

 

しかし、外部の情報発信により 

 

• 少しストレッチした自分 

 

• 将来ありたい自分 

 

 

 

を演じることにより、アバターとして自分の別人格を構築していく。 

 

そして、事実としてそのアバターに近づくように日々努力・研鑽していく、その

プロセスも学びとしていく、ということをお聞きし、ビジネス・人間形成におい

ても本当に素晴らしい考え方・実践の指南だと納得しました。 

 

英語で 

 

Fake it till you make it. 

うまくいくまでは、うまくいっているふりをする。 

成功するまで、成功しているフリをしろ。 

 

とありますが、まさしくこれを WEB の世界で実践することだと感じました。 

 

「内側の世界が外側の世界を作る」 

 

も同様かと思いますが、「内側の世界」をアバターとして外側の世界（WEB

上）に作り、それをミラーイメージとして、現実の自分自身も「外側の世界」と

して人間形成していくイメージと捉えています。 

 

自分も外側にアバターをつくりながら、アバターに自分を躾けてもらいながら、

ありたい自分に近づけるように精進します。 
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今回もありがとうございました。  

（医薬品会社勤務 Ｍ．Ｆ 様） 
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これまで鮒谷さんがやられてきたことが完全に１つの文脈に乗って、アバ

ターの必要性として語られていてなるほど、これがアバター（演出）の力

か、と関心させられっぱなしでした。  

いつも期待を裏切らない素敵な音源をありがとうございます！ 

 

個別コンサルを受けていて、「そろそろ情報発信だよなー。でもなー...。スト

レスの少ないところから始めてみよう」と「時々刻々の記」の代わりにブロ

グを書き始めた矢先にこの音源の発売。買いの一択だなと笑 

ここ最近の鮒谷さんの新音源発売ラッシュですが、毎度、無意識な悩みにフ

ォーカスされており、頸動脈をスっと切られる感覚でほぼ全て、買わされて

おります笑「買わされた」とは言うものの全く嫌な気分ではなくむしろ、自

分もこんな風に売れるようになりたいな、と毎度気を引き締められる思いで

す。 

さて、内容について、個人的には鮒谷さんの一貫性に驚かされました。目標三

部作に始まり、様々な音源でおっしゃられている目標と、環境（衆人環視）の大切

さ。情報発信においては、集客面に目が行きがちでしたがそれだけでなく、自分の

なりたい姿をネット上で演じることにより自分をそこに引き上げていく装置とし

ての使い方には目から鱗でした「金メッキ」というのがより深く理解することがで

きました。 

今回のアバター音源は、コロナの影響によりネット上での存在感の必要性が、これ

からますます増してきますよ、という文脈のもと、情報発信（アバター操作）を勧

められているわけですが鮒谷さんが創業当初からどのくらい想定していてどのく

らいが後付けなのかは未知数としても、少なくとも、これまで鮒谷さんがやられ

てきたことが完全に１つの文脈に乗って、アバターの必要性として語られて

いてなるほど、これがアバター（演出）の力か、と関心させられっぱなしで

した。これまでの音源やコンサルの中でおっしゃられていたような内容にま

た一本、筋を通されたような感覚です 

 

だれにでも「Day 1」はある。「やるは一時の恥 やらぬは一生の恥」がんばりま

す！ 

 

ありがとうございました。 

引き続きよろしくお願いいたします。  

（藤倉 誠 様） 
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コロナ下をどうすごすか、特にコロナを奇禍ではなく、奇貨とするための一

つの解がアバター音源で語られていた、と思います。  

こんにちは。今回もアバター音源ありがとうございました！楽しく聞かせていた

だき、あっという間の２時間半でした。 

 

コロナ下をどうすごすか、特にコロナを奇禍ではなく、奇貨とするための一

つの解がアバター音源で語られていた、と思います。このオンライン上のアバ

ターを操ることにより、オンライン上のプレゼンスを増すことができ、それがリア

ルにも影響力を発揮することができるようになる、確かに、コロナ禍のもとでは、

外を出歩いて出会いを見つけるのも難しく、オンライン上でのプレゼンスをいか

に高めるか、ということが必要なはずです。アバターに金メッキを貼ると自分がそ

こに追いついていくことができるのも、アバターの一つのメリットです。 

 

そのための注意点として音源の中で語られているのが、アバターの在り方は自分

の目的に立脚していること。そこから乖離すると後で苦労する、ということです。

自分とアバターに一貫性を持たせる、ということです。また、発信する際に意図を

持たせる、のも大切。なにを見せるのか、、ということですね。また、他者をうま

く巻き込んでいくことや、最初は気合で乗り切る、ということが大切、ということ

もアバターを操るためには気を付けたい点でしょう。 

 

確かに、アバターであり、ネット上の発信、これからの時期、大切になってくるは

ずです。なので、自分もどういうふうにウェブ上発信していくか、考えて、徐々に

なにがしかの発信をしていきたい、、そんな風に考えています。 

 

以上よろしくお願いします。 

 

追伸 

確かにぼくも、「アバター」というより、「スタンド」のほうがしっくりくるな、と

思いました。  

（公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 
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アバターを作る（情報発信する）ことで得られるものが何か、分かりやすく

説明していただき、腑に落ちました。  

■気付いたことや深く学んだこと 

 

箇条書きになりますが、以下に列記させていただきます。 

 

・ドラッカーの言葉、「変化の先頭に立とうとするか、否か。」 

 

→今後、自分がどうなっていくのか問われている気がしました。 

 

・対面での会話の機会が減る。基本的に非接触。 

 

今まで通勤で要していた時間を、他に充てられる使えるようになる。 

 

→その時間をどう有効活用していくべきか。 

通勤時間がなくなる分、歩く（体を動かす）時間は減るので、健康面で言うと、運

動する時間を作るべきかと思っています。 

 

・アフターコロナの世界では、リアルの世界で広げようとする人には厳しく、ネッ

トの世界で生きている人には広がっていく。ネットからご縁をいただく。 

→今後の参考に（ネットの世界で生きられるようにシフトしていきたい）と思いま

す。 

 

・当たる、当たらないではない。大事なのは、未来予測をすること。 

その世界が来たときに、自分がどうなっているのがよいか、という問いが必要。 

どうなったら適応できるか。 

それをアクションリストとなり、タスクリストに落としていく。 

 

→未来予測に関する情報を集めて、その未来に向けて、自分は何者になっていくか

問いをたてて、行動していく必要性を感じました。 

 

・これからの世界で生き残り、優位性を得るために、アバターを作る。 

ネット上の人物であり、演じようと思えば演じることができる。 

情報発信することで、自分を躾ける、成長させることができる。 

ネット上でのプレゼンス獲得の面もある。 

 

→アバターを作る（情報発信する）ことで得られるものが何か、分かりやす

く説明していただき、腑に落ちました。 

 

・アバター操れると、どうなれるか。 

年に何億も売上を上げることができる。しかも摩擦なく、機嫌良く、効率よく。 

アバターが良いのは、レバレッジが効く。自分が寝ているときでも働いてくれる。 

また、うまく操れると、自分の理想に近づける。（★大切なポイント） 
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→まさに、アバター様様かと！うまく操れると、大きなメリットが享受できる

ことが分かりました。 

 

・どんな人間になりたいか明確にしないとアバター操れない。 

自分とアバターに一貫性を持たせる。安易にアバター扱ってはいけない。 

 

→反対に、アバターを上手く操れないと、アバターに滅ぼされてしまう。 

使い方次第で、どうにでもなる。例えは悪いですが「物は使いよう」かと。 

 

・鮒谷さんがアバターを運用することで、どう変わっていったか。 

→鮒谷さんの実体験なので、説得力があり、参考になりました。 

（本物でありたい、１０倍返しをする、ご縁を大切にする etc） 

 

・ドラクエのメタファー。しっくりくる冒険譚にする。 

 

→アバター運用をドラクエで考えると、ゲーム的要素が出てきて、 

楽しくなるかもしれませんね！ 

 

・アバター運用で獲得すべきこととして、信用と信頼。 

 

→自分の思いとして、「信用と信頼を得たい」というのが強くあるので、 

そうなれるよう、精進していきたいです。 

 

・アバターの迷走を防ぐのに、「どうありたいか」、「適当に思い付きで発信してい

ないか」 

 

→情報発信する際の注意点として、チェックするポイントとしていきます。 

 

・アバターのスタート地点、人によって千差万別。 

鮒谷さんが、初期の頃、コンテンツの行動量や熱量を意識して発信し続けた話。 

 

→ここの話が、今回の音源で私にとって一番参考になりました！！ 

私も、今発信しようと考えている内容が専門分野でないものを考えているので、 

心にしみました。 

 

・初めの一歩を踏み出すのに、回すべき一言。「やるは一時の恥、やらぬは一生の

恥。」 

 

→私もこの言葉を回して、一歩を踏み出したいと思います。 

 

・心が折れないと決める。演出する。自分が立ち向かうか、逃げるか。 

ジュリア・ロバーツ、秀吉の話。「はい」と言っていかないと、乗り越えていけな

い。 

そこで、アバターが良い。文章にするので、逃げていけない。やるしかない。 
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一番最初だけは気合いが必要。あとは考えてもしょうがない。悩みがつきたらやる

しかない。 

 

→最初は気合いが大切。覚悟を決めてやっていきます。 

 

・オンラインで予期せぬ出会いをするために、自分から外に出ていく。 

そのときに、アバターが効いてくる。 

相手が、「この人なら話してもよいか、フェードアウトしようか。」という判断基準

になる。オンライン上の信頼残高は、工夫次第で上げることが出来る。 

（そういう発想を持っている人、あんまりいない。） 

 

→オンラインで、新たな出会いを求めるためにも、アバターがいないとキツイとい

うか、 

どうしようもないことが理解できました。 

 

・鮒谷さんおススメの TED 動画２本 

 

→感想を書いた後、さっそく聴いてみようと思います！ 

 

・アバターの話、ジョジョのスタンドと思った。 

 

→私もジョジョを読んでいたので、スタンドという表現がしっくりきます（笑） 

 

・今後、マニアにチャンスが増えていく。 

 

→たしかに、マニアは熱量が半端ないかと... 

私が情報発信しようと考えているテーマについてはマニアではないので、「何者か

になりたい」という情熱に特化していきたいです。 

 

■これから行動しようと思うこと 

 

・情報発信するテーマは自分の中で絞られつつあるので、テーマを決定したら、

「やるは一時の恥、やらぬは一生の恥。」の精神で、情報発信をしていきます。お

勧めするメディアは Facebook との事でしたが、現在考えているテーマから実

名でいきなりやるのは自分の中でどうかというのがあるので、ブログにしようと

考えています。  

（Ｍ．Ｙ 様） 
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成り行きまかせ的に書き続けているブログを自省する契機となりました。  

鮒谷様 

 

いつも新しい学びがある音源をありがとうございます。 

 

まずアバターの質についてです。 

金メッキ理論で理解していたものをネット上で実現するとどうなるかという話だ

ったように思います。今は多くの人がネット上に存在する時代背景があり、そこ

に人がいます。人がいるところに位置するという基本に基づいてネットの中に場

所を取ることは本当に大事ですね。成り行きまかせ的に書き続けているブロ

グを自省する契機となりました。 

 

二つ目はアバターを使うことについてです。上記でアバターを存在させたら、こ

れをうまく使うにはどうしたら良いか、ということです。ここは地道なリアルの

場での活動が必要であると思いました。勉強会に参加したり、主催したりしなが

ら、リアルの場で多くの人に出会っていくことがアバターの存在を知ってもらう

王道であると思いました。意外と疎かにしてしまう領域かもしれません。 

 

全てに通じることでいうと、「自分の Being 目標から始まって形作られ、アバタ

ーがどのような性質かが決まっていく」という理解です。結局のところ、自分自

身への問いかけになります。 

 

・Being 目標が明確になっていますか？ 

・考えていますか？ 

・行動していますか？ 

 

これらを加速していきます。 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（奥田 龍史 様） 
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何度も重ね塗りのごとくヘビーローテーションしておりました。  

何度も重ね塗りのごとくヘビーローテーションしておりました。 

アバターの必要性は理解しました。自分が寝ている間も分身のごとく代わりに活

動してくれる！そしてアバターに反対に本人が躾けられる点は非常に関心を持っ

ています。 

 

残念ながら私にはまだアバターは存在しませんが、小さく生んで大きく育てたい

と 

感じています。 

 

現時点ではこの程度の理解ですが、さらにヘビーローテーションして自分のもの

にしたいと存じます。今後ともよろしくお願いいたします。  

（藤原秀薫 様） 
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いかに仕組みづくりも重要であるかを認識しました。  

いかに仕組みづくりも重要であるかを認識しました。 

 

寝ていても売り上げが上がる、どんな災害であっても売り上げに大きな影響を受

けない仕組みづくりが一度できれば、自分の目標達成のための新たな活動に優先

的に時間を割くことができ、そこでまた他の人に先んずることができるのだと理

解しました。 

 

ただ、仕組みづくりのためには何をやりたいのか、自分がどうなりたいかの大目標

(ピラミッドの頂点)を決める必要があること。これがなければどのようにそこに到

着するかのルートづくりやどんな手段が最も有効で最も早く到達できるかも決め

られません。 

 

また、日々の行動とその積み重ねというピラミッドの基礎部分がしっかりできて

いないと、仕組みづくりも目標達成もできないのではないでしょうか。 

 

常にピラミッドの姿を思い浮かべ、頂点の石に早く到達するための仕組みいかに

築くかを考えながら、日々の小さな努力の積み重ねを継続していくようにします。  

（Ｈ．Ｋ 様） 
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「物理的な存在としての自分」と「ネット上での自分」を切り分けなければ

ならないのは、ネット環境に接続してる人にとっては避けようがありませ

ん。この音源ではそのような切り分けの問題に関し、先駆的なお話として切

り込まれているものと思いました。  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

今回は「アバター音源」を拝聴させて頂きましてありがとうございました。 

 

今回のお話を通じてまず思い出したのが、「多重人格のマネジメント」という言葉

です。 

この言葉は、自分自身の人格が複数存在することを前提として、その多様性を認

め、人格の適材適所を使い分ける技法をいいます。 

 

その中では、外に出ていくときの人格と内に籠るときの人格、外に出て行くにして

もビジネスで出ていく場合と家族などの親しい関係で出ていく場合との違いもあ

るやに理解しています。 

 

今回のお話は、新型コロナウイルスの影響によって、物理的な外出が難しい状況に

あることを前提として語られたものと理解していますが、これまで物理的な接触

しか外部との接触の機会を持っていなかった人や、ネットを介して外部との接触

を持っていた人であってもその人格性を十分に考慮してこなかった人に対し、「ア

バターとしての人格」の重要性を説くものと理解しました。 

 

その上で「アバターとしての人格」がどうあるべきか、という点についての意味付

けとして①ネット上における限定的な人格であること、②現実の人格における特徴

を取捨選択して構成することのできる人格であること、③現実に存在しない特徴で

あったとしても脚色によって演じることができる人格であること、といった特徴

を踏まえて対応することが重要であると感じました。 

 

この意味でいえば、アバターというのは、「人格に関するレバレッジである」と考

えてもよいのではないでしょうか。 

 

「アフターコロナ音源」では、既存の社会経済情勢の趨勢を新型コロナウイルスが

加速させた、というご認識を語られていたかと思いますが、人格のあり様の変化も

加速させた、というのがこの音源の骨子となっているかと思います。 

 

あまり人格を変えることについてのスピード感というものを意識することは多く

ないように思われますが、社会経済情勢と同様に人格を変容させることについて

も速度を求められる時代になっている、というのが正しい認識なのかもしれませ

ん。 

 

いずれにしましても「物理的な存在としての自分」と「ネット上での自分」を
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切り分けなければならないのは、ネット環境に接続してる人にとっては避け

ようがありません。この音源ではそのような切り分けの問題に関し、先駆的

なお話として切り込まれているものと思いました。 

 

次回以降の音源も楽しみにしております。 

引き続き宜しくお願い申し上げます。  

（アンサーズ法律事務所 弁護士 荒木俊和 様） 
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今回はこれだけの気づきに体中に「震え」というより「電流が走った・目が

覚めた」感じで腹に落ち武者震いを受けたというのが感想、です。  

音源のまとめの様になってますが、今回はこれだけの気づきに体中に「震え」

というより「電流が走った・目が覚めた」感じで腹に落ち武者震いを受けた

というのが感想、です。 

ネット社会という「見えない空間」上で「アバター」の無限の力と重要性を感情に

紐付け、自分というリアルな存在と併せて他者への貢献・成長を進めてまいりま

す。 

 

かくありたいという人物像をアバター上で演出。 

本物でありたいとそこに寄せて発信すれば、人間は言ったことに寄せられるので

言っているうちにその気になってくる。鮒谷さんも「人とのご縁が大切」と言いつ

つ実行しなかったこともあったが、100 回言えば 1 回位実行する様になった。そ

れが 50 回・30 回・20 回に 1 回となるたびにご縁も広がっていく。 

 

アバターが有形無形の財産を獲得すると、リアルの自分にも恩恵が及ぶ様になる。

アバターを成長させると自分も成長する。リアルには時間的・空間的な制限あり。

アバターには時間的・空間的な制限なし。鮒谷氏・・ウクライナ、パリなど営業に

行かないところからでもコンサル。 

 

論理で語ってもイメージが沸かない。リアルの自分をそうせざるを得なくなる状

況を作るのにアバターを利用。お客様から「凄い人」「良い人」と言われたたいた

めにその様に振舞う様に自らを躾ける様なる。 

 

信用(現在まで・目に見えるもの・凄い人)から信頼(未来・目に見えないもの・いい

人)に向けての成長。信用・過去・実績・すごい人など目に見える過去グループが

未来・いい人・精神的に信頼して任せるに繋がる。 

信用と信頼は一貫性のもの。過去の信用と未来の信頼は一体で勝ち取る。 

見えない大陸を見る力。→2004 年にグーグル株購入を推奨した大前氏。 

ＦＢ上でアバターを動かしてリア充自慢をしてもよいが、意図的に自分の中なり

たい自分を作り演出させる。最終的に獲得できるのはなってアバターを通して本

来は目に見えない信用と信頼をリアルの世界で目に見えて獲得できる。  

（河野 徹 様） 
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引き続きアバターを大いに活用して、テッパン方法を使いながら自らを変化

変容させ、この激変の時流を乗り越えていくことをここに誓い、感想とさせ

ていただきます。  

いつもお世話になりありがとうございます。 

今回も貴重な音源を販売して戴き誠にありがとうございました。 

 

私も３２００日以上、Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用しているので、自覚と意図はしてい

ませんでしたが、アバターを使っていたのですね。 

 

アバターを扱う日数だけは時間とともに増えていますで、時間を味方につけ

て、日数という量をアバターの質と本人の質に転化させていきたいと思って

います。 

 

音源でも、 

 

「ネット上のアバターで半歩先の自分を装う」 

「アバターが自分を乗っ取りだす」 

 

とあったように、 

 

ネット上のアバターが起こした言動によって、自らが縛られたり、引っ張られた

り、ケツを蹴られたり、力が上がる感覚は、とてもとても理解できます。 

 

今回のアバター音源を拝聴して、情報発信セミナーの音源を再度聴き直していま

した。 

 

自らを３２００日以上律することができたのは、まさにネット特有の「衆人環視」

のチカラ。「誰も見ていないかもしれないけれども、誰かが見ているかもしれない」

というあの感覚によって、背筋が伸びるものです。 

 

よく、「モデルさんは見られているから益々美人になる」と聴きますが、誰だって

人から見られていると思えばしっかりするし、見られていないとよほどの人でな

い限り「小人閑居して不善をなす」とはまさにその通り。 

 

アバターは、少し背伸びしたり、半歩先を装ったり、金メッキをはったりしたどん

な自分にもなることができます。 

 

そしてアバターへの衆人環視によって、リアルの自分も見られている感覚になり、

リアルの自分も背伸びして大きくなったり、半歩先を歩けるようになったり、金メ

ッキが金化していきますね。 

 

これは３２００日以上続けていると、すこぶる納得できる「あるある」ネタですね。

自らを変化変容させるためにはテッパンだと思います。 
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引き続きアバターを大いに活用して、テッパン方法を使いながら自らを変化

変容させ、この激変の時流を乗り越えていくことをここに誓い、感想とさせ

ていただきます。 

 

改めて、いつも、今回も、貴重な学びを戴き本当にありがとうございます。 

今後ともよろしくお願いします。  

 （桑原考太 様） 
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音源の購入を控えていましたが、結果的に、これが良い復習になりました。  

目標設定、日記、時間の天引き、フォローアップセミナー、と鮒谷さん音源は聞い

ているのですが、まだ自分の物に出来ていない感じがあり、しばらく音源の購入は

控えようと心に決めていました。学習ばかりで行動に移さない状態からの脱却、と

いう側面もあったと思います。 

 

ただ、アバター音源のメールの中には、何件か心を揺さぶられる感想があり、

これは何か新しいきっかけになる外的刺激なのでは、と購入を考え始めまし

た。 

 

で、たまたま人数の多い Zoom 会議に参加し、ちょっと集中力が落ちたところで、

未読メールの処理を始めたら、いつの間にか音源を購入完了していた、という次第

です笑 

 

今回の内容は、アフターコロナという旬の話題に端を発しつつも、全ての活動がオ

ンラインに移行していく中では、アバターを磨き上げていくことが必要で、それは

つまり、言葉で未来の自分を紡いでいく、目標設定の話と同義なのだ、という着地

をしていく展開が非常に面白かったです。 

 

以下、特に刺さったフレーズや、話にインスパイアされてメモしたポイントです。 

 

多くの人が自分一人で変わろうとしている。人を巻き込まないと変われない。 

 

周りからどう見られたいかと、自分がどうなりたいかは大体同じ。 

 

アバターになりたい自分を演じさせる。半歩先を行かせる。自分の行動を規定させ

る。 

 

今の自分の延長上にはない、逆算してジャンプしないと届かない目標を置く。 

 

仮説・戦略がなくては改善も進まない。目標のない改善は迷走する。 

 

この音源を聞いて再認識したのは、自分の目標設定の弱さです。 

価値観を手帳に書いてみたり、その優先順位や因果関係を考えてみたり、note に

時々刻々の記を書いてみたり、いろいろ取組みはしていましたが、適切な目標設定

ができていないから、強いエネルギーが湧かないのですね。 

 

時々刻々の記も、日々の学びをタイムリーに書いていますが、やや暗いトーンの反

省が多く、手元の小さな改善に止まっていて、逆に、今の自分を現状に縛り付けて

しまっていたかもしれません。 

 

今の延長にない半歩先の理想を描き、なりきったつもりで発信し、未来から強力な

引力を働かせる。まずはこれをやっていきたいと思います。 
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音源の購入を控えていましたが、結果的に、これが良い復習になりました。  

（アサヤ株式会社 専務取締役 廣野 一誠 様） 
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アバター音源を聴きながら、自分のアバターをどのように構築していくかを

考えさせられました。  

With コロナ時代に突入して、仕事環境が様変わりしました。 

 

私は慢性腎臓病の市民講座を対面で開催しておりましたが、病院内での講座が全

く開催されできなくなり、かつ今後もいつから開催できるか見通しが立たない状

況です。 

ネットでは、ブログ、FB などで、講座の集客、啓蒙などを行なってまいりました

が、なかなか講演の代わりには、ならないことから youtube チャンネルを立ち上

げ、動画配信を始めました。 

 

アバター音源を聴きながら、自分のアバターをどのように構築していくかを

考えさせられました。またアバターが自分の分身として働いていてくれると

いう言葉は、雑誌の原稿依頼が、ブログのコンテンツを閲覧により生じてい

ることから実感させられています。 

 

今後は、動画配信をより強化して、市民講座の代わりとなるように作り込み、対面

の講演なしでも十分アバターが活躍できるようにしていこうと思います。 

 

ありがとうございました。  

（内科医 Ｓ．Ｓ 様） 
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自分が自分の未来を予測することが弱かったこと、あるべき姿が見出せない

中で、アフターコロナでできた時間を第二領域にツッコめる絶好の機会でし

た。  

アバターを活用してオンラインとリアルをシンクロさせていくことは、双方の垣

根が益々少なくなっていく中、特にオンラインでの比重が高まる世の中が予想さ

れる仮説からすると必然でもあると感じた。 

 

アバターの有用性、24 時間働いてくれることであったり、自分の分身でありなお

かつ、なりたい自分の姿を先にそちらで構築し、それに追いついていくというプロ

セスを明示してくれたことは、腑に落ち過ぎました。 

 

実現するための習慣として、エイミーのテッドトークやフォロワーシップの考え

が、より理解を深める絶妙な内容であった。 

 

またラベリングの話で、他者に評価されたりリツイートだったり転送されること

によってレバレッジが効くということもすごくわかりやすく理解でき、なぜ自分

がアバターを使って発信することに効果があるということがわかった。 

 

そもそも私の場合もこのオンラインだけの繋がりではあるが、音源学習の有用性

を試してみたいことから始めたのがきっかけでした。 

 

自分が自分の未来を予測することが弱かったこと、あるべき姿が見出せない

中で、アフターコロナでできた時間を第二領域にツッコめる絶好の機会でし

た。業務が日常に戻り、自分時間を捻出する試練が出てきていますが、なりたい自

分へ向けて進めていきたい。と強く思いました。 

 

よろしくお願いします。  

（山田 和彦 様） 
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ネット上の情報発信を通してビジネスと自分自身の両方を相乗効果的に成

長させ続けていくためには、オンライン上に自らの分身（アバター）を置

き、その分身を意図的に操作することがとても有効であるということを教

えていただきました。  

私はこれまでクチコミのみでクライアントを増やしてきましたが、これからは時

代の流れに乗っていくためにも、インターネット上で情報発信をしていこうと考

えています。 

 

そして、ネット上の情報発信を通してビジネスと自分自身の両方を相乗効

果的に成長させ続けていくためには、オンライン上に自らの分身（アバタ

ー）を置き、その分身を意図的に操作することがとても有効であるという

ことを教えていただきました。 

 

鮒谷さんが勧められていたＴＥＤの動画も勉強になりました。 

 

ありがとうございました。  

（心理カウンセラー Ａ．Ｎ 様 
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バーチャルの世界における自己変革の方法論を教えて頂きました。  

リアルの場での出会いが突然制限されるようになってしまった現在において、ネ

ット上のおける自分自身のプレゼンスを上げていく必要があるというお話と共

に、バーチャルの世界における自己変革の方法論を教えて頂きました。 

 

ネット上には本人の代わりとなるアバター（もしくは、ジョジョのスタンド）を配

置し、アバターを通じて、プレゼンスを上げていくゲームと捉えると分かりやすい

と感じました。アバターは、自分自身をそのまま投影するのではなく、半歩先を行

くこうありたい自分を作り上げることが肝要であり、そのアバターから引っ張ら

れることで、理想の自分に近づいていくことができる。しかしながら、自分とかけ

離れたアバターを作り出してしまうと、アバターとの乖離から、自らを傷つけてし

まう可能性がある。 

 

ネット上にアバターを作りが上げる必要があるものの、無為無策でポッと作って

しまっては、ぽきっと折れてしまい、元の木阿弥より酷く、学習性無力感を醸成し

てしまうかもしれないと感じました。 

 

アフターコロナの世界においては、ネット上に自らのアバターを配置し、語らせる

ことによって、信用を積み上げておかなければ、ご縁が広がって行かない世界とな

るように想像されるとのこと。 

 

ますます「発信していなければ、存在しないのと同じ。」という世界が近づいてき

ている気がしてなりません。個人的には、昨年から続けていた facebook への投

稿も勢いだけで続けていましたが、意図がブレてきたため、更新を一旦停止してい

ます。 

 

まずは、日記を通じた自問自答と、「！」の立つ言葉集めを通じて、思考のピラミ

ッドの天辺であるこうありたい姿、Being 目標を明確に再定義する必要があるな

と感じています。と書いていて、勢いをつけるために書いていたことを思い出しま

した。人は簡単に初心を忘れてしまう生き物かもしれません。 

自問自答は不足していると感じているので、本物とは何かについて、抽象と具体を

行き来しつつ、思索を深めたいと思います。  

（Ｈ．Ｋ さま） 
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アバター音源については、事前にアフターコロナ音源とピラミッド音源を聴

いていたことが、理解を促進してくれたように思います。  

この度は、アバター音源のご提供ありがとうございます。 

 

ここ最近は、以前ほど音源を購入することに躊躇しなくなりました。 

すでに自分が、北斗の拳セールスの「お前はもう買っている」状態になっていると

感じています。 

 

アバター音源については、事前にアフターコロナ音源とピラミッド音源を聴

いていたことが、理解を促進してくれたように思います。（そのような意図が

あると思いますが） 

 

この音源を聴き、以下の点が印象に残りました。 

 

・未来予測⇒それに備える⇒ピラミッドの todo リストが増える 

・アバターで半歩先の自分を振る舞う 

・情報発信はプレゼンの場 

・どこかで恥をかかないと 10 年先も変わらない。今が一番若い 

・他者を巻き込まないと変わることができない 

・最初は気合が必要 

・信用スコアを積上げる 

・振る舞いによって、感情を奮い立たせる 

・熱量 

 

また「最初は思ってもいないことを書いていた」という暴露話で、「なるほど、そ

れでもいいんだ」という風に思うことができました。 

 

以上、感想としてお送りさせていただきます。 

この度は、アバター音源のご提供ありがとうございました。  

（五島克英 様） 
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人は一人では変われないし、何もない人間こそアバターを孤独なバカとして

先行させる必要があるならば日記や物語、変われない音源を聞いた人間の次

に進むステップがアバターなのではと感じました。  

既に何か事業をされている方、発信をされている方と違い自分はまだ何者でもあ

りません。ただ、これは将来必ず必要になるだろうと思い購入しました。 

 

聞き終わった後はこの音源、今の自分にこそ必要だったわと感じました。自

分にとっては「続・アフターコロナ」とか「アバター」ではなく「続・変わ

りたいのに変われない理由」音源みたいな感じです。 

 

鮒谷さんは前々から自分だけでは変われないと言われていましたが今回の音源で

も言われており、一人で本読んでも変われないなのにみんな一人で変わろうとす

るにグサッと痛い所を突かれました。巻き込むことで加速させる、巻き込めない人

は変われない。 

 

更に音源内で紹介されていた TED 動画を初めて見てあぁ、こういうことなんだと

イメージがハッキリしました。無から有、０→１で何が起きるか本当にわかりやす

い。必見、必聴と言われてるだけあるなと。最初のフォロワーの存在がバカをリー

ダーへと変える。二人、三人と現れて一人のバカ、二人のバカから集団の運動へと

変わっていく。最初に行動を起こす事も重要だけれどもそんなバカに続いてくれ

る勇気あるフォロワーが必要だと。一人ではリーダーになれない。 

 

東京に出てきた鮒谷さんも、最初は気合で発信し続けていたら応援してくれる人

が現れたのがターニングポイントとお話されていました。これから先、3 密を避け

るためにリアルの世界が狭まっていく。オンラインはラクだけれども、同質性の人

と繋がっているだけだと閉じていく広がりがないことに気付きにくいと言ってい

ました。 

 

ネットで変な人の特性として、広大なネットにいるのに視野が狭いというのがあ

りました。世界は腹立たしい事ばかり起きている、世界は不幸ばかりだと思う人は

同質性の人としか繋がっていないから、そんな情報しか流れてこないという事が

あります。ネットの世界に居ても狭いというのは、今までは変な人だけの特性でし

たがこれからは多くの人がネットにいるけれども、世界が狭いなと感じるように

なるかもしれません。 

 

オンラインで既存の繋がりの外に出ようと思った時はこちらから働きかける、ピ

ンポイントで単一にという事を言われていました。しかしリアルの場以上にオン

ラインでは、どんな人間かをチェックされる。共通の友人はいるのか、どんな発信

をしているのかなどコイツと関わっていいかどうか、信用スコアをチェックされ

る。このオンライン上の信用スコアは工夫次第で上げる事ができるからいかに勝

率を上げていくかと言われていました。 
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そこで重要になるのがアバターだと。何もねぇと思ったら本当に何もないアバタ

ーになってしまうのでなりたい自分に先を進んでもらう、その状態だと一人のバ

カかもしれませんがそこに一人、二人とフォロワーが現れてしまったらもう先に

進んでいる自分に引っ張られるというか次第になりたい自分になるしかない、む

しろやれてる、なったんだ！というようになるのでしょう。 

 

これもオススメされていた TED の動画がまた補足してくれました。身体が心に影

響を及ぼし、心が行動に影響を及ぼし、行動が結果に影響を及ぼす「できるまでフ

リをしなさい」単にその場をやりすごす為にフリをするのではなくフリを続けて

ひたすら続けて、自分のものになるまでフリをする。ここで力のポーズを知りまし

たがこの姿勢を鮒谷さんもセミナーの前に必ずやっているとそして 3 発か 5 発ハ

ッ！と奇声を発して気を入れていると言っていました。 

 

TED ではこの姿勢が一番役立つのはリソースも技術もステータスもない力のない

人たちですと言っていましたが鮒谷さんでもセミナーの前にこうした事をやって

いるんだとならば何もない自分も率先して取り入れる必要があるな思いすぐ 2 分

やってみました。鮒谷さんの真似もしてハッ！ハッ！とか言ってみたりしました。 

 

今の自分はまだ何者でもありませんがまずは真似できる所から色々とやってみよ

うと思っています。でもご縁を広める為にいきなり会食をしまくろうとか(今は特

にですが昔であっても)自分のスキル、ステータス的に無理難題。別の音源で話に

出てきた太郎さんじゃないですが、いきなり飯を食いましょうとかゲームで言え

ばチュートリアルもやれてないのに、超上級クエストに行くようなものです。 

 

ならばもう簡単にできる所から取り入れていくしかない。音源を目覚ましにする、

毎日音源を聞きまくる、言葉を壁に貼る、本を読む今回の力のポーズをやってみる

とか身体が心に影響を及ぼすように、些細な所からスタートしています。 

 

とはいえそればかりでは、自分の中だけの世界しかないわけで最初は孤独なバカ

でもいいから、誰かに見つけてもらえる場所に出ないといけないなと。その為にオ

ンライン上に優秀なアバターがいるべきだと感じました。 

 

自分は誰かから連絡が来ることもないし、連絡をすることもないから携帯電話な

んてお金の無駄と思い、持たずに 20 代の大半を過ごしました。自分がいる場所は

家か職場かしかないので、どちらかに電話すれば緊急連絡が取れるからと。そんな

感じでリアルな友達とか、職場の知り合いとかと連絡手段を持たずにいました。人

との関係を断ち切っていても、することはゲームで時間を消費するだけで世界に

広がりはありません。リアルでの人間関係は毎年、年賀状をやり取りする幼馴染く

らいです。3 年前から格安 SIM でスマホを持ちましたが、半ば携帯ゲーム機を買

ってしまった気分です。 

 

オンラインでも消極的な引き籠もりだったので、知り合いは少ないです。ですが初

めてネットに触れて一時期チャットにハマってた時に出来た知り合いは濃い繋が

りではないかもしれませんが、10 年以上経った今も SNS で繋がってる顔も名前

も知らない知り合いだったりします。ネット上でも積極的に絡むこともなく、でも
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声をかけても誰コイツ？とならない程度にお互い認知しているくらいの細い繋が

り。今思えば最初期にチャットで一緒にバカやって、築いたラポールがあるから関

係性が細く薄くなっても、小さな接点が維持できているんだと書いてて気付きま

した。 

 

ネットでは知り合いがツイートしたり、ゲームならログインしたりすると生存確

認できるというように、薄くても関係性があればちょっとしたことで、一瞬であっ

ても相手の意識に乗れます。ならばオンラインで半歩先、一歩先なりたい優秀なア

バターを操ればもっと世界を広げていけるのではと思いました。 

 

自分とまったく違う自分を操ってしまうと、偽りとなった実物は誰とも会えない

事になるメルマガでも言われていたように、持っていない人格や能力を意図的に

見せることはできない「私であって私でない、けれどもやっぱり私」が重要なんだ

なと。自身の潜在的に持ってる人格や能力がしょぼいのにいきなり凄いアバター

を作ってしまってもすぐ壊れそうなボロメッキの人形が出来てしまう。アバター

に引っ張ってもらうのも大事だが潜在的に持ってる人格や能力も鍛えないとアバ

ターが狂って襲いかかってくるみたいなホラーになりかねません。 

 

結局はリアルだけでもダメで、オンラインだけ肥大化させてもダメでリアルとオ

ンラインやはりバランス良く成長させて行く必要がありそうですね。現時点で何

者でもない自分がこんな事を書いたところで自分を知っている人から見ると(メル

マガ読者さんで身近な知り合いはいないと思いますが)「いやー口だけの意識高い

系ですね(笑)」「アナタそんなこと言って何者にもなれてないですよね(笑)」と嘲笑

されてしまうのは重々承知ではあります。 

 

何も持ってないんだから、せめて気位が高くないと始まらんだろとかそこで終わ

ったら本当に意識高い系(笑)で終わるから心が行動に影響を及ぼすようにしてや

るという気持ちです。途中でひよると恥ずかしくなって二度と立ち上がれなくな

るからもう周りが動き続けるまでやるしかないしフリを続けて本当になるまでや

り続けるしかない自分が目指す何者かが何なのか、どこかに行きたいのどこかが

どこなのか正直まだ迷子な側面もありますが何も考えず何も行動しない人に比べ

たら何も考えずにでも行動する人の方がどこかに行けるし何も考えずに行動する

よりも、ある一定の指針を得て行動する人の方がより良い場所に到達できるに違

いないという確信はあります。 

 

と感想を書いている時に、この音源は想像以上に売れていませんとメルマガがあ

りました。自分はライバルが増えたら困るから、この音源を秘密にしておきたいと

いう立場ではありません。元々、将来的に必要になるに違いないと思って買いまし

たが今は関係ないと思った学びも、いくらでも現段階の自分に必要な学びが

散りばめられています。それがこの続・アフターコロナ音源です。 

 

音源購入にはお金も必要になるので特に今のご時世は厳しいなと思っている人も

いるはずです。自分も厳しいです。同じお金を使って音源を聞いて勉強した気にな

るだけならソシャゲ課金でもして一時の快楽を味わった方が良いです。でも、や

はり自分は今の世界には満足してない今の延長線上にない未来に行きたい
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と思ってしまったから聞いただけで満足はしたくないし、一時の快楽を我慢

してでも自分自身に投資する必要があります。とはいえお金は無限ではなく有

限なので予期せぬ出費が不意打ちのように襲ってこようものなら学びであっても

我慢しなくてはいけない時もありますが... 

 

中略 

 

たぶん皆さん音源の内容に興味がないのではなく資源的な相談の問題もあるのか

なと理解できるので。 

物語や日記は人に見せるものではないことを前提としていましたが、人は一人で

は変われないし、何もない人間こそアバターを孤独なバカとして先行させる

必要があるならば日記や物語、変われない音源を聞いた人間の次に進むステ

ップがアバターなのではと感じました。孤独なバカにフォロワーが付いた時こ

そ、人が本当に変われる時なのだと。どの音源もそうだと思いますが鮒谷さん

の音源は鮒谷さんのピラミッドが元になっているので深い所でどの音源も

連なっていると思います。 

 

今回も気付きをありがとうございました。またよろしくお願いします。  

（庄野 直明 様） 
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アバターを持つことの重要性を感じることができました。  

この度も素晴らしい音源ありがとうございました！ 

 

アバターを持つことの重要性を感じることができました。 

私も確定拠出年金という分野で世の中に価値を提供していこうと考えているので

すが、 

私個人がチョロチョロ動き回るだけではなく、インターネット上にアバター（ブロ

グや YouTube）を作り上げていくことで、より影響の輪を広げていこうと思いま

した。 

 

コロナになり、アバター戦略に力を入れ始めていたタイミングであったた

め、その方向性に間違いがないと確信のもてるお話でした。 

 

一足飛びにはいかないとは思いますが、鮒谷さんのメルマガのように、コツコツと

積み上げて、信用、信頼を積み上げていきたいと思います。 

 

また次回音源も楽しみにしております！ 

よろしくお願いいたします！  

（Ｙ．Ｉ 様） 
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既に Web 上に何らかの「アバター」ないしは発信するための人格を持って

いる人も、あるいはそうでない方も、活かしうる部分は見つけうる音源だと

の感想を持ちました。  

● 

アバター音源ですが、既に Web 上に何らかの「アバター」ないしは発信する

ための人格を持っている人も、あるいはそうでない方も、活かしうる部分は

見つけうる音源だとの感想を持ちました。 

 

情報発信レベルでいえば赤ん坊のようなものですが、そうした観点からも得るも

のはありましたし、今後インターネットを取り巻く環境が大きく変わることがな

ければ、また私がもう一歩進んだときには、違った気持ちで聞くことのでき

るものかな、と思います。 

 

■ 

今後コロナが収束するかもしれないし、あるいはしないかもしれないけれど、対面

でないコミュニケーションでも案外イケるということが明らかになってしまった

今、対面のコミュニケーションと Web 上でのコミュニケーションを巡る布置はお

おいに変わってくるし、変わりつつある。無論、Web 上でのコミュニケーション

の重要性が相対的に大きくなる、というかたちで。というよりも、そもそも生じて

いたはずのそうした変化を認めざるをえなくなっている。 

 

そんな中では、鮒谷さんのように毎日メルマガを打ち出す、というところま

で行かずとも、個々人の目的や現状にあわせたかたちで、何らかのかたちで

Web 上での発信を行ったほうがよいし、寧ろその作業が必須でさえある。

本当はずっと前からそうだったところ、コロナでより明確になったというこ

とでしょう。 

 

こうした現状認識に基づいて、じゃあどうすればいいんだろうねと言うことを

扱った、珍しく（？）わりと具体的なことを表題に持った音源が、今回のア

バター音源だったように思われました。（もちろん、内容がツールや具体例に終

始しているということではありませんが。） 

 

■ 

発信の際には、単なる情報を垂れ流すとか、率直に自分を下ろしてくるとか、自分

とはまるで異なるキャラを作るとか、まして気ままに・（悪い意味で）テキトーに

やるとかするのではなく、ある程度気を入れて、何らか見せたい人格・今の自分よ

りも少しく理想に近い自分を立ち上げて見せるのがよい。 

 

......というのが、少なくとも私が聞き取ったものの中では、クリティカルな部分で

す。 

 

もちろん他者の目を意識した瞬間に「ありのまま」などというものは消えてなくな
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りますし、そもそも言語表現がなんらかありのままのものを映し出すことがてき

る、というのはあまりにもナイーヴな幻想ですが、それはともかく、Web 上にア

バターを作って言語表現を行う場合には、何気ない表現がアバターを作るのに任

せるのではなく、アバターの基本的な方向性や見え方をこちらから言語で指定し

支配してやる必要がある。 

 

■ 

そうすることの果実はいくつか説明されていましたが—もちろん発信は第一義的

には他者のアテンションを集めること・宣伝を目的としますし、それは決定的に重

要ですが—、印象深いのは、アバターのほうに自分が引きずられる、という過程に

関する説明です。一個人の感想が網羅性を持つ必要はありませんから、主にこの点

について、まさに感想—つまコピーでもなんでもない、無益な「感想」—をお送り

しますので、好きなようにあつかっていただければと思います。 

 

なるほど、「演じる」というとあまりいい印象を持たれないこともあるかもしれま

せんし、裏表があるとか、人によって態度を変えるとか言うと、いい顔をしない人

もいます。しかし、思えば人間は、誰とどのように関わるにしたって一定の演技を

行うものですし、その場に応じて仮面をつけかえるものです。 

 

現実世界とは異なり、ネット上で人格を作るうえで良いのは、さしあたって理想に

近い自分を、フリーハンドで、外界の制約なしに作り出すことができるという点で

す。つまり、圧力に屈することなく、少なくともアバターの位置と顔の向きは、自

分で選んで調整することができる。もちろん、あまりにも自分とかけ離れたものを

作っていたら、無理が出る（その結果としてアバターが牙をむく）かもしれず、リ

アルの知り合いにも何か言われるかもしれない（笑）。けれど、自分の美的感覚が

許す限りで、他人を陥れるような嘘でもなければ、嘘はついてよい。寧ろ戦略的に、

或る種の嘘をつく。 

 

そして嘘をつく、というか現実から少しく離れたアバターを立てるのは、何らか現

実を覆い隠すための弥縫策というよりは、戦線を前にすすめてゆくための戦略で

もある。 

 

「はじめはフリでも、きっといつか本当になる」という言葉が普遍的に正しいとい

うことは誰にも保証できませんが、それはともかく、自分の一歩先にいる自分の仮

面が、つまり全くの嘘というわけではないけれども現実よりも多少は立派な仮面

が、自分の顔に張り付いて剥がれなくなれば、それは儲けものでしょう。あるいは、

そもそも目標までの通過点に、現在の実態よりも優れたアバターを立てるのは、も

ちろん人の注意を引きつけるためでもあるけれども、アバターに現実を引っ張っ

てもらう（継続的に牽引してもらう）ためでもある。一歩先を歩く像としてアバタ

ーを設定するのも、そのアバターを動かすのも、現状の（ショボい）自分ではあり

ますが、動かしているうちに寧ろアバターのほうに引っ張られる。そうして自分

（本隊）が一歩進んだら、またアバターを一歩進めて、新たな先駆けとして、戦線

を前進させる。 

 

アバターを利用することでそうした効果（現実への絶えざる反照と、それに応じた
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前進）が期待されるのも、戦略的に情報発信を行うことのメリットというか、希望

なのでしょう。 

 

（このあたり、自分のいる環境を変えて「幽体離脱」を起こすという、「目標設定」

音源ではおなじみの話を、或る種人為的に、少しずつ起こす過程なのだと理解され

るようでもあります。アバターは自分でありつつも自分ではない、つまり自分より

理想に近いけれども、具体的に想像して操りやすい。そうしたアバターを動かす中

で、少しずつ自分も、果てしない理想のほうへと引っ張られてゆくという成り行き

でしょう。） 

 

■ 

もちろん、アバターを立てて情報発信を始めて、すぐにハッピーエンドが訪れるは

ずもありません。当然のことながら、アバターを実際に動かしてみないとわからな

いことも多いのですし、各人の戦略や目的によってもやり方は変わってくるでし

ょう。それに誰がやっても、 

ベースがなければ、少なくともある期間、ある量をこなすことが必要になるのでし

ょう。 

 

とりわけ私のように背景も実績も何もない人間が徒手空拳でやれば、何かしら目

に見える成果が出るには時間はかかるでしょう。発信しはじめてまだ 2 ヶ月くら

いで、早くも折れそうになる瞬間は幾度かありましたが、「やるとこの先によい未

来がある」という希望よりは、「これくらいはやっておかないと野垂れ死にだわ」

というある種の危機感から、どうにか毎日やれているという感じです。 

 

これはこれで当分は蛹状態ですが、少なくとも何もしないよりはずっとよいので

しょうし、華々しい動きのない蛹生活の中にも一応の楽しさや発見がある以上、な

かなか悪いものではありません。 

 

何より、多くの人がきちんと見ているかどうかとは関係なく、一応誰にも見られる

かたちで毎日書くということにしてしまうと、おそらくやめたって誰も気づかな

いとは言っても、どうしてもつづけてしまう（笑）。書く時間をとるようになる。

毎日一定量書くアバターさんが、現実の怠惰極まる私を拘束するようになる。こう

して、言ってれば、アバターさんが勝手に時間を天引きしてくれる。 

少なくとも寝そべって無目的に本を読むよりは、一定の内容を構想して吹き込ん

で書き出すほうが、幾分マシというものです。 

 

もちろんこうして書き溜めた内容や、書いて公表しつづけてきたという事実を、そ

の瞬間のものとして終わらせるつもりは毛頭ありませんが、毎日書くだけでも、何

もしないよりは随分マシというものです（書くと言ったって、案外時間はかからな

いものですし）。 

 

ある意味ではもっと高いところに生きていて、すでに固定された読者や、読者候補

をお持ちの方であれば、感じる苦しみはより少なく、しかしより具体的な成果にす

ごく結びつけることができるのだと思います。 
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■ 

正直に申し上げて、「やらない人はやらなくていいよ、（別の感想でも言われている

通りですが）競争相手も減るし......」と思わずにはおれませんし、やったほうがよ

いと言われてやる人は、少なくとも 100％ではないでしょう。 

 

何かの間違いで、この感想をお読みになって、まだ情報発信をされていない

方が、「何やこのヤロウ、黙れ、やってやるワ」と思われて、ご自身でも何

かを始めるに至るとすれば、それは少なくとも、この音源を利用するための

出発点に立ったということになるのでしょう。 

 

どこか持って回った感想になってしまって恐縮ですが、長くなるのもよくないの

でこの辺で打ち止めにしたいと思います。今回はありがとうございました。  

（Ｒ．Ｈ 様） 
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なぜ今発信が重要になってくるのかの話をされ、相当な危機感を持ちまし

た。  

今回のショートセミナーは一言でいうと 

 

「思考のピラミッド×発信」 

 

についてで、なぜ今発信が重要になってくるのかの話をされ、相当な危機感

を持ちました。 

ただ今からでも遅くない。というより現実世界だと外に出ないと始まらないよう

に、リアルとネットが密接に関係しその重要性においてはリアルと比べるもので

はない。やって当たり前ということ。まして直接顔を合わせる機会が激減した昨今

の事情を鑑みれば、取り組まない手はないということです。 

 

また、ネット上の自分をアバターと見立てて、見られたい自分を発信していくとい

うお話で、その意識はなく今まで発信をしておりました。 

思考のピラミッドに基づく意図した発信をすることで、半歩先の自分を演出(？)

し、いずれアバターに影響され自身も作り変わっていくお話は、中田さんのおっし

ゃられたようにジョジョの奇妙な冒険に出てくるスタンドのよう。自分より強い

けれど、自分がいなければ存在もせず、特徴も自分と地続きという点でもしっくり

きました。 

 

実は趣味で撮ってる風景写真を毎日インスタで投稿しているのですが、ちょうど

昨日わたしの写真をみて興味を持った方から連絡が来て、明日(ソーシャルディス

タンス取りながら)会うことになりました。 

どう見られているのか全く意識しないで投稿しておりましたが、一体どう見られ

ているのか、自分のアバターについて聞いてみようと思っています。 

 

こころに残った言葉として、わたしのメモですが、 

 

「逃げを打ったら一生逃げ続けていくことになる」 

 

「逃げるという選択をなくしたとしたら、乗り越えるか、痛みを伴うかの二択。そ

れなら乗り越えるのみ！」 

 

「結局やると決めるということ」 

 

鮒谷さんが前線で戦ってその戦果をこうして聞くことができ、大きな価値を

感じております。 
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今はひっそりとブログを更新しておりますが、Facebook にも上げていこうと思

っておりますので、その際は見ていただけたら幸いです。  

（新家 薫 さま） 
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鮒谷さんのコンサルと、先日からの「コロナ」「北斗の拳セールス」、今回の

「アバター」音源によって、ここ数ヶ月は自らのビジネススタイルが急展開

しながらも、非常に充実した生活ができています。  

鮒谷さん、 

この度の音源におきましても、多大なる気づきの数々をありがとうございました。 

 

今回のアバター音源は、コロナ禍によって半強制的にオンライン主流の社会

になりつつある昨今、まさに必聴必須の音源といえます。 

 

ドラッカーのいう「すでに起こった未来」を捉えた上で未来予測をし、先回

ってみた際にどうなっていると適用しているかを考えると、オンラインにお

ける自らの分身（アバター）を創造しておくことは、もはや必須であるとい

うこと。 

 

ではどういったアバターを作ればいいかという基準を、十数年にわたって

「鮒谷'（ダッシュ）」というアバターを操り、結果を出し続けてこられた鮒

谷さんが包み隠さず開示してくださっている内容は、まさに圧巻でした！ 

 

自らのありたい姿をアバターに投影させて半歩先を歩ませること。 

そのアバターに、他者を巻き込んだ環境において発信させることで、リアルな自分

もそこに合わせにかからざるを得なくなるということ。 

 

オンライン上で自分のプレゼンスを獲得していくために、気を入れて発すること

の重要性。 

その際には自らのあり方を念頭において、コンテンツか熱量でもって意図を持っ

た上で発信すること。 

 

決断して発信して行動する、決断して発信して行動するの繰り返しで、嫌が上にも

変化変容していくこと。 

 

決断と行動の間でポシャってしまいがちなところを、アバターを通じて発信させ

ることによって、まさに衆人環視の環境のもと、行動せざるを得なくなること＝結

果が出ること。 

 

そういったことをドラクエやジョジョのスタンド感覚で楽しんでやること。 

（まさに苦楽しい感覚。） 

 

先日の個別コンサルにて、トレーナーである私がミッションである「生涯にわたる

フィットネスライフの提唱」をオンラインを通じて広めるきっかけをいただいた

今日、まさにこの「アバター音源」を提供していただいたのはタイムリーでした。 

 

今はまだアバターとリアルな自分がほぼ等身大ですが...、この度の音源を拝聴し
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て、これからは大いにアバターには躍動してもらい、自らがそれに必死になって食

らいついていくよう精進いたします。 

 

正直に申し上げると、この度のコロナ禍によって対面によるパーソナルセッショ

ン（リアルな環境）が途絶えてしまった際は、自らのあり方や being が崩れてし

まうものかと思いましたが、むしろその being を改めて考え直すことによって、

リアルな対面セッションに限らずとも（オンライン環境を駆使して）私が提供でき

ることは多々あると再確認できました。 

 

鮒谷さんのコンサルと、先日からの「コロナ」「北斗の拳セールス」、今回の

「アバター」音源によって、ここ数ヶ月は自らのビジネススタイルが急展開

しながらも、非常に充実した生活ができています。 

 

スタート直後は勢いや気合が入りますが、（お陰さまで）それもまた非常に苦楽し

い限りです。このまま巡航速度に乗って行くまで気を緩めず、自ら創造したアバタ

ーにビシバシとケツを叩かれ（笑）、突っ走っていく所存です。 

 

改めまして、この度もありがとうございました。  

（パーソナルトレーナー兼トレーナー育成コンサルタント中野茂徳 様） 
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