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初めてコンサルを受けましたが、想像をはるかに凌ぐ、期待値を大きく超

える内容でした！この人、本当にスゲェな、ガチだ、本物だ！というの

が、率直な感想です。  

鮒谷様、 

 

先日は個別コンサル有難うございました！ 

 

初めてコンサルを受けましたが、想像をはるかに凌ぐ、期待値を大きく超

える内容でした！ 

 

この人、本当にスゲェな、ガチだ、本物だ！ 

 

というのが、率直な感想です。 

 

実際に受けてみて、鮒谷様のコンサルには、過去に購入した音源の効果を

数十倍、数百倍にする力がある！と強く感じました。 

 

もちろん、一つ一つの音源のみでも、繰り返し聞くことで身体化され、価格の十

倍以上の価値を得ることは出来ると思います。ただ、今回、コンサルを受けた

ことで、今まで音源で学んでいた知識が、一気に自分の課題に結びつい

た、という感覚があります。鮒谷システムの、今の自分に本当に必要な部

分を抽出してもらった、という感じでしょうか。複数の音源の知識が、有

機的に繋がり、今後の行動、ひいては成果に繋がるであろう、という感

触。その上で、具体的な行動に落とす際の、納得性が高く、効果的であろ

うアドバイス。 

 

もちろん、行動はこれからですが、モヤモヤがとれ、非常にスッキリし、 

 

あとはまずは行動するのみ！ 

 

という状態にして頂きました。 

 

個別コンサルは、いくつかの音源をすでに購入され、鮒谷様の考え方に影
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響を受けた人であれば、皆、相当な効果が出るだろうな～、と強く思いま

した。 

 

私自身、コンサルに申し込むと、鮒谷ワールドから抜けられなくなるという恐

怖？もあり、また、相談内容自体も、「行動しろよ！以上」で終わってしまうの

かな？という想いもあり、申込を逡巡しておりましたが、本当に受けてよかっ

たと思っています！ 

 

これを機に、人生を更に大きく、加速しながら、好転させていきます！ 

今後ともよろしくお願いします！  

（Ｋ．Ｍ 様） 
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2023 年 1 月から年間プログラムに参加させて頂いてからの初めての個別

コンサルティングでしたが、メルマガ、音源、年間プログラム、個別コンサ

ルティングを全て使うことでの相乗効果は想像の遥か上でした。例えば、４

つの楽器を一緒に演奏するカルテット（４重奏）のようなイメージです。一

つ一つの楽器でも音楽は成立しますが、４つの楽器が重なると全く次元の違

う音楽が完成するといった感じでしょうか。今回はその４重奏を初めて体感

した感動でいっぱいです。 

鮒谷様 

 

本日は個別コンサルティングをありがとうございました。 

2022 年 12 月に目標設定コンサルティングを受けさせて頂いてから、２回目の個

別コンサルティングでした。 

 

私は会社員で、12 月の目標設定コンサルティングでは、仕組み作り、組織

作り、横や右斜め上下との関係づくり、の３点のアドバイスを頂きました。

この４ヶ月間、会社でその 3 点を意識して行った結果、予定より３年早く昇

進し、成果を形に残すことができました。 

 

今回の個別コンサルティングでは、会社勤めが昇り調子の時に、このまま惰性で進

むのがもったいなく、もっと加速させるためにできることがないのか、というとこ

ろを相談させて頂きました。また調子が良いのでこのまま会社員として突き進んで

良いかというところに不安がありましたが、「勝っているところで勝った方が勝て

る。それができる人はそこで勝ったらいい。」と背中を押して頂きました。 

 

背中を押して頂いただけでなく、次に勝ち上がるためのキモとなる部分であ

る、社内外のネットワーク作りと、それを見せること・使うこと・繋ぐこと

の重要性ついての説明は、私にとっては目から鱗の話でした。全ての学びは

前倒しですが、今日この話を聞いたことにより、10 年後の価値は 10 倍ど

ころではないと確信しております。お薦め頂いた本も早速購入しましたの

で、届き次第読んでいきます。 

 

また、番外編でしたが、家族の相談にも親身になってアドバイスを頂きありが

とうございます。選択肢の一つとして検討を進めていきます。 

 

2023 年 1 月から年間プログラムに参加させて頂いてからの初めての個別

コンサルティングでしたが、メルマガ、音源、年間プログラム、個別コンサ

ルティングを全て使うことでの相乗効果は想像の遥か上でした。例えば、４
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つの楽器を一緒に演奏するカルテット（４重奏）のようなイメージです。一

つ一つの楽器でも音楽は成立しますが、４つの楽器が重なると全く次元の違

う音楽が完成するといった感じでしょうか。今回はその４重奏を初めて体感

した感動でいっぱいです。 

 

本日はありがとうございました。 

 

（Ｍ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんが「どこかの音源で話したと思いますが」と断ってらっしゃったよ

うに、確かにほとんどが「どこかで聞いたことある話」でした。ただ、それ

らを自分の悩みにフォーカスを合わせてかみ砕いた形でお話くださったの

で、音源をただ聞くより何倍、何十倍もすんなり吸収できた気がします。 

鮒谷さん 

 

昨日は長時間のコンサルティングありがとうございました！ 

 

このところ自分の中でモヤモヤとした引っ掛かりがあったのですが、なかなかうま

く具体的に言語化出来ませんでした。そのためコンサルティングを受けることを先

延ばしにしていましたが、このままではいつまで経っても前に進めない、と 50 歳

になったのを機に思い切って受けて見て大正解でした。 

 

と同時にもっと早く受けておけばよかったと後悔しました。 

やはり「先送り癖」によいことはないとまた痛感しました。 

 

話をしていく過程で、鮒谷さんがうまく質問を投げかけてくださったお陰

で、自分の悩み（無意識の呪縛）が何であるのかがクリアになりました。 

 

そのうえで悩みを解決する方法を教えていただいたのですが、鮒谷さんが「どこ

かの音源で話したと思いますが」と断ってらっしゃったように、確かにほと

んどが「どこかで聞いたことある話」でした。ただ、それらを自分の悩みに

フォーカスを合わせてかみ砕いた形でお話くださったので、音源をただ聞く

より何倍、何十倍もすんなり吸収できた気がします。 

 

例えると、「入門ピラミッド音源」とか「よくわかるメタ認知音源」といっ

た参考書を私のために編集いただいたような感覚です。教えていただいたこ

とを念頭にもう一度音源を聞きなおせば、更に新たな気づきが得られると思

いました。 

 

最近 

 

「ハイか、イエスか、喜んで！」 

 

という言葉をインストールしたおかげでプライベートでは楽しいことが増えてきて

いる一方で、遊びの方にウェイトが大きく偏ってしまっていることに罪悪感を持っ

ていたのですが、それらの欲求を殺すことなくむしろ育てて、そこから生じる矛盾
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さえも楽しめるように、知的な人生のパズルと捉えてしまえばよいとのアドバイス

を頂いて、すごく気が楽になりました。 

 

最後になりますが、昨日コンサルティングを受けた後、復習をしていて気が付いた

ことがあります。私が住んでいるデンマークは幸福度ランキングで毎年１、２位を

争う「幸せの国」ですが、これは多くの国民が「幸せになりたい」という Being

目標を抱えて、「どうすれば幸せになれるか？」という問いを常に回しているから

なんだと納得しました。デンマークも一朝一夕に「幸せの国」になれたわけではな

く、幸せになるためにいろいろ試行錯誤や揺り戻しを繰り返しながら、幸福度を高

めていったようです。 

 

目の前に多くの好例が転がっているのにまさに「灯台下暗し」でした。デンマーク

人に負けないよう「幸せ」を追求していきます！ 

 

PS: フォローアップ音源もありがとうございました。数年後に「持っていかれる喜

び」を味わえるように「やりたいことをやっていく」ことにします！ 

 

（Ｔ・Ｕ 様） 
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今回、鮒谷さん（第三者）から鏡を突き付けてもらい、自分を客観視でき

て、さらにここからの地図（路面状況の案内付き）を頂き方向性を見つける

ことができました。鮒谷さんからのアドバイスがなければ、丸腰で荒地をさ

まよい野垂れ死んだかもしれません。 

鮒谷さん 

 

この度はフォローアップコンサルありがとうございました。 

 

コンサルを申し込んだわけではなくセミナーの特典として頂いたコンサルを

受けただけの人間なのにフォローアップの伝言まで頂き、大変嬉しく思いま

した。「これが期待を超える価値提供・サービスだ」と感動してしまいまし

た。 

 

コンサルですが、鮒谷さんが慎重に言葉を選び、分厚いオブラートに包んで話して

頂いたことは想像に難しくありません。 

「自己完結」とは聞こえはいいですが、複雑化した時代に生きていて専門家

にアドバイスを求めないなどありえないことだと強く認識しました。 

（しかも私はド素人なので特にですが・・・・） 

専門家、ないしは業界に精通した方たちからご指導・アドバイスを頂きながら進め

ていきます。 

 

自分の世界に籠っていると、どうしても物事を都合よく解釈してしまいがちです。

（私だけかもしれませんが） 

第三者の客観的な意見を取り込んで感覚を修正していかないと、自分で気づ

かないうちにとんでもない方向に進んでしまう恐怖を実感しました。 

今回、鮒谷さん（第三者）から鏡を突き付けてもらい、自分を客観視でき

て、さらにここからの地図（路面状況の案内付き）を頂き方向性を見つける

ことができました。 

 

鮒谷さんからのアドバイスがなければ、丸腰で荒地をさまよい野垂れ死んだ

かもしれません。 

本当に貴重なご意見ありがとうございました。これからも宜しくお願い致します。 

 

（三門 雅規 様） 
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自身の悩んでいたことについて率直にご回答いただき、有益な時間となりま

した。 

鮒谷さん 

 

コンサルティングありがとうございました。 

 

今回のコンサルティングは 2 回目でしたが、自身の悩んでいたことについて率

直にご回答いただき、有益な時間となりました。 

 

前回のコンサルティングでは、心が死んでいるため、生き返らす必要性についてお

話いただきました。そこから、自分なりに考え、本当に小さい行動を繰り返してき

ました。 

 

嬉しかったのは方向性自体は正しいとわかったこと。 

あとは振り切った行動するだけだと、自信を持つことができました。 

 

エフェクチュエーションを意識し、とにかく動かないと話にならないため、 

 

「自分の力だけでお金を稼ぐ」 

「感情を動かす（あえて、カオスを作り出す）」 

 

ことを進めていきます。 

 

今後ともよろしくお願いいたします！ 

 

 

 （Ｔ．Ｔ 様） 
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カスタマイズされたお話はこんなにストレートに吸収できるんだと驚きま

した。これが個別コンサルの価値なんですね。受けて本当によかったで

す。 

本日はありがとうございました。 

手持ちのジグソーパズルのピースが鮒谷さんのお話でしかるべきところに

はまっていき、ひとつの絵になるような感じでした。 

 

自分の今思っていることを肯定的にとらえ、ビーイングに向かって、焦って焦ら

ず、焦らず焦る、で進んでいきたいと思います。 

またカスタマイズされたお話はこんなにストレートに吸収できるんだと驚

きました。 

これが個別コンサルの価値なんですね。受けて本当によかったです。 

有意義な時間をありがとうございました。 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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なんとなく目標を立てたものの、本当にそれが自分の心からの目標なのか

分からない、それを検証していくための問いを立てたいが、どう問えばよ

いか分からない、という状況に対して、非常に明快な内容をシンプルな言

葉で「こうなんじゃないですか」と出していただき、あまりのシンプルさ

にまさに目から鱗の繰り返しでした。  

鮒谷さん 

 

昨日は貴重なお時間を頂きましてありがとうございます。 

 

コンサル前日のメルマガ「金と時間をドブに捨てずに済む方法」を読んでまさに自

分のことだ、と恥ずかしく思い、今回の個別コンサルも「お勉強」なのかと直前キ

ャンセルも考えたのですが、この恥ずかしさを反省に、今回は絶対に「お勉強」に

しないという意気込みに変えて臨ませていただきました。 

 

今回の相談内容は、「あり方」「目標」を定めるための問いの立て方についてでした。 

 

なんとなく目標を立てたものの、本当にそれが自分の心からの目標なのか分

からない、それを検証していくための問いを立てたいが、どう問えばよいか

分からない、という状況に対して、非常に明快な内容をシンプルな言葉で「こ

うなんじゃないですか」と出していただき、あまりのシンプルさにまさに目

から鱗の繰り返しでした。 

 

その内容は、これまで鮒谷さんのメルマガや音源、年間プログラムでもおっしゃっ

ていた内容であったと思いますが、個別コンサルという場で自分だけに向けた

言葉で言い換えてもらえることでより、大きく、深く刺さりました。 

 

自分に向けた言葉を受け取ることができたことで、今後、鮒谷さんが発信さ

れることが、より自分事として理解できるようになるのではないかと感じて

います。 

 

また、そのシンプルがゆえに抽象的なアドバイスを、ご自身を含めた具体例

を複数挙げていただき、しかもその具体例がプロセスだけでなくどうなった

かという結果や効果も含まれており、妄想が得意でない自分でもリアルなイ

メージが沸きました。 

 

とはいえ、いつ自分がこの思索から抜けられるのかは見当がついていませんが、今

回、鮒谷さんから一歩進むためのアドバイスを頂けたことで思索を楽しめる
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気がしています。 

 

鮒谷さんがよく使われる表現で「今はさなぎの状態」だとおっしゃっていただきま

したが、 

さなぎのまま死んでしまうという最悪の状況を避けるよう、生きているさなぎで

あるよう、思索を続けたいと思います。 

 

改めまして、この度は貴重な機会をありがとうございました。 

 

セミナールームの様子もわかりましたので（笑） 

年間プログラムのオブザーバー参加も予定いたします。 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（Ｓ．Ｎ 様） 
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この半年間を振り返れば、コンサルを受け始める前の自分と比較したら、ま

ったく別人とまでは言いませんが、以前は到底やらなかった、できなかった

ことを、今やっている、できている自分がいます。初回コンサル時に、鮒谷

さんから「半年後には見違えるようになっているはずです。」とコミットし

ていただきましたが、確実に、その通りになりつつあると、自己評価してい

ます。  

鮒谷様、セカンドステージの皆様 

 

先日は個別コンサル、お世話になり大変ありがとうございました！ 

 

今回は、これまでの数回のコンサルを踏まえて、自ら起こした行動やリサーチの結

果を検証・総括していただき、さらに今後の活動や方向性について、相談させてい

ただきました。 

 

鮒谷さんより、「ここまで、いい形で来ている事は喜ぶべきかもしれないが、この

程度の事を過大に評価すべきではない。」とおっしゃって頂き、薄々自覚はしてお

りましたが、まだまだ行動が圧倒的に不足している事を再認識しました。 

 

目の前にある現実世界の強い引力に抗い、大気圏を脱出する為には、自ずと没頭没

入モードに入れるようなテーマをさらに探求する必要があると痛感し、自分は正

直まだその境地に至れていないなと、自省しております。 

 

また、「自分はこれをやるのだ。」というドゥーイング目標に固執し過ぎると、逆に

思考が硬直的となり視野が狭くなってしまうリスクもあると、実感しました。もう

少し柔軟に発想したら、まだまだ新しいテーマやチャンスはたくさんあるのでは

ないか、また、結構大きな潜在ニーズを掘り当てる可能性も大いにあるのではない

かというご示唆をいただき、今回もまた、目から鱗が落ちっぱなし状態となりまし

た。 

 

もっとも、この半年間を振り返れば、コンサルを受け始める前の自分と比較

したら、まったく別人とまでは言いませんが、以前は到底やらなかった、で

きなかったことを、今やっている、できている自分がいます。初回コンサル

時に、鮒谷さんから「半年後には見違えるようになっているはずです。」と

コミットしていただきましたが、確実に、その通りになりつつあると、自己

評価しています。 
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次回のコンサルスケジュールをあえて指定せず、「ここぞ！と思われたときに、ご

連絡頂く形でも良いと思います。」とおっしゃられたことは、鮒谷さんから、一応、

自分で行動できる状態になったと認めて頂けたような気がして、ちょっと嬉しく

思いました（当方の大いなる勘違いでしたら、ご指摘下さい。汗）。 

 

引き続き、よろしくお願い致します！  

（金融機関勤務 Ｙ．Ｔ 様） 
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鮒谷ワールドに継続的に触れ、良い言葉をインストールし続けていたおかげ

で、大嵐の中、寄せる大波に沈することもなく、感情を揺らすこともなく冷

静に、航行を続けることができています。 

鮒谷様、セカンドステージの皆様、 

先日は個別コンサルありがとうございました！ 

 

まずは、久しぶりに鮒谷さんと One on one でじっくりお話ができて、とても良

かったです。 

 

前回コンサルからかなりの時間が経過してしまいましたが、この間に仕事もプライ

ベートも実にいろいろなことがありました。正に大時化の海を航行しているような

状況でしたが、なんとか乗り切ったところで、置かれている現状を今一度、客観

的に確認し、再び走り出す針路を見出すと共に気持ちを引き上げるために、

とても有意義な機会となりました。 

 

鮒谷さんとの対話により、海図のどの地点を航海しているのか客観的に把握

できましたし、また当面は今乗っている船を乗り換えるタイミングではなく、こ

の船で航海を続け目標地点に向かって艇速をあげていくことを考えるべきである、

ということも確認できました。リレー走者の例えが、とても腹落ちしましたね。新

艇に乗り換えたところで艇速が鈍ってしまっては、目標地点への到達は遅れること

になりますし、大切なのはモメンタムであり、その勢いを決定する要素は、勝ち筋

に向かっていく内的モチベーションの高まりであると理解しました。 

 

この船の船長は相変わらずのポンコツ野郎ですが、鮒谷ワールドに継続的に触

れ、良い言葉をインストールし続けていたおかげで、大嵐の中、寄せる大波

に沈することもなく、感情を揺らすこともなく冷静に、航行を続けることが

できています。この先しばらくは良い風が吹き、向こう数年間は良い航海が

できそうな気がしております。 

 

いつもながら有意義な時間を大変ありがとうございました。 

 

引き続き、今後ともよろしくお願い致します。 

 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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自らがやってきたことに自己肯定ができず、また個別コンサルティングも

うまく活用できていないのではないかという、２つの点で、ここ数ヶ月、

喉につっかえた小骨のようにチクチクした気分だったのを解消いただき、

晴れ晴れとした気分で過ごせています。 

鮒谷さま、 

 

先日は個別コンサルティング 10 回目をありがとうございました。 

 

まさに個別コンサルティングの醍醐味を味わえた気持ちです。 

 

いつも鮒谷さんは、「編集」という言葉を使われます。目標や物語だけでなく、コ

ンサルティングも編集だということですが、今回改めて実感することができまし

た。直接お話をしているときは、そんなものかなーくらいの印象でしたが、後から

フツフツと、なるほどー！と思えてきました。（解釈力が低くてすみません！笑） 

 

僕がこれまで行ってきたこと、具体的には、副業としての転売のような小商いです

が、一時期はそれなりの成果が出て、テンションも盛り上がっていましたが、最近

はどんどんと縮小傾向にあり、月次目標も全く達成できない月が続き、今回、月次

目標からは一旦外すことにしました。ここでもし一人だったら、失敗とまでは言わ

ずとも、なんだかなーとモヤモアした気分のまま片付けてしまっていたと思いま

す。 

 

しかし、コンサルティングでの対話を通して、全肯定するとはどういうこと

か、物事の捉え方・視点を編集いただきました。また、僕が出した成果は、ネ

ットに落ちている副業商材を買ってそのまま教えられたことをやっただけだから

僕自身は大したことはやっていない、鮒谷さんに褒められても実感がないし全肯

定ができない、というようなボヤキをしたところから、今後ビジネスで成果を出し

ていくためには致命的なバグとなりうる！と時間を割いてバグ潰しをしていただ

きました。 

 

ビジネスというのは仕入れてきた知識を活用する営みだ、と。コンサルティングを

受けていなかったら、これまでの成果に自己肯定することもできなければ、この考

え方にバグがあるだなんて気づかないため、自問自答による改善もできていなか

ったと思います。 

 

実は先日購入した中田さんのインタビュー音源の中で、「個別コンサルを OS のイ

ンプットに使うともったいない」と言うようなことをおっしゃられていて、まさに
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OS のインプットをしてもらっている僕としては引っかかっていたのですが、OS

の中にバグがある場合は、やはり個別コンサルで対話していたからこそ潰し

ていただけたのかと思っています。今回は対話のなかのフッとしたボヤキを、

感度高く拾っていただけた形なので、年間プログラムでは難しかったかもな、と思

った次第です。（音源化されている年間プログラムのセミナー部分の内容しか知ら

ないため、間違った解釈をしていましたらすみません！） 

 

いずれにしても、自らがやってきたことに自己肯定ができず、また個別コン

サルティングもうまく活用できていないのではないかという、２つの点で、

ここ数ヶ月、喉につっかえた小骨のようにチクチクした気分だったのを解消

いただき、晴れ晴れとした気分で過ごせています。 

 

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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コンサルを受けてから、再び、自分はどうなりたいのか？という問いが脳内

で回り始めています。  

鮒谷様、昨日はコンサルを行なって頂きありがとうございました。 

コンサルを受けてから、再び、自分はどうなりたいのか？という問いが脳内

で回り始めています。(being をどうありたいか？と変換していたのですが、抽

象度が高くなってしまうので、今の私にはどうなりたいか？の方が具体的なイメ

ージを描き易いと感じました。) 

 

年間プログラムの受講を通して、何の根拠も無くても、自分は何かを成し遂

げられるという、自己肯定感を維持する癖を身に付けることができました。

言い換えると、今の仕事や生活で、避けたいことや短期視野では失敗と捉え

てしまうことに直面しても、これは自分に必要なことでむしろ先々の糧に出

来るので喜ばしいことだと解釈することが以前よりも無自覚に行えるよう

になりました。 

 

これはこれでとても良いことではあるのですが、反面、目の前ことを肯定的に捉え

ることに囚われており、日々の意思決定と行動が目標に紐付いているか俯瞰する

視点と、さらには自分の目標を見つめ直すことを忘れてしまっておりました。 

 

今更ながら、前回のコンサルで自分の鍵穴探しの方法をアドバイス頂いていたこ

とを思い出させて頂き、目標の重要性を再認識させて下さりありがとうございま

した。目標というパズルのピース探しを継続して、問いがたまったところで、次回

のコンサルをお願いできたらと思います。 

また、自分の立っている場所が変化していないので当然ですが、鮒谷さんの

口から出てくるキーワードは、年間プログラム、コンサル、音源、メルマガ

で何度も聴いたり目にしたものばかりでした。ですが、知っているのと使い

こなせるのはまた別で、私の状態や発する言葉を診て、処方して頂く効果は

圧巻でした。 

 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。  

（エンジニア Ｈ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんとの対話を踏まえつつ、人生の新たな目標について思索を重ね、方

向感やイメージが徐々に明確になってくるにしたがって、毎日の生活に張り

合いが生まれ、人に対してオープンになり、より明るく快活になってきてい

ると思います。  

鮒谷様 セカンドステージの皆様 

 

この度は第 3 回目の個別コンサル、大変ありがとうございました！ 

これまでのコンサルを通じて、明らかに意識が変わり、行動が変わってきて

いる自分を感じています。 

 

鮒谷さんとの対話を踏まえつつ、人生の新たな目標について思索を重ね、方

向感やイメージが徐々に明確になってくるにしたがって、毎日の生活に張り

合いが生まれ、人に対してオープンになり、より明るく快活になってきてい

ると思います。今所属している職場で多少嫌な事があっても、もう心は遥か

先の目標の方に向いているので、以前のように落ち込むこともなくなりまし

た。 

 

今回のセッションで、これまで自分なりに書いては修正を重ねてきた目標設定

（Being, Doing, Having）について、恥ずかしながらも鮒谷さんに見て（診て）

いただき、肯定的なコメントをいただけたのは、大変嬉しかったです。 

 

一方で、大胆に高い目標（！）を掲げたことによる心理的躍動感とは裏腹に、今の

自分との間にある大きな大きなギャップが、とても苦しく思える今日この頃です。

これまでに聴いた音源に出てくる「強烈な飢餓感」とは、正にこの事だったのだと

あらためて認識しています。 

 

また、給与所得者と起業家とは、そのメンタリティや、使う筋肉が全く異な

る、という事を、コンサルを通じて強く認識しました。だからこそ、入念な

準備と戦略、戦術が必要な訳で、そのアドバイスを個別のケースに合わせて

効果的に享受できるのが、個別コンサルのメリットと思います。 

 

毎度のことながら、鮒谷さんの語彙力もさることながら、引き出しの多さに

は脱帽致します。それは恐らく、これまでの鮒谷さんご自身の様々な試行錯

誤のご経験や、圧倒的な読書量、多数の個別事例に関わられてきたことから

自ずと生じてくるものと思います。 

今後のビジネスモデルについて仮説を検討するにあたり、その無限にあるか

のように思える引き出しの中から、とても貴重なヒントを頂いたと思ってい
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ます。 

 

いよいよ、給与所得者と起業家の間にある大きな分断線、所謂「ルビコン川」の手

前までやってきたようです。この川をなんとか無事に渡りきるために、知恵と行動

を尽くし、次回のコンサルに臨みたいと思います。川を渡りきった後に見えるであ

ろう新しい景色が、今からとても楽しみです。 

 

次回もよろしくお願い致します！  

（Ｙ．Ｔ 様） 
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直前に散らかった相談内容を送付してしまったにも関わらず、相談させて頂

きたい（言ってくださりたい）意図を大きく拾ってくださり、とても助かり

ました。 

鮒谷様 

 

いつもお世話になっております。 

感想が大幅に遅くなってしまい、申し訳ございません。 

 

直前に散らかった相談内容を送付してしまったにも関わらず、相談させて頂

きたい（言ってくださりたい）意図を大きく拾ってくださり、とても助かり

ました。 

 

表面は異なれど根本は同じ課題。 

悪いことが起きてから「どうしよう」と時空が狭く視野が狭くなって悩む、動きが

止まる。 

俯瞰できない。同じ行動パターンが刷り込まれている。 

 

…という自覚はある。 

 

そこからの意識的無能と意識的有能を往ったり来たり。 

 

ここから抜けるための具体的なアプリ的な戦術以前に、 

 

「そういうものだ」 

 

という視点を常に持ち、何か起きても「キタコレ」と慌てない。 

 

…という日常の「構え」が必要。 

 

という出だしでした。 

 

個別コンサルティングを駆使しながら具体個別なビジネスを計画的に飛躍させてい

るような人たちのようなレベルには私は到底至っておらず、「それ以前」の段階で

あることを痛感せざるを得ませんでした。 

 

しかし、その段階で留まっている限り、先のステージには進むことが出来ない、と

いう現状と課題を直視せざるを得ない。 
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フォローアップの音声メッセージでも 

 

「時間を味方に付けて継続すれば、予想もしない結果となる」 

 

と仰って頂いた通り、多くの人が辞めてしまう時間軸を超えてチャレンジし続ける

しかない、と腹を括るに至りました。 

 

「この状況を打開できるような画期的なアイデアはないだろうか（=貰えないだろ

うか, 降って来ないだろうか）」 

 

とばかりに、つい答えを求めてしまう姿勢で、これまで何か変わったのだろうか？ 

と自問自答すると、そんなことはなかった。 

 

ましてや、「私の履歴書」に登場される方々は、たしかにエフェクチュエーション

としての行動の連続だった…とコンサルで締めてくださり、納得いたしました。 

 

一つ一つはゴミのようだったり、一つ一つは平均値程度の能力でも、それで勝負す

るしかなく、そしてその組み合わせの妙で許容可能な損失の範囲内で熱量を持って

asking し続けると、偶然をテコにして何かが起こる。偏差値 35 も使い方によっ

ては大きな強みとなる。 

 

自分と無関係な話と半分近く遠目に見ていたこの件ですが、（まだ遠目に見ていま

した）これまでの実績を振り返ると確かにそうだったなと。 

 

しかし、コーゼーションだけで世の中を捉えようとするクセが抜けきっていないの

で、そう思えないだけ。 

 

まだまだパラダイムシフトが必要です。 

 

今年も年間プログラム、およびエフェクチュエーション勉強会にて引き続き宜しく

お願い申し上げます！ 

 

以上、長文失礼いたしました。 

 

（船津 忠文 様） 

 

 

  



 - 23 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

 

セミナー、個別コンサルを通じて、色々な気づきをいただき、お話しをお伺

いしている中で、内容が刷り込まれていくような実感がありました。 

鮒谷 様 

 

先日のセミナー、その後の個別コンサルティングとありがとうございました。 

また、音声メッセージもありがとうございます。 

 

セミナー後、内容が盛り沢山で、感想をまとめきれずにおりました。 

誠に恐縮ですが、セミナー、コンサル合わせての感想を送らせていただきます。 

 

はじめに、今回印象に残った内容は下記となります。 

 

------------------------------------- 

・お金観、仕事観、まず認識を変える 

 

・自分を卑下しない、可能性を追求する、自分で可能性に蓋をしない 

 

・人から見た時、どう見えるか？戦略的に取り組む、ファーストインプレッション

で勝てる体制を作る 

 

・ポジションをとりつつ、警戒されない、マウンティングをせず、マウントをとる 

 

・専門性よりもまず自分のスタイルを持つ 

 

・自分の売り、何を売るのか、何が売れるのか、専門性、人柄・人とのつながり、

熱意 

 

・壮大な建築物や農場を拡張していくイメージ⇒コツコツ大きくしていく 

 

・自分の核を作る、決めることが大事、外に対して攻められるような 

 

・やる気になったけど、何をやってよいかわからない⇒タスクを用意する 

 

・自分が何を求めているかを発信する、キャリアシフトの機会をつくるきっかけ 

 

・自分、仕事に合ったネットワーク、システムを構築、発信しないと出会えない 

 システムの精度を高めていくゲームとして考える 
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・まずブログからでもやってみる、人と会う食事からでもその気になって取り組め

ば、 

 半年で核ができ、一年もすればかたちに 

 「我田引水」 使えるものは使う 

 

・「自分中心の経済圏」がある人はまわしていける 

 それ無しに頑張ろうとしても報われない、その土壌が人間関係 

 

・自分の感性、価値観に合うコミュニティで頭角を出す、目立つ 

------------------------------------- 

 

私は、一時やる気になっても中々続かないという状況が続いてきました。 

理由としては、本気で「これがやりたい！」や逆に「これをやらないとどうしよう

もない」ということが無かったからだと実感しました。 

 

そのため、今後下記内容について実践していきたいと思っています。 

 

(1)バラ色の未来でも地獄絵図でも解像度を上げてイメージする（自分の核を持

つ、探す） 

(2)自分に今ある資源を棚卸して、自分 Wikipedia 的にまとめる 

(3)(2)を踏まえ、他者から興味を持たれるような情報発信をする 

(4)人と会う(話す)、100 人組手 

(5)自分の強みを見出し、自分にとって勝てるところ、自分の価値観、強みが活か

せるマーケットを見つける 

 

まずは上記に取り組むことで、第 1 歩、2 歩と歩んでいきたいと思っています。 

 

セミナー、個別コンサルを通じて、色々な気づきをいただき、お話しをお伺

いしている中で、内容が刷り込まれていくような実感がありました。 

 

改めまして、この度はとても貴重な機会をいただき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。 

 

（Ｔ．Ａ 様） 
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どこか他人事であるところの、半ば読み流し・聞き流していたような内容

も、然るべき人から一対一で言われれば我が身に差し迫ったものとして受

け取ることができる、ということは往々にしてあるものですし、これは対

面で話さないとなかなか得難い果実だったかな、と思われます。  

● 

 

長時間のコンサル、ありがとうございました。 

 

2 時間の枠で申し込んだはいいものの、事前の資料を作っている最中に「これは

『うだうだ言ってねえでやれよ』の一言で終わるんじゃないか」と思い恐恐として

いたのですが、そうした内容を含む部分があるとはいえ、建設的・発展的に料理

していただくことができたという実感を覚えています。 

 

周りに同質的な人間しかいないことに危機感を覚え、また広義のキャリア形成に

関して疑問が強まってきた中で、折よくオンラインコンサルの案内があったので、

勢いで申し込んだところがあります。この時下、いつ日本に帰れるかもわからず、

外出も禁じられている有様なので、結果としては良い気分転換にもなり、またそれ

以上に、有益な時間になったと考えています。 

 

概ね、ビジネスにまったく参与していない（したことのない）、やたら外国語をや

って本を読んで文章を書くことくらいしかやってこなかった人間がこれから金稼

ぎ能力をどうやって身につけていけるんでしょうね、というふんわりとした話を、

やたら長い資料を送りつけてふっかけることになりましたが、うまいこと成果は

挙がったと思います。 

 

貧すれば鈍するとは言いますが、それは単に目先のできごとへの対応能力が落ち

ると言うことにとどまらず、将来のビジョンさえも、短いスパンで・現在の状況に

縛られたかたちでしか構想できなくなってしまう、お前はまさにそういう状態に

あるのだ、というかたちで、私がお伝えした現状を一段上から俯瞰していただいた

うえで、自分が特殊な状況に置かれているというある種の思い込みを（ありがちな

ものとして）相対化していただけただけでも儲けものでした。 

 

そうして現状に対する認識を新たにしつつ、具体的に何をどうやっていこうか、と

いうことまで考えることになりました。 

 

自力で「稼ぐ」ことのずっと手前にいて、はっきり言って無知蒙昧を極めた人間に

向けられた、本当に初歩的なアドヴァイスばかりだったのかとも思いますが、一応
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まとめてみますと、 

 

・シュリーマン・メソッドをとる（何をやるにも金がいるが、何をする・したいか

はある程度流動的であり、金がないと認知のパイが削られるので、稼ぐ力は先に作

ってしまえるとよい、ということとして理解しました） 

 

・establish された道から逸れるなら、より大きな利益をとらねばならない（「今

に見とれや」精神） 

 

・役に立たない・わけがわからないけれどなんとなく惹かれるもの、なんとなくや

ってみたもの、は無駄にはならない（というか、それらを引き込んで意味づけられ

るような文脈を構築してゆく＝知的営為としての編集） 

 

・本業の他にオプションを持つ（人を巻き込む・文脈を広げる） 

 

・そのオプションで稼げないかを考えてみる 

 

・こうして、自力で少しでも稼げるようになることで得られる安心感というものが

ある。クビを切られたら・勤務先が潰れたら終わり、という不安を脱することがで

きる。 

 

・自分で稼げるようになった結果として、やはりもとの所属先にいるのがよかった

なあ、と思って戻ることもありうるだろうし、それはそれでよい 

 

・見せ方が全て、一貫性のある妄想・世界観を売れるかが全て（cf.高級ホテルのカ

フェで開かれる内容皆無のサロンが客を集められる理由） 

 

・思わぬところに需要あり。（ビジネスにたずさわっていない・会社勤めですらな

い）私が鮒谷さんに金を払っている、というわけのわからない現象と同じく、一見

無関係な人が私に金を払う、というわけのわからない現象も生じうる。（やられた

らやり返せ、ただし別の人に） 

 

・思弁を内部で腐敗させない（過度の自問自答は不要）。溜めると腐るのでバンバ

ン外に出す。すると反応があるかもしれないし、あれば内側から力が湧くだろう。 

 

という感じでしょうか。 

 

結局のところ、「まず外に出ましょう、あなたの場合は何らか情報発信をして新た

な人と関係を持ちましょう」というアドヴァイスをいただいた、ということになり
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ます。 

 

言ってしまえば、アドヴァイスの内容そのものは、メルマガや音源で見たこ

とがあるような気のする内容でもあるわけですが（失礼！）、なぜそうした

半ば既知のものを得るためにコンサル料を払うかと言えば、空に浮いた抽象

的な知識を我が身に当てはめるのは想像以上に難しく、その際には、たとえ

話や適切な対話相手といった、何らかのギミックがあるほうが限りなく良い

から、ということになるのでしょう。 

 

どこか他人事であるところの、半ば読み流し・聞き流していたような内容も、

然るべき人から一対一で言われれば我が身に差し迫ったものとして受け取

ることができる、ということは往々にしてあるものですし、これは対面で話

さないとなかなか得難い果実だったかな、と思われます。 

 

● 

 

特に音源を既に聞いている方であれば、メルマガの文面の裏にいる鮒谷さん

の姿についていくらかのイメージはお持ちかと思われますが、（画面越しと

は言え）対面のコンサルではさらに裏の、というか別の面を見ることができ

ると思います。 

 

メルマガよりもセミナー・音源は若干クローズドで、それゆえぶっちゃけて

いるところがあるにせよ、音源もまたそれ自体一個の（セミナー会場にいる

複数の聴き手に向けた）パフォーマンスであるがゆえに、当然、（メルマガ

とは異なるかたちで）見せ方というものは工夫・考慮されています。 

 

これとは別の「ぶっちゃけ」空間、別の仕方で工夫された空間があり、それ

が対面でのコンサルということになるのだと思います。 

 

つまり、構造的に言えば、音源は音源で一個のコンテンツであるとしても、

メルマガと同じくものごとの（鮒谷さんの我々に対するはたらきかけの）わ

ずかな側面を反映するにとどまっている、ということを確認できました。 

 

それはとりもなおさず、コンサルがメルマガや音源以上の、あるいは音源以

外の何かを得る機会になるということです。 

 

私の場合は、私の言語に対する回答が随時行われる時間だった、というのが決定的

な価値でした。本やメルマガ（や音源）はそれはそれでもちろん有益でありえます

が、自分を終点として言語がストップし、ヘドロになる危険もなくはない。とりわ
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け、周囲と共有しづらい・ぴったり一致しないから口に出しづらい話題につ

いては、自分の中でひたすら自問自答して内部でエネルギーを腐敗させる、

ということがありえます。そうした状態にあるときにコンサルに申し込ん

で、事前資料を作成して、当日に問答を行ってゆくのは、デトックスの機会

になるのかな、と思います。 

 

あとは、仮初のものであっても、踏み切る方向を案出されるというのは、よ

いことです。一人で納得して突き進める人は強い。そういう人にはコンサルも何

もいらないのかもしれない。けれどもなにか新しいことを始めよう、新しいと

ころに行こう、と考えている人は、心のどこかで決断していても、どこか怖

いし、確証がない。そういったときになんらかのかたちで人と話すと、別の

角度から意見を貰って、軌道修正しつつ行動に踏み切るきっかけになる。一

人の足では固すぎるアクセルも、人の助けがあれば踏めるかもしれず、一人

の手ではぐらぐらしがちなハンドルも、二人の手であればしっかり持てるか

もしれないということです。即断・即決・即実行とはいっても、新しいこと

だとなかなか難しかったりする。そういうときの心理的ハードルを取り去

り、また適切かつ迅速に行動するためにも、適切と思われる返答が得られる

状況＝然るべき人間によるコンサルを買う、というのは利にかなっているの

ではないかと思います。少しく品のない言い方をするなら、金を払ってドン

と押してもらうということです。 

 

もちろん、コンサルが万人にとって絶対に一番いい、という保証をする立場にはあ

りませんが、一度騙されたつもりで（別に騙されませんが）受けてみてもま

ったく損はしないと考えています。 

 

というより、私よりもコンサルを直接的に利益に結び付けられそうな、かつ

経済的に既に余裕のありそうな読者はきっと多いのですから、見切り発車で

（しかし真剣に）バンバン受ければいいのではないかと思います。  

（Ｒ．Ｈ 様） 
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忙しい日常を送っているとつい目の前のことに流され、目標を見失ったり、

気が緩んだりしています。その中で、「3 年後の目標はありますか？」とい

う問いかけで、はっと、目が覚めて、ねじがグッとしまった感じでした。  

鮒谷さん、みなさま 

 

先日は、個別コンサルありがとうございました。今回も多くの学びを得ること

ができました。 

 

まず、半年の個別コンサルの大きな意義としては、「ねじを締める」ことで

しょうか。忙しい日常を送っているとつい目の前のことに流され、目標を見

失ったり、気が緩んだりしています。その中で、「3 年後の目標はあります

か？」という問いかけで、はっと、目が覚めて、ねじがグッとしまった感じ

でした。 

 

目標（状態＋期限）からタスクが生れ、それを一つずつつぶすことにより、

前に進むというのは音源などでは何度も聞くことですが、うっかりすると、

つい、なんとなく時を過ごしてしまう、ということを反省した次第です。 

 

あと、コンサルの本質は上質な問いを渡すことだ、ということも、深遠にして応用

の範囲の高い言葉だと思います。問いがあることにより、答えを常にさがし、そこ

から行動が生れる、そういう問いをいただくのは、無常の喜びです。今回は、「理

想のイメージを人に明確に話すことができますか？」、「そのイメージをいつまで

に達成しますか？」という２つの問いをいただきました。それについて、具体的に

思索を巡らせたい、と思います。 

 

また、コロナ禍についても、それぞれ、３つの種類に分類できる、ということを聞

きました。具体的には、 

 

１、ショック派（いつか戻る） 

２、加速派（デジタル化進展） 

３、革命派（ニューノーマル＝新常態） 

 

の３つがあり、案外と鮒谷さんの身の回りには 3 に該当する人が多い、というこ

とでした。ここで、必要なこととしては、常に「コロナを千載一遇のチャン

スとするためには、なにをすべきか。」ということを、考え行動するという

ことである、という聞いた時は、今までの自分のコロナ禍に対する考えがコ

ペルニクス的に転回した瞬間でした。 
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その他、具体的なノウハウとして、安易に値下げをしないためのマインドセット、

ベストシナリオとワーストシナリオを持つこと、両極を抑えることの大切さ、ドル

預金によりインフレリスクをヘッジすること、そして、三連カレンダーの活用（ア

マゾンで発注しました）、を教えていただきました。いずれも、明日から活用で

きることだと思います。 

 

また、お話できる日を楽しみにしています！！  

（Ｋ．Ｆ 様） 
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本やセミナーで効果が出せるなら、本やセミナーでもいいのでしょうが、私

の場合は、早めに間違いを正してもらうことができました。  

先日は個別にお時間いただき、ありがとうございました。 

前回が初めてのコンサルでどんなことが話題に上がるのか、何を質問されるのか

不安でしたが 

 

『目標を作り直せ』 

 

の一蹴。清々しい気持ちになりました笑 

 

鮒谷さんの音源はそれなりに聞いてきたつもりで 

 

質問：変わりたいのに変われない... 

鮒谷さん：目標がなかったら、変われるわけがない 

 

質問：行動しているのに結果がでない... 

鮒谷さん：行動してるって、そんだけしかやってないじゃん 

PDCA が極端に遅いんですよ 

 

といったようなことを音源でもおっしゃられていましたが、 

 

自らがこれらの状態に陥らないように目標を厚くしてきたつもりが私の現状を話

したところ、鮒谷さんにとっては私の目標は始まってすらいなかったという... 

 

鮒谷さん以外の方のセミナーなどにも参加してきていてそれでも、効果があ

まり感じられなかったためいっそのこと個別にアドバイスしていただきた

いと思い年間プログラムではなく、コンサルに申し込みいたしましたが、本

やセミナーなどで変われなかった理由は単に、自らの基準としては「たくさ

ん」行動したつもりでも著者さん講演者さんの基準でみると「ほんの少し」

しか行動できていなかっただけなのかなと思います。 

 

そこに気づけただけでも、やはり個別のアドバイスはいいなと思います。 

本やセミナーで効果が出せるなら、本やセミナーでもいいのでしょうが、私

の場合は、早めに間違いを正してもらうことができました。 

 

鮒谷さんの時間に対する費用を、個人で負担する必要がある分、複数人で割って負

担することができるセミナーより当然高価になりますが、勇気を出して申し込ん
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でよかったと思います。 

 

なによりこれだけの金額を投じたのだから成果を出さないと妻に申し訳が立たな

い。 

いろんな縛りをもたせる意味でも、個別コンサルはすごいですね。 

 

引き続きよろしくお願いいたします。  

（藤倉 誠 様） 
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あのままコンサルをお願いせずに歩んで行ってたら、、、ここで書いたような

気づきを得たり、自分で自分の真の姿を見るというところに到達するのに途

方もない時間と労力を必要としていただろう、もしくは一生気づけないまま

だったかもしれないと思うと、背筋に冷たいものを感じずにはおれません。  

鮒谷様 

 

昨日は個別コンサルティングありがとうございました。 

 

「前半部分は忘れて構いませんので、ここだけは覚えておいてください！」 

 

と仰っていただきましたので、そこに焦点を当てて感想を書きたいと思います。 

 

これまでメルマガを約 8 年間、ほぼ毎日欠かさず読んできました。音源も 10 本

ほど購入し、今も繰り返し毎日聞くようにしています。鮒谷さんが勧められた本も

何冊も買って読みました。 

そして自分では十分に理解し、何かあったら言語化して頭の中でそれを走らせる

ことができるようになっていました。 

 

「俺は行動を起こしている！」 

 

と思っていました。 

 

ただ実際は、、、起こしていなかった。殴りつけているつもりで、拳を握ってさえい

なかった。being の目標に紐付き、具体化させた doing、having の目標を掲げて

いると思っていたが、日和っているだけだった。捨てるべきものを捨てていると思

っていたが、決断できていなかった。 

などなど、これまで学んできたことがことごとく「知っているだけ」だったことに

気づかされました。 

 

「意識高い系の人と行動する人というのは似て非なるもの。」 

 

この言葉は今の私には非常に重いパンチでした。 

このご時世こういう表現をすると誤解を招くと思うのですが、 

 

「直でどつかれてみないと分からんもんは分からん！」 
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というのは間違いないと思います。少なくとも"頭の中"のことに関しては。 

 

これから未知なる海に航海に出る私にとって、 

 

「このことだけを忘れずやり続けてもらえれば、今日お話ししたことが全て紐づ

いて、その都度その都度思い出されるはずですから。」 

 

と最後に鮒谷さんに仰っていただいた言葉は北極星みたいなものです。それを頼

りに行動に移していきます。 

 

【やる気の半減期は 1 日】ということも私はこれまで真剣に、自分ごとであると

捉えていませんでした。ですので今の状態に止まってしまっています。これも殴ら

れっぱなしでは悔しいですので、コンサルティングから既に 24 時間経過してい

る今が、自分が殴り始めるためのギリギリのラインだと認識しこの感想を書いた

返す刀でコミュニティへの働きかけと断捨離を決行します。 

 

そして、 

 

「1 年半後の 12 月末までに、複数ある収入源の中で収益が最上位になるビジネ

スである。」 

 

という具体的かつ期間限定の目標を掲げて殴り続けていきます。 

 

あのままコンサルをお願いせずに歩んで行ってたら、、、ここで書いたような

気づきを得たり、自分で自分の真の姿を見るというところに到達するのに途

方もない時間と労力を必要としていただろう、もしくは一生気づけないまま

だった k もしれないと思うと、背筋に冷たいものを感じずにはおれません。 

 

自分にとってはかなりの痛みのある額のサービスですが、購入して本当に良かっ

たと思います。ありがとうございました。  

（梅花女子大学 心理こども学部 心理学科大阪 ECO 動物海洋専門学校 教務部大

阪どうぶつ夜間急病センター 非常勤獣医師 臨床心理士渡邊 力生 様） 
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今回のコンサルにて、年プロでは言えない様な、具体個別の事例を交えての

アドバイスにより、現在抱えている問題の原因と解決方法を明示いただい

た。後は、覚悟を決めて、やるだけである。それも、私視点では無く、客観

的に見た凄い「大量行動」で！  

年間プログラムに参加して一年以上経つが、実は、鮒谷さんと真の１対１で対談す

る事はほとんど無い。 

 

年プロでは、衆人環視の中での１対１。今回は、年プロ参加前の、個別相談以来の

１対１対談であった。１対１対談の良いところは、本音ベースで、包み隠す事

なく、周囲に気を使う事なく、より具体的に、相談ができるところ。 

 

逆に、鮒谷さんからも、本音を、事実を、オブラートに包む事なく、ズバリ

直球で投げ込まれる。それを利点とし、飛躍の糧にするか、または、強烈な一撃

となり、一発ノックアウトで立ち上がれなくなるか。何れにせよ、新たな世界で生

きていくためには、避けては通れない道である。年プロ参加者からの、初回コンサ

ルでの厳しいご指摘の噂？に、少々ビビリながら、当日を迎えた私であった。（笑） 

 

１．将来のありたい姿私の長期ビジョンを「市場価値」の観点から客観的に評価頂

いた。 

結論は、私が目指している方向に「市場価値」、「顧客の需要」は無いとの事。これ

は、私が想定している顧客とお付き合いがある鮒谷さんだから知っている事実で

あり、会社のシニアセミナー（５０代を対象に将来キャリアについて考えさせるセ

ミナー）での情報とは異なるどころか真逆である事に正直驚いた。鮒谷さんからの

情報は、具体的事実に基づいており、会社が雇ったセミナー講師とは、情報の信頼

度が異なる事は言うまでも無い。 

 

自分の視野が、自分が想定している以上に狭くなっており、「世間の真実」を正し

く認知できていない事を実感させられた。一企業に 30 年近く勤務し、数年前まで

は、プライベートの付き合いも会社関連が中心あった私は、この事にすら気づいて

なかったのだった。とは言え、将来のありたい姿を諦める訳ではなく、「攻め方」、

「切り口」を変えるだけ。 

 

方向を間違えば、目標には到達しない。スタート地点の微差は、距離が進めば進む

ほど、その「微差が大差」となる。新たな世界へ飛び込むに当たり、脱藩に向けて

のスタートに当たり、先ずは、「自分の思いは一旦捨てる」「客サイドから自分を見

る」ことの重要性を「ズバッと」ご指摘いただけたのは有り難かった。 
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２．自分自身も商品である！商売をする場合、その商品に魅力がある事はもちろん

大切である。ただ、それ以上に重要な事がある。それは、自分自身の「魅力」。信

頼できない人、魅力の無い人からは、その商品を買わない。逆の立場、客の立場に

立って考えれば、当たり前のことである。当たり前の事であるが、自分自身の事と

なれば、この当たり前ができていない。鮒谷さんのご指摘により、この事に気づか

せて頂いた。自分自身のことは、知らぬうちに甘めに評価してしまう。都合の良い

情報、評価を集め、自己評価を正当化してしまう。スポーツの様に勝敗が明確であ

る、何らかの指標があり数値で判断できる、自分の目指す道が、そうで無いないな

らば、注意が必要だ。お客さんは、失敗したくないと言う気持ちが強い。自分が客

だったら、今の自分の見せ方、見え方で、安心してお金を払えるか？ 

 

鮒谷さんからは、この様な視点で、「私と言う商品」の見直しをご指摘いただいた。 

 

マルチに何でもできます、知っています。→何も取り柄のない人に見える。 

○○院にてライティングを勉強し、修了資格を有しています。→そもそも○○院っ

て何？（知っている人にしか響かない） 

 

あなたの経歴は？、実績は？、売上げは？要は商品としての自分をどう見せるか、

見せ方の問題。どうすれば、お客さんが優秀と思えるのか？どうすれば、お客さん

が凄いと思えるのか？鮒谷さんからは、その様な観点からの、「全取っ替え」を指

摘いただいた。 

 

全てのご指摘は、具体事例が有り、わかり易く、納得できることであった。 

年プロにて、思考ＯＳを書き換え、行動し始めた私であったが、行き詰まり感を感

じていた。今回のコンサルにて、年プロでは言えない様な、具体個別の事例

を交えてのアドバイスにより、現在抱えている問題の原因と解決方法を明示

いただいた。後は、覚悟を決めて、やるだけである。それも、私視点では無

く、客観的に見た凄い「大量行動」で！  

（エンジニア 鵜木 様） 
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給与所得者と起業家の間に存在する大きくて深い分断線、所謂ルビコン川を

渡るための小さな一歩（しかし自分にとっては偉大なる一歩）を踏み出す覚

悟が、今回のコンサルを経て、自分の中でより強くなってきたと感じます。  

今回は主に、主催する勉強会のコンテンツ全般や、プレゼンテーションを行うにあ

たっての心得について、コンサルティングをして頂きました。給与所得者と起業

家の間に存在する大きくて深い分断線、所謂ルビコン川を渡るための小さな

一歩（しかし自分にとっては偉大なる一歩）を踏み出す覚悟が、今回のコン

サルを経て、自分の中でより強くなってきたと感じます。 

 

特に、鮒谷さんが考えるプレゼンテーションの極意について、詳細にご解説

いただき、「目から鱗」的な内容に、今回もまた、時間が経つのを忘れそう

になりました。日頃、ビジネスでプレゼンをする機会は比較的多く、それな

りにプレゼン慣れしているつもりでした。しかしながら、今般お聞きした内

容は、今までの自分には全く欠落していた視点であったと思います。 

 

聞き手の心を惹きつけ、当事者意識を呼び起こして話に引き込み、強烈な印

象を残し、そして圧巻の価値をお渡しするためには、どうすれば良いのか。

自分なりにイメージができたと思います。貴重なお金と時間を投入してセミナ

ーにお越し下さる方に、十分な満足感を得て頂くには、それくらいはやらないと意

味がないのだ、ということを痛感しました。 

 

自分が作ったドラフトを、後からあらためて見返してみて、いかに退屈で凡庸なも

のか、これでは聴衆が睡魔にやられてしまってもおかしくないよなぁ、と思いまし

た。頂いたお話を参考にして、セミナー開始早々から聴衆者にインパクトを与え、

話に引き込み、確かな価値をお渡し出来る内容に作り変えるべく、検討を重ねたい

と思います。コンテンツの再構築はこれからですが、とても有意義な勉強会が出

来そうな予感がしています。次回コンサルで、きっと良い報告ができると思い

ます。今後ともよろしくお願い致します。 

 

ありがとうございました！  

 （Ｙ．Ｔ 様） 
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マンツーマンで指導してくださっているため鮒谷さんの実績に貢献できる

ように成果を出さなければ！と、行動スイッチが入りっぱなしになっていま

す。  

先日３度目の個別コンサルを受けました 

 

人生が動き出した！ 

そんな実感が湧いてきております 

 

初回コンサルでは、目標に臨場感を持たせるところから 始まり、第２回で、超短

期・極小の目標を立て、第３回では、その成果報告と少し大きくした目標を立て、

現在、目標達成すべく励んでおります 

 

鮒谷さんのおっしゃる「PDCA の回し方」の片鱗が見えはじめため、思いついた

ことを極力すぐに行動に移しながら 進めておりますがどこかの音源でおっしゃ

っていた 

 

『一見、割がいいように見える行動でも目標から逆算すると全く良くないことが

ある』 

 

を実感しております。 

 

今のままでは、小さな目標にも関わらず 到達できなさそうなので何かを変えない

といけないと 焦っているところです。が、楽しいです。人生が動き出した実感も

伴っているので。 

 

なぜ今人生が動き出したと思えるのかと考えると 、「場」の影響かなと 思

っております。これまで一人でやろうとしてきたため改善の量が明らかに少

なかったです。 

 

僕が目標を達成しようとなかろうと鮒谷さんにとっては正直どっちでもいいこと

だと思うのですが笑、それでも、マンツーマンで指導してくださっているた

め鮒谷さんの実績に貢献できるように成果を出さなければ！と、行動スイッ

チが入りっぱなしになっています。 

 

また、僕にとっては 高額な投資であるため元を取らなければ！という思いがあり

ますが、これは心地の良い強迫観念（？）であり、行動せずにはおれなくなる「場」



 - 39 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

です 

 

また次回もよろしくお願いいたします。  

（Ｍ．Ｆ 様） 
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私がこれまでやってきた仕事もしょせん会社の資源があってこその成果だ

ということが気になり、自分の力量をいままでよりも低く見積もらなければ

ならないと考え始めていた私に対する鮒谷さんのアドバイスは、予想外でし

た。  

鮒谷様 

 

８回目の個別コンサルになりましたが、今回はこれまでにないほどボリューム

満点の料理を食べた気分になりました。歯ごたえ抜群で簡単には飲み込めませ

んでしたし、消化するのにも時間がかかったからです。頭や心に入ってきた鮒谷さ

んの言葉を自分の言葉に置き換えるのがとても難しく、何日も反芻しなければな

りませんでした。 

 

一番食べ応えがあったのは、自分の過去を否定したくなったりいまの環境を否定

したくなってしまう状況を、未来につながる良い予行演習と捉える必要性につい

てでした。 

 

私がこれまでやってきた仕事もしょせん会社の資源があってこその成果だ

ということが気になり、自分の力量をいままでよりも低く見積もらなければ

ならないと考え始めていた私に対する鮒谷さんのアドバイスは、予想外でし

た。 

 

「よかったじゃないですか。いまで。フリーランスは自由の裏腹。自分で自

分をノラせるしかありません。会社と違って誰もモチベーション管理してく

れませんですから。この先そんな気持ちになることはしょっちゅう来ます

よ。ネガティブモードを発動させずに、意図的に自分自身をだます。そのた

めにも外部に発信する。感情のキャパを大きくするには、いまのうちにでき

るだけ予行演習しておくことです」 

 

こうしてその場でにこやかに示してしまうなんて、さすがは百戦錬磨のコン

サルタントですね。港から外海に乗り出すヨットの例え話もとてもわかりやすか

ったのですが、正直に申し上げまして納得はできても自分でうまくできる気には

なれませんでした。そうなると自分で自分を勘違いさせる言葉を見つけるしかあ

りません。で、３日間かかってたどり着いた例え話が以下です。 

 

・突然おばけが見えるようになってしまったらどうするか。↓ 

・おばけを自分の都合のよい存在としてとらえる。↓ 
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・トトロを怖いおばけと思うかかわいいおばけと思うかの差はとてつもなく大き

い。 

 

いま思えば映画ゴーストバスターズのマシュマロマンには、深い意味があったの

ですね。今回の個別コンサルを総括して、私は胆識を身に着けるステージに進めた

んだと考えることにしました。これはまったくの余談ですけれども、独りで個別コ

ンサルの内容を振り返っている最中に、スラムダンクの安西先生の声が聞こえて

きました。 

 

「シュート２万本です」 

 

って。最近鮒谷さんは桜木花道の名言「左手はそえるだけ」を紹介されることが多

い気がしていましたが、こういう展開になることまでも計算ずくだったのでしょ

うか？？？  

（匿名希望 様） 
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コンサル時に、数名の方をご紹介いただき、実際お話する機会を得ました。

今の自分よりも困難な状況下から這い上がり、逓増の人生を歩み始めている

方の言葉は、臨場感があり、珠玉の言葉を多数いただきました。 

もくもく会の 15 分の個別コンサル時に鮒谷さんが 

 

「何者かになれる」 

「何者かになれると信じる」 

 

という言葉を使われ、その時、琴線に触れるような感覚を覚えました。 

 

セミナーが終わった後もこの言葉が脳裏にこびりついて離れずにいた時、ビジネス

書コンサルタントである土井英司さんの著書「人生の勝率の高め方」に書かれてい

た 

 

「ピンときたら GO、縁ができたら GO」 

 

という言葉をふと思い出し、思い切って、個別コンサルティングを申し込みまし

た。 

 

鮒谷さんからいただいたアドバイスとしては、 

 

▼医学部受験に 10 年以上を費やしてきたが、損切りできず、サンクコストの罠に

陥っているのではないか 

 

▼40 歳を過ぎていても、まだまだ誤差の範囲 

 

何者にでもなれるし、這い上がってきた人はいくらでもいる 

 

▼一番の原因は決断できていないこと 

 

何か始めるのであれば、片手間でやってはダメ 

両手両足をフルに使ってやらないとモノにならない 

 

▼沈思黙考してても始まらない。人に会おう。 
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コンサル時に、数名の方をご紹介いただき、実際お話する機会を得ました。

今の自分よりも困難な状況下から這い上がり、逓増の人生を歩み始めている

方の言葉は、臨場感があり、珠玉の言葉を多数いただきました。 

 

これからも数珠つなぎでどんどん人と話をし、様々な人生の在り方を見聞し、自分

の人生を生きていこうと考えるに至った次第です。 

 

どうもありがとうございました。 

 

（Ｙ．Ｎ 様） 
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本日は、自分の中の世界観が変わりセカンドステージへ一歩踏み出す記念

日となりました。  

セカンドステージ 鮒谷様 大塚様 

 

いつもお世話になりありがとうございます。Ｍです。 

本日は、貴重な時間を割いて頂き個別コンサルティングを初めて受講させて頂き

ありがとうございました。 

 

まず、zoom 開始直後から滝のように汗が流れだし終始止まることはありません

でした。 

これは、鮒谷先生の『形』及び、これまでの修羅場をくぐられて来られた、圧が

画面を通しても伝わり全てにおいての違いを、本能が感じとったんだと思いま

す。 

 

コンサルティングでは、これまで一人で考え行動してきましたので、普段家族や

職場・友人にも打ち明けられない話を聞いて頂いたので、心の中のモヤモ

ヤが払拭されました。そして、的確なアドバイスを与えて下さいました。

一番感じたことは、本当に自分自身のちっぽけな経験からの狭い視野でしか考え

れていない事を痛感しました。 

 

また、being 目標が間違っていることも教えてもらったことで、改めてもっと自

分自身と深いところで対話を重ねていきます。後で振り返ってみると、目標の頂

点が曖昧であった為鮒谷先生からの、問いに対して明確な回答ができなかったの

だと分かりました。 

 

しかし、現在取り組んでいる日々の行動に対しては合格をもらえたので、素直に

嬉しい気持ちになりました。やってきていることに、本当に大丈夫なのか？

と不安を抱きながらでしたので、これで迷いがなくなり前を向き進んでい

きます。これまでの自分の中で、今の自分が一番大好きでカッコいいで

す。 

 

今は、何者でもありませんが、粛々と微差を積み上げて変化・変容の道を進んで

いきます。 

本日は、自分の中の世界観が変わりセカンドステージへ一歩踏み出す記念

日となりました。ありがとうございました。 
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今後とも、宜しくお願い致します。  

 （Ｋ．Ｍ 様） 
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鮒谷さんのサラリーマン時代の実体験も踏まえての示唆もいただき、自分と

しても今度こそは気持ちをすっきりと整理できそうです。推奨図書も是非読

んでみたいと思います。  

鮒谷様、スタッフ様、 

 

先日は個別コンサル、お世話になり、ありがとうございました。 

 

今回は主に、現在進行形で目の前で起きているストレスフルな現実と、目標達成に

向けての行動、両者の整合をどのようにとっていくか、というテーマで相談に乗っ

ていただきました。 

 

目標の世界に意識を飛ばしつつも、一方で生活のためには、日々、現実の世界の中

で淡々と現業をこなしていく必要があるわけですが、今回の私のように、現業で困

難な事態に見舞われるケースもあり、ややもすると脳内メモリが現業に対するネ

ガティブな感情に支配されてしまうことも時にはあるかと思います。 

 

解釈力を動員して消火活動を行ったつもりでも、自分にとっては比較的衝撃の大

きい事象であることから、消火したはずのものが、何かをきっかけにフラッシュバ

ックし再燃することがあり、前に進む上で支障になっていたことから、コンサルを

お願いした次第です。 

 

今回、心に刺さった鮒谷さんからのアドバイスは以下のとおりです。 

 

・目の前の小さな世界に生きるのではなく、目標に向けた時間軸の中での大きな物

語を編み、その中で現実に起きている事象を捉えること。 

 

・「畜生！」というネガティブな感情こそ、プラスのエネルギーに変換し、目標へ

の推進力として活用すべきで、これができればとても強い推進力になる。 

 

・経営者としての視点を持ち、現業を事業部門のひとつと捉える。現業の売上をな

んとか維持しつつ、新規事業の立ち上げにリソースを割いている状況をイメージ

する。 

 

・コミュニケーション上のトラブルは、ビジネスを進める上では常に起こりうるも

のであるから、対応力を向上させる訓練の機会と捉えて、できれば前向きに向き合
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う。 

 

鮒谷さんのサラリーマン時代の実体験も踏まえての示唆もいただき、自分と

しても今度こそは気持ちをすっきりと整理できそうです。推奨図書も是非読

んでみたいと思います。 

 

気持ちに整理をつけ、次回コンサルに向けて、行動を加速していきます。今

後ともよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。  

（金融機関勤務 Ｙ．Ｔ 様） 
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都度、私のレベルまで降りてきてアドバイス頂きありがとうございます。こ

れは鮒谷さんご自身が実践者であるがゆえ、可能となっていることだと思い

ます。  

今回のコンサルでは、自分自身の言葉のレベルが初期の頃よりもだいぶ向上した

実感がありました。ようやく私もここまで来れた、と思ったのですが、一方でまだ

ストーリーを編む力、という点ではまだまだだなと感じました。ただ、頂いたアド

バイスについては即日迷いながらも実行することができました。 

 

後で頂いた音声でのアドバイスで、具体的な話は次回にとおっしゃって頂きまし

たが、OS を書き換えられただけでも大きな意味があったと思います。 

 

しかしながら、私の能力や信念レベルの課題から、鮒谷さんと共通言語を持つまで

に実に 2 年以上を要してしまいました。 

 

都度、私のレベルまで降りてきてアドバイス頂きありがとうございます。こ

れは鮒谷さんご自身が実践者であるがゆえ、可能となっていることだと思い

ます。 

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします  

（Ｙ．Ｏ 様） 
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私自身も「基準点」を書き換える必要に迫られましたので、これから哲学や

仮説について根本から再構築の上、毎日覇気を持って気分良く過ごせるよ

う、準備してまいります。  

鮒谷様、 

このたびの個人カウンセリング、どうもありがとうございました。 

数年ぶりにお会いできて、近況をご報告できましたこと、大変うれしく思います。 

また、わざわざ九州と沖縄のお土産も頂戴し、お気遣いに重ねて感謝申し上げま

す。 

 

音源版の年間プログラムでお世話になりますが、やはり久しぶりに生でお話しを

お伺いすると、インパクトの面で音源版より心に刺さりやすく、繰り返し聞くこと

ができる音源版のメリットと比較しても、初めて年間プログラムを受けられる方

は会場版の方が良いのではないかと感じました。 

 

さて、今回の最も多きな学びとしては、振り切れた目標を持ってもらうために、 

「今までそういった目標について考えたことがない人（部下）」に対して、細い糸

から手繰り寄せる方法や、遠くへの意識の飛ばし方を人生 120 年時代といった事

例を通じて様々なヒントを頂戴したことです。早速、今日からの仕事に活かしてま

いります。 

 

また、「浄化された」社会の中で見えにくい部分に焦点を当てて、意図せず「弱者」

側に 

なってしまった際のリスク（恐怖）といった視線から目標設定してもらうことも有

効で 

あることも確認できました。 

 

もちろん、私自身も「基準点」を書き換える必要に迫られましたので、これ

から哲学や仮説について根本から再構築の上、毎日覇気を持って気分良く過

ごせるよう、準備してまいります。 

 

また税務のお話ではそこまでやるのかと改めて驚かされましたし、高井先生をは

じめとする人生の諸先輩方についての考察についても、外にはまず出せない

であろう話も交えて率直なご意見を頂き、大変参考になりました。 

（私も今朝、本棚（Kindle）から「百歳人生を生きるヒント」「最強の人生時間術」

を引っ張り出して再度確認しました）これにヒントを得て、次にビジネスにするな

ら、「●●」がキーワードになると確信しましたので、新ビジネスの一つ柱として
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取り入れたいと思います。 

 

とりとめのない感想になってしまいましたが、寒さ厳しくなる折、鮒谷様におかれ

ましてもお体ご自愛の上、益々のご活躍をお祈りしております。 

この度はどうもありがとうございました。  

（大手石油会社 マーケティング部門 Ｋ．Ｕ 様） 
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学びを開始した当事、分かっていなかったことがようやく理解できるように

なり、鮒谷さんがおっしゃる内的変化の端緒をやっと感じられるようになっ

たかな、と思います。  

大塚様 

 

こんにちは。この度は鮒谷さんの個別コンサルでお忙しいなか、ご無理申し上げて

ご調整頂き心から感謝申し上げます。以下に感想を記載致します。 

 

私が鮒谷さんの音源やセミナーなどで学びを開始したのは 3 年ほど前になると思

います。個別コンサルは調度 1 年 10 ヶ月ほど前に開始して頂きました。学びを

開始した当事、分かっていなかったことがようやく理解できるようになり、

鮒谷さんがおっしゃる内的変化の端緒をやっと感じられるようになったか

な、と思います。 

 

この段階で行動に移らないと「知る悲しみ」を感じてしまいそうなので、頂いたス

ケジュール感で少しずつでも具体的な行動をとっていけるよう頑張ります。 

 

振り返ると、当初コンサルを開始した時点では「箸にも棒にも掛からない」状態だ

ったと思いますが、鮒谷さんは当時も「本当は自尊心が高いはず」「OS を書き換

える必要がある」「私独自のアービトラージがある」と励まして下さり、今回も「戦

闘能力は私自身が考えているよりあるはず」とおっしゃって下さったのが非常に

有り難かったです。私は管理職経験はありませんが、鮒谷さんに個別コンサ

ルをして頂くことで優れたコンサル優れた上司と相対したお客様や部下が

どう感じるか、経験させて頂いていると思います。 

 

こういった経験は時間を要するものですし、たまたま出会えるといった確率

にも左右されるものだと思いますが、お金をお支払いして私自身が経験させ

て頂いたことで、自分自身がお客様に成果を渡す際の在り方がより良いもの

となっているのではないかと思います。 

曰く言いがたしなのですが、この個別コンサルを通じて私自身の課題解決に繋

がっているだけでなく、私の周りの人への成果のお渡し方のレベルが上がる

という、ミラー効果の様な効用があるのでは、ということです。 

 

ですので、今回鮒谷さんから「私自身がミダス王営業ないし北斗の拳営業を成功体

験として経験した」というメッセージを頂いた際は本当にうれしく感じました。な

ぜなら、過去の自分はそういった営業スタイルが腹落ちできておらず、その点にお

いて自分の成長を感じたからです。個別コンサル後、これまで拝聴した音源を再度
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聞き直しています。私は個別コンサルと音源は互いに補完し合うものと感じ

ています。 

 

お忙しいなか、スケジュールにおいてもご無理を申し上げてしまいました。それに

も関わらずご快諾頂きありがとうございました。このようなご縁を頂き心より感

謝申し上げます。  

（Ｙ．Ｏ 様） 
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昨日までずっと、四方を濃霧に覆われ、全く方向感の見えない閉塞状態の中

を彷徨っているような状態でしたが、コンサルティングが終わる頃には霧も

晴れ一筋の強い光明が差してきた感覚になり、感動を覚えました。そして、

自分の中にも新しい何かが芽吹いたと感じます。明日からの仕事も、以前と

は全く違った見方、違った考え方で、前向きに取り組むことができそうです。  

桜が咲き、新しい命が芽吹くこの季節に、個別コンサルという形で鮒谷さんとお会

いできて大変嬉しく思います。 

 

一対一の対話を通して、これまであまりにも主観に囚われた狭い世界の中で

思索を重ねていたと、あらためて気付かされました。自分の置かれている状

況を、より客観的な視点から分析することは、長い間閉じられた世界・閉じ

られた業界の中で生きてきた自分の場合は特に、一人では大変に困難だった

と思います。 

 

鮒谷さんと対話することで、これまで自分では見えていなかった可能性が、

実は自分が立っているフィールドに埋まっているかもしれず、既存の資源を

深掘りすることで道が開けるのではないかと気付かされ、ハッとなりまし

た。今回のコンサルティングがなければ、この事に気付くことなく、独善的

な判断の下で、全く新しい世界、新しい資源を求めて、時間と労力を非効率

に投資していたかもしれないと思うと、私にとっては本当に貴重な機会であ

ったと思います。昨日までずっと、四方を濃霧に覆われ、全く方向感の見え

ない閉塞状態の中を彷徨っているような状態でしたが、コンサルティングが

終わる頃には霧も晴れ一筋の強い光明が差してきた感覚になり、感動を覚え

ました。そして、自分の中にも新しい何かが芽吹いたと感じます。明日から

の仕事も、以前とは全く違った見方、違った考え方で、前向きに取り組むこ

とができそうです。 

 

また、鮒谷さんの「半年後には見違えるほど変わっているはずです。」という自信

に満ちたお言葉にも、大いなる希望を頂戴しました。次回コンサルまでに、頂いた

課題に取り組み、目標のさらなる具体化・具現化に向けて、自分の中のパラダイム

シフトを加速させていきたいと思います。 

 

（金融機関勤務 Ｙ．Ｔ 様） 
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鮒谷さんは、葛藤を含めた内面の動きを敏感に察知しながら、その瞬間に相

応しい話題を意識し、時に無意識に選ばれているのだと思いました。だから

こそ、毎回のコンサルティングで、心が動くのだと思います。まさにプロフ

ェッショナリズムですね。  

今回、「引き受ける」という言葉に強く心が動きました。 

言葉にも旬があるのではないかと感じました。「引き受ける」という言葉を聞いた

時に、身体の中に何かが走ったように思います。ただ、前回のコンサルティングで

同じ言葉を聞いたとしても今回ほどのインパクトはなかったかもしれません。 

前回、プロジェクトの話、そしてある方をご紹介いただいたことが、「引き受ける」

という言葉に強く反応した背景にあるのではと感じました。鮒谷さんは、葛藤を

含めた内面の動きを敏感に察知しながら、その瞬間に相応しい話題を意識

し、時に無意識に選ばれているのだと思いました。だからこそ、毎回のコン

サルティングで、心が動くのだと思います。まさにプロフェッショナリズム

ですね。今回はそれが「引き受ける」という言葉でしたが、その言葉によって、

目の前に広がる世界が変わったように思います。何か足元が固まったように

も感じています。言葉によって見える世界は変わるものですね。本当にあり

がとうございました。着実に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。 

次回もよろしくお願いいたします。 

（心にとどめておく言葉） 

 

・「引き受ける」 

・幸福感を阻害する要因は２つある 

・「お金」と「やりがい」の両立 

・「泥舟＋泳げない人」か「小舟＋泳げる人」か 

・「満足」と「安心」 

・辺境の地に身を置くことで気づくことがある 

・どこに針を刺すかで、圧倒的な差が生まれる 

・コンテンツとコンテクスト 

・壮大なテーマがエネルギーの源 

・一緒の方向に向けって探求し続ける 

・関わった人にどんな価値を提供したいか 

・新たな言葉で、新たな世界（価値観）を創り出す  

（Ｓ．Ｋ 様） 
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行動の優先順位づけを以下の通り明確にできたことが、今回最もありがたか

ったことです。  

鮒谷様 

 

個別コンサル２回目＋追加サービスを受けての感想を、以下３つの項目に分けて

お伝えいたします。 

 

１．個別コンサル２回目 

２．○○○○について音源 

３．比喩についての追加説明 

 

１．個別コンサル２回目 

 

行動の優先順位づけを以下の通り明確にできたことが、今回最もありがたか

ったことです。 

 

①潜在顧客を増やせるか 

②コンサル経験を積めるか 

③農業現場を訪問できるか 

 

もうひとつは、内省が促されたことによって自分のメンタルブロックに気づ

き言語化できたことです。まずは、過去の成功体験が邪魔していることがはっき

りしました。私が新規事業で成功できたのは、勝つ前に勝ち続けることを考えてい

たからだという自負心を持っています。これがいまは安全サイドに振れ過ぎてい

ますね。臆病な気持ちになるのは変えようがないため、優先順位に基づいて機械的

に仕分け、行動するようにします。 

 

ご紹介いただいた「サラリーマン大作戦」を読んだことで、気づいていなかったメ

ンタルブロックも明らかになりました。驚くことに昔の自分は何も知らずに書か

れていることの多くをやっていたのです。悔しくてたまりませんけれども、いまの

自分が昔の自分と同じシチュエーションに置かれたとしても、前回と同じ結果を

出せるとはとても思えません。それだけ幸運に恵まれ続けたのです。 

 

色々と経験を積み重ねてきたはずなのに、若気の至りで突っ走っただけの自分に

並ぶイメージを持てない。これがメンタルブロックでした。見込み客、コンサルス

キル＆経験という私に欠けたピースを埋めるのはもちろんのこと、昔の自分が出

した結果を再現できる確信、超えられる自信を言語化できれば、起業は成功間違い
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なしだと感じました。 

 

２．○○○○についての音源 

 

○○○○については頂いた音源を聴く前に調べましたが、正直に申し上げまして、

ダメダメなエントリーシートを大量に読まされている時と同じ気分になりまし

た。これもあったのでしょう。オレオレでまくしたてるブラック鮒谷節にはやられ

ました。笑えてためになりスカッとして行動に移したくなる。スパイスの効かせ方

が絶妙ですね。私の大好きな味付けで、やみつきになりそうです。それにしてもコ

ンサル時に音源をサービスで提供するシステムには、たまげました。ざっと挙げて

もこれだけでてきますし、これぞプロの仕事だなぁと感心しましたし、この貪欲さ

を見習わなければと思いました。 

 

・個別コンサル時間、内容の濃密化 

・個別コンサルのフォローアップ 

・追加サービス無償提供による信頼醸成 

・費用発生なしでの保有資源の有効活用 

・音源購入への誘導 

・年間プログラムへの誘導 

・個別コンサル継続への誘導 

・クライアントの口コミ誘導 

 

私は個別コンサルと年間プログラムを同時に申し込みましたが、もし個別コ

ンサルだけにしていたとしても、このプレゼントされた音源を聴き終わった

途端に年間プログラムの申し込み手続きをしていたに違いありません。 

 

ボクを発せずオレオレばかりを連発する鮒谷さんのオレオレ談義は、私にはオレ

オレ詐欺のシステムに近いです。（笑）そうそう、オレオレ詐欺で思い出しました。

コンサル放談会でご紹介いただいた「○○○○」は、お恥ずかしながら読んでいて

気分が悪くなってしまい、１／４で中断したままになっております。 

 

３．比喩についての追加説明 

 

わざわざコメントを頂戴し恐縮してしまいました。クライアントがより学びを深

める機会を逃さずにストロークを打つ。すなわち提供価値を高められる機会は逃

さない。音声対応のメリットとともに、合点がいきました。「遠い比喩ほど強力」

には納得です。私が使ったのは確かに遠い比喩でした。だから魔法のように効いた

んですね。これから遠い比喩を意識して使ってみるようにします。 
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コンサル放談会では、 

 

「比喩から入ると聞き手はあらがえず、そういうものだという世界観になってし

まう」 

 

と教えていただきました。どうしてこのような現象が起きるのかと、私も仮説を考

えてみました。ひょっとしたら、小さな子どもにとっての日々の発見に近いのでは

ないでしょうか？小さな子どもとは、誰かに教えてもらうという行為と自分の理

解の因果関係を理解できていない子どもという意味です。ある現象を一切のフィ

ルターを通さずに全身で受け入れて、自分で意味づけできてしまったことが、この

ような子どもにとっての日々の発見なのだと思います。比喩は、何重にもフィルタ

をかけた思考回路をもつ大人を一瞬だけ素直な子どもに戻す命令語なのではない

でしょうか？子どもの時の日々の発見の嬉しさが意識のどこかに残っていて、比

喩にあらがえなくなるのかもしれません。遠い比喩ほど強力である点については、

遠ければ遠いほど多くのフィルタを無効化できることで説明がつくような気がし

ました。  

（匿名 様） 

 

  



 - 58 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

 

鮒谷さんのフォローアップ音声の中で、2018 年は私にとって大きな転換

を迎えた年であると仰って下さいました。心から本当にそうだと確信してい

ます。目標に向けて更なる高みを目指し続ける 2019 年にしていきたいと

思います。  

先日は大阪での個別コンサル、有難うございました！ 

 

薦めて下さった本『●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●』を

読了しました。章を進める毎に、新しい気づきが生まれ、興奮冷め止まぬ状態が毎

日続いています。利益の本質を知り、追求していくことで、今後の起業に向けて大

きな自信を得ることができました。 

 

良書を紹介頂き、本当に有難うございます！一生ものの本となりました。何

回も繰り返し読み、身体知化レベルに落とし込もうと思います。 

 

コンサル後、2 章ほど読み進めた後に、星のや軽井沢に宿泊しました。一体どのよ

うに利益を生んでいるのか、そんな視点を持って観察すると、気づきの総量が今ま

で以上に多く、頭がスパークするほどでした。お客の持つお金を上手に引き出す工

夫が至る所になされ、私も術中にハマっていることを自覚しつつ、夕食のステーキ

丼（5200 円）、夜のバーで飲んだ水（800 円）朝食の御膳（4200 円）をチェ

ックアウト時に追加料金として払いました。 

 

そして、星のや軽井沢が演出する非日常の世界を出て 1 時間後、軽井沢の地元ス

ーパーに赴き、420 円の弁当と 80 円の水の入ったペットボトルを購入しました。

その 2 つをテーブルに並べ、星のやで食べた朝食とバーで飲んだ水の価格を思い

出しながら 

 

「一体何故こんな価格差が起きるんや！！」 

 

と頭を抱えて寒空の下でしばらくうな垂れていました。そんな経験をした後、『●

●●●●●●●』を丁寧に読み込みつつ、実生活においては、日常に見られる商品

を観察して利益の構造を推察したり、実店舗に赴いて、集客の仕方、ターゲットに

している顧客、商品の種類、価格帯、ビジネスモデルなど考察したりして全てが学

びとなっています。 

 

鮒谷さんのフォローアップ音声の中で、2018 年は私にとって大きな転換

を迎えた年であると仰って下さいました。心から本当にそうだと確信してい
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ます。目標に向けて更なる高みを目指し続ける 2019 年にしていきたいと

思います。 

 

来年 1 月実施のコンサルを楽しみにしています。どうぞ良いお年を！  

（Ｙ．Ｔ 様） 
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節目節目でいつも適切な助言を頂き、軌道修正をしてこれたことが今につな

がっています。  

今回も大変実りの多い 2 時間を過ごせました。まず、私のこれまでの行動とこ

れからのビジョンに関して、認めてくださったのがとても勇気づけられ、「間

違ってなかった」という自信になりました。 

 

今後のビジネス展開については、やはり「選択と集中」が極めて重要であること、

改めて感じました。BtoB と BtoC では使うビジネス筋肉が全く違う、私の場合

は、あえて BtoB に行かず BtoC に集中した方が結果が出るだろうとのご意見、

これだけでも、今の段階でコンサルを受けておいて良かったと思っています。節

目節目でいつも適切な助言を頂き、軌道修正をしてこれたことが今につなが

っています。 

 

その上で、今考えているアイデアについては「ぜひやってみたらいいと思う」

と言って頂いたことで、自信を持って取り組んでいけます。また今回は、時

間がたっぷり取れるようになった時に陥る罠とその対処法という、まったく考え

てもいなかったことについても大変貴重なアドバイスを頂けました。 

 

感情をマネジメントするための生活システムの構築は徹底的に意識して行ってい

こうと思います。実際に PDCA を回しながらまた壁にぶち当たると思いますので

その際はまたよろしくお願いします。  

（Ａ．Ｙ 様） 
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具体的な事業アイデアも一緒にみっちりと練って頂きました。拙い質問にも

的確に答えてくださり大変ありがとうございました。  

鮒谷様、スタッフの皆様 

 

昨日は、個別コンサルティングを大変ありがとうございました。 

 

平成進化論メルマガに出会ったのは３年前です。ある方からご紹介頂き、貪るよう

にメルマガを読んでおりました。 

 

そんな中 

 

「いつか個別コンサルティングを受けさせて頂きたい。」 

 

と、勝手に考えておりました。そして最近ですが、社内で新規事業を提案するチャ

ンスを頂きました。3 ヶ月間現業を離れ、みっちり事業アイデアを考えるチャンス

です。私にとっては、このチャンスは大変大きなものです。このチャンスをものに

しなければ今まで通りのパッとしない人生が待っています。 

 

そこで、今回個別コンサルティングにて印象に残った言葉が以下になります。 

 

「起業家になりたいのなら人をたどって会いまくること。」 

「小林製薬の"あったらいいなを形にする"」 

「自分が客だったら、、、」 

「どんな悩みがあるんだろうかどう解決できるだろうか寝ても覚めても 24 時間

考えること」 

「儲かっている会社には儲かっている理由がある」 

 

また、具体的な事業アイデアも一緒にみっちりと練って頂きました。拙い質

問にも的確に答えてくださり大変ありがとうございました。 

 

次回も宜しくお願い申し上げます。  

（Ｗｅｂ広告インフラエンジニア Ｓ．Ｍ 様） 
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コンサルティングには、自身の課題を明確にしていくプロセスと、その課題

をどう解決していくかというプロセス、そして実行のプロセスがあると思い

ますが、そのどの点においても鮒谷さんの膨大な試行錯誤からの引き出しか

ら、その時点だけでなく、時間が経てば経つほど効いてくる内容を教授いた

だけると思います。  

鮒谷さん 

 

二回目のコンサルティングもありがとうございました。 

 

今回のお話では、これから自分の事業を進めていくうえで、より深いレベルでの在

り方をお教えいただきました。 以下、感想詳細お送りします。 

 

「気付かれたことや深く学ばれたこと」 

お客様にコンサルティングをする上での在り方、臨むスタンス 

 

・お客様の靴を履いて考える、 

お客様に入り込む、どっぷり同調させようとする姿勢、全力の傾聴・お客様のコン

テクストを理解すること、そこが何よりの出発点であり、それがあったうえでのコ

ンテンツ 

 

・Pacing & Leading、 

まず Pacing が重要。徹底的に寄り添うこと。それが何よりまず持つべきスタン

ス・人と向き合うときの考え方 

 

・一視同仁 

 

・どんなひとでも自分の知らないコンテクストを持っている、 

聞けば聞くほど自分の身になり、更なる価値提供に繋がっていく。まず聞くこと 

 

「特に印象に残ったこと」 

 

・一視同仁(前述)、 

誰が爆裂するかなんてわからない、人に対して謙虚であること 

 

・広大な中間地帯を味方につけること 

 

・早坂茂三氏の著書...さっそく購入しましたので読んでいます！ 
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・出会う方すべてに一票をいれていただくというスタンス 

 

▼歩いているだけで価値提供をしていく 

 

▼陰徳あれば陽徳あり 

 

▼辻説法 2 万回、お宅訪問 5 万回、 

▼馬鹿みたいに働く 

 

「今後活用できると思われたこと」 

 

上記のスタンス、何より出会うすべての方に一票入れてもらうべく常にあり方を

躾けていくいい人であること×すごい人、その両輪 

 

「決意されたこと」・「これから行動しようと思われたこと」 

 

・あり方を徹底的に躾けること 

 

・まずは早坂茂三氏の著書を読み、鮒谷さんの過去通った思考をたどる 

 

・特に、ここのところ人と会う機会が増えています。この機会に一票活動の実践を

重ねる 

 

・ノンカスタマーにカスタマーになっていただくための方法論を作りこんでいく

—知らないから興味を持っていただける、興味のないひとに興味を持たせる提示

の仕方 

 

「これまでに利用されたコンサルティングやセミナーとの違い」 

 

個人的に、勝手ながら、鮒谷さんのご経歴や過去から考えてきたこと、もがいてき

たことに、強くシンパシーを感じる部分が多く、鮒谷さんにお話しいただくことが

ダイレクトに自身の課題に直結することが多いです。また、抽象的な概念も深

く、また具体的な方法論も経験に裏打ちされており、すぐにでもインストー

ルできるものが多いです。 

 

「鮒谷の個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

 

コンサルティングには、自身の課題を明確にしていくプロセスと、その課題
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をどう解決していくかというプロセス、そして実行のプロセスがあると思い

ますが、そのどの点においても鮒谷さんの膨大な試行錯誤からの引き出しか

ら、その時点だけでなく、時間が経てば経つほど効いてくる内容を教授いた

だけると思います。 

 

以上、次回もどうぞよろしくお願いいたします。  

（Ｔ．Ｍ 様） 
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身の回りの出来事に対する五感の感度を高め、それぞれの感覚についてビジ

ネスにおけるその意味や価値を理解させ、どんな時でもひとりでぶれること

なく各人の言葉で表現できるようにする。おかげさまで明らかに感度が高ま

ってきている実感があります。  

鮒谷様 

 

今回は完全に儲けるスイッチが入りました。（身体のどこかで音がしました）

自分では気づきませんでしたが、まだどこかに縮小均衡でやりたいことをやれれ

ばよいのではという気持ちが残っていたようです。限られたピース数のレゴブロ

ックで自分が造りたいもの造れるのか。造っては壊しの作業をやりたいのか。本当

にやりたいことは、無数のレゴブロックで好きなもの好きなだけ造り続けるこ

と！自分の言葉にできたので、もう気持ちが後戻りすることはありません。子供の

頃におもちゃを買ってもらえなかった記憶が、こんなにも強いメンタルブロック

になっていたとは驚きました。 

 

また、個別コンサルを５回体験してみて、鮒谷さんのコンサルは官能検査のパネル

育成にとても近いと感じました。身の回りの出来事に対する五感の感度を高

め、それぞれの感覚についてビジネスにおけるその意味や価値を理解させ、

どんな時でもひとりでぶれることなく各人の言葉で表現できるようにする。

おかげさまで明らかに感度が高まってきている実感があります。マスターパ

ネルになれるまで、ご指導をお願い申し上げます。  

（匿名 様） 
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ぼく自身は年間プログラムを受けているので個別コンサルはいいかな、、と

思い、ここ 1 年くらいは受けていませんでした。ただ、受けてみると、こ

れはこれでよかったです。  

先日の個別コンサル、ありがとうございました。 

思いつくまま、今回、印象に残ったことを綴ってみることにします。 

 

これは、鮒谷さんのお声がけから実現した個別コンサルです。その時の、お

声がけがあまりにエレガントで、つい、個別コンサルを申し込んでしまいま

した。これは、自分の仕事でも活かさないと、、と思い、種明かしをしても

らいました。 

 

種の内容は、「○○○○○○○○○○○○。」、確かに、○○○○○○○○○○○○○

このままコンサルを受けずに時が流れたかもしれません。それと対をなす言葉と

しての「○○○○○○○○○○○○」、つまり、○○○○はせず、○○○○は与え

ない。 

だけども、返事がないときは、3 回程度は柔らかくも繰り返し追撃する。その背景

にある思想として、 

 

「相手の立場になって文面を考える」 

 

と、なにげない仕草の一つ一つに工夫が凝らされているのには驚きです。 

 

付け加えて、アップセルの大切さ、がま口が開いてくるときに、手を突っ込んでさ

らにお金をいただく、のがコツ、ということも教えていただきました。 

 

また、目標がぼやけてきた感もあったので、改めて目標の立て方について教えてい

ただきました。ここで特に印象に残ったのが、「ゼロベースで考えること」。どうし

ても、今の自分の制約を前提に置いて目標を考えてしまうので、それはなしにして

本当になにを考えることが大切だということです。 

 

また、会計のことのみならず、趣味的なことも仕事に織り込めると、より人生が豊

かになる。それと、最も大切なこととして、定性的な目標と定量的な目標の両方を

持つこと。定量的な目標がないと切迫感が生れないので、定量的な目標を持ち、合

わせてそれをいつ達成するか考える必要がある、ということです。目標をたてて

も、徐々に違和感が出てくることもあるので、問いを続けるというということも大

切であろう、ということです。さらには、リスク管理について。結局のところ、お

金があればリスクがかなりの程度軽減できる、という、当たり前だけどなかなか見
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過ごされてしまう真実に目を向けさせていただきました。 

 

上記の定量目標の中に、リスクが起こっても対処できるだけのストックを持つ、と

いうことを織り込むようにします。 

 

また、無敵、つまり敵を作らない、ということが大切なので、言葉遣いや態度も細

心の注意を払って人と接するようにしたいと思います。ぼく自身は年間プログ

ラムを受けているので個別コンサルはいいかな、、と思い、ここ 1 年くらい

は受けていませんでした。ただ、受けてみると、これはこれでよかったです。

なんとなく、年間プログラムと個別コンサルのビジネス上の構造がわかったよう

な気もするので、今度お会いした時にでも答え合わせをさせてください。以上よろ

しくお願いします。  

（Ｋ．Ｆ 様） 
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これからは年間プログラムと併用しながらアクセルをべた踏みでいきたい

所存です。  

鮒谷さま 

 

この度は昨年末のお忙しいところ急遽、個別コンサルティングをお願いしまして

どうもありがとうございました。 

 

昨年末に急遽お願いした経緯としましては、いつお願いするかと思った時に今年

早々でも良いかなと思っていました。大塚さまに１・２月の日程の候補をいただい

ていましたので先々で検討すればいいのかとも思ったのですが１２月の年間プロ

グラムの質疑の際に鮒谷さんから「それでは遅い」（内容は割愛します）というお

言葉をいただいたことを思いだし、このままでは気が緩んでしまう自分が見え

ましたので、即断即決即実行で年末にお願いいたしました。 

 

結果と致しましては年末に個別コンサルティングを受けまして非常によか

ったと思っております。まず現状の会社勤めの件ではまだ稼ぐ部分では重要で

はありますが今年、会社組織が大きく改変になるために仕事の重力が今まで以上

にかかってくることも予想できましたのでご相談させていただきまして、もや

もやとしていたものが一度に消えていきました！ 

 

あと年間プログラムでは毎月質問を上げさせていただいていますが突っ込んだ話

をあまりしていなかったので直接鮒谷さんとじっくりとお話ができましたこ

と非常にありがたい限りです。(ちなみに 12 月度の年間プログラムの音源は個

別コンサルティング後に確認させていただきました)方向性が見えたことでやる気

が起こりましたので個別コンサルティングの夜に鮒谷さんもご存知の通り皆さん

にフェイスブックにて宣言いたしました。 

 

また鮒谷さんからは鮒谷さん造語の「キチゲージ」と大量行動のお話 

 

・アファメーション 

・時間の使い方（細切れ） 

・一気にアクセルを踏んでいくお話等々... 

 

本当に貴重なお言葉をいただきました。今回の個別コンサルティングを受けまし

てしばらくは年間プログラム 1 本でやってみようと思っていました。 

 

個別コンサルティングは改めまして今年の中盤ぐらいにでもお願いしようと考え
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ていましたが...実は個別コンサルティングを受けた翌日、会社で上司との定期面談

がありましてその時に今年の会社の変革を改めて聞かされたわけですが私が想像

していた以上に変革のスピードが早まっていました。 

 

上司に言われましたのがこのまま行きますと転勤の可能性があるお話をいただき

ました。しかも関東圏以外でです。上司より転勤を望まないなら全国社員から地域

社員への変換をすべきともいわれております。私は転勤は望んでいませんのでタ

イミングを見計らって地域社員を選択を考えております。(現在弊社の規定で「全

国社員」という立場ですが「地域社員」を選択しますと給料の額面から 2 割カッ

トになります) 

 

しかし部署が無くなる可能性=どこの部署に行かされるかわからなく現場の第一

線に行かされる可能性も出てきましたので本当に「今」アクセルを踏み込んで走っ

ていかないと仕事に流されて音楽活動ができにくくなるのではないかと危機感を

持つようになりました。 

 

私は将来、年を重ねて高齢になっても行っていきたいのは歌を歌うことだ！

と心から思えるようになりましたのでこの「今」のタイミングでアクセルを

全開に踏んでいくことを心に誓った次第です。 

 

ただ鮒谷さんがヴォイスメッセージでおっしゃっていましたが一人で立ち向か

っていき続けることは非常に大変です。現在は少人数かもしれませんがおか

げさまで見守っていただく方々(仲間)に支えられています。さらに強力な負

荷をかけるために今回、個別コンサルティングをお願いした次第でございま

す。 

 

これからは年間プログラムと併用しながらアクセルをべた踏みでいきたい

所存です。 

鮒谷さんにはこれまで以上にお世話になります。 

何卒よろしくお願い申し上げます。  

（Ｋ．Ｙ 様） 
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今回は鮒谷さんの最後の問いに、きれいにノックアウトされました。  

鮒谷様 

 

今回は鮒谷さんの最後の問いに、きれいにノックアウトされました。 

 

「匿名さんが具体的に仕事としてやりたいことは、言葉でまとめてみるとどうな

りますかね？」 

 

その時の無様な私の姿はご覧になった通りで、立ち上がるどころか身体を動かす

ことすらできませんでした。コンパクトに説明できなかったのはもちろんのこと、

じつは遭難していた自分に気づいたからです。 

 

この経験をバネにして、３＋１の言葉を作りましたのでご報告いたします。まずは

肝心の事業の定義です。こちらはお別れした後、中央線の中でさくっとできまし

た。「食と農に関わるヒト・モノ・コトを物語にするビジネス」で仮置きします。

これは私が 40 歳の時に定めた「ものづくりを極めたければ物語づくりまで」を、

自分を躾ける言葉としてではなく、提供価値視点でリノベーションしたものです。 

 

いまはとてもしっくりきているので、しばらくこの言葉に判断を委ねることにし

ます。ふたつめ。起業までのプロセスは、 

 

「やりたい → 与えられる → カネになる」 

 

で確認することを習慣にします。 

振り返ってみますと、個別コンサルを受けはじめる時点では、「やりたい」は明確、

「与えられる」はスキルアップが必要、「カネになる」はまったくイメージできな

い、といった状況でした。 

 

コンサルセミナー以降「カネになる」を探し求めつつ、土地勘をつかんできたつも

りだったのですけれども、まさか遭難していたとは。何だか無性にくやしくって、

こういう状況の比喩をつくることに決めました。ところがこれがなかなか難しく、

言葉にできたのは昨晩でした。１日半かかりました。この間には夜道を歩きなが

ら、「ヒユかスベリヒユかは大違い」とか植物好きならではの親父ギャグにひとり

ウケするような始末で・・・あっ、これが＋１です。（笑） 

 

その時です。ふと月を見上げてみたら浮かびましたよ。滑らない比喩が。 
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「起業は星座づくりと同じ」 

 

時間、場所、方角、明るさが変われば、見える星は変わります。どんな場面でも、

自分が作った星座を瞬時に見つけて人に説明でき、自分も顧客も納得できる形の

星座を作ります。ポジティブに気になる星々を線で結んでは消しながら。  

（匿名 様） 
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大変有意義な時間となりました。  

鮒谷様、 

セカンドステージの皆様 

 

この度は個別コンサルティング 2 回目ありがとうございました。 

 

大変有意義な時間となりました。 

また、終了後の音声メッセージも頂き大変ありがとうございました。 

新規事業案についてのご相談をさせて頂きましたが、その中で 

 

「当事者意識をもつ」 

「リーダーシップをもつ」 

「言うべきことは言う」 

 

という非常に大切なことが欠如していることを認識しました。 

 

流され、流され、生きておりました。このままでは、大きな渦の流れの中でグルグ

ル回ったまま、やりたいことが成せないまま、歳をとってしまいそうでした。 

 

また 

 

「目上の人に主張してはいけないかも」 

 

というバグもありました。正当性があると思ったことはしっかり主張して、バグを

つぶして参ります。○○○業界のＲ様にも電話頂きそして、アプリメルマガという

案も頂きありがとうございました。「お客さんのニーズ」をしっかり深掘り、新規

事業案を考えて参ります。ブログの書き方も日記放談会の音声を元に改善します。 

 

次回個別コンサルティングも宜しくお願い申し上げます。  

（Ｓ．Ｍ 様） 
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「必要以上に影響を及ぼさない距離を保つ」こと、言い換えれば、「自分の

正解が相手の正解とは限らないという謙虚さを忘れない」ことも、コンサル

タントの力量のひとつだと腑に落とせました。  

鮒谷様 

 

今回の一番大きな気づきは、知らないうちに鮒谷さんへの依存心が高まりすぎて

いる自分を自覚できたことです。つまり無意識に、何でも正解をもらえて当たり前

だと思うようになっていました。 

 

なので鮒谷さんの 

 

「どっちが本当によいのかはわかりませんけれども、いまいち乗り気になれない

方を、どうやったらポジティブな物語に書き換えられるか。これをしっかりやって

ください」 

 

という回答には、当てが外れたような気持ちになりました。（あとで恥ずかしくな

りました・・・） 

 

行動に移す前段階には「感情」と「言葉」が必要ですが、「感情」⇒「言葉さがし」

⇒「行動」のパターンばかりではなく、「言葉づくり」⇒「感情」⇒「行動」もある

という意味だったのですね。自分で言葉を作れれば、「着手の早さ」と「取り組む

熱量」はどちらも自然に最大出力になって当たり前。ようやく鮒谷さんの真意がわ

かりました。 

 

と、こう書いていながら、どうしてもポジティブな物語に書き換えられなかったこ

とをご報告いたします。そのかわりに、もともと進みたかった方向をもっとポジテ

ィブにする物語を作りました。目の前にある１本の竹を、いま私は槍として使いた

いのか、杖として使いたいのか。答えは、槍です。槍は「不確実な挑戦」、杖は「確

実な準備」ですから。起業前だからこそ、槍一択。槍はあとで杖に加工できますけ

ど、杖は槍には作り変えられませんからね。（笑） 

 

交渉相手の立場になってみれば、挑戦する機会は常に欲しいはずですし。（もちろ

ん極小リスクであればという前提で）鮒谷さんからは「自分をコンサルティングす

る」という言葉もいただきましたけど、自分に比喩を使ってみたら迷いがなく

なりました。 

 

さいごに、「必要以上に影響を及ぼさない距離を保つ」こと、言い換えれば、
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「自分の正解が相手の正解とは限らないという謙虚さを忘れない」ことも、

コンサルタントの力量のひとつだと腑に落とせました。 

 

おかげで比喩をつかったポジティブな物語のほかに、「自省 ⇒ 内省 ⇒ 一気呵成」

という言葉まで作ることができました。  

（匿名 様） 
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個別コンサルティングを受けることで 

 

「お客さん中心で考える」 

「それほしい！と買わざるを得ない商品・サービスをつくる」 

「当事者意識をもつ」 

「社会に試されている」 

 

といったビジネスにおける基礎を学ばせて頂きました。  

大変有意義な個別コンサルティングを頂きありがとうございました。 

社内で新規事業起案プロジェクトのメンバー3 人のうちの 1 人に選ばれたものの 

 

「どうしたらいいんだ。。。」 

「はっきりしたアイデアがない。。。」 

 

と不安を抱えておりました。 

 

そんな中、個別コンサルティングを受けることで 

 

「お客さん中心で考える」 

「それほしい！と買わざるを得ない商品・サービスをつくる」 

「当事者意識をもつ」 

「社会に試されている」 

 

といったビジネスにおける基礎を学ばせて頂きました。 

 

ビジネスという入り口に足を踏み入れました。12 月 10 日（火）に発表がありま

すので「社会に試されていること」を忘れず、取り組んで参ります。 

今後とも宜しくお願い申し上げます。  

（Ｓ．Ｍ 様） 
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自ら口に出すのは気恥ずかしいですが、これこそ地力（起業力）がついてき

た証拠にちがいないとひとり納得しました。  

鮒谷様 

 

今回で６回目になりました個別コンサルの一番の感想は、これまでになく鮒谷さ

んが発する圧力を強く感じたこと、です。鮒谷さんの表情や話しぶりは同じなの

に、何かが違う。こう思いながらも、コンサル中には理由がわかりませんでした。 

 

答えがわかったのは、翌日の帰宅途上の電車の中。「そうか！ 作用反作用の法則

だ！」鮒谷さんが私への接し方を変えたのではなく、鮒谷さんに対する私の

接し方が変わっていたんですね。自ら口に出すのは気恥ずかしいですが、こ

れこそ地力（起業力）がついてきた証拠にちがいないとひとり納得しました。 

 

視点を変えてこう考えられるようになったのも、今回のコンサルのポイント

であった「予断を与える」「予断に気づく」について反芻していたからでし

ょう。 

 

・相手が見ているのは、自分ではなく相手の脳内にいるアバター 

・自分の実像に気づいてもらうのは極めて困難 

・どうせアバターの方を見ているのなら、よく見せた方が得 

・自分が相手の実像と思っている姿は、相手のアバター 

・相手の実像を見極めることはほぼ不可能 

 

・アバターを見ているのだから、その前提で振る舞う比喩のスゴさは、予断を与え

るだけでなく、予断に気づく力すら奪ってしまう威力があるからだったというわ

けですね。 

 

地力（起業力）がついてきたと思えたもう一つの理由は、３時間の鮒谷さん風放談

会に挑戦してみたせいもあります。初めて乗り込む会社で、社長、次期社長の常務、

元常務の相談役がテレビ会議で見守る中、放談会スタイルでしゃべり倒す。 

 

・「好き」、「強み」、「提供価値」の３条件を満たしており、専門家としていくらで

も話し続けられる分野であれば、放談会は難しくはない。 

 

・ただし聞き手の認知能力を奪うためにも、最低でも３時間は必要。鮒谷さんがど

こかで話されていたこの２つの条件を満たせる機会を作ってやってみました。結

果はといえば、体操教室で初めての挑戦にもかかわらずバク転に成功してしまっ
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てキョトンとしている子供状態でした。あまりにも簡単にできてしまって、逆に不

安になったぐらい。 

 

頂戴したご感想文を鮒谷さんに分析していただき、思いがけず軽い感じで「免許皆

伝です」と言われてしまい、さらなるアドバイスを期待してた私は拍子抜けしてし

まいました。もちろん、前回の個別コンサルでいただいたワンポイントアドバイス

２つがなければこうまでうまくはいかなかったでしょう。急に偉そうに語るわけ

ではありませんけれども、次のようなことが頭に浮かびました。 

 

・〇〇風と〇〇流の差は大きい。 

 

・鮒谷さんの音源を聴き込んで完コピできるようになったとしても、同じだけの価

値提供はできない。 

 

・話し方が生む価値よりも、豊富な実体験が生む価値の方がはるかに大きい 

 

・なのに話し方から身につけたくなる仮説検証の多さ、幅の広さ、探求の深さ。 

これこそ専門家の専門家たるゆえん。言いかえれば、代替不可能性。最初に砂糖の

飽和水溶液の例えを説明してくださったこともあって、ものすごく納得できまし

た。 

 

要するに、 

 

・仮説検証をどれだけ多く繰り返すかがすべて 

 

・成果が得られない原因は、仮説検証が足りない 

 

・ひとつひとつの経験に意味があるかはわからなくても、後々必ずつながって形に

なるというように私は解釈しました。振り返ってみれば、確かに私は人前で話す技

量を高めようと実戦を繰り返してきてはいました。一方で、鮒谷流放談会の域に届

くとはとても思えませんでした。でも、できてしまった＝飽和してしまった。放談

会がバク転なら、起業はバク中でしょうか？（笑）バク中も初挑戦であっさり成功

させたいものです。 

 

・放談会に関しては、あとは専門領域を広げればいいだけ。 

 

・起業力については、もっと仮説検証を繰り返せばいいだけ。 

 

・マネタイズについては、買ってくれる人を見つければいいだけ。もう安心して急
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ぐだけですね。 

 

PS 

 

2 月の年間プログラムで放談会に挑戦したことについて触れられなかったのは、

ご感想文もまだ数通しかいただけていなかったですし、そもそも自分自身でどう

振り返ればよいかわからなかったせいです。（苦笑）  

（匿名 様） 
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あの時、意を決して自己投資をして鮒谷さんに会いに行ったことが、少し

ずつですが着実に僕の人生を前に進めています。  

個別コンサル頂き、誠にありがとうございました。 

 

音源を聞いて自己変革を起こしつつあったので、こうなりたいと思わせてく

れていましたし、どのような方なのかと想像を膨らませていましたので、お

会いできて大変嬉しく思います。 

 

お会いして、僕も鮒谷さんみたいに鬼速のＰＤＣＡを回して、猛烈なスピー

ドで成長できるようになりたい！と思わせてくれました。また、お会いして

から分かれ、ご感想を頂くまで、一つ一つの仕草や言葉遣いが洗練されて意

味を持ち、ぎっしりと英知が籠ったものだと感じられました。 

 

その結果、多くの気づきがあり、そしてその場だけでなく、思い返した時に

あの時の言葉が思いもよらなかった気づきとなり、その後の実生活の中でふ

と記憶が蘇り、「ああこういうことだったのか」と発見されます。 

 

言葉の一つ一つがずっしりとお腹に重石となって、つい怠けてしまう日々の

生活から我に返す役割をしています。あの時、意を決して自己投資をして鮒

谷さんに会いに行ったことが、少しずつですが着実に僕の人生を前に進めて

います。 

 

「焦って焦らず、焦らず焦り、自分を信頼しつつ、信頼しきらない」 

 

で一歩一歩前に進んで行こうと思います。 

 

得てして、日常の生活に埋もれ元に戻そうとする過去の引力が強く作用する

ことも多々あります。そんなとき、鮒谷さんに言われた言葉が後から後から

自分の中から湧いてきて、僕を引き上げてくれています。 

 

本当にありがとうございました。  

（風間 明 様） 
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私にとっての個別コンサルの最大の価値は「自分も変われる」という実感

を得ることができたことです。この実感があることで、将来に対する期待感

が圧倒的に高まりました。  

鮒谷さん 

 

本日はありがとうございました。 

 

４月の初回コンサル時とくらべてみると、日常が一変しました。自分の将来

のための活動の時間が圧倒的に増え、現状では週の半分はそのために時間に

使うことができています。 

 

まだ新たな世界での足跡は残していませんが、確実にその世界に近づいている

感覚があります。私にとっての個別コンサルの最大の価値は「自分も変われ

る」という実感を得ることができたことです。この実感があることで、将来

に対する期待感が圧倒的に高まりました。 

 

この期待感が新たなチャレンジの後押ししてくれています。 

今後は特に以下の２点を意識し、チャレンジを続けていきます。 

 

・期限を決めること 

・成果を生み出す方程式を確立すること 

 

これからも引き続き、よろしくお願いいたします。 

 

（追伸）さらなる高みに向けて圧倒的に行動し続ける鮒谷さんの姿を目の当たり

にし、私も決意を新たにしました。  

 

（Ｋ 様） 
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まだ個別コンサルを受けて４日しか経過していませんが、見える世界がガ

ラッと変わりました。  

鮒谷さん 

 

先日はありがとうございました。 

 

個別コンサルをしていただいた日から日常がガラッと変わり、完全に「行動」

モードに切り替わりました。 

 

「行動」モードに切り替わった理由は、コンサルのなかで設定した短期目標

であることは間違いありません。その目標自体は極めて単純な目標ですが、

明らかにこれまで自分が見て見ぬふりをしていた目標であったことは間違

いなく、個別コンサルを受けなければ、後回しにしていたのではないかと思

います。 

 

最初の一歩は自分の力で踏み出すというのが本来の姿なのかもしれません

が、人の力を借りた方が無理なく一歩を踏み出すことができるではないかと

も感じています。まだ個別コンサルを受けて４日しか経過していませんが、

見える世界がガラッと変わりました。行動し始めると、霧が晴れていくかの

ように、目標がグッと自分に近づいて来たようにも感じています。 

 

もちろん、目標を達成できるという実感があるわけではありませんが、完全に目標

を目標として意識するようになったことは間違いありません。コンサルを受ける

前までは、自分なりに行動しているつもりでしたが、実際にはまだ「考えて

いるだけの状態」だったのだと気づきました。 

 

これから先、紆余曲折があると思いますが、起動ボタンが押されたことは間違

いなく、このまま勢いに任せて行動し続けたいと思います。 

 

ありがとうございました。 

 

（追伸） 

設定した目標は達成の見込みがたちました。ありがとうございました。  

 

（Ｓ．Ｋ 様） 
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短絡的な知識ではなく、今後の人生の指針とそれに向けての課題を教えて

いただけるので、絶対に支払った金額以上のものが得られると思います。  

こんにちは。鮒谷さま、先日はお忙しい中、本当にありがとうございました。 

一番感謝しているのは、一人で抱えていたモヤモヤした思いを、対話を通して

形にして下さりわかりやすくイメージ化していただけたことでした。 

私一人の、狭い業界の中での経験では絶対に思いつかないようなアイディア

を提示され、プロのコンサルタントとしての客観的な立場から、現状の課題

や進むべき方向性を教えていただいたことは、今後の人生を考えるうえで、

何物にも代えがたい貴重な経験ではないかなと思えました。 

 

今まで知らなかった、新しい世界を見ることができて、とても良かったと思

っています。 

 

以前鮒谷さまも引用しておられた『徒然草』（仁和寺にある法師）の最後の言葉 

 

「すこしのことにも、先達（せんだち）はあらまほしき事なり。」 

 

が蘇ってきました。自分なりに「我以外皆我師」の精神でいるつもりなのですが、

鮒谷さまの場合は、普段の私の生活環境では学べないことを、たくさん教え

てくださいました。 

もし、道案内もないまま自己流で突っ走っていたら、努力の方向性を誤ってしま

い、夢は永久に夢のままで終わってしまうことでしょう。 

 

決意したこと 

 

やっぱり夢（野望でもいいですが）は叶えていきたいですし、そのために、今まで

の経験では身についていなかった力が必要であるならば、努力していきたいなと

思っています。 

経験上、強制力がないとついつい怠けがちになってしまうことや、定期的な

コンサル（面談）の必要性については承知しておりますので、別途、個別コ

ンサルコースも申し込もうと思っています。 

 

今後活用できると思ったこと 

 

鮒谷さまの優しくかつ的確な話し方は、さすがだなと思いました。 

語彙力や比喩表現、対話から気付きを与えてくださる力は、仕事の上だけで

なく、家庭生活などにも必要なので、どんどん見習っていきたいです。 
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これから行動しようと思うこと 

 

ブログの書き方を少し変えてみて、もう少し、私なりにお役に立てるコンテンツを

考えて 

いこうと試行錯誤しています。また、普段通りの仕事をしていても、コンサルを受

けた後では「これは将来の仕事に役に立つな」と思えることがとても多く、がんば

ろう！と思えることも増えました。この雰囲気に慣れてしまって、三日坊主になら

ないようにしたいです！ 

 

鮒谷さまの個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ 

 

実は私は、最初から個別コンサルを受けるつもりはなくて、私の夢がビジネスに該

当するかどうか偶然目にしたメールに軽く問い合わせてみたのです。問い合わせ

だけだったら無料だなと思っていました。3 連休だし、会社も休みだろうから、返

事なんて連休明けに来たらいい方かな、とのんびり構えていたら鮒谷さまご本人

からメールをいただき大恐縮。いくつもの偶然が重なって、翌日午前には個人コン

サル。あまりにもとんとん拍子だったので、運命の力すら感じました（笑）。 

 

冒頭にも書いたように、前夜からとても緊張していたのですが、心配していた「上

から目線での指摘」も「圧迫面接」もなく、とても楽しくて貴重な時間が過ごせま

した。 

鮒谷さまは、相手の話をよく聞いて下さるので、どんな方の力にもなってく

ださると思います。短絡的な知識ではなく、今後の人生の指針とそれに向け

ての課題を教えていただけるので、絶対に支払った金額以上のものが得られ

ると思います。 

 

「幸運の女神は前髪しかない」 

 

と言います。心に引っかかったということは、それがチャンスなのです。 

ぜひご自分で体験してみてください。 

 

長文かつ乱筆乱文失礼いたしました。  

 

（Ｓ．Ｋ 様） 

 

  



 - 84 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

 

コンサルを受ける中で、始めはうまく表現できなかったことが言葉にできる

ようになり（鮒谷さんのサポートによってですが）、目標を見直していても、

時々刻々の記を書いていても気づけなかったことがわかるようになり、心が

急に明るくなってきました。  

鮒谷さん、スタッフの皆様 

いつもありがとうございます。 

 

２０１６年１月以来のコンサルを受けましたが、前回同様、 

 

『いやぁ、安かった！』 

 

という思いに至りました。 

 

繰り返し音源を聞き、毎日のようにメルマガを読み、内的世界は大きく変わ

ったという実感があるにも関わらず、何か自分を制限しているものがあり、

思うように前に進んでいかない、というモヤモヤがあり、今回のコンサルを

お願いしました。 

 

コンサルを受ける中で、始めはうまく表現できなかったことが言葉にできる

ようになり（鮒谷さんのサポートによってですが）、目標を見直していても、

時々刻々の記を書いていても気づけなかったことがわかるようになり、心が

急に明るくなってきました。 

 

Being を重視するあまり、無意識の内に、Doing、Having を別のものと捉え、気

づけば、～しなければならない、～するべきだ、という概念に捕われ、苦しい修行

を続ければいつか何とかなるだろうという単純思考に落ち着き、楽をしようとし

ていたのではないか、と考えるようになりました。同じ字を使うにしても、「楽」

と「楽しい」は違うもので、これからは、ただ苦しいだけでなく、「苦楽しい」「狂

楽しい」状態に入っていけるよう、行動（PDCA）を見直していこうと思います。 

 

最後に、コンサル後の帰り道、とても清々しい気持ちになりました。 

早速、この気持ちを時々刻々の記を通して考えてみると、以下のような表現が浮か

んできました。 

 

「明日に希望を持って、期待に胸膨らませる心持ちでいられる喜び」 

 

限られた人生、このような思いでいられることが大切だなと改めて感じまし
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た。 

やる気の半減期は「１日」また来月のコンサルに向けて、まずは現実の世界から行

動していきます。 

 

次回もぜひ宜しくお願い致します！  

 

（Ｋ．Ｓ 様） 
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自分が何も知らず、何も見えていなかったことを具体的な事実や数字で思

い知らせていただき、コンサルを受けて本当によかったと思っています。  

本日は、お盆のど真ん中にも関わらず、コンサルをありがとうございました。今、

帰りの電車の中で、お話しいただいた膨大な内容を整理しようと格闘していると

ころです。 

 

今日いただいた課題の中では、自分の持っているものでどう美しい物語を作るか

が、一番重要で難しい作業なのだろうと思いました。これにすぐに取りかかり、常

に頭の中で回し続けなければ、きっといつの間にか、「いい話を聞いたけど...」とい

うことになってしまうのでしょう。自分を戒めながら、物語を考え続けることが習

慣になるように自分をしつけていきたいと思います。 

 

異業種の人たちにできるだけあって、冊子を配るという取り組みもしばらく間を

おくと、忘れてしまいそうです。冊子を作るためのメルマガの構成や執筆にすぐに

取りかかります。 

 

私の現在の状態から、取り組むべき方向をゆるやかに示し、「無尽蔵の可能

性」と励ましていただいたことも今日のコンサルの価値でした。自分が何も

知らず、何も見えていなかったことを具体的な事実や数字で思い知らせてい

ただき、コンサルを受けて本当によかったと思っています。 

 

私にとっては、コンサルは安く無い無い額ですが、これからの行動に次第で、

安い額になるのだろうという予感はしています。しばらく自分なりの格闘をし

た上で、またコンサルをお願いできればと考えています。 

 

本日は、本当にありがとうございました。  

 

（Ａ．Ｏ 様） 
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将来起業をしようと考える場合、経営者の助言をいただくことは必要だな

と、何度も痛感させられます。私の考えもつかない視点からアドバイスをい

ただき、今回も参考になる点が多々ありました。  

鮒谷さま、本日もお世話になりました。 

 

あっという間の 5 回コンサル（＆個別コンサル）で、今までに経験したことの

ない、密度の濃い時間を過ごさせていただきました。 

 

この半年間、ずっと「私のやりたいことは何だろう？」と考え続け、キャリ

アやお金、家族との関係など、今まで以上に、未来のことについて向き合う

ことができました。 

 

今までも時たまこういう問題について、考えたことはあったのですが、適切な助言

者がおらず（夫も同業者なので）、鮒谷さまに相談していなかったら、きっと独

りよがりの考えに終始していたことでしょう。 

 

特に将来起業をしようと考える場合、経営者の助言をいただくことは必要だなと、

何度も痛感させられます。私の考えもつかない視点からアドバイスをいただき、今

回も参考になる点が多々ありました。 

 

起業する前にお話を伺っていて、本当に良かったです。このまま突っ走っていた

ら、どうなっていたことやら。色々考えるにつけても、思い切ってコンサル

を申し込んで本当に良かったと思いました。 

 

毎回、2 時間のコンサル枠があっという間でした。 

大学進学を控えた三者面談でも、1 枠 30 分程度ですが、鮒谷さまは本当に

親身になって話を聞いてくださり、多方面から温かいアドバイスをしていた

だきました。 

 

普段の生活で、2 時間じっくりと、将来のことについて相談に乗ってくれる

人が、果たしてどれだけいるでしょう？そういう人に巡り会えて、とても良

かったと思います。 

 

頼れる第三者（先達）の存在は、ありがたいものですね。 

固定観念や、しみついていた偏見、思い込みといったものを、見事に打ち破

って下さいました。 
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これからはご教示いただいた点の数値目標を意識しながら、精進していこうと決

意しました。色々な人にアプローチをして、少しでも目標に近づけるよう行動して

いきます。 

 

この半年間、本当にありがとうございました。 

今後とも、よろしくお願いいたします。  

 

（Ｋ．Ｓ 様） 
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個別コンサルを重ねて受けさせていただくことで、自分のパラダイムの変

換がなされたと実感しました。  

個別コンサルいただき誠にありがとうございました。 

 

人とは違うことをしているという自覚はあれど、まだまだ広大な中間地帯にいる

自分に気づきました。 

 

これまでは自分の中に「自分は変われない」という頑固なメンタルブロック

がありました。それが個別コンサルを何度か受けているうちに、だんだんと

ブロックが無くなっていきました。実際、今回の個別コンサルは感じ方がい

つもと違いました。これまではまるでフィクションの世界の話を聞いている

ようでしたが、今回は自分事として感じられるようになりました。個別コン

サルを重ねて受けさせていただくことで、自分のパラダイムの変換がなされ

たと実感しました。 

 

行動が伴わないままに学ぶと学びが「腐る」という言葉、非常に心に刺さりました。 

私はこれまで、全然行動できてなかったです。自己投資という名目でこれまで自分

にとって少なくないお金をかけてきましたが、行動せずインプットしただけだと、

それは投資でなく浪費になってしまう。この事実に気付きました。 

 

まず圧倒的な目標を立てることからですね。 

 

「すべての人が専門知識にアクセスできる未来を創る」 

「すべての人が心を解放して自分の可能性を拡張できる未来を創る」 

 

という目標のもとで邁進します。 

 

ドラッカーの 5 つの質問に自分なりの回答を出し、コンサル内で最初の一歩とし

て設定した目標を一ヶ月以内に達成します。 

 

その他、たくさんの「！」が自分の中で立ち上がりました。 

年収のお話もびっくりしました。比較する対象によって、こうも基準が違う

のかと驚愕しました。 

 

おかげさまで、日々関わらせていただく人や入ってくる情報の質の次元がこ

れまでと異なってきたと感じています。 

これからは行動ファーストでやっていきます。 
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またよろしくお願いいたします！  

 

（紺野 明梨紗 様） 
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今回の大きな学びは鮒谷さんがおっしゃっている、3 段階の目標のイメー

ジが腹落ちし、鮒谷さんのアドバイスによってより高い Being 目標が立て

られたことです。  

今回の大きな学びは鮒谷さんがおっしゃっている、3 段階の目標のイメー

ジが腹落ちし、鮒谷さんのアドバイスによってより高い Being 目標が立て

られたことです。 

新しい職場での仕事は 120 点と申し上げましたが、イライラ、モヤモヤすること

が全くないという訳ではありません。しかし、高い目標を持つことで、これらも目

標に近づくための有り難い修行に変えることができそうです。 

 

まだ、コンサルの際に鮒谷さんが目の前で示して下さったようなエレガントな形

にはなっていませんが、昨日立てた目標を下記にコミットします。 

 

Being 

企業の持続可能性を創造する情報発信をしています。 

制作会社の枠を超え、お客様と共に持続可能な企業創りに向けて伴走しています。 

投資家や研究者等との幅広いネットワークを持ち、最新の潮流をお客様の情報発

信に反映しています。 

お客様に伴走することで実現可能なロードマップを作成し、お客様の情報発信の

質の継続的なレベルアップに貢献しています。 

お客様の社内が活性化し、本質的な議論の展開に貢献するパッケージを複数提示

しています。 

お客様のニーズを敏感に汲み取り、ニーズを満たす新たな商品を創っています。 

お客様との対話によって課題をパターン化できる幅広い実績を持ち、最短速度で

ベストプラクティスを提示しています。 

企業経営に統合的な思考を取り込んでいない企業や経営者に対して自らの実績や

ノウハウに基づいた気づきを与える動きをしています。 

「持続可能な企業の成長のための経営に取り込む統合思考」の分野の学を確立し、

自分の世界観をブログやセミナー、実業務で発信して必要な人に情報を届けてい

ます。 

これらの情報を必要とする人のプラットフォームを創っています。 

私はこれらの活動を通じて、日本経済を活性化し、よりよい未来をこれからの世代

に引き継ぐ実感と喜びを感じています。 

 

Doing 

ブログで「持続可能な企業の成長のための経営に取り込む統合思考」をテーマにし

た記事の発信をしています。 
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企業の様々な層に向けてセミナーを行なっています。 

お客様の数は毎年倍増しています。 

企業活性化プログラム(仮 w)のファシリテータ実績 10 年で 300 社 

新たな商品開発実績 

→SDG s ゲーム体験 

→統合思考コンサル 

→有識者との対話セッティング 

→経営層向けセミナー 

→中堅層向けセミナー 

→新入社員向けセミナー 

→(会社の枠組みを外れた取り組み)学生向けセミナー 

→ウェビナー(ウェブでのセミナー) 

一般社団法人(？)持続可能な社会を創る統合思考研究会(仮)設立 

毎年学会に 3 回以上参加 

毎年論文提出 3 回以上 

 

Having 目標は自分だけに留めておきます。 

 

上記のように考えました。 

昨日の 2 時間で、Being →Doing がかなり明確になり、本当に感謝してい

ます。 

 

私独りで何ヵ月も解が出なかったものが、2 時間で納得できる形に落としこ

めたのは鮒谷さんのコンサルだからこそ、だと思います。 

上記の目標をかかげ、次回のコンサル時に成果をご報告しますので、目標のチュー

ニングをして頂けたら幸いです。 

 

最後に、コンサルを迷われている方へ、 

音源には何度も聞くことでより良い言葉を脳にインストールし、その言葉で

思考できるようになる利点がありますが、思考のレベルは自分の創造力(想

像力)の範囲を超えられないので、そこにボトルネックを感じられている方

は是非受けられたら良いと思います。 

 

では、鮒谷さん、皆さま引き続きどうぞよろしくお願いいたします。  

 

（Ｙ．Ｏ 様） 
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自分に対する自信や希望は、間違いなく、新たなことにチャレンジする原

動力になると感じています。こうした感覚は、間違いなく一人では味わうこ

とはできなかったと思います。  

鮒谷 様 

 

第二回目のコンサルありがとうございました。 

 

過去を振り返ったとき、 

 

「あっという間だった」 

 

という言葉で表現することが多いと思いますが、 

 

前回のコンサル以降の１ヶ月間は、「１ヶ月とは思えないほど」日常に多く

の変化がありました。 

 

そうした一ヶ月を過ごすことができたのも、前回のコンサルのなかで設定い

ただいた、たった一つの具体的な行動目標にあったと思います。 

 

そして、今回の個別コンサルで気づいたことは過去の自分と今の自分を比較し

て、その変化を実感できるということは、何よりも自分の自信につながり、

その自信が未来に対する希望を生むということです。 

 

「過去の自分を超え続ける」 

 

という感覚ほど力を与えてくれるものはないと思います。 

 

自分に対する自信や希望は、間違いなく、新たなことにチャレンジする原動

力になると感じています。こうした感覚は、間違いなく一人では味わうこと

はできなかったと思います。 

 

やはり、 

 

 「次回の個別コンサルまでに」 

 

というプレッシャーがあったからこそだと思います。 
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適切な表現ではないかも知れませんが、 

 

 「良質な１ヶ月」 

 

という贈り物をいただいたという感覚です。 

 

まだまだ何を生み出すことはできていませんが、この１ヶ月の目標を達成した

ことが、自分自身を勘違いさせたことは間違いありません。 

 

次回のコンサルまでの「１ヶ月目標」を達成すべく、行動し続けたいと思います。 

 

次回もよろしくお願いいたします。  

 

 （Ｓ．Ｋ 様） 
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一人でやって、悩みを解消し、到達したい世界に行けるのはいつになるの

だろうかと考えます。だったら到達したい世界に行っている人に直接聞いた

方が早いし、自分に何が足りないかも明確になると思います。  

鮒谷 様   

スタッフ 様 

 

このたびは、個別コンサルティングを受けさせていただきありがとうございまし

た。受けるまでに何度も躊躇し、気持ちの高ぶった時に勢いに乗って申し込みをさ

せていただきました。直接会うまでは、 

 

「自分ごときが会って本当に良いのだろうか。」 

 

と不安と緊張でいっぱいでした。 

 

しかし、実際に会ってみると、非常に気さくで何者でもない自分にも親身に

対等な立場で話されているように感じました。そして 

 

「お金はかかったけど、会って良かったな」 

 

と思いました。何が良かったのかというと、今まで自分が抱えていた根本的な

悩みを話せたこと。聞いていただき、それを整理していただき 

 

「あなたに足りないものは、これじゃないですか。」 

 

と提示していただき、なおかつ具体的な課題をいただけたこと。 

 

会うまでは 

 

「何を話したらよいのだろう。」 

 

と悩んでいましたが、鮒谷さんの的確な質問に答えている内にするすると話が出

てきました。 

 

〔気づいたこと、深く学んだこと〕 

 

自分が良いと思っていた事柄には、実はもう一つの側面があると教えていただい

たこと。物事には、陰と陽、表と裏があり、それを認識し、バランスをとることが
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大事だということ。 

 

〔特に印象に残ったこと〕 

 

「投資的浪費」という考え方。 

 

〔決意したこと〕 

 

自分の欲望に素直に定量目標を書く。 

 

〔これから行動しようと思ったこと〕 

 

今までと違った世界を体験してみるということ。 

 

〔迷われている方へのメッセージ〕 

 

私も長いこと悩みを抱えて生きてきました。色々と本を読み、音源も聞きました。

そこでの気づきもありました。しかし、それを一人でやって、悩みを解消し、到

達したい世界に行けるのはいつになるのだろうかと考えます。だったら到達

したい世界に行っている人に直接聞いた方が早いし、自分に何が足りないか

も明確になると思います。 

 

私もまだ一回目で、この課題をやったからって何が変わるのか分かりませ

ん。しかし、鮒谷さんには見えているのだと思います。自分には分からない

けど、鮒谷さんにはその先が見えていると思って、信じて勇気を持って行う

ことだと思います。 

 

偉そうなことを言っていますが、私も個別コンサルを申し込む時、鮒谷さんと会う

までの時、課題に取り組んでいる時、手が震え、足が震え、緊張し、汗をかきなが

ら進めています。たとえるなら、（実際にはやったことはありませんが）バンジー

ジャンプをその都度行っているような感覚です。自分で勢いをつけて「えいやっ！」

とやるしかないと思います。そうはいっても、恐怖で足がすくんで動けなくなるか

もしれません。その時は、その時で、また相談に乗ってもらえば良いかなとも思っ

てます。 

 

しかし、確実に言えることは、会わなければ、今の行動は間違いなくとって

いないということです。失敗を恐れる気持ちを抱えながらも、やってみない

と分からないことが多々あると感じています。 
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長文失礼しました。 

 

このたびは、ありがとうございました。 

次回もまた、よろしくお願いします。  

 

（Ｙ．Ｍ 様） 
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今まで見る機会がほとんどなかった、「経営者の頭の中」をとてもリアル

に見たように思います。ある意味、とても衝撃的な出来事でした。  

今回もまた「？」や「！」の連続でした。 

 

今まで見る機会がほとんどなかった、「経営者の頭の中」をとてもリアルに

見たように思います。ある意味、とても衝撃的な出来事でした。 

あんなに楽しそうに、面白そうなアイディアが、ポンポン出てくるのをみると、（そ

の陰にはものすごい努力があったと知っていても）魔法か手品のようでした。 

 

私はまだ、今まで生きてきた世界の常識にとらわれてしまいがちですが、ゆくゆく

は、自由で斬新な（そして面白い）発想が、自分でも楽しみながら出せるようにな

りたいものだと思いました。 

 

「向こう側の世界」が、前回以上にはっきり見えてきたようにも思えます。 

あらかじめ質問していた「今すぐやること」も具体的にご教示いただくことができ

て、とてもやる気になれました。 

 

早速帰りの電車の中で、技術担当スタッフ（長男）に連絡を取り、作業を依頼した

ところ、今後の方針を巡り、予期せぬ大経営戦略会議が展開することに（笑）。で

もそのおかげで、ブログとメルマガの区別を明確にできたり、ほかのプッシュ系メ

ディアについても検討できたりなど、思わぬ副産物が手に入りました。 

 

ブログの書き方についても、更なる改善点を具体的に指摘していただき、難しいハ

ードルだけれど、頑張って挑戦してみようと思っています。コンサルを受けた後

は、頭が活性化するようで（特に移動中）、忘れないようメモを取りながら、

今後のブログや企画に生かしていきます。 

 

新年度の 4 月らしく、ブログ以外でも、色々なことに挑戦していくつもりです。

失敗を恐れずに、試行錯誤の繰り返しから学べることは多いのだと、今は心

から思えるのも、コンサルを受けたおかげかも知れません。 

 

本当にありがとうございました。 

次回もまたよろしくお願いいたします。  

 

（Ｋ．Ｓ 様） 
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本日気づかせてもらったことをもとに PDCA サイクルを回し，起業の準

備を進めたいと思います。  

本日は個別コンサルティングの機会をいただき，ありがとうございました。 

 

顧客が，どうしても私から買いたい，いや買わずにおれないと思わせるものがある

かどうか，と問われ，自分自身の価値提供についてもっともっと深掘りする余

地があることに気づかせてもらいました。 

 

また，人は一貫性に惹かれるとも教えていただき，自分のビジネスに対する思い，

信念，哲学をしっかりと確立し，それを是が非でも貫く覚悟が必要と痛感しまし

た。同時に，自分自身の哲学がまだまだ曖昧であることも思い知らされました。 

 

一方，現時点でも顧客獲得につながっているとすれば，その型を意識し，ボトルネ

ックを解消することで取りこぼしがなくなるともご指摘いただきました。今まで

行き当たりばったりで顧客獲得していたこと，そしてその型を意識することで成

約率が格段に上がるということも理解できました。 

 

あとは，本日気づかせてもらったことをもとに PDCA サイクルを回し，起

業の準備を進めたいと思います。  

 

（Ｙ．Ｏ 様） 
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今まで組織の中で安住し、ビジネスの世界とは無関係でしたが、少しずつ

思考を 

変えつつ、学び続ける姿勢を保ちたいです。  

今回もとてもお忙しいところ、本当にありがとうございました。 

事前に「今回は延長はございません」と連絡があったのに、話が盛り上がり、 

何気なく時計を見てびっくり！ 

 

コンサルが終わってからも、その後の鮒谷さまの予定が気になり、余計なことを 

ぺらぺら喋ってしまったからではないかと、とても申し訳なく思っています。 

鮒谷さまが「顧客愛」ゆえと仰ってくださったので、少し気が楽になりましたが。 

 

気が楽になったといえば、今回のコンサルが、まさにそうでした。 

ビジネスは、法律や社会規範に触れない程度に、もっと自由にやっていいのでし

た。この仕事をしていると、あまり創造力を発揮する機会がないようにも思えま

す。私は誰かと話したり、音楽を聴いているときなど、たまにアイディアを思いつ

くのですが、それを忘れないよう（実現するかはさておき）メモすることにしまし

た。 

 

幸いにもビジネスを開始するまで、まだ 5 年ほど時間がありそうですが、その時

間は小手先の技術ではない原理原則を学び、試してみる時間だと教えていただき

ました。どうせ学ぶのなら楽しく学び、少々の失敗にも負けないようにしたいで

す。 

 

「全くの素人がビジネスを勉強するため大学受験し、入学して学びつつ成長する」 

或いは「ありふれた生活を送っている主人公が、ふとしたはずみで冒険の旅に出て

故郷を少しずつ離れて知らない世界を探検し、お宝を探し求める」というような 

物語をコンサル後に思いついたので、その主人公になりきろうと思います。 

 

今まで組織の中で安住し、ビジネスの世界とは無関係でしたが、少しずつ思

考を変えつつ、学び続ける姿勢を保ちたいです。 

 

「相手の心に火をつける」鮒谷さまの力を、私も見習いたいなと思いました。  

 

（Ｋ．Ｓ 様） 
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Ｘデーから逆算し、いまの立場を最大限利用して、勝てるとしか思えない

一夜城づくりに励みます。  

鮒谷様 

 

個別コンサルの初回は、終始鮒谷さんに心を触診されているような、こそばゆい感

じがしました。 

 

ところが鮒谷さんとお別れした瞬間に、なぜか身が引き締まっていることに気

づいたのです。顔つきまで変わっていたかはわかりませんけれども・・・ 

 

ただ、すぐにはその理由を言葉にできなかったため、国会図書館に籠りながらも、

どこかもやもやした気持ちで一日を終えました。翌朝のことです。朝食をとりなが

らふっと言語化できて、ようやくすっきりしました。 

 

 「起業＝冒険」 

 

 「自分＝冒険家」 

 

「鮒谷さん＝冒険家兼冒険研究者」 

 

と同時に、これから自分がなすべきことが次から次へと具体的なイメージを

伴って頭に浮かんできたのです。 

  

次に、優れたプロの冒険家が必ずやっていることは何かと自問し、 

  

 ① 危機管理 

 ② 実地訓練 

 

の２つの凄さに集約されると気づきました。 

 

危機管理の手段は鮒谷さんのコンサルであり、鮒谷さんから提供される情報

やアドバイスでかなりの部分がカバーされるのでしょう。 

 

問題は実地訓練の方です。こればかりは自らひとりで身体を動かし、経験値を高め

ていくしかありません。また実地訓練の質を高めるには、あらゆるシーンを想定で

きる能力が必要です。 
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そのためにも、 

 

◇自分の日常生活すべての行動が、冒険のための訓練にならないかと強制発想す

る 

◇ジャンルを選ばず他の冒険者の経験からイメージトレーニングする。 

 

の２つをやり続けることに決めました。 

 

鮒谷さんにとって、日経新聞文化欄の「カバーストーリー」は、身近な名もなき冒

険者たちの経験談に次から次へと触れられる研究の場だったというわけですね。 

 

それにしてもボーイスカウトのモットー「そなえよつねに」が、40 年以上経って

今頃ストンと腑に落ちるとは思いませんでした。 

 

Ｘデーから逆算し、いまの立場を最大限利用して、勝てるとしか思えない一

夜城づくりに励みます。  

 

（匿名 様） 
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自分一人で考えていると、どうしても過去の成功体験からしか発想が湧い

てきませんが、もっと視野を広げて、子供相手の補習、高齢者の生きがい創

出、自主セミナー開催など、退職するまでに一度、試してみることが大切な

のだと気付きました。  

今回は私の相談事に加え、職場の悩みまで、ついつい話してしまい、お時間をとっ

てしまい申し訳ありませんでした。 

 

まず、これでいいのかな？と思っていた進路（年間 100 回以上講演のプロ講師）

について、別の角度からアドバイスしていただいてありがたかったです。 

自分一人で考えていると、どうしても過去の成功体験からしか発想が湧いて

きませんが、もっと視野を広げて、子供相手の補習、高齢者の生きがい創出、

自主セミナー開催など、退職するまでに一度、試してみることが大切なのだ

と気付きました。 

 

実際問題、すぐにこれらの機会があるかどうかわかりませんが（自分で作らないと

いけませんね）、本業と差しさわりのない範囲でやれたらいいなと思います。 

土曜日、日曜日の両日にわたって、長男が LINE で電話してきて、高額代金を支払

う価値はあったのか、これからどうするつもりなのかという点を中心に、説明（釈

明？）させられました。おかげでいい復習になりました（笑）。 

 

のんびり趣味の範囲で講演活動を行い、非常勤講師をやりながら効率的に資産運

用を頑張れば、生活には困らないかもというのが、長男がはじき出した未来予測で

す。それならローリスクローリターンで、お金も減らないし、私も苦労しないで済

むよとアドバイスしてくれました。でも私にはビジネスも面白そうで、自分の

可能性にも挑戦してみたいなと思い、敢えて厳しい茨の道を進んでみること

にしました。 

 

鮒谷さまに心配していただいたブログの技術的な問題は、長男が（不承不承）修正

してくれそうです。目標を書いたノートをもう一度よく見直して、自分が望む生活

をするためには、どれくらいお金が必要なのかも、具体的に考えてみたいなと思い

ます。 

 

どうもありがとうございました。  

 

（Ｓ 様） 
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コンサルティングの後、目標をあらためて考え直しました。その時に明確

になったのは、「自分の人生は自分で決める」ということです。  

先日の個別コンサルティングありがとうございました。 

 

今回のコンサルティングでは、「変わろうとする自分」と「その変化を拒否する自

分」がいることに気づきました。「変化を拒否する自分」は、今の仕事があること

を言い訳とし、行動を制限することを正当化していました。このモヤモヤ感が行動

のアクセルを踏む力を弱めていたのだと思います。このことにようやく気づくこ

とができました。 

 

コンサルティングの後、目標をあらためて考え直しました。 

その時に明確になったのは、 

 

「自分の人生は自分で決める」 

 

ということです。会社に人生を委ねるのが強烈にイヤになっていた自分にも

気づきました。この状態を突破するには、生活に変化をもたらす何かが必要であ

ると考えました。 

 

そこで思いついたのが、「お金をいただくイベントを開催する」ことでした。その

ことを思いついた瞬間、具体的なＴＯＤＯが浮かんできました。非常にスッキリ

しました。 

 

まずはこのＴＯＤＯを行うことから始めたいと思います。  

 

（Ｋ 様） 
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色々とおっしゃっていただいたことをもとに自問自答し、来年以降が飛躍

の年になる準備ができたかと思います。  

今回の個別コンサルでは、人生論から目の前のビジネスや資格試験の話等、

多岐にわたりアドバイスいただきありがとうございました。この話を受け、

40 代を 30 代とは違った形でよくすることができそうです。 

 

特に、目標がきちんと設定できておらず、意思決定の軸が定まっていないところを

指摘されたのは、虚を突かれた感じでした。ぼんやりとでも目標を設定し、そこに

基づいた意思決定ができれば、と思います。 

 

色々とおっしゃっていただいたことをもとに自問自答し、来年以降が飛躍の

年になる準備ができたかと思います。  

 

（公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 
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いつもながら今回も、さまざまなことに気づかせていただき、どうもあり

がとうございました。  

鮒谷さん、 

 

先日はお忙しいところお時間をいただき、個別コンサルティングをありがとうご

ざいました。また、その後のランチもどうもありがとうございました。 

 

日本食ブームということもあって、アメリカの片田舎でも寿司は食べられるので

すが、日本の寿司はやはりうまいですし、さらにそのなかでもうまいであろうもの

をご馳走になり、あまりのうまさに感動しました。笑 

 

今回の個別コンサルでは、当初、自分自身が悩みを持っているとは認識して

いませんでした。 

 

MBA も卒業して、ある程度自分なりに今後の方向性を持って、それなりにやって

いるなと思っており、とはいえその状況を外部から見てもらって、よりよくするた

めのアドバイスをもらおうというのが当初の気持ちでした。 

 

しかし、鮒谷さんと話していくなかで、いまの自分はいくつかの問題を抱えている

ことに気づきました。 

 

それは、 

 

中長期の目標に具体性が欠ける 

 

MBA を通して知識の幅は広がったが、そのプロセスがあまりにも大変だったた

め、目標達成に手段を選ばず集中しすぎたため行動や認知の幅が硬直化している 

 

ということ。 

 

これにたいし、 

 

具体性を持たせた目標に書き換える 

 

ストッパーをはずして、目標達成のためにできることはどんどんやる 

 

目標達成のための情報収集を徹底的に行う 
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多様性を意識し、自分一人では気づかない方向性を探す 

 

というようなことをしていくのがよいだろう、と思いました。 

 

2 週間の休暇を終え、ようやくこの 2 年間の MBA の疲れもとれてきましたの

で、今回のコンサルで気づいたこともふまえて、今後、行動していこうと思い

ます。 

 

いつもながら今回も、さまざまなことに気づかせていただき、どうもあ

りがとうございました。 

 

今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。  

 

（Ｋ．Ｆ 様） 
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こういった目標を掲げ、日々それに対して近づいているか？をチェックし

ながら生きた場合とそうでなかった場合とで、10 年後、確実に異なる人生

を歩むことになるだろうということは肚落ちしました。  

コンサルを開始して約 1 年、やっと鮒谷さんの言葉の本当の意味が分かるように

なってきた、と実感できた時間でした。それでもまだ Being 目標を策定するのは

難しい、と感じています。 

 

ただ、こういった目標を掲げ、日々それに対して近づいているか？をチェッ

クしながら生きた場合とそうでなかった場合とで、10 年後、確実に異なる

人生を歩むことになるだろうということは肚落ちしました。 

また、未来において目標を達成したはずの自分から今の自分に対して言葉を投げ

かけ、目標の実現可能性について現実感を持つことや、とてつもなく高い目標を言

い合えるコミュニティの必要性など、目標達成における学→論→説→術の多様な

レベルでたくさんのアドバイスを頂き感謝しております。 

 

セッションの中では Being 目標を多く出すことができませんでしたが、セッショ

ン後に考えたのでコミットメントとしてここに記します。 

 

Being 

 

企業がより良く存在するための圧倒的な知識と知見を有し、その点で認められな

がらも自ら新たな情報を得るべく、日々学び続けています。 

誰に対しても柔和さを持って接し、誰に対しても笑顔を向け、誠実で正直な精神性

の高さによって尊敬される存在となっています。 

自らの学びを常に社会に役立てようとする利他の心を持っています。 

自らを躾け、常に美しく生きる姿勢を保っています。 

私独自の専門とする分野を築き、周辺分野においては最高峰の方たちとのネット

ワークを構築しています。 

常に本質を見出す努力と意識づけを行い、１つ１つのことに真剣に当たっていま

す。  

 

（Ｙ．Ｏ 様） 
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全５回の個別コンサルを通して、私なりにではありますが変化・変容の

プロセスの一端を学ぶことができ、もし今後、個別コンサル前の状態に

戻ってしまったとしても、今現在の立ち位置に戻ってくる、一つの方程

式が自分なりに立てられたのではないかと感じています。  

昨日は貴重なお時間、また非常に楽しく内容の濃いお時間をありがとうござ

いました。 

 

鮒谷さんがおっしゃられた通り、現在、私は変化・変容のプロセスにおいて、予

感から実感、そして確信に変わる辺りにいるということは自分の中の実感として

も、そうであるのではないかと感じられるところです。 

そこから先の注意点や、気を付けなければいけない落とし穴、これから

先起きてくるであろう、感覚や経験なども実体験をされており、かつ

色々な方と向き合って来られた鮒谷さんだからこそ、それを明確に言語

化して、よりはっきりとした形でお伝えいただけたのではないかと大変

有難く、またとても他では経験できないような良い機会となりました。 

 

鮒谷さんとのお話の中で「何か一緒にビジネスをできませんかね？」とおっしゃ

っていただけたことは、非常に光栄で、率直に非常に嬉しく思いました。まだそ

れが具体化できるフェーズにはないとその時は考えてしまいましたが、その後お

っしゃっていただいた、ビジネスのアイディア等のヒントも参考にさせて頂きな

がら、今後進んでいきたいと思います。 

 

全５回の個別コンサルを通して、私なりにではありますが変化・変容の

プロセスの一端を学ぶことができ、もし今後、個別コンサル前の状態に

戻ってしまったとしても、今現在の立ち位置に戻ってくる、一つの方程

式が自分なりに立てられたのではないかと感じています。おそらくこの

個別コンサルを受けた事は、私の人生で大きなターニングポイントとな

ると思います。 

 

鮒谷さんの門下生として恥じぬよう、またご恩返しをする為には、行動と結果を

積み重ねていく他無いと思いますので、私なりにではありますが、着々と、そし

て着実に、前進していきたいと思います。 

この度は非常に楽しく、また貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございまし

た。今後共どうぞよろしくお願いいたします。  

（Ｙ．Ｎ 様） 
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個別コンサルは鮒谷さんが自分専用に調合してくれる効き目バツグンの

意識、ココロの筋肉を強くするお薬でした。  

鮒谷さま 

 

いつもありがとうございます。 

5 回の個別コンサルを終えた感想をお伝えします。 

 

自分のココロの中でモヤモヤと霞がかかっていた今後の目標つくり、意識のあり

方をハッキリとさせたい...ということが今回のコンサル申し込みの目的でした。 

 

意識改革に効果のある日々のメルマガや良質な音源によるお薬のような

効果も他の類似品に比べれば圧倒的なのですが、個別コンサルは鮒谷さ

んが自分専用に調合してくれる効き目バツグンの意識、ココロの筋肉を

強くするお薬でした。 

 

より良い未来のつながるためのココロつくりを日々の生活習慣や懇切丁

寧な飲み方までご指導いただけるコンサルなので、自分を変える治療の

自己投資としては大満足な効果です。 

 

ココロが強くなってきたお陰で、モヤモヤがなくなり、未来への視界が

ハッキリとなりました。 

 

ありがとうございました。 

 

スタートできるように変えて頂いたココロの筋肉を今後、劣化させぬように更に

目標を高く掲げ、自分の生きる目的をオタク化できるように日々行動いたしま

す。 

 

笑顔ある街みどりのエバンジェリストを生み出していただき、本当にありがとう

ございました。 

 

引き続きお世話になりますのでどうぞよろしくお願いいたします。  

（田代 隆一 様） 
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完全にカスタマイズされた内容で、さらに先生の多くのコンサル経験に

裏打ちされたその場での偶発的でありながら適切なアドバイスに感動さ

せられます。  

「気付かれたことや深く学ばれたこと」 

鮒谷先生の個別セッションは、完全にカスタマイズされた内容で、さら

に先生の多くのコンサル経験に裏打ちされたその場での偶発的でありな

がら適切なアドバイスに感動させられます。 

 

自分自身がお客様に対してサービス提供を行う際も、こうありたいと感

じる内容です。 

 

「特に印象に残ったこと」 

 

鮒谷先生のアドバイスは、「きれいごと」ばかりでない点がメルマガや

セミナーと決定的に異なる点であると感じます。 

起業脳のご説明の際に「メルカリ」のお話しをして頂き、自分がいかに、生活と

仕事に追われ、近視眼的になっていたか深く気づかされました。 

 

「今後活用できると思われたこと」 

 

今回、コンサルテーションを受けるにあたり、「鮒谷先生との出会いから個人コ

ンサルを申し込むまで」どのくらいの金額を、どの商品に投入したかを検証し、

できればマネしたいと考えています。 

 

セリングを不要にするマーケティングという考え方は、今後どのようなビジネス

に取り掛かるとしても常に意識していきたいと思います。 

 

「決意されたこと」 

 

今後、100 年戦略が必要になる時代にあって 30 年、40 年ビジネスの世界に身

を置くことを前提に将来のある時点から現在の自分をみるというか、例えば「20

年後の自分から自己紹介をする」ようなものの見方をしていきたいと決意しまし

た。このようなパラダイム転換のきっかけを与えて下さり、感謝していま

す！ 

 

「鮒谷の個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

 

これまで鮒谷先生のセミナーや音源を聴かれた方も、完全にカスタマイ



 - 112 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

ズされた自分だけの時間を取って頂くことにはまったく違う意味があり

ます。 

 

特に、ミーティングのなかで偶発的に繰り出されるアドバイスはセミナ

ーで一方的に鮒谷先生のお話しをお聞きしていることとは全く異なる価

値があると思いますので、「たくさん音源を聴いたのに向こう側へ行く実

感が持てない」方はぜひコンサルティングを受けられることをお勧めし

ます！  

（小野 優雅子 様） 

 

  



 - 113 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

大多数向けの、メルマガや、セミナーで、何度も目・耳にしている言葉

を、自分用に調合して処方してくれるコンサルティングは圧巻です。  

「気づいたことや深く学んだこと」 

 

・この 2 年は無駄ではなかった。 

鮒谷さんからお聞きする言葉が、以前と同じ言葉でも、自分の中にスッ

と入ってくる感覚（とは言っても、すべてを理解できているわけではないと思

いますが、、）があり、遠回りして足踏みをしていたとも思える 2 年ですが、自

分にとっては、いろいろ経験して、ここに戻って来られてよかった、と

思いました。 

 

・自分がやりたいこと、今、やるべきことが、はっきりしました。 

 

「特に印象に残ったこと」 

 

・『顧客接点が最も大切』、『商売の起点になるやつが一番強い』という言葉で

す。 

まずは人力で営業して経験積んで、ようようやく"ニオイ"を発する、というこ

と、断言され、ここを避けて通ることはできない、ことを、実感しました。 

 

「決意したこと」 

 

・『商売の起点になる』努力をします 

 

「これから行動しようと思われたこと」 

 

・『方程式を見つける』ための、仮説策定→検証のサイクルを回していきます。 

自分が主導権を握り、決して他の人・もの奴隷にならないような、自分だけの方

程式を見つけるため、まずは、仮説を立てて、小さなことでも実行していきたい

と思います。 

 

「これまでに利用されたコンサルティングやセミナーとの違い」 

 

・圧倒的に「本物」だというところ 

気休めの励ましや、逆に危機感を煽るようなこともなく、鮒谷さんが、これま

でに、自身で見つけて実践してきた、『方程式』の数々を紹介いただけ

ることです。それが、たまたま成功した、あるいは、有能な鮒谷さんだから成

功したというような類のものではなく、とにかく、ご自身の経験と、圧倒的
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な数の実例を見てきた経験を裏付けに、わかりやすい言葉で伝えていた

だけること。自身が、現在進行形で、高速 PDCA を回し続けているそ

の空気感を味わえること。 

（たどり着いた感がない）  

 

・鮒谷さんの、終始真剣な表情が、印象的でした 

 

「個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

 

・大多数向けの、メルマガや、セミナーで、何度も目・耳にしている言

葉を、自分用に調合して処方してくれるコンサルティングは圧巻です。 

すべての言葉に、鮒谷さんの、ただの知識ではなく（血肉となってい

る）経験が裏付けとなって、ズシーンと響いてくる感覚を、迷われてい

る方には味わっていただきたいと思います。 

自分が、どんな状況にあっても、大きな価値があると思いますが、「自分で考え

られるところまで考え抜いて、この先はどうしてもわからない、、」という状況

でコンサルを受けることができれば、より大きな効果が得られると確信していま

す。  

（Ａ 様） 

 

  



 - 115 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

「1 年間（最初にコンサルを受けた）の気持ちと比べるとどうです

か？」と聞かれ、「ああ泥沼を脱したんだ」という実感が湧いてきまし

た。  

鮒谷様 

 

今回も時間たっぷりのコンサルをご実施いただきありがとうございました。 

いつも大サービスいただき感謝感激です。 

 

前回 1 月にお会いしてから 4 ヶ月。 

おぼろげながらにビジネスの方向性を決め、いただいた「3 ヶ月で 50 人に会

う」という目標をただひたすらに追い求めた結果が今となっているのですが、そ

れがアパート 2 棟、資産 1 億 2 千万の資産（＝借入）を持つことにな

るとは 1 年前の自分からは全く想像できておりませんでした。 

 

ここに至るまでに、自分の中に劇的な変化があったかというと、あまりぴんと来

ないというのが正直なところではありますが「1 年間（最初にコンサルを受

けた）の気持ちと比べるとどうですか？」と聞かれ、「ああ泥沼を脱し

たんだ」という実感が湧いてきました。 

 

この 4 ヶ月の間に行動してきた「人と会う」。 

半年前から、To Be へのキーワードとしている「完全にやりきる」。 

これは普段の生活の中でも徐々に浸透してきているようで、本業（会社での仕

事）もここ 5 年ぐらいの中で一番充実している状態になっています。 

 

日々忙しくて「悶々とする」という言葉をすっかり忘れていたことに

今、気付きました。笑 

 

充実を感じ始めていたところでしたので、正直なところ「今日鮒谷さんのコンサ

ルを受けても意味がないかも」なんて罰当たりなことを考えて臨みましたが、鮒

谷さんはその１００万光年先から、半歩先まで近づいてくださり、変化を感じ

始めた私が、今後陥りそうなドツボを見事に指摘し、そしてそれを避け

る術を教えてくださいました。 

危なかった！（笑） 

コンサルのありがたみを改めて実感した瞬間でした。 

 

またその他の小さな疑問について、「どんなストーリーの中で生きるのか？」の

お話からアドバイスをいただき、最近聞いていた目標設定音源、日記音源と連な

り、すっと自分の中に落とし込む事ができました。 
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30 余年悩み続けた、会社での人間関係に解決の兆しを頂けたように思

います。 

（翌日から会社で実践し、少しずつ効果が出てきています） 

 

この 4 ヶ月を振り返りますと、まだ変化に向けて足を踏み出したところで、成果

が出てはおりませんが、成果がでそうな予感がしております。 

また自分の悩みの解決方法が少し見えたことで、その悩みに向き合うこ

とが愉しくなってきたのが不思議なことです。 

 

次にお会いする際には、もう一段成長した状態でお会いできるよう日々精進参り

ます。 

今回も誠にありがとうございました！  

（Ｙ．Ｉ 様） 
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今回、鮒谷さまからそれでは甘いのではないでしょうか？とさらに上の目

標をお聞きしたことにより自分の中の可能性も広がりました。  

曖昧であった目標が明確になりました。 

また目標が重要だということは認識していましたが、自分ひとりで考えた目標は

どうしても手加減してしまっていることがわかりました。 

自分の枠を破る目標を自分ひとりで立てるのは難しいのではないかと。 

 

今回、鮒谷さまからそれでは甘いのではないでしょうか？とさらに上の目標をお

聞きしたことにより自分の中の可能性も広がりました。 

この目標で邁進して行きます。 

 

また自分の思考の中だけでは限界があることを常に意識し、外の世界に重心を置

いていきます。 

 

本当にありがとうございました。 

そしてこれからもよろしくお願いします。  

 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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多岐に渡るお話と率直なご指摘から、悶々の原因である私の甘えを抉り出

していただき御礼申し上げます。  

鮒谷様 

 

本日もお時間をいただき誠にありがとうございました。 

また多岐に渡るお話と率直なご指摘から、悶々の原因である私の甘えを抉

り出していただき御礼申し上げます。 

 

他流試合による相対化、ロールモデル、真空状態の世界のお話をお聞きしなが

ら、「おっしゃるとおりです。おっしゃるとおりなんです。前回もその前回もそ

のお言葉を頂きました。でも直面できず逃げている自分がいるんです。。。。」

とひたすら反省をしておりました。 

 

「鮒谷さんに、もう同じことを言わせない。逃げずに人に会う」 

 

今日決めたことはこれだけです。 

 

帰り道で自分の知る限り最も稼いでいるであろう方にアポイントを取りました。 

（たまたまですが、その方もプルデンシャルの超トップセールスマンです） 

斜に構えず、甘えず、その姿勢の全てを学び取るつもりでお会いしてこようと思

っております。 

 

また本のご紹介もありがとうございます。 

早速購入いたしました。自分の血肉とします。 

 

次お会いするときには、変化した自分をお見せできることをお約束します。 

この度は誠にありがとうございました。  

 

（人事 Ｊ．Ｉ 様） 
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今までの延長線上でしか考えられていない自分に気づかされました。  

この度は貴重なお時間をいただき、個別コンサルティングをしていただき、あり

がとうございました。 

 

自分自身で考えていたことが「good」ではあっても、「great」ではないとご指

摘いただき、何かに殴られたような、はっとした瞬間を体験しました。 

 

今までの延長線上でしか考えられていない自分に気づかされました。 

すべての制約条件を取り払い、ゼロベースで、本当に何がしたいのか、何をもっ

て覚えられたいのか、根本から考え直さねばならないと痛感いたしました。 

 

帰りの新幹線で色々と考えを巡らし、目標を書いてみたものの、一晩たって眺め

てみると、修正したい部分がたくさん出てきて、もう一度書き直してみました。 

プリントアウトして改めてそれを眺めてみると、今まで自分でこれが目標だと思

っていたものとはずいぶんと次元が変わっていることに、我ながら驚いていま

す。 

 

そして、目標を書き出したことで、自分に足りないところ、これから学ばねばな

らないことが次々と思い浮かんでおります。 

しばらくは宙づりの不安定な状態だとは思いますが、これを楽しんで、さらなる

高みを目指したいと思います。  

 

（弁護士 Ｙ．Ｏ 様） 
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このコンサルを継続していくことで、人生は確実に良くなっていくだろう

なという実感があります。  

先日は第 1 回目のコンサルありがとうございました！ 

音源で、事前に鮒谷さんのお声には触れておりましたが、このコンサルは、自分

用にカスタマイズされた、超良質な音源という感じで、これをきっかけ

に、自分の人生を前進させていきたいと思いました！ 

 

コンサルを録音もさせていただき、振り返って聞いているのですが、ここまで真

剣に、自分の人生を考えてくださり、そのお話ができる場というのは、普段の生

活の中ではほとんどありませんので、このコンサルを継続していくことで、

人生は確実に良くなっていくだろうなという実感があります。 

 

自分で会社を作り、これまで 5 年、それなりに上手く行ってはいるのですが、

「このままでいいんだろうか」という閉塞感があり、単調な日々に、自分の成長

している実感もなく、このまま年を取っていったら、ヤバイなと思っていまし

た。でも、焦って何か人生をかけてやるべきことを見つけるよりも、リラックス

した状態で、異分野に触れて、ピンと来るものを探すというのは、自分にはなか

った考えで、まずはそれを実践して、どのような変化があるかを感じていきたい

と思いました。 

 

まわりの友人、知人がどんどん成功したり、大きな資金調達をしたり、すごいプ

ロダクトを出して、世に価値を刻んでいることに、大きな焦りを感じていました

が、「5 年、10 年は誤差のうち」という考えで、もっと広い視点、長期の目線

で、人生を捉えて参ります。「人生をどうすればいいのか」という漠然とした問

題意識だったにもかかわらず、モチベーションの上がる形で、具体的なアドバイ

スもいただき、本当に嬉しかったですし、助かりました。 

ありがとうございます。 

 

3 年、5 年くらいの時間軸で物事を考え、「急いで急がず、急がず急ぐ」「焦っ

て焦らず、焦らず焦る」「無用の用」などを意識しながら、次回コンサルまでの

時間を、新鮮な気持ちで過ごしていきたいと思います！ 

また、次もよろしくお願いします！  

 

（Web マーケティング Ｒ．Ｔ 様） 
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今回もたくさんの知識や気づきをいただき、とても楽しかったです。  

2 回目のコンサルティングありがとうございました！ 

 

今回もたくさんの知識や気づきをいただき、とても楽しかったです。 

 

人生は逓増していくのが最も幸せを感じ続けやすいという視点は、自分の未来を

考える上でも、すごく大きなヒントになると思いましたし、一発ドカンではな

く、コツコツと積み上げていくこと、足元を固めながら、ビジネスも展開してい

けたらと思いました。 

 

あと自宅にいるときのお風呂書斎もさっそく実践しています！ 

勉強する以外にすることがないので、強制的に生産的な時間に変えられるという

のは、実際にやってみて強く感じました。 

 

涼風+炭酸水+お菓子のノウハウは、長期で見たら、かなりの効果を生み出してく

れそうだなと思います。ありがとうございます！（そしてタクシー書斎化も最高

ですね！） 

 

そして、AND の発想も自分の考え方のクセを、変えていく上で、大きなヒント

になってくれそうだなと感じています。基本的にネガティブ思考なので、 

 

「こっちをやるなら、あっちを諦めないと・・・」 

 

という風に考えてしまいがちですが、AND 思考のキーワードがあることで、両

立できる方法を考えるクセを身に着けていきたいと思いました。 

 

また、エンジェル投資についてのご意見も、めちゃくちゃ参考になりました！ 

うすうす感づいてはいたのですが、自分はエンジェル投資家には向いてないです

ね（笑）今回のお話を聞いて、間違いなくそう確信しました。 

 

人間関係の幅を広げていくためにエンジェル投資を考えていまいしたが、その路

線はやめて、自分のスキルを活かして貢献できるスタートアップと、ゆっくり関

係性を作っていきたいと思います。 

 

このアドバイスがなかったら、2000 万円をドブに捨てることになってし

まっていたかもしれません（汗） 

これだけでコンサルの元は十分にとれたかもしれませんね（笑） 

（2000 割る 12 で、コンサルの 166.7 倍の価値がありますね） 
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日記も日々、できるだけつけていきたいですし、引き続き、いろんな人に会っ

て、世界を広げていきたいと思っております。 

（寝る前の「自分は何者か？」を唱える自己催眠？もさっそく実践していま

す！） 

 

また来月のコンサルも楽しみにしております！よろしくお願いします！  

 

（Ｒ．Ｔ 様） 
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３日間セミナーが終り、若干日がたち、中だるみしそうになっていたのを

喝を入れられた感じです。３日間セミナーの内容の復習、及び、ステップ

アップになり、非常に有用だと思います。 

鮒谷様 

先日は、個別コンサルティングまことにありがとうございます。この個別コンサ

ルティングを受ける前に、３日間セミナーを受けております。そのため、今回の

内容といたしましては、３日間セミナーのフォローアップという形になったか

と思います。 

また、鮒谷様より、自分にとって会った方がいいと思う方を何人かご紹介い

ただきました。今回、お教えいただいた内容といたしましては、 

・一日一決断をすることにより意思決定筋肉（ホイホイ筋）が発達する。慣れる

とスムーズに決断を行うことができる。なんでもいいから、活動を変えることが

大切。決断はできる限り、ノリで行う。 

・昨日と違うことをし、それをブログでたどることにより、内面と外界をつなぐ

ことができる。 

・一日一決断のために、「やろうとするリスト」を作り、その潰し込みを行う。 

・特に人と出会う体験は貴重にする。人会うことにより自分の人生が大きく変わ

る可能性がある。（変わらないこともあるが、気にせず続けることが必要） 

・士業の人はアイデンティティーと資格が紐づいているので、それに留意する必

要がある。 

・中長期的にはプロジェクトを立ち上げることが大切。 

・会う人は新聞、雑誌、ネット等で見つけて、まずはセミナー、講演、コンサル

等で接触をはかる。３か月以内に３回は会うようにする。 

・誘われたら、絶対に躊躇しない（参考資料：Yes man） 

・人と会う場合には価値（金銭等も含む）の提供を行う（コンサルを受ける

等）。 
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・制裁は一括で、恩賞は何度かに分けて与えたほうがいい。つまり、価値提供は

額ではなく、回数を重ねたほうが効果的。 

・人と会うときは営業的なことはしないほうがいい。 

今回、個別コンサルティングを受けて、３日間セミナーが終り、若干日がたち、

中だるみしそうになっていたのを喝を入れられた感じです。また、３日間セミ

ナーの内容の復習、及び、ステップアップになり、非常に有用だと思いま

す。 

さらには、３日間セミナーの後に個別コンサルティングを入れると、「少なくと

も、個別コンサルティングが終わるまでは、ブログや未来投資を続けなくて

は、」といういい意味での強制力が働くので、ブログ等々を続ける誘因となり

ます。 

そのため、３日間セミナーが終わり、２週間～１カ月の間に復習を兼ね

て、個別コンサルティングを受けるのが非常にお勧めです。以前から、ダイ

ジェスト版セミナー→３日間セミナー→個別コンサルティングと受けさせており

ますが、それを受け、自分でも色々と試したり、人に合ったりする中で、自分の

中でじょじょに変化が起こってます。また、ご縁も広がりつつあり、人生

が変わっているような気がしています。 

鮒谷様及びスタッフのみなさま、本当にありがとうございます。 

 

（大手会計事務所 公認会計士・会計コンサルタント Ｋ．Ｆ 様） 
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第１回目よりも第２回目、第２回目よりも第３回目と確実に成長している

手応えを感じています。 

これを後、5 回実施していくことで、どのような変化が待っているのか、

もはや想像がつきません。。。 

今回で３回目の個別コンサルとなりましたが、既に継続して 5 回の個別コンサ

ルを申し込んだところです。 

こうして継続を決意した理由ですが、大きく２点あります。 

①この３ヶ月間で急激な内的+外的な変化を実感できたから 

私自身の体験として、第２回目までの個別コンサルでは、時間とお金の使い方、

行動と環境の変化がありました。 

まずは、日常の時間とお金の使い方は、投資なのか？消費なのか？浪費なのか？

この時間の使い方を俯瞰的に考えることができるようになってきました。 

そして、第３回目以降では、人を巻き込んで行動していくことの大切さを教えて

いただき、直ぐに実践している自分がいました。 

第３回目の個別コンサル後、数時間後には人に連絡を取り、３日後には３日連続

で人に会う約束を取り付けたほどです。 

以前なら、ここまで直ぐに行動に移すことはできませんでした。 

これも鮒谷さん自身が行動に移し続け、楽しそうにしている雰囲気を感じ

るからこそ、つい同じように真似をしたくなってしまうのです。 

②１年後先の成長曲線が自分でも想像できないから 

最近、鮒谷さんはメルマガでも、セミナーでも、個別コンサルでも、「一日一決

断で人生は大きく変わり始める」というお話をされています。 

実際にご自身も一日一決断を実行されていて、加速的に進化し続けていらっしゃ

るようです。 
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本で学ぶ以上に、直接、鮒谷さんから、「一日一決断、さらには二決断、

三決断と重ねていく重要性」をお伝えいただく方が腹に落ちます。 

こうしてご自身が楽しく日々を過ごされているので、お会いする度に心地

良い空気感で包み込んで下さいます。 

その影響からか、第３回目の個別コンサルを実施していただき、第１回目よりも

第２回目、第２回目よりも第３回目と確実に成長している手応えを感じていま

す。 

これを後、5 回実施していくことで、どのような変化が待っているのか、

もはや想像がつきません。。。 

この２点の理由から、現在と未来の時間軸でワクワクしている毎日を過ごし

ているというのが率直な感想です。 

これからも私以上に加速し続けている鮒谷さんの空気感に接し続けること

で、一回りも、二回りも大きく成長していきたいと思います。 

 

（製薬会社 営業 Ｔ．Ａ 様） 
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実際にコンサルを受けた感想を要約すると、「自分の中にある考え方の癖

を浮き彫りにしてもらい、"いわゆる"成功に必要な考え方をインストール

していただいた」ということになります。 

鮒谷さん、スタッフのみなさん 

とても貴重な時間を提供して頂きありがとうございました。わずかな時間ではあ

りましたが、自分の中での方向性を築くことが出来ました。 

個別コンサルティングを申し込んだ時期は、独立したばかりで、右も左もわから

ず、ただがむしゃらに仕事をしている状態でした。 

おかげさまでご縁に恵まれたため、仕事自体は尽きなかったのですが、舞い込ん

でくる仕事を全部引き受けていたので、自分の方向性を見失いそうになっていま

した。 

「はて、このまま現状の仕事の引き受け方をしていくと、便利な外注さんという

立場で終わってしまうのではないだろうか？確かにドンドン仕事をしていく時期

というのも必要だと思うけれど、ある程度の方向性とゴールのようなものもなく

てはいけないのではないか？」などと考えていました。 

そんな折に、鮒谷さんの個別コンサルのお知らせが届きました。 

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

に相当気が引けました。 ただ、そんな負目以上に、今の自分にとって必要だと

思い個別コンサルに申し込みました。 

というのも、３日間セミナーでの、いろいろな考えや問題を縦横無尽に行っ

たり来たりする鮒谷さんのモノの見方を思い出したので。そういったモノの見

方が、視野が狭くなりがちな今の私には、必要だと感じたのです。 

そういった経緯で個別コンサル受けると決めたわけですが、実際にコンサルを受

けた感想を要約すると、「自分の中にある考え方の癖を浮き彫りにしてもら

い、"いわゆる"成功に必要な考え方をインストールしていただいた」という

ことになります。 

 

具体的なことを言い出すときりがありませんが、個別コンサル中は、 

「こういうことをやってもいいんだ！」 



 - 128 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

「確かにそういう風に考えてしまって、行動が鈍ったり、成長機会を失ってしま

っている！」 

「お金やお客さんとの付き合い方というのは、そういう風に考えてもいいん

だ！」 

「そういう仕事の進め方もアリなんだ！！！」 

などなど、驚きと納得の連続でした。 

鮒谷さんのお言葉一つ一つが、自分の中にあった考え方を丁寧に作り変えて

くださったような感覚でもあります。 

今までの考えを壊す作業を通じて、自分の方向性を仮決めして試していくこと

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

させていく段階に入りました。 

まだまだ個別コンサルの回数はありますが、その期間中に自分自身の幅を広げて

いけるように頑張ります。 

今後とも、何卒、よろしくお願い致します。 

 

（コピーライター Ｔ．Ｈ 様） 
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失敗を事前に防ぐことができたことだけを考えても既に十二分に元を取る

ことができたと言え、新たな次のステップへのヒントもたくさん頂戴でき

ました。 

我が人生で初めての"個人コンサル"でしたが、一言で表現するとすれば、私にと

って『渡りに船』あるいは『暗きに灯』やや現代風に形容すれば、『未来への

羅針盤』とも言うべきひと時でした。 

私は起業願望があり、最近ある一つのビジネスモデルを思いつき、それを実行に

移すか否かのアドバイスを頂くために、コンサルに申し込んだわけですが、鮒谷

さんのあまりにも的確な問題提起に、いかに穴だらけの計画であるかというこ

とを自覚することができました。 

事前に簡単な私の現状報告をしていたとはいえ、これほどまでに的確なアドバ

イスを頂けるというのは、ひとえに鮒谷さんの"目の前の一人への真剣さ"の現

れと確信する次第です。 

もしこのコンサルを受けずに、自分だけの主観で見切り発車的に行動していたな

らば、赤字ばかりが拡大し、見事に玉砕していたことでしょう。 

再び全くのゼロから、新たな事業計画を考えることになったわけですが、失敗を

事前に防ぐことができたことだけを考えても既に十二分に元を取ることがで

きたと言え、新たな次のステップへのヒントもたくさん頂戴できました。 

やはり、しかるべき方から直接指導を受けることは大切ですね。 

今回鮒谷さんから頂いた、多くの貴重なアドバイス並びに大激励を人生全般に

活かし、また明日より果て無き向上の人生を楽しんで参りたいと存じます。 

この度は、本当にありがとうございました！ 

 

（氏家昌城 様） 
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決まっていた終了時間を超えて、さらに駅まで送っていただいた道のりで

もいろいろな角度からのお話をいただき、その懐の深さに感動いたしまし

た！ 

鮒谷さま スタッフのみなさま 

本日個別コンサルをしていただきました小嶋です。今回のような機会をいただき

まして、誠にありがとうございました！ 

決まっていた終了時間を超えて、さらに駅まで送っていただいた道のりで

もいろいろな角度からのお話をいただき、その懐の深さに感動いたしまし

た！本当にありがとございました！  

今自分が置かれている環境の中で、いろいろと感じているところがありました。

現実的に投下できる時間が少ないこと、それを踏まえてどう変えていくか、そこ

での葛藤や部分的にあきらめかけていたところ、、何となくわかっていたこと、

そうだろうなという想像していた部分などなど。自分の中には、モヤモヤしてい

たものがたくさんありました。 

そんな状態でコンサルをしていただいたのは誠に恐縮だったのですが、今日鮒谷

さんからズバッと言っていただき、ある意味とてもスッキリしました。 

動脈硬化になるかもしれない体質で、ギリギリ指一本のところでプルプル耐えて

いる自分ですが、（今は）３ｋｎｏｔのスピードで、目指す方向を明確に、フッ

トワークを軽く、進んでいきます！ 

早速今日から、外へ外へ踏み込んで、感受性を呼び起こし、人に会い、中期計画

をもう一度立て直します。（あのあと●●の●●さんのサロンに行ってきまし

た！） 

本日はありがとうございました！今後ともよろしくお願いいたします！ 

 

（小嶋一弘 様） 
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殻を破るきっかけを与えて下さった鮒谷さんには感謝してもしきれない思

いでいっぱいです。鮒谷さんとの出会いに心から感謝しております。 

①お金と時間に対する価値観が変わります 

今回で２回目の個別コンサルとなりますが、確実に時間とお金の使い方への考

え方が変わりました。 

日常で行っている活動が時間の投資なのか？消費なのか？浪費なのか？この時間

の使い方を俯瞰的に考えることができるようになってきました。 

さらに、お金の使い方にしても、投資なのか？消費なのか？浪費なのか？という

ことを常に考えるようになってきています。 

感覚的には分かっていたことも多かったのですが、今まで自分自身の行動を反省

する勇気を持つことができませんでした。 

それが鮒谷さんの個別コンサル以来、時間とお金を「自分の将来への投資」にま

わすきっかけ与えていただき、自分自身の行動を見つめ直すことができるよ

うになりました。 

確実に前に進んでいるという自信がないと反省できない私には本当に素晴らし

い機会をいただけたと思っています。 

正直、この価値に気がついただけで、億単位の価値を生み出せる思考脳が養

われていると確信しています。 

②意思が弱くて前進できないと感じている人にお薦め 

私は学生時代からセミナーに参加したり、自己啓発の本を読み続けて、８年にな

ります。その投資した時間とお金は軽く数百万円になりますが、全ては自己満足

で全く前進していない自分に薄々気づき始めていました。 

けれど、時間とお金をかけている以上、そんなことはないと自分に言い聞かせて

いたのです。 

そんな私が今回で第２回目の個別コンサルを実施していただき、第１回目より

も成長している手応えを確実に感じました。 

その理由は、「全てを行動に移す」ことができ始めたからです。 
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結局はどのような素晴らしいアイディアを頂いたり、自分で気づいても、行動に

移し続けなければ、そこには何も生まれません。 

言葉では分かっていても、セミナー依存の私は気づかない振りをせざるをえなか

ったのです・・・。 

やっているつもりでも、今となっては意思が弱くて前進できていない人であった

のだと強く感じます。 

そんな、前に進むきっかけを与えて下さるのが、鮒谷さんの個別コンサルであ

ると思っています。 

無意味なセミナー依存の私の殻を破るきっかけを与えて下さった鮒谷さんには

感謝してもしきれない思いでいっぱいです。 

こうして私の人生に感謝してもしきれない人が存在していることが何よりも

幸せです。出逢って良かったと心から思える、そんな存在の人が周りにいる人

生って素敵だなって思います。 

鮒谷さんとの出会いに心から感謝しております。 

 

（製薬会社 営業 Ｔ．Ａ 様） 
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事前送付させていただいた質問に対して、それぞれご丁寧にご回答いただ

けました。鮒谷さんのアドバイスは、現状の私には思いつかない発想ばか

りだったので大変に参考になりました。 

鮒谷さん、スタッフのみなさん 

本日は誠にありがとうございました。 

お陰様で日常の引力から引き揚げて頂けました。事前送付させていただいた質問

に対して、それぞれご丁寧にご回答いただけました。 

「私だったらこうしますかね～」という鮒谷さんのアドバイスは、現状の私には

思いつかない発想ばかりだったので大変に参考になりました。 

もしかすると私も後々思いつく内容だったかもしれませんが、それまでにかかる

時間を一気に短縮できたので、本当に貴重な機会を頂けたと思っておりま

す。 

(別の言い方をすると、私の潜在意識にある思考を引き出して言語化して頂けた。

恐らくそれは時間をもっとかければ、私自身の力で言語化できたかもしれない

が、時間をかけることなく本日、言語化して頂けた。) 

とにかく実践重視のアドバイスを頂き、普段メルマガで言われていますが、改め

て実践の重要性を痛感いたしました。 

お時間も少し多めにとって頂きまして、本当にありがとうございました。 

下記は特に印象に残ったポイントです。今の私に必要なことと思っております。

とにかく手数を増やして進めていきます。 

・ ブログやメルマガという自分のメディアを持っている場合、 

  読者に働きかけるようなメッセージを発信することで、 

  自分のメディアの客観的な力を知ることができる。 

・ 他者に働きかけることにより、潜在ニーズを顕在化できる。 

  働きかけないことは、お客様にとって不幸であるといえる。 

  積極的に他者に働きかけることは重要。 

・ 真の顧客は、サービス提供者と何かしらの関係を持ちたいと思うはず。 

  その場を提供しないことは、顧客に対し逆に失礼にあたる。 



 - 134 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

 

・ 顧客から良い評価を頂くために全力を尽くす 

本当にありがとうございました。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（医療機器メーカー勤務 Ｍ．Ｍ 様） 
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コンサルを受けたからこそ、得られた気づきがありました。 

●急な申込み、かつ当日の日程打診にも関わらずお時間を頂きまして、ありがと

うございました。まず、そのフットワークの軽さに感動致しました。 

●「毎日手数を打ったか？」と問われれば、胸を張って「はい」と言えないの

が、現在の自分であり、具体的な打ち手を求めて、コンサルを申込みいたしま

した。 

●まず何をしたらいいのか、何がしたいのか、何をすべきなのか、全く見えませ

ん。それすらも、動いていく中で見えてくるものなのでしょう。1 勝 9 敗、とい

う言葉に勇気づけられます。 

●具体的なアドバイスを頂戴し、「勉強会」のようなものを実施することをお約

束しましたが、これから考えてみます。 

●「ネイル事業」および「経営の勉強会」は、ひとまず止めにします。この２つ

に、大きく時間と心を取られておりましたのでひとまずペンディングにできたこ

とは、大変大きな収穫でした。 

「バグ取り」という点で、心が非常に軽くなりましたので、「あぁ、だいぶ無

理してたんだな」と気がつくことができました。 

●外へ出た＝コンサルを受けたからこそ、得られた気づきがありました。 

 

（匿名希望） 
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多くのビジネスパーソンに接してきた鮒谷さんだからこそ、言葉の１つ１

つにずっしりとした説得力があり、自分の視野を広げてくれ、視座を高め

てくれます。 

個別コンサルティング参加後の感想は３つあります。 

①５４０度視点が変わります 

これはイチローがマリナーズからヤンキースに移籍して、初めて試合後にインタ

ビューで答えた一言です。まさに自分自身、このイチロー独自の表現がぴったり

の感覚になっていることに驚いています。 

多くのビジネスパーソンに接してきた鮒谷さんだからこそ、言葉の１つ１つ

にずっしりとした説得力があり、自分の視野を広げてくれ、視座を高めて

くれます。 

②自分自身の底辺を知ることができます 

今の自分の思考や視点はスカスカで、まだまだ考え抜く余地があることを痛感

しました。こうして自分に限界をつくって言い訳していた自分に気づき、まだま

だやれることがあることがどれだけ幸せかを知りました。 

また、不思議と鮒谷さんに指摘されても怒りや悲しみは生まれてこず、喜びとや

る気に満ち溢れてきます。 

③悩みがない人こそお薦めです 

悩みがなくて幸せな人生を歩んでいるからこそ、鮒谷さんに会うと多くの気付き

を得ることができます。 

自分よりももっと幸せに生きている人を見たときに、自分も今以上に幸せにな

りたいという感情が芽生えてくることがあるからです。 

私自身、鮒谷さんのお陰で新たな幸せを掴みにいく、機会を与えていただくこと

ができました。やはり直接お会いしてこそ、感じるものがあるようです。 

 

（製薬会社 営業 Ｔ．Ａ  様） 
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行きつ戻りつして揺れていた気持ちが、一気に確固たる決意となり、自分

が今後いつまでに何をすべきかが具体的かつ明確になりました。 

鮒谷様、ご多忙のところ、まだまだしっかり煮詰まってもいない私の起業計画に

ついて、私の状況や教育界の現状などを分析し、客観的かつ総合的・合理的見

地から親身にアドバイス頂きましたこと、心より感謝申しあげます。 

起業については１年近く前から考えてはいましたが、忙しさにかこつけて、深く

考えることも行動に移すことも中途半端な状況でした。 

それでも、起業セミナーに通ったり、そこで知りあった仲間たちと情報交換をし

たりしていましたが、自分を衝き動かす決定打にならず悶々とした日々を送って

いました。 

鮒谷様が個人コンサルティングをなさっておられることは以前より存知あげてい

ましたが、こんな中途半端な状況の私には無縁のこと、と、夢にも考えたことも

ありませんでした。 

昨年暮れのフォローアップセミナー後にスタッフの方から個人コンサルティング

の案内を頂き、「え？いいんですか？私が？」と、何とも狐にでもつままれたよ

うな気分で依頼させて頂いた次第です。 

自分の狭い思考の枠内で自分の行動に制限をかけ、一年近くも無駄な時間と労力

とお金を消費してしまいました。 

今回ご相談させていただいたことで、これまで行きつ戻りつして揺れていた気持

ちが、一気に確固たる決意となり、自分が今後いつまでに何をすべきかが

具体的かつ明確になりました。 

鮒谷様の豊富なマーケティング、マネジメント知識を素人の私にもわかる

よう、実践レベルに細かく丁寧に落とし込んで頂いたことで、「なるほ

ど！すべきことはこんなにシンプルなんだ」と感動しました。 

一人で模索したり、価値観を一にする周囲の人たちの考えを聞いているだけで

は、どうしても視野狭窄的思考に陥ったり、客観性を失い、方向性を見誤ってし

まうことがあります。 

自分のことだからこそ見えない、わかっているつもりのこと、考えも及ば

ないことなど一つ一つ私の理解状況に合わせ懇切丁寧にご教示頂き、ま
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た、「私ならこうしますよ」といったご提案に、「なるほど！」と頭にグ

サグサ刺さってきました。 

セミナー時と同様、流暢に鮒谷節を繰り出されていましたが、お手元には、私が

送らせていただいた相談事項をプリントアウトされ、その余白には赤色でた

くさんの文字が記されていました。 

コンサル時間は決まっていますが、見えない部分で鮒谷さんが私のために賭

けてくださった時間と労力にも深謝いたします。 

いただいた宿題、期限までに必ずやります！ 

 

（株式会社ジーアール 執行役員 久保眞理子 様） 
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実施前はこれほどまでに濃く、深い内容になるとは思いもよりませんでし

た。将来の目標に対する最短ルートを照らしだしていただけたように思い

ます。 

先日の個別コンサルティングでは大変お世話になりました！ 

３日間セミナーにおいては抽象的ながら自分の目指すべき姿を設定しましたが、

今回の個別コンサルティングにおいてより具体的な部分にまで落としこめまし

た。 

実施前はこれほどまでに濃く、深い内容になるとは思いもよりませんでし

た。 

しかし、仕事面だけでなく、（良い意味で）プライベートな情報まで引き出して

いただき、将来の目標に対する最短ルートを照らしだしていただけたように

思います。 

これまで仕事のせい、他人のせい、時間のせいにしておろそかになっていた部分

に対して、これからしっかりと行動していく決心がつきました。 

また、鮒谷さんにコミットメントしたことで、その効果、達成率は何倍にもな

るはずですので（笑）、毎日しっかり継続して頑張っていきたいと思います！ 

 

（建設機械メーカー 設計・開発職 Ｒ．Ｔ 様） 
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躊躇することなく投資すべき案件だと思います。親身になってアイデアを

模索し、多少？時間オーバーしてでもお客様本意、顧客満足重視がヒシヒ

シと伝わって来ますので、ありがたいお話です。この個人コンサルティン

グに申し込む、申し込まないの迷いこそ思考のバグなのかもしれません。 

鮒谷先生 

この度はお忙しい中、個人コンサルにお時間を割いていただきまして、ありがと

うございます。気がつくと、時間も大幅に超えてしまい申し訳ありませんでし

た。 

今回改めて思ったのは、「やるべきことは実は身近にある」ということです。難

しいことではなく身近にある簡単なことを、まず一度まわしてみる。 

今回は理論武装させていただき、強く背中を押して頂いた気がしております。

一度まわすと工夫したくなる。もっと楽しくなりたくなる。脳を教育するシステ

ムはここでも活きてくるのですね。 

今回は個人的な相談でしたので、思い切って自分のどん欲な部分をだして聞

くことができました。少人数生セミナーですら、私は自分のどん欲な部分はだ

せなかったのですが、今回はその部分が聞けて"すっきり"しました。 

よくよく考えてみると、この投資は 学びの実践をしている途中で回収できる訳

ですから、躊躇することなく投資すべき案件だと思います。 

親身になってアイデアを模索し、多少？時間オーバーしてでもお客様本

意、顧客満足重視がヒシヒシと伝わって来ますので、ありがたいお話です。 

この個人コンサルティングに申し込む、申し込まないの迷いこそ思考のバ

グなのかもしれません。 

鮒谷先生、急なセッティングにも関わらずフレキシブルにご対応頂きましてあり

がとうございます。 

 

（八島昇 様） 
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数十万の投資となりましたが、鮒谷さんとの時間を過ごすことで得られた

アイデアは億の単位の価値があると確信しました。 

時間やお金や気力といった自らの限られたリソースをコレと感じ心震えた

『道場』に集中することが、結果的に学びを逓増的に加速するものと思い

ます。 

そしてそれは、実は自分にとって、振り返って最もコストパフォーマンス

の良い投資であったと言える日が来るでしょう。 

先日は濃すぎる三時間を有難うございました！ 

正直今の私にとって三日間セミナー2 回、個別コンサルティング 2 セットという

のは決してラクな投資ではありません。 

ラクな投資ではありませんが、Worth Investing であることは間違いない

と、これまでお話してきて感じました。 

数十万の投資となりましたが、鮒谷さんとの時間を過ごすことで得られたアイデ

アは億の単位の価値があると確信しました。 

勿論、以後走るのは私です。しかし人生という４２．１９５ｋｍをどのように走

るべきかというおよその戦略は立てることが出来たように思います。 

数日前のブログにも書きましたが、特に学びに関しては、時間やお金や気力と

いった自らの限られたリソースをコレと感じ心震えた『道場』に集中する

ことが、結果的に学びを逓増的に加速するものと思います。 

そしてそれは、実は自分にとって、振り返って最もコストパフォーマンスの良

い投資であったと言える日が来るでしょう。 

今回、一つ気づいたことがあります。お話を聞いていて、過去受講した 1 度目の

セミナーや 1 度目の個別コンサルティングでは、 『へぇ～！』という心の中の

相槌が、自分の反応の主を占めていました。 

今思えば、新しい情報や視点に触れて、その咀嚼に精一杯でした。なんとか消化

できたものの、それをエネルギーに転化し点火するまでは行っていなかったよう

に思います。 
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2 度目の 3 日間セミナー及び 2 度目の個別コンサルティングでは、その大半が

『そうそう！！』という相槌に変わっていました。 

半年前に頂いた新しい視点での試行錯誤（勿論錯誤の方が多かったことは言うま

でもありませんが）を経てきたことにより、きっと内臓の消化能力が著しく向

上していたのではないでしょうか。 

少なからず経験してきた者だけが経験することができる、一種の共感空間とでも

言える場が形成されていたように思います。 

100％エネルギーに転化し、点火することができました。 

実践力を著しく欠いてきた自分にとっては、1 回目の３日間セミナーからの半年

間は、極めて重要な意味を持っていたことが証明されました。 

ともに走ってくれた同志達の存在がなかったら、ここまで来れなかったのは間

違いありません。 

娘が子育てをする時代に安心でき笑顔で暮らせるような、より良い日本を受け継

いでいきたい、そういう想いを胸に抱いて仕事に邁進していますが、それには自

らの成長にフォーカスしてフォーカスしてフォーカスしまくる期間が必要

だと考えています。そしてそれは間違いなく今です。 

人間的成長の結果としてお客様に貢献できる領域が拡がり、最終的にお客様に選

ばれ、誇りとされる担当者でありたい、そんなふうに考えています。 

集中自己投資期間につき、しばしついて行きますので、今後とも宜しくお願

い致します！ 

 

（生命保険会社勤務 赤羽恵太 様） 
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個別コンサルの良いところは、目の前のその本人ひとりのために選ばれ向

けられた言葉である、ということを強く感じました。 

もし、行動する気持ちがあるけど、なんとなく行動に移っていない、また

はまだ早いかな・・・と感じたならば、連続で個別コンサルを受けること

は、本当に価値があると思いました。 

変革道場 3 日間セミナーを受けた後、個別コンサルティングを受けました。 

理由は、みなさんが「個別コンサルを受けてよかった！」という感想を多く寄

せられていることと、「逐次投入は最悪の戦略」という言葉を思い出してのこと

です。 

ここぞと思ったときは、無理をしてでも資源を集中的に投下することが大切だと

考えました。結果はどうだったかというと、「行ってよかったです、本当に」

です。 

before 

今まで頭の中で漠然と、(こういう感じでやれば良いんじゃないか？)とおもうこ

とはありましたが、部分部分で引っかかっていて、全体がスムーズにいくイメー

ジができませんでした。 

そして、スタートするのはもう少し先かな、まだ早いかな、と思っておりまし

た。 

after 

ですが、鮒谷さんの個別コンサルを受けたところ、「今でしょ(笑)！」という明

確なお声を頂き、それが行動のきっかけとなりました。 

個別コンサルの良いところは、鮒谷さんから発せられる言葉が多くの人に向けて

の言葉ではなく、目の前のその本人ひとりのために選ばれ向けられた言葉で

ある、ということをこのとき強く感じました。 

個別コンサルでは、たとえば以下のようなお話をお聞かせいただけました。 

------------------------------------------------------------ 

完全なイメージができてから物事を始めようとする人が多い、しかし、それでは

良くない、進める中で計画は途中でどんどん変わるから。途中で変化するのが

「人」だから。 
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まずやってみることが大切、まず小さく、ひと回しする、はじめのひと回しは大

変だけど、まずひと回しする。まず少しやっててみて修正をかけていくのが良

い。 

どうすればいいか？「打つ手は無限」なんです。 

「パスワードを忘れてログインできるかどうかすら怪しいその眠っているミクシ

ーアカウントを叩き起こしてください！」 

------------------------------------------------------------ 

といった具合に具体的で、「ここは外してはいけないよ」というポイントは抽象

化して短くインパクトのある言葉に置き換えて提示していただけるので、重要

なアドバイスを忘れません。 

個別コンサルは行動を起こすきっかけとなります。あと、睡眠時間が短くなり

ます（笑） 

残り２分となったときに、とある人のお名前を出したところ、コンサル終了時間

ぎりぎりにもかかわらず、本当にこころよくその場で当人に電話をしていた

だき、「お引き合わせ」の段取りを組んでくださるということがありまし

た。私にとっては予想外であり、また、個別コンサルならではのプライスレ

スな価値を感じた瞬間でした。私はまた来月も個別コンサルをしていただく

ことになっております。だからこそ、よりいっそう「行動しよう」という気持

ちも後押しされます。 

もし、行動する気持ちがあるけど、なんとなく行動に移っていない、またはまだ

早いかな・・・と感じたならば、連続で個別コンサルを受けることは、本当

に価値があると思いました。 

なかなか文章だけでは伝わりきらないですが、今また改めて、個別コンサルを受

けた方の感想を見て、個別コンサルを受けた皆さんが寄せられている感想は偽り

ないなと思いました。 

「百聞は一見にしかず」ということばの通りです。 

鮒谷さん、ありがとうございました！ 

今後ともよろしくお願いいたします！ 

（祇園 PAYDAY!! チーフ 中塚信行 様） 
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コンサルを受けた後の半年間で有形・無形資産あわせて１０倍以上は回収

できました。 

鮒谷さんのコンサルは，元本保証，しかも高利回り。 

こんな投資商品は，どこの証券会社でも売っていません（笑）  

本日はありがとうございました。 

 

■コンサルを受けるのは今回で２度目になります。 

２度目のコンサルを受けるにあたって，半年前に１度目のコンサルを受けた際の，

自分の質問事項を読み返してみました。 

 

なんて幼稚な質問をしていたのだ。。（驚愕） 

半年前，目一杯まで考え抜いて作成したはずの質問事項が今となっては，とても薄

っぺらいものに見えました。 

 

「そんなん当たり前やん」「こんなことしょうもないこと聞いていたのか」 

という内容ばかりに思えました。 

 

逆に言えば，前回コンサル時からの半年間でいかに自分が成長し，行動と人

生が加速していたのかを思い知らされる結果となりました。 

 

■「２０マイル行進」（ビジョナリーカンパニー４）よろしく，結果を生むために

は，日々の行動の積み重ねが不可欠なのは言うまでもありません。 

 

しかし，そもそもの行進する方向がずれていたとしたら。 

日々の忙殺によって，当初目指していたはずの目的地が，蜃気楼に包まれるかのご

とく，いつの間にかずれていってたとしたら。 

 

日々続けている「行進」は遠回りどころか，ときに目的地から離れていく結果にも

なりかねません。 

 

３日間セミナーでは自分が行進する方向（目的地）を決めることができますが，コ

ンサルでは自身と周囲の状況変化に応じて目的地を修正頂けるのみならず，

目的地に最短で到達するためのルートを具体的に示して頂けます。 

 

これは何物にも代えがたいです。 

 

■鮒谷さんのコンサル代金は，決して安いものではありません。 
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しかし，２度のコンサルを経て分かったのは鮒谷さんのコンサル代金は，必ず

回収できるということです（しかも短期間で） 

 

私は，１度目のコンサルを受けた後の半年間で有形・無形資産あわせて１０

倍以上は回収できました。 

 

鮒谷さんのコンサルは，元本保証，しかも高利回り。 

こんな投資商品は，どこの証券会社でも売っていません（笑） 

 

昨今の投資ブームにあやかられるのであれば，金融商品を購入する前に，ぜひ

「鮒谷コンサル」を選択されることをお勧めします（＾＾） 

 

■本日させて頂いた質問事項につきましても，今から半年後には，また自らを笑い

飛ばせているのだろう，と確信しております。 

 

どうもありがとうございました。 

今後とも，どうぞよろしくお願いいたします。 

（弁護士 杉浦健二 様） 
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本当に、本当に未来が開けるコンサルティングをしていただきました。鮒

谷さんは親身になって考えてくださり心強いです。私の強みにたっぷり付

加価値をつけてくださいました。 

本当に、本当に未来が開けるコンサルティングをしていただきました。 

色々考えながら家路に着きましたが、どうやって帰ってきたか覚えてないくらい

です。 

鮒谷さんは親身になって考えてくださり心強いです。 

私の強みにたっぷり付加価値をつけてくださいました。 

あとは実践あるのみです。7 月のコンサルティングが楽しみです。 

本当にありがとうごじます。 

 

（原口一幸 様） 
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ビジネスの神髄について、少人数セミナーですら絶対に語られることの無

い、一部過激な（？）言葉を使って、説明頂いたことも刺さりまくりまし

た。 

この度は、漠然とした相談内容だったにも関わらず、真摯にカウンセリング頂き

ましてありがとうございました。 

今回は、今まで全く気が付かなかった自分の強み、これまでのキャリアの生かし

方について的確なアドバイスを頂き、「自分が没頭・没頭できること」にまい

進するべきと背中を押して、というより「蹴飛ばして」頂きました。 

新規プロジェクトのコンセプトも定まりましたので、まずは鮒谷様アイデアの

「完全コピー（笑）」で準備したいと思います。 

またビジネスの神髄について、少人数セミナーですら絶対に語られることの

無い、一部過激な（？）言葉を使って、説明頂いたことも刺さりまくりまし

た。 

肝となる 3 つのキーワードを意識しつつ、情報格差のあるところへ、信ぴょう性

を担保しながら、今まで使っていなかった「筋肉」を鍛えて、「一夜城」を作る

べく、計画を立ててコツコツと準備をしてまいりたいと思います。 

今回ご紹介頂いた、あるいはこれからお会いする方々とのご縁も大切に、次回

までにアウトプットを出すためのコンセプト固め、プラットホーム作りのアイデ

アを練りたいと思います。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（大手石油関連会社勤務 Ｋ．Ｕ 様） 
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鮒谷さんの個別コンサルを受けるたび、【起爆剤】と呼べるほどの劇的な

効果を感じます。 

もっと PDCA サイクルを速く回す、ということについて、大きな気付きを得ま

した。 

くりくり動き、ときどき手を振り、躍動感あふれる毎日を送る、という鮮明なイ

メージができました。 

なかなか自分では行動が起こせないようなアイデアも鮒谷さんの口から発せられ

ると、なんだかそれほど大したことではないような気がしてきて（汗）勢いを

つけてやってみよう！という気分になれます。 

鮒谷さんの個別コンサルを受けるたび、【起爆剤】と呼べるほどの劇的な効果

を感じます。私にとって、個別コンサルはニトロのようなもの、といえるかも

しれません。 

来月３回目で、それでこの個別コンサルが終わってしまうのだとおもうと、なん

だか今からすでに寂しいような気分ですが、引き続き活動がんばります！ 

今回も大きな気付きをありがとうざいました！ 

また次回もよろしくお願い致します。 

 

（Ｎ．Ｎ 様） 
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ビジネスを作る上で最も基本的なことで、最も大事なことを教えていただ

けましたので、非常に貴重な時間だったと感じております。 

To：鮒谷さん 

先日の個別コンサルでは大変お世話になりました。２回目の個別コンサルでし

たが、毎回知識の引き出しの多さ、そして深い知見には驚嘆させられます。 

今回は、前回以上に中身の濃い充実した時間を過ごさせていただいたと感じて

おりますが、鮒谷さんのビジネスの根底と言える部分に触れることができたの

ではと思っております。それは、お客様に心から喜んでもらえて「ありがとう」

という言葉をいただくために頑張っているのだと教えていただきました。「あり

がとう」とはあまりにもありふれた言葉なのかもしれませんが、ビジネスとは本

来この「ありがとう」を頂くために行うものであって、金銭的なものはその後か

らついてくるものなのだと。 

そして、その報酬は自分がどれだけ大きな「愛」を持ってお客様に接しているの

かに比例するのだという言葉には感動いたしました。たくさんのお客様に

「愛」を持って接しておられる鮒谷さんだからこそ、その言葉にずっしりと重

みを感じました。。 

また、お会いする度にメルマガで書かれている内容のより深い部分が明らか

になり、一通のメルマガにこんなにもたくさんの意味が込められているのかと

毎回驚嘆させられます。そのたびに、メルマガを読む価値（得られるもの）

が何倍、何十倍にもなっております！ 

鮒谷さんのことはお会いする度にその深さ、大きさに魅了され、ますます好

きになってしまいます。（気持ち悪くてすみません！笑） 

今回は自分のビジネスの具体的な見通しが明確になったわけではありませんでし

たが、今回ビジネスを作る上で最も基本的なことで、最も大事なことを教え

ていただけましたので、非常に貴重な時間だったと感じております。（むし

ろ、まっさらな状態にしていただき、逆に視界がよく開けるようになりまし

た！） 

次回３回目のコンサルも楽しみにしております！ 

（重機メーカー 開発職 Ｒ．Ｔ 様） 
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鮒谷さんがアドバイスと言う数々のジャブを放つたびに、だんだんと眠っ

ていた脳を呼び起こされ、正気に戻り、励ましの言葉を受け、再びファイ

ティングポーズを取れるほどまでに立ち直ることができました。 

鮒谷様 

この度はわざわざ大阪まで足を延ばしてコンサルティングをしていただき、ほん

とうにありがとうございました。 

私は、3 日間セミナーを受けたときに、基本的な考え方をインストールし、それ

をもって、毎日の生活と向き合った結果、内面的・外面的にも大きく改善・進

歩しました。それだけでも驚くべき変化でした。 

しかし、その先にもう一歩踏み込んで、次のステージに踏み込もうとしたとき

に、突然、目の前に巨大な壁が出現し、あまりのバカでかさに茫然とし、脳死状

態に陥りました。汗 

その壁について思うと、どこか閉そく感が漂い、考えるのも嫌になり、それを忘

れるためかのように、やたらと体を動かして、気を紛らわしていました。(でもそ

れも、まったく無駄というわけではないんですけど(笑)) 

コンサルを受ける前の私のままだと、まさに「飛んで火にいる夏の虫」そのうち

私の体は暴走し始め、きっと壁に突っ込んでペシャンコになっていたと思いま

す。(実際、先週は無茶をしすぎ、リアルに死の一歩手前まで逝ってました(笑)) 

そんな中、今回、鮒谷さんにコンサルティングを受け、「○○という手がありま

すよね！？」「△△という方法に変えてみては？」といろいろとアイデアを出さ

れる度に、それに気づかなかった自分に対しての失意が絶えず、崖に向かって猪

突猛進しようとしていた自分の顔を殴ってやりたい気持ちでしたｗｗ 

その後も、私の代わりに、鮒谷さんがアドバイスと言う数々のジャブを放つたび

に、だんだんと眠っていた脳を呼び起こされ、正気に戻り、なおかつ、「もっと

強く打ってこいよ！」「You can do it!」と、励ましの言葉を受け、ピヨってい

た自分が再びファイティングポーズを取れるほどまでに立ち直ることがで

きました。 

そして最後は、「じゃあ、いつやります？」と、試合の日時まで設定するように

仕向けていただき、帰国休暇中にもかかわらず、悠々と休んでいる暇ではなくな

りました汗日本でのあと数日の休暇は、ベトナムで過ごすよりアツい夏になりそ

うです(笑) 
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今回のコンサルを受け、これからは今以上に大きな渦を巻けるように頑張りま

す！不束者ですが、今後も宜しくお願い致します。 

 

コンサルを受けようか悩んでいる方へ 

3 日間セミナーを受けられた方は、「セミナーの内容は理解できるけど、そんな

こと言ったって...じゃあ一体、自分はどうすればいいの！？」と嘆いてらっしゃ

る方もおられるのではないでしょうか。(僕も自分が八方塞がりではないかと思っ

てました(過去形)) 

しかし、現実にはそうではなく、道は必ずあるのです。見えてないだけです。 

その答えは鮒谷さんがお持ちです。鮒谷さんはきっと、その知見・経験を駆使

し、壁の向こうに繋がるハシゴをかけてくれると思います。 

金額だけを見れば、簡単に手を出せる金額ではないと思う人もいるかもしれませ

んが、そこはあまり考えず、「えいやっ」で決めてしまっていいのではないでし

ょうか？30 万円のセミナーを受けた方なら、そこまでハードル高くないでしょ

う??というわけで(？)、即決・速動です！ 

 

（赤山雄治 様） 
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鮒谷さんは非常に冷静な目を持った良き第三者として、相談者の強みが何

か、そしてそれをビジネスとして展開させる方法について具体的に説明で

きる能力を持った人です。 

鮒谷様 

先日の計三回の個別コンサルにおいては非常にお世話になりました。 

私は三日間セミナーもダイジェスト版セミナーも受けず、いきなり第一回の個別

コンサルの日を迎えました。正直あまり「鮒谷イズム」をあまり身につけていな

い状態で臨んだ感がありました。 

そのせいか自分の強みとなる点でビジネス化できる部分は何処かを議論している

時に、私の意向と鮒谷さんが推す方向にズレがありましたが、何とか二人で二回

目のコンサル時に議論する内容を決めました。 

そうして迎えた第二回目。 

この時に、ビジネスとして大きく成功する為には？...という点にフォーカスして

議論した結果、結局第一回目の段階で鮒谷さんが推す方向に私も賛同して進める

事になりました。 

この方向転換は別に無理強いで行われた訳ではなく、色々な話をする中で私が納

得して決めた事であり、自然にそのように流れた感じでした。 

第二回目と第三回目の間には、私が考える企画を本にする事に興味がある出版社

があるかどうかメルマガに書いて頂きました。そして手を挙げて頂いた出版社様

の所に行くのに、第三回目のコンサルと同日に同伴して頂きました。 

現時点ではその企画が出版社内の企画会議を通過した段階で、実際に出版される

までには幾つもの壁があると思います。入り口を作って貰えた恩返しに何とか出

版に結び付くようにしたいとおもっています。 

さて個別コンサルを体験してこれは凄いな！と思った点を二つ述べます。 

まず、自分の強みを引き出してくれる能力。 

通常人間は、幾ら客観的に見ても中々自分の強みを認識するのは難しいのではな

いでしょうか。ましてやビジネスとしてお金を得られるレベルまでの強みとなる

と... 
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しかし鮒谷さんは非常に冷静な目を持った良き第三者として、相談者の強みが何

か、そしてそれをビジネスとして展開させる方法について具体的に説明できる能

力を持った人です。 

もう一つ、メルマガでもこの点は感じていたことですが、実際のお話を聞いても

やはり語彙が非常に豊富で、又他の人の著書もしくは語った言葉からの引用がス

ラスラと出てくるのです。 

うーん、この語り口なら非常に説得力があるなぁと深く感銘し、是非真似しなき

ゃ...と感じました。語彙を増やすコツについても具体的に教えて頂きました。あ

りがとうございます！ 

コンサルは未体験の方は値段的に躊躇されるかもしれませんが、間違いなくお勧

めですね。そして自身の経験から、少なくとも二回はコンサルの機会を持っ

た方が良いと思います。 

最後に、本当にありがとうございました。 

これからも末長くおつき合いのほどよろしくお願い致します。 

 

（大阪のオモロイおっさん・トム(^^) 様） 
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第二のビジネスの方向性も定めることができましたし、今はこのしっかり

した基礎があれば、大きく外すことは無いだろうという、確信を得るに至

っております。 

鮒谷様 

この度はお世話になりまして、誠にありがとうございました。 

3 回のコンサルティングを通じて、行動量がかなり増えただけに留まらず、

今までで最も「自分自身に問い続けた」3 か月となりました。今の心境とし

ましては、山籠もりの修行から戻ってきたよう（？）な不思議な感覚です。 

質問も自分なりに突き詰めた結果、個別具体の事象ではなく、抽象的なものが多

くなってしまいましたが、直前の（というかいきなりの現場での）ぶしつけ

で、ずうずうしい質問にも嫌な顔一つされず、快くお答えくださって、大

変感謝しております。 

加えて前回お話し頂いた内容も細かく覚えていらしたことにも驚きと感銘を

受けました。 

今回は一旦総仕上げということで、ビジネス全般に対する考え方はもちろ

ん、決してブログやセミナーでは語られない（語ることのできない）「秘

中の秘」の部分、特に参加者への考え方・姿勢などについても、「そこまで

お話頂いていいの？」、といった内容も含めて、具体的な数字や事例を交えて教

えて頂きました。 

お陰様で、第二のビジネスの方向性も定めることができましたし、今はこの

しっかりした基礎があれば、大きく外すことは無いだろうという、確信を得

るに至っております。 

また、今回伺ったお話を通じて、改めて鮒谷様の懐の深さ、自然とにじみ出る

バックグランドとしても教養や知識の厚み、一見無用のように見えること

の効用を感じました。 

正に OS レベルを一段バージョンアップして頂いたのだと思いますが、すぐ

に役に立つか立たないかで判断すること無く、私も人間としての厚みを増せるよ

うに古典をはじめ、様々な分野に手を出して参ります。 

カウンセリングを通じて、期限を決めて行動を促されている参加者も多いと伺っ

ておりますが、私のようにビジネス全般、ひいては「どのように生きるか」
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といったテーマについても深い学びが得られるという点を、来月開催予定の

道場生の同期会でも披露させて頂きたいと思います。 

なかなか守破離の「守」から踏み出すには至りませんが、まずは「型」を更に強

固に身につけるべく、これからも鮒谷様の背中を追いかけさせて頂きます。 

私自身の当面の優先事項としては、スタッフをはじめ「ミニ 3 日間セミナー」を

続けて、チーム全体の底上げを図り、周囲を含めた全体でさらなる高みを目指し

ます。 

今後も定期的にご報告を兼ねて、OS のアップデート（単なる錆落としにならな

ければ良いのですが）しにお伺いできればと思いますので、引き続きよろしくお

願い致します。 

この度は本当にありがとうございました。 

 

（一部上場企業マーケティング部 部長 Ｋ．Ｕ 様） 
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個別コンサルティングを検討しておられる方がいらっしゃるようでした

ら、できるだけ早めに申し込まれることをオススメいたします。 

私自身、もっと早い段階で受けていたら、それだけ前倒しで始められただ

ろうことを思うと非常に勿体なく感じられてなりません。 

鮒谷さま 

いつもお世話になります。 

３日間セミナーに引き続き、先日も大変お世話になりありがとうございました。 

今回、初めて個別コンサルティングにてご指導をいただきましたが、その結果、

自分が向かうべき方向性と取り組むべき具体的内容が非常に明確になった

こと何よりの成果だったと感じております。 

以前より運営しておりましたメールマガジンにも停滞感が漂い、今後の取り組み

方について悩んでいる状態が続いておりましたが、現在の市場環境と今後の見通

し、そして私自身の志向を踏まえ、「どのように売上（利益）につなげていくと

良いのか」また、「今の自分が行うべきことは何か」などについて詳細にご指導

いただきました。 

また、最後には、当座の課題設定まで行うことができ本当に有意義な時間にで

きたと思っております。 

また、特に印象に残っていることと言えば、鮒谷さんが非常に自然体で私に向

き合ってくださったことです。 

「コンサルティング」というものに抱くイメージは人によって様々かと思います

が、鮒谷さんのコンサルティングは、依頼者が出来るだけリラックスした状

態で指導内容を最大限吸収しやすいようにご配慮なさっているのだと感じま

した。 

そして、このような状態の中で予定の時間をオーバーしてまで熱心にご指導

いただくことができましたので、私も集中して自分自身の状態（課題）を客観

的に捉え、今後の行動（取り組み）についてじっくり考えることができました。 

上にも書いておりますが、今回の個別コンサルティングによって自分が向かう

べき方向性と取り組むべき具体的内容がハッキリいたしましたので、あと
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は、どれだけやり切れるか（どれだけ多くの手数を打てるか）に全てがかかって

いると思っております。 

鮒谷さんがいつも仰っておられるように、艦砲射撃を撃ちまくって徐々に軌道修

正をしていくということを常態化させ、少しずつより大きな成果につなげていき

たいと思います。 

最後になりますが、現在、個別コンサルティングを検討しておられる方がいらっ

しゃるようでしたら、できるだけ早めに申し込まれることをオススメいたし

ます。 

私自身、今回、初めて個別コンサルティングを受けさせて頂き、ある方向に向か

って取り組むこととなりましたが、もっと早い段階でコンサルティングを受

けていたら、それだけ前倒しでこの取り組みを始められただろうことを思う

と非常に勿体なく感じられてなりません。 

鮒谷さま、 

まずは、８月の目標として掲げたものを達成すべく取り組んで参りますので、引

き続き、ご指導の程、宜しくお願い申し上げます！ 

（大手広告代理店 営業 Ａ．Ｍ 様） 
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新たな視点をいただき本当に感謝です。個別コンサルを連続で受ける威力

を、回数を重ねる度に感じています。 

先日は、インターコンチネンタルホテル大阪にて、個別コンサルティングを受け

させていただきました！！ 

会場がホテルの客室であったということもあり、普段よりいっそう、自然体の

鮒谷さんを拝見することができたようにおもいます。そういった意味でも嬉しく

て感激しております！！いやぁ、リラックスムードって大切ですね！ 

また、セールスレターが鮮やかにゼロから生み出されるのを見て、その鮮

やかさに感嘆いたしました！自分でやるとしたら、何時間かかっても完成しな

いに違いありません。プロフェッショナルの凄みがここでも印象的に目に焼き

付いております。 

【中国語もくもく勉強会】（ちゅうもくべん）という素晴らしい名称とともに、

まずは、初心者向けということで、勉強会の開催を目指して参ります。いつも本

当にありがとうございます！ 

偶然、個別コンサルの入れ違いでお会いすることが出来た●●さんとも、来週お

会いすることが決まりました。 

時間的な都合もあり、思うように進まないことも多々ありますが、ここはやはり

産みの苦しみということで、しばらく向こう見ずで進んでいこうと思います。 

只今、初学者（中検 3 級程度）の方とメールでやり取りしておりまして、その方

が中国語や勉強法などについていろいろ尋ねてくださるので、これを好機ととら

え、【初学者向けの集中勉強会 】のための参考になるように、とことんやり取り

を続けてみようかと思います！！ 

新たな視点をいただき本当に感謝です。個別コンサルを連続で受ける威力

を、回数を重ねる度に感じています。 

今後ともよろしくおねがいいたします！！ 

本当にありがとうございました！！ 

（飲食店チーフ Ｎ 様） 
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鮒谷さんの経営者としての洞察力の広さ/深さを感じました。 

昨日は、長時間に渡りお時間を頂戴し、誠にありがとうございました。 

気づいたらかなり長時間に渡っていたのですが、それすら全く感じさせない鮒

谷さんの懐の深さに深く感激いたしました。 

今回の個別コンサルティングでは、鮒谷さんの経営者としての洞察力の広さ/

深さを感じました。 

かなり先の未来までを見据えた浅く広い視点と、近々の課題に対するせま

く深い視点の両方を自在に使いながら、私のコンテクストのありとあらゆ

る点に対して、抜け落ちている所/修正すべき所を適宜インプット頂きまし

た。 

自分では経験も知識も無く、全く具体化できなかった点、気付かなかった

点もあり、ありがたい時間でした。 

お話頂いた通り、私にとっては正に今は踏ん張りどころで、改めて悩ましいと感

じましたが、決断と行動を重ねできるだけ早く決着をつけて、本筋に邁進してい

こうと思います。 

今回頂いたものを生かし、今後少しでも様々な形でお返しできるよう、精進して

参りたいと思っております。 

この度はありがとうございました。 

【利用を迷われている方へのメッセージ】 

個別コンサルティングを利用することも、決断と行動の一つだと思います。 

一つ決断と行動を起こせば、また別の新しい世界が待っています。 

この場をどう生かすのか、どう鮒谷さんのスキルで自分をレバレッジするの

かは、あなた次第。 

ぜひ、皆さん自身の力で、飛躍のステップに使われてはいかがでしょうか。 

 

（名越学 様） 
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個人個人の状況に合わせて最適最短と思われる助言をいただける為、自分

に見えていなかった気付きが得られ、目標に向けての加速度がつくな、と

思いました。 

鮒谷 様 

前回のコンサルティングではお世話になりました。また、ご丁寧にお土産までい

ただき、ありがとうございました。 

３日間セミナーでのＯＳの話に関しては、少しは理解できたと思いますが、そこ

から先どう活かしていくかは各個人によって異なります。 

前回はその辺りを、まだ方向性が定まっていない私自身どのように活かしていけ

ば良いのか、その相談がしたくて中途半端な状態でしたが、コンサルティングを

していただく事にしました。 

結論的には、コンサルティングは個人コーチのようなもので、個人個人の状

況に合わせて最適最短と思われる助言をいただける為、自分に見えていな

かった気付きが得られ、目標に向けての加速度がつくな、と思いました。 

仕事でも経済的にも成功している方はたくさんおられますが、鮒谷さんのブログ

や考え方、生き方に共感する部分が多い私にとっては、鮒谷さんに今後も助言を

賜るのが良いのではないかと思い、コンサルティングの継続をお願いする事

に致しました。 

また、Ｎさんとも翌週に会食致しました。お互いの自宅からの中間点である十三

にて、ねぎ焼き「やまもと」でねぎ焼きを食べ、喫茶店でコーヒーを飲みなが

ら、渦の巻き方、今までの失敗談、集客についてなど、話を伺いました。 

数年前からすでに実践されている方からの話は大変ためになりました。 

鮒谷さんがおっしゃっていたように本当に気の良い方でした。 

縁は不思議なもので、３日間セミナーの後、鮒谷さんより Facebook の関西支

部、Ｍさんの事を教えていただき連絡を取り、関西支部に入会させていただき、

そうしたら面識のなかったＮ(Ｙ)さんよりこれまた面識のなかった「Ａくんを囲

む会」への招待が来て、行ってみるとそこに参加されていたのがＮさんでした。 

その２日後にインターコンチネンタルでのコンサルティング、次の方がＮさんと

いう奇跡的？な再会を果たしました。 
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あの客室で、鮒谷さん、Ｎさん、私の３人が会している絵はとても面白かったで

す。 

Ｎさんとの会は「一日一恥会」と命名し、今後も開催することになりました。 

切磋琢磨、助け合っていける関係になれれば、と思っております。 

そのご縁をいただきました鮒谷さんには深く御礼申し上げます。 

 

（谷 富雄 様） 
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そうだったのか！そういう見方もあるんだ！そんな方法もあるの！？自分

で考えた限界をひょいっと飛び越えてくれる思考や視点が、深く心に刺さ

りました。 

私からの曖昧な質問から始まった今回のコンサルにも関わらず、最終的には、具

体的な行動にぐぐっと落とし込まれた流れに驚きの一言です。 

しかも話の流れにも、その具体的行動自体にも、自分の心が拒否してしま

うような無理やり感も押し付け感も一切ありませんでした。 

それは、あれよあれよという間に、鮒谷さんが色々引き出して下さったからで

す。私が持っていない視点、思ってもいなかったところから新しい切り口

や角度からの引出しでした。 

終わってからすっかり脳が興奮しておりました(笑)と同時に、予期せぬ着地

（よい意味で）をしたので、なんだか楽しい魔法にかかったような気分でし

た。 

さすが個別コンサルです。 

対面で、個人の背景や文脈に即してお話するからこそ、生み出される価値

を強く感じました。そして、鮒谷さんのこれまでの圧倒的な経験に裏付けさ

れたものがあるからこそ、なせる技ですね。 

成功したかったら成功者に会いに行け、の言葉を実感しました。しかも惜しみな

く伝え、考え、引き出して下さる成功者がいるとは！ 

具体的内容は私自身の個別事象をお話せざるを得なくなるので、大変残念ながら

お伝えできず、どうしても抽象的な感想になってしまいますが、やはりその"具

体的内容"が大変な価値なのです。 

そうだったのか！そういう見方もあるんだ！そんな方法もあるの！？  

と書けないことばかり。そして本音では教えたくないかも（苦笑） 

自分で考えた限界をひょいっと飛び越えてくれる思考や視点が、深く心に刺

さりました。 

鮒谷さんの個別コンサルに申し込むという一決断は私の今後の人生において、

大きな価値をもたらしてくれました。 
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この度は本当にありがとうございました！ 

引き続き、どうぞよろしくお願い致します。 

 

（松藤智美 様） 
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グサグサ刺さる内容満載で，目が覚めるような気持ちでした。 

もっと話が聞きたい，続きが聞きたいと，思わず前のめりになってしまい

ましたし，聞いているときのワクワク感が半端なかったです！ 

鮒谷さん 

昨日はありがとうございました！あっという間の３時間でした。 

終わったあと，早速一決断（になるでしょうか？）で，使ったことのない一つ隣

の駅まで歩いてみました。ものすごく強烈な暑さの中でしたが，なんだかとても

爽快感に溢れていました。 

コンサル中には「ここだけの話」をたくさんして下さり，３日間セミナーな

どではできない，私自身にフォーカスした内容で進めていただけました。こ

れは個別コンサルならではですね。 

そして，話の最後には，あまりこのような着地点になることはないと仰っていま

したが，今の自分に一番必要なことだと思っていたので，本当にびっくりで

す。これも，数多くの人を見てきた鮒谷さんだからこそなせる業なのでしょ

う。 

実際のコンサルはグサグサ刺さる内容満載で，目が覚めるような気持ちでし

た。もっと話が聞きたい，続きが聞きたいと，思わず前のめりになってし

まいましたし，聞いているときのワクワク感が半端なかったです！ 

決断→行動→運命という風につながっているのだから，運命を変えたいのなら行

動を変えるしかないし，行動を変えるなら決断するしかない。一日一決断を課

し，新しいことにチャレンジし，決断筋を鍛えて人生を好転させていきたいで

す。 

他にも， 

・強みのかけ算 

・強みを編集する 

・経営者思考，経営者マインド 

・逆算 



 - 166 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

・逓増 

・時間を味方につける 

・渦を巻き始めると半分寝ている状態がデフォルト（笑） 

・突き抜けている人はタガが外れたことが一度はある 

・ノーノーノーノーでは現状維持，イエスイエスイエスイエスで変わっていく 

・マーケットの創造は創薬である 

など，血肉にしたい言葉をたくさんいただきました！ありがとうございます！ 

正直言って，今の私にとって決して安くはないコンサル料です笑。ですが，思い

切って申し込んで本当に良かったです。この投資を回収できるかどうかは今後

の自分次第ですので，まずは 1 つめの課題にしっかりと取り組んで参ります。 

遅い時間にもかかわらず，少し長めに時間をとっていただき，かつ最後に質

問まで受け付けて下さり本当にありがとうございました！ 

これからもよろしくお願いいたします！ 

（尾崎智史 様） 
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個別コンサルの利点として、3 日間セミナーでは、なかなか聞けないよう

な個別・具体の質問に対しても、 

・こちらの理解レベルまで降りてくださり、 

・躓きやすい点を具体的事例と共に教えて頂き、 

・更に、高次・汎用的な視点へと"言語化"された形で丁寧で的確なアドバ

イスを頂ける。 

ことがあると感じました。 

鮒谷様 

先日は、遅い時間まで、個別コンサル頂き、本当にありがとうございました！ 

頂いたアドバイスを元に、実践すること 1 週間。今感じていることを、感謝と共

に纏めさせて頂きました。（長文となり恐縮です。） 

▼ 個別コンサルの中で、一番の学びは、 

・自分から「主体的に渦を巻く」ことで、人生のコントロール権を取り戻し、 

・渦を巻くために、一日一決断し、一日一行動することが、 

自分を変容させてくれることを、アドバイス通りに"行動"したことで、改めて、

身に染みて"体感"できたことです。 

・行きたい世界へむけて、足の踏み出し方を教えて頂き、 

・まずひと回し、結果の出る具体的ゴールが定まり、 

・腰の重い自分を蹴り出して頂いた 

ことで、毎日、決断と行動を（必死にもがきながら）継続出来、セミナーやメル

マガで、鮒谷さんが、繰り返し教えて下さっている事は、こういうことだっ

たのか！と、（少しずつではありますが）気づくようになりました。 

▼ 他にも、個別コンサルの利点として、3 日間セミナーでは、なかなか聞けない

ような個別・具体の質問に対しても、 

・こちらの理解レベルまで降りてくださり、 

・躓きやすい点を具体的事例と共に教えて頂き、 

・更に、高次・汎用的な視点へと"言語化"された形で丁寧で的確なアドバイ

スを頂ける。 

ことがあると感じました。 

▼ 他にも、 

・小さな 3 連勝を目指す。 
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・起業筋を鍛える。 

・渦を巻くことの、多くの効用 

・常に「いかに時間を作り出すか」を考えること 

・向こう側の世界に、杭を打ち続ける 

ことなど、改めて、一つ一つの言葉の真意を具体的な事例と共に理解するこ

とができました。 

▼ 正直、申込み前は、金額的にに躊躇する気持ちや、「もうちょっと、自分が準

備ができてから受けよう」という気持ちがありました。 

しかし、コンサルを受け、その時に頂いたアドバイスに従って行動し始めた今

は、（まだコンサルを受けてから 1 週間ですが） 

・行きたい世界へむけて、足の踏み出し方を学べ、 

・まずひと回し、結果の出る具体的ゴールが定まり、 

・そこに向けて動かざるを得ない環境が得られ、 

・更に切磋琢磨できる仲間も得られる 

という意味で、勝つべくして勝つ、「勝ち方」を教えて頂いたと実感してお

ります。 

そして、受講を躊躇していた事が杞憂であり、早く始めるほど、早く行動で

き、学びの量も逓増していく。まさに、「全ての学びは、前倒し」であると

感じております。 

貴重なアドバイス、本当にありがとうございます。 

楽しみながら、必死で食らいついて行きたいと思います。 

 

（自動車会社 IT 系子会社 エンジニア Ｙ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんは、どんな質問をしても適切な答えが返ってきます。 

自身の不安が払拭され、自分でもやれるのではないかという気になりま

す。 

先日のコンサルティングは、楽しくかつ有意義な時間を過ごさせていただきま

した。ありがとうございました。 

鮒谷様のけり上げのおかげで、講師を招き、セミナー開催に向けてチャレンジす

るという決断ができました。 

今までは自分で実行しようと思っても、なかなか行動に移せなかったり、行動し

ても続かないことが多く、自己嫌悪に陥ることが多かったのですが、決断をして

かなり気分が上向きました。 

また、物事に取り組む際は、モチベーションが必須だという思い込みがあったの

ですが、日々上下するモチベーションより仕組み方が重要だということに改めて

気付きました。 

鮒谷さんは、どんな質問をしても適切な答えが返ってきます。一般の方々

の何倍も深く、広く物事を経験され、ノウハウが大量に蓄積されているか

らだと思います。 

ご自身の経験、実績に加えて過去の受講生の変革事例を多数ご紹介いただ

けるので、自身の不安が払拭され、自分でもやれるのではないかという気

になります。ヒントをいただきながら企画を考えるのは楽しかったです。 

また、自分は何も持っていないと思っていたのですが、鮒谷さんと話をしている

内、自分も意外と財産を持っていることに気付きました。 

また、鮒谷さんの御人柄には本当に助けられます。私が過去に受講したセミナー

では、肉食系の講師が必要以上に不安をあおったり、激しい言葉を受講生に投げ

る例もあり、気持ちがしぼんだ経験があります。 

あとは自分が如何に行動するかだけだと思います。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

（不動産管理会社 営業企画 Ｔ．Ｈ 様） 
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具体的な行動まで落とし込めた点が，とてもありがたかったです。 

今回は初の連続コンサルをお願いしましたが，腰を据えて没入できる分，１枠

ではなしえなかった，深い位置まで「ダイブ！」させて頂けたように思いま

す。 

具体的な行動まで落とし込めた点が，とてもありがたかったです。 

現在の「胎動」を，年末には「ハイハイ」ぐらいにまで進化させます。 

どうもありがとうございました！！ 

（匿名 様） 
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鮒谷さんにご相談するほどの話ではないかもしれない、と思いつつも、先

送りではなく、今のタイミングでお話させて頂くことは、最善の選択肢で

あったといま感じています。 

この度は個別コンサルティング初回にてお世話になりどうもありがとうございま

した。 

３日間セミナーから２年弱経ったところで、申し込みをさせて頂きました。 

 

自分なりに、様々な試行錯誤をしていく中で今ひとつ、加速度がついていくイメー

ジが持てずにいる状態でお話をさせていただきました。 

 

１対１でじっくりお話させて頂くことで、いまの自分がどこで止まっているの

か、何を決め、何を捨てればよいか方向性が改めてはっきりして参りました。 

 

鮒谷さんにご相談するほどの話ではないかもしれない、と思いつつも、先送りで

はなく、今のタイミングでお話させて頂くことは、最善の選択肢であったと

いま感じています。 

 

次回までの約束をよいエネルギー源として、また一瞬一瞬を大切にして活動して

まいります。 

 

次回もどうぞよろしくお願い致します！ 

（増山直子 様） 
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漠然と考えていたことが，みるみるうちに具体的になっていく様子に，自

分でも驚いています。 

鮒谷さん 

先日はありがとうございました！ 

漠然と考えていたことが，みるみるうちに具体的になっていく様子に，自分

でも驚いています。 

 

今回お話させていただく中で特に感じたのは，鮒谷さんが，「顧客にとってのメ

リットは何か」ということを強く意識されている，ということ。 

 

自分が提供できることをベースにしながらも，顧客にとってメリット・ベネフィッ

トとなることがなければダメだということが分かりました。 

 

鮒谷さん自身が徹底的に顧客のメリット・ベネフィットを考えていらっしゃるか

らこそ，個別コンサルの質も最高級のものになっているのでしょう。 

 

また，1 回も書いたことのないセールスレターの大枠も一緒に考えていただき，

感謝しております。 

あれだけポンポンと，矢継ぎ早に言葉が出てくる鮒谷さんの頭の中が一体どうな

っているのか，1 度覗かせていただきたいです笑。 

 

まずは最初の一回し，渦の中で立ち止まるところから始めていきます。 

 

本当にありがとうございます！ 

（尾崎智史 様） 
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これまで「行動できなかった自分」が、徐々に「行動できる自分」に変わ

れているのを日々実感しております。 

自分のような行動できない人にこそ個別コンサルはぴったり（効果大）だ

ったのだと思います。笑 

鮒谷さん 

先日は大変お世話になりました。 

 

今回の個別コンサルは自身初の勉強会開催後のコンサルでしたが、次回の勉強会

に向けて有意義なご指導をたくさんいただきました。 

 

前々回の鮒谷さんとの個別コンサルの場において、自分が何によって「渦を巻ける

か」を検討した結果、勉強会を開催することが決定しました。 

 

その後、企画、コンテンツ作成、レター・LP 作成、集客、開催、ふり返りという

1 サイクルを回すことで、これまで得たことのない様々な経験をさせていただけ

ました。 

 

途中何度かくじけそうになりましたが、鮒谷さんへのコミットがあったからこ

そ達成できたのだと感じております。 

 

これまで「行動できなかった自分」が、徐々に「行動できる自分」に変われ

ているのを日々実感しております。 

 

そして、今回の個別コンサルにおいても、次回の勉強会開催日を（あえて強制的に、

笑）決定いただき、次回に向けてのバイアスをかけていただけたのだと思ます。 

 

さらには、 

①次回に向けての適切なフィードバックをいただけた 

②「新規のお客様を 10 名獲得する」という新たな目標を設定できた 

ことで、さらにモチベーションが高まりました。 

 

個別コンサルの場で鮒谷さんに適切に導いていただいたことで変われる、行

動するきっかけを与えていただけたのだと感じています。 

 

「次回の勉強会開催決定」と「新たな目標設定」は自分にとってはある意味「決断」

でしたが、鮒谷さんが決断によって人は成長できると書かれている意味が最近徐々

に実感できてきております。 
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自分のような行動できない人にこそ個別コンサルはぴったり（効果大）だっ

たのだと思います。笑 

 

また次回の勉強会に向けてしっかり行動していきます！ 

 

本当にありがとうございました！ 

（大手メーカー 設計・開発職 Ｒ．Ｔ 様） 
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毎回、コンサルでの学びや気づきは多いですが、今回は特に、ギアが切り

替わるような感覚がしました。 

■鮒谷さんのおかげで、 

初リッツカールトンホテル。 

こんな機会でもないと行くことはないので、私にとっては本当にありがたかった

です。 

 

私が今まで思っていた以上に素敵でした。 

ホテル利用のみなさんの雰囲気が、どうやら普段使いのようなんです。 

非日常というより日常といった感じで 1F のラウンジで生演奏を聴いていらっし

ゃるのが大変印象的で、いやはや、実際に体験するのは大切だなと、そんなことを

おもいながらホテルを後にしました。 

 

■客室ではデスクに綺麗に積まれた本に圧倒されました。 

鮒谷さんにとっては当たり前のことなんだなぁということもまた感じました。 

 

当たり前のレベルが、凄すぎですね。 

本当に高いレベルで様々なことが自動化されているんだなぁと気付くたびにその

凄みを感じます。 

 

■3 ヶ月を振り返って、私の総括もようやく落着いてきたところです。 

 

鮒谷さんがおっしゃったとおり、勉強だけより、勉強+外部刺激の方が、熱量が多

い、ということについて、この 3 ヶ月で確かに実感しましたので、【外部刺激 10％

～15％】で熱量を高く保った状態で、今後の生活を送ります！ 

 

■お金が絡むと、睡眠時間が勝手に削られそれでいて疲れている感覚がない、とい

うのは、この 3 ヶ月のおかげではじめて経験しました。 

 

ここ 3 ヶ月を振り返る中でも特に大きな体験となったといえるかなと思います。 

 

■今回のコンサルで、私のメインとしていた中国語学習の本道に戻ることができ

て、認知的不協和がようやく解消されたような、ほっとした気持ちです。 

 

■私が現在毎日書くことにしている 2 つのブログについて考えあぐねたところ 

ブログ A これからやること 

ブログ B やったこと 
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と書くことを分けることで解決しました。 

 

ブログタイトルも一方は、【中検 2 級合格ブログ】に改題しました。 

志は高く目標は低くで着実に進みます。 

 

■教える＝×コンテンツのばらまき 

○ライフスタイル全般 

 

■ライザップはコンテンツではなくやらせる仕組みを提供している。 

大変だけど、当たり前のことを愚直にやってしまう仕組みを提供している。 

本質理解と続ける仕組みを提供している。 

 

■ダイエットも語学も自己啓発も、やった方が良いと思いつつ続かないものとい

う点で共通している。 

 

■ブログを書くために勉強する、みたいな本末転倒なのもアリ。 

 

■毎回、コンサルでの学びや気づきは多いですが、今回は特に、ギアが切り替

わるような感覚がしました。 

 

■では今後、少々の外部刺激を足しつつ、中国語上達の活動に集中してまいりま

す。 

 

いつも本当にありがとうございます！！ 

次回のコンサルは、おそらく特に私の行動方針も変わらずそれゆえ、内容も雑談み

たいな感じになると思いますが、個人的には嬉しいです（笑） 

ビジュアル化をより具体的に進められれば嬉しく存じます。 

 

今後ともよろしくお願いいたします！ 

（Ｎ 様） 
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「外部のプロフェッショナルに、当事者では気づかない部分にフォーカス

していただく」という意味では、時間やノウハウをお金で買わせていただ

く、という、コンサルティングの真価をご提供いただけたのではないかと

思っております。 

鮒谷さん 

先日は、個人コンサルティングをどうもありがとうございました。 

今回は、当初はイベント告知の最終チェック、コンテンツのご確認などがコンサル

ティング内容のセットかと思っておりましたが、それ以前にまだ不十分であった、

非常に大切な部分であるヴィジョン～サービスに関するコンサルティングを

ご提供いただけました。 

 

今回のコンサルティングで、グループ・団体のヴィジョンの決定、そして、そこか

ら決まる、団体名、ターゲット、サービス名といった、根っこの部分の明確化が

できたと思っております。 

 

この部分は、なんとなくは整理できていたつもりでしたが、明確に整理した形で言

語化できていなかった部分でありました。 

当然ですが、ビジネスにおいては、「一言で明確に説明できること」が非常に大切

であり、そういった意味で、進化・深化のレベルが不十分であったことを認識でき

ました。 

 

正に、「外部のプロフェッショナルに、当事者では気づかない部分にフォーカスし

ていただく」という意味では、時間やノウハウをお金で買わせていただく、と

いう、コンサルティングの真価をご提供いただけたのではないかと思ってお

ります。 

 

みなさまもご存じの通り、「言語化」能力は、鮒谷さんの強みの一つです。 

ヴィジョンからサービス名/グループ名に落とし込む、というコンサルテーション

は、正にその「言語化能力」をご提供いただいていることになります。 

ノウハウや成果物も含め、現状を大きく進めるために、個別コンサルティン

グでレバレッジするというのも、いい選択肢なのではないでしょうか。 

 

私はこれから、より一層加速して走り続けて参ります。 

ぜひ皆様も、この上昇気流にのってみることをお勧めいたします。 

（名越学 様） 
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自分自身、「流されて」生きてきた人間であることを忘れて、かっちりと

した計画書にそい、悪い意味でそれ通りに実行しようとするところでし

た。 

アドバイス頂きましてありがとうございます。 

鮒谷さん 

 

日曜日は個別コンサルして頂きありがとうございます。 

 

自分自身、「流されて」生きてきた人間であることを忘れてコンサル時代の癖で、

かっちりとした計画書にそい、悪い意味でそれ通りに実行しようとするところで

した。アドバイス頂きましてありがとうございます。 

 

Being を視野に入れつつ柔軟に物事をとらえようと思います。 

（選択肢が無ければ「横」に行くの精神も忘れずに。） 

 

ご指摘にも頂いたとおり、いくらビジョンを掲げても行動しなければ何も始まり

ませんので、セミナーを開催しお金を頂戴して価値を提供するまでのサイクルを

しっかり回したいと思います。 

 

大きな目標を掲げつつ、そこを狙いながらとにかく手をうち、「ワープポイント」

までたどり着けるよう、がむしゃらに取り組んでいこうと思います。 

 

最後は、コンテンツにもご指摘頂きありがとうございました。 

難しいことを考えず、シンプルな価値提供から取り組んでいきたいと思います。 

 

おそらく集客が壁になるかと思いますが、あの手この手をつくして、成果を上げて

いきたいと思います。 

 

このたびはありがとうございました。 

 

PS.中小企業社長、小金持ちのお話聞いてワクワクしてしまいました（笑） 

（上場系ネット会社 村井庸介 様） 
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鮒谷さんは各人の状況を見て、それぞれに適切かつ前に進むように、懐の

深いアドバイスを下さるので非常に安心して相談できました。 

鮒谷さん、こんにちは!! 

先週末は大変お世話になりました。 

 

今回のコンサルは、いい意味で私に安心感を下さいました。 

周りの人たちが、渦を巻きまくっているので、正直かなり焦っていたのです。 

 

しかし、私には今置かれた現状があり、ありたい自分の姿もあり、それを総合的

に判断した上でのアドバイスにほっとしました。 

 

と共に、その現状で私に出来ることをさりげなくご指摘頂きました。 

 

鮒谷さんは各人の状況を見て、それぞれに適切かつ前に進むように、懐の深

いアドバイスを下さるので非常に安心して相談できました。 

 

ありがとうございました!! 

（上田修司 様） 

 

 

 

  



 - 180 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

当たり前の気付きを「自己経験」として得ることが、個別コンサル第１回

目の大きな意味でした。 

先日は、ありがとうございました！ 

 

今回の個別コンサルはタイミング重視で申込みに至りました。 

この先、2～3 年程度の時間を見通した時に、まとまった時間を確保することが困

難になりそうだったので、今の時間、この先の 2～3 年程度の時間を大切にし

ようと思い申し込みました。 

 

そのため、コンサルで突破したい課題が事前に明確にあったわけではありません。 

しかしながら、起業筋を中心に、渦を巻くという行動の全体系を示していた

だき、行動における自分の課題が浮き彫りにされました。 

 

渦を巻くことを決める → 集める+準備する → 課金する 

 

ブログは継続してはいますが、そこからの発展が無い理由が、圧倒的に行動をする

ということであったという、言われてみると当たり前のことが深く刺さりまし

た。 

 

また、次回までに何をするかを決めて以降、頭の中には、強烈な意識の存在

を感じています。 

 

これも当たり前のことなのですが、やってみると深く刺さるという、単純な気付き

であります。 

 

この当たり前の気付きを「自己経験」として得ることが、個別コンサル第１

回目の大きな意味でした。 

 

3 日間セミナーとの気付きの最大の違いは、この「他人経験の経験」か「自己経験

の経験」か、にあるように思います。 

 

これからもよろしくお願いいたします！ 

（奥田龍史 様） 
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コンサルを受ける前と比べると、取り組んでいることの質・量・体感速度

が格段に上がっていることを感じます。 

鮒谷さん、スタッフのみなさん、３回にわたる個別コンサルティング、ありがとう

ございました！ 

 

最初のコンサルからのこの２か月間は、後から振り返ったとき、"人生の転機"は

あそこだったなあ、と思えることを、今から確信しております。 

 

個別コンサルをお願いする前は、自分にこの機会を活かしきれるだろうか？と躊

躇する気持ちもありましたが、鮒谷さんからの学びの一つである、「離陸するまで

は、使えるものはなんでも使う」を実践する形で、個別コンサルを活用させて

いただくことに致しました。 

 

最初のコンサル時点では、自分の課題も明確でなく、こんな状態でお話してどうな

るんだろうと思っていましたが、終わる頃には、自分では想定もしていなかっ

た目標を設定していました。 

 

鮒谷さんとお話をしていると、ものすごく丁寧に「丸裸」にしていただいてい

る感じで、(もちろん、相当なご配慮をいただいていると思います）その上で、さ

も当たり前かのように、事前に自分が考えていたものより、少しだけ(時に

大幅に・・・）厳しく険しい方向に着地させてくださるので、それを繰り返

し耐え忍んでいるうちに、気付いたらそのスピードに慣れ、世界が書き換わ

っているという感じです。 

 

また、コンサルで詰め切れなかった部分に関しても、メールや音声メーセージで

のフォローアップもしていただき、アドバイスの内容自体もさることながら、そ

こまで親身にサポートしていただけるのかと非常に励みになりました。 

 

３回のコンサルを終え、もう一度一人で走り始めているわけですが、コンサルを受

ける前と比べると、取り組んでいることの質・量・体感速度が格段に上がって

いることを感じます。 

 

その分、ものすごい負荷もかかっているわけで、とてつもなく大変ではあるんです

が、不思議と以前よりリラックスして、ストレスのない生活を送れているよ

うに思います。 

 

これもすべて、自分のやりたいことにぴたっと合ったアドバイスをいただき、
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そういう道筋を示していただいたからだと感じています。 

 

なお、副産物として、個別コンサルで生の鮒谷さんと接することにより、毎日の

メルマガが、まるで自分に語りかけてくるように感じ、これが日々のいいプ

レッシャーとなっております(笑) 

 

また、節目のタイミングでコンサルティングをお願いさせていただきたいと思っ

ておりますが、その際は、よろしくご指導お願い致します。 

 

本当にありがとうございました！！！ 

（大手家電メーカー 商品企画 Ｙ．Ｎ 様） 
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もし 3 回コースなら今回で終わりだったのかと思うと，貯金をはたいて思

い切って 5 回コースにして本当に良かったです。 

鮒谷さん 

 

先日は，個別コンサル，ありがとうございます！ 

 

とにかく今回のテーマは，「手数を打ったか」「打つ手は無限」ということでした。 

 

正直前回はやりきれなかった部分がかなりあったので，やっぱり見透かされてい

るなあ，と改めて感心するとともに，ちょっとおそろしくもなりました（笑） 

 

個人的にとても嬉しかった＆びっくりしたのは，鮒谷さんが未だに私のブログ

をチェックして下さっているということです。 

細かいブログの形式についてアドバイスいただけたことはとても嬉しかったで

すし，ちゃんとサボらずしっかり書かないといけないな，と背中がピンと伸びま

した。 

書いている内容は相変わらず幼稚で文章も稚拙ですが（泣），なんとか継続してい

きたいです。 

 

その他にも， 

・セミナーの価格設定 

・広げる集客と深める集客 

・アンケートの手法 

・セミナー開催のペース 

など，今回もあっという間の 90 分でした。 

 

もし 3 回コースなら今回で終わりだったのかと思うと，貯金をはたいて思い切

って 5 回コースにして本当に良かったです。 

（おかげさまで，電気料金が引き落とせないほどの残高になってしまいましたが

笑。これもネタの１つになりますね！） 

 

引き続きよろしくお願いいたします！ 

（尾崎智史 様） 
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こちらの思考を深耕、発散させ、まさに"個"の状況に合わせた課題設定と

課題解決の方向性をご提示いただきましたことを感謝しております。 

鮒谷さん 

今回も、示唆、含蓄に富む、言葉のシャワーをいっぱいいただきありがとうご

ざいました。 

 

３日間セミナーから、偶然にも今日でちょうど３ヶ月が経ちました。 

 

転職の合間に、日常の引力から距離を置き、自らの将来に思いを巡らし、海外で試

行錯誤をしながらビジネスを作ってみようと、行動、失敗、更なる行動を繰り返し

た後でしたので、個別コンサルティングで仰って頂いたことが脳内にストンと落

ちる感覚がありました。 

 

私の頭の中がまだまだ十分に整理しきれていなかったこともあり、個別具体の話

というよりも、ご自身の経営者としての視座、視点や、ドラッカーをはじめと

した偉人の名言、金言を引用されながら、より抽象度の高い、汎用性のある言

葉、ストーリーを紡いで頂いたことは、本当に有り難かったですし、こちら

の思考を深耕、発散させ、まさに"個"の状況に合わせた課題設定と課題解決

の方向性をご提示いただきましたことを感謝しております。 

 

以前であれば、実体験がなかったため、平成進化論のメルマガは、なかなか理解で

きない、理解しにくい箇所も多く、さっと読み流す（スミマセン）ことも多かった

のですが、日々の省察を通して、言葉・ストーリーで人生と向き合う時間を多く取

ることにより、徐々に思考と行動に直結するようになってきたことは本当に

大きな"変革"、"進化"だと思っています。 

 

「自分が価値提供する市場があるかどうか」ではなく、「所を得る場所をどこに作

るのか、そのために何をすべきなのか」を改めて、強く意識するきっかけをいただ

き、ものすごく有意な時間となりました。 

 

一昨日のメルマガは、しばらく言葉もでませんでしたが、何より快方に向かい、大

事に至らなかったとのこと、胸をなでおろしております。 

 

季節の変り目ゆえ、くれぐれもお身体ご自愛ください。 

奥田宗臣 様） 
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鮒谷さんのように定期的にコンサルいただき、ケツを蹴っていただける存

在がいるのはとても貴重だと感じました。 

今回のコンサルは勉強会開催後に受ける予定でしたが、その勉強会を中止させて

いただいたこともあり、正直少々（というか、かなり...）後ろめたい気持ちで望み

ました。 

 

しかし、鮒谷さんは感情的な面はすべて排除したうえで客観的な視点で、しっか

りと原因追求をしていただいたり、次回に向けての道筋を示していただきまし

た。 

 

具体的には、 

・今後どのように集客していくか 

・勉強会でどのような内容を提供するのか 

についてご教示いただきました。 

この結果、また少しずつ行動することができております。 

 

さらには、セミナーでの心構えで 

「自分をその場で一番のプロだと思いこむ」 

「自分のフィールドで自身を持って戦う」 

というのは今後に向けてとても参考になりました。 

 

鮒谷さんが、「一度立ち上がっても、また腰を下ろしてしまうことがある」とおっ

しゃっておりましたが、個別コンサル前はまさにそのような状態でした。 

 

そのような時でも、鮒谷さんのように定期的にコンサルいただき、ケツを蹴

っていただける存在がいるのはとても貴重だと感じました。 

 

今回のコンサルで自分はまだまだ勉強不足だと痛感致しましたので、インプット

量を増やすとともに、しっかりとアウトプットしていきたいと思います！ 

 

本当にありがとうございました！ 

（Ｒ．Ｔ 様） 
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大げさではなく「人生が変わるひととき」でした。 

処世訓を尋ねに行って、世界観が変わって帰ってきました。 

このたびは個別コンサルティングをお引き受けいただきありがとうございました。 

 

申し込むには少々思い切りが必要でしたが、大げさではなく 

 

「人生が変わるひととき」 

 

でした。 

 

処世訓を尋ねに行って、世界観が変わって帰ってきました。 

 

「自分（鮒谷さん）には『お金儲けは簡単』という世界観がある。......あなたは『お

金儲けは難しい』と思っているでしょう？」 

 

とのご指摘に、小手先の解だけでは何も変わらない古い OS に無理やり効率化の

ためのアプリを入れるようなものだ、と反省しきり。 

 

とはいえ、個別の解をいろいろと挙げてくださり、解を導くための解法も納得が

いくまで説明してくださり、世界観+処世訓の導き方の二本立てで「自分にも

できる......かも」と思うことができました。 

 

今は毎日少しずつ「好奇心・直観・思考力」を磨く努力をしつつ「自分が好きで得

意で強烈な欲求と需要があるところ」を探しています。 

 

また、鮒谷さんが私のレベルに合わせ、自在に例を挙げ比喩を用いて話して

くださったおかげで3日間セミナーやメルマガの内容がいちだんとリアルな切実

なものになりました。 

 

例えば、強みの掛け算。それは単に「偏差値 65 のもの」を 3 つ 4 つと掛け合わ

せるだけでなく「偏差値 30 のもの」は省くということ。 

何を掛けるかを考えるのと同時に、何を掛けないかを考えるということ。 

 

「メルマガでも 3 日間セミナーでも何回も言ってきたのに今まで理解できていな

かったのか！」 
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と思われるかもしれませんが、 

切実な問題意識（今までは私に欠けていたもの）があって自分のためにカス

タマイズされた適切な教えを雨あられと受けることができれば学びという

のは飛躍的に深まるのだと実感しました。 

 

お忙しいところ遅くまでほんとうにありがとうございました。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします！ 

（大学建築学科 助教 Ｓ．Ｎ 様） 
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具体例をふんだんに交えながらおもしろおかしくお話して下さいました。  

鮒谷さん 

 

先日はありがとうございました！ 

 

とにかく絶対的な行動量が足りなかったなあと反省させられました。 

黄金の方程式をみつけるべく，まずは手数を打ちまくるところからですね。 

 

「たまにはいい目を見ないと目線がどんどん下がっていく」というのは，本当にそ

の通りだと思いました。 

最近の私がまさにそうなってしまっており，気がつくと節約できるところはない

か探してしまっている状況でした。 

 

「贅沢しないようにしなきゃ」と「贅沢するにはどうしたらいいか」は全然違うも

の。 

無意識ベースで後者になるためには，金と感情を結びつける必要があるのですね。 

 

そして，感情と行動を紐付けることがいかに大切か。 

具体例をふんだんに交えながらおもしろおかしくお話して下さいました。 

クラブフロアの費用対効果が実はとても高いということを知れて良かったです。 

 

赤字にならずにいい目を見るために（笑），クリクリ動いて集客がんばります！ 

引き続きよろしくお願いいたします！ 

（尾崎智史 様） 
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鮒谷先生に引っ張って行っていただきながら、今までの自分の過去を振り返り自

分の中に眠っている宝探しをしているようでした。  

鮒谷先生 

先日は、お忙しいところお時間をいただき誠にありがとうございました。 

今回、個別コンサルを申し込んではみたものの、ぼんやり漠然とした相談レベルだ

ったため、どうなるのかなあという思いからスタートしました。 

 

開口一番、私の思考のバグをご指摘いただき、そのバグをほぐして下さるところ

からでしたので、単刀直入だけれども安心して相談できる雰囲気がありまし

た。 

 

鮒谷先生に引っ張って行っていただきながら、今までの自分の過去を振り返り自

分の中に眠っている宝探しをしているようでした。また、鮒谷先生が私の鏡と

なって下さることで自分との対話を徐々に深めていくことができました。 

 

自分の内側にダイブし、拾い上げてきたものを見ていただき、それらをどう組み

合わせるか一緒に考えていただいたと思っていたら、今度は、異なる方向に導

いていただき、違うものを拾い上げては組み合わせを考えるということを繰り返

ししていただいたお陰で、自分ひとりで同じことができるコツをつかむこと

ができました。 

 

また、自分ではゴミと思って捨てていたこと・気付いていなかったことを鮒谷先生

に価値があるものとして拾い上げていただいたものもあり、自分だけでは自分の

可能性の芽を摘んでしまっていたと思います。 

 

今回は、私の可能性を広げることが中心でしたが、その一方で、具体的にアクシ

ョンに落とし込めるところまで早く引っ張っていこうと鮒谷先生が考えて下さっ

ていることも伝わってきました。 

 

次回コンサルの時には具体的な話が進められるよう、自分との対話を深め、方向性

を決めたいと思います。 

次回以降も楽しみにしています！ 

ありがとうございました。 

（住宅リフォーム業 Ｔ．Ｈ 様） 
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色んな角度から言葉のシャワーを浴びせていただき、帰りの新幹線では、3 日間

セミナーでは感じなかった程の良い意味の疲労感がありました。  

鮒谷様 

 

●●です。 

本日はありがとうございました。 

 

コンサルスタート直後、鮒谷様のビジネス知識の深さには当り前ですが驚かさ

れました。 

正直、●●のビジネスに精通しているとは思っていなかったからです。 

おかげで変な方向に進みそうだった私を軌道修正していただけました。 

 

以下、印象に残ったことを記します。 

 

■主体性を取り戻す 

 

サラリーマンをしていると、ある意味毎日来た球を打ち返すといったことが多く、

反応的な行動になることがおおい。 

しかしある程度まとまった給料が振り込まれる。 

 

反対に自分でビジネスをしていく上では、自分でコンテンツを用意し、集客し、そ

れを売るといった行動が必要である。 

上記の行動を自分でやることで、最初は少額でも稼ぐための起業筋をつける。 

そしてちょっとした達成感を味わいながら、主体性を取り戻していく。 

これは人生を取り戻すとも言い換えられる。 

 

■打つ手は無限 

 

自分(保有しているノウハウ)と他人(知りたいこと)の間に発生するギャップがビジ

ネスになる。 

自分が当たり前だと思っているノウハウが他人としては必要なノウハウだったり

する。 

そういった潜在的な需要を発掘してそこに届ける、それがビジネスである。 

 

したがって、色んなビジネスが考えられるはず。 

そういった意味でもビジネスアイデアとして打つ手は無限である。 

 

■キラーパスを届ける 
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ビジネスとは、潜在的、顕在的な需要に対し、自分の持っているノウハウを届ける

こと。 

そのノウハウは自分が好きで没頭して貯まったノウハウであることが望ましい。 

そして、やはり商売なので収益を考えながら、そのノウハウを戦略を持って提供し

ていく。 

 

以上をサッカーに例えるならノウハウという名のキラーパスを得点に繋がるよう

に戦略を考えながら味方に供給するとも言える。 

 

■bar のマスタービジネス 

 

カクテルのことを知らないお客様に、お薦めカクテルを提供し、お金をいただく。 

そして、たまには高めのカクテルやお酒、ボトルを提供し、高めのお金をいただく。 

要は、要所要所で高めの課金をしながら売り上げを伸ばしていく。 

 

どれも色んな角度から言葉のシャワーを浴びせていただき、帰りの新幹線では、

3 日間セミナーでは感じなかった程の良い意味の疲労感がありました。 

 

これからが楽しみであり、少し不安であり、自分でビジネスをすることに怖気づい

ているというか・・・。 

しかし人生の大目標に向かって、しっかりと自分と向き合い、乗り越えて行こうと

思います。 

 

次回のコンサルでは、しっかりと進捗報告できるようにします。 

（Ａ 様） 
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鮒谷さんならではの世界観、多彩な言葉を織り交ぜながら、私自身の理解度、思

考のクセ、過去の経歴、価値観までも鑑みながら、まさに最適かつ最短で目標達

成できる、私ならではの"思考の鋳型"を授けて頂けたと思っております。  

毎回長時間にわたり、自分自身の想像を遥かに超えた思考フィールドをお示し

いただき有り難うございます。 

今回も、いかに世界観やキャラづくりに対して、無頓着であったのかを対話を通

して，強く意識付け頂くことができ、本当に有り難い時間となりました。 

 

事業を手がけるとなれば、コンテンツそのものは、日々のアップデートが欠かせ

ず、その割には、模倣がし易いために、陳腐化スピードも早く、事業競争力を維持

し続けるために、相当なエネルギーを注ぎ続ける必要があるため、コンテンツの勝

負に拘泥するのではなく、どのような価値を世の中に提供でき、その時にどのよう

なキャラであるべきかを、様々な具体事例を用い、時には抽象化しながら次元

を引き上げていただき、自分ならではのストーリーを創造することの重要性と目

線を高く持つことの大切さを丁寧にご提示いただきました。 

 

人生の変革変容を実現するために、鮒谷さんご自身の事業創造の事例までを引

き合いに出していただき、鮒谷さんならではの世界観、多彩な言葉を織り交ぜ

ながら、私自身の理解度、思考のクセ、過去の経歴、価値観までも鑑みなが

ら、まさに最適かつ最短で目標達成できる、私ならではの"思考の鋳型"を授

けて頂けたと思っております。 

 

とはいえ、まだまだ、こちらの思考レベルが低く多面的に俯瞰できていないこと、

打ち手の手数が少なすぎて、方向性が見いだせていなかった点を見事に看破され

て、その"生ぬるさ"に対して、強烈な縛りを入れて頂けました。 

従いまして、まずは、決められた期日までに、手数を増やして、次の発展、展開を

見据えるに必要となる方向性を見いだす活動に邁進したいと思います。 

 

長いストーリーを描くことができれば、そこには泰然とした立派な独自性が生ま

れるとの思いを益々強く感じることができましたので、"世界が遊び場"という境地

にまで登り詰められるよう、創っては潰し、創っては潰しの繰り返しを楽しんでみ

ようと思います。 

いつも本当にありがとうございます。 

（奥田宗臣 様） 
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頑なな心の扉をそぉっと開き自分ひとりではとてもとても到達できないようなと

ころまで一挙に連れていかれました。  

鮒谷せんせい 

 

先日はお疲れのところ、濃密なお時間をいただきありがとうございました。 

 

鮒谷せんせいの言葉のシャワーを浴び続けていたら、何だか先生が「脱がせ上手

なカメラマン」に思えてきました（照）。 

 

知らないうちにノセられ、舞いあがらされ、「イイよ～、おっ、イイよ～」と言わ

れているような妄想にかられ気付いた時には・・・ひゃあ、「私なんかでは、無理

ですぅ。。。」という頑なな心の扉をそぉっと開き自分ひとりではとてもとて

も到達できないようなところまで一挙に連れていかれましたぁ～ 

 

興奮がさめると、今度は一転、鮒谷せんせいが「白馬の騎士（ホワイトナイト）」

に思えます。 

ピンチ！の時にすかさず助けて下さる感じです。 

 

男子校のノリでビシバシやられたらどうしよーと緊張していたのですが、そんな

思いは杞憂に終わりました。 

 

鮒谷せんせいから頂いた次回の課題は相当がんばらないといけないなぁと思いつ

つ、早く次回のコンサルティングが来ないかなあとワクワクしていますｗｗｗ 

 

次回も楽しみにしています～ 

ありがとうございました！ 

（ペンネーム Ｄ●Ｎ●Ｍ●Ｔ 様） 
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鮒谷さんはご自身より年齢が低い方へ敬意を持って接することを意識されてお

り、その、人に対する姿勢が、私は一番勉強になりました。  

今回で第 6 回目の個別コンサルとなりました。 

継続して鮒谷さんから学んで一番変化したことは・・・間違いなく「人柄」だと思

います。 

人によっては、「人柄」？？と感じられることもあるかもしれませんが、この「あ

りかた」の変化によって、人への接し方が半年間で大きく変わってきたよう

に思います。 

 

鮒谷さんはご自身より年齢が低い方へ敬意を持って接することを意識され

ており、その、人に対する姿勢が、私は一番勉強になりました。 

人は改めて、意見も、考えも、姿勢も、「一貫性のある人」に惹き付けられてい

くのだということを肌で実感しております。 

 

このような変化から、実際に後輩たちから教わることも増えてきており、いつも

「師」と言えば、自分よりも年齢が上の方ばかりでした。 

それが、年下の世代も尊敬する部分がたくさんあり、彼ら彼女からも学ぶことはた

くさんあるということに気づき始めてきました。 

こういった学ぶ姿勢の変化からか、何となく性格が変わったように感じる、など

の意見も後輩たちから、いただけるようになってきました。 

 

「師」が新たに増えていくというのは、本当に有難く、これは鮒谷さんが、常日頃

からおっしゃっている「無形資産」を蓄積する為にも、「非常に重要なアイテム」

をいただいたなと感じています。 

 

これからも「ありかた」だけでなく、「やりかた」を教わりつつ、紐づけていくこ

とで、最高の結果を出していきたいと思います。 

いつも多くのことを学ばせていただき本当に感謝しております。 

（製薬会社 営業 Ｔ．Ａ 様） 
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具体的な指針を得られるだけでなく、3 日間セミナーのように「もっと○○にな

りたい」というプラスのエネルギー、目標に向けた静かなモチベーションがさら

にチャージされました。  

本日も貴重なアドバイスを沢山頂戴しどうもありがとうございました！ 

 

個別コンサルティング、というその名前の通り、現在の自身の状況に合わせて、

最高に理解しやすく、かつ即、一歩を踏み出せる形でお話し頂くことができま

した。 

 

曖昧だったり、堂々巡りで考えあぐねていた点について、ずばりご指摘頂いたり、

各種ご提案・ご紹介を頂いたりと本当に貴重な機会となりました。 

 

具体的な指針を得られるだけでなく、3 日間セミナーのように「もっと○○に

なりたい」というプラスのエネルギー、目標に向けた静かなモチベーション

がさらにチャージされました。 

 

アドバイス頂いたことを、自分の血肉にできるかはこれからの自身の行動にかか

っているところですが、一歩ずつ、真摯に取り組んで行きたいと思います。 

 

どうもありがとうございました！！ 

今後ともどうぞよろしくお願い致します！ 

（増山直子 様） 
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鮒谷ドクターは診察をきちんとし、道と心の方角を一致させた上で、処方箋まで

いただきました。 

この頭の回路はどうすればできるのだろうか？と不思議でなりません。  

鮒谷さん 

先日はありがとうございました。 

 

会社員は個別コンサルには向かないのかな？とか、自分のように悩みさえはっき

りしていない人間が個別コンサルを受けていいものかと思いましたが、即断即決

の精神で突撃しました。 

結果は、、、当たって砕けろ精神でぶつかっていっても、砕けることなく受け止め

てもらえました！ 

 

なので、自分変革プロジェクトは作動⇒でも、目覚しい成果は出ていない とか 

考えすぎて頭がグチャグチャといったコンサルは無理でしょ・・・と思う方でも今

後の展望・動き方に違いが出ると思いますので、悩んでいる方は是非(笑) 

 

私の場合は私の持つ悩みを明確化していただき、向く方向性に気づきを与え

る。 

その上で、今自分を変えようとしている動きはいいですね！ 

その調子ならもう少しですよ！なんて言われたら単純な私は俄然その気になり

ました！^^ 

メルマガでも書籍でも書かれていますが、ウルトラ C を目指さずに、コツコツと

積み上げて行きましょうと。 

「普通の人」が普通じゃない人になるのは、そう簡単な話ではない。 

また、慣性というものもあるのだから、一定のラインを突破するまでは耐えるしか

ないというのも、耐えて頑張っている私には嬉しい背中の後押しでした。 

 

いいところは褒める。 

注意点はそれとなく諭して、頑張るところは頑張らんといかんぜよ！と。 

また、ある程度の道を示した上で、あなたは右の道を行きますか？（一定ライン

を突破してそちらの世界に向かいますか？）するそれとも左の道ですか？（挑戦を

諦めて今の世界にいますか？）とすかさず、道を考えさせるあたりはさすがだな

と関心してしまいました。 

 

また、鮒谷ドクターは診察をきちんとし、道と心の方角を一致させた上で、処

方箋までいただきました。 

この頭の回路はどうすればできるのだろうか？と不思議でなりません。 

※コンサル受けてる最中はこんなこと考える余裕もなく精一杯頭回転させてまし
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たが(汗) 

 

様々な人に会うためのアプローチを仕掛け、家族の賛同も得て、向こう世界へと突

破します。 

継続でコンサルも申込みましたので、これから数ヶ月、成長期に突入します！ 

本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願い致します。 

（ソフトウエア会社勤務 Ｉ．Ｙ 様） 
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鮒谷さんの「変わろうと思えば変われる」という言葉をまさに実感いたしまし

た。  

鮒谷さん、先日の個別コンサルでは大変お世話になりました！ 

 

今回は、自身の第 2 回目の勉強会開催の翌々日に実施いただきましたが、その勉

強会では、私が目標としていた以上のたくさんの方々にお越しいただくことがで

き、本当に素晴らしい体験となりました。 

 

これまで、このように表に立って活動したり、多くの方々の面前で話すことなどほ

とんどなかったため、まさか自分が人前でこんなに話せるとは思いませんで

した。笑 

日々のブログの成果が徐々に現れてきたのかもしれません。 

鮒谷さんの「変わろうと思えば変われる」という言葉をまさに実感いたしまし

た。 

 

また、参加者の方々から多数の"ご感想"をいただき、非常に感激いたしました。 

お金よりもこのような無形資産をいただくことがこんなにも嬉しいことだという

ことに気づかされました。 

この勉強会開催を通じては小さいながらも成功体験を積むことができたと感じ

ております。 

 

このような経緯を経て実施した個別コンサルにおいては、今回の成功が単発で終

わらぬようにしっかりとサイクルを回すための教えをたくさんいただきました。 

 

■投資し続ける 

・常に利益を資産に変え続ける（有形資産を無形資産に変え続ける） 

・突き抜けるまで投資し続ける（素人、セミプロの域を超えた域まで突き抜ける！） 

・徐々に先を見据えた投資にシフトすること。（数か月先 → 1 年先 → 2 年先 → 

3 年先 → 5 年先 → 10 年先・・・） 

こちらについては、羽生義治さんの「高速道路理論」や、Amazon の事例も交え

て具体的に説明をいただいたことによりよく理解できました。 

 

■お客様目線を持つ 

・「売るためには」ではなく「買っていただくためには」というお客様目線で考え

る。 

・真摯にお客様と向き合い、お客様の声に耳を傾ける。 

・何を提供すればお客様に満足していただけるのかをしっかりと考える。 

・お客さまから頂戴するお声は文字通り「宝の山」であること。 
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■横につながりを広げる 

・勉強会の参加者同士の横のつながりを広げることで渦が巻き起こる。 

・囲い込むのではなくネットワークを作る。 

・そのための「場づくり」を心がける 

 

この「横のつながり」についても、勉強会開催後に参加者の方々からのご希望もあ

り、その方々を結び付けていく中で「場づくり」の大切さを正に実感できました。 

 

このように今回も貴重な教えをいただきましたが、これだけにとどまらず、コンサ

ルティングの後半ではこの先ステップアップしていくための具体的な道筋に

ついても示していただきました。 

 

今後継続的に成果を出し続けるために、 

1. 新規顧客開拓のアプローチをすること 

2. アップセルのための仕組み作り 

という課題をしっかりとこなして、次回 12 月に予定している勉強会をしっかり

と成功させたいと思います！ 

 

私の人生にとってこれからが正念場になりますが、ご指導いただいたことをしっ

かりと実践し、うち手を増やしていくことにより、着実に渦を広げるべく活動して

いきます！ 

（自分独自の"黄金パターン"を作り出したいと思います！） 

そして、次回の勉強会、その後のアップセルとなる取り組みを必ずや成功させたい

と思います！ 

 

本当にありがとうございました！ 

（一部上場メーカー 設計エンジニア Ｔ 様） 
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短期間での変化に自分自身驚いているところですが、これはすべて、鮒谷

さんが私の立場を完全にイメージして、ひとつひとつ丁寧に発してくださ

った言葉から生まれた変容です。  

鮒谷周史さま 

 

３回にわたりコンサルをしていただきありがとうございました。 

自分の中で変容を少し感じることができ、私にとって本当に貴重な時間でした。 

 

思えば、3 日間セミナー直後で頭の中が大混乱の最中に、3 回のコンサルを申し込

みました。 

 

１回目の内容は、私が思い返しても、恥ずかしくなるような内容にもかかわらず、

鮒谷さんは、自分の言葉を真剣に受け止めてくださり、ひとつひとつ問題解

決の糸口を見出してくださいました。 

 

コンサルが終わったあと、ドッと疲労感が押し寄せながらも、どんなことでも安

心して相談できるのだと思い、とても心が軽くなったことを覚えています。 

 

２回目は少し具体的な内容でご相談することができました。 

とはいっても、新しいビジネスプランなどとは程遠く、頭の中を少し整理できたか

なぐらいの感覚でした。 

 

ただ終了時間間際に私が口走ったアイディアに対して、時間を大幅に延長して、

丁寧に考えていただきました（結果としてはこの時間が自分にとっては大きな

財産になりました）。 

 

３回目は具体的なプランをいくつか相談させていただきました。 

その中でもっとも可能性の高いプランはやはり２回目の最後でお話ししてくださ

った内容でした（それ以上のモノを自分は考え出せなかったことになります...）。 

 

まだまだ荒削りですが、今までの生活ではまったく見えていなかった、新たな

世界が少し見えてきました。 

 

なにより、鮒谷さんの豊富な知識と経験に照らして、可能性を感じていただいた

ことで、安心して行動できることが、本当にありがたいです。 

 

短期間での変化に自分自身驚いているところですが、これはすべて、鮒谷さん

が私の立場を完全にイメージして、ひとつひとつ丁寧に発してくださった言
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葉から生まれた変容です。 

いただいた言葉を胸に秘めながら、前に進みたいと思います。 

 

本当に、本当にありがとうございました！ 

これからもよろしくお願いいたします！ 

（吉田秀次 様） 
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この 2 ヶ月間は稀にみる密度の濃い 2 ヶ月でした。 

これも偏に個別コンサルティングのおかげです。  

鮒谷様 

 

本日まで、3 回の個別コンサルティングのお時間を割いていただき、本当にありが

とうございました！！ 

 

自分の行動目標が明確でなかった状態で思い切って申し込みましたが、この申込

みのハードルをクリアすることすらコンサルティングだったと、今では思っ

ています。（すべての学びは前倒し！） 

 

今回のコンサルティングの最大の学びは体得感の「体得」でした。 

 

いくつもの「体得」がありましたが、少し挙げると、 

・鮒谷さんの行動次元を目の前で見せていただけたことで、自分の行動次元

を上げることができた「体得」。 

・自ら行動し、プロジェクトを一回しする中で試行錯誤して得た「体得」。 

・3 日間セミナーやメルマガで使われている言葉が、コンサルティング前後

で違う表情で自分に刺さるという「体得」。 

です。 

 

3 日間セミナーを受け、その後ブログを 700 日程書いてきた中で、思考 OS は

書き換わったと思っていたのですが、、、今回のコンサルティングでの「体得」で、

ようやくその真意が理解できたと感じました。 

 

さらに、3 回目で最後となる本日も、今後、この「体得」を中毒化するためのシス

テムのお話いただき、まだまだ成長していける、理解を深めていけると確信し

ました。 

 

最後には可処分時間の捉え方についても相談にのっていただき、本当にありがと

うございました。 

 

突飛なアイデア（＝投了を丸ごと投了してしまう！）で、さすがに他の人には話し

たことはありませんが、そんな相談にもご意見いただけたことが本当に有り難い

「体得」でした。 

 

この 2 ヶ月間は稀にみる密度の濃い 2 ヶ月でした。 

これも偏に個別コンサルティングのおかげです。 
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お忙しい中、お受けいただきまして、本当にありがとうございました！！ 

 

寒い季節が始まっております。 

お身体にはくれぐれもお気をつけください。 

（奥田龍史 様） 
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お話を初めて数分で小生の心情をお察し頂き、その後は次々と私の「ツ

ボ」をピンポイントで打ち抜いて頂きました。  

鮒谷様 

 

本日は、14 時から個人コンサルティングでお時間を共有頂き誠にありがとうござ

いました。 

お陰様で、非常に有意義な中身の濃い時間を過ごせました。 

 

正直なところ、お話を初めて数分で小生の心情をお察し頂き、その後は次々と

私の「ツボ」をピンポイントで打ち抜いて頂きました。 

 

お話以外にも小生にお勧めの映画・書籍まで御紹介頂き、本当に感動致しま

した。 

 

特に私の脳裏に刺さったお言葉は、以下の通りです。 

・ここに来ただけで、一歩抜け出そうとしている 

・人生、70～80 歳で刈り取る 

・俺は 100 才児 

・年齢を重ねるほど、自分からロールモデルを探していかないとダメ 

・「意識」という杭を先に打ち、その結果ヒモの付いた肉体がついてくる  

 

本日頂いた数々の御言葉を「行動へのエネルギー」に転化して、日々進化を続けま

す。 

 

本当にありがとうございました。 

 

追伸 

「行動へのエネルギー」が切れそうになったら、再度チャージさせて下さい！ 

（河野徹 様） 
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最も波及効果の高いコンサルティングを、的確に、かつ私に染み入るよう

に施して下さったのがしみじみと伝わってくるのが感ぜられておるところ

です。  

先日は、ありがとうございました。 

教わった内容を改めて振り返っていましたら返信が遅くなってしまいすみません。 

 

この機会に投資して、本当に良かったと感じます。 

 

茫漠としていた私の相談内容に対して、まさに最も波及効果の高いコンサルテ

ィングを、的確に、かつ私に染み入るように施して下さったのがしみじみと

伝わってくるのが感ぜられておるところです。 

 

メルマガでも数年に渡りいろいろ学ばせて頂いておりましたが、やはりリアルで

体感することの威力、ちがいということを、まさに直接、リアルに鮒谷様から目

の前で教えていただきました。 

 

先日、お教えいただいたことを大戦略・指針として、基準をあげること・世界観へ

のアンテナをつねに忘れずに、即ポチでフットワーク軽く行きたいとおもいます。 

 

この機会に申し込んで良かったです、正解でした、ありがとうございました！ 

（秋山洋平 様） 
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消えかかっていた自分の「情熱の炎」に対して、「消えないようにそっと

手をかざして頂いた」ような気持ちでおります。  

鮒谷様 

 

今日は時間をとっていただき、本当にありがとうございました。 

別れ際に教えていただいた、「今日中にやっていおいたほうが良いこと」をひとま

ずジョナサンで脇目も振らず書きなぐって、ひとまず本日出せる力を出したとこ

ろで、取り急ぎお礼を込めて、ご連絡させていただきました。 

 

自分にとっては今まで出したことのないコンサルフィーをお支払することは躊躇

いがなかったといえばウソにはなりますが、結果は大満足◎です。 

 

次々に繰り出される実例を交えたエピソード。 

あっという間に時間を迎えましたが、時間を超えて寄り添っていただいたこ

とに感謝です。 

 

私が、この間、思考を止めていたこと、考えないようにしていたこと、あきらめて

いたこと、「そういうもんだ」って勝手に受け入れていたこと...そうした感情に満た

された思考回路に対して、消えかかっていた自分の「情熱の炎」に対して、（よ

くロウソクが消えないように行う動作の）「消えないようにそっと手をかざ

して頂いた」ような気持ちでおります。 

 

「消すか消さないか、もっと燃やし続けるか」の判断をするのはすべて自分だとい

うことにも改めて気づかされましたし、たくさんのお話をされるのに、全く「強

要・強制がない」ことも自分にとっては改めてコタエマシタ。 

（強要・強制には全く意味がないことを当然鮒谷さんは熟知されていらっしゃい

ましたし、そうではなく、私の心に届くものはなんなのか？ということを私の

状況を見ながら常に調節しながら話してくださることに、深いご配慮を感じ

ました。 

そうした中でいただく言葉だからこそ、逆に良い意味でイキイキと言葉が突き

刺さるんですね。） 

 

社会人も 15 年を超えて、「いまさら聞けないこと」、「恥ずかしくて問いとし

て考えないようにしていたこと」にもしっかり気づかせていただき、むしろ

そこが最大のポイントも教えていただいた気がしております。 

 

別れ際に、強くしっかり握っていただいた御手に、エネルギーと、強い強い

活力を頂いた気がしています。 
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「成長して、また自身を見てもらいたい！次のステージに入った中でまた新たな

相談をさせていただきたい」、そう思いました。 

 

是非またご相談させてください。 

今日は本当にありがとうございました。 

 

丁寧な案内を下さった長内さんにもよろしくお伝えくださいませ。 

 

何年？何十年かぶりに、子供の時に、友達に別れ際に言っていた、「また会いたい

ねー」という気持ち、いや、年齢的には私の人生の先輩ですから「ぜひまたお会

いする機会を持たせてください！！」というポカポカな気持ちになりまし

た。 

 

取り急ぎお礼まで。 

今日は本当にありがとうございました。 

（日本英語検定協会 カスタマーサービス課課長 高橋大輔 様） 
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今まで自分で感じていたモヤモヤがすっきりと晴れ、次に自分がどう行動

すればいいのかがはっきりと見えた 2 時間でした。  

鮒谷さま 

 

先日は丁寧なコンサルティングをしていただき、誠にありがとうございました。 

 

今まで自分で感じていたモヤモヤがすっきりと晴れ、次に自分がどう行動す

ればいいのかがはっきりと見えた 2 時間でした。 

 

平成進化論を発刊 3 か月後くらいから約 10 年間購読し、今年こそ鮒谷さんの

コンサルティングを受けようとずっと心の中で思っていたタイミングで、今回

の募集の知り、迷わず申し込みをしました。 

コンサルティング終了後、もっと早く申し込んでおくべきだったという気持ち

でいっぱいでした（笑） 

 

自分では今までそれなりに努力して来たつもりですが、将来がはっきりと見えな

いことに対する不安を打開するために、このコンサルティングを受けました。 

そして今まで気づかなかった視点に立って適切な行動をすれば、自分は必ず今の

不安を打ち消すことができ、加速度的に前進できるという自信を持つことができ

ました。 

 

あとは行動あるのみ。ゼロからイチへ。 

小さいけれど、大きな一歩を踏み出そうと思います。 

 

本当にどうもありがとうございました。 

これを機会に、今後ともよろしくお願いいたします。 

（外資系金融機関 IT サポート部門 Ｙ．Ｈ 様） 
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3 回の個別コンサルを通じて、鮒谷様と私との世界の見え方の違い、とい

うものが、徐々に理解できた、と認識しています。  

鮒谷様 

 

今回で最終回となりましたが、3 回にわたるコンサルティングを有難うございま

した。 

私の業務の都合による日程変更に加えて、昨日は予定を超える時間に、夕食までご

馳走になってしまい、何から何まで有難うございました。 

 

3 回の個別コンサルを通じて、鮒谷様と私との世界の見え方の違い、というも

のが、徐々に理解できた、と認識しています。 

毎日のメルマガ、3 日セミナーなどで、言葉としては認識しているつもりだったさ

まざまなことを、根本からきちんと腑に落して理解できていなかったことが、今更

ですがようやくわかってきました。 

今更ですが、何一つわかっていなかったことに気が付きだした、という感じです。 

 

鮒谷様と私で見えている世界の差の大きさは正直、絶望的といいますか恐ろしい

ほどの乖離があります。 

その差を目の当たりにすることのみが、自分を成長に向かわせる発熱源となるこ

とを肝に銘じ、とにかく今の自分に足りない心の火に薪をくべ続けるごとく、自分

の 3 段階上くらいの異次元の人の前に自分を運び、みっともない、悔しい思いを

大量投入します。 

 

あとは自分の行動、経験によって自分を変えてゆこうと思います。 

3 回にわたるコンサルティング、本当にありがとうございました。 

 

よい兆しがみえましたら、僭越ながら御礼として報告させて頂きたく思います。 

今後とも、何卒よろしくお願い致します。 

（化学メーカー Ｎ 様） 
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お会いして、色々なお話や事例の中で、ものごとに対する考え方、や、決

断の方法を教えていただき、物事が考えやすくなったような気がしており

ます。  

鮒谷様 

 

先日は、ご多用のところ個別コンサルを受けさせていただきありがとうございま

す。 

 

今回人生の岐路にたっていて、目の前のことしか見えない状況となっておりまし

た。 

 

お会いして、色々なお話や事例の中で、ものごとに対する考え方、や、決断の

方法を教えていただき、物事が考えやすくなったような気がしております。 

自分自身がこの件に関して決断を下すまでには、もう少しだけ時間がございます

ので、理性的に考えてみて、最終的には納豆の糸を断ち切るように決断するように

いたします。 

 

また、家族関係等、プライベートなことも相談させていただいたのですが、

こちらも、アプローチの方法を教えていただきありがとうございした。 

こういう問題はえてして視野狭窄に陥りがちで、100 対 0 的な思考になりがちで

すが、その真ん中もアプローチもある、と聞いて「はっ」とさせられました。 

ご紹介いただいた本もアマゾンで注文済みで届き次第読んでいく予定です。 

 

鮒谷様に教えていただいたことをふまえて、今回の件、うまく片づけることができ

れば、と思います。 

 

以上よろしくお願いします。 

（大手会計事務所 公認会計士・会計コンサルタント Ｋ．Ｆ 様） 
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無意識のうちに発生していた考え違いのバグを、これでもか、あれでもか、と

0.3％側の考え方で上書きしていって頂きました。 

鮒谷様 

 

いつもお世話になっております。 

Ｕです。 

 

今回の個別コンサルですが、2 年ぶりにお話をお伺いできるということで、大変楽

しみにしておりました。 

 

コンサルの感想は、まさに「マイクタイソン張りメガトンパンチの衝撃」でし

た。社会人 3 年目になり、今後のキャリアについて悩んでいたので、キャリアプ

ランについて相談に参ったのですが、キャリアについての具体的なお話はほとん

どありませんでした。（汗） 

私自身は心の中では、0.3％側の人間になりたいと思っていたにも関わらず、頭の

中（考え方）は 99.7%側の考えをしていました。 

 

この無意識のうちに発生していた考え違いのバグを、これでもか、あれでも

か、と 0.3％側の考え方で上書きしていって頂きました。 

 

お話の内容は、今までのメルマガで配信されていた内容も踏まえてのお話しでし

たが、直接お話を伺うことで、こうも違うのかと心が大きく揺さぶられ、感

動しております。 

 

「頭では分かっている」状態と「感情が動く！！」状態がこれほど大きく違

うとは、思ってもいませんでした。 

 

今後は、現在の活動を継続しながら、臨場感のある未来をイメージし、（そのため

に行動し、）幽体離脱した意識に引っ張られるようにキャリアを形成して参ります。 

鮒谷様、この度は誠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いたします。 

（Ｔ．Ｕ 様） 
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相変わらずの絶妙な手綱さばき、やはり基準を上げていただける存在だという事

が確信出来ました。 

鮒谷様 

 

先日は久しぶりの４ヶ月ぶりの個別コンサルありがとうございました。 

 

相変わらずの絶妙な手綱さばき、やはり基準を上げていただける存在だとい

う事が確信出来ました。 

そして、目の前で見せていただいた、ネットワーク力×フットワークの軽さ・・・。 

成功する人はこういう人なんだというのを感じさせていただきました。 

 

今回の相談は起業・独立について。 

初期の入念な準備が必要という話を一夜城に例えてご説明いただきました。 

退職の前日までに着々と資材を蓄えて、開業日をもって、一夜城の如く事業を開始

するのが大切だとぼんやりと思い描いているだけで、形に出来ていないので、一夜

城が築けるように準備します。 

 

また、営業力が必要という事と、長期的な視野で見た時のネットワークや人脈の大

切さをといていただきました。 

これから、長期と短期双方のバランスを取りながら、有形・無形の資産を築いてい

きます。 

 

まず最初の課題は、頭の中にあるものを具現化します。 

自分自身の説明、商品ラインナップ、見込み客となりえる人物などのリストアップ

しかり。一夜城を築ける状態にあるのか、それともまだまだなのか、形にしてみな

ければ分かりませんからね。 

 

そして、退職までに見込み客がどこまで集められ、リスク分散を図るためにも複数

者を契約手前のフェーズまで持って行きます。 

 

想いは強くあります。 

でも、想いだけでは伝わらない・・・ 

想いを相手の言葉・考えに置き換えて相手目線で伝えること、伝わって関わる事が

出来れば、必ず結果は出せますから。 

実績を出して、たくさんの会社に関わって、会計をもっと世に活かせるように行動

します！ 

 



 - 213 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

次回コンサル時にいい報告が出来るように、入念かつ着実な準備と、更なる行動の

スピードをはかっていきます。 

本当にありがとうございました。 

（この気持ちを次回の成果報告での成果でお伝えしたいと思います。） 

（Ｙ 様） 
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今までの延長線上ではきっと思いつくことができない境地にいたることができた

ため、この個別コンサルティングは私の人生の中で大きな分岐点になったと思い

ます。 

先日はお忙しい中、お時間を調整しての個別コンサルティング本当にありがとう

ございました。 

 

最初は緊張していたのですが、途中から鮒谷先生のお話に引き込まれ鳥肌が立

ちながらメモを取っていました。 

鮒谷先生にお話しいただいた内容は何となくではありますが、私の頭の片隅にあ

ったけれども言語化できなかったことを次々に引き出していただくものば

かりでした。 

 

私がこれまで解決できないでいた問題が、自分自身で創り出した妄想、錯覚、思い

込みであったことをたくさんの比喩を用いて腑に落ちるところまで教えてく

ださったため、必ず問題解決できると確信を得ることができました。 

これまで私なりに考え、もがきながら行動していましたが今までの延長線上では

きっと思いつくことができない境地にいたることができたためこの個別コン

サルティングは私の人生の中で大きな分岐点になったと思います。 

 

もしこのタイミングで鮒谷先生とお会いすることができていなければ、何年

か先もきっと今までと同じところをぐるぐる回っていたのだろうと思うとぞ

っとします。 

私の中では決して安いお金ではありませんでしたが、勇気をだして一歩を踏み

出すことができて本当に良かったと思います。 

 

コンサルティングを受けただけで終わってしまうことは絶対にしたくありません

ので、小さな一歩を踏み出しています。 

 

また大きく成長して鮒谷先生とお会いしたいと思います。 

私の人生に大きな「くさび」を打っていただき本当にありがとうございました。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（金融機関営業職 Ｈ．Ｈ 様） 
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まったく考えていなかったことを指摘していただいたことに大きな価値がある、

と今は思っています。 

鮒谷さま 

 

先日はコンサルをしていただきありがとうございました！ 

 

個別コンサルでは、いつも新たな発見の連続なのですが、特に今回いただいたお

話は、まったく予期していなかった内容とそのハードルの高さに、その時は正直困

惑しました（笑）。 

が逆に言えば、まったく考えていなかったことを指摘していただいたことに

大きな価値がある、と今は思っています。 

その方向性で進められれば、自分の役割が大きく変わるのではないかとも思って

います。 

 

もちろんそこにたどり着くまでのハードルは高いのですが、その高みから逆算す

る形で行動できる喜びを感じています。 

いつものことながら、「人は行動することによってのみ変化する」を肝に銘じて次

のステップに進みたいと思います。 

いつも本当にありがとうございます！ 

少しでも早く、いい報告ができるよ頑張ります。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします！ 

（Ｈ．Ｙ 様） 
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今私が「サラリーマン」から「ビジネスマン」へと脳内 OS が切り替わっている

ときの道筋をクリアに見せていただいたとき、「あっ」と電流が走りました。 

私にとってこの人は、10 倍以上の価値を与え続けてくれる、と。 

鮒谷様 

昨日も、私の正に「望んでいると気づいていなかった、望んでいる答え」を

いただき、誠にありがとうございます。 

 

正直、自分の成長がはっきりと感じられ、もう独り立ちできそうだし、コンサルは

終わりにしてもいいかな、と思いながら臨んだ 5 回目のコンサルでした。 

 

しかしながら、気づいたら、「今後とも 2 か月に 1 度はお願いします」と脳

内ノーポチを押してしまいました(笑) 

 

価格、期待の 10 倍以上の価値を提供することを心がけています、とおっし

ゃったのを初めて伺った時、「数回ならともかく、それを継続し続けるのは無理で

しょう。。」と正直思いました。 

 

しかし、今私が「サラリーマン」から「ビジネスマン」へと脳内 OS が切り

替わっているときの道筋をクリアに見せていただいたとき、「あっ」と電流が走

りました。 

私にとってこの人は、10 倍以上の価値を与え続けてくれる、と。 

 

お話を聞いてもなお、鮒谷様がおっしゃる通り１００％壁にぶつかる確信はある

のですが(笑)聞くのと聞かないのでは、事故レベルが全然違います。 

 

正に「少しのことにも、先達はあらまほしき事なり」 

 

追伸 

3 日間セミナーで覚えているのは「旅行をするなら徳之島」のみ、とお伝えしまし

たが、もう一つ覚えていました。 

 

「渦を巻く人と巻かれる人は全然違う」 

 

私が初めて聞いたとき、自分が渦を巻く人になれるなんて思いもしませんで

した。しかし、今は渦を巻きまくっています(笑) 

 

巻かれる事が楽、と思っていた自分を思い出すことさえ、難しいです。 
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3 日間セミナーダイジェスト版、3 日間セミナー、個別コンサルｘ5 回 

上記が始まってから、1 年かかっていません。 

しかし、この変化。 

 

これからも、どうぞよろしくお願いします！ 

（株式会社日阪製作所 営業 藤原達久 様） 
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コンサルの話の内容そのものだけでなく、開催場所、移動手段、心くばり、時間

の感覚、何気ない笑い話といった事柄などからも驚きと共に五感を通じて多くの

学びをいただけたと感じております。 

一連の個別コンサルが先日一旦区切りを迎えました。 

長きにわたるコンサル、本当にありがとうございました。 

 

いつも気さくな雰囲気で、その時々の状況に応じて臨機応変に対応してくだ

さったことに感謝しております。お話をする場所も多彩であり、その中には私が

ふだん足を踏み入れない場所も多々ありました。 

 

個別コンサルというと、知識や知恵を与えてもらったり、何らかの成果を出す

ために思考整理や軌道修正をしてもらったり、アドヴァイスをもらうという

場ではありますが、コンサルの話の内容そのものだけでなく、開催場所、移動手

段、心くばり、時間の感覚、何気ない笑い話といった事柄などからも驚きと

共に五感を通じて多くの学びをいただけたと感じております。 

 

継続的に個別コンサルを受けた今、思うのは「３日間セミナーや継続的に個別

コンサルを受けている者同士のつながり」がとても大きい価値を生んでいる

ということです。 

 

※決して、単発コンサルとの効果の比較ではありません。 

ただ私の周りにいる人たちの中に、継続的に個別コンサルを受けている人が多い

というだけですので、どうぞ誤解なきよう。。。。 

 

彼らの特徴として 

- 初対面の時から既に平成進化論をキーワードとした共通認識がある＝つき合い

やすい 

- 変化のために投資する 

- フットワークが軽い 

といったようなものが挙げられるように思います。 

 

昨日に至っては、朝５時半集合の早朝マラソン練習会。 

しかもその案内は前日の夕方という無茶ぶり状況にも関わらず、７人集まるとい

うフットワークの軽さでした。（しかも２人を除いてマラソンなんかしたことがな

い上、１人は 700m 以上走ったことがないという編成でした） 

 

よく考えるとむちゃくちゃな話ですが、なかなか誇らしい（笑） 

こういった事例は平成進化論つながりだからこその魅力だと思います。 
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また、継続的にコンサルを受けている者同士で定例会をしており、目の前で、お互

いが変化していく過程を確認しあえて、とても良い刺激になっております。 

もちろん、やること全てがうまくいくことばかりではありませんが、共通認識を持

つ者同士で、思考の変化や課題を共有できるのはこれもまた大きな価値だと思い

ます。やってみたけれどもうまくいかなかったときに、お互いが個別コンサルで鮒

谷さんからのアドヴァイスを踏まえた状態であれこれと意見交換して話し合うの

で、とても有意義な時間です。 

 

コンサルを受ける１年前と比べて変化したことについて考えてみたところ、自分

における変化は多いはずですが、なにせ今となっては当たり前になってしま

ったことも多く、ひとつひとつを数え上げられないことに気付きました。 

 

おそらく抽象的な概念がひとつ変われば、それに連なる具体的な行動がまと

めてガラッと変わるということなのだろうとひとりで頷いております。 

 

ただ、どう考えても明らかに変わったといえるのは、自分の周りに平成進化論仲

間との接点が増え、彼らと共に過ごす時間が増えたということです。 

 

変わりたいなら→変わり続けている人と共に過ごす時間を増やすことが有

効であろうと思います。 

 

３日間セミナーや継続的に個別コンサルを受けた方々とのつながりを日常的に持

ち続けるということはまさに、変わり続けている人に囲まれるための簡単で確実

な方法といえるのではないかと感じました。 

 

当たり前のことなのかもしれませんが、鮒谷さんご自身も変わり続けていらっし

ゃったということなんですよね。。 

 

その変わりゆく過程を、個別コンサルを受け続ける中で見せていただいていたん

だなということを最後の個別コンサルの後、今までを振り返る中で感じました。 

 

以上、５回の個別コンサルを受けた感想でした。 

鮒谷さん、大変素晴らしい体験をさせていただき本当にありがとうございまし

た！ 

（Ｎ．Ｎ 様） 
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ぐるぐると混乱していた頭のなかが、やっと整理ができました。 

本当に鮒谷さまには、ただただ、感謝の気持ちで一杯です。 

先日鮒谷さまにお会いしてコンサルティングを受けた事で、ぐるぐる堂々巡りを

していた頭の中を、やっと整理できるようになりました。 

 

さすが、鮒谷師匠の御導き！ 

ひたすら感謝・感動しております(笑)。 

 

日々の引力で小さく凝り固まってしまった創造力や想像力、妄想力を育んでいる

最中(これがまた、手強い！)ですので、まだ報告出来る段階には至っておりません。 

ただいまのところ、脳内妄想にとどまっておりますが、たくさんある選択肢や、

未来への希望がわいて出てきているので、かなり嬉しい状況です。 

 

あとは、日常の引力より強い、妄想から産まれたイメージをより強く、確かな形に

して、進んでいけそうな道をたくさん作っておく！ 

...というのが、今回ご教示頂いたことだと実感しております。 

 

処々の理由で実行までに移せる段階でないのが、お恥ずかしいかぎりですが、ぐる

ぐると混乱していた頭のなかが、やっと整理ができました。 

 

本当に鮒谷さまには、ただただ、感謝の気持ちで一杯です。 

誠にありがとうございました。 

（保育士 村上陽子 様） 
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様々な切り口のお話で気付きを与えて下さり、本当にあっという間の、幸せな、

ありがたい時間を過ごさせて頂きました。 

昨日はお約束の時間を大幅に超え、貴重なご相談のお時間を頂き、誠にありがとう

ございました。 

お食事も大変美味しく頂きました。 

御馳走様でした。 

 

セミナーにも参加させて頂いたこともなく、勉強量も圧倒的に足りない私にも、

様々な切り口のお話で気付きを与えて下さり、本当にあっという間の、幸せ

な、ありがたい時間を過ごさせて頂きました。 

 

たくさんのお話の中で私にとって特に印象に残ったのは、「上を見ていたら売れな

い」「金メッキを剥がれる前に貼り続ける」というお言葉です。 

何も世界一のもの、完璧なものではなくとも、必要とされるレベルを満たしたもの

やサービスを、必要としている方に、必要とされるタイミングで届けることで、価

値を生むことができる。 

それで(が)良いんだと、大変勇気づけられました。 

次回までに、自分を振り返り、メッキする元ネタを沢山見つけ出したいと思いま

す。 

 

本当にありがとうございました。 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

（化粧品製造会社 事務 Ａ．Ｓ 様） 
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今回自分の中で「手応え」を感じたことで何かイベントを起こすことに「躊躇」

が随分と少なくなりました。 

鮒谷さん 

こんにちは。 

 

前回のコンサルから 1 ヶ月、正直申せば、色々な複雑な思いを抱きながら１つイ

ベントを実施しました。 

私にとっては大きなイベントでした。 

 

告知から比較的すぐに申し込みがあり安堵しましたし、その後思った以上に反応

があったことに「ホッと」しました。 

 

常々おっしゃられていますが、きちんとお金を頂くことで、自分の行動がかなり違

ってきます。 

 

下調べにはかなりの時間を使いましたし、面白い出会いや体験も、作れたのではと

思います。 

もちろん反省点もいっぱい出てきますがそれも行動したからこそ学べることだと

思っています。 

 

そしてここからが一番大事だと思うのですが今回自分の中で「手応え」を感じ

たことで何かイベントを起こすことに「躊躇」が随分と少なくなりました。 

 

「まずはやってみよう」「こんな事がやりたい」と思う事が一杯ありますし「まっ、

反応無くても良いか」と思い過ごせる事が少し出来るようになりました。 

 

自分から行動することに「躊躇」しなくなったのかもしれません。 

無論、その行動の大きさにもよると思いますが不思議な心境の変化でした。 

しばらく色々と「行動」をしてみたいと思います。 

 

また次の「壁」が出てきた時に、お力をおかりする事になるかと思いますが今後と

もよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました!! 

（Ｓ．Ｕ 様） 
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コンサル時に特に印象的に感じるのは、鮒谷さん自身が発せられるキラキ

ラ感といいますか、わくわく感ですね。  

鮒谷さんのお話は、ほんとにたとえ話が印象に残りますね！いつもありがとう

ございます。 

 

「ビジネスはサッカーである」から始まる一連のお話のわかりやすさは思わず

拍手をしてしまうほどの鮮やかさ。サッカーについてほとんど知らない私でも、

す～っと理解が染みこみました。 

 

どんなに良い事を聞いても、忘れてしまうことは多々ある私ですが、特にこの「ビ

ジネスはサッカーである」というお話は、ことある毎に頭に浮かべ、なんども

反芻し、実際に役立てることができそうです。 

 

あと、コンサル時に特に印象的に感じるのは、鮒谷さん自身が発せられる 

キラキラ感といいますか、わくわく感ですね。 

 

特に、「何を売るか」ではなく「顧客のためになにができるか」についての話のく

だりの時は、ちょうど夕焼けで、窓から光が後ろから差しこんでいたこともあって 

立ち上がってお話しなさっている鮒谷さんが本当に輝いて見えました

（笑）！「顧客のためになにができるか」を徹底的に考えた末に出された 7

項目をお聞かせくださったことも、大変印象に残っております。 

 

good を捨てないと great になれない。 

この言葉を踏まえた上で、「顧客のためになにができるか」について考え抜か

れているその姿から学べることは、本当に大きいものだと感じました。 

 

「自分がお客さんの立場だったら・・・・」 

言葉にすれば、どこかで聞いたことのあるようなフレーズですが、そんなに簡単に

答えが出るものではないということが、鮒谷さんと共に過ごしているとひしひし

と伝わってきます。 

 

学び多き時間を本当にありがとうございました!！ 

今後ともよろしくお願いいたします！ 

（Ｎ．Ｎ 様） 
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いかに難しい状況であれ、目の前の『一人』を最大に大切にされようとす

る鮒谷さんの真剣さ、コンサルフィー以上の価値をなんとか提供しようと

して下さる姿勢、そのような人としてのあり方に接することができたこと

自体、私にとって非常に大きな価値となりました。  

この度は貴重なお時間を頂戴し、本当にありがとうございました！ 

１年ぶり２度目の個別コンサルとなりましたが、前回同様、否、前回以上に多く

のことを学ばせて頂きました。 

 

今回は、大阪出張コンサルのご案内メールを拝見した瞬間に、何を相談すべきか考

えることもなく、脊髄反射（というよりも、ノリ？）でノーポチしてしまったので

した（笑） 

チャンスを逃がさない為、素早く反応したまでは良かったのですが、当日を迎える

までの私自身の準備において非常に反省すべき点が多かったように思います。。 

 

この１週間ほどの間に思い描き始めたばかりの、まだ思いつきのような段階のビ

ジネスモデルに関して相談させて頂きましたが、思えば鮒谷さんの開催される勉

強会や懇親会で何度もお会いしていることが奏功したのでしょうか、準備不足の

状態で臨んでしまったにも関わらず、私のようなタイプの人間が陥りがちな罠に

ついて、厳しくも暖かいご指導を様々頂戴し、結果やはりプライスレスな時間

となりました。 

 

具体的には『一夜城』のメタファーや、過去の具体的事例を引用し、特にリスク管

理の重要さを教えて頂きました。 

これに関しては 3 日間セミナーや日々のメルマガを通じて、過去何度となくご教

授頂いていることであるにも関わらず、私自身甘く考え過ぎていたようで、赤面の

至りでした。 

今後は意識してポジティブシンキングと、最悪を想定して最前を尽くすことの最

適なバランスを保つことを、一層心がけて参ります。 

 

更には前回のコンサルの際に、鮒谷さんに添削して頂いた通りに実行したことで、

現在少しずつ利益が出始めているビジネスの方についても、また思いがけないア

イデアを頂きました。 

今はまずそちらを拡げ、かつ安定させることにフォーカスし、その後に今回相談さ

せて頂いた新アイデアを実行に移して参ることに致します。 

他にもここには書けない事も含め、数々の有益なご提言を頂き、本当にありがと

うございました！ 
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ともあれ、いかに難しい状況であれ、目の前の『一人』を最大に大切にされ

ようとする鮒谷さんの真剣さ、コンサルフィー以上の価値をなんとか提供し

ようとして下さる姿勢、そのような人としてのあり方に接することができた

こと自体、私にとって非常に大きな価値となりました。 

 

また次のステップに踏み出す際には、是非とも改めて相談させて頂きたいと

思いますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます！ 

（Ｍ．Ｕ 様） 
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自身の思考と行動を見直す場であり、かつそこに新しいパラダイム、セン

ス、アイデアが注入されることで、脳内の OS がみるみるバージョンアッ

プされる非常に貴重な場です。  

鮒谷様 

 

先日は個別コンサル、誠にありがとうございました。 

先月に引き続きのコンサルだったのですが、今回も大変多くの学びがあり、自分

の中に落とし込むのに少々時間が必要でした。 

 

今回のお話の中の一番の学びは、「顧客の成果に Focus する事」です。 

 

少しづつ顧客がついてきた中、知らず知らずの内に、「自身にできる事何か？」 

ということばかりを考えていました。 

「これもできそうだ、あれもできそうだ！」とアイデアを膨らましては、それを形

にして行くために、試行錯誤をしていたのですが、その先にいるお客様が、真に「何

を望んでいるのか？」という事を考えていたようで、考え抜ききれていませんでし

た。 

 

以前のメルマガで、「ドラッガー5 つの質問」をご紹介頂き、「顧客はだれか？」「顧

客にとっての価値はなにか？」を考えていたつもりですが、鮒谷さんに会い、お話

を伺っていると、まだまだ深める必要があったと感じました。 

 

顧客は誰か？を絞り込み、その方々が求めるもの、望むもの、成果を上げるために

必要な事を考え抜き、エッジの効いたコンテンツを作っていこうと思います。 

 

また今後すぐ取り組んでいきたい事は、自身に金メッキを貼っていく事です。 

今までは、よくも悪くも、真っ裸な自分で勝負して参りました。笑 

 

しかし金メッキを張り、多少背伸びをする事で、その高みに追いつくべく、スピー

ドと量の行動を起こす事ができると思います。 

（正確には起こさなければならない状態ができると思います笑） 

そのようにして、背筋がのびた状態を持続しながら、少し背伸び、それに追いつく、

また少し背伸び、追いつくの繰り返しで、今まで以上に加速度的に成長していこう

と思います。 

 

鮒谷さんの個別コンサルの場は、私にとって、自身の思考と行動を見直す場であ

り、かつそこに新しいパラダイム、センス、アイデアが注入されることで、

脳内の OS がみるみるバージョンアップされる非常に貴重な場です。 
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今後とも引き続きお世話になります。 

宜しくお願い致します。 

 

ありがとうございました！！！ 

（Ｔ．Ｕ 様） 
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思う存分相談をさせていただくことができ、充実した時間を過ごすことが

できました。  

大変貴重なお時間をありがとうございました。 

 

３年前に参加した「武者語りの会」ではグループでの会話でしたので、質問する時

間が限られていましたが、個別コンサルということで思う存分相談をさせてい

ただくことができ、充実した時間を過ごすことができました。 

 

今後の方向性について、「最初は大きく回っていたコマがだんだん収束して安定し

ていくようにいずれ定まっていく」「他人にリトマス紙を当てることによって自分

を知る」等、例えを用いて分かりやすくアドバイスをしてくださり大変勉強

になりました。 

 

６年前からブログというセルフメディアを持っていて、その効力を知っていなが

ら、更新があまりできていなかったという点は改善していくべきだと強く思いま

した。 

今後はしっかりと記事を更新してブランディングしていくとともに、メルマガも

スタートさせて長期的に読者との関係性を深めていきたいと思います。 

またオンラインでの活動と、セミナー等のオフラインでの活動を連携させ、コンテ

ンツに深みを出していきます。 

 

「未来の爆発に備えて、今は準備に準備を重ねていつでも着火できる状態に」 

これを胸に、今後の活動に励んでいこうと思います。 

 

このたびは本当にありがとうございました。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

（マーケティング プロデューサー Ｍ．Ｉ 様） 
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メルマガや本を読んで「確かにそうだよな、でも今の自分の状況考えると、、」

等とグルグルと同じ思考をくり返している状態からひっぱりあげ、そして実行へ

と促してくれる。 

一人で考えていたら、いつまでも視点の高さが変わらないままグルグルし続けて

いたかもしれず、そう考えると、ちょっと怖くなります...。 

鮒谷さま 

昨日は誠にありがとうございました！ 

 

まず大きかったのが、自分が「99%の普通の人」と同じ行動をしていたという事

に気づかされた事。しかも、中小企業診断士、TOEIC 等と具体例がそのまま当て

はまったので、赤面の限りです...。そして最も大きかったのが、業界の外を見る、

という簡単なようで気づきづらい「視点の違い」でした。ただの「違い」というよ

り「視点の高さから生まれる違い」という事なのかもしれません。 

 

コンサルで気づいた内容というのは、基本的には、日々のメルマガに書いていらっ

しゃる事が主なのですが、ここが一番大切だと思うのですが、実績があり信頼の

おける方に直接アドバイスを頂く、という事が一番大きかったと実感してい

ます。 

 

メルマガや本を読んで「確かにそうだよな、でも今の自分の状況考えると、、」

等とグルグルと同じ思考をくり返している状態からひっぱりあげ、そして実

行へと促してくれる。 

一人で考えていたら、いつまでも視点の高さが変わらないままグルグルし続

けていたかもしれず、そう考えると、ちょっと怖くなります...。 

 

ブログでの情報発信、信用の貯蓄の為の取り組み、という具体的な事と（両方、小

さな小さな 1 歩だけ踏み出しました。）更なるテストマーケティング案を日々考え

る実行に移す、という事を続けて行こうと決心しました。 

と、こう書いているのも、自分に向けてです。笑 

 

改めて、今回はありがとうございました。 

また、今後ともよろしくお願い致します。 

（レコード会社ディレクター 田村宏樹 様） 
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どのような人にすすめるか？そう問われたら「変わりたい」という願望を強く持

つ方全てとお答えしたいです。 

単発コンサルティング→３日間セミナーに参加。 

その後、５回の個別コンサルティングを行っていただきました。 

今回その５回目の個別コンサルティングが終了し、会社員から離陸することがで

きました。 

 

とは言いましても、ゼロから離陸していただくお手伝いをしていただいた分けで

はなく、私の持つ願望を正しい形で外に向け、その願望達成のために必要な

項目を、時にやさしく、時に厳しく諭していただき、ケツ蹴っていただき、

「あちら側」を見せていただくことで様々な角度から自分はこのままでいいの

か。この考え方はどうか。行動量は足りているのか？ と自問させていただきまし

た。 

（そして常に圧倒的に足りていないという無惨な姿をさらすわけです） 

 

１つの区切りがつき、スタートもギリギリ離陸が出来たわけで、あとはよく考えら

れた仕組みを構築して行く必要があります。 

お話しして行く中で感じた事は、鮒谷さんは仕組みを作るのがお上手で、しか

もそれをよく考えていらっしゃいます。 

掘れば掘るほど出てくるといいますか・・・。 

その深いところや考えなど、劣化コピーでもいいから模倣したいと思うよう

にもなっております。 

 

少なくとも、私は成果を出す事ができました。 

その私は優秀か？と問われると全くそんなことはなく、むしろ、劣等生だと自任し

ているくらいです。 

そんな劣等生でも無事に自分の願望は達成出来るわけで、ない頭をフルに回転さ

せて、文字通り脳に汗をかけたわけです。 

劣等生が優等生に勝つためには、勝てる分野を選ぶ以外にありません。 

超絶優等生は勝ち目がないとしても優等生ぐらいであれば、分野を分ければ負け

る事はありません。 

まだまだ未熟な私ですが、経営に数字を活かすお手伝いをして、世に貢献して行き

たいと考えております． 

 

どのような人にすすめるか？そう問われたら 

「変わりたい」という願望を強く持つ方全てとお答えしたいです。 

起業をしたいとか、していてももっと事業を大きくしたい、発展させたいと

いう方であれば必ずそのきっかけをつかめるのではないでしょうか？ 
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少なくとも私は、しかるべきタイミングでしかるべき事を聞けたため、この

人（鮒谷さん）と出会うのは必然であった。 

このようにさえ思うのです。 

 

人生は、怠けたい自分や客観的になれない自分に対してどのような処置を施して

いくのかというところが、ポイントなのかなと。 

（いまだに自分に連戦連敗しているありさまですが、、） 

そこをうまくまわる仕組みを作ってしまえば、放っておいても（その仕組みが回る

労力は必要としても）人生うまくいくようになるのではないかと思います。 

 

ということで！？そのような仕組みの重要なポジションを占めていただきた

く、この場を借りて、コンサルティングの年間契約を申し込ませていただき

ます！ 

感想だったのか、申し込みだったのか分からないまま終わります（笑） 

 

８ヶ月間ありがとうございました！そしてこれからも引き続きよろしくお願い致

します！ 

（吉本公認会計士事務所 吉本 様） 
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１年前と現在とを比較してみると、小さからぬ自分の変化を感じることができて

おります。 

鮒谷さん 

いつもお世話になっております！ 

 

先日も、個別コンサルにてたくさんの貴重なアドバイスをいただき、本当にありが

とうございました。 

 

昨年の７月に３日間セミナーへ参加して以降、定期的に個別コンサルを受け、 

都度、ご相談に乗っていただきながら今日を迎えておりますが、改めて１年前と現

在とを比較してみると、小さからぬ自分の変化を感じることができております。 

（といっても、これからがスタートですが。） 

 

何と言っても一番大きな変化は、サラリーマンから個人事業主になって 

活動を始めたことです。 

 

学生時代から、将来は、個人で（独立して）ビジネスをやりたいと思っていました。 

そして、そんな人（独立・起業家？）へと成長しやすい（だろう）会社に就職し、

転職も経験しました。 

 

ただ、実際のところ、（サラリーマンとしての）成長は多少感じつつも、独立・起

業するためにはどうすればいいのか？ 

何から始めれば良いのか？ 

などがまったく分からないまま、何年もの時間が過ぎていたというのが、正直なと

ころでした。 

 

そんな中、このような状態から抜け出そうと、３日間セミナーに参加したのが１年

前。 

 

あれから、鮒谷さんには背中を押していただき、数々の失敗（笑）を重ねな

がら渦巻きにもチャレンジし、就活生や転職活動者対象のミニセミナーやコン

サルティングを実施するという新しい体験（些細な成功体験）を重ねること

もできました。 

 

今、振り返って思うのは、このような新しいチャレンジ（数々の失敗を含む）を重

ねているうちに、自分自身の内面が少しずつ変化してきて、個人事業主という一つ

の選択（決断）に至ることができたのではないか、ということです。 
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そして、このようなチャレンジの最中に、いつも側から様々なアドバイスやサ

ポートをしてくださった鮒谷さんには、本当に感謝しております。 

 

独立してちょうど１ヶ月が経ったところですが、先日もアドバイスをいただいた

ように、平均を大きく上回る行動量を維持しながら微調整を重ね、成果につなげて

いきたいと思っております。 

 

まずは、一定の成果が確率論的に見られるようになるまで全力で走りますので、次

回の個別コンサルでは、この結果を報告させていただきながら、一段階上のアドバ

イスをいただけるよう毎日、取り組んでいきたいと思います。 

 

いずれにしても、頑張らざるを得ない環境に身を投じてしまいましたので（笑）、

365 日営業で止まることなく走ります。 

 

次回の個別コンサルも宜しくお願いいたします。 

今回もありがとうございました。 

（キャリアコンサルタント 松本晃秀 様） 
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山のかなり上のほうにいらっしゃる方から、こうやって自分の位置についてアド

バイスして頂く事は、何よりも変えがたい価値であると強く感じています。 

これは 1 人では客観的に見ることができず、個別コンサル申し込んだからこそ気

づけること、そして学べることだと思いました。 

私は三日間セミナーの時に「エベレスト目指します！」と言ったきり、今まで登り

始めてすらいなかったということを気づかされました。 

むしろ、ビーチの方を見て泳ぎにでも行こうかなと思っている自分を、客観的に気

づくことができました。 

お恥ずかしい限りです。 

 

そして山を登り始める前に、山の麓でちょこちょこと動いているだけで何故かや

った感が出ている。 

お山の大将も大概にせよ！！と自分に言いたくなるくらいでした。 

山頂近くにいる人から見てみれば、それはゴマような点に過ぎないので、周りと大

して変わらないということで、自分には途方もなくもなくいろいろ足りていない

事に気づくことができました。 

 

これはあくまでも私の感じた事を言葉にしているだけで、鮒谷さんからはとても

柔らかな表現と違ったメタファーをバンバン打ち込んで頂き、寧ろ私の未熟

さ故、大変恐縮で御座いました。  

 

そして早速今日、自分の基準とロールモデルに照らし合わせて、いつもであれば朝

早く起きて語学の勉強をするところ、このように個別コンサルティングの感想を

書くことにより、復習に重点を置き学びを持続する方向を選びました。 

日々決断をするには、必ず基準とロールモデルが大切で、それなしには方向を見失

ってしまうということを深く、とても深く気づくことができました。  

 

昨日も自分が行っている行動や考えの全てを、三日間セミナーの最後に書いた目

標に照らし合わせて考えてみると、この行動や考え方というのは本当にいいのだ

ろうか？？と疑問を抱くことが多々ありました。 

今までは三日間セミナーで書いた目標や being having doing を如何に疎かにし

てしまったか。 

そんなことを強く感じました。 

 

これはマズい！と思い、この基準とロールモデルをしっかりと自分の中に据えて、

いつ何時どんなことが起ころうとも、環境が変わろうともぶれない確固たる基準

を持つ事に決めました。  
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そして同時に、三日間セミナーの最後に書いた目標について見直すことにします。 

編集をかけて、言葉が抽象的な場合はそれを細分化し具体的に。 

数字や表現方法も具体的にして、行動や考えに直結する分かりやすい言葉に変え

て表記し直していきます。 

目標自体が曖昧だと、自ずと行動や考え方も曖昧になってしまいます。 

それを無くすために、具体的な基準のベース作りは重要だと思っています。  

 

そういった意味では、今回の個別コンサルティングは、左上の図（省略）のような

位置づけであると感じました。 

三日間セミナーの成長カーブは時間的に今までのセミナーより長く続いたのです

が、1 ヶ月ちょっとしてほぼ同じようなところまで戻りつつあったのではないか

と実感しています。 

そして、山頂付近にいる人からしてみれば、私が思っている成長カーブの山は、さ

ざ波程度ではないでしょうか。 

 

今回の個別コンサルについては、三日間セミナーほどの盛り上がりはいい意味で

少なかったと思います。しかしその小さい盛り上がりが長く続いていくような、そ

んな感じがしています。寧ろ、そうします！今回私は 3 コマの申し込みとさして

いただき、後の二回の個別コンサルティングが残っています。そういった意味では

この小さな盛り上がりがあと 2 回あるということになるので、回数的には少ない

にしてもその貴重な時間は歩留まりを維持していくために極めて重要ではないか

と感じています。  

 

このような気づきは、いつものような自分の引力に引っ張られるような生活

をしていたのでは気づく事はほぼ無いのではないかと思っています。 

こうやって鮒谷さんと話をさせていただくことで、山の麓でちょこちょこや

っていたということに気づくことができたと思うのです。 

山のかなり上のほうにいらっしゃる方から、こうやって自分の位置について

アドバイスして頂く事は、何によりも変えがたい価値であると強く感じてい

ます。これは 1 人では客観的に見ることができず、個別コンサル申し込んだか

らこそ気づけること、そして学べることだと思いました。  

 

自分の未熟さゆえ、初回に誠にお恥ずかしい醜態をさらけ出した次第でございま

すが、あと 2 回と少ない回数ですがよろしくお願いいたします。  

（Ｍ．Ｓ 様） 
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遥か先を進んでいる目標点でもあり、くだけた話も出来る仲のいい先輩と接して

いるような信頼感と安心感のバランスを持った時間に感じました。 

鮒谷さま 

 

先日個別コンサルを受けさせていただいた渡辺です。 

延長のお時間までいただき誠にありがとうございます！ 

 

初めて鮒谷さんにお会いしたとき、 

メールマガジンの文章から受けるイメージよりもお若くとてもきさくに感

じたのが第一印象でした。 

 

初めてコンサルを申し込んだということもあり、最初は少し緊張もあったのです

が、話始めてすぐに鮒谷さんのお話に集中している自分がいました。 

 

持ち込んだのが少し曖昧な質問でしたが、広く深い知識から適切かつ噛み砕い

た表現で説明いただき脳が心地いい刺激を受けたのを覚えています。 

 

目標を見据えつつキャリアを積んでいくに当たり、表面的な部分ではなく本質を

追求していく、自分に問いかけていくという点は、抽象度が高そうに見えて、自分

の生き方、軸となる部分となり、後に具体性を持った行動に変化していく起点とな

りそうです。 

 

また先人のパラダイムと鮒谷さんの日常的な例に照らし合わせたパラダイムは笑

いを混ぜつつ自分に浸透していきました！ 

 

教わった書籍も早速アマゾンで注文しました。 

コンサルの復習かつ忘却のストップに歯止めをかけたいと思います。 

 

遥か先を進んでいる目標点でもあり、くだけた話も出来る仲のいい先輩と接

しているような信頼感と安心感のバランスを持った時間に感じました。 

教わった内容を自分に落とし込みしつつ、次回に申し込みさせて頂く時に深堀り

出来ればと思います。 

 

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す。 

（渡辺健文 様） 
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どんな内容でも、応援の言葉をくださる鮒谷さんの懐の深さを実感し、貴重なお

時間を使ってアドバイスを下さったことに心から感謝しております。 

鮒谷さま 

 

先日は大変お世話になり、ありがとうございました。 

今回は最初から、あらぬ方向へ話がいってしまい、本当にお恥ずかしい限りです・・・ 

（自分自身でも驚いていますが、鮒谷さんはより一層驚かれたことと思います・・・） 

 

ただ、完全に当初の流れから外れた話にもかかわらず「新しい世界を体験」する一

つの機会として捉えてくださり（内心は呆れていらっしゃったかもしれませんが）

様々なアドバイスをくださり、本当にありがとうございました。 

 

自分にとっては、一つ一つが新しいステップ、非日常なことですのでお言葉に甘

え？こちらから「フックをかける」ことを意識して取り組んでみたいと思います。 

 

どんな内容でも、応援の言葉をくださる鮒谷さんの懐の深さを実感し、貴重

なお時間を使ってアドバイスを下さったことに心から感謝しております。 

コンサルティング後のメッセージも、ありがとうございました。 

 

どうか引き続き、よろしくお願いいたします。 

（匿名 様） 
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誰しも、物事を決断するまでに、いろいろな葛藤が起こると思います。 

それを明確にし、後押ししてくれるのが、鮒谷さんのコンサルの一番の魅力だと

思います。 

鮒谷様 

 

この度は、夜遅い時間、且つ、長旅でお疲れにもかかわらず、全力でコンサルティ

ングしていただき、ありがとうございました。 

 

・今回のコンサルティングを受けるまでは、今回の決断は、非常に重い決断のよう

に思っていましたが、鮒谷さんとお話していると、 

「ま、とにかくやって見ようー」 

「十分、可能性としてはある！」 

「失敗しても、なんとでもなるわぁ」 

と、全く根拠のない自信がでてきました。 

(それにしても、起業という結論になるとは全くイメージしていませんでしたが

(笑)) 

 

正直、いまでも今後どうなるかわかりませんが、「兎にも角にも、今、今、今！や

ることが大事」と、七転八倒、とにかくやってみて、PDCA 方式で改善していこ

う、と思います。 

 

・鮒谷さん自身、「このようなやりかたは、絶対に他の人には勧めない(笑)」と仰っ

ていましたが、今回のような、「前例もなく、クレイジーで荒唐無稽なことに、真

剣にチャレンジすること自体が、自分のあるべき姿なのではないか」という、ドラ

ッカー氏が言う、[なにによって憶えられたいか]に、当てはまるような気がします

し、そういう自分であることをおもうだけでワクワクし、考えただけでも非常に楽

しいです！！ 

 

こういう気持ちを忘れたままであった、ここ数カ月間は、今思い返すと、「リビン

グデッド、生ける屍」だったと思います。 

 

それに気付かせていただいた今回のコンサルは、企画の成否だけではない、大

きな価値がありました。 

 

・これまでに、メニューの作成や WEB の作成などに 10 日ほどかかりましたが

(←遅い！)、ようやくプレスリリースし、スタートできそうです。 

 

誰しも、物事を決断するまでに、いろいろな葛藤が起こると思います。 
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それを明確にし、後押ししてくれるのが、鮒谷さんのコンサルの一番の魅力だ

と思います。 

(そして、おそらく僕が目指すスタイルであるとも思います) 

 

僕の場合も「やるだけ」とわかった以上、帰国してから多方面で宣言しまくり、も

う後に戻れない状況にまで至っています。 

(というより、もとに戻る気もありませんが) 

 

それよりも今は、「成功するためにやること、取るべき行動」にフォーカスして、

毎日を過ごしているので、晴れ晴れとした気持ちで、視界もクリアです。 

 

お話の中で、サイコロを振って、行き先を決めると言うお話がありましたが、それ

ぐらい軽い気持ちで行こうと思います。 

(もちろん自己責任ですが) 

 

またしても駄文になりましたが汗、この度は個人コンサルティングをしていただ

き、ありがとうございました。 

良いご報告をできるように、頑張ります！！ 

（Ｙ．Ａ 様） 
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「私はよくやっている、結果が出ないのは環境が悪い」という自己正当化

の箱の中から出てくるのに、今の私には他の人の助けが必要でした。 

鮒谷さんという強力な援助者を得て、時間短縮でき、立て直すめどが立ち

ました。本当によかったと感謝しています。  

鮒谷様、先日は個別コンサルティングをありがとうございました。 

 

お恥ずかしながら、私は読書や勉強は人一倍よくやってる自負がありました。 

ですが、頭でわかったつもりのことと実際の行動は全く違いました。 

 

鮒谷さんから提案いただいたのは心持ちといいますか世界観を変えること、そし

て、具体的な行動計画の数字です。 

正直、拍子抜けするくらい単純なことですが、自分ひとりでは考えつかなか

ったでしょう。 

 

ご推奨いただいた本を読んで今の自分に必要な考え方と行動を再確認しました。 

読んで頭で理解して、これからは愚直に実行し続けて、体で体得する段階です。 

 

当たり前のことができていなかった自分の姿をコンサルの 3 時間かけて気づかせ

ていただいた中には見たくないと目を背けていた面もあります。 

 

(私はよくやっている、結果が出ないのは環境が悪い)という自己正当化の箱の中か

ら出てくるのに今の私には他の人の助けが必要でした。 

鮒谷さんという強力な援助者を得て、時間短縮でき、立て直すめどが立ちま

した。 

 

本当によかったと感謝しています。 

 

もし、読者の方が何か悩みを抱えているならば、ひとりで学び、色々と試行錯誤さ

れるのも、もちろん素晴らしい経験になるでしょう。 

 

しかし、自力頼みは、空回り、回り道も多いです。 

タイミングを逃すと手遅れということもあります。 

 

鮒谷さんのコンサルは、たとえば、思い通りの身体へ効率的に作り替えるため

にパーソナルトレーナーを利用する感じです。 

 

コンサルを受ける前はもっと重たく考えていました。 
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私のような凡人が受けるにはセレブ過ぎるとか(笑) 

違いました。 

自力で変われないでここまで来てしまった私にこそ、必要だったと思います。 

 

同じような躊躇をされている方がいたらえいやっと飛び込んでみたらよいので

はと思います。 

（営業職 Ｍ 様） 
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強烈な学びを得た時に感じる背筋のゾクゾク感を何度も経験しました。 

先日は二度目の個別コンサルティング有り難う御座いました。 

 

完全に宿題を見落としており、丸腰でのコンサル失礼致しました。 

しかしながら、そのおかげでと言っては失礼ですが、言葉で言い表すと陳腐にな

る程の濃い時間を過ごすことが出来たと感じております。 

今回も真面目に感想を書かさせて頂きます。 

 

個別コンサルはロールスロイスだと感じております。 

手作りでオーナーに合わせてカスタマイズして頂き、今までカローラしか乗

った事の無い自分でさえも、今まで体験した事の無い時間を経験できる。 

そんな時間を過ごさせて頂きました。 

 

鮒谷さんを模倣し、無理なメタファーで感想を書いておりますが、以下今回頂い

たメタファーはその強烈な腹落ち度から完全に体に刻まれたかの如く印象

に残っています。 

 

それは「モジュール」を使った学びの話しであったり、「東洋・西洋医学」から繰

り出されるコンサル方法、「サーモスタット」で表現される基準など、その言葉を

思い出す度毎に広がる膨大な前後の文脈は、記憶に定着せざるを得ません。 

 

また三日間セミナーでもお話しして頂いた内容を、さらに深く、深く、深く・・・

お話を伺う事ができました。 

鮒谷さんが１０年以上かけて築き上げてきた、言わば「秘伝のタレ」もとい

「秘伝の知恵」を非常に高度な概念とともに学ぶ事ができました。 

 

終始自らの頭からプスプスと煙が出ており継続的に混乱をしておりましたが、そ

んななかでも強烈な学びを得た時に感じる背筋のゾクゾク感を何度も経験し

ました。 

それと同時に「混乱して混乱せず」「焦って焦らず」といった言葉を頂き、安心感

をもって２回目のコンサルを終える事ができました。 

 

そのなかで一つ、大きな気づきとして「人間には有機的なシステムを持っており、

それに基づいたアプリやアドオンがある」という話しがありました。 

この概念に基づいて自らのロールモデル選びや、アプリ・アドオンの取り込みを行

う事によって、今後の学びの効率や波及効果の高い行動が今までの数倍高い

ものになると感じました。 

 



 - 243 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

こういった学びの核のような話しを伺えたことは、今受けている他のセミナーや、

今後受けようとしているセミナーの価値を底上げして頂いたと感じております。 

そして生涯の自分の無形資産として、自らに深く彫り込まれました。 

 

次回も宜しくお願い致します！ 

（大手物流会社 Ｍ．Ｓ様） 
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２０万人の読者がいる中で、その内容を個別フォローアップして頂ける。 

感無量とはまさにこういう状況のことを言い表すのだなと実感しました。 

先日は個別コンサル有り難う御座いました。 

最終個別コンサルから 1 週間、To do list はその後本日まで累計 76 個のタスク

を潰していき、現在 7 連勝中です。 

 

２０万人の読者がいる中で、その内容を個別フォローアップして頂ける。 

感無量とはまさにこういう状況のことを言い表すのだなと実感しました。 

本当に有り難う御座います。 

 

さて、一連の３回の個別コンサルを通して、最後にようやく気付いたことはお金と

時間は自らが投資しているのではなくて、鮒谷さんに投資し頂いていると考える

べきではないかという結論に私の中で至りました。 

 

三日間セミナーを通して「外に出る」ことを実行に移してはいるのですが、やはり

なかなかトップレベルの方にマンツーマンでお会いすることが出来る機会は極め

て少ないように感じます。 

トップレベルの人はそもそも下界に降りてこないというか、天界で勝負を仕掛け

ているのでお金を払っても下界まで降りてきて頂けるチャンスが少ないと感じて

おります。 

（もちろん自分の実力不足が根本的な原因ではありますが...） 

 

感覚としては、ベンチャーキャピタルのさらに細分化されたパーソナルキャピタ

ルのような感じとでも言うのでしょうか。 

つまり、頂いた無形資本を元に、自らが価値を複利で運用させそれを還元できるま

でに成長することが自分に課せられた一つの課題（ポジティブな意味での）だと考

えています。 

 

今回のコンサルでは、鮒谷さんからもその場で「いいね」をして頂いた「年単位で

ぷるぷるし続けることの大切さを説いた図」に尽きるように思います。 

日々の To do list で第二領域の行動を潰していきながらそちらに偏りすぎず、自

らの基準やロールモデルを見据えて両者のバランスを取っていく。 

どちらに偏りすぎてもそれは良くなくて、真ん中の「ぷるぷる」する状態で自らを

キープし続ける。 

 

その為のシステム構築に励んでおります。 

その中の一つとしてやはりブログの大切さを再認識しました。 

三日間セミナーから３ヶ月、１日も書かさず書き続けてきたことが、ここにきて役
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に立っています。 

ブログの威力は偉大だと実感しており、さらにブログを継続することにより自ら

のモチベーションをゼロにならないシステムとします。 

この３回の個別コンサルもまた、学びを保つためのシステムとして機能していた

と思っております。 

 

現在は来るべき荒波に備え、システム構築として第二領域を潰し続けていくこと

と、高い基準を保ち続けられる場に自らを浸すべく奔走しております。 

荒波を乗り切った後、またお目にかかれることを心待ちにしております。 

 

この度は３回のコンサルティングに貴重なお時間を割いて頂き誠に有り難う御座

いました。 

今後とも、毎日のメルマガ楽しみにしております！ 

（Ｍ．Ｓ様） 
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私自身の個別のケースについて、冷静に、事例を交えながら、客観的に、的確

に、コメントくださったこと、とても価値を感じております。 

今回、個別に鮒谷さんからご指導をいただく機会を持つことができました。 

誠にありがとうございました。 

 

メルマガや先日のセミナーの場とはまた雰囲気が異なり、私自身の個別のケース

について、冷静に、事例を交えながら、客観的に、的確に、コメントくださ

ったこと、とても価値を感じております。 

 

私はこれまで、リサーチや海外進出支援のコンサルなどに携わった経験があるた

めか、どうも発想の始点が、大局的なところからのものに偏っていた感がありま

す。 

 

でも、これから本気で起業を志す場合は、そうではなく、超ミクロ、超具体的、な

ところから、小さな歯車を回していくことがまずは肝要ということが学べました。 

（"ハッキリと"認識できるようになりました。） 

 

鮒谷さんのメルマガだけを拝見させていただくと、一見、具体的なノウハウという

よりも、to be（自分のあり方）に重きを置いておられるようにも、捉えられます。 

しかし、あり方を語れるのは、これまでいくつもの小さな歯車を回してこら

れたからこそなのですね。その領域に達しなければ、何を語っても薄っぺらく聞

こえてしまいますね。 

 

たとえは悪いですが、何の小さな歯車も回したことがない人が、「アフリカの貧困

を救いたい」とか「地球環境を守るべきだ」とかを熱く語っている感じでしょうか。 

自分の場合、まだまだ何者でもありません。 

なんだかんだ言って、会社の庇護の下、生きてきてしまいました。 

でも、これからは、超具体的に動き、小さな小さな歯車を回して参ります。 

 

将来、鮒谷さんから「変貌を遂げた」と言われる様な域に達することができる様、

精進いたします。 

 

ありがとうございました。 

（Ｎ．Ｔ 様） 
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もっと早くお会いすればよかった・・・とめちゃめちゃ後悔しました。 

鮒谷さん、昨日は貴重なお時間をありがとうございました。 

 

赤ちゃんにやってはいけない「揺さぶり症候群」を大人になって体験したような感

じでした。 

 

終わった後、いい意味でぐちゃぐちゃになった脳をやっと支えながら「あれもしな

きゃ、これもしなきゃ」と考えが始まってしまい、お会計途中の鮒谷さんを残した

まま帰るという大失態をしてしまいました。 

本当に申し訳ありません。 

 

それくらい衝撃でした。そして、もっと早くお会いすればよかった・・・とめ

ちゃめちゃ後悔しました。どうにも八方ふさがりでもがき苦しみ鮒谷さんのと

ころに駆け込んだのですがもっと早く来ていれば、あんなにもがかなくてもよ

かったのに・・・と反省です。 

 

私が鮒谷さんに気づかせて頂いたことは主に 2 つです。 

（もちろん細かく挙げたら他にも山ほどあります） 

・人間関係を大事にしたものは、必ず帰ってくる 

・集客の入り口は色々ある 

簡潔に書くとこの 2 行ですが沢山の刺さる例をもとにお話を聞かせていただい

たので心の深ーーいところまで刺さりました。 

多分忘れることは無いと思います。 

 

日々の業務に追われて視野が狭くなり視野とともに自分の気道も狭くしておりま

した。それを鮒谷さんに一気に広げていただいた感じです。今は呼吸が出来ま

す。 

 

とにかく、短時間にセミナー5 回分くらいの情報を頂いたので今から 3 日く

らいかけて咀嚼し、行動に移します。 

 

近々にまた相談させてください。 

よろしくお願いいたします。 

（製薬会社勤務 Ｙ．Ｙ 様） 
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3 時間、本当に贅沢な時間でした。 

もう絶対に一生続けて下さい！と思うぐらいです。 

GW に受講させて頂いた 3 日間セミナーを実はずっと長い間、自分とは関係ない

天上人達の戯れ（失礼）だと思っていたのですが、3 日間セミナーを受けた後年間

プログラムもノーポチで申し込みさせて頂いて、実際プログラムが始まってから

も、個別コンサルを受ける事を具体的に検討する事はありませんでした。 

受講している年間プログラムに、まずは打ち込めばいいだろうと思っていたので

す。 

 

その思いが覆されたのが、年間プログラムに第 2 回から参加されたある方の存在

でした。 

昨年実績も経験もない状態から、現在やられている仕事を始め、直後に個別

コンサルを受け始め、今年もう年収が 1,000 万円を超えるかどうかに差し

掛かっているのと事でした。 

 

自分でビジネスを行う為に、鮒谷さんのセミナーに参加している私としては、触手

を伸ばさざるを得ません（笑） 

すぐに、その場で申し込みました！ 

 

そして、先日、第一回目のコンサルが開始。 

当日、とてもワクワクしながら指定の場所へ。 

 

3 時間もの間、鮒谷さんの放談に耳と身体を傾けました。 

私の質問もかなり沢山聞いて頂き、真摯に対応して下さいました。 

私は最初は少し緊張していましたが、途中から心も身体もかなりくつろぐ事が

出来ました。 

始終一番くつろいでいたのは鮒谷さんでしたが（笑） 

 

3 時間、本当に贅沢な時間でした。 

これは 3 日間セミナーの仲間で、個別コンサルを受けている他の方とも、よく話

すのですが、鮒谷さんは普通に考えたら、お金を積んだとしても、たとえ 1

時間でも、1 対 1 で時間を頂いてアドバイスを頂くのは困難な方です。 

本人も仰られている通り、単にお金を稼ぐ為なら、もっと効率のいい方法が幾らで

もある方だからです。 

 

その方が、個別コンサルという開かれたサービスの形で、定期的に自分の為に時間

を割いてくれるというのは、本当に贅沢で、もう絶対に一生続けて下さい！と

思うぐらいです（笑） 
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3 時間の中でお話頂いた内容で、私は「独断のまどろみ」を破られました。 

自分が何の気なしに立てていた年間目標にスピード感が足りなすぎるという事を

指摘頂いたのです。 

そして、その瞬間、そのスピード感の不足こそが、私がこの年間目標に少なからず

感じていたぼんやりとした不安の原因だったと気付かされました。 

 

一度こけてもいい、むしろこけて上等！くらいに前のめりになって、実績、経験、

成功体験を積まないと、次の STAGE にはいけないという事が、その日頂いた最

高のアドバイスでした。 

 

これから一ヶ月に一度鮒谷さんとお会いしてアドバイスを頂けるというの

が本当に楽しみですし、頂いたアドバイスに従って、私自身の成功をサポートし

たという事が鮒谷さんにとっての特別な業績にならないといけないぐらいの気持

ちで、日々頑張りたいと思います。 

 

お申込みを迷われている方は、まずは飛び込んでもらえたらと思います。 

個別コンサルの受講生同士、お互い助け合いながら、身の程をわきまえぬ大望

を一緒に達成していきましょう！ 

（大阪大学医学部医学科 岩野圭佑 様） 
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本当に親身に本気で考えて下さっているんだということが、ひしひしと伝わって

くる今回のコンサルでありました。 

鮒谷さん 

先日は大阪にて個別コンサル、ありがとうございました。 

 

私の思考は、いつも時間が経てばいつの間にか狭まってしまうようなのですが、そ

れを鮒谷さんは、お会いするたびに広げてくださっているように感じていま

す。 

 

長期的な視点ばかりでもなく、短期的な視点ばかりでもなく、その間で行ったり来

たり、お椀の水がこぼれないようバランスを取るようにして前に進むことが肝要

であるということや「通さぬは 通すがための 道普請（みちぶしん）」という言葉

を引き合いに出し、道普請（＝道路工事）は、通行止めや幅員減少で通行を不便に

するけれども、でもそれは、人々を今までよりも安全で快適に通すために必要な一

時の不自由であるように、足踏み状態が続くのは、もどかしいけれども、でもそれ

は、決してあなたを困らせようとしているのではなくより良く進むために必要な

一時の不自由であり必要な足踏みなのです、といった風にわかりやすい例えと言

葉で、私の狭まった思考をほぐしてくださいました。 

 

もう、コンサルタントさんというより、まるで整体師、、、いや、この場合は、 

聖太子と書く方がふさわしいのかもしれませんね（笑）また、もし私がコンサル

タント側の立場であったとしたら、ここまで顧客に対して、責任や覚悟を要す

る提案ができるだろうか、と思わずにはいられない心動かされる場面もあり、

本当に親身に本気で考えて下さっているんだということが、ひしひしと伝わ

ってくる今回のコンサルでありました。 

 

本当に心強いお言葉の数々をありがとうございました。 

 

頑張ってらっしゃる他の方の進捗をお聞きできるのもうれしいです。 

赤山さん、3000 キロマラソンが遂にスタートですね。 

私も彼をはじめとした挑戦する人を応援しそれに触発されるようにして、新たな

チャレンジをしていこうと思います。 

 

今回も、笑いあふれる（大阪バージョンの??）コンサルをありがとうございまし

た！ 

（Ｎ．Ｎ 様） 
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出会ったばかりの雲の上の方とこんなに具体的に将来の自分の【行動】を考えら

れるなんてすごい時代になりました 

鮒谷さま 

 

昨日もどうもありがとうございました 

 

鮒谷さんの圧倒的なパワーで現実的にお話が進み、はじめて世の中のしくみを見

せていただいて、すこしくらくらしています 

 

前のめりに！前のめりに！前のめりに！ 

 

出会ったばかりの雲の上の方とこんなに具体的に将来の自分の【行動】を考

えられるなんてすごい時代になりました 

 

わたしは実は ジョジョの奇妙な冒険 というマンガも好きなのですが今まで 眠れ

る奴隷 だったということですね 

 

ホント時間もったいなかった！ 

とそんなふうに笑って今ある現実に感謝しつつ先へ進んでいきたいです 

 

どうぞこれからもよろしくお願いいたします！！ 

（エネルギー関連企業 Ｃ．Ｋ 様） 
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「選ばれた人にしかできないこと」と勝手に思い込んでいた世界が「自分含め

て、誰にでもできるんだ」ということがわかりました。 

■「気付いたことや深く学んだこと」 

自分の思い、やりたいこと、キャリア、スキルの棚卸をヒアリングして頂き、

整理して頂いたことによって、多くの気づきを頂きました。 

知識ではなく、思考やフレームワークを学ぶことによって、プラットフォー

ムが形成され、何にでも展開可能になっていくことを学ばせて頂きました。 

 

■「特に印象に残ったこと」 

鮒谷さんにお会いするまでは、権威のある、高尚なコンサルというイメージを（ど

こかで勝手に）持ってましたが、初対面なのに、どこかで会ったような、ラフ

でフランクな感じだったことに一番ビックリしました（笑） 

 

■「今後活用できると思ったこと」 

ミダス王に、俺はなる！というビジョンが持てたことです。 

 

■「決意したこと」 

独立すること。 

経済的にも時間的にも自由になること。 

そして、やりたいことを思いっきりやること。 

以前から考えていたり、知っていたことですが、ようやく、決意できたことに感

謝です。 

 

■「これから行動しようと思ったこと」 

次回のコンサルまでのアクションについて整理すべく、一人会議を行いました。 

まずは具体的なプランが１つ出来ました。 

1 週間かけて、複数プラン作り、ブラッシュアップして行きたいと思います。 

 

■「これまでに利用したコンサルティングやセミナーとの違い」 

スキル向上のための知識や方法論を伝えるコンサルではなく、結果にコミットし

て、支払った金額の 10 倍返し！を行って頂けるところです。 

 

■「個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

はじめて自分のコンフォートゾーンを超える時間単価のコンサルを受けました。 

極小リスク、ミドルリターンのビジネスモデルが、まさに「自分の求めていたもの」

だと気づかされました。 

なぜ、もやもやしていたのか、どうしたらいいのか、どう行動していいのか、暗中

模索だったところ、自分のフレーム外のところに答えがあったことに気が付きま
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した。 

 

ノーポチ、とありましたが、本当に押したら世界が変わりますよ。 

「選ばれた人にしかできないこと」と勝手に思い込んでいた世界が「自分含めて、

誰にでもできるんだ」ということがわかりました。 

 

この感想を読んだ方が一人でも前に進んでいただけたら嬉しい限りで

す！！！ 

（ベンチャー企業 営業＆マーケ責任者 Ｏ 様） 
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個別コンサルを私にとって真に贅沢な時間にしてくれているのは、鮒谷さんがま

だまだ何の成果も出していないダメダメな私に、次の一ヶ月間ずっと前のめりに

なって頑張り続けるのに十分すぎるほどの、自信と自己肯定を毎回与えてくれる

事です。 

今回の個別コンサルも、大変有意義な時間を有難うございました！ 

 

前回のコンサルの時に頂いた中で 1 番波及効果の大きかったアドバイスは、常に

こけるかこけないかってくらい前のめりで行こう。いやむしろこけても(つまり失

敗しても)いいから前回りしてどんどん進んでいこう。というものでした。 

 

それから一ヶ月、ビジネスでもプライベートでも、常に出来るだけ前のめりになる

事を意識した事で、大分その感覚が掴めるようになってきました。 

そして、その方が毎日生活してて圧倒的に楽しく幸福度が高いという事を実感

しています。 

 

その状態で受講した昨日の個別コンサルでしたが、これから、特に自分のビジネス

において、形になる成果を出す為の"次の一手"について、そのコンテンツや打ち

手のタイミング、はたまた更に細かい部分まで、具体的極まりないアドバイ

スを頂けた事が非常に有難かったです。 

 

これで、次の一ヶ月も前のめりになって、進んでいく事が出来ると確信して

います。 

本当に本当に楽しみな一ヶ月になりそうです。 

 

また、そういった具体的な内容のアドバイスもそうなのですが、何というか、個別

コンサルを私にとって真に贅沢な時間にしてくれているのは、鮒谷さんがまだま

だ何の成果も出していないダメダメな私に、次の一ヶ月間ずっと前のめりになっ

て頑張り続けるのに十分すぎるほどの、自信と自己肯定を毎回与えてくれる

事です。 

 

例えば、私が毎日書いている稚拙なブログ（汗）をちゃんと読んで、そこで

の気付きを基にメルマガを書いてみたんですよ、と言ってくださったり、これ

まで物凄い順調に行っているから全然心配していないですよこのままの調

子で行きましょう、と言ってくださったり、過分な賞賛の言葉を、ずっと言っ

て下さるのです。 

 

お陰で、個別コンサルを終えての帰り道には、何か自分が凄い人間になったよ

うな壮大な勘違いに包まれているのです（笑） 
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この一ヶ月、精一杯前のめりで頑張って、来月また過分なお褒めのお言葉を頂ける

ようにしたいと思います。 

 

改めて、昨日は本当に有難うございました！！ 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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数年前から相談に乗っていただいていたと錯覚するほど自分の迷いにあっという

間に共振してくださり、一緒に悩んでくれて、考えてくれて。 

お世話になります。 

本日個別コンサルを受けさせていただいた久保です。 

本日はありがとうございました。 

 

自分が考えていたこと、取り組んでいること、 

これからやろうとしていたこと、鮒谷さんのアドバイスを聞いて自信になり、 

今後の仕事の取り組み方も明確になりました。 

 

コンサルスタートから数分で、私の想いを汲み取ってくださり、ユーモアを

交えながらアドバイスをいただきました。 

数年前から相談に乗っていただいていたと錯覚するほど自分の迷いにあっ

という間に共振してくださり、一緒に悩んでくれて、考えてくれて。 

途中から、手の震え、心の震えが止まりませんでした。 

 

コンサル終了後はグッタリ。 

しばらくふわふわした状態が続きましたが、喫茶店に入りなかなか手が付けられ

なかった「2 年後の目標」もあっという間に完成。 

すっきりしました。 

 

素晴らしい時間でした。重ねてお礼申し上げます。 

結果を出して、また個別コンサルに申し込んで報告とお礼をお伝えしたいと思い

ます。 

（株式会社京都パープルサンガ 営業部営業三課 課長 久保大輔 様） 
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学びだけでなく、ゼロからイチの一番大きく、難しい「行動」に結びつけていた

だき、感謝しています！ 

今日は私が、セミナー開催を宣言してから初めてのコンサルでした。 

数ヶ月前の自分であれば、何度鮒谷さんに勧めていただいても、自分がセミナーを

開催しようなんて気分には全くなれませんでした。 

学びだけでなく、ゼロからイチの一番大きく、難しい「行動」に結びつけて

いただき、感謝しています！ 

 

今までのコンサルの時間は、どちらかというと長期の問題に関して時間を取って

いただいておりましたが（これが私には緊急の問題だった為）、今回はセミナーに

関しての具体、個別の相談をさせてもらいました。 

コンサル中にもお伝えしましたが、お会いする前はかなり弱気でした。開催を中止

しようかと。 

しかし、セミナー開催に関して、また告知文に関して私の悩みを解消してい

ただき、先ほど告知文を公開する事が出来ました！ 

 

特に今回印象に残っている事は、「機関銃を撃ちまくると、流れ弾に当たる」です。 

 

私が価値があり、提供したいと思っているものは、他の人にとって大した事が無い

かもしれない 

私にとって当然であり、無価値と思っているものが他の人にとって凄く価値があ

るものかもしれない 

 

言われてみれば、そして私が鮒谷様から学んだ事も、思い返してみればまさに上記

の通りでした。 

「そこですか！そして、それだけですか！」（３日間セミナーにて記憶している事

をお話しした際） 

「それがそんなに刺さりましたか！いや、いい言葉ですが、、」（コンサルにて、感

動した言葉をお伝えした際） 

 

次回はちょうど私の第一回セミナー後にコンサルの時間を取っていただく事にな

ると思います。 

成功させられるよう、頑張ります。 

今日も、本当にありがとうございました！ 

（Ｔ．Ｆ 様） 
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自分がこれまで転職を繰り返す中で感じていたモヤモヤがクリアになった気がし

ました。 

鮒谷様、本日コンサルを受講させて頂きましたＫです。 

 

相談したい内容はかなり漠然としたテーマではないかと思っておりましたが、非

常に明確に私の課題に即したお話をして頂き、ありがとうございました。 

 

鮒谷様のコンサルは現状でも成果を上げている方が更にレベルアップを目指すた

めに行われているのではないかと思っていたので、申し込みに躊躇する面もあっ

たのですが、思い切って申し込んでよかったと思います。 

 

人生において、自らの強み、自分に合ったやり方、価値観を客観的視点から俯瞰し、

その 3 つが適合する環境を探すのが一番早く確実に成果を出す道、というお話で、

自分がこれまで転職を繰り返す中で感じていたモヤモヤがクリアになった気が

しました。 

 

他にも「帽子に合わせて頭を削る」、「常に特定のテーマについて考え続ける」など、

印象に残った話が多々あり、今、一生懸命消化しています。 

 

また、今後の行動等についてのご提案とそれについての納期をある程度切っ

て頂いたので、行動の足掛かりができました。 

このような単発でのコンサルティングは話をしただけで終わりなのではないかと

思っていただけに、非常にありがたいです。 

 

なお、終了後、自分の強みを見出すために、妻に私のよい点を聞いたところ、「だ

らだらするときの仕方が私と同じところ」、と、身も蓋もない回答が返ってきまし

た(笑) 

 

それでは、頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願い致します。 

本日はお忙しいところお時間を頂き、ありがとうございました。 

（メーカー 製品技術担当 Ｋ．Ｋ 様） 
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12 万円？ 安過ぎます。私はこれで命を救われたようなものです。 

鮒谷さん、2 回目の個別コンサルありがとうございました。 

 

今回は会食も含めて 4 時間お話させていただいたのですが、あまりに脳みそを酷

使したため、帰ってぐったりし、泥のように眠ってしまいました。 

脳の深いところまで入って来て、ぐちゃぐちゃーーっと掻き回されたような

感じです（涙） 

 

私が鮒谷さんの個人コンサルに申し込んだのは、ダブルワークを抱え、「仕事」で

なく、「作業」にばかり追われていて、副業での５０万～１００万円/月の利益から

なかなか脱皮できないからです。 

 

今回は、時間の使い方、考える時間の確保の仕方、仕事への考え方、もっと深く言

うと、個人としての力量を高め、人間性を高め、レッドオーシャンから距離を置き

「値引き体力消耗戦」に突入することなく勝ち進む術、を伝授頂きました。 

 

これを読んだ方は「？？？？？」と思うかもしれませんが、今まで睡眠 3 時間生

活を１年以上送り苦しみ抜いて来た私にしたら神の声のように聞こえました。 

 

12 万円？ 安過ぎます。 

私はこれで命を救われたようなものです 

（笑・でも９０％本気・鮒谷さん風） 

 

これから一分一秒の重みが増し、顧客に提供する一分一秒の価値が増し、それに伴

って加速度的に収益が上がるのも間違いないと心より確信しました。 

 

来月再び鮒谷さんにお会いできるのが楽しみです。 

それまでにアレもコレも・・・・・ 

タスクが山積みですが、楽しくて楽しくて仕方ありません。 

 

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いたします。 

（製薬会社勤務 Ｙ．Ｙ 様） 
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私個人の成果にコミット頂いているので、やってみたいけど、できなかったこと

に対して、安心して、確実に一歩前に踏み出し、出来るようになるまでの道を指

し示し行動プランまで設計して頂けます。 

■「気付いたことや深く学んだこと」 

 多くの実践（実戦）を通して修練を積まれた達人の技は、本当に研ぎ澄ま

されており、無駄がないことを学びました。 

 決まり手はシンプルなのですが、自然と流れるように試合が進み、気が付

いたら勝負が決まっている感覚でした。 

 

■「特に印象に残ったこと」 

 今回は 2 回目だったのですが、具体的な事業プランに落とし込むためさまざま

なブレストを行いながら進めて頂いたのですが、鮒谷さんの「アイディアや引

き出し」の多さが強烈に印象に残っています。 

 

■「今後活用できると思ったこと」 

 コンテンツよりコンテキストが大事ということを再認識しました。 

 またプラットフォームさえ出来てしまえば、いくらでも応用、展開が可能だと思

いました。 

 

■「決意したこと」 

 自分のビジネスを小さくても 1 つ立ち上げてみること。 

 こびりついてしまった「企業脳」をほぐして頂き、徹底的に「起業脳」を鍛えて

行きたいと思います。 

 

■「これから行動しようと思ったこと」 

 具体的な事業プランの骨子が出来たため、1 ヶ月以内に時間と場所を決めて実

行します。 

 

■「これまでに利用したコンサルティングやセミナーとの違い」 

 今までのセミナーは、知識やスキルをベースとした情報を吸収する場としてお

りました。 

 個別セミナーは私個人の成果にコミット頂いているので、やってみたいけど、

できなかったことに対して、安心して、確実に一歩前に踏み出し、出来るよう

になるまでの道を指し示し行動プランまで設計して頂けます。 

 

■「個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

 「迷ったり」「気になっている」、この文章を読まれたこと、もう、それ自

体が心の「サイン」なのではないでしょうか。 
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 躊躇する理由が「金額」であれば、投下する金額に関しては、倍どころか

10 倍になって返ってくる仕組みになっていますのでこんなに確実で費用

対効果の高い投資はないと思います。 

 チャレンジしたい気持ちがあれば、根拠やプランはなくとも、行動を起こ

されてみることをおススメいたします。 

（Ｙ．Ｏ 様） 
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鮒谷さんと関わり合うことで自らの無形資産を増幅させるヒントが至る所に鏤め

られていると感じています。 

三日間セミナー２９期、椎名です。 

鮒谷さんに再三ご心配を頂いていた渡航がようやく確定しましたので、ご報告さ

せて頂きます。 

今月○日に日本を発つことが決まりました。 

これで万難を排して■■■に挑むことができます。 

 

またこの度は鮒谷さんという伯楽から三日間セミナーに始まり■■■渡航前に、

個別コンサルという形でより深く勉強させて頂いたことに深く感謝しております。 

三日間セミナーから５ヶ月が経ち、まさに三日間セミナーで出会った方々の価

値の大きな無形資産を実感しております。 

 

そして個別セミナーから５３日以上が経ち、「着眼大局着手小局」の着手小局した

未来投資タスクの数は 557 個を数えました。 

さらにそのタスクの密度を濃くすべく、高いレベルを意識し続けながら日々ブロ

グやメモそして言葉を集めることで、日々三省のシステムによる気づきからの実

践の繰り返しを粛々と続けております。 

 

そして日々送られてくるフォローアップメルマガの吸収力は、個別コンサル

を受けた後から飛躍的に向上したと感じております。 

一日一通では飽き足らず、バックナンバーで復習し、自らの足りないところを補っ

ております。 

４０００以上あるメルマガをこのようにして利用できるのも、鮒谷さんが構築さ

れてきた陳腐化しないコンテンツの威力を痛感するとともに、感謝の気持ちで

一杯です。 

 

それからＯさんとＳさんとはメール上のやり取りしか御座いませんでしたが、御

二方のメールで学ばせて頂く点は極めて多く実践的な事例として日々のメールに

取り入れております。 

というのも、こう申し上げたら変に思われるかもしれませんが、ご返信頂けるの

が楽しみで、メールが来ていた時の喜びは一入です。 

こういった「返信メールが待ち遠しい」文章を、まだまだ遠く及びませんが私も

日々一手間加えて真似事をしております。 

 

こういった気づきはほんの氷山の一角で、鮒谷さんと関わり合うことで自らの無

形資産を増幅させるヒントが至る所に鏤められていると感じています。 

私自身はまだスタートラインにすら立っておりませんが、帰国した際には是非ま
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た個別コンサルにてさらなる飛躍のドライブをかけていきたいと思います。 

自らの道で伯楽を超える在り方を目指して。 

 

有り難う御座います。 

 

追伸：■■■に御立ちよりの際はいつでもお声掛けください。 

フルアテンドでおもてなしできる体勢を整えておきます！ 

（椎名穣 様） 
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鮒谷さんのコンサルティングは理論から、具体的な施策までご提案頂けるので、

ものぐさな私でも非常に取り組みやすいです。 

鮒谷様 

 

本日は個人コンサルティングありがとうございました。 

また、美味しいランチもご馳走になり、ありがとうございました。 

 

今回は「基準を上げることの大切さ」を重点的にお話頂いた中で、現状の自分を振

り返ると基準そのものがなかった状態にあることに気づけました。 

基準がないままで、来る仕事に漫然と取り組むだけでは全く心も動かないし、疲弊

するだけだと痛感しました。 

今回のお話で、仕事面で糸の切れた凧のような感覚があった理由が分かったよう

に思います。 

 

基準がない状態では、何とかやる気を出そうとしても、泥沼の中でジャンプをする

ようなもので、踏ん張りが利かず、モチベーションが続かないし、効果が目に見え

ないのでさらに無気力のスパイラルへと嵌っていくのだな、と、実感した次第で

す。 

 

また、現在の部署は若手は自分を含め、2 名しかおらず、他は 40 代以上の人員構

成であり、周囲の 40 代以上の同僚の多くは定年までいかに逃げ切るかの話をよ

くしているため、お話を伺っている中で、いつの間にか自分もそういった価値観に

染まっていることを見出して愕然としました。 

 

ただ、話を伺っている中で、自分にも高い基準を目指していた頃があったのを思い

出せました。 

昔話で恐縮ですが、高校、大学の部活ではレースに勝つために、自転車通学の際に

必ずレースのシュミレーションをしていましたし、講義中にもトレーニングの内

容やテクニック等について思いついたことがあればメモを取っていたのを思い出

しました。 

また、大学受験の際にも、国語が得意で数学の苦手な理系(笑)として、いかに数学

に手を付けずに合格最低点を取るにはどうすればいいか、そんなことばかり考え

て日々勉強に取り組んでいたことを思い出しました。 

今振り返りますと、少々大げさかもしれませんが、鮒谷さんがよくメルマガで書か

れている、行住坐臥すべてを自らの向上につなげる、にある程度近い状況だったの

ではないかと思います。 

 

そして、そのような日々は大変でしたが、とても充実していたことを思い出しまし
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た。 

当時は情報を得るにしても、その理由がとてもクリアだったので、的確に収集でき

ましたし、吸収も早かったと思います。 

現在の私のように漫然と半分まどろみながらビジネス書を読んで、積みあがった

本の山を見て満足しているのとは大違いです。 

今回の個人コンサルティング中に、当時の感覚が蘇り、再び高みを目指したいとい

う想いが湧いてきました。 

 

また、実際に基準を上げるための方法論として、その道のプロ、一騎当千の人と会

う、ということが重要であり、さらに、やる気を出すためには、予定をタイトにす

る、といったことも重要であるとのお話も非常に納得できました。 

 

まだコンサルティングは 2 回目ですが、鮒谷さんのコンサルティングは理論から、

具体的な施策までご提案頂けるので、ものぐさな私でも非常に取り組みやす

いです。 

そして、コンサルティング終了後、当日中にフォローのメールを頂けるのと、

感想の作成により、必然的にコンサルティングの内容の定着が自動的に促進

されるといった仕組みは、素晴らしいと思います。 

 

それでは、成果を上げられるよう取り組んでまいりたいと思いますので、今後とも

よろしくお願い致します！ 

（大手メーカー開発 Ｋ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんのアドバイスには「即効性」のものも多くありますが、本当に強力なア

ドバイスはじわじわと 1 ヶ月なり 3 ヶ月なりの単位で効いてくるので、どうせ

受けるのであれば早ければ早いほどいいですね。 

少し日にちが空いてしまいましたが、鮒谷さん、個別コンサルティングありがとう

ございました。 

次のご予定があるというのに時間を超過して対応して頂きありがとうございま

した。 

 

個別コンサルの感想を書く前に、まず鮒谷さんに一つ謝らねばならないことがあ

ります。 

前回、今年三月に開催された 3 日間セミナーに参加させて頂いた時期は仕事が非

常に忙しかったという言い訳があり、感想を送っていなかったのですが、忙しいと

いう言い訳以外に、実は意図的な理由がありました。 

 

それは、無礼を承知で、誤解を怖れず当時の気持ちを書けば、「3 日間セミナーで

確かに良い話が聞けたが、本当に自分自身が変化したと感じられるまでは、いや、

感じるだけでなく、「結果」が表れるまでは、盲目的に鮒谷さんを礼賛するような

感想は絶対に送らないぞ」と思っていたからです。 

 

大変失礼いたしました。 

今振り返れば、素直でないその態度こそが成長の妨げとなっていました。 

 

ブログと日々の日課を続けていくなかで、確実に自分自身の「変化」を感じ、

「行動」が変わっています。 

これまで 21 時、22 時、23 時までダラダラと仕事をしていたところを、アウト

プット量は落とさずに（まだ毎日とはいきませんが）19 時には仕事を切り上げ、

浮いた時間を勉強や読書にあてられる日が多くなりました。 

改めてお礼申し上げます。 

 

また、およそ半年間ブログを（ほぼ）毎日書き続けることで、自分の世界が飛躍

的に広がったと感じていましたが、考えを深めていくなかで、今のまま現状をた

だ改善していくだけで本当にいいんだろうかと悩み、今回個別コンサルを申し込

ませて頂きました。 

 

個別コンサルを受けるにあたり、なりたい自分に近づくため、自分の本当の「強み」

を知る一歩を踏み出すため、自分なりに「行動」をいくつか起こしてみたつもりで

いましたが、コンサル開始 10 分ほどで、「自分の世界が飛躍的に広がった」など

という考えが自惚れであり、「行動をいくつか起こしてみた」というのは全くもっ
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て甘い見通しであったことを思い知らされました。 

 

自分では「ノーポチ」で色々なことにチャレンジしてきたつもりでしたが、数ヶ月

に一度程度「ポチッ」と押してみたところで全然「ノーポチ」のレベルに達してい

ないことに気付かされました。 

本当に大事なのは、「アクセル踏みっぱなしが当たり前の状態になること」なんで

すね。 

 

自分の中では相当大きくふってみたつもりのアイデアを「ありきたりだよね。」と

一蹴されてしまいましたが、今回相談内容であった「自分の『所』を見つけたい」

「『何者か』になるためのシステム作りを手伝って頂きたい」という観点からすれ

ば、完全に的を射たアドバイスでした。 

 

余談ですが、実はコンサルを受けたあと、夕方から別のセミナーに参加していまし

た。 

そのセミナーに申し込んだ時点では、たまたま日程が合うのでそれほど興味はな

いけど話を聞くだけ聞いておくか、という程度の心持ちだったのですが、鮒谷さん

の個別コンサルで「とにかく色々な世界をみてみること」というアドバイスを頂い

た直後のそのセミナーは文字通り「世界に目を向けよう」という内容でした。 

おかげで非常に興味深く話を聞く事ができたのですが、それだけでなく、隣に座っ

た受講生がなんと私と非常に近い業界の方で、かつ今まさに私の「知らない世界」

へ飛び立とうとされているところでした。 

（さらに言うなら、その時は気付いておらずお話もほとんどできていないのです

が、交換した名刺をさきほど見返していたら、先日平成進化論メルマガ上に登場し

ていた椎名さんがいらっしゃいました。 

今度海外へ赴任される、という話を聞いて印象に残っていました。） 

 

鮒谷さんのセミナー・コンサルに参加した途端こんなすごい事がありました！鮒

谷さんにはスピリチュアルな力がありますよ！などと言いたいわけではなく、も

ちろん上記に書いたことは偶々というか、いわゆる「カラーバス効果」であるわけ

ですが、自分の目線が変わったことの証でもあります。 

 

「知る」ことで広がる新たな「知らない世界」はまさに自分が想像もできな

いほど大きいことに気付かされた一日でした。 

今回の個別コンサルでも世界を広げて頂きましたが、こうなると、現時点で見

えている世界もまた非常にちっぽけなものであることが容易に類推できます。 

自分の力量を存分に発揮できる「まだ見ぬ世界」にいつかたどり着くことを信じて

「アクセルを踏み続け」まずは１つずつ「越境」していきたいと思います。 
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「鮒谷さんの個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

 

鮒谷さんの個別コンサルは地球人全員に効果がありますよ、などとはもちろん言

いません。 

が、少なくとも、自分の仕事や将来について真剣に考えているが故に「鮒谷

さんの個別コンサルティングの利用を迷われている」のであれば、間違いな

く申し込むことをおすすめします。 

（というか、迷っているというのはそういうことだと思いますが。） 

 

あと自分自身がそうだから言えるのは、現在、企業の技術職や研究職に就いていら

っしゃる方で、日々頑張っているはずなのに成果が出ないとか、このまま今の技術

を突き詰めて開発なり研究なりしていっていいんだろうか？とか、自分の置かれ

た境遇に漠然とした不安を抱えていらっしゃる方には、特におすすめします。 

それまでの人生で「技術」というものに対して真剣に考え、取り組んできたからこ

そ、ほんの少し「人生そのもの」についても真剣に考えてみるだけで、間違

いなく仕事にも良い影響が出てきます。 

 

鮒谷さんのアドバイスには「即効性」のものも多くありますが、本当に強力な

アドバイスはじわじわと 1 ヶ月なり 3 ヶ月なりの単位で効いてくるので、

どうせ受けるのであれば早ければ早いほどいいですね。 

 

長文乱筆失礼いたしました。 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（山本洋 様） 
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「見なければならないもの」に向けてグイッと首を回していただいた 1 時間半と

なりました。 

右側 180 度に短期利益があり、左側 180 度に長期利益があるとするとき、とも

すれば左へ左へと視野が傾いていく自分の頭をガシッと掴んで、首を右側に

グイッと回してくれるのが鮒谷さんのコンサル。 

理想は草食動物のごとくに、視野そのものを 180 度以上に広げ、二つを同時に見

てしまうことですが、自分の場合はまだまだ「グイッと」のお世話にならなければ

ならないと感じました(泣)。 

 

このたびのコンサルでは「コンセプト」の重要性についてお話を伺いましたが、実

はこれは、個別コンサル前の自分の要望には入っていなかった内容です。 

正直なところを申し上げれば、「見たくないとは思いながらも、そちらに見なけれ

ばならないものがあるのはわかっている」という状態でコンサルに臨みましたが、

まさにその「見なければならないもの」に向けてグイッと首を回していただ

いた 1 時間半となりました。 

 

おかげさまで鞭打ちにもならずに事業全体を結合する言語化を達成することが

でき、「あのタイミングで、"コンセプト"という方向に首を回していただいでよか

った」と切に感じている次第です。 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も本当にありがとうございました！ 

引き続き、どうぞよろしくお願い致します！ 

（Ｒ．Ｗ 様） 
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「もしコンサルを受けていなかったら」と思うとゾッとします。 

自分の思考を吐き出し、鮒谷さんのそれとぶつけ合わせる、その模様はまさに囲碁

のごとくの「マインドスポーツ」です。 

今年 5 月上旬の初回～9 月下旬の第六回までの個別コンサルで行っていただいた

ことは、要約すれば「現実世界と自分との接点の作り方」、あるいは「思考の

飛躍と両足の接地を同時に達する方法」、というものであったように思います。 

 

「コンサル」という文脈が発生しない日常の中で上記のような会話の機会を得る

のは非常に難しく、その意味で、「もしコンサルを受けていなかったら」と思

うとゾッとします。 

自分の身の置き場がわからないまま現実世界でもがき苦しみ、思考と両足が両者

とも宙ぶらりんになっていたことは想像に難くありません。 

 

七回目の今回で改めてそのことを自覚し、「なぜ自分は鮒谷さんの個別コンサルに

惹きつけられるのか」を考えてみたところ、「結局、自分はマインドスポーツが好

きなのだ」という結論に至りました。 

戦場が碁盤からビジネスに移っただけで、「手を打っていく」という本質的な部分

は変わりません。 

着手を前提として思考を進める囲碁のごとく、僕はビジネスでは行動を前提とし

て思考を進めていたのですが、それ自体が「特異」であることも、事あるごとに鮒

谷さんから言語化してお伝えいただきました。 

「行動力すら囲碁で養える」ということを第三者の視点から気付かせていただい

たことで、今後の囲碁ビジネスにますます拍車がかかっていきそうです。 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も本当にありがとうございました！ 

引き続き、どうぞよろしくお願い致します！ 

（Ｒ．Ｗ 様） 
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鮒谷さんにお会いするたび方角が間違っていないかを確かめています。 

鮒谷さん 

いつもどうもありがとうございます 

 

今の環境に感謝していますが 

自分の時間をこのまま使いきってしまっていいのか 

 

やってるはずなのに 

どうして親孝行すら満足に出来ないんだろう 

 

自分がやれることはもうほんとうにないのか 

もし 10 年後の自分が今の自分を振り返ったときなんて言うだろう 

 

そこから始まったカウンセリングでした 

早くも 3 回が過ぎました 

 

視野を広げて 

とにかくやってみよう 

これが実戦だから 

ビクビクするのは当たり前 

 

１ミリでも進歩したい 

だったらとにかく動いて 

痛みと快感を積み重ねてみよう 

 

鮒谷さんにお会いするたび 

方角が間違っていないかを 

確かめています 

 

またよろしくお願いいたします！ 

（匿名 様） 
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ツボを押していただくことで潜在的に自覚していることを言葉に炙り出していた

だき、腹落ち感を得ることが出来ました。 

こちらこそ遅い時間にお会い頂きましてありがとうございました。 

 

聞き入ってしまう時間が多く、鮒谷様にたくさん喋って頂き過ぎてしまったかな

と反省しつつも、ツボを押していただくことで潜在的に自覚していることを

言葉に炙り出していただき、腹落ち感を得ることが出来ました。 

また、メルマガでも常々書かれていることについて、直接お話を伺うことで一層

体に入ってきました。（すごく通る良い声をされていますね！） 

 

整体同様、歪みのクセは施術してもまたすぐに戻ってしまいますので、これからは

鮒谷様がおっしゃられた、「ベイビーステップ、スモールステップ」で徐々にスピ

ードをつけていき、気づいたらドラえもんの「ガリバートンネル」のように大きく

なっていけるようにしたいと思います。 

 

以下、具体的に印象に残っているポイントになります。 

 

★大切なのは、 

・自分はこんなんじゃない！という現実とのギャップに対して、そこをどう埋めて

いくか。 

・理想、こうあるべきと思っている姿は肌で感じないと分からない。 

・イメージ出来ないからやらない、やれない。知らないと分からない。 

ということであり、 

 

★そのためには、 

・行動。 

⇒「ベイビーステップ、スモールステップ」 

・自分の強みを知る。 

⇒小さいことでも何でもいい。 

・ゴールからの逆算。 

⇒打ち手から考えると、知っている選択肢だけを探す。 

 ゴールから考えると、知らなかった選択肢を見つけることが出来る。 

・渦を巻く。 

⇒主体性。自らがコントロール出来る状況を作る。 

・成功している人と会い続けて、知る。 

⇒自分なりの理想を具体的に描く機会を作る。 

・金メッキ。前のめり。 

⇒成功する人と会うためにも、自分のアピールを、いい意味で色を付けて表現し、
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興味を持ってもらう。 

 

★良くないのは、 

・ツールに溺れない。 

・打ち手ばかりに目がいく。 

⇒目的、理想が見えないから。なぜ見えないのか、理想を手に入れた人を知らない

から。 

 

★そのうちに、 

・広げて狭める。 

⇒様々な選択肢を理解できた上で、自分の納得できるベストな状況にフォーカス

していく。 

 

★そうすると、 

・プライベートで時間のスピードがこれまでと違った流れで動き始め、 

 今の仕事にも必ず影響し、主体的になってくる。主体性を取り戻していく。 

 仕事外も含めて、自分の立つべきフィールドが見えてくる。 

・小さな成功体験を得られ、徐々にステップアップしていくことが出来る。 

 

★つまり、 

・人は変わることが出来る。 

・自分なりのパラダイムを獲得することが出来る。  

 

以上になります。 

（映像配信業務 I．Ｋ 様） 
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徐々に自身の身体にしみ込んでくるのを感じることができ、有益な時を過ごさせ

ていただきました。 

先般の 2 日間セミナーで大きく感銘を受け、「それではノーポチ実践」と思い今

回個別コンサルをお願いいたしました。 

 

セミナー時には多種多様な言葉をシャワーの用に浴びせていただきました

が、今回のコンサルでは、コンサルの趣旨に沿う流れで、再度、形や方向を変え

た言葉を発していただいたことで徐々にそれが自身の身体にしみ込んでくる

のを感じることができ有益な時を過ごさせていただきました。 

 

お話を伺っているときに、「あれ？何か話が矛盾しているなあ」と思うことが瞬間

瞬間であったのですが、それは自らのコンテキスト力が低いのが原因であること

は、既に鮒谷さんの思考が 4 次元（もしくはそれ以上？）に張り巡らされて

いることから容易に想像でき、もっと自らのをコンテキスト力を向上させたいと

思いました。 

 

今回のコンサルを通して、自分の問題点として「高い基準を打ち立てられていな

い」ということを言語化してもらい、新たな気づきを与えてもらいました。 

はっきり言ってもらって良かったです。 

これから、「基準を常に上へ上へもっていく」きっかけとして、所謂「化け物」探

しの旅を始めようと思います。 

 

ありがとうございました。 

（Ｍ．Ｔ 様） 
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小さな変化が出始めています。 

鮒谷様 

お世話になります。本日もありがとうございました。 

 

鮒谷さんにお目にかかるようになって少し内面の変化もあり、しばらく連絡のと

れていなかった身内に連絡を取ったりとほんの少しですが、小さな変化が出始め

ています。 

 

昨日は、「外部の予期せぬ変化」でかなり精神的に凹んでおりましたが鮒谷さんに

お目にかかって何とか元気を取り戻すことができました。 

プライベートな諸問題にまで言及して頂き大変感謝しております。ありがとう

ございます。 

 

自分のアクションとして何か「攻め」の姿勢になるような行動を起こさなければな

りませんが未だ「何か」がわからないままです。 

 

頂いたお言葉の数々 

「意識して動くこと」 

「行動すること」 

「前のめり」 

「ますます」 

「そこまでやるか？！」 

「昨日と違ったことをやる」 

「今の場所は自分の場所では無い」 

「必ず運命が変わり始める」 

「年齢なんて関係無い」 

「絶対に大丈夫！」 

を念頭に置いて行動を起こしたいと思います。 

 

ひきつづき宜しくお願い致します。 

ありがとうございました。 

（Ａ．Ｋ 様） 
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サブリミナル効果のように心と体が刺激されつつある状態です。 

鮒谷様 

先日はモーニングコンサルどうもありがとうございました！ 

 

一番印象に残っているのは「渦に巻かれる」という言葉。 

現在は、 

【直接お話を伺う】×【メルマガ】×【実際に活躍している人に会う】 

で、サブリミナル効果のように心と体が刺激されつつある状態です。 

 

これから先も、この刺激＝渦をいかに継続して巻かれて巻くかが非常に重要で、そ

のためにはご紹介いただいた「the power of TORIAEZU」動画を見て、改めて

"ベイビーステップ"の重要性を再確認した次第です。 

 

そして筋トレのように「主体筋」を徐々に鍛え、自分自身の方向性を見出したいと

思います。 

（映像配信業務 I．Ｋ 様） 
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学びはもちろんだけど、いつの間にか気がついたら行動に移させてもらえます

よ。自分では想像もつかない行動を。とにかく受けてみたらどうですか？ 

鮒谷様 

昨日も、たくさんの気づきをありがとうございました！ 

 

そして、学びではなく、行動に移すため、強烈にケツを蹴って頂き（笑）、有

難うございました！ 

 

一昨日に第一回セミナーを開催し、反省点が多々ありながらもそれなりの充実感

をもって臨んだ今回のコンサルでした。 

 

「行動に移さないとわからない世界、というのはこういう世界なんです

ね！」 

 

「今まで仰って頂いた事が、自分が動いたことにより、有機的に結びつきま

した！」 

 

「反省点はありますが、それもとにかく動けたことです。ありがとうございまし

た！」 

 

少し興奮気味に話す僕に、鮒谷様は、一言。 

 

「で、2 回目はいつにしましょう？（ニヤッ）（笑）」 

「えっ、いや、あの、、、」 

 

学びと行動の割合は 1：9 が正しい、という言葉をインストールしてなお、年内は

ゆっくりしようとしていた自分がいます。来年からまた、と。 

それではダメだと。人間はすぐサボりたくなる。そして、2 回目は 1 回目に比べ

て負荷が低いのだから、すぐにしないと。 

 

その場で、12 月開催を宣言させてもらいました。 

 

コンサルは学びではなく（学びが大切なのは重々わかったうえで）行動を促せて

もらう、ケツ蹴られ場と化してきました。ホテルの個室で男二人がケツ蹴り、蹴

られてる。。比喩を真面目に想像するととんでもない絵が（爆） 

 

もし、学ぶ為にコンサルを受けようとして悩んでいる人には、こう伝えたいです。 
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「学びはもちろんだけど、いつの間にか気がついたら行動に移させてもらえ

ますよ。自分では想像もつかない行動を。とにかく受けてみたらどうです

か？」 

 

今回も、本当にありがとうございました。 

今後とも、よろしくお願いします！ 

（Ｔ．Ｆ 様） 
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足りない部分、取り組むべきところ、考え方が明確になったことが何よりも救い

です。 

本日はありがとうございました。 

前回コンサルを受けてから 1 か月間、とにかく行動することを意識して過ごして

きました。 

 

実践したことの質と量は自分なりに自信があったので、今日、鮒谷さんに会って何

を言っていただけるのかがとても楽しみでした。お会いしてすぐに、「これはいい

ですね」とおっしゃってくださったので、心の底で「よし！」と、うなりました。

もう今日は褒めてもらって終わりだなぁ、なんて浮かれていたのは束の間。 

数字、のことを聞かれてもすぐに答えられない、ウルトラＣを期待していた、なん

でもいいからトライすべき、推薦いただいていた本を読めていない、バッサバッ

サと切られていく感覚でした。大量の汗とともに。足りない部分、取り組むべ

きところ、考え方、が明確になったことが何よりも救いです。 

 

行動すること、を意識して動いてはいるものの効率のいいこと、成功しそうなこ

と、を無意識的に選別して行動していることにも気づかされました。 

そうではなくて、何でもいいから思ったことにどんどんトライしてく、「いい点と

りたい」という考えは即刻捨てるべきだとあらためて感じた次第です。 

 

また、来年度は、会社での責任範囲が広がって、「俺で大丈夫なのか」と、恐怖を

感じていましたが、恐怖を感じる前に、とにかくトライの数を増やしていけば、大

きな会社で、たくさんの顧客がいるという恵まれた環境で仕事をしている自分な

ら、成功しないほうがおかしい、と思えたたことも大きな収穫でした。 

 

人は、1 日で成し遂げられることを過大評価し、1 年で成し遂げられることを過小

評価する、という言葉がとても印象的でした。普段から「習慣の大切さ」を意識し

て日々過ごしているので、特に新鮮なメッセージというわけではないはずなので

すが、とても心に響きました。将来の目標設定、そこにたどり着くために何をすべ

きか、それがちゃんと日々の習慣に落とし込めているか、もう一度見直してみたい

と感じました。 

 

本日はありがとうございました。また一か月後、よろしくお願いいたします。 

（Ｄ．Ｋ 様） 
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今回の内容ほどの衝撃を受けたのは初めてです。 

先日は大阪にて個別コンサルをありがとうございました。 

ただでさえ予定が詰まっていらっしゃる鮒谷さんの大阪出張にも関わらず超がつ

く大幅な延長に甘えてしまいまして恐縮と感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

私は今まで何度も鮒谷さんとお話する機会をいただきましたが、今回の内容ほど

の衝撃を受けたのは初めてです。 

私にとって別格といえる驚きに満ちた回でありました。 

 

お話の中で特に印象的であったのは、【変化率】というキーワードです。 

変わる人と、変わらない人の差はその人の周りに誰がいるのかとかどんな人との

接触が多いのかで決まる。 

つまり、より良く変わりたければ基準値の高い人との接点を多く持つことが肝要

であるというお話です。 

 

ただ、ここでいう基準値の高い人とは 

- 社会的地位や客観的に見て能力が高い人 

- 変化率の高い人(＝変化するスピードが速い人) 

の２つがあって、 

その中でも特に重要なのは後者、つまり「変化率の高い人」の方であるとのことで

した。 

 

過去の成果や経歴にあぐらをかいて成長や変化を鈍化させた大社長よりもたとえ

現段階で成果や経歴が冴えなくとも今まさに変化し続けている勢いのある者に注

目し、それらと接点を持つことが大切だということです。 

大変興味深いお話でした。 

 

もしこの変化率の高い A さん(仮)が、自分より遥か後方にいたとしても、自分が変

化のスピードを上げない限り、時間と共に距離はじわじわと縮まります。 

変化に変化が加わると得られる変化は複利で増加し直線ではなく二次曲線のスピ

ードアップで A さんは近づいてくることになるでしょう。 

 

追いかけてくる人が、遥か後方にいたとしても、距離が縮まれば、少し気になり始

め、まさかとは思うけど、もしかして、、という気持ちが動機となって、このまま

ではいけない、自分も変化しなければ、という危機感へとつながります。 

A さんがさらに変化スピードをあげて、近づいてくるということであれば、この傾

向はなおさらのことです。 

現在 A さんがいくら自分の後方にいるとしても、自分が変化を止めていれば 10
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年後には真横にいるかもしれない。 

鮒谷さんは最近、遥か後方から、ざわざわと微妙に近づいてくる気配を感じるとお

っしゃっていました。 

 

ここでの対応は 2 パターンあります 

ーほのかに焦る 蹴落とす 嫉妬する あまり近づいてこないように邪魔をする A

さんの変化率を下げようとする。 

ーほのかに焦る 危機感を持つ 自分自身の変化率を上げ、それを維持するべく行

動を加速する 

 

もちろん選ぶべきは後者でしょう。 

そうすることで、現在の能力がいかに異なろうとも、また、取り組んでいる内容が

異なっていようとも、【変化率】というキーワードで張り合い、お互い切磋琢磨す

ることができます。 

つまり、変化率の高い人と関わることが、結局は自分の変化を加速することにつな

がる、ということなのです。 

 

この理屈であれば、A さんの変化率が高ければ高いほど、つまり後方から迫ってく

る勢いが盛んであるほど自分の危機感も増すことになり、自分自身の行動を加速

する動機となります。 

 

ということで、鮒谷さんは自分自身が更なる変化を遂げるためにも持てる資源を

使って、後方の変化率をもっと上げようという思いに至ったとのことでした。 

 

そこで鮒谷さんの口から飛び出した言葉は【全開示】でした。 

今までもそうでしたが、今までよりもよりいっそう、全開示しようと。 

そして全部渡しきってから新たなフェーズに進もうと。 

 

しかしこれは、マジシャンが後輩に、自分が持っているネタを熱心に全部教えこむ

ということにも一部通ずる考え方で、自分の立場の安泰を願うなら必ずしも得策

とはいえません。 

決して楽なことではありませんが、とはいえ、それこそが、自分自身の成長のため

に大切なことだ、と鮒谷さんは考えられているようでした。 

 

この話の流れから【グループダイナミクス】という概念も教えてくださりました。 

簡単に言えば、どういった集団に属すると最も変化しあえるのか、成長するのか、 

成果が増すのか、またそういったコミュニティーはどのように形成すればいいの

かというお話です。 
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お話を聞いた後、私もいろいろ考えた末、私が現在所属している囲碁コミュニティ

ーも【変化率で張り合えるコミュニティー 】をめざせば、今よりももっと素晴ら

しい成長システムとしてコミュニティーが機能するのではないかと思うに至りま

した。 

 

具体的には様々な条件が必要だと思います。 

例えば、【張り合う仲間】の存在が欠かせません。 

そしてこれは、能力で張り合うのではなく、変化の度合い、つまり変化率で張り合

えることが重要ですから、そのことをコミュニティーの中にいる大多数によって

理解されている必要があります。 

そして、能力の高低よりも、変化の度合いを評価基準とするコミュニティー文化が

必要です。 

また、お互いに尊敬する心や気遣い、貢献する気持ちが大切で、余計な嫉妬心など

を生まないように注意を払っておく必要があります。 

 

これらを踏まえた上で、コミュニティー内で、少し先を進んでいる者は、後方の成

長変化率を上げるべく、持てる限りの情報提供や支援を行い、勢いよく後方から追

いかけられることでわざと自分自身の危機感を増し、それを今後の変化の推進力

とすることで自分の更なる成長や変化率の維持を期待する。 

 

コミュニティー内で、後方にいる者は、先に進んでいるものから十分に情報提供や

支援を受け、どんどん変化に変化を重ね、少し先へ進んでいるものに対して危機感

を抱かせるような大きな変化率で張り合う。 

変化の度合いで対抗することが先に進んでいる者に対する貢献になるので、がん

ばって変化し続ける。 

もっと先に進んでもらえれば自分が受け取れる価値が増大するということで、全

面的に彼らの成長を応援する。 

このようにすることで変化率を維持できる成長するコミュニティーの好循環がで

きあがるのだろうと思われました。 

 

（よし、私も囲碁における変化率で張り合おう）と意識変革いたしまして、 

ー 碁会所に通う 

ー 囲碁サロンの大会を参観する 

ー プロの指導碁を受けられるイベントに申し込む 

ー 段位認定会に申し込む 

ー 参考書を追加購入する 

等を立て続けに詰め込み、意識的に行動を加速しております。 

さらには、今まさにコミュニティー内で囲碁を始めた方々に対して【 変化率があ

がるように 】という視点で自分でできる限りの情報提供なども意識的に始めるこ
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とにしました。 

 

囲碁コミュニティー内には、絶対的に埋まらないほどの能力差のある師匠クラス

が何人もいらっしゃいますが、彼らに対して、能力ではなく、【 変化率 】で張り

合って、ぜひ、その部分で切磋琢磨しようかと思います。 

（うちの囲碁コミュニティー内にいる師匠クラスは、能力だけでなく変化率も異

常に高い！ので困ってしまうのが本音ですが、張り合い甲斐があるということで

喜ばしい限りです） 

 

まだまだ書きたい事はございますが、今回はこの辺でということで。 

 

大阪は若干の曇り空ではございましたが、それとは対照的に鮒谷さんからはまぶ

しいほど晴れやかなお見送りをしていただきました。 

 

いつもありがとうございます。 

また次回もよろしくお願いいたします！ 

（Ｎ．Ｎ 様） 
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お話頂いた内容が、冷酒のようにジワジワと効いてきまして、現在ジタバタして

おります。 

鮒谷さん、本日はコンサルティングありがとうございました！ 

ぼんやりとした私の将来の夢の話についても色々とアドバイスを頂き、ありが

とうございます！ 

お話頂いた内容が、冷酒のようにジワジワと効いてきまして、現在ジタバタ

しております。 

 

今回コンサルティング頂いた中で印象に残った点として、以下のようなものがあ

ります。 

 

・鍵穴が合わないなら場所を変える。 

→場所を見つけるために、外に出て人と会うことが大事。 

特に変化率の高い人間と会うことが重要。 

 

・ポンピングブレーキならぬ、ポンピングアクセルでは意味がなく、アクセルベタ

踏みでないと効果が出ない。 

→断続的に行動するのではなく、一気にアクセルベタ踏みで行動しないと人は変

われない。 

ノーポチの精神で予定を徹底的に詰めて、どんどん行動する。 

一度、破たんするレベルまでやってみると色々と捨てるべきものなども見えてく

る。 

 

他にもメタ認知の件等も印象深かったのですが、現在、鋭意消化中です(笑)。 

また、全体を通じて実感したのは、私は社外の方と会うといった、これまでの習慣

にないことを少し始めただけで、満足してしまっている状況にあることが分かり

ました。 

前回のコンサルティングの際にそのような事例を色々とお伺いしたにも関わらず、

このような状況に嵌まり込んでしまっているのは非常に恥ずかしい限りです。 

 

今回の反省を踏まえ、次回のコンサルティングまでに、現在の比較的時間に余裕の

ある状況を生かして、宿題目標の超過達成を目指し、もっと行動を重ねてゆきたい

と思います。 

 

ありがとうございました！ 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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一度しか無い人生、無駄な事するくらいなら鮒谷さんに（ちゃんとお金払って）

ご指導を受けて、しっかり軌道修正して「命拾い」した方がいいと思うんです。 

鮒谷さん、昨日は貴重なお時間頂き、ありがとうございました。 

毎回深い深いレベルでの思考の戦いを繰り広げているため、今回がまだ 3 回

目にも関わらずまるで長年共に戦って来てくださったかのような親近感で

色々お話させて頂きました。 

 

3 回目にもなると、前回からの一ヶ月間ずっと、「鮒谷さんならどうするかな・・・」 

「鮒谷さんならどう考えるかな・・・」と夢遊病者のように考え続ける事になりま

す。 

 

なので、個別コンサルでお会いするとその一ヶ月分の勝手な妄想を確認すべくア

レもコレもと聞きたい事が山盛りなのです。お陰で、コーヒーアレルギーにも

関わらずコーヒーを 3 杯も飲んでしまいました。 

 

私はこの一ヶ月間、前回の個別コンサルを受けてタスクをこなしてきました。 

インターンの募集・管理方法、セミナー集客、セミナーでの話し方、セミナーから

バックエンドへのクロージング、教材の再販、普段の情報発信の方向性の確認、等

等々・・・・ 

 

しかし、そこからの学びは多かったものの焦りや勘違いから間違った方向に面舵

を切っていました。今回は、それを思いっきり軌道修正頂き本当に命拾いしま

した。この「命拾い」という単語を私は毎回使っている気がします。 

 

つまり何が言いたいかというと一度しか無い人生、無駄な事するくらいなら鮒

谷さんに（ちゃんとお金払って）ご指導を受けて、しっかり軌道修正して「命

拾い」した方がいいと思うんです。 

いやらしい言い方ですが、絶対にモトは取れます。 

何せ「命」を「拾う」わけですから。 

 

しかも一回じゃなくて、複数回の方が絶対にいいですね。 

会えば会うほど、思考が深まり行動力がアップする事を実感します。 

 

次回までの一ヶ月間、また沢山妄想し、ビジネスに体当たりし、一ヶ月後に鮒谷さ

んにぶつけたいと思います！ 

（Ｙ．Ｙ 様） 
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1 時間半の間、ただただ、前のめりにひたむきに時間当たりの波及効果を高めて

生活する、つまり最高速度で走る事の持つ意味を、色々な事例をご紹介されなが

ら、語って下さいました。 

今回も個別コンサルを受けさせて頂く機会を頂き、有難うございました！ 

 

たった 1 ヶ月に 1 回だけ 1 時間半の時間ではありますが、この機会に鮒谷さん

に自分の進化と成長をご報告する事が出来るように、毎日奮闘していると言

っても決して過言ではありません（笑） 

 

今回が三回目の個別コンサルだったのですが、今回がこれまでで 1 番印象的で

あったと言える気がします。 

一番印象的だったって事は、何か私の状況に沿った極めて具体的でホームラン級

のアドバイスがあったのか？と思われる方もいるかと思うのですが（いないです

かね汗）、実はそうではないのです。 

 

具体的なアドバイスを敢えて鮒谷さんがされようとされなかった事が.とて

も印象的だったのです。 

 

何を言ってるんだ？と訝しがる方もいると思うのですが（やっぱりいないですか

ね滝汗）、それは私の解釈ではこういう事なのです。 

 

人が最高速度で走っている時、当然単位時間当たりに進む距離は最高になるわけ

ですが、この事が最も功を奏するのは進む方向が最善の方向である時です。 

少しでも間違った方向に最高速度で走ってしまうのは、とても勿体無い。 

そして、だからこそ、少しでも間違った方向に進んでしまっている場合に,それを

正す力を持った具体的なアドバイスというものの価値も最大化されるわけです。 

 

逆に最高速度で走っていない場合を考えてみましょう。 

最善の方向に進んでいようが、少しズレてしまっていようが、最高速度で走ってい

る場合に比べれば、その誤差は小さなものです。 

つまり方向を正す事が出来る具体的なアドバイスの効果もさほど大きくないわけ

です。 

 

さて、では、この場合、一番波及効果の大きなアドバイスとは何になるんでしょう

か？ 

それは、まずはともかく最高速度で走るんだ！、というアドバイスだと思うわけで

す。 

走る方向を正すのは、その後でも遅くない。 
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いや、遅くないどころか、中途半端な速度で走っている時に方向を最善の方向に向

けてしまう事は,むしろ害悪かもしれません。 

最善の方向に走っている事自体に満足してしまったり、方向の事ばかり気にして

速度が上がらなくなってしまったりするかもしれません。 

というか、そもそも最高速度で走っていない時に.最善の方向なんて存在するの

か？という気もします。 

 

つまり、今回の個別コンサル、私としては、今月も最高速度で頑張ってきましたの

で方向を正す具体的なアドバイスをよろしくお願いします！という気分だったの

ですが、鮒谷さんからは、いやいやまだまだ全然生ぬるいですよ！まだまだア

クセル踏めますよ！という回答を,頂いたというわけなのです（笑） 

 

今回、鮒谷さんは 1 時間半の間、ただただ、前のめりにひたむきに時間当たりの

波及効果を高めて生活する、つまり最高速度で走る事の持つ意味を、色々な事例

をご紹介されながら、語って下さいました。 

 

個別コンサルが終わって、鮒谷さんと別れた時の、私のモチベーションがどれだ

け高まったか容易に想像頂ける方も多いかと思います 

（これはさすがにいるでしょう笑） 

 

鮒谷さんが以前してくださった時間当たりの波及効果を高める事に関する喩え話

があります。 

大きなコップの中に最初に大きな岩を詰めていくと、どこかで入らなくなります。 

しかし小さな岩であれば隙間に入れる事が出来ます。それもどこかで入らなくな

ります。 

しかし大きな石であれば隙間に入れる事が出来ます。それもどこかで入らなくな

ります。 

しかし小さな石であれば隙間に入れる事が出来ます。それもどこかで入らなくな

ります。 

しかし砂であれば隙間に入れる事が出来ます。それもどこかで入らなくなります。 

この時点でもう何も入らないよ！って思う人が大半なのですが、水ならまだまだ

入れる事が出来ます。 

 

時間当たりの波及効果もこのような形で、高めようと思えば、どんどんどんどん高

めて行く事が出来るのですが、ほとんどの人は、小さいな岩や大きな石が入ったぐ

らいで満足して、もとい諦めてしまって、ましてや水を入れようとする人となる

と、ほとんどいないのだと鮒谷さんは仰られてました。 

私は次回の個別コンサルまでには、小さな岩が入らないぐらいのところまで行け

たらなと思っております！ 
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実際は鮒谷さんに、大きな岩もまだ全然入ってませんよ！と、言われる可能性が高

いですが（笑） 

 

かなり長くなってしまったのですが、私の囲碁の良きライバル・盟友である中塚信

行さんのように、この感想自体がメルマガのコンテンツになる事を祈りつつ、筆を

置かせて頂きます（笑） 

 

今回の個別コンサルも本当にありがとうございました！ 

また来月よろしくお願い致します＆楽しみにしております！ 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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いろいろな質問を投げかけてくださり、鮒谷さんと話しているうちに、自分の考

えが整理されていくのを感じました。 

このたびはキャリアに関してご相談させていただいたのですが、大変有意義なも

のとなりました！ 

いろいろな質問を投げかけてくださり、鮒谷さんと話しているうちに、自分の

考えが整理されていくのを感じました。 

 

今回のお話の中で特に印象的だったのは、「スゴいい人」になりましょう、という

ところです。 

単に専門性があって、すごい！というだけでなく、職業倫理の伴った「いい人」に

なることが商売を成功させる上で重要だということです。 

 

なかなか実践するのは難しいとは思いますが、「スゴいい人」になれるよう意識し

て働いていきたいと思いました。 

今回いただきましたアドバイスを参考にして、自身のキャリア、またありたい姿を

考えていきたいと思いました。 

 

またぜひご相談に乗っていただければと思っていますので、その際はよろし

くお願いいたします！ 

（大手金融機関勤務 Ｙ．Ｉ 様） 
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鮒谷さんほどに「世のため人のために自分を輝かせている人」の謦咳に接する機

会はほとんど無く、それは個別コンサルを受けている他の方々も同じであろうと

思います。 

場の目的は「世のため人のために、自分を輝かせること」、場の目標は「変化率」、

変化率を因数分解すると「動的基準(氣準)×静的基準(危準)」、場の手段は「自燃性

の情報の移動」と「自発的な行動の生起」、それを導く行動は「憧れ→方法→行動

の共有」。 

それが結果として、「事象的結束・時間的結束・空間的結束」を生起せしめる。 

 

 

 

いくつかのコミュニティに属する中で、「情報にも"自燃性"のものがあるのではな

いか」と考えるようになりました。 

もともとは稲盛和夫さんが提示した概念で、人間を「自燃性・可燃性・不燃性」の

三種類にわけ、それぞれの定義は「自燃性の人間→自分から率先して物事に取り組

み、エネルギーを周囲に分け与える人」「可燃性の人間→自燃性の人や、既に燃え

上がっている可燃性の人の影響を受けて燃え上がる人」「不燃性の人間→周囲の人

からエネルギーを与えられても燃え上がらず、むしろ周りの人から熱意や情熱を

奪う人」です。 

 

これを情報に当てはめると、「自燃性の情報→自ずから率先して物事に取り組ませ、

エネルギーを周囲に分け与える情報」「可燃性の情報→自燃性の情報や既に燃え上

がっている可燃性の情報の影響を受けて燃え上がる情報」「不燃性の情報→周囲の

情報からエネルギーを与えられても燃え上がらず、むしろ周りの人から熱意や情

報を奪う情報」となります。 

 

自分の属しているコミュニティを振り返ってみると、そこで移動している情報に

占める「自燃性」の割合が非常に高いことに気が付きます。 

我々が認識している「場」を、あえて「情報の移動」という動的な定義で捉えるな

らば、場が創造される条件の第一は「自燃性の情報の移動」なのではないかと考え

ました。 

 

自燃性の情報(自ずから率先して物事に取り組ませ、エネルギーを周囲に分け与え

る情報)がメンバー間を移動すると、必然的に自発的な行動が生起します(それが"

自燃性の情報"の定義だからです)。 

このとき、"物事に取り組ませ"の部分を時間軸的に眺めてみると、現在には「動的

基準」が、未来には「静的基準」があることに思い至ります。 

静的基準とは、何らかの肩書きや数字などの「動かない基準」「止まった基準」で
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あり、動的基準とは、今現在に要求される心理的・意識的な「動く基準」「流れる

基準」のことです。 

 

鮒谷さんのお話に頻出した「変化率」を高いレベルで導くためには、この動的基準

と静的基準が絶妙な配合でメンバーに周知されていなければならないのだと感じ

ます。 

どちらかが欠けてしまえば、それは単なる自己満足の集まりですし、どちらかに配

分が偏ってしまっても、「自燃性の情報の移動」は生まれません。 

 

言葉を換えると、変化率において動的基準は「氣合い」であり、静的基準は「危険」

となります。 

複数の人間が同時多発的に自燃性の情報を共有しようとすれば、そこには「それぞ

れの氣が合うこと」が必ず要求されますし、変化率を第一義に据えるのであれば、

メンバー全員が静的基準に傾注するのは動的基準をもたらさないという意味で「非

常に危険」だからです。 

 

以上のことから、動的基準を「氣準」、静的基準を「危準」と置き換えると、場の

変化率を高めるためには「氣準と危準の絶妙な配合」が求められることが察せられ

ます。 

 

そしてそもそもなぜ変化率が重要なのかと言えば、「世のため人のために、自分を

輝かせたい」というニーズが非常に強いからでありましょう。 

僕自身もそうですし、きっと鮒谷さんもそうなのだと思います。 

お会いする様々なバックグラウンドの方々からも、このニーズを(言語化の有無に

関わらず)強く肌で感じています。 

 

こと現世において、斯様なニーズが人口に膾炙し始めているのであれば、「場」の

概念が重要な理由も、同じく「世のため人のために、自分を輝かせること」に帰着

するのではないでしょうか。 

 

では実際どうするのか、という話になりますが、行動レベルでは「憧れ→方法→行

動の共有」が最も有効度が高いようです。 

鮒谷さんほどに「世のため人のために自分を輝かせている人」の謦咳に接す

る機会はほとんど無く、それは個別コンサルを受けている他の方々も同じで

あろうと思います。 

とすれば、僕らクライアント側は「鮒谷さん」という憧れを共有しており、しかも

個別コンサルでは、個々人においてそこへ近づくための「方法」と「行動」も鮒谷

さんから提供されているのですから、「氣準と危準の絶妙な配合」はほとんど不可

避的に達成されます。 
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（恐らく鮒谷さんは、そこまで計算の上で個別コンサル等のビジネスモデルを設

計されているのだと思います。恐ろしい...汗） 

 

以上をまとめると、 

 

場の目的は「世のため人のために、自分を輝かせること」、場の目標は「変化率」、

変化率を因数分解すると「動的基準(氣準)×静的基準(危準)」、場の手段は「自燃性

の情報の移動」と「自発的な行動の生起」、それを導く行動は「憧れ→方法→行動

の共有」。 

それが結果として、「事象的結束・時間的結束・空間的結束」を生起せしめる。 

 

となります。 

 

最後に「場を創れる人と創れない人の違い」ですが、肝要なのは「習慣の違い」な

のだと感じます。 

上記の自燃性の概念を習慣に当てはめると、 

自燃性の習慣→自らを率先して物事に取り組ませ、エネルギーを周囲に分け与え

る習慣 

可燃性の習慣→自燃性の習慣や、既に燃え上がっている可燃性の習慣の影響を受

けて燃え上がる習慣 

不燃性の習慣→周囲の習慣からエネルギーを与えられても燃え上がらず、むしろ

周りの習慣から熱意や情熱を奪う習慣 

となりますが、鮒谷さんを初め「場を創れる方々」は、生活における自燃性の習慣

の割合が、「場を創れない方々」に比べて圧倒的に高いようなのです。 

であれば、自らが場を創ろうとするときにまず鑑みるべきは自らの習慣であり、そ

こにコミットメントを続ける限りは結果として自分の変化率も上がっていくので

すから、やはり最終的には「全ての学びは前倒し」「偉大なるマンネリ」などの、

鮒谷さんの口癖に到着していくのでありましょう。(笑) 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も素晴らしい時間をありがとうござ

いました！ 

次回以降も引き続き、どうぞよろしくお願い致します！ 

（Ｒ．Ｔ 様） 
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案ずるより、産むがやすし。 

5 回の個別コンサルを申込み、3 回目となります。 

それにしても、今回も、かなり刺激的でした（笑）。 

短い時間の中で、ちょっときついけど、できなくないだろう、というハード

ルを提示するところが、本当にプロってすごいなーと思います。 

 

今は、「たくさんの人と会う」 

これは、狭い世界にいると価値が埋没しているケースがある。 

違う業界にいけば、今のノウハウにはかなり大きな価値がある。 

そのために、まずは、スケジュール埋める。 

ということで、睡眠 3 時間までは埋める。。。。 イマココ（笑） 

 

そのために時間当たりの単価を自分主導で決め、タクシーやグリーン車にのりな

がら（出費として）痛い思いをしているところです。 

おっしゃっていたように、時間単価を常に意識するようになってきました。 

 

人と情報が集まれば、いくらでも収益化が可能だ、という言葉通り、いくつかは来

年早々に有償化しそうなプロジェクトとなっております。 

案ずるより、産むがやすし。 

産んだら、親になるように、動いて事を起こしたら「起業家」になるんですね。 

早くも、クセになりそうです。 

 

次回も楽しみにしております！ 

（Ｙ．Ｏ 様） 
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一言でいうと、「会ってよかった」「行って良かった」です。 

一言でいうと、「会ってよかった」「行って良かった」です。 

５年ほど前からメールマガジンを拝見しておりました。 

実は、部活の後輩が鮒谷様と会っていたこともあり、私自身も「いつかどこかで」

お会いできればと考えていたことが今回実現した形です。 

（後輩とは、サハラマラソンをしていて、ブリッジドット株式会社を創業した佐藤

雄大君のことです。） 

 

日程が都合よかったということもありますが、このタイミングであったことは

「海外からの帰国」「結婚」「向こう５年の使い方をしかるべき方に客観視し

ていただきたい」といった自身の状況・要求が重なったからだとも考えてい

ます。 

 

日々のメルマガに対しても、これまでは文章を拝見し情景を思い浮かべるだけの

平面的なものであったのが、今後は本日お会いした会場の雰囲気や鮒谷様の表情

なども相まって、より立体的なものとして奥行きを持ってメルマガを読める

というのは参加者の特典かもしれません。 

明日からの変化がひっそりと楽しみです。 

 

コンサルティングの中では、冒頭の「シュリーマンの話」や「下りエスカレーター

を登る」、「小さく３連勝」、「集客」、「フィードバックループ」、「金メッキと日本人」

についての話などが印象に残っています。 

「シュリーマンの話」で勇気付けられ、「フィードバックループ」で次のステップ

が見えてきて、「金メッキと日本人」でなるほどなぁと自分自身が前へ前へと出て

行こうと背中を押していただいて、まずは結婚式のことや仕事のこと、将来に向け

てといったやらなくてはいけない方面ごとに「小さく３連勝」しようと着地しまし

た。 

今回の時間を反芻する中でまた思い出した内容もメモに書き溜めていきたいと考

えています。 

 

また、これまで続けてきたメルマガや上海での活動についても評価いただけたこ

とが嬉しかったです。 

行動をするときはコツコツと始めるだけでなく、下りエスカレーターの話にあっ

た「ある期間」「あるスピード」を意識して一夜城レベルになったら５年を待たず

に妻に話をしようと決心しました。 

理解にずれがあれば是非ご指導してよろしくお願いします。 

 

ちょうど、メールマガジンの４０９５号も拝見しました。 
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自分のことを言われているようで、永久保存号とします。笑 

 

メルマガが続いたことを褒めていただけたことを胸に、またコツコツと続けてい

きます。 

またしかるべき時にコンサルティングをお願いいたします！ 

 

余談ですが、目下の小さな３勝計画として、 

日本での活動については「調査」→「連絡」→「先行者に会う」 

メルマガについては「フィードバックループをもらえるように、感想の送り先をフ

ォームに挿入」→「登録フォームへの誘導をより目立つようにフォーマットを変え

る」→「読者増のためにエッジの効いたタイトルをつける（目標：１日 PV 数１．

２倍）」 

といった計画を立てました。 

週間で達成する決意です。 

方向性にブレがあればご指摘いただけますと幸いです。 

 

重ねて、本日はありがとうございました！！！ 

（廣田邦俊 様） 
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「夜明け前が一番暗い」というお言葉、ほんとに、ズシンと響きました。 

改めまして、この度は、個別コンサルのお時間をいただき、ありがとうございまし

た。 

 

「起業（商売）なんて簡単」という感覚、鮒谷様が伝えたいことだと、わかって

いても、たぶん、自分の実感として認識できていなくて、目に見えない、大きな 

心理的な壁が、立ちはだかっているような気がします。 

それは、コンサルを何回重ねても解決されないものなのだと思います。 

 

とにかく、やってみて、「成功体験」を積むしかないんですね。 

そこだけは、潜在意識が納得しなくても、身体で思い込ませることにします。 

まずは、年末のプロジェクト、がんばってみます。 

 

「夜明け前が一番暗い」というお言葉、ほんとに、ズシンと響きました。 

そう信じて、夜明けが来たら猛ダッシュができるように、備えようと思います。 

 

ご紹介いただいた、○○○○○の○○様からは早速のご連絡をいただきました。 

来週以降お会いする方向で調整中です。 

 

まずは生活を立て直す（自分の時間を持てるようになる）ために、転職活動を並行

して進める必要があるため、なかなか、変化のスピードを上げられない状況ではあ

りますが、次の個別コンサルの日程調整を早くできるようにがんばります。 

 

どうも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。 

（Ｒ．Ａ 様） 
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この状態、確信を仕事にも適用できれば、何の仕事をしても、それがサラリーマ

ンであれ起業であれ、成功する事は間違いないと自分で明確にわかりました。 

本日も、気づき、学びの多い時間をありがとうございました。 

「予定調和」でない「何処か」に辿り着くため、この感想もまずは手書きで書いて

います。 

 

さて、今日の一番の学びは「オートクライン」という言葉を新たに教えていただ

き、またその状態にあることに気づき、言語化できたことです。 

「本格的に学び始めて、2 ヶ月で囲碁初段になる」これが今後の自分にとって大変

重要であることが、改めて言語化出来ました。 

 

現在、囲碁で対局すればほぼフローに入れます。 

この状態、確信を仕事にも適用できれば、何の仕事をしても、それがサラリーマン

であれ起業であれ、成功する事は間違いないと自分で明確にわかりました。 

 

そして、それはその通りですね、と言っていただき、その上で必ず、殆どの人にく

るスランプ、プラトー（私には 120％以上の確率で）について忠告を頂けたこと

が、とても価値を感じました。 

更に、抽象的な言葉のみでなく、鮒谷様の具体的な歴史を聞けたことも。 

そのスランプ時に諦めてしまう人、歩みを止めてしまう人、消えてしまう人がいか

に多いか。 

 

人と違う存在になりたければ、来るべきスランプに備え、そしてそこでもなお歩み

続けなければいけません。 

言葉で言うのは簡単ですが、それを実行することは簡単なことではありません。 

 

では、それを行える可能性を少しでも上げるためにはどうすれば良いか。 

師匠を持ち、仲間を持つこと。 

鮒谷様のコンサルを受け、年間プログラムに参加することと言い換えること

ができます。 

 

これからも、よろしくお願いします！ 

（Ｔ．Ｆ 様） 
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自分の枠を取っ払うには、しかるべき人に会ったり、話したり、相談したりする

ことが一番早い、と確信しました。 

先日も刺激的な時間を過ごすことができました。 

本当にありがとうございました。 

 

前回のコンサルから 1 か月間、教えていただいたことを愚直に積み重ねてきたこ

とで、少しずつ「場」の雰囲気が変わってきたことに自信を深めておりまし

た。 

 

ただし、鮒谷さんから指摘していただいたように「寝る間も惜しいくらい限界まで

やりきっているか」という問いには正直、首を横に振るしかなく、まだまだやれる

ことがある、ということを再認識しました。 

 

また、その次のフェーズとして、行動に優先順位をつけること、やるべきことと、

今やるべきではないことを明確に分ける必要があることを教えていただき、早く

そのフェーズに上がれるよう、今後の 1 か月、限界まで追い込む決意をした次第

です。 

 

また、売上ノルマをネガティブにとらえていた私をあっという間に「できる」

という気持ちに変えてくれて、「ノルマ以上の、圧倒的な実績を示すこと」

に視点を上げてくれたことで、自分の枠が少し広がった気がしています。 

 

自分の枠を取っ払うには、しかるべき人に会ったり、話したり、相談したり

することが一番早い、と確信しました。 

 

次回には、もっと自信を持って会いに行けるよう、全力で限界まで自分を追い込ん

でみます。 

来年も何卒よろしくお願いいたします。 

（Ｄ．Ｋ 様） 
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有形無形の効果・価値を実感しています。 

鮒谷さん  

 

先日は、彼の個別コンサルティングに同席させていただきありがとうございまし

た。 昨年６月に大阪で開催されたダイジェスト版セミナー以来に鮒谷さんにお会

いできて、嬉しかったです。  

 

鮒谷さんのセミナーに参加した当時は、仕事をこなすことで精一杯な毎日の現状

をなんとか変えたい。そのヒントを得れるのではないか、という思いで参加したの

ですが、このセミナーがご縁となり、自分が結婚するという予想外の変化を

得ることができました（笑） 

 

また、ダイジェスト版、３日間セミナー、個別コンサルティングと継続して、鮒谷

さんの指導を頂いている彼ですが、鮒谷さんの助言を受け、彼がセミナー主催をす

ると言った時、「なにも行動しないよりも、行動したほうがいいのは間違いないけ

れど、セミナーを主催することで、なにが変わるのだろうか」と、正直半信半疑で

した。 

 

講師の知り合いもいなくて鮒谷さんから、講師をしていただける方をご紹介いた

だいたところからのスタートでしたが、継続してセミナーを主催することで、周り

の方が講師をご紹介して下さるようになり外部から講師をお招きできるようにな

ったり、仲間がフェイスブックページを作って下さったりと仲間に応援され、どん

どん加速、拡大していく様子をみるにつれ、これが鮒谷さんの言っておられる  

【 渦を巻く 】ということなんだ、と、鮒谷さんの個別コンサルティングの  

有形無形の効果・価値を実感しています。 

 

嫁の立場からすると、鮒谷さんのコンサルティング費用は値段だけみると正直、捻

出するのが厳しいのですが、費用の何倍もの価値を得ることができている、と

確信しておりますので、住居費や食費と同様、我が家の必要経費として計上さ

せていただきます。 

 

引き続き彼のケツをビシバシと蹴っていただきますよう（笑）宜しくお願い致しま

す。  

（河口麻美 様） 
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僕にとっての「個別コンサル」は、人生において極めて貴重かつ有益な機会とな

っています。 

挨拶をして座った、と思ったら、もう 90 分経っていました。(笑) 

それほどの、濃密で知的興奮に溢れた、楽しい時間を過ごさせていただきまし

た。 

 

今回、個別コンサルを受けていて、鮒谷さんのコンサルは「褒める→ケツ蹴る→

褒める」の配分（というか時間構成）が絶妙だな、と感じました。 

 

前回のコンサルで設定した目標は達成できなかったものの、それまでの一ヶ月で

達成したことはお褒めくださり、「まず」いい気分にしていただきました。 

「次に」、ここまでの数ヶ月で構築してきたビジネス全体を見据えて見出される"変

化率ポイント"をお教えいただき（つまりケツを蹴られ泣）、いつの間にか焦らざ

るを得ない気分に持って行かれました。 

そして「最後に」、改めてここ数ヶ月の（≒個別コンサルを受け始めてからの）

行動をお褒めくださったので、僕の気分は自然と「よっしゃー、今月もやっ

たるか！」、と、前向きかつ行動にフォーカスしたものに変化していました。 

 

鮒谷さんはよく、「日常の引力」という言葉を使われますが、個別コンサルの場は

強烈な「非日常の引力」を有している、と感じます。 

個別コンサルを受けている方々は、ほとんどが日常と非日常を（意識的に）行き来

していらっしゃいますが、しかし様々な事情で、いつの間にか日常側に引きつけら

れてしまうことも多いようです。 

僕もその例に漏れず、鮒谷さんの個別コンサルから間があくほど、「日常側」に引

きつけられてしまうような感覚がありました。 

まさに、日常の引力です。 

 

しかし鮒谷さんの個別コンサルを受けると、とたんに「非日常側」に引きつけら

れます。 

お話の端々に（非常にさりげなく）現れる鮒谷さんの普段の行動、思索、あるいは

構想をお聞きしていると、自分の日常とのあまりの乖離から、自分の脳内に「真空

状態」が生まれます。 

そして真空が物体を引きつけるがごとくに、その脳内の真空が鮒谷さんのお話を

引きつけ、結果として、自分の内側に「非日常の引力」が生じるのです。 

 

初めて個別コンサルを受けたときにインストールしていただいた「非日常の

引力」を、月一回、鮒谷さんとお話をすることによってアップデートし続け

る。 
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僕にとっての「個別コンサル」は、上記のような意味合いを持つ、人生において

極めて貴重かつ有益な機会となっています。 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も本当にありがとうございました！ 

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！ 

（Ｒ．Ｔ 様） 
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日常の引力に引き戻される力よりも遥かに強い推進力で、新しいパラダイムを見

せていただけるので、自分が目指すところの、軸がぶれません。 

鮒谷さん  

 

先日は個別コンサルティング ありがとうございました！！  

 

私にとって、鮒谷さんの個別コンサルティングを受けている大きな理由は、下記の

２点です。  

 

まず第１に、 毎回、新たなパラダイムシフトがあります。  

「なるほど！」 「そうですよね！」 と、膝を打つことが、 90 分の間に何

度あるか分かりません。 

 

仕事でも、食事でも、芸術でも一流のものに触れる事の重要性は論を待たない、と

思います。 

それを定期的に行っている事で日常の引力に引き戻される力よりも遥かに強

い推進力で、新しいパラダイムを見せていただけるので自分が目指すところ

の、軸がぶれません。 

 

２点目は、私の現在の目標、課題に対して 鮒谷さんの豊富な経験から成果への、

最短最速のご意見をいただけることに加えて、次回の個別コンサルティングま

での締め切り効果です。 

 

書籍『７つの習慣』でいうところの第２領域(緊急でない、かつ重要なこと)は、や

やもすれば、日常に追われ後回しになってしまいます。  

 

元々、個別コンサルティングを鮒谷さんにお願いするのは『平成進化論』を通じて、  

鮒谷さんの思想、信条、世界観に共感している為ですので(成果を出されている経

営者、という事であれば他にもいらっしゃると思います)その鮒谷さんとのコミ

ットメント効果は絶大なものがあります。 

 

と言いつつも、未達、ということもしばしばなのですが（汗）  

それでも鮒谷さんは私の話を聞いて、私を承認して下さりこんな私の、ケツ

を蹴り続けて下さいます。 

 

おかげさまで、歩みは遅くとも一歩一歩、進んでいる事は間違いありません。 

 

鮒谷さんの個別コンサルティングを受けた今年を振り返ってみると個人プロジ
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ェクトとして始めたセミナー主催を講師の方、参加してくださる方々のおか

げで１月から１２月まで、毎月開催することができました。 

 

セミナー主催のみならず、口下手で、社内プレゼンさえした事がなかった私が  

セミナー主催を継続する中で学んだ気づき、をテーマに大阪、東京で、セミ

ナーを開催する事もできました。 

 

ある回の、個別コンサルティングの中で、自分のセミナー開催の話になった時、 

「人前で話すのが苦手なんです。口下手なので・・・。」 

という私に対して  

「参加される方は、話の上手さを求めているんじゃないんですよ。コンテンツを求

めているんです。」 

という鮒谷さんのお言葉が、本当に嬉しかったのを今でもよく覚えています。  

 

さらに、昨年、鮒谷さんのセミナーに参加されていた女性と ご縁をいただき、

この度結婚することになりました。 

 

おかげさまで今は「昨日の平成進化論さぁ」と会話する、幸せな日々を送ってお

ります。 

共通言語があるって良いですね（笑）  

 

ここで歩みを止める事なく 更に成長していきたいと思いますので引き続き宜しく

お願い致します！！ 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆様、いつも本当にありがとうございます！！  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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コンサルティングを受講する前に何をしていたのか思い出せないくらい、受講し

てから色々なことが起きました(笑) 

鮒谷さん 

 

今回もお時間を頂き、ありがとうございました！ 

 

コミュニケーションと、バグ修正の件、非常に参考になりました。 

バグ修正には言語化能力が必要とのことで、そちらの鍛錬も兼ねて、現在、自分の

内面について、文章化を行っています。 

何かあった際の感情の動きを言語化して、可視化することで、自分の思考のバグを

顕在化し、それを上書きする方向に繋げられないかと考えています。 

 

これまでにお会いした方の中にも、自分の内面をしっかり認識することの重要性

を教えて下さった方も幾人かいらっしゃいましたので、それらの情報が、今回の

個別コンサルティングのお話を通じてまとまり、実行に移せたのではないか

と感じています。 

 

このほかにも、問題が発生したと思いきや、その翌日にお会いする予定だった方が

たまたまその方面のエキスパートの方で、力を借りることが出来るなど、色々と面

白いことが起き始めてまいりました。 

人と会うことの重要性を鮒谷さんが何度も説かれている理由がやっとわかってき

たところです。 

 

年明けになりますが、次回のコンサルティングを楽しみにしております。 

 

本年中もお世話になりました。 

おかげさまで、コンサルティングを受講する前に何をしていたのか思い出せない

くらい、受講してから色々なことが起きました(笑) 

 

また来年もよろしくお願い致します！ 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんのコンサルの価値を非常に感じています。 

「変わりつつある！」が実感です。ありがとうございます。 

 

先日は個別コンサルティングを実施いただき、ありがとうございました。 

また、時間延長もご配慮いただき、重ねて御礼申し上げます。 

 

当初は、サラリーマンを続けながら、もう一本の収入の柱を構築したい、 

 

「稼ぎたい」 

 

という漠然な気持ちで相談させていただきました。 

しかし、コンサル中の鮒谷さんのリードにより、 

 

- 人生のコントロール感 

- 心が震え、夜も眠れないほど興奮するかどうか？ 

- レーザー思考と俯瞰視のバランス 

- 予定調和がつまらない 

- Having/Doing/Being は？ 

 

などの絶妙な話をお聞きして、考えた結果、 

 

「あれ？自分にとって本当に稼ぎたいことが一番の目的かな？」 

 

と思い始めました。 

 

その結果、コンサルの冒頭にはあれだけ「稼ぎたいんです！」と言っていた自分が

約 2 時間後には、、、 

 

「稼ぎたいことが目標ではないです。」 

 

とキッパリ！言ってる自分がいました。 

 

その後、まずは「自分の人生でやりたいことを棚卸し・書き出してみよう」そして、

「自分の人生の目標を再考して仮決めしよう」と考えました。 

 

丁度年末年始の時間を利用して、自分の狭い視野の中とはいえ「これが人生でで

きれば興奮する！満足できる！」という荒唐無稽な目標が定まりました。 
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現在は、この目標に向かい、逆算スケジュールをたて、日々の行動を規制できてい

る自分がいて、鮒谷さんのコンサルの価値を非常に感じています。 

何度も早起きには挫折してきた自分が、「毎朝 5 時に起きれている。」。 

なんと大きな変化でしょう。 

このような変化・改善を日々続けていけば、とんでもない荒唐無稽な地点に到

達するはずです！ 

 

「変わりつつある！」を実感させていただき、「変化のスイッチ」を押す手前

までリードいただき、ありがとうございました。 

 

次回のコンサル時には、なんとかより具体的なプランと相談事項を持っていきま

す。 

（医薬品企業勤務 Ｍ．Ｆ 様） 
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コンサル中「楽しいー♪」と発狂しそうになった事を素直に告白致します(笑) 

鮒谷様、先日は第二回個別コンサルをありがとうございました。 

今回もあっという間の 120 分間でございました。 

今もワクワク・ドキドキしております。 

 

今回のコンサルテーマは「創造」だったのではないでしょうか。 

前回時の課題成果を鮒谷様にご報告をしていく過程で、「ビジネスを創造」してい

く。 

これは非常に快感でコンサル中「楽しいー♪」と発狂しそうになった事を素直

に告白致します(笑) 

 

一秒前までは存在していなかったものが、レベルの高い方と会話をしていく

過程で形あるものに生まれる瞬間。 

私は元々、物作りをしていたので「創造」する事の楽しさは認識をしているつもり

でおりましたが、「ビジネスを創造」するは興奮レベルが異次元の「ヤバイぐ

らい気持ちぃ～」でした。 

 

次回から「渦をまかれる側」から「渦を巻く側」へ始動していきますので、とにか

く「行動！行動！行動！」ですね。 

鮒谷様がよく言われる「いつやります？（日程を先に決める）」を口癖、習慣化し

スピードも意識し行ってまいります！ 

 

これからも何卒宜しくお願い申し上げます。 

（柏信行 様） 
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焦る気持ちを抑えつつ、もう一度ジャンプスタートを切る準備に入ることができ

ました。 

今月もありがとうございました。 

 

とにかく予定を埋めまくることを実践した一か月。 

体調不良になっても体温を測らずに乗り切り、なんとか今日に至ったわけですが、

ちょっと休み休みやらないとしんどいな...という弱気の虫がわいてきて、実際に動

きをゆるめてみたところ、少しずつ危機感も募り...。 

 

鮒谷さんにお会いして約 100 日が経ちました。 

ご指導いただいたことを、自分なりに全力で取り組んできた結果、「10」が「30」

ぐらいになったとお伝えすると、「そういうことですよ」と言っていただき、焦る

気持ちを抑えつつ、もう一度ジャンプスタートを切る準備に入ることができ

ました。 

 

外に出て人に会いまくっていると、感謝されて誉められて、嬉しくなってまた動き

続ける。 

それが中毒化してやめられなくなる、という平成進化論でも書かれていたことを、

今日あらためて鮒谷さんから聞くことができて、「結果が出るまでにはまだ長い道

のりが続くが、現時点では間違ったことはしていない」と感じることができ、この

まま動き続けて一か月後にどんな報告ができるのか今から楽しみで仕方ありませ

ん。 

 

営業、販売についてのアドバイスでは「売れないのではなくそもそも売ってない」 

ということをご指摘いただき、「毎日お客様に会いに行くのだったら申込書の一つ

でも持って行ってるか？」という言葉には本当に情けない気持ちになり、今夜お客

様と会食があるということで、早速申込書をかばんに入れてみました。 

 

最後に、学びは「事後的」であることも再確認できました。 

「意味が分からないこと、怖くなってくることに、考えすぎずにどんどんトライ 

していくと、新たな境地が見えてくる。」 

 

また一か月、動いて動いて動きまくってみます。ありがとうございました。 

（Ｄ．Ｋ 様） 
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今後も期限を決めずに御世話になる事を即決で決めました。 

鮒谷さん、今日も個別コンサルを受講する機会を頂き、有難うございました！！ 

 

今回も、すぐには答えを出す事が出来ない本質的な問いを沢山頂く事が出来、心よ

り感謝申し上げます。 

 

お伝えしたように、最近自分でビジネスを始めた事もあり、有り難い事に色々な方

に助言を頂く機会が多いのですが、それゆえに方向性に悩んでしまう事もよくあ

ります。 

 

そんな時に鮒谷さんに相談すると、私が悩んでいる事を、「いやそれは絶対ダメ

です。」と一刀両断してくださったり、「そもそも考え方としてですね・・」と私

の質問から更に抽象化のレベルを上げた原則論を語って下さったり、最後には

「よし、じゃあこの方向性で行きましょう！」と背中を押して下さったりす

るので、私は所定の時間を終えた後、当初抱えていた悩みが立ち消えて、高速

エンジンを積んでいるような心持ちで、部屋を出ることが出来るのです（笑） 

 

また、今日それは特に強く感じたのですが、鮒谷さんの圧倒的な強みというのは、

やはり抽象と具体の 2 つの世界を自由に行き来して、そこに置いてある大

量の話の棚の引き出しから、その時一番波及効果の高いものを瞬時に提供す

る事が出来る所なのではないかと思った次第です。 

ですので、私が抽象的な質問をしても、それに流されずに具体の話をしてく

ださったり、当然その逆もまたしかり、という事が頻発するのだと思います。 

 

既に当初申し込んだ 5 回を終えましたが、今後も期限を決めずに御世話になる

事を即決で決めましたので、どうぞ引き続きよろしくお願い致します！ 

 

また最後になりますが、毎回丁寧なご連絡をして下さり、リラックスした気持で当

日参加出来るようにしてくださる長内さん、いつも本当にありがとうございます！ 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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生徒に応じた鮒谷さんの対応の幅の広さを感じました。 

今回もありがとうございました。 

 

今回のコンサルで印象に残ったことは 2 つあります。 

 

1 つは、自分は職業に縛られていたのかもしれないということです。 

今まで何となく自分ができそうな方向に流れてきて、これからも現在から予測し

うる未来に向かっていくのだと思っていました。 

そうしないと、今までやってきたことが無駄になってしまうのではないか、という

怖さもあるからです。 

私にとって今の職業はすごくがんばって（運の良さも手伝って）やっと手に入れた

ものだったので、それを間違っていたと思いたくない、という気持ちもあります。 

でもわれに返って現在の自分の勤務時間の中身を思い返してみると、理想とは異

なっているのかもしれないな、と思いました。 

 

もう 1 つは、コンサル前日にしでかした大ミスについて何が原因だと思うかをお

聞きくださり、それに対して「たぶんそれは直らないから、人に投げた方が良い」

とアドバイスをくださったことです。 

できないことに対して克服するとか改善すると考えるのが私の中の常識だったの

で、「直らない」とハッキリ言っていただけると「そっか！直らないんだ！」と目

から鱗が落ちました。 

これは時間を有効に使うことになっていくのだろうな、と思いました。 

 

次回までの活動目標についてはだいぶハードルを下げてくださって、生徒に応じ

た鮒谷さんの対応の幅の広さを感じました。 

いつも新しいことにチャレンジするときはジェットコースターに乗る気分で、「走

り出したら終着点につくまでは降りられない。怖いけどなんとかやりきらなくて

は。」と思うので、今回もなんとかコースターが止まるまで（コンサルが終わるま

で）はしがみついて活動しようと思います。 

でも今回は、コースターが戻るのは出発点ではなく、別の場所にたどり着けるよう

な気がして、怖さの中にも少し楽しみな気持ちもあります。 

 

次回もよろしくお願いいたします。 

（大学教員 Ｉ様） 
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鮒谷さんの個別コンサルは、その時々で最適な、大きな決断を促してくださいま

す。 

鮒谷さま 

 

先日は貴重なお時間をいただき、個別コンサルありがとうございました。 

 

廃棄実践のお話、そこまで徹底的になさるのかと具体例をお聞きしつつ大変印

象深く心に残っております。やはり成果をあげる方というのは徹底していらっ

しゃるなと感動しました。 

そろそろ N さんも違う展開を、というお話もありましたので、鮒谷さんがビジネ

スに集中されるように、私は中国語、中国関係における成果に徹底集中することに

いたします。毎月 1 度鮒谷さんとお会いできるのは私にとっての楽しみであ

ったのですが、恵まれた環境である今の内にやっておきたいことに集中するため

に、時間的、私の脳内メモリ容量的な関係から、なくなく、仕方なく、個別コンサ

ルまでも中断することにいたしました。 

 

今までありがとうございました。 

中国語で成果を挙げた後、またお会いできる日を楽しみにしております。 

(メルマガを通じて私のほうは一方的にお会いしていますが（笑）） 

本来、直接お会いした時に言えればよかったのですが、個別コンサル当日に手書き

文章を書き倒した上、その翌日の決定につき、このような形となってしまいまし

た。どうかご賢察とお許しを頂ければ幸いです。 

 

追記 鮒谷さんとのコンサル翌日、価値あるものと認識しながらも、抑えきれず、

(●●さんの●●●●コンサル)の中断を申し出ましたところ、快諾を頂戴いたしま

した。鮒谷さん繋がりのメンバーのみなさんは本当に素敵な方ばかりで嬉し

いです。みなさんといい形で再会できるよう、頑張ろうと気を引き締めた次第で

す。 

 

鮒谷さんの個別コンサルは、その時々で最適な、大きな決断を促してください

ます。改めまして、今まで本当にありがとうございました！！ 

 

中国関係で成果をあげるまで、少し間があいてしまうかもしれませんが、どうぞ今

後ともよろしくお願いいたします！ 

（Ｎ．Ｎ 様） 
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より私仕様にカスタマイズした形でコンサルしてくださり、大変学び多き時間で

した！ 

先日は個別コンサルティングありがとうございました！ 

 

「営業力強化コンサルティング」ということでしたが、営業というところに縛られ

ず、より私仕様にカスタマイズした形でコンサルしてくださり、大変学び多き

時間でした！ 

 

今回コンサルを受けて、「自分が提供できる価値は何か？」「自分のコンセプトは何

か？」これらをより具体化させていかなければいけないな、と思いました。 

これらが明確になっていれば、鮒谷さんのよくおっしゃっている、「売らずとも売

れる」という状態が必然的にできてくるのだと思います。 

 

次回のコンサルまでに明文化して、鮒谷さんにまたアドバイスをいただければと

思っております。 

 

次回も宜しくお願いします！！！ 

（Ｙ．Ｉ 様） 
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受けてよかった安堵感で一杯です。 

今回も、ありがとうございました。 

 

Ｉさんが言っていたジェットコースターに乗った感覚、よくわかりました(笑) 

ただ、後悔は全くなく、受けてよかった安堵感で一杯です。 

 

さて、年末の 2 日間セミナーから約 1 か月。 

怠けているつもりはありませでしたが、お話を伺っていると、まだまだ足りなか

った自分に気づき、さも、鮒谷さんに鞭を打たれている感じがしました。 

 

お話していただいた内容は、前回同様、スーーッと自分の脳内に浸透していく

感じでした。 

浸透したあとは、「決断、即行動」ですね。 

「決断、即行動」として、とりあえず、時間の捻出の観点から、一つ無駄な習慣を

捨てました。 

 

そして、「1 アクション 3 ゴール」。 

コンサルを受けた後の午後の活動は、「1 アクション 3 ゴール」を意識しました

が、午後の活動は、2 ゴールでした。。。 

1 回目は残念な結果に終わりましたが、1 アクションで、3 ゴールを得ることを考

えるからこそ、行動は変わるし、変化率も高まっていくと思いますので、今後、3

ゴール目指し、行動し続けていきたいと思います！ 

（大林大祐 様） 
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気持ち的にホッとしたというか楽になりました。 

スポーツに関わった仕事を独立してやっていきたいということを前提にコンサル

ティングをして頂きました。 

 

コンサルティングを依頼した目的は 

 

・何かやろうとしたときに、一つの事柄に固執しやすくとらわれやすく視野が狭く

なりやすいので自分の頭の中にあるビジネスモデルを一旦ゼロから考え直したか

ったため 

・知識やスキルアップのために学ぶことに関しては躊躇しないのですが、行動に関

しては考え過ぎてしまうせいか、躊躇して中々一歩が踏み出せないため背中を押

してもらうこと 

 

でした。 

 

まず初めに 

 

・今、独立して商売としてやりたいと考えていることは本当にやりたいことなの

か？ 

 

とストレートに聞かれたときに、自分自身に自信がないことと不安なことから、自

信をもってすぐに「はい」の二文字が出なかったですが、自分にとってはこの世界

に関わっていくことが一番だと感じているのは確かです。 

 

そして 

 

・いつからやりたいと思ったのか？ 

 

の問いに対しては 2 年ほど前からと答えましたが、帰宅してからメモしたノート

を何度も繰り返し読み問い掛けていたら思い出してきました。 

独立ではなく企業に就職するということと、ビジネスの内容でも違っていますが、

高校を卒業するときからスポーツに関わった仕事をしたいという気持ちを持って

いました。 

 

しかし、20 代から 30 代後半にかけて自分が選手でいることの気持ちの比重が大

きかったためか忘れていました。 

 

これらに対して 
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・好きで常に考えていられるからといって、それが自分にとって商売（金儲け）に

なるかというと、それは違う 

 

と仰られました。 

それは、重々承知しておりましたが、早い段階で自分に商売として向いているかど

うかの決断はしないといけないと今回のコンサルで認識致しました。 

 

次に、今考えているビジネスモデルに関して指摘して頂いたことは、 

 

・物があるものを売るのは簡単だが、物がないものを売るのは難しい 

ビジネス系コンサル、セミナーは空気を売る商売なので独立をしてやっていくこ

とはとても大変で難しい 

・勝ち目のある土俵に上がらないといけない、勝てるビジネスをすること 

・今のビジネスモデルの感じではなく、新たに考え直すこと 

・帽子に合わせて頭を削るのではなく、発想に広がりを持つこと 

・決めうちをしてビジネスをしないこと 

・業種にこだわらず、多種多様のビジネスモデルを多く考えること 

そして、ビジネスモデルを考えるときは、常に頭の中をリセットしてビジネスを考

え直しスクラップアンドビルドを繰り返す必要がある 

・見たものにしかひもづけすることが出来ないから、外に出て他分野の人と多く会

う必要がある 

・まずは、副業として休みの日にできる範囲から始めていく 

 

これらについては 

「あっ、そうだよな」や「そうなんだ」と気づかされたこと 

分かってはいたことも、自分のバグの一つである固執しやすいという部分で全く

実行できないでいることでしたが、気づいていても気づいていなくても実行でき

ていなければ同じことなので、常に意識して実行できるようし、習慣化すべきもの

は習慣化できるようにしていきたいです。 

 

また、やろうとしていることに対しての知識やスキルアップのやり方について 

・資格を取って何かをやろうとする人は多いが、それが武器にはならないし、他者

との大きな差別化は出来ない。ただし、オプションとしては良いが、資格はあって

もなくても良い 

・パラダイムになるが、行動してから学ぶのは良いが、学んでから行動するのは良

くない 

 

資格を取るということに関しては、名刺などでの肩書程度にしか考えておらず自
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分が勉強するための空間づくりでしかありません。 

これは、コンサルのときに私の資格に対しての考えとしてお伝えしておりますが、

武器にはならないし他者との大きな差別化はできない。 

と仰られたことには、気持ち的にホッとしたというか楽になりました。 

やはり、何だかんだ言っても、資格を持っている人と自分を比べたときに劣ってい

ると考えるネガティブな要因になっていたからです。 

 

メルマガでも、年末の２日間セミナーでも仰られていますが、決断するということ

についてもお話し頂きました。 

・決断していくことが大事、決断していくと幅が広がる 

・筋が悪い商売はしない、お客さんと接してニーズを聞いて把握すること 

・常に決断をすること 

・日々意思決定をすると変わっていく、しなければ変わらない 

意思決定をしていると、スピード感がついてくるし、何かあっても軌道修正がしや

すい 

そして、タスクリストを作成し 

・意思決定をする ⇒ 実行 ⇒ 意思決定をする ⇒ 実行 ．．．を続けていく 

決断に関しては、重要事項であればあるほど考え過ぎ、悩んでしまい、中々、決断 

⇒ 実行 ということができません。 

とても重大なバグなので、常に意識してどんな事でも 即、決断 ⇒ 実行 できるよ

う常に意識していきたいです。 

 

年末の２日間セミナーでも仰られていた、自分に金メッキを貼るということを今

回も話して頂きました。 

 

・人に興味を持ってもらえるプロフィールを作る（金メッキを貼る） 

・営業の極意は金メッキを貼ること。自分に負荷、プレッシャーをかけて自分をそ

れに追いつかせること 

・嘘も 100 回いうと嘘じゃなくなる。思い込みも大事、先にストーリーを作って

行動していくこと。風速 30m の向かい風に向かって歩いていくことになるが、頑

張って歩いていると、そのうち自分が勘違いをしてマインドが書き変わっていき、

それに合わせて自分が変わっていくこの部分が一番苦手で、とても重いバグだと

も言える部分だと思います。 

 

コンサルのときに、職務経歴書について話しました。 

私は何回か転職していますが、職務経歴書には実際のことしか記載してきていま

せんでしたが、他の人たちは、金メッキを貼って作成していて、受ける企業側も金

メッキを貼っていることを認識して受けているという事実。 
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なので、本当のことしか書いていない自分は、金メッキの分マイナスされて低い評

価を受けていたのだと気づき、認識致しました。 

 

金メッキの必要性を実感しましたので、どうにか早くうまく金メッキを貼り、自分

にプレッシャーを与えレベルアップできるよう、習慣化させていきます。 

 

また、2 月中に 15 人の人と会うという設定した目標も達成出来るように行動し

ていきます。 

 

コンサルティング、どうも有り難うございました。 

また、次回も宜しくお願い致します。 

（小堀宏司 様） 
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北斗百裂拳のごとく、私の内面に多方向から突き刺さりました(笑)。 

鮒谷さん、先日はコンサルティングありがとうございました！ 

今回も具体から抽象と多岐に渡る事例を挙げてお話頂き、北斗百裂拳のごと

く、私の内面に多方向から突き刺さりました(笑)。 

 

今回のコンサルティングを通じて、以前からおっしゃられていたブランディング

のお話がやっと腑に落ちてまいりました。 

「コミュニティには下から入らないといけない」、というバグがずっとありまして、

その点が明確に言語化できるようになったので、後は言語でこのバグを潰して

ゆきます。 

 

また、これに関連して、バグがあってもそれが認識されていない状態ではいくら、

正しいことを学んだとしても定着しない、ということが身をもって実感できまし

た。 

バグ潰し→学び→実践→バグ発見→バグ潰しのサイクルを行動の中で回し、どん

どん変革を進めていきたいと思います。 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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26 歳の誕生日に申込みさせていただいたコンサル、私の今後の人生においてタ

ーニングポイントになったと感じております。 

メーリスや知人の話を通しての存在だった鮒谷さんご本人にお会いすることが出

来て、まるで有名人にお会いしたような気分でした。 

（実際有名人であることは間違いないですが。） 

「はい次、はい次」のメーリスを見た次の日、26 歳の誕生日に申込みさせてい

ただいたコンサル、私の今後の人生においてターニングポイントになったと感

じております。 

 

コンサルを通じて、印象に残った言葉はこの 3 つです。 

 

◆「自己達成予言」 

理想の姿や、なりたい自分を、口に出して言うことで、（未来から引っ張られるよ

うにして）結果的に実現する法則。 

私の環境（とくに、人）の中には、独立している人やなにか新しいことを始めてい

る人がいないことから、私自身、実現可能な未来にしか向かっていないことに気づ

かされました。 

鮒谷さんに「想像も出来ない姿とか、もっと夢見ることを自分自身に赦していいん

じゃない」と言われ、「私も、夢をかなえることが出来る一員なんだ」と確信

することが出来たことが、昨日の大きなお土産です。 

 

◆時間はなによりも大事！お金よりも大事！ 

なにか行動してみよう、ビジネスしてみようとは思っていたのですが、その行動も

いくつかはまさに時間を切り売りしていまっていることに気づきました。 

なぜそれがダメなのか、どういうのが理想なのかが整理できたことは今後の行動

にとってとても有益だと感じています。 

 

◆やりたい事≠需要のある仕事ではないこと。 

特に、英会話、英語分野は飽和状態であることは私自身も感じていたので、そんな

中でも刺さる一部の需要を見つける考え方、 

例えば、語学を教えたいのか？それとも語学を手段にした何か別のことをしたい

のか？等、自分の軸を見つける質問をいただけたことでかなり方向性が絞れ

たと思っています。 

 

知人からコンサルの紹介をもらったとき、「OS がバグだらけで生きているよう

なもんだ」という言葉に衝撃を受け意を決して、申込みのボタンを押したの

ですが、 

・どういうバグが潜んでいるのか、どうすれば解消できるのか、コンサル中ずっと、
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まさに新しい OS をインストールするような気分を実感しておりました。 

 

コンサルを受けた後しばらくは、頭が"おなか一杯"だったのですが、夕方を過ぎる

頃にすっと、"こうなったらいいな、こんなことしたいな"が頭の中をグルグ

ルしていて、寝るのがもったいないくらいです。笑 

 

このご縁をいただき、鮒谷さんから自分の成長・行動を"見ているよ"といわれ

ているような、プレッシャーを背中に感じています。 

留学から帰ったとき、「やりました～！」と言えるよう、行動筋肉をつけて、今の

私が知らない世界を知っている世界にしていきたいと思います。 

 

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。 

（谷口真里佳 様） 
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正直、1 回目にして既に「元銭を回収できた」と思ってしまいました（笑） 

鮒谷さま 

 

本日はありがとうございました。 

 

鮒谷道場 3 日間セミナーを受講したときから、早 2 年半。 

まさか自分が個別コンサルに申し込むことになろうとは思っていませんでしたが

（笑）、気付いたら、また鮒谷コンサルのドアを叩いておりました。 

 

2 年半前、鮒谷さんのセミナーで教えて頂いた、 

・衆人環視 

・省察の繰り返し 

という仕組みを学び、自身にインストールしたことによって、私の仕事の成果も

劇的に変わり始めました。 

同じ行動量なのに、それが 2 倍 3 倍になる感覚。 

それを感じることができました。 

 

そうして、2 年半の間で、自分に自信もつき、公私共に上昇気流にのっている

感覚を持ち、仕事においても、社内の殆どの人に賞賛される成果を出すこと

ができるようになりました。 

（これだけでも、私の人生にとって、ずっしりとした金塊並みの価値があった

と思っています） 

 

・・・とはいえ、人は慣れるもの。 

もっともっと成長したい。そんな欲だけは膨らむものの、どうすればよいかわから

ず、悶々とした日々が続いておりました。 

 

「より高くあがるには、今の壁を突き抜けるためにどうすればよいんだろう？」 

そう自分で考えても、本を何冊読んでも、答えは見つかりませんでした。 

 

というわけで、「その答えを知っているのは、やはり鮒谷さんしかいない！」と

思い、第一回目の申込みをさせて頂いた次第です。 

（すみません、前置きが長くなりました汗） 

 

■第一回目の感想としては、まさに「圧巻」の一言でした。 

 

「何がもらえるかわからない、でも何かもらえるはず」そんな期待を胸に鮒谷さん

にお会い致しましたが、その期待をはるかに超えるヒントをメモしきれないほ
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ど大量に頂き、超必殺技を数十発連続して喰らった気分です。 

正直、1 回目にして既に「元銭を回収できた」と思ってしまいました（笑） 

 

鮒谷さんの凄いところは、ともすれば綺麗事、聞きなれた自己啓発本に書か

れているような「いい話」「良く聞く話」を現在の私の状況に合わせて、 

・具体的に何が足りないのか 

・具体的に何をすればよいのか 

・具体的にどんな順番で何をやると効果が高いのか 

ということを納得のいく形でご教示頂けることだと思います。 

 

それは、鮒谷さんが圧倒的な事例と経験をお持ちがゆえだと思いますし、納得感

があるからこそ、「1 か月後までにはこれをやろう」と強く思えるのだと思い

ます。 

 

まずは、私のメルマガ営業のテーマである、 

・静的コンテンツと動的コンテンツの使い分け 

・「いい人」「すごい人」のアピール 

・ミダス営業、熟し柿営業 

・クローズド→オープンへの移行 

（他多数） 

を 1 か月間、新たな習慣として取り入れて「圧巻セールス」を目指していきたい

と思います。 

 

改めて、今日は本当にありがとうございました！ 

（紀藤康行 様） 

 

  



 - 323 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

楽しくなってきました。 

鮒谷 様 

 

お世話になります。 

本日もありがとうございました。 

 

メルマガの「漢字」「改行」そして「タイトル」、具体的にご指導いただき、早速明

日の原稿 

に手を加えてみると、びっくりするくらいすっきりして読みやすくなりました。

（当たり前ですけど。） 

「（笑）」も久しぶりに使ってみました（笑）。 

週明けには号外も発刊します。 

 

関係ないところから無理やり誘導して、売る熱量は抱きつつ、やらしくない営業に

挑戦してみます。楽しくなってきました。 

 

毎回のコンサルで、気合を注入されても一か月後にどれだけ動けたかを問われる

と、口ごもってしまう状態ですが、次回は何か一つでも胸を張って答えられえる結

果を作ることを目標に、日々数字を追いかけて、毎日毎日考え続けて、PDCA サ

イクルを回していくことを徹底的に追求していきます。 

 

今は本当に「思いが希薄」 

はい次、はい次、はい！はい！?はい！ の精神で、圧巻の存在と思われるような結

果にこだわる仕事に取り組んでいきます。 

 

次回もよろしくお願いします。 

（Ｄ．Ｋ 様） 
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迷わず後押しを頂き、力付けられた、等々の収穫がありました。 

今回、ご相談する対象とした、これから私が取り組んでいくつもりの将来計画につ

いて、全体的には、正直、そこそこ良いものである自信があったのですが、個別的

に見て、例えば以下 3 点ほど挙げてみると、 

 

（１）私が対象とするターゲットに関し、具体的な大学名まで言及して、かなりの

上位大学を狙えるような限られた層のみを視野に、それより下のレベルの多数者

は無視するぐらいの感じのプランであることに対して、エリート臭（？）めいたも

のが漂い、販促よりむしろ反感につながりやすいかも、と懸念する内なる声もあっ

たのですが、そこは逆に迷わず後押しを頂き、力付けられたこと。 

 

（２）元々は、昨年の内から長期で海外現地へ出ているつもりだったのが、家族の

状況などを考慮して、依然（それも、早くても来年いっぱい中までは）自分は主に

日本国内へ籠る形になっていながら、そのくせ他人には、「海外へ出よう」と促す

ことに対し感じていた後ろめたさにも、 

 

「リアルの世界で、実際に現地へ行き、滞在しているかどうかはあまり重大ではな

い。それよりも大事なのは、サイバー上で、設定テーマに関するコンテンツを、自

分の資産として、誰より先に、将来の潜在的競合相手に参入を考えさせなくするボ

リュームまで、早く積み上げてしまうこと」 

 

といった趣旨で、助言頂けたこと。 

 

（３）上記のウェブ上での活動に関連して、細かな点ではありますが、かねてから、

ライブドアのブログ・サイトで昨年の内に URL のアドレスのみ取得し、（ブログ

の投稿は一つも無いながら）ホーム・ページだけは設けていたなか、そうしたフリ

ーのサイトでブログを書き溜めていく場合に起きうる将来のリスクを挙げ、それ

よりは自前でのブログサイトを持つことを勧められて、再検討の材料ができたこ

と。 

 

等々の収穫がありました。 

 

先月上旬に入学許可を得た修士課程で、その下旬から早々と初学期が始まって今

や数週間が経ち、読まないといけない英語文献、そのうえでフォーラム上に英語で

書かないといけない投稿の数々など、既に、私の心の中の予定と現実（実績）の差

が順調に広がっていっています。 

 

そのようななかにあって、次の、最初の長期休業中、かつて高校時代に父を亡くし
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てちょうど 20 年の節目を迎えることもあり、その日までには、Word Press など

の事前学習を済ませ、ブログの全体的な将来イメージのラフ・デザインも考えたう

えで、ブログの投稿を既に始めているよう、目標として設定することにしました。 

 

最後に改めて、このたびはお世話になり、有難うございました。 

鮒谷様にも宜しくお伝えくださいませ。 

（藤原淳 様） 
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鮒谷さんの右に出る先生（師匠？メンター？適切な呼称が思いつかないのですが

（笑））はいないだろうと、強い安心感を感じています。 

鮒谷さん、今回も個別コンサルを受講する貴重な機会を頂き、ありがとうございま

した！ 

 

最近私が自分が将来進むべき道が少しずつ見えてきた（まだかなり漠然とはして

おりますが汗）タイミングで、今回個別コンサルを受けさせて頂く事が出来、お陰

様で大変有意義な時間を過ごさせて頂く事が出来ました！ 

 

私の最近のインプットが、今後ビジネスをどう発展させていくか？という事に関

する具体的な内容のものが比較的多くなっているという事に鮒谷さんが気付かれ

ていたからか、今回してくださった話は、インプットが不足がちになっている抽象

的なレベルの内容のものが多かったのですが、その１つ１つが、抽象的が故に、こ

れから少なくとも数年以上をかけて自分の中で答えを出したり、実践していった

りする必要があるものばかりで、とても大きな学びになりました。 

 

やはり具体的な事ばかりにインプットが偏ってしまうと、ある意味近視眼的にな

りがちだと思いますので、改めて、中長期的な波及効果のある抽象的な学びにも注

意を向けて行かなければいけないなと思った次第です。 

 

そういう意味で、具体的なレベルの学びも抽象的なレベルの学びも両方学ばない

といけないという事に改めて気が付くと同時に、その点鮒谷さんの右に出る先生

（師匠？メンター？適切な呼称が思いつかないのですが（笑））はいないだ

ろうと、強い安心感を感じています。 

 

来月の個別コンサル及び年間プログラムも大変楽しみにしております。 

 

また最後になりますが、毎回丁寧なご連絡をして下さり、リラックスした気持で当

日参加出来るようにしてくださる長内さん、いつも本当にありがとうございます！ 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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改めてバグの潰し方を認識できました。 

今回のコンサルでは、直近一年間の報告と、そこから見出だした今後の方向性、お

よび私自身のバグについて相談させて頂きました。 

 

今後の方向性については、詳細は書きませんが、まずは小さく始めて大きくしてい

こうと思っています。 

良い結果を報告できるように邁進していく所存です。 

 

バグについてですが、改めてバグの潰し方を認識できました。 

時間の経過と共にバグ再発に悩まされていましたが、こればかりは再発しないぐ

らいまで対策を漆塗りしていくしかないなと痛感しました。 

 

①本やセミナーなどからバグの応急処置セット(言語セット)を買ってくる 

②応急処置セット(言語セット)を自分のシチュエーション毎にオリジナル化して

いく 

③オリジナル化された言語セットを自身に漆塗りしていく。それが結果的にバグ

発生時の復元力となる 

そんな感じだと解釈しました。 

（自動車メーカーエンジニア Ｔ．Ａ 様） 
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この「ひとことのキーワード」や「発想」を学べただけで、1 回 12 万円とい

う、ただのサラリーマンの私にとっては高額なコンサルティングフィーを支払っ

た金銭的価値はありました。 

感想を投稿させて頂くのは初めてですが、今回も個別コンサルティングでのご指

導本当にありがとうございました。 

 

昨年末たまたま時間の都合がつき、申込させて頂いた放談会からご縁を頂き、

2 日間セミナー、個別コンサルと気が付けば立て続けに申し込んでしまい、

「乗るしかない、このビッグウェーブに」という状態まで感化されてしまいまし

た。 

 

私はまだ 2 回しか鮒谷さんの個別コンサルティングを経験しておりませんが、鮒

谷さんはその 2 回とも、おそらく私が一人で考えているだけでは、1 週間、1 か

月、下手したらもっと長い期間悩み続けて、それでも答えが導き出せなかったかも

しれない問題に、想像もしなかった視点から光を当てて、「たった一つの言葉」

で、一刀両断して下さいました。 

 

例えば、前回の個別コンサルで挙げるなら、 

資格の取得について悩んでいた私に、資格の勉強はただの「癒し」、「免罪符」であ

る。 

そういったスキルよりも主体性を持ち「What」を構築する筋力をまず最初につけ

ることを考える。 

というアドバイスが、 

また、今回の個別コンサルでは、 

時間的という制約要因に対して、「×」と考えていることを「○」に変えてもう一

度、考え直してみる 

「OR の発想」から「AND の発想」への切り替えを行う。 

「一石二鳥」どころか「一石六鳥」の時間を作る。 

というアドバイスがそれに相当します。 

 

この「ひとことのキーワード」や「発想」を学べただけで、1 回 12 万円とい

う、ただのサラリーマンの私にとっては高額なコンサルティングフィーを支

払った金銭的価値はありました。 

今後もエンドレスで悩み続けたと仮定した場合の時間的価値を考えると計り知

れないものになるからです。 

 

日常生活で日々、大小さまざまな課題にぶつかりますが、その「課題」に対して、

「しょうがない、どうしようもない」と思うか、それを「どう料理してやろうか？」
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と思うか、という、これら 2 種類の思考回路から生じるアウトプットには絶対的

な差があると感じます。 

 

2 回の個別コンサルを受講させて頂いて、 

コンサル受講前：「自分の現状分析を実行→制約要因を抽出」 

コンサル受講時：「鮒谷さんによる私の全否定！つまり、私の持つ思考の制約要

因の除去（バグ出し）」 

という流れがあるということが分かりました。 

 

従いまして今後は、「あれがないからこれができない」という課題に到達した時点

で、思考をストップするのではなく、「じゃあ、鮒谷さんならこの状況をどう考え

るだろう」と、もう一段階思考を進めて考えることを（大変おこがましいですが、、、）

行っていこうと思います。 

 

私は多分、人よりもペースが遅く、スモールステップ、ベイビーステップで地道な

取り組みが続くことになると思いますが、愚直に取り組んで参りますので、これか

らも私の思考回路のバグ出しにお付き合い頂けますと幸いです。 

 

今後ともご指導、よろしくお願い致します。 

（大手電器メーカー Ｍ．Ｔ 様） 
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副業で 

1 月：利益 90 万円 

2 月：利益 180 万円 

上げることができました。 

これは売上じゃなく、利益です。 

鮒谷さん、昨日は壮絶個別コンサルありがとうございました。 

昨年の 10 月からあっという間の全 5 回でした。 

 

この 5 回で個人としての営業力を思う存分学ばせていただきました。 

それもそのはずです。 

鮒谷さんの起業 15 年の試行錯誤ノウハウを惜しげなく伝授頂いているので

当然です。 

 

初めは鮒谷さんのおっしゃることが別世界でちんぷんかんぷんでしたが鮒谷さん

のおっしゃることを理解し始めたのが昨年の 12 月くらいから。 

 

結果、副業で 

1 月：利益 90 万円 

2 月：利益 180 万円 

上げることができました。 

これは売上じゃなく、利益です。 

 

しかも、私は本業でサラリーマンをしており、そちらの年収が 1 千万弱あります

ので、今年はさらにいっそう自己投資と事業投資に精を出したいと思います。 

 

鮒谷さん、これからもよろしくお願いいたします。 

 

追伸：できれば素敵な彼氏を紹介してください・笑 

（Ｙ．Ｙ 様） 
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生活が徐々に加速していたように思えます。 

今回が 2 度目の個別コンサルとなります。 

前回は、1 日 1 決断、ということで思いついたことを少なくともひとつづつはこ

なしていくようにしました。 

それにより、生活が徐々に加速していたように思えます。 

 

今回教えていただいたこととして 

・とにかく、予定を入れまくるべき。予定を入れることによって、生活がさらに加

速していく。最初は辛いけど、どこかで一点を超えるとその後は加速していく。忙

しくしていると、その分、創意工夫が生まれ生産性が高まる。予定を入れていくと、

アポの高まる。 

・逆になにもしないと、その時間はなにも生み出さないため、なにがしかのことは

したほうがいい。 

・人との出会いにより、新しい世界が広がり、また、どこかに引っ張り上げてもら

える。また、人に会うことにより、切実なる自分の願望に気付くことがある。 

・過去嫌なことがあった場合、それが書きにくい場合であっても、書いていくとそ

のうち書けるようになってくる。それにより、状況解釈力が高まり、未来にいいイ

メージを持つことができる。 

・もし、時間が空いた場合には、博物館、美術館といったところでも時間を使うこ

とができる。これは意外と面白い。ただ、できれば、人といった方がいい。 

 

この次もよろしくお願いします。 

（Ｋ．Ｆ 様） 
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目から鱗が落ちるどころか、目玉ごとこぼれ落ちそうです。 

今回もありがとうございました。 

 

率直におほめくださったことがうれしかったです。 

自分なりに行動してみたものの、その行動が意味するところはまだわかっておら

ず、とにかく毎日が楽しくなったからまあいいか、としか思っていませんでした。 

Facebook の書き込みについても言及くださり、生徒のレベルに応じた細や

かなお心遣いがありがたかったです。 

 

また、今回も勤務中のミスについてお聞きくださいました。 

今回のミスは、改善しないと人間としてだめなのではないか、でも何度も同じミス

を繰り返すということは、これもやはり改善ではなくイノベーションなのだろう

か・・・と悩んでいましたが、「周りの人はそんなに気にしてない」、つまりそもそ

もそれはミスなのか？と鮮やかながらも前回とは異なる視点で斬ってください

ました。 

目から鱗が落ちるどころか、目玉ごとこぼれ落ちそうです。 

 

次回のコンサルを大阪にしてくださったので、33 期持ち回りセミナーでのデビュ

ーの予定が白紙に戻りましたが、今回もきっと「もっと自分で渦を巻けるように考

え直しなさい」というメッセージなのだと受け取って、結果をご報告できるように

行動します。 

（伊藤海織 様） 
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本当に嬉しくありがたいお言葉を頂くことができました。 

鮒谷様 

お世話になります。先日はありがとうございました。 

お目にかかった後しばらくテンションが高いままでその熱を下げるのに少し

時間がかかりました。 

 

相変わらずの暗中模索の日々が続いていますが、鮒谷さんにお目にかかって 

「滑走路のど真ん中を走っている」 

「王道を行っている」 

「機体が飛び立つまさに直前の感じ」 

「さなぎは孵化するしかない」等々、 

本当に嬉しくありがたいお言葉を頂くことができました。 

 

何となく自分の中の意識が変わった気が致します。 

スイッチが入るというのはこういう状態をいうのでしょうか？ 

本当にありがとうございました。 

 

この先自分に何ができるのかまだ全くわからない状態ではありますが、引き続き

現在行っていることを継続して行い、さらに 

○1 日に会う人の数を現状よりさらにひとり増やす。 

○記入を続けているノートへの書き込みや発する言葉は、ポジティブな言葉のみ

を意識して使う。 

○元気な自分を演じる。 

ことを意識して行動したいと思います。 

 

読書に関しても、手当たり次第新しいモノに手を出すより、今読んでいる本を何度

も熟読し意識に刷り込む方が良いとのことなのでそうするようにします。 

また自分に「ダメージを与えてくれる人」とも会うようにしたいと思っています。 

 

ありがとうございました。 

引き続き宜しくお願い致します。 

（Ａ．Ｋ 様） 
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具体的な道筋が見えてきて、今まで以上にわくわくして参りました。 

先日は長野での個別コンサル、ありがとうございました！ 

いつものことながら、大変有意義な時間となりました。 

 

最後は頭の中で色々なことを考えており、鮒谷さんを改札まで見送ることを忘れ

てしまっていました。笑 

慣れない地にも関わらず、改札までお見送りできずで申し訳ございませんでした！ 

これでは、まだまだ圧巻セールスへの道のりは遠いですね・・・苦笑 

 

このたびの個別コンサルティングでは、圧巻セールスになるための具体的な道

筋を示していただけたと思っております。 

詳細版、長文版プロフィールの執筆、お客様の声の収集、メニューの作成など、具

体的な道筋が見えてきて、今まで以上にわくわくして参りました。 

 

「どうすれば売らずに売れるようになるのだろう？」という段階から、「こういう

手順を踏めば、売らずに売れるようになるんだ！」ということが頭の中に

徐々に出来上がりつつあります。 

あとはその状態を実際の世界で体現するためにも、鮒谷さんに課せられた課題を

一つ一つすすめていこうと思います。 

 

独立起業すると、今までのように大企業の看板にすがってやっていく訳には行き

ませんので、独立までにより自分のことをうまく他人に伝えられるようなツール

を作り込んで行きます。 

 

このたびはありがとうございました！ 

また次回も宜しくお願いいたします！ 

（Ｙ．Ｉ 様） 
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いつもに勝るパワーで正面からご対応いただき、圧倒されると同時に本当に感謝

しております。 

鮒谷さま 

 

この度は夜遅くからのコンサルを実施いただきありがとうございました。 

朝からずっとコンサルされておられているので、21:30 にお会いする時には少し

お疲れなのではないだろうかと勝手に心配しておりましたが、いつもに勝るパワ

ーで正面からご対応いただき、圧倒されると同時に本当に感謝しております。 

 

コンサルでは、以前と同じ事例と言葉を打ち込んでもらうことが多々あるのです

が受け手としての私の方もその受け取る素地が初回の時と比べて変わってきてお

りますので、都度、深めに打ち込まれてくるのを感じます。 

その部分がある一定のところまでくれば、つまり身体知化すればその部分に関し

ては打ち込まれなくなるのかなと理解しています。 

まだまだまだまだ、と思いを新たにしました。 

 

環境を構築して出来るようにしなくてはいけない、仮想の敵を作れ、意識を飛ば

せ、エネルギー量を上げろ、地図を見つけろ、など今回あらためていただいた言葉

を、反復と刷り込みで早く自分のものにしていくよう心がけます。 

今後とも引き続きよろしくお願いいたします。 

（Ｍ．Ｔ 様） 
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恐怖感や不安感が充満していた私ですがだいぶ軽く、楽になりました。 

前回のコンサルティングからの、この１ヶ月間の課題として 

・絶対的に活動が少ないので予定を埋め尽くすこと 

・もっと外の人と会う必要がある 

でした。 

 

なぜ、なんでそうなのかは 

 

ビジネスの世界で上位 10% に入るのは簡単（とは言え人の 10 倍はやる必要が

ある） 

しかし、上位 0.1% に入るのは難しい 

上にぶち抜くためには、予定を全部埋める必要がある 

ネットワークや資源、見てきたビジネスモデルが少ないので、多くの人と会って

様々な知識を得ることが大事 

しかし、誰でも良いのではなくスピード感を持っている人と会うことが重要 

そして、スピード感を持っている人が周りにいることにより焦る感情を持ち、差を

つけられないようにする、追いつこうとすることが大事 

 

と説明して頂きました。 

 

良くも悪くもマイペースな私としては・・・現状況下では悪い方に出ていますが、

スピード感を持って動き続けていけるようにギアを入れ変え、このスピード感が

普通の状態にもっていきたいです。 

 

また、ビジネスモデルに関しては構築するためのパーツが少ないので、本から人か

ら、もっと情報を仕入てパーツを集めること 

ビジネスモデルは、1000 作って 1 つくらいいけるかなというものがある、と

いうレベルとのことなので、様々な情報を仕入ていくようにします。 

 

しかし、本を読むスピードが遅い私としては本から一定量の情報を仕入るには一

体どれくらいの時間がかかるのだろうかとちょっと不安になったりもしますが

（汗） 

 

今後私が、どのような意識と行動が必要か出して頂いた課題は 

・基準を上げること 

・この基準を保ったまま最初の一歩を踏み出すこと 

 

前に進もうとすると、恐怖や不安な感情でてくるが、ギリギリ負担がかかるくらい
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のことを試しにやってみる。 

上手くいったら実績にし、上手くいかなかったらなかったことにする。 

周りは誰も気にしていないので、周りの目を気にする必要はない 

 

とにかく先ずは、小さな３連勝をすること 

そして、小さな３連勝を積み重ねていくことが大事 

当たり前だが、スモールステップがないとセカンドステップはない 

 

と話して頂き、恐怖感や不安感が充満していた私ですがだいぶ軽く、楽になりま

した。 

 

基準を上げ保ちつつ、小さな３連勝を目指していきます。 

（Ｈ．Ｋ 様） 
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鮒谷さんという存在に出会い、私の人生は大きく舵を切ったように思います。 

鮒谷さま 

 

2 回目コンサルティングもありがとうございました。 

 

第一回コンサルはちょうど１か月前でした。 

たくさんの宿題を頂き、それに追われる形で、光陰矢のごとし、あっという間に１

か月が経っていました。 

 

「自分が気付いていないところで、こんなにもたくさんやれることがあったの

か・・・」 

それ自体が新鮮で、ただただ日々それをやりまくる、という１か月。 

今までにはないペースで、今までやったことがないことを挑戦しているのは、まる

で森の中を全力で走っているかのようでした。 

 

１回コンサルを受けて、行動しているからといって、自分がどれだけ成長したの

か、または成長しているのか、自分では見ることができません。 

だから、「この調子でいいのか、間違ってはいないのか」そんな不安も時折頭をか

すめながら、２回目のコンサルを迎えました。 

 

でも、鮒谷さんが、そんな不安を見透かすかのように、自分の行動結果を一つの

上のステージから見て、「大丈夫。きっと近いうちに、予感が実感になると思い

ますよ」といって頂けたこと。 

 

それが速く走りすぎて、ガス欠になりかけた私にとっての、「ハイオクの給油所（満

タン）」のごとく、それが自分の走るエネルギーにもなってくれている、そのよう

に感じました。 

 

鮒谷さんご自身のお話、そして周りの方の話をきくと、"上の上"どころか、"超絶

上の超絶上"の人ばかり登場するので、自分の概念を打ち砕かれます。 

調子に乗りそうだった自分を、まだまだちっぽけだ・・・、と戒めてくれます。 

そうでない自分に、悔しくなります。 

 

今は未熟でも、そんな"超絶"な人の仲間に、いつかきっと、自分も加わりたい。 

そして、頑張れば、もしかしたら１０年後、２０年後くらいにいけるかもしれない。 

 

そんな期待・予感を感じさせて頂けること、そしてそのためのステップを駆け

上がっているという感覚を持たせてもらえること、それが個別コンサルの良さ
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なのかもな・・・ 

そんな風に思いました。 

 

鮒谷さんという存在に出会い、私の人生は大きく舵を切ったように思います。 

まだまだ未熟極まりないですが、ぜひ今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

 

精一杯、がんばります！ 

 

ありがとうございました。 

（Ｙ．Ｋ 様） 
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「オイオイ、満足してんじゃねーよ。テメェ、まだまだ始まってもねーよ。」的

な感じで（笑）、叱っていただいたような気がします。 

正直、自分、この一ヶ月、行動し続けて、満足してました。 

今こそ、更に行動して、加速しなければいけないのに、日常に引っ張られて、減速

しようとしてました...。 

 

そんな自分を、「オイオイ、満足してんじゃねーよ。テメェ、まだまだ始まっ

てもねーよ。」的な感じで（笑）、叱っていただいたような気がします。 

※注 決してこんな口調ではありません！！ 

 

このタイミングで、コンサルを受けて、本当に良かったと思います。 

はい次！、はい次！っと言った感じで更に加速して、走りながら考える事を当たり

前にしていきます。 

そして、昨日は、アドバイス頂いた通り、すぐ寝ました（笑） 

 

取り急ぎ、簡単なご感想まで。 

 

今後とも、よろしくお願いします！ 

（Ｄ．Ｏ 様） 
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自分を取り巻く環境が激変していることからも、自分自身が大きく変容したこと

を示していると少しずつ実感がわいてきているところです。 

鮒谷 様 

 

お世話になります。 

全 5 回のコンサル、本当にありがとうございました。 

 

コンサルを初めて受けさせてもらった昨年 10 月と現在の自分を取り巻く環境

が激変していることからも、自分自身が大きく変容したことを示していると少し

ずつ実感がわいてきているところです。 

 

以前の自分は、いったいどんな仕事をしてきたのか、と思えるほど、現在取り

組んでいることが様変わりし、自分でも正直驚いています。 

 

ただひとつ、悔しくて、情けなくて仕方ないのが、売上の成果をあげられなかった

ことです。 

 

しかし、早速、号外→通常メルマガの連携で、感情に訴える、夢を見てもらえるよ

うに原稿を書いて、配信準備を終えたところです。 

 

これからは、「売っていく」仕事に集中していきたいと思います。 

お客さんと自分との間にある空気感をより一層暖めて、その中で、気づかれないよ

うに、「売っている」を感じさせないように、綿密に、焦らず、コミュニケーショ

ンを仕掛けていきます。 

 

「あーまたがんばって売ってるね」とポジティブに思っていただけるよう、商人の

イメージを持っていただけるよう、仕込んでいきます。 

 

そして PDCA サイクルを高速で回して営業力を鍛えていきます。 

油断して失速しないように、加速して浮上していけるように、引き続き全力で行動

し続けたいと思います。 

 

本当にありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いいたします！ 

（Ｄ．Ｋ 様） 
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僕の経験、知識がバラバラに散らばっていたものを、鮒谷さんという触媒によっ

て「商品」へと化学変化させてもらいました。 

鮒谷様 

 

こんにちわ！ 

先日はありがとうございました。 

 

今回は 2 点、鮒谷さんとお話しすることにより気づかせてもらいました。 

 

①OS はもう十分に「書き換わった」という「赦し」をもらった（笑） 

冒頭の雑談風な時間で、私が動いた事や感情の動き等をお伝えしたところ、 

「もう十分書き換わりましたね。後は行動だけですよ！」 

 

②副業のセミナーに関するアイデア 

大阪、東京と 2 回自分でセミナーを開催したものの、その後が続かないでいまし

た。 

しかし、ふとした事から嫁との出会いの話や、私の恋愛の話になったところ、 

「それですよ！」 

「絶対聞きたい人いますよ！」 

ニーズがある事は分かっていましたが、それを提供するかどうかは迷っていまし

た。 

自分のプライベートをかなり開示しないといけないですし。 

 

しかし、鮒谷さんとのお話の中で、アイデアが形となりました。 

自問自答では決して出ない答えを、鮒谷さんとの会話から、「実は既にあった」

事を気付かせてもらいました。 

言い換えると、僕の経験、知識がバラバラに散らばっていたものを、鮒谷さんとい

う触媒によって「商品」へと化学変化させてもらいました。 

 

今回も、期待以上の価値をもらいました。 

私も、来て下さったお客様に、期待以上の価値を与えられる様に、しっかりとコン

テンツを作ります。 

 

今回も、本当にありがとうございました！ 

（Ｔ．Ｆ 様） 
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家族とのコミュニケーションから、事業の立ち上げ、マインドセットの改善に至

るまで、さまざまなお話をお伺いでき、今後の方向性が見えてまいりました。 

今回も個別コンサルティングありがとうございました！ 

家族とのコミュニケーションから、事業の立ち上げ、マインドセットの改善

に至るまで、さまざまなお話をお伺いでき、今後の方向性が見えてまいりまし

た。 

感想を書くために受講時のメモを読み返して、頂いたアドバイスの積み残しが多々

あることに気づき、ただいま、非常に焦っております(笑)。 

 

また、フォローアップにて、自分がコミュニケーション能力が高い、というご指摘

を頂けるとは思ってもみませんでした。職場ではコミュニケーションに苦労する

ことが多かったので、意外でした。個人的な解釈として、人間の長所は「所を得る」

ことで発露するのでは、と思った次第です。(今の職場を全否定している訳ではあ

りませんが(笑))今回アドバイスを頂いたように、あらゆることをマネタイズに繋

げる、その観点から動いてまいりたいと思います。 

 

情報の各段階に応じてそれぞれニーズがあることも、行動の中で少しづつ見えて

まいりましたので、私がこれまでに実施してきた様々なことを元に、試行錯誤をし

つつも、価値を提供できるようにしてゆきたいと思います。 

 

また、これは個別コンサルティングとは全く別の気づきですが、日常の引力、或い

は、下りエスカレーターというものは、「過去の記憶」とそれに伴う「行動パター

ン」ではないかと思い至りました。 

ルーチン化された日常を送っていると、記憶に新規性がなく、過去の記憶が鮮明に

残ったままなので、過去の行動パターンがそのまま踏襲されやすくなり、同じこと

を繰り返す日々を送りがちなのではと思います。そういったことを防止するため

に、日々、社外の人と会う、これまでにやったことのないことを実施する、といっ

た行動で日々の記憶に新規性をもたらすことで過去の記憶を不鮮明化させ、記憶

の奥底に押しやる、或いは忘却させることで、新規行動パターンの記憶を脳にイン

プットさせ、行動パターンを変容させる。これが、「成層圏への脱出」、「下りエス

カレーターからの脱出」、或いは、自らに「ひび」を入れて割る、といったことな

のではないかと思った次第です。まだ、感覚レベルでの理解なので、拙い言語化を

お許し下さい。次回もよろしくお願い致します！ 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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先生から与えられたミッションは、少しだけプレッシャーですが、素直に耳に入

ってきました。 

年齢を重ねると、第三者から諭される機会が少なくなってまいります。 

他者からのアドバイスも、自分に都合よく解釈されて、耳に入ってくるため、全く

身にならないのが、今までの状況でした。 

先生から与えられたミッションは、少しだけプレッシャーですが、素直に耳に入

ってきました。 

これも自らが選んだこと、楽しんで乗り切っていこうと思っております。 

 

FB で発信することも大変勇気がいりましたが、以下の通り。 

------------------------------------------------------------- 

【変えること】 

自己啓発を怠っていた日々を省み、昨年末、あるセミナーに参加しました。 

そのご縁から継続して、本日より、先生の私に対する「個別コンサル」が始まった。 

予想はしていたが、加齢による「凝り固まった思考回路」を、崩すのが大変、大変。 

何よりも、仕事上、常に「人に伝えていること」を、逆に今日は『言われる立場』

になってしまった情けなさ。 

テーマは、これからの 10 年のキャリアをどうやって重ねるか。 

 

「オレのせいにしていいから・・・とにかく思っていることを外へ出せ。言語化し

ろ」という助言通り。 

本日より、徒然なるままの「言の葉」を始めます。 

 

自己分析すると、私は承認欲求が強い割に（伝えたいことが多い割に）、発信をす

ることに躊躇があり、その期待値の差が、今の心理状態を引き起こしているのか

と。 

まあ、先生の OK がでるまで、今までの習慣を【変える】試みが続くかもしれませ

ん。 

 

【変える】には、勇気がいりますね。どうか、しばらく、ご容赦くださいませ。 

-------------------------------------------------------------- 

こんな感じ。私にしては、よく頑張った発信です（笑）。かなり低いレベルですが。。。。  

（社会保険労務士・研修講師 加藤京子 様） 
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Ｔさんのご紹介もありがとうございました。 

（互両者の即決には驚きました＾＾） 

長内さま 

 

先日はどうもありがとうございました。 

また鮒谷さんからの伝言についてご連絡ありがとうございました。 

こちらこそ、貴重なお時間をどうもありがとうございました。 

また、Ｔさんのご紹介もありがとうございました。 

（互両者の即決には驚きました＾＾） 

 

仰られるとおり予想外の着地点ではありましたが、それが私の現状レベルである

と再認識しております。 

 

「この日を覚えていたほうがいいですよ。２０１５．３．１９ あとから振り返っ

てみて、この日は記念すべき日になると思いますので」 

の旨のお言葉通りになれるよう、自分を信じ、まずは、Ｔさんのご協力をいただき

ながら、第一のステップに取り組みたいと思います。 

 

なお、今回、家族と東京に来ているため、まとまった時間がとれずにおりますが、

落ち着きましたら感想をご返信させていただきます。 

 

また、コンサル中に鮒谷さんからコンサルの手段についてご確認（対面/スカイプ）

がありましたが、今後のコンサルは基本スカイプでお願いいたします。 

※とはいいましても、お恥ずかしながらスカイプを一度も使用したことがないた

め、事前確認しておきます。もし、使用できない場合、またご相談させてください。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（上野大介 様） 
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24 歳の何者でもなかった僕にとって、このタイミングで鮒谷さんの個別コンサ

ルを受けられたのは非常に幸運なことでした。 

鮒谷さん、先日も素晴らしい時間をありがとうございました！ 

昨年の 5 月 9 日に鮒谷さんの個別コンサルを受け始めてから、今回で 12 回目

となりました。だいたい月に一回のペースでコンサルをしていただていたので、約

一年間。 

このあいだの変化の全体を、今回の感想としてお送りいたします。（かなり長文に

なってしまいました汗） 

 

5 月 9 日に初めて鮒谷さんのコンサルを受ける前の僕は、まったく何者でもあり

ませんでした。 

以前にメールマガジンの中で、「24 歳ニート」として取り上げられてしまったく

らいです(笑)。 

しかし、だからこそ何者にでもなることができる、という鮒谷さんの導きに従

い、人生の変容を進めてきた一年間であったと感じます。 

 

とはいえ、今現在でも「何者か」になったわけではありません。 

肩書きもありませんし、経験も実績もまったく無きに等しいからです。 

ただし、進む方向はこれでよいと感じています。 

僕は最初から何者かになりたかったわけではなく、「鮒谷周史の肩書きは鮒谷周史」

「鮒谷周史の仕事は鮒谷周史」という、鮒谷さんの「常態」に憧れてコンサルを受

け始めたからです。 

 

そのような可変性・兼・恒常性を獲得するべく、ブログを開設しセミナーを開

催し、コンサルティングを開発しメルマガを発行し、チームを組んでビジネ

スを始め・・・と、「鮒谷さん常態」に少しでも近づけるような行動を、少しでも

多く起こそうとしてきた一年間でした。 

コンサルを受けなければこれらの行動を起こしてもいなかったので、それだ

けでも十二分どころか百二十分以上に元を取れていると感じます。 

また、鮒谷さん繋がりでご縁をいただいた方々はどなたも「スゴいい人」ばかり

で、24 歳かそこらの僕にとっては本当に楽しく有り難いお付き合いを継続し

ていただいています。 

 

※ここから先は感想として書くべきかわかりませんが（書きますが笑）、鮒谷さん

繋がりのコミュニティは、「ビジネスパートナーを探す場」として最適である

と感じています。 

先述の通り、スゴいい人ばかりが、各業界から雲霞のごとく集まっているか

らです。 
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僕自身、囲碁や文筆などのビジネスで「スゴいい人」に御協力をお願いして、外の

世界に打って出ようとしているところです。 

行動は徐々に実を結びつつあります。※ 

 

僕にとって鮒谷さんの個別コンサルの値段は安くありませんが、波及効果には凄

まじいものがあると感じています。 

その効果の根本を、今回は次の二つと分析してみました。 

一つ目は「憧れの再設定」、二つ目は「知見の獲得」です。 

 

鮒谷さんは「平成進化論」というメールマガジンから連なる芸術的なビジネスモ

デルを構築されていますが、僕が三日間セミナー（15 期）に出たり個別コンサル

を受け始めたりしたのも、そのようなビジネスモデルを土台に人生を謳歌されて

いる鮒谷さんのお姿に「憧れた」からです。 

 

その鮒谷さんと直接お会いする機会は、月に一度のたった一時間半ながら、明ら

かに僕の原動力となっており、むしろ「二週間に一回」でないのが悔しいくら

いです。 

月に一度の「憧れの再設定」によって、行動力という器にたっぷりと水を注い

でいただいています。 

 

もちろん鮒谷さんのビジネスモデルの土台には、膨大な勉強量・行動量・知識量

があります。 

そのおすそ分けをしていただくことも個別コンサルの目的で、これが「知見の獲

得」です。 

 

これまでに起こしてきた行動のいずれにしろ、鮒谷さんの知見や影響がなければ

（自分一人では）、なかなか起こせるようなものではありません。 

「少しのことにも、先達はあらまほしきことなり」の言葉のごとく、24 歳の

何者でもなかった僕にとって、このタイミングで鮒谷さんの個別コンサルを受け

られたのは非常に幸運なことでした。 

 

全体をまとめれば、僕にとって鮒谷さんは人生全般の「師匠」であり、個別コン

サルは月に一度の「掛かり稽古」、というイメージです。 

12 回目となった今回のコンサルでは、初めて「事前資料なし」で稽古を付けてい

ただきました。 

いきなり師匠に防具なしで挑みかかったようなものでしたが(汗)、動きは最初のこ

ろと比べれば格段に良くなっていたようで、僭越ながらお褒めの言葉をいただ

くことができました。 

しかし、まだ下半身の鍛錬が圧倒的に不足しているので(汗)、さらに重心を低く、



 - 348 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

かつ華麗なフットワークを身に付けるべく、引き続き精進を重ねてまいります。 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、今回も本当にありがとうございました！ 

次回以降も、どうぞよろしくお願いいたします！ 

（Ｒ．Ｗ 様） 
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ついに、セミナーの告知をしてしまいました。 

鮒谷さん 

 

先日は個別コンサル 3 回目ありがとうございます。 

ついに、セミナーの告知をしてしまいました。。。 

まさにルビコンを渡ってしまい、若干、胃が痛いのですが、目標に向けて頑張りた

いと思います。 

 

また、今回学んだこととして 

・土曜日、日曜日の午前中にアポを入れて、そこで力尽きないようにする。 

・手を広げ過ぎず、ある程度折りたためるように留意する。 

・セミナーを開催する時はテクニックだけではなくパラダイムも同時に渡すよう

にする。見方、認識を書き換えることができれば更に満足感は高まる。 

・失敗することは怖くない。失敗は自分自身が気になるだけで人はあまり気にしな

い。数撃つことにより、時に大輪の花を咲かせることがある。歩留まりの悪さを気

にしてはならない。 

・時間単位生産性を高くすることが大切。これは、仕事だけではなく人間関係全般

にあてはまる。かける時間ではなく密度のほうが大切。なるべくイベント化するよ

うにする。 

・既得権益を守るようにする。最初に既得権益を築くことが大切。 

・ブログはどう自分を見せたいか意識するようにする。バックナンバーのリンクを

人に贈るのも効果的。 

 

よろしくお願います。 

（Ｋ．Ｆ 様） 
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毎回鮒谷さんが授けてくださる例え話の豊富さに、自分の言語能力も高まるよう

な気がして、これらも個別コンサルを受ける際の付加価値だと感じております。 

鮒谷様 

 

今回もありがとうございました。 

もうかれこれ継続して長くなってきましたが、最初の頃に教わったことも含め、

ここに来て少しづつ形にできるようになってきているように思います。 

 

何より毎回鮒谷さんが授けてくださる例え話の豊富さに、自分の言語能力も高

まるような気がして、これらも個別コンサルを受ける際の付加価値だと感じてお

ります。 

 

私の場合は仕事柄、同じように、抽象的なルールと具体例を行ったり来たりしなが

ら相手に理解や気づきを促すということが必須なのですが、個別コンサルの後は

すぐに授業で使える話が増えるため、感謝しながら使わせて（パクらせて）いた

だいております笑。 

特に今回は大量の水漏れと少量の水漏れの話が印象に残りました。 

 

その他にもメモを見返すと、 

・サービスの提供者としての視点/顧客の視点 

・一貫性を早くから意識する 

・商売=世界観×世界観→インパクト 

・リッツカールトンの競合はホテルではない 

・圧倒的に良いものを提供するという意識を持つ 

・◯◯◯には◯◯◯させるというくらいの覚悟を持つ 

といったあたりが浮かび上がります。 

 

他にもたくさんありますが、こうして振り返ってみると、改めて、行為の前に考え

方や意識の持ち方の大切さを説いてくださっているのがよくわかります。 

 

もちろん具体的な to do にも落とし込んでいただきましたので、次回までに課題

をクリアしてお会いできることを楽しみにしております。 

（Ｄ．Ｓ 様） 
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自分自身の中で、何かを考えたり、何かを行動しようとしたり何かを実行したり

といったことに、今までよりもスムーズに無駄に時間をかけないという違いが現

れてきました。 

鮒谷様 

 

昨日は、どうも有り難うございました。 

 

２ヶ月ちょっと前に、初めてコンサルティングを受けたときに、自分は何を考えて

いて何をしたいのかを伝えました。 

 

しかし、不安と怖さとためらいとで、行動すること、実行することがで来るだろう

か・・・ 

という気持ちが強く、押し潰されそうで、口だけになりそうな気も感じていまし

た。 

 

鮒谷さんから、 

多くの人に会い、スピード感を持った人と接すること 

予定を埋め尽くすこと 

毎日一決断はすること 

考える前にまず行動すること 

など、課題を頂きましたが、１／３ほどしか実行できていません。 

 

しかし、たまたま運良く？ 数少ない出会いの中から、スピード感を持った人に出

会うことができ、さらには、グイグイ引っ張ってもらえたことで自分の中にも変化

の兆しが見え始めました。 

 

当初、モチベーションが高い人、自分を変えようと行動している人、スピード感の

ある人など、このような人達と接することには自分自身の劣等感からか苦痛であ

り、積極的に行動することを避けようという感情もありました。 

 

しかし、自分の中に変化を感じてからは、自分よりもモチベーションの高い人、

行動してる人、スピード感のある人と接することが楽しく、居心地も良く感じ始

め、もっと多くの方々と接したいという気持ちが湧き始めています。 

 

これにともない、自分自身の中で、何かを考えたり、何かを行動しようとし

たり何かを実行したりといったことに、今までよりもスムーズに無駄に時間

をかけないという違いが現れてきました。 
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鮒谷さんが仰られていたスピード感を持った人と接すること、周りにいることの

重要性を実感いたしました。 

 

今回で一先ず、コンサルティングは最後になりますが、また、近いうちに背中を

押して頂きたいと思います。 

そのときには、ずいぶんと変わったと感じて貰えるように、実行していきます。 

 

本当に、どうも有り難うございました。 

これからも、宜しくお願い致します！ 

（Ｈ．Ｋ 様） 
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4 か月ぶりのコンサルでしたが、現時点でのやるべきこと・考えるべきことが見

え、有意義な時間でございました。 

鮒谷様 

 

この度は早朝コンサルありがとうございました！ 

 

お会いした当初の状況から比べると、打席に立ち、ヒットでランナー一塁とい

った今の状況に至るとは考えておりませんでした。 

引き続き塁を進め、得点を上げられるように邁進していきたいと思います。 

 

今回のコンサルでは、進塁するために私自身がすべきだと考えていることについ

て、世界観や人脈の広げ方に関して伺うことが出来ました。 

 

また、ここ数か月間常に「行動する」ことを意識してきたことで、脳の使い方・発

想をこれまでと変え続けていくことの大切さに気付いたのですが、それをお話し

した際に、"それを具体的に言うと「言語」をいかに活用していくかということで

す"と伺った部分は特に大きな学びになりました。 

それは職場での状況においてもその言語を意識することで、目の前の状況に焦ら

ず、一歩引いてこの状況をどう捉えるか、を考えるような発想の転換をしたいと思

います。 

そのためにもひとつでも多くの有効な言語を「輸入」し、進塁打～ホームランを打

てるフェイズ向かいたいと思います。 

 

4 か月ぶりのコンサルでしたが、現時点でのやるべきこと・考えるべきことが

見え、有意義な時間でございました。 

（Ｉ．Ｋ 様） 
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次の段階に進むための具体的な数値やビジネスモデルまで提示して頂き、動きや

すい、いや、動かざるを得ない状況まで、ソフトに追い込んで頂いた感がありま

す(笑)。 

鮒谷さん 

 

本日もお時間を頂き、どうも有難うございました！ 

 

最近停滞気味、相場でいうと持合い相場(笑)のように、上昇エネルギーと下降エネ

ルギーの拮抗状態であった自分に気合いを入れて頂きました。 

 

また、α、β、γ、δの各フェイズのお話が非常に自分の状況にフィットする感

覚を受けました。 

個人的にはγフェイズの中のスモールβフェイズといった状況だと認識し、行動

が必要だと改めて痛感いたしました。 

 

お話の中で、次の段階に進むための具体的な数値やビジネスモデルまで提示

して頂き、動きやすい、いや、動かざるを得ない状況まで、ソフトに追い込

んで頂いた感があります(笑)。 

 

お客様の買っているものは自分が売っていると思っているものと異なる、という

お話も、ドラッカーの書籍にて読んでいましたが、今回肉声でお伺いし、自分の

コンテンツにやっと落とし込めた感覚があります。 

 

そして、終了後すぐに人をご紹介頂き、さらには簡単な打ち合わせの場も設け

て頂いたので、現在、色々と頭が回転しております。 

 

おかげさまで、持合い相場から抵抗帯をブレークアウトし、久々に上昇トレン

ドを作りだせそうな予感がしてまいりました。 

持合い相場は長ければ長いほど、ブレークしたときのエネルギーが大きくなると

いいます。 

私もこの停滞をバネに飛躍を遂げたいと思いますので、今後ともどうぞよろしく

お願い致します！ 

（投資家 Ｄ．Ｒ 様） 

 

  



 - 355 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

2 回目コンサル時に産声をあげたコンテンツが 3 回目の今回、形になり創造する

ことの楽しさでワクワクしております。 

鮒谷様 

 

先日は、第 3 回目個別コンサルをありがとうございました。 

 

3 回目の今回は新たな発見・気付きが多い回でした。 

これは、1 回目、2 回目があったからこその流れだと確信しております。 

単品の個別コンサルだったらここまで点と点が線にならなかったでしょう。 

 

個別コンサルを受けるか悩んでいる方へ 5 回セットを声を大にしてお勧めし

ます！ 

 

[今回の発見・気付き] 

～鮒谷さんから見ていただいた私の強み～ 

・まじめ 

・素直 

・いい意味で愚直 

・考察力の深さ 

・コミュニケーション能力の高さ 

・言語化能力の高さ 

・あまり恐怖心を感じないところ(笑) 

 

言語化能力の高さについては自分が全く思っていなかったのでビックリし

たのと同時に嬉しかったです。 

セミナーコンテンツもめちゃくちゃ良いと褒めてくださり大きな自信にな

りました。 

2 回目コンサル時に産声をあげたコンテンツが 3 回目の今回、形になり創

造することの楽しさでワクワクしております。 

 

鮒谷さんからのお言葉をお借りするなら「あとはやるだけ」、2015 年 4 月 29 日 

新しい世界への第一歩を踏み出します 

 

鮒谷さんのメルマガ・音声・CD を毎日聞き、ずーっと夢みていた世界 

掴みたくて掴みたくてしかたのなかった世界 

掴みにいけなかった世界 

様々な想いを胸に新しい扉の鍵は開きました。 
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盗んだバイクで走りだしたり、校舎の窓を壊すわけにはいきませんが（尾崎豊 15

の夜/卒業） 

盗んだスキルで走りだしたり（模倣力）、自分の壁はいくらでも壊していけます（Ｎ．

Ｋ/旅立ち） 

 

一歩を踏み出したからにはロケットのように加速するのみです。 

途中燃料切れにならぬよう、これからも私の尻を蹴りづづけてください。時折、

funatani 不足に陥りますので笑) 

次回、お会いした際には必ず良い結果をご報告いたします。 

 

これからも何卒よろしくお願い申し上げます！ 

（Ｎ．Ｋ 様） 
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独立を目指すにあたって、一つの柱だけでは不安を感じていたところでしたの

で、本業を頑張れば、その中で得た学びや気づきが付加価値になるということを

言っていただけたのは、パラダイムの転換でした！ 

先日はありがとうございました。 

今回も大変学び多き個別コンサルティングでした。 

 

「本業の部分で成功して、それをパッケージング化したものを売る。例えばある営

業で成功したら、それを営業コンサルティングとしてパッケージング化して売る。

結果としてそちらの方が利益率が高くなる。とくに営業はニーズがとてもある。」 

 

以上の言葉は、大変深く印象に残りました。 

独立を目指すにあたって、一つの柱だけでは不安を感じていたところでした

ので、本業を頑張れば、その中で得た学びや気づきが付加価値になるという

ことを言っていただけたのは、パラダイムの転換でした！ 

 

プロフィールについても、細かいところまでご指摘いただき、ありがとうご

ざいました。 

「想像以上にいいっすねー」「こういう人にお金を預けたいっすねー」みた

いな言葉を言っていただけたのは、自信になりました。 

 

情報発信についても色々と教えていただき、いよいよメディア作りにも着手し

ていこうと決意いたしました。 

日頃の業務に忙殺されて、立ち上げに手間のかかる情報発信にはなかなか手が回

っていなかったのですが、次回のコンサルまでには必ずホームページとメルマガ

を作成する！と決めましたので、しっかりと準備して参ります。 

 

また次回を楽しみにしております！ 

今後とも宜しくお願いいたします！ 

（Ｙ．Ｉ 様） 
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お目にかかる当日に自分の中から出てきた「ひくつにならない」という言葉が何

か自分の中でひっかかるモノがあり、その言葉を早速お伝えしたところ貴重なご

意見を頂き、さらに否定型は使わないように、というアドバイスも頂きました。 

鮒谷様 

お世話になります。 

今回の個別コンサルもありがとうございました！ 

 

お目にかかる当日に自分の中から出てきた「ひくつにならない」という言葉が何か

自分の中でひっかかるモノがあり、その言葉を早速お伝えしたところ貴重なご

意見を頂き、さらに否定型は使わないように、というアドバイスも頂きまし

た。 

「○○は出来ないけど、できるとしたら・・・」等、言葉の最後は絶対にプラスの

言葉で終わることなど、自分が使う言葉は、さらに意識を強くしてポジティブな言

葉、肯定型の言葉を使うようにしたいと思いました。 

またミッションステートメントに関しても、改めて「自分の言葉」で作ってみます。 

 

引き続き宜しくお願い致します。 

 

PS 

Ｓさんと食事を致しました。 

Ｓさんのメルマガのきっかけが鮒谷さんだったということを伺ってとても

驚くのと同時におふたりのつながりを知ってとても嬉しくなりました。 

 

自分が進んでいる道、方向性は間違ってない！とまで思ってしまいました。 

あとは「自分が，何をやる」のかだけですが・・・。 

 

ありがとうございました！ 

宜しくお願い致します。 

（Ａ．Ｋ 様） 
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これまでの２回のコンサルティングを踏まえ、自分でも上昇気流に乗っ

てきた感覚を覚え始めました。  

これまでの２回のコンサルティングを踏まえ、自分でも上昇気流に乗っ

てきた感覚を覚え始めました。 

 

何かすれば変わるけれども、何をすればよいかわからない・・・ 

そんな中、真夜中の海の灯台のごとく、鮒谷さんの経験値と言葉によって、

自分の目標に対してマイルストーンをひき、行動をし続けることで、少しずつ

変化を感じ始めました。「渦を巻くとはこういうことか！」こんな気持ちよ

さを覚え、「もうコンサルの"もと"はとったな（笑）」と気持ちのいい満足

状態に浸っておりました。 

 

そして迎えた３回目。 

そんな自分を見透かすかのように、自分が居心地のいい環境に浸っているのを見

透かすかのように、「まだまだ、入門編である」「まだ始まってもない、

話にならん！」「まだあなたには見えていない、こんな世界がある」と

愛のあるケツの蹴り方をして頂き、気持ちのいい、桃源郷に安住しそう

になっていた自分を、（もちろん良い意味で）ビンタをしていただきま

した。一つ岩盤を砕いたと思ったら、次の岩盤を砕くためのミッション

を与えられる・・・そうして、また自分は前へ前へと突き動かされていく

のでしょう。 

 

しかし、そのための武器もたくさんいただきました。 

「１週間に１０件ではなく、２０件」 

「既存のシステム、パラダイムをぶっ壊すこと」 

「アポはお客様に埋めてもらい、来てもらう」 

「周辺時間を大事にする」 

「熟柿も叩かねば落ちない」 

「スピードを出すからこそ、安定する」 

ということは、わかりやすく、すぐ実践可能な事だと思いました。 

 

頂いたことは、どんどん実践し、自分を高速で走るのが当たり前の、高速ロード

レーサーのようにバージョン UP していきたいと思います。 

この度もありがとうございました！ 

（Ｙ．Ｋ様） 
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『平成進化論。』を購読して 10 年以上が経ちましたが鮒谷さんの個別

コンサルを受けることでやっと自分の中の参入障壁を打ち壊せた気がし

ます。  

『平成進化論。』を購読して 10 年以上が経ちましたが鮒谷さんの個別コンサル

を受けることでやっと自分の中の参入障壁を打ち壊せた気がします。 

購読当初は、乳飲み子を抱えた専業主婦。ビジネスの世界とは縁遠い位置におり

ましたが、なぜか読み続けていました。今思えば、鮒谷さんの前向きな姿勢に憧

れたから、だったのでしょう。一時期そのポジティブさに疲れてしまい、購読を

止めていた時期もありましたが、また、戻ってきました。 

 

今回、自分でビジネスを始めるにあたり、健全なビジネススタイルを構築するた

め、お知恵を拝借したいと清水の舞台から飛び降りる心境でなけなしの貯金を叩

き、遠路はるばるバンコクから足を運んだのですが、もっとも得たものは、"知識

はあるのにデキていない自分の発見"でした。 

 

『平成進化論。』を読み続けてきたおかげで、ためになる書籍との出会いや、毎

日送られてくる記事からのヒントなど沢山学んできたつもりです。しかし、鮒谷

さんからアイディアを伺った時、「ああ、それ知っているのに取り入れ

てなかった！」という現実に気付かされたのです。"知っていること"と"で

きていること"とでは、まったく違うのですね。もしもコンサルを受けずにビジネ

スをスタートしたならば、「こんなに頑張ってるのに、どうして儲からないんだ

ろう？」という、闇の中で彷徨う子羊のように（汗）心細い日々を過ごし、やが

ては、百戦錬磨のオオカミ達に食い殺されていたかもしれません（大汗） 

 

現在の私にとっては高額となるコンサルフィーを高い買い物にするか、安い買い

物にするか、それは、今後の私次第。正直、いま現時点では、大きすぎる買い物

でしたが、自分を追い込むことで、老獪なオオカミ達に立ち向かう強くて賢い母

羊に変身するしかない立場となりました。これからも『平成進化論。』は引き続

き購読させていただきますが、得た知識をどれだけ活用しているか確認す

るためにも中間テスト＆期末テスト感覚で、個別コンサルを受けたいな、と

考えております。 

 

最後となりましたが、貴重なアドバイスを頂き心より感謝しております。 

また次回、よろしくお願い致します。 

（大城 かずよ 様） 
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行動してゆくのに力が湧いてくる言葉を胸に抱きながら、進んでいきた

いと思います。  

今回、自分のキャリアについて、というか自分では勝手に進退という所まで考え

ていたわけですが、そこら辺の煮詰まった思いを抱きながら、鮒谷さんを始め、

色々な方にお会いしました。 

 

この仕事を起点にしてゆくという事は変わりませんが、鮒谷さんにお会いした後

も複数の方にお会いし（ご紹介頂いた方々は除いて）、新しい考えに触れ、少し

混乱した感じがしました。そういう中で、本当はもっと積極的に新しい方にお会

いし、また鮒谷さんにお話頂いた、自分で渦を巻くという活動をなるべく早めに

すべきと思いながら行動を躊躇していた為、何と感想をお送りして良いやら、考

えあぐねていたという感じです。（まあ、実際は、思考と言える思考は、ご存知

の通りしていないから、迷っているわけですが。。。） 

メルマガも、お会いするまでは、届くのを今か今かと待っているような状態でし

たが、ここ 1 週間くらいは、どんどん溜まっているようなあり様でした。 

（正直申しますと。笑） 

 

しかし、もう一回鮒谷さんの言葉に触れようと、まだ見ていなかったメルマガを

拝見し、その中で、いつも鮒谷さんがおっしゃっている事ですが、「とにかく１

歩踏み出す事」「行動する事で自分をやる気にさせる」という内容を何度も読み

返し、そうだったと、ハッとさせられました。 

 

自分は、今回の日本滞在で複数の人とお会いする機会を作る事で、それまでとは

考え方が変わったではないかと。 

 

実際、今回鮒谷さんにお会いした事で、生の鮒谷さんを感じ、その後メルマ

ガを読んでも、それまでよりも言葉が自分に届くようになりました。 

そして、人にとにかく多く会うという事を奨められ、まず起点となる方をご紹

介頂き、その方から新たな人たちと知り合う事ができました。 

（そしてその方々の今の状態や、考えている事、そして実際にされている事に触

れる事が出来ました）また、その後、違った方面の方々にお会いする事で、少々

混乱した感じはしましたが、でも、また更に新しい考えを身につける事ができま

した。 

 

そして、やはり人に会う事で、無理矢理自分をしゃんとした状態に持ってゆかな

ければならないため、やる気がでなーい、とは当然言えなくなるし、そういう状

態からは離れる事ができます。今の自分にとっては、この「やる気でなーい」と

いう状態から少しでも離れ、今に集中出来る状態を作る事が、キャリア云々より
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も重要であると感じます。そういう状態を恒常化させる事（恒常でなくても、い

つでもそういう状態に持ってゆく対処ができるようにする事）で、初めてその先

の事を考える事に、真に意味が出てくるのだろうと感じています。 

その為にも、まずは、とにかく外に出て人に会うと言う事を改めて始めようと思

います。 

 

今まで、あまり知らない人と時間を過ごす事は無駄と考え、そういう事を極力避

けてきたので、Ｋさんのようにいきなり月２ケタから３ケタの人にお会いすると

言うのは、正直難しいと思います。自分は、良い事を言おうとして、あまり無理

をしてしまうと、結局逃げ出す事が多かったので、まずはベビーステップから初

めて、徐々に人に会う回数とそのレベル（僭越ですが）を上げて行きたいと思い

ます。まずは、週に１回は必ず、人と会食などをしながら話をさせて頂く機会を

作り、そこからご紹介を頂くなどしながら、週２回、３回と回数を増やしてゆき

ます。 

 

そして、自分で渦を巻くという事ですが、４月末までには周りに発信をするとこ

ろまで持っていきます。その際には、鮒谷さんにもご報告をさせて頂ければと思

います。（もちろん、お返事はご無用です。） 

文言は少し異なっているかも知れませんが、鮒谷さんのおっしゃる 

 

・人生を長期的に見る事 

・とにかく１歩目を踏み出す事 

・巧みさよりも、早い決断と行動を優先させる事 

・起こした行動は、必ずどこかに通じているもの 

・行なった事に無意味なものなどない 

（役に立ってるという日が来たりする） 

 

等々、行動してゆくのに力が湧いてくる言葉を胸に抱きながら、進んで

いきたいと思います。 

 

鮒谷さんにお会いできた事、そして親身にアドバイス頂きました事、心より感謝

しております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 

（チーフインストラクター Ｍ．Ｕ 様） 
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現状もがいている状況ではありますが、物事の捉え方や考え方から、

「行動」する事の意味、大切さまで多くの学びへ導いて頂き、次の一歩

への勇気やキッカケを頂けました。  

鮒谷さま 

お世話になっております。T です。 

本日は「個別コンサルティング」を受けさせて頂き、また、ランチをご馳走に

なりお土産まで頂きまして、誠にありがとうございました。 

 

第一回目からお食事をご一緒させて頂き、当初は大変緊張致しましたが、「放

談」をお願いしながらも、私からも多くを、楽しくお話させて頂きました。 

また、現在私が置かれている状況を鑑み、言葉を選びお話下さる(鮒谷さ

まにとっては自然体なのでしょうが‥)お姿に、心を解放するとでも言いましょう

か信頼感と安心感で満たされておりました。またお会い出来たこと、機会を

頂けましたことに感謝しております。 

 

現状もがいている状況ではありますが、物事の捉え方や考え方から、「行動」す

る事の意味、大切さまで多くの学びへ導いて頂き、次の一歩への勇気やキッ

カケを頂けました。 

今、改めて書きとめ言語化しながら、有意義な楽しい時間を思い出しておりま

す。 

心が動くままに、たくさんの方とお会いし刺激を受け、「幽体離脱」を繰り返し

ながら、早く渦を巻けるように‥ 

次回を楽しみに、「動いて」行きたいと思います。 

 

最後に、やはり、気になって気になって‥【2 日間セミナー】申し込んで

しまいました。何とかなるものですね(^^;) 

ありがとうございました！ 

（金融機関勤務 Ｍ．Ｔ 様） 
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鮒谷様のお話をお伺いしていると、「良いと思ったこと」「成功してい

る方のやり方」「こうすればいい」ということを鮒谷様が聞いたり、見

たり、読んだり、感じたりしたら、それを愚直にコツコツかつ、圧倒的

なボリュームをこなしてこられたことが感じられます  

鮒谷 周史 様 

この度はコンサルティング頂きありがとうございました。 

鮒谷様のお話をお伺いしていると、「良いと思ったこと」「成功している方

のやり方」「こうすればいい」ということを鮒谷様が聞いたり、見た

り、読んだり、感じたりしたら、それを愚直にコツコツかつ、圧倒的な

ボリュームをこなしてこられたことが感じられます（感じ方が間違ってい

たらすみません）。 

で、私も素直に行動することが大事かと、今回「自分の強み」を書き出してお持

ちしました。 

「自分の強み」など考え、書き出すことなど初めてのことでした。 

でも書くことによって何となくですが自分のことを見る・見直すいいきっかけに

なったのではと思っています。 

 

「予期せぬ出来事」「自分の強み」 

についてコンサルティング中の鮒谷様からの質問、「今まで何か相談されたこと

はないか？」「今、仕事で扱っている商品が全然違う使われ方をしたことはない

か？」を頂くことで、考え方のヒントを頂いたと感じています。 

どんどんアンテナの感度を上げていきたいと思います。 

 

ちなみに早速友人に「俺のええとこどこかなぁ？」って聞いてみたところ、やは

り「頑固」という答えが返ってきました。 

次回もよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました！ 

（高橋仁史 様） 
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コンテンツは自分の中にきっと何かある、というのは幻想として期待と

して思っていましたが、「何かあるとしたら何なのか」と、「ある」を

前提に考えていくことも私にとっては新しい視点でした。  

今回もありがとうございました。 

１回目も２回目も自分では思いつかないようなことをアドバイスくださり、今回

もそのようなことを期待しつつ、鮒谷さんに何をお聞きしたいかを持たないまま

臨んでしまいました。 

だから偶然時間が短くなってしまったのはちょうど良かったと思っています。 

２回目に頂いた宿題のうち、「主導権をとる」ができないでいましたが、Ｋさん

との組み合わせという、これまた自分では思いつかない方法で重い腰を上げ

ざるを得ないという状況に追い込んでいただき誠に感謝しております。 

コンテンツは自分の中にきっと何かある、というのは幻想として期待として思っ

ていましたが、「何かあるとしたら何なのか」と、「ある」を前提に考えて

いくことも私にとっては新しい視点でした。 

 

次回までに宿題に取り組んで質問を携え、今回の短縮分から補填された時間を有

意義に使いたいと思います。 

（でも正直に申し上げると、次回は夜遅いので、早起きの人としては最後まで目

を開けていられるか心配です。） 

次回もどうぞよろしくお願いいたします。 

（Ｍ．Ｉ 様） 

 

  



 - 366 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

鮒谷さんから頂いた「既存のパラダイムシフトでしか思考できていな

い」「既存の枠組みを破壊しきれていない」「脳が揺さぶられる外部か

らの刺激、意味のある他流試合が足りていない」「動くからチャンスが

あり、何かが起きる」「まだまだ拡散しきっていない！！」を受けて、

パンチドラッカーのように多くの刺激を追い求めてました。  

 

今回も、思っていること、感じていることをお話しさせて頂きました。 

コンサルを受けて 2 週間たってしまい、感想が遅くなってしまいましたが、この

間、鮒谷さんから頂いた「既存のパラダイムシフトでしか思考できていない」

「既存の枠組みを破壊しきれていない」「脳が揺さぶられる外部からの刺激、意

味のある他流試合が足りていない」「動くからチャンスがあり、何かが起きる」

「まだまだ拡散しきっていない！！」を受けて、パンチドラッカーのように

多くの刺激を追い求めてました。 

まだまだ、足りないなって思いますが、2 週間前の個別コンサルを受ける前の自

分は、外部の刺激が足りていなかったなと猛反省したこの 2 週間でした。 

 

そして、パンチドラッカーになりながらも、「拡散ってこういうことかー」、

「まだまだ、拡散足りていなかったなー」と思いましたし、現在、まだまだ、絶

賛、拡散中です。 

その成果（？）もあってか、ご相談させて頂いた「テニス」の件は、少しずつ構

想ができてきています。 

※まさに、Babystep 的な感じです（笑） 

こっちに関しては、だいぶ、向こうの世界に持って行かれている感じで

す。 

 

ご相談させて頂いた、もう一方の件は、まだまだで、悶々としていますが、この

悶々とした時間は、飛躍の為に必要な時間であり、この時間が長ければ長いほ

ど、大きく飛躍できると考えて、他流試合をし続けて、既存の枠組みを破壊し続

けていきたいと思います。 

※動けば動くほど、時間が足りないことを痛感します（汗） 

 

また、次回、よろしくお願いします。 

...にしても、時間が足りなーい 

（Ｄ．Ｏ 様） 
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全てが「期待以上どころか、想像やこれまでの常識の外からの頭をぶち

叩き、新たな世界への気付きとなる衝撃」でした。  

鮒谷さん 

本日は本当にありがとうございました。 

 

前夜に配信されたメルマガ「人間はじっとしているほど、疲弊する」を拝読し、

まさに我が事のように感じて、今日のコンサル、でした。 

（おそらくそういった「自分に向けて書いてくれた！」という読者様は日々多数

いらっしゃるのかもしれませんが汗） 

 

正直、ここ数ヶ月凄まじく苦境が続き、トンネルの先が見えず、自力で精神的な

スランプからは脱出したものの「本当に今、ただでさえ尽きかけたお金を送り出

して良いのだろうか」「俺に払いきれるのだろうか」などと、申し込んでから 1

ヵ月何度も、何度も悩みました。 

 

※しかしながら「元が取れるかどうか」などという心配は、皆無なわけで

す。だったらそもそも申し込まない。人間の心理とは不思議です。 

 

「○○がそろったら、××する」という「これまで通りの流れ」から「自分には

今動く価値がある」と信じ、「清水の舞台から三段跳びする勢いで」行動（ノー

ポチ）をした結果、まだ、初回ながら、怒濤のような気付きの数々、脳内メ

モリーの開放、OS パラダイムのシフト、、、 

 

全てが「期待以上どころか、想像やこれまでの常識の外からの頭をぶち

叩き、新たな世界への気付きとなる衝撃」でした。（具体的には書けなく

てすみません！まだ初回ですし、鮒谷さんも相当優しく蹴ってくれていたとおも

います） 

 

ただ、「未来を買う」という感覚はとても感じました。 

同様に、自分もそういったサービス、体験を提供できる人間になろうと決めまし

た。 

 

まだいただいた「餌」の仕込みも、味付けも、場の設定も、見せ方も、仕上がっ

ていないのですが、本当に「勝てる」「うまく行く」という気持ちにあふ

れています。 

 

僕は恥ずかしながら、本日ズバリとご指摘いただいた通り「自分が何を売ってい

るのか」「自分が何を売りたいのか」を理解していなかった。 
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（自分では腕、提供できる価値、アウトプットを持っている、伝えられてい

る・・気でいた） 

だからこそ、他者の意見に揺るがされ、「自分が本当に追求したいことをつかっ

て世界に貢献すること」への怖れから抜け出せなかった。 

そんな中、鮒谷さんの質問力が「自分が本当に何をして、生きたいの

か」「何を提供したいのか」を、あっさり僕の口から吐き出させた。驚

きでした。 

 

もちろん、これからの実行、商売につなげるための実践、「地平アイ子」を目指

した造形（！？）、「徹底的になりきる」というパラダイムへのシフト・・・ 

全て、明日からの思考の血肉と、行動につながります。 

 

あとは僕がお客様に最高の体験をしていただく。 

躊躇無く「やる」。 

いくら熱を語っても今は説得力が無いので、まずは「やります」。 

 

一歩一歩。 

これからよろしくお願いします。 

（ポートレイト・肖像写真専門フォトグラファー Ｋ 様） 
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個人的な事柄についても、親身なアドバイスをいただき嬉しかったで

す。  

鮒谷さん 

先日の個別コンサルありがとうございました。 

確かに、Ｋさんと共同開催する、というのは、自分自身はまだ集客力があまりな

いのと、Ｋさんに集客をお願いすることによりコンテンツ作成に専念できるの

で、結構、いい方針かと考えております。 

今度こそ、ある程度の成果をあげれるようになれば、と思います。 

 

最近、手数が多くなってきたのですが、それにより、若干のストレスを感じてき

ました。 

それが悪いことではないこと、及び、85%～95%の水準で維持することがコツ

であることを聞き納得しました。 

また、確かに色々と手を出すようにはなってきましたが、若干、趣味によってき

たので、今後のキャリアや近い将来に関係のありそうな活動に修正を図っていく

ようにしたいと思います。 

 

あと、個人的な事柄についても、親身なアドバイスをいただき嬉しかっ

たです。 

おもんぱかること、ペーシングすること、リトマス試験紙を当ててみること等を

取り入れてみることにします。 

 

次の個別コンサルの際にもよろしくお願いします。 

（大手監査法人勤務 公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 
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まさかセミナーを主催する立場になるとは予想もしておりませんでした

が、最終的に昨日２５日に、無事にセミナー＆懇親会を終えることがで

きました。  

第一回目の個別コンサルを受けてから約１ヶ月が経過しました。 

まさかセミナーを主催する立場になるとは予想もしておりませんでしたが、最終

的に昨日２５日に、無事にセミナー＆懇親会を終えることができました。 

 

（いま考えるとお恥ずかしい限りですが）１回目コンサル時に、「セミナーを主

催した先には何があるのでしょうか」という私の問いに対し、「どうなるかなん

て分からない。」と即答いただいたことが一番印象に残っており、「ならば、や

ってみてから考えよう」の心持ちでここ１ヶ月の間を過ごしました。 

結果、「やってよかった。」の一言に集約されます。 

 

実にさまざまな学びや気づきがあり、ここには記載し切れませんが、こ

れまで、ほとんど使ってきていなかった、主催者という立場になって始めて分か

る感じる視点や行動の一部を実際の行動をとりつつ垣間見たような気がします。 

 

また、講師の谷さんには本当にお世話になりました。ご紹介いただきありがとう

ございました。私には最適の方だったと感じております。 

講師の谷さんは、「講師」でお世話になるというだけでなく、「セミナー主催者

の心得の先生」的な面も非常にお持ちで、目からうろこが出るようなお話をたく

さんしていただきました。そして特に、「三方良しの精神」（参加者、講師、主

催者）が無意識レベルまで身に付かれている雰囲気に触れ、感じることができた

ことは、掛け替えのない経験となりました。また、磨いていきたいと思いま

す。そして今後もこのご縁を大切に育てていけたらと感じています。 

 

※課題のひとつで、今回主催者という立場のことだけで頭がほぼいっぱいになっ

ていた自分に反省です。参加者や講師、その他についてもっと考えたりするなど

が必要だと感じています。 

 

結果、第一回目の渦まき結果の総括としては、有形無形で考えますと、上述のよ

うに、得るところの方がずっと多かったと感じております。 

今後も「どうなるか分からない」ではありますが、継続の先には様々な光がある

ような予感がしています。 

（Ｄ．Ｕ 様） 
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「社長を目指しましょう！」1 年ぶりくらいにお会いした鮒谷さんよ

り、いきなりの先制パンチ...  

鮒谷さま、先日は貴重な時間を有難うございます。 

憧れ！？の、『たん熊』に行くことができ、未だにやや興奮気味です。 

「社長を目指しましょう！」1 年ぶりくらいにお会いした鮒谷さんよ

り、いきなりの先制パンチ... 

そして、久々に出会った眼のキラメキ... 

（本当にキラ～ンという言葉が聞こえてきそう笑） 

まさに子供が悪だくみを思いついた時のようなそのお顔に、あぁ、最近何か物

足りなかったのはこれだっ、と、勝手に納得していました。 

（かなり失礼なこと言ってますね、すいません） 

 

今回のテーマは、 

 

1、社長 

2、いい人 

 

この 2 点に尽きると言っても過言ではありません。 

確かに字面だけ見ると、「え！？、それだけ！？？」となるかもしれません。 

でも、それだけで十分なのです。 

 

まず 1 に関しては、 

鮒谷さんのお力添えをお借りし、ある行動を起こすことを決めました。 

 

2 に関しては、 

鮒谷さんのメルマガを読んでいる皆さまには、お馴染みの言葉ではないでしょう

か。 

 

いい人の『いい』の類義語としては、 

 

・圧巻 

・圧倒 

・超越 

 

あたりでしょうか。 

とにかく他を圧倒する（寄せ付けない）分野を持ち、オンリーワン、ナンバーワ

ンの存在になること。そうなることで他者から見たその人は、凄い人 ≒ 立派



 - 372 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

な人 ≒ いい人となるのです。 

（会食中にはハッキリと言えませんでしたが）、鮒谷さんは紛れもなく『い

い人』であり、私もその位置をどん欲に目指します。 

 

1 に関しての第 1 歩目を早速動かします。 

歴史的な？スタートを切るその場に、鮒谷さんに立ち会って頂けましたら、こん

なに嬉しいことはありません。 

 

全ては『キラ～ン』から始まっております。 

是非皆さまにも『それ』を味わって頂きたいです。 

【百聞は一見にしかず】 

（中村朋正 様） 
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言葉でわかっているふりをして、実は全然わかっていない。いかに自分

を客観的にわかっていないか、に、気づかせていただきました。  

個別コンサルティング、ありがとうございました。 

 

個別コンサルティング終了後、ずっと悶々とした時間がすぎました。その結果、

重大な発見をしました。鮒谷さんから個別コンサルティングをうけると、 

 

『何かとっておきの技、一発ウルトラ C を教えてもらえるのでは』 

 

という、甘ったれた期待をしていた自分がいた、という事実です。 

そんなにうまい話などあることがないことなど、自分では、とうの昔からわかっ

ていました(つもりでした)。ところが、まだ往生際悪く、こんなことを自分では

無意識のうちに思っていたようです。 

 

言葉でわかっているふりをして、実は全然わかっていない。いかに自分

を客観的にわかっていないか、に、気づかせていただきました。レベル

が低く申し訳ありませんが、これが最大の収穫です。 

 

今までも、決断、無形資産、犬も歩かなければ棒にもあたらない、非日常などキ

ーワードだけ、わかったつもりでいただけですね。 

 

これではいけないとわかりましたので、早速、ニュースレターを作ろうとするの

ですが、また、壁に当たりました。対象を誰にするのか、全員か、絞るか、封書

か、メールか、頻度はどうする、毎月？隔週？ボリュームはどのくらいか、内容

は、などなど。 

 

行動するのは、こりゃあ大変だな。今までも、このように迷って悩んで、結局何

もしなかったことが、山ほどありました。他の人でもそう人もいるかもしれませ

ん。 

 

これこそが参入障壁なのかな?（あっていますか？)と思って、アクションまで

持っていく決意ができました。 

ありがとうございます。 

 

他にもたくさん収穫がありました。 

世の中にはいい人もたくさんいるし、すごいひともたくさんいる。 

しかし、すごい人がいい人とは限らない。すごい人、かつ、いい人は、なかなか

いない。というお話。 
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自分が努力していることを、きちんと伝えているか。 

（100 案つくるデザイン事務所のお話から)などなど。 

 

コンサルティングを受けてから、今日までの平成進化論ですが、これは私に向

けての話ではないかと思われる内容ばかりでした。もしかしたら、他の人

とは違うものを個別に送っていただいているのでは、とまで思ってしま

いました。 

 

今日も、『先送りするリスクや損害』のお話。参りました(笑)。 

『目から鱗が落ちました』という言葉がありますが、私の場合は落ちたことに気

付いて、その段階で喜んでいたのだと思います。変な表現かもしれませんが『落

ちたのがわかったなら、とっとと拾え！』と、自分に言い聞かせます。 

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（外資系金融機関勤務 Ｋ．Ｓ 様） 
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「これは儲かるにおいがしない」「これじゃあ勝てない！」とズバリお

っしゃってくれたのがありがたかったです。  

鮒谷様 

 

この度は貴重なお時間をありがとうございました。 

 

思い切って私にとってはすごく高額な！コンサルティングに申し込ませていただ

きました。 

 

普通だと考えもしないことですが、こうなったのは全て平成進化論のせ

いとしか言いようがありません。日々配信されるメルマガを読ませていただ

くことで、自分の知っている世界は自分が勝手に作り上げた狭い視野でしか見え

ていないんだ！ということに気付き始めて、鮒谷さんにお会いすればきっと

自分で気付けなかったことに気付けるはず！との思いで思い切って申し込

みをさせていただきました。 

 

正直、今回は何も考えていない（自分のビジネスのビジョンがきちんと見えてい

ない）状況でのお話だったのですが、「これは儲かるにおいがしない」「これじ

ゃあ勝てない！」とズバリおっしゃってくれたのがありがたかったです。 

起業するにあたり、起業してからスタートではどうしようもない。起業前の準備

が本当に重要だということを学ばせていただきました。  

 

中でも（あまりバラしたくないのが本音ですが...）「一夜城」の話が印象

的でした。 残された時間、来たる日に一夜城を築けるよう頑張ります！ 

 

また、起業するにはまず何と言っても人脈を広げることが大切だということも教

えていただきました。頭ではもちろんわかっていることでしたが、 

 

「2 年間で 500 人の人と会ってください！」 

 

...500 人！？なんじゃそりゃ！というのが正直なとこでして 

貴重なコンサルの場で一人ふわふわ動揺していました。 

ただ、その後が鮒谷さんのすごいところで、私に 4 名の方を紹介いただきま

した。いきなり 500 人は大変でしょうから、まずはこの 4 名の方と会って下さ

いとのことでした。 

 

大切なのはあらゆる業種業界の卓越した人に会いまくること！そうしていく中で

自分の基準を高めることが大切だということを教えていただきました。 
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そして、早速今の段階でお一人、ご紹介いただいたの方とお会いさせていただき

ました。 

 

すぐにご面談をご快諾いただいたのですが、その方とのお話が短い時間ではあり

ましたが、私にとってすごく目からウロコでした。ポロポロ落ちてたと思いま

す、きっと... 

 

ご紹介いただいたその他の方にもアポを取らせていただいております。 

お会いするのが今からすごく楽しみです！ 

 

今回のコンサルではすごく根本的なお話をしていただいたように思います。 

ショックも大きかったですが、一度素直に全て受け入れて自分をゼロの状態に戻

して考えると言葉にするのが難しいですが、自分の中に鮒谷さんのいろんな

お言葉がストンと落ちてきた気がします。 

 

コンサルの場では動揺が大きすぎて素直に受け入れきれてなく、実は帰りの飛行

機でやっと素直になれた感じでした(笑) 

 

早速、まずは人に会うことを実行できました。 

また、そのことで少しずつまた自分の見える世界が広がった気がします。 

 

これからもしっかり前に突き進んでいきます！ 

この度は本当にありがとうございました！ 

 

またぜひ鮒谷さんにアドバイスいただきたいので、今回は単発の申し込みでした

が、改めてまた申し込ませていただきたいと思っております！ 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします！ 

（税理士事務所勤務 Ｙ．Ｍ 様） 
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コンサルによって「選択と集中」に改めて目を向けさせていただいた結

果、「手一杯」がいつの間にか「胸一杯」に変わりました（笑）。  

鮒谷さん、先日もすばらしい時間をありがとうございました！ 

コンサル終了後から現在に至るまで、非常に頭がスッキリしております。 

 

コンサル前には、個人事業と囲碁事業、さらに文筆活動や趣味や学びなどなど、

可処分時間に鑑みたときの「手一杯感」が顕著でした。考えるべきことも行動す

るべきことも多すぎて、一日 24 時間ではとても追い付かないと感じていたので

す。 

しかし、コンサルによって「選択と集中」に改めて目を向けさせていただいた結

果、「手一杯」がいつの間にか「胸一杯」に変わりました（笑）。考え

るべきことは、実はこのタイミングで考えるべきことではなく、行動するべきこ

とも、実はこの時期に行動するべきことではありませんでした。 

それら拡散していた思考や行動を、ただ一点、「囲碁」に集中してよいのだ（す

るべきなのだ）と気が付いたとき、手一杯感はシンプルさゆえの胸一杯感に変化

し、燻っていた行動量もそれに伴って増加の一途を辿っています。 

 

最初のコンサルから、ほぼ一年。 

ようやく、「スタートライン」に立った感覚があります。思い返してみると、鮒

谷さんには一年前からずっと、毎回のコンサルのたびに、「囲碁で社会に出ろ」

と仰っていただいていた気がします（笑）。 

（真意を感得するのに一年もの時間がかかり、大変失礼いたしました。。） 

 

それゆえここまでの一年間は、「準備運動」あるいは「ストレッチ」でしかなか

ったことにも気が付きました。おかげさまで充分に温まった体と頭を、ここから

さらに動かしまくって、「変化率の向上」および「囲碁による価値提供」へと邁

進してまいりたいと思います。 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さん、このたびも本当にありがとうございまし

た！ 

 

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします！ 

（IGO ホールディングス株式会社 代表取締役 若柳諒 様） 
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自分の努力次第で投資以上のものが返ってくるのは、間違いないと思い

ます。  

全体を通して、「事前に影響力を最大限に行使しておく」という営業の極意を教

えていただきました。私は営業で人間心理の大切さをお客さんに教えているにも

関わらず、全然お客さんの心理の変化を理解していないことに気づかされまし

た。 

 

営業というと、現場でのトークや雰囲気が大事なのはもちろんですが、会う前か

ら「お前は既に、買っている...。」状態をいかに作れるかどうかが肝だと心底納

得しました！（言葉は悪いですが...笑）そのために事前に「金メッキ」を貼るな

どして、だるまさんが転んだ風に距離を詰めておき、本番は印象を操作できる状

態を作っておくこと。 

 

すごくシンプルですが、実行してみるといくらでも方法は追求できそう

で、「奥が深いなぁ...。」と感じています。明日から具体的に形にしていく

のが、ワクワクして仕方ありません！鮒谷さんへの置き土産風に言っておき

ますと（笑）、社会人にもなってコンサルを受けるか迷っているのは、

「モッタイナイ」の一言です。 

 

僕はまだ新卒の 1 年目です。 

自分が教育コンテンツを売っているというのもありますが、自己投資ははっき

りいって、最も利回りの良い投資です。鮒谷さんのコンサルティングは、明

日からすぐに成果が出るものだけでなく、漢方のようにじわじわ効いてくる

ものもあると思います。ただ、自分の努力次第で投資以上のものが返っ

てくるのは、間違いないと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「財布の金を全て脳につぎ込め。 

そうすれば脳が、やがて財布を金で満たしてくれるだろう。」 

—ベンジャミン・フランクリン— 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という精神で、思い切って背水の陣をひいて頑張りましょう！ 

（営業職 Ｙ．Ｓ 様） 
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2014 年 9 月末に個人コンサルを受け初めてから半年強が経ち、いよ

いよ独立・起業の日取りが決定するところまで来ました。  

2014 年 9 月末に個人コンサルを受け初めてから半年強が経ち、いよいよ独

立・起業の日取りが決定するところまで来ました。 

鮒谷さんにご指導頂けた事、本当に感謝しております。 

 

メルマガを読み始めたころは、「役に立ちそうな情報を無料で入手してもらえる

てラッキー」程度の位置づけでした。 

 

そのため、案内にある「高額なセミナー」や「高額なコンサル」は、「どんな人

が受講するんだろう？」と他人事でとらえていました。 

正直、支払う金額から得られる価値のイメージが湧きませんでした。 

しかし「40 歳までに自分の事業を作り、自分の力で稼いでいくのだ！」という

決断を行ったことにより、今までやっていないことにチャレンジするタイミング

だ！という気持ちになり、ついつい「営業力アップ特別コンサルティング」とい

う案内に対して「ノーポチ」をしてしまいました。。。 

 

今振り返ってみると、申し込む勇気を持てた「あの時の自分」を褒めてあ

げたいです（笑） 

 

どのようなコンサルになるのか見当もつきませんでしたが、ラフな服装や雑談

でリラックスした雰囲気を作って頂き、ほぐれたところでギアチェンジ

し、するどい質疑応答の中から、私の取り組もうとしている事業におけ

る欠けている視点、リスクを浮き彫りにして頂きました。 

 

その対策として、事業を推進するためのコツやアイディアをふんだんにご提示い

ただきました。引き出しの多さと、絶妙な落としどころは、もはや芸術

（ART）でした。まさに支払った費用の「10 倍返し！」が腹に落ちまし

た。 

 

お金の使い方についても、大きな学びとなりました。 

目標であった「起業」のスケジュールが確定したため、今回の個別コンサルは、

節目ということで、あの憧れの「たん熊」にて食事をご一緒させて頂き、景

気付けに乾杯までさせて頂きました。 

 

その時の余韻に浸りつつ、ついつい取り留めもなく、思い出をつらつらと書いて

しまいました（笑）、 
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スタートラインに立てることに感謝と喜びを感じつつ、ご指摘いただいている

「現在のビジネスモデルの限界」を打破するために、「行動、行動、行動」を繰

り返して参りたいと思います。 

 

いつの日か、唯一無二、圧巻的な、比類なき、「美しい」ビジネスモデルを構築

し、次のステージへ上がれるように精進して参りたいと思います。 

長文にて失礼しました。今後とも、よろしくお願いいたします。 

（Ｙ．Ｏ 様） 
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鮒谷さんからの容赦のない、けど、愛のある厳しい質問や、脳天に突き

刺さるアドバイス。 だいぶ外れていたと思っていたメンタルブロック

が、全然、外れてなかったなと、気づきましたし、まだまだ、自分、や

れる！！って、奮い立ちました！  

鮒谷さん 

今回もコンサルティング、ありがとうございました！ 

 

水曜日の夜にコンサルを受けさせて頂いて、木、金と動きまくり、今、これを書

いています。 

 

振り返ると、私の質問は稚拙だったなと、猛省しています。 

そして、鮒谷さんからの容赦のない、けど、愛のある厳しい質問や、脳天

に突き刺さるアドバイス。だいぶ外れていたと思っていたメンタルブロック

が、全然、外れてなかったなと、気づきましたし、まだまだ、自分、やれ

る！！って、奮い立ちました！ 

 

次回までに、さらに一層、行動して、まさに圧巻というレベルまで動きまくりた

いと思います。 

 

最後に今回頂いた中で、衝撃(笑撃？)だったことを、備忘も兼ねて、以下に書か

せて頂きます。 

 

・非合法、論理から外れていること以外は、やる！ 

・時間が足りないならば、利回りの高いもの、波及効果の高いものから、やって

いく！ 

・○○とは、非日常的な時間を過ごす！ 

 

勿論、まだまだありますが、この 3 つはこの 1 ヶ月の集中テーマとなりそうで

す。では、また、次回、よろしくお願いします！ 

 

P.S. Ａさんの件、これから作成して送付させて頂きますので、暫し、お待ちくだ

さい。 

（Ｄ．Ｏ 様） 
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時間が無いなりに苦しんだ数ヶ月だったので、鮒谷さんの言葉ひとつひ

とつが染みました笑。  

鮒谷様、 

この度は個別コンサルありがとうございました。 

 

最近会社の仕事が忙しいと言う事を理由に副業が全く進まず、売り上げが落ちて

悶々としていました。 

結果、自身を失い独立への意欲すらも減少していました。 

そんな中、 

 

・数字へのこだわり方 

・コンテンツ作成時の他との差別化 

・顧客への対応の仕方 

・ビジネスを構築・発展させて行くときの大事な視座 

 

を懇切丁寧に教えて頂きました。 

時間が無いなりに苦しんだ数ヶ月だったので、鮒谷さんの言葉ひとつひ

とつが染みました笑。 

次回お会いする時にはしっかり売りを立ててご報告したいと思います。 

今後とも何卒よろしくお願い致します。 

（Ｙ．Ｙ 様） 
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「泳いだことが無いのに、水泳の本ばかり読んでいても泳げるわけがな

い」「１０kg しか持ち上げられない人が、いきなり２０kg を持ち上げ

られない」「起業もこれと同様である」といった点を、ご本人から直接

お聞きすることは、私にとって大きな刺激でした。 

鮒谷周史様 

先日、初回のコンサルティングを行っていただいたＭでございます。 

貴重なお時間とともに、アドバイスをありがとうございました。 

 

自身の考えと行動の甘さを、改めて認識いたしました。 

甘さと言いますか、OS のバグということかと思います。 

 

「泳いだことが無いのに、水泳の本ばかり読んでいても泳げるわけがない」 

「１０kg しか持ち上げられない人が、いきなり２０kg を持ち上げられない」 

「起業もこれと同様である」 

 

といった点を、ご本人から直接お聞きすることは、私にとって大きな刺激

でした。 

 

その他にも特に印象的だった内容は、 

 

・ポジティブリスト的思考からネガティブリスト的思考へ書き換える 

・学園祭の模擬店で焼きそばを売れば、売れる 

・いきなり会社を辞めて起業をしない 

・経営者は編集者でもある 

・事業を始める前の１５項目のチェック 

 （平成進化論 1047 号以降に詳述されている内容かと存じます） 

・四角い頭を丸くしましょう 

 

といったお話でした。 

 

それから早速にＫ様もご紹介くださり、ありがとうございます。 

その後お話をさせていただき、セミナーを主催する方向で、案を検討し始めてお

ります。大変貴重なご縁となりました。 

 

次回お会いするまでに、セミナー案の策定、セミナー開催、その他の金儲け案の

実行結果をご報告したいです。 
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以下、備忘録を勝手ながら書かせていただきます。 

 

《2015 年 5 月 30 日（土曜）初回コンサルティング メモ》 

・仕事は価値を提供し続けるもの 

・偏差値５５でも良い。ぶち抜けていなくても良いが、何か秀でるものはない

か？ 

・すぐに起業しないこと。スモールビジネスをやりながら、これで食って行けそ

うというところまで来たら、一気に起業する。リスクを極小にして、それから実

行する。 

・商売で一番大切なことは、客を見つけること。だから起業前から見込み客を集

めておくこと。 

・一回決めたことを途中で変えてもいい。 

・副業をやるのが一番良い。５千円でも、１万円でも良いので、売ってみるこ

と。 

・筋の悪いものでも良いから、案を出してみる。これを何度も壁打ちをして、筋

が少しずつ良くなっていく。とにかく量が大事。 

・起業時のチェックポイントが１５項目ある。全部満たすのは相当難しいが、７

０％?８０％を満たしていれば良いでしょう。 

・まずは起業脳に作り変えていく。そのためには、起業系の人に会う必要があ

る。 

・今の会社の仕事は、あなたの会社の社長が作った仕組みの中で行っている仕事

である。これは、もはや"仕事"ではなく、"作業"である。作り出した人の方が、

当然ながら儲かる。 

・筋トレも、１０kg のバーベルしか持てない人が、いきなり 20kg のバーベル

を持つことはできない。起業も、いきなりはできない。 

・経営者同士で会うと、金儲けの話ばかり。金儲けをするという意識が常にあ

る。意識が向くことで、金儲けの方法を考え、それはやがて行動となる。朱に交

われば赤くなる。 

・ポジティブリスト的思考、これがサラリーマンである。与えられたものから、

考えをスタートする。起業の際にも、与えられた中から選択する。 

・ネガティブリスト的思考、これが経営者的思考である。与えられたものからで

はなく、犯罪以外はなんでも OK 的な発想で、大きくものごとを考える。 

・サラリーマンはレシピを欲しがる。それが普通だと思う。そしてレシピ以外は

やらないと考える。その思考・発想が、そもそもバグである。これがバグである

ということをわかり始めると、経営者脳へと近づいてくる。 

・とにかく量が大事。アイデア→行動を何回でも高速で回す。PDCA。 

・賢いけどバカな人がいる一方で、バカだけど賢い人がいる。バカでもお金を自

分で稼げれば、それは賢いのである。 

・お勉強から入ってしまう人、これがポジティプリスト的思考の人である。二言
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目には、「そのリスクは？」とか口にしてしまう。そんなことは、やってみない

とわからない。 

・考える前に行動しないと、起業筋は身につかない。ヤフオクをやったことがあ

るか？ものを売ったことはあるか？最初は５千円で良い。 

・起業を大げさに考えすぎない。方向性が見えたら、一夜城。 

・誰に売るか？見ず知らずの人に売るのは難しい。まずは近しい人に売る。 

・学園祭の模擬店のように。焼きそばを作ったら、味がどうだろうが、とりあえ

ず売れるでしょ？ああいう感じ。 

・金をもらい慣れるのが筋トレでもある。最初は躊躇していても、そのうち躊躇

すらしなくなる。そのうち、お礼すら言わなくなるくらい。 

・そういう練習をしなくてはならない。まずは自分で１０，０００円を稼ぐこ

と。 

・経営者は編集者でもある。自分だけでなく、他からリソースを持ってきて引繋

げば良い。家もそうでしょ。瓦や木材を引き繋いで、利益を乗せて売る。 

・必ずしも自分がリソースである必要は無い。 

・これとこれをぶつけたら、何か生まれないか？ということを考える。 

・例え少額でも、そして時給換算したら少ない金額だったとしても、自分で稼い

だという感覚はとても大切である。 

・給料やボーナスがちょっと増えただけで、それは心に刺さらないだろう。 

・始めてお金をいただいた時の感覚は、今でも覚えている。 

・金の稼ぎ方がわかってくるようになり、月２５万円とか３０万円くらいを稼げ

るようになってから、起業を考える。 

・行動から変容する。 

・妻のプランニング、マーケティングをやるのも良い。 

・妻以外でも良い。 

・スカイプコンサル、書籍を売る、セミナーを開く、などなど、案はたくさん考

えられる。 

 

とにかく、自分の四角い頭が少しずつ丸くなっていっている感覚がいた

します。 

以上でございます。 

引き続き、よろしくお願い申し上げます。 

（ソフトウェア・システム販売 営業職 Ｋ．Ｍ 様） 
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基本的 But 必須な視点を手に入れることができて、本当によかったと

思います。  

本日は 2 回目ということで、前回からの進捗となる金メッキプロフィールや、メ

ルマガ等の添削をしていただきました。 

 

営業～顧客フォローまで、鮒谷さんにはお客さんの心理の動きを的確に想像して

いただき、「お前は既に、買っている」状態を作るための、一気通貫したノウ

ハウを教えていただきました。 

 

まさに、何回かメルマガでも紹介されている、「幽体離脱」によって、「自分だ

ったら、どう感じるだろうか」ということをリアルに実感させられ、「そんなこ

とも想像できなかった自分」にちょっとガッカリしつつも（笑）、基本的 But 

必須な視点を手に入れることができて、本当によかったと思います。 

 

そして、役に立つノウハウというのは山ほどありますが、結局営業は「総合的な

人間力」が勝負となる世界であり、 

「圧巻」「破天荒」を目指すからこそ、その志に思いや行動が引っ張られて、今

目の前の結果を変えていくということが、本質なのだなとつくづく感じました。 

これは鮒谷さんの著書である「かけ算思考ですべてが変わった」 

でも紹介されているように、「脳は『できる』と確信すると、その『確信』の論

理的な後ろ盾を与えるべく認知情報処理系がフル活動する」という世界観だと思

います。 

まだまだ『確信』と言えるレベルではありませんが、『できる！』という感覚に

帰りの電車では、ワクワクが止まりませんでした（笑） 

 

この勢いの波に乗って、会社の同期や先輩と比較できないほどの、圧倒的な成果

を出していきたく思います！ 

周りの 10 倍、100 倍努力し、工夫し、「自分株式会社」というブランドを創り

上げていきたいと思います。 

 

本日はありがとうございました！ 

（株式会社アイソルート 柴田裕氣 様） 
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「ちっちゃすぎる自分」に気づかせて頂き、今この時点で自分の立ち位

置に気づけてよかったと、心から思っています。  

鮒谷周史様 

本日はお忙しいところを、個別コンサルして頂き、誠にありがとうございまし

た。17 期の富田博之です。 

3 日間セミナーを受けてから、はや 3 年の月日が経ち、このたび転職に伴い海外

(ミャンマー）での勤務が決まり、渡航直前のこのタイミングで、個別コン

サルティングを受けることができて、本当によかったと思っています。 

率直な感想として、 

 

・覚悟をしていなかった自分 

・退路を断っていなかった自分 

・基準が甘すぎた自分 

・話にならなかった自分（汗 

・人生なめていた自分（大汗 

 

と書いていけばきりがない位、「ちっちゃすぎる自分」に気づかせて頂

き、今この時点で自分の立ち位置に気づけてよかったと、心から思って

います。 

コンサル自体は初めてで、序盤 30 分は事前に予想していたような進行でした

が、それ以降は「敢えて言いますよ」と前置きして頂いた上で、烈火の如く、 

 

・閾値を超えていません 

・このままじゃ ○○○やっていても無意味ですよ 

・甘すぎてお話になりません 

・富田さんの覚悟は 8 割位の覚悟ですね。全力ですらない 

・インパクトを与えないと意味がない 

・基準が低すぎてダメです 

・ぬるい、ぬるすぎる！ 

・目を覚まして下さい 

・結局ね退路断ってないんですよ 

 

等、叱咤激励して頂き、「万事が万事全てに甘い自分」に直面し、半放心状態に

なりかけました。笑 

でも、やはりそこまで踏み込んで、言って頂かないと分からない位、鈍感になっ

ていて、全力の覚悟がなかった自分（8 割位の覚悟しかない）に気づかせて貰っ

たことで、本当に有り難い時間となりました。 

今回ミャンマーに渡航して働くことで、全ての環境が変わりますので、これを生
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まれ変わる千載一遇のチャンスと捉え、衆人環視のプレッシャーのもと、 

 

・突き抜けている 

・圧巻のパフォーマンス 

・半端じゃない力量 

・底が知れない 

・クレイジーだ！ 

 

と言って頂く位の自分になり、これから数ヶ月後か 1 年後には、「あの時叱咤激

励して頂けたから」と、必ず思えるようになります。 

ありがとうございました。 

（株式会社シモジマ 富田博之 様） 
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大人数でのセミナーではないので、鮒谷さんをじっくり独占できるとい

うのはぜいたくだなと思います。  

今回は初回の個人コンサルありがとうございました。 

 

・申し込み前 

申し込みから実施までの流れは非常に素早く、スムーズで、気持よく当

日を迎えることができました。 

次に何をすればいいかの案内はわかりやすかったですし、メールの返答が早いの

もうれしいところでした。 

ずっと同じアシスタントの人が対応してくれたのも、自分を認識していただいて

いるようでよかったです。 

また、事前に自分の課題やコンサルティングについての希望をまとめておくとい

うお題があったので、当日までに自分自身でも何を話そうか整理できてよかった

と思いました。 

 

・当日の相談 

相談内容は個人としてやっているネットショップコンサルや、今後の自分のビジ

ネスについてでした。 

本筋とは関係ないですが、鮒谷さんが T シャツとジーンズのようなラフな格好で

こられたのは意外でした。 

僕は最初だったので念のためスーツを着ていました。実は着慣れてないので非常

に窮屈で蒸し暑くて・・・ 

次からは普段着でいこうかなと思いました(笑)。 

鮒谷さんは非常によくお話を聞いてくれる印象でした。僕が鮒谷さんの話

の途中でつい口を挟もうとすると、必ずといっていいほど僕に話を促し

てくれました。さすがだなあと。 

話の内容はすごくわかりやすいですし、メルマガに載っていた事例の細かい

部分まで話してくれました。 

印象に残る独自の用語＋たとえ話＋説明という感じ。結論が独自用語なので頭

に残りやすい印象です。 

まるで、タイトル＋小見出し＋説明文のようです。この説明のしかたは今後、自

分でも使いたいと思います。 

(もちろん、独自用語やたとえをひねり出すのは大変だと思いますが) 

自分の強みはなにか、狙っている市場はどこか、市場がありそうかなど質問し

ながら一緒に考えてくれるので、自分の考えが整理しやすかったです

ね。自分で自分のことがよくわからないという状態になりやすいので助

かりました。 
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お客様がいる市場で、ニーズがちゃんとある場所で、お客様がいいと思ってくれ

るような内容のサービスを、ちょうどいいタイミングで提供するんだという話し

は、当たり前ではありながらも納得する個所です。 

そこは常に意識的にならないと、うっかり自分本位になってしまうところでし

た。 

鮒谷さんは印象に残りやすく「●●がいるか」「●●がいいか」と話してくれま

した(笑)。 

やはり、一番強調されていたのがメルマガでも常々みなさんにいわれている

●●●●。 

続いて●●●●、●●●でした。この 3 点セットは必ず用意すべしとのこと。す

ぐに準備したいと思います。 

金メッキについてはつい気後れしてしまうのですが、自分が作ってきた実績は嘘

じゃないんだから、誇大広告にならない程度に作ったらいいというような考えに

なることができました。 

あと、こんな感じのこともなるほどと思うことばかりでした。 

 

・コンサルのような目に見えない価値を売る、非日常のサービスは価値が伝わり

にくいからお客様の声が重要 

・料金表は「お客様が安全地帯にいるときに判断してもらうための仕掛け」とし

て重要 

・最初のお客様が取れさえすれば実行はお金でも解決できる(お客様がいるかどう

かが一番大事) 

・仕事は「いい人」(支払いの痛みがわかる)＋「すごい人」(結果にコミットする)

にならないといけない 

 

・終わった後 

僕のネットショップのコンサルについては「これは勝てそうな気がしますよ」と

いっていただいたので、かなり自信になりました(^^) 

よし、この場所で進んでみようという気持ちが固まりました。 

コンサルの場では早速人にお会いする機会を作っていただきました。せっかく機

会をいただいたので、なにか得られるものがある場にしたいと思います。 

宿題となった金メッキのプロフィール、メニュー表、お客様の声は作成にとりか

かっています。 

鮒谷さんの話し方や内容なんかは、自分が誰かに話しをする際の参考にもなりそ

うで、単なるコンサル以上のものだったと思います。 

大人数でのセミナーではないので、鮒谷さんをじっくり独占できるとい

うのはぜいたくだなと思います。 

一般的な話であっても、自分に寄り添った内容に翻訳しながら話してもら

えるのもいいところだと思います。 



 - 391 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

書籍やセミナーの内容が実行につながりにくいのはそこですよね。いざ自分に置

き換えると、ってとても難しい。 

鮒谷さんのコンサルティングを悩まれているようなら、まだその時じゃないのか

もしれません。 

僕もそうでした。なんとなくメルマガを読んだり読まなかったりを続けてきまし

たが、ちょうど今がよかったんだと思います。 

ただ、気になってしばらくムズムズしているようなら 1 枠でも 2 枠でも

申し込んでみるのがいいと思いました。 

気になりだした時がそのタイミングです。それこそが鮒谷さんのいう、気づ

いたら目の前にいたパターン、売らずに売れていくパターンです(笑)。 

鮒谷さんはまず話を聞いて、的確にアドバイスしてくれます。 

相手にどちらがいいですかと判断させると逆に迷うことがあると思いますが、鮒

谷さんはこうしたらいいと思う、これが足りないのでここからなど具体的にい

うからこちらが迷わないです。 

事例や例えがよく出てくるので納得感もあります。 

そうやってお話を聞いたからといって、絶対にその通りにしなければいけないわ

けではなくて、鮒谷さんは自分の経験から一番確率の高そうな話をしてくれてい

るだけです。 

やるかやらないか、取り入れるか入れないかはもちろん自分次第です。 

 

結局、決断して実行するのは自分なんですよね。コンサルティングを受ける受け

ない、受けたら実行するしないも自分で判断すればいいわけで。 

自分が自分の社長なので、自分に投資して回収できるかは自分が決めないとです

ね。 

そして僕は今回、お金を投資してみました。お金の効果は、まずいろいろと手っ

取り早いこと。 

書籍とかと違って痛みが生じる度合いがハンパないってことでした。だからいい

のかもしれません。 

とりあえず僕は効果を実感しつつあります。引き続きよろしくお願いしま

す。 

（駒込哲也 様） 
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まだまだ未知のことに対しては恐怖心いっぱいの私でもできるような小

さな小さなステップのご提案、ありがとうございました。  

今回もありがとうございました。 

今回は自分でセミナーをやってみた直後のコンサルでしたので、いつもよりも得

たものが大きかったような気がします。 

「自分が何者であるか」というところをもう少し詳しくお聞きしたい、という理

由だけで個別コンサルを受講しているともしかしたらそれはちょっと高い買いも

のだったかもしれません。 

メルマガに掲載された他の方の「セミナーを聞いただけで元が取れたような気が

します！」という感想も、そのような状態で個別コンサルを受講していた私にと

っては意味が分かりませんでした。 

 

けれども自分でセミナーをやってみる、というところまでお導きくださ

り、「そういえば自分で稼げるようになりたいんだった」ということを思い出し

たり、実際にやってみたことでなんとなく次にやりたいことが出てきた

りしたので、よかったかなあ、と思っています。 

そこまで投入しないと腰があがらない自分が情けないですが。 

前回のコンサル後のフォローアップで「初回の頃とは別人になられて」とおっし

ゃってくださったときはまったく腑に落ちませんでしたが、さすがに変わってき

たかなあ、と思います。 

「起きた瞬間からそのことに紐づけて考えられているか」と初回のコンサルでお

聞きくださった質問にも「はい」と答えられるようになりつつあります。 

 

まだまだ未知のことに対しては恐怖心いっぱいの私でもできるような小

さな小さなステップのご提案、ありがとうございました。 

次回は最終回で、その後がとても心配ですが、その後も飛行を続けられるような

道筋を次回までにつけておきたいな、と思っております。 

よろしくお願いいたします。 

（Ｍ．Ｉ 様） 
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"質の高いＰＤＣＡ"を繰り返すことで、成果を継続的に出し続けるため

の予感が、だんだんと「確信」に変わってきました。  

鮒谷さん 

５回のコンサルティング、改めてありがとうございました。 

 

思えば３年前、鮒谷さんの３日間セミナーに参加したところから、歯車が少しず

つ良い方向へ変わってきたように思います。 

ブログで省察する習慣が生まれ、そしてそれがメルマガへとバージョンアップし

ていきました。 

そして、鮒谷さんのコンサルが始まり、「サイトを作ったほうがよいですよ」と

いう言葉から、メルマガサイトプロジェクトが立ち上がり、我が嫁も制作に関わ

る家族ぐるみの企画となり、４５０社１０００名を超えるメルマガサイト習慣化

サポートメールマガジン「未来習慣」なるものをオープンすることができまし

た。 

 

そして恐らく、こういった行動も結果も鮒谷さんとの出会いがなければ、間違い

なく、形になることはなかったでしょう。 

５回のコンサルを終えて、「なぜ、今までできなかったことを、挑戦・行動する

ことができたのか？」を考えてみました。 

すると、その答えはきっと、【鮒谷さんの高い視点からのアドバイスが、

「何をすべきか？」を絞ってくれた】ことではないか、と思い至りました。 

 

多分、私だけではないと思うのですが、「あれもしたほうがいい」「これもした

ほうがいい」と思いながら、した方がいいことがありすぎるがゆえに、結局どれ

を最初にすべきか、何を優先的にすべきなのかわからなくなってしまい、「結局

何もしない」という選択をすることが、今まで圧倒的に多かったように思いま

す。 

・・・しかし、です。個別コンサルを通じて、鮒谷さんと言葉を交わすと、超一

流の経営者が、二流の経営者の問題点を瞬時に見抜くように「鮒谷さんは、き

っと自分のバグ（成果が出ない理由）が丸見えなんだろうな」と感じさ

せられるようになりました。 

 

鮒谷さんが見ている世界からはきっと自分が目指す道への最短距離が見えてい

る。 

だからこそ、「紀藤さん、まずこれをやってみてください。効果がでるはずで

す」と、【最も波及効果の高い一手】を確信を持って、具体的に教えて

頂くことで、「まず言われた通り、これをやってみよう！と自信を持っ

て歩みを進めることができました。 
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そして、案の定、やっぱり良い効果を感じることができました。（当然ですよ

ね） 

そして、１か月後の次のコンサルまでにやることを決め、"高いお金を払って

いるんだから、次の手を教えてもらわねば元が取れない"という締切効

果も相まって次回までにコミットしたことをせっせとやりました。 

 

そして、、【新たな波及効果が高い１手】をまた教えてもらう。 

そして、行動して、報告。新たな一手を聞いて、また行動・・・ 

このような"質の高いＰＤＣＡ"を繰り返すことで、成果を継続的に出し続ける

ための予感が、だんだんと「確信」に変わってきました。 

それが、この５か月間に、自分自身の身に起ったことでした。とはいえ、まだま

だ道半ば。 

「成果を出し続けるための、壮大な営業のプラントができつつある」と自分で思

っていたものも、鮒谷さんから言わせれば、「プラントどころか、まだ仮事務所

ですね（笑）」「オイル、だだ漏れですよ」と言われてしまいましたので（汗）

まだまだ休むことなどできないのでしょう。 

 

まだまだバグがあり、これを自分で自主的に潰し続けられる状態になるまで、歩

を休めるわけにはいきません。 

せっかく稼働し始めた、"質の高いＰＤＣＡサイクル"が止まらないよう、今後も

頑張りたいと思います。 

（と、いうわけで、今後もケツを蹴っていただければと思っております） 

とにもかくにも、一旦、ここまでありがとうございました！ 

（Ｙ．Ｋ様） 
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鮒谷さんとお話しさせて頂いて、いかに自分が何もしてこなかったかと

いう事を痛いほど理解させて頂きました。  

鮒谷様 

この度は、個人コンサルありがとうございました！ 

個人的には、動きたくとも動けない事で相当悩み、その解決として今回のコンサ

ルを受けさせて頂いたつもりでした。 

 

しかし、鮒谷さんとお話しさせて頂いて、いかに自分が何もしてこなかった

かという事を痛いほど理解させて頂きました。 

途中で、何でこんな状態で相談なんかしたんだろう？と恥ずかしくなるくらいで

した。 

 

しかし、まずは行動する事を根付かせるために積極的に人と会う事をご提案頂き

ましたので、愚直に何も考えずに実行してみようと思います。 

こんな目標を掲げると、行動量が少ないとお叱りを受けそうですが、年内のべ

100 人を目指して行動を始めようと思います。 

少なくとも、相談して恥ずかしくないくらいになったら（デトックスが進んだ段

階で）改めて勇気を持ってコンサルに申し込みたいと考えています。 

そのための第一歩として、周りにアピールするためのプロフィールを作成してみ

ます。 

どうも、この度はありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

Ｐ．Ｓ． 

意識して可処分時間を増やそうと会社での時間の使い方を工夫しています。（極

力、打ち合わせを減らしたり、昼休みにも活動したり。） 

お陰様で、多少は早く帰れる日もできています。 

（福井俊治 様） 
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ご経験に基づいた多くのお話をお聴きすることが出来、貴重な楽しい時

間でした。  

鮒谷さま 

先日は個別コンサルティングにてお世話になり、誠にありがとうございました。 

 

「まだ半年‥」との鮒谷さまの言葉にハッとした、また、我に返ったと言います

か、自分自身に、鮒谷さまの言葉に重ねるように「まだ半年なんだ‥」と言い聞

かせると、長い人生の中のまだほんの一期間しか経っていないことを、改めて実

感し認識しました。 

 

「半年」という期間、私の中ではとても長いものと感じており、近頃では常に

「このままではダメだよね!?」という自問自答を繰り返していたものですから、

やはり焦る気持ちがあったのだと思います。 

 

今までは、そんなに悪くない日常を「これで良いんだね、これで良いんだよ。」

と言い聞かせ、自分を納得させてきました。しかし、「このままではダメだよ

ね!?」という想いが潜在的に心の中に在り、今こうして動いているのはその想い

からとすれば、表面的には半年であっても、私の中では半年以上の長さを感じて

いたのかなぁ？とも振り返っています。 

もっと以前に気づいていながら、目を背け見ないようにしてきた「本当の気持

ち」といったところでしょうか!? 

 

とにかく、「本当の気持ち」に向き合ってしまった以上立ち止まっているわけに

は行かないので、引き続き想いのままに「モヤモヤ(鮒谷さまの言葉に置き換える

とすれば、「どうしたら良いのか分からない状況」とか「困惑」とか‥「課題」

でよろしいですよね!?)を楽しんで」いきたいと思います。 

 

ご経験に基づいた多くのお話をお聴きすることが出来、貴重な楽しい時

間でした。(コンサルティングを楽しいと思っているようでは、まだまだ甘いの

でしょうが、少し緊張しながらも楽しいと感じました。) 

 

この度もありがとうございました。引き続き宜しくお願い致します。 

（Ｍ．Ｔ 様） 
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小手先のテクニック論ではない、本当に必要なものを改めて認識させて

頂きました。  

鮒谷さん、本日は個別コンサル、ありがとうございました！ 

 

見苦しい、稚拙な感想（文章）ですが、ありのままの気持ちを綴らせて頂きま

す。 

小手先のテクニック論ではない、本当に必要なものを改めて認識させて

頂きました。 

 

それは、自分に対する自信、確信です。これが自分には足りていません。 

そのためには、自分は凄い、凄い、凄い、凄いと唱え続けろとアドバイス頂きま

した。 

個別コンサルの帰り道、アドバイス頂いたとおり、「すごい、すごい！」と唱え

続けました。 

自分を信じようとする顕在意識と自分はだめなのではないかという潜在意識が、

ものすごい闘いを始めます。 

それでも、「自分はすごいんだ！」と唱え続け、その勢いでメルマガを書いてみ

ました。 

気分が乗ってきて、電車を降りるころには、怒りにも似たような感情が沸々と湧

いてきて、全く何もはじまっとらん！！ 

こんなところでくすぶってる場合か！！と一人ぶつぶつ唱えていました。 

はたから見たら異様な光景だったと思います。でもこれが自分に必要なもので

す。 

 

必ず今を未来に繋げて見せます。誰が何と言おうと繋げて見せます。 

自分が自分を信じなくて、誰が自分を信じるのか当たり前ですが、その言葉が響

きました。 

それから、いつも迅速なフォローのメールもありがとうございます。 

 

いつも思うことですが、このフォローのメール（お言葉）がこれまた凄い

威力（強く背中を押して頂ける）だなと感じています。 

今後とも何とぞ宜しくお願い申し上げます。 

（社外 CFO 合同会社 代表社員 某東証一部上場企業 社外役員  

公認会計士 高橋正哉 様） 
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今回個別コンサルでは、問題のボトルネックが何かを言語化していただき、

そのボトルネックを除去する具体的な手段をいくつも案としていただけたこ

とで今は、根拠はありませんが、自分が明るい未来を歩むものだと思い込ん

でおります。 

鮒谷様 

先日の個別コンサル、ありがとうございました。 

 

今の私には定期的に個別コンサルを受けさせていただくほどの経済的な余裕がない

ためにかないませんが、それができれば、自分の人生がより良いものになるは

ずだと確信しています。 

 

定期的に個別コンサルをお申込みさせていただけるような状態を作るとい

う、新しい目標を持つにいたりました。 

 

今回個別コンサルでは、問題のボトルネックが何かを言語化していただき、

そのボトルネックを除去する具体的な手段をいくつも案としていただけたこ

とで今は、根拠はありませんが、自分が明るい未来を歩むものだと思い込ん

でおります。 

 

ご指摘いただきました次の２点 

美点凝視の反対「欠点凝視の状態」と「短い時間軸での損得感情」については無自

覚であり、まさに目からうろこでした。 

 

これまでにご購入させていただきました各種音源を繰り返し拝聴し、知っているつ

もりでおりましたが、 

自分のことを客観視できていないことを痛感しました。 

 

個別コンサルの内容を踏まえ、改めて各種音源を拝聴させていただきます。 

そして、あらゆるバイアスに気づき、それらを書き換えていきたいです。 

 

改めまして、この度は、ありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（Ｋ．Ｇ 様） 
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久しぶりのコンサルでしたが、今回も、いつにも増して、「目線を上げ

る」ことができました。  

鮒谷 様 

お世話になります。 

久しぶりのコンサルでしたが、今回も、いつにも増して、「目線を上げる」こ

とができました。 

鮒谷さんの言葉を聞いていると、ポジティブな勘違いを起こしてしまいま

す。 

なぜか「できるんちゃうか？」という意識が高まってわくわくします。 

そして、「成長曲線」の話を聞くことで、「低空飛行の今は、力を蓄えている時

期」と、前向きに考えることもできました。 

 

あるとき、急上昇できる日が来る。そしてその急上昇を支えるのが、日常の努

力。複利の力が生きてくる。 

そんなお話も聞けて、より一層わくわく感が止まりません。 

自分の力はまだまだ低く、周囲には否定されたり馬鹿にされることもあります

が、恥ずかしい思いをたくさんして、その経験を喜びに変えて、これからも動き

続けたいと思います。 

 

ご指導、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 

（Ｄ．Ｋ 様） 
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連続して個別コンサルを受けると、宿題に対するコミット率が高くなる

ような気がします。つまり、単発だと、「いい話を聞いた。」で終わっ

てしまいがちですが、次があるとなるとそれがプレッシャーになり、な

にがしかのお土産を持っていかないといけない気にさせられます。 

それこそが、自分の行動を律していき、成果を出すもとになろうかと思

います。  

鮒谷様 

今回も、個別コンサルありがとうございました！ 

今回の学びを以下の様に記載いたします。 

 

・人と会うときは少ない頻度で長い時間会うのではなく、短い時間でちょこちょ

こと会う方がいい。 

 

・会っている時は非日常を演出、つまり、相手の記憶に残るようなことをする。 

 

・たとえ、お互い黙っていもサシでご飯を食べることに意義がある。 

 

・フットワークの軽さが大切。相手が困っている時は短い時間でもとにかく会っ

て解決するようにする。 

 

・最悪の事態は想定しておくことが大切なこととなる。 

 

・キャリアは「プランド ハップン スタンス」の考え方が大切。これを意訳する

と、もっと適当でいいのでは、ということになる。 

出会い、出来事を大切にしていくと、それが、思わぬところで伸びていく。 

 

・タスクが広がったときは、「突っ込んだ方がいいもの。」「心から楽しめるも

の。」を残して全部落とす。 

総花的にならないようにして、小さいものを除去するようにする。泣いて馬謖を

切るの精神で。 

 

・没頭できることが大切となる。飽きた時点が切りどき。廃棄するということを

日常生活に含める。 

 

・自分のことを信じることが非常に大切。思い切って安心してやりたいことをや

ったほうがいい。信じれなくなると、うまくいかない。 

 

・妄想は散弾銃の様にたくさん持つことが大切。妄想は最も大切な資産である。 
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・うまい話はやっぱり胡散臭い。怪しげな投資話は知らないうちに加害者になる

可能性があるので、くれぐれも注意すること。 

 

・自分自身に投資するのが効率が高い。それができないのは自分が信じられない

から。 

 

・経験するからこそ書き換わる。そうなると見える風景が変わるが、そのうちな

れてくる。あまり、考え過ぎずに適当に対応する。 

となります。 

 

今回で、5 回の個別コンサルが終了しました。やはり、連続して個別コンサル

を受けると、宿題に対するコミット率が高くなるような気がします。つま

り、単発だと、「いい話を聞いた。」で終わってしまいがちですが、次があると

なるとそれがプレッシャーになり、なにがしかのお土産を持っていかないといけ

ない気にさせられます。それこそが、自分の行動を律していき、成果を出す

もとになろうかと思います。 

 

今回の個別コンサルを通じて、「出来事」、「出会い」を大切にすること、自分

を信じること、そしてさくさくと決断していくこと、の大切さを心から学ぶこと

ができた、と考えております。 

 

今後も、自分自身を高みに持っていければと思います。また、どこかで広がった

風呂敷をたたむことができたら、と思います。 

 

今回は本当にありがとうございました！ 

今後ともよろしくお願いします！ 

（Ｋ．Ｆ 様） 
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独立するにはと何もせず悶々と日々過ごしていましたが、鮒谷さんとの

面談を機に、即 CA で動きます。  

お忙しい中、コンサル時間を延長してまで対応頂き有難うございました。 

 

私は、将来独立したくその相談に訪れたのですが、自分の頭の固さ、凝り固

まった考えにまず気づかされました。 

中国に来た当初は、金儲けに対して執着を持っていたものの、最近は金儲けと言

う視点が全く欠落していました。 

本当、それでどうやって独立するのっていう感じですが。 

とにかく、ゼニの種になりそうなものを見つけたら、考えすぎず、即、行動す

ることにします。 

 

また、鮒谷さんの黒歴史？や数多くの小商いビジネスの実例を教えて頂

き、目から鱗でした。 

 

そして、ネガティブリスト、ポジティブリスト、PDCA ならぬ、P と D を一緒

にした即 CA、設計の思想と進化の思想 等、この辺りが話の核心であったかと

思います。 

 

独立するにはと何もせず悶々と日々過ごしていましたが、鮒谷さんとの面談を

機に、即 CA で動きます。 

 

小商いが中商い、大商いに脱皮する頃、また鮒谷さんのコンサルを受けれるよう

頑張ります。その頃、個別コンサルがあるか心配ですが。持参した調味料も喜ん

で頂き幸いです。 

この度はありがとうございました。 

（Ｔ．Ｋ 様） 
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自分ではそれなりにやれていると思っていましたが、マインド面でかな

り落ちていたことが今回のコンサルティングで明白になり、深く反省を

致しました。  

鮒谷様 

 

今回も個別コンサルティングにてお時間を頂きありがとうございました！ 

自分ではそれなりにやれていると思っていましたが、マインド面でかなり落ちて

いたことが今回のコンサルティングで明白になり、深く反省を致しまし

た。 

 

特に、家庭について色々とお話頂きましたなかで、地政学になぞらえますと、マ

ッキンダーのランドパワー理論におけるメインランド陥落寸前に近いことを認識

しました。 

 

ここを抑えられてしまいますと、これからの人生は某国ばりの圧政下(笑)に置か

れてしまう、そんな危機感を抱きました。 

というわけで、早速コンサルティング頂いた当日に、当該国？！と交渉を致しま

して、通商交易権の拡大を勝ち取りました(笑)。 

 

また、当日お話できませんでしたが、先日ご紹介頂きました、『成功はランダム

にやってくる！』と『メディチインパクト』の 2 冊を拝読致しました。 

今回も「混沌を良しとする」ということをお話頂きましたが、まさに上記の本と

リンクしまして、種々雑多とした様々な経験が、豚骨スープ(笑)のようにそのう

ち煮詰まり、えも言われぬ佳味を生み出すこともあるのではないかと感じた次第

です。 

 

最近、人と会う機会が減っておりましたので、改めて混沌を生み出すために様々

な人と会っていこうと、決意を新たにさせて頂きました。 

次回もよろしくお願い致します！ 

（匿名希望） 
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色々と厳しいお言葉も頂き、今後の改善していく方向性が見えてきたの

が収穫でした。  

前回の課題であった、HP、メルマガの作成、というところは、個別コンサルテ

ィングの強制力のおかげで終えることができました。 

前々から作らなければ、やらなければ、と思っていたのですが、どうしても後回

しになりがちな部分でしたので、よかったです。 

 

今回の個別コンサルティングでは、その内容をよりブラッシュアップしたものに

するために、鮒谷さんにご相談させていただきました。 

色々と厳しいお言葉も頂き、今後の改善していく方向性が見えてきたのが

収穫でした。 

 

メルマガの内容はより専門性を高めたものに改善していこうと思います。また、

専門性を高めるためにも、今まで以上に専門的なことを勉強していこうと決意い

たしました。 

 

HP に関しても、より具体的な事例を組み込んで、臨場感を持ったものに手直し

していきます。 

 

HP、メルマガは、一朝一夕で成果の上がるものではないと思うので、どうして

も後回しにしてしまいがちです。個別コンサルの強制力の力をお借りしなが

ら、また、鮒谷さんのアドバイスを頂戴しながら、少しずついいものにしていけ

ればと思っております。 

 

今後ともご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します！ 

（フィナンシャルアドバイザー Ｙ．Ｉ 様） 
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「高い目標」を持つことの大切さを教えて頂き、初めて高い目標を持た

なければならない理由を知ることができました。  

お世話になります。 

 

昨日はコンサルティングありがとうございました。あんな格調高いホテルの雰

囲気を味わえただけでも貴重な経験になりました。 

 

鮒谷さんは自分が想像していたのと違いとても気さくな方で、エネルギッシ

ュな方でした！ 

 

「高い目標」を持つことの大切さを教えて頂き、初めて高い目標を持た

なければならない理由を知ることができました。９０分の時間はあっとい

う間でした。 

 

しかも、お忙しい方なのに 30 分近くも延長してお話して頂き本当に感謝

感激しました！ 

 

ここから鮒谷さんから教わったことをやるかやらないかは自分次第なので、是非

この経験を生かし成長したいと思います。今は「やってやろう！」という気持ち

でいっぱいです。 

 

鮒谷さんに本当にありがとうございましたとお伝えください。そして、こまめに

何度も丁寧に対応して下さった長内さん、ありがとうございました！ 

 

（Ｙ 様） 
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「じゃあ、そこ具体的にはどうやるの？」が全部提示されるので、実行

にあたってのハードルは下がります。  

先日の個人コンサルありがとうございました。ボリュームがすごくて、あわあわ

しながらまとめていたら、感想の提出に一週間もかかってしまって情けない限り

です。自分のことなのに。。。 

 

そして、感想がまたしても長くなってしまいました。 

さて、鮒谷さんの個人コンサルは宿題が出るのがいいところだと思います。 

「実行まで持っていく」「手を抜かせない」ようになっているのです

ね。必ず次のコンサルに向けての進捗や、疑問を提出することになっています。 

内容を細かく書いて提出することになっていますし、日付だけでなく時間まで決

まっています。 

 

これは僕のようについぐうたらしてしまう人間にはいい仕組みだなと毎回

思います。お金に余裕があればマンツーマンで家庭教師をしてほしいぐ

らい。実はもろもろ課題を提出した直後の 7/10 のメールでちょっとドキッと

しました。 

 

セミナーCD 販売のメールだったのですが、以下のような文章が載っていたから

です。 

 

> 「○○さんがお客さんの立場で、初めてこの案内文を見たとしたら、この商

品、欲しくなりますかね？ 

> 売り手側の視点を完全に離れて、 

> 赤の他人の目線で、このパンフ、あるいはサイトを見たとき、この商品、買い

たくなりますかね？」 

> といった言葉を投げかけることが多いのですが、 

> そのとき、少なからぬ確率で、 

> 「言われてみると、自分がお客さんだったら、全く魅力的だとは思わないし、

欲しいとも思わないなあ」 

> と言われます（汗） 

 

僕の提出したプロフィールや商品説明のことを読んでのことなのかと思って、ド

キドキが止まりませんでした。自分の中では時間もそんなにかけてなくて、でき

がイマイチだと思っていたので「バレた」みたいな。 

 

当日の個人コンサルでは「よくできていると思います」というようにさらっと流



 - 407 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

れたので、ここ何年かで一番ホッとしました(笑)。 

鮒谷さんの個人コンサルでは 

「自分のセミナーやコンサルでは、持っているものを全部話していい」 

 

と何度もおっしゃいました。 

 

「実行にあたって自分用カスタマイズするのが一番難しいんだから」 

 

ということなんです。 

 

ここで納得なのは、鮒谷さんの個人コンサルもまったく同じということです。 

僕が鮒谷さんの個人コンサルのメモ書き、書ききれなかった記憶に残る言葉を 

文章にまとめたところ、A4 で 5 枚程度になりました。びっしり書いての 5 枚で

すから、 

ものすごいボリュームです。 

 

ありがたいのは、個人コンサルなので「自分用にカスタマイズ」が既にな

されていることです。「じゃあ、そこ具体的にはどうやるの？」が全部提示さ

れるので、実行にあたってのハードルは下がります。 

これが多分「あとは自分で考えて」だと、めげてしまうことが多くなるのだと思

います。例えば「基本的な今後のビジネスの進め方」という部分では以下のよう

な感じ。 

 

1. 最初は妥当な単価(自分が思うよりかなり安く)してキャパを埋める 

2. キャパが埋まってきたら単価の安いものを落とす 

3. 単価を上げる 

4. お客様の声を集めてにぎわい感を演出する 

5. 2 に戻って繰り返す 

6. 単独でコンサルビジネスやっていると月額 100 万円まではこれでいける 

7. 2 年間ほど続けると年商 1000 万円までこれでいける 

8. そこを超えたらアシスタントや外注を使ってシステム化しないとそれ以上まで

は難しい 

 

他にも僕がやろうとしているセミナーについては 

 

・詳細プロフィールには子供時代のストーリーを入れましょう 

・「相談」というより「個別コンサル、パーソナルコンサル」というと高く取れ

る 
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・終了当日に告知、前日に告知、当日の 23 時を締め切りにしておき 16 時に案

内 

・セミナー時間のベストは 3.5h ぐらい、最後の 30 分は質疑応答に(一体感が出

て盛り上がる) 

・申込書は厚みのある色紙を使う(水色、ピンク) 

 

と言った形でいちいち具体的な説明をいただきました。 

「セミナー内容についてはこんなことを盛り込めばいいんじゃない？」といって

放つフレーズが、既に魅力的だったりして、自分のセミナー内容を鮒谷さん

から聞きたくなったぐらいです(笑)。 

 

いざ、自分でセミナーやろうと思うと、本当にこの内容で大丈夫かなあとか、自

分の話に価値を感じてもらえるのかな、受注したとしてちゃんと役に立てるかな

とかの不安はつきません。仕事を取るまではよくても、取った後に価値を出さな

いと意味がないですし。ともあれ、まずはもらった宿題を一個ずつ実行していこ

うと思います。先のことを考えると手が止まってしまいます。。。考えても仕方

がないと自分にいい聞かせています。 

こうやって実行段階まで落とし込んだ宿題や課題が出てくるので、単なるセミナ

ーやコンサルティングと違って手を動かしやすいのがありがたいと思って

います。やらなきゃいけないことがいくつかあるので、不安に感じて体が止ま

ることが防げるのかなと。それでも、動きはまだまだ鈍いですが。。。 

 

また、今回も人をご紹介いただきました。その方が移動中のところをわざわ

ざ戻ってきてもらって申し訳なかったです。 お話させていただいて非常に刺激を

受けました。危うく帰りの移動時間に間に合わなくなる寸前まで話し込んでしま

いました。ありがとうございました。そのあと、ちょうどその方のやっているこ

とが、僕の知り合いに必要そうだったので、知人にご紹介したらなんだか話がス

タートしてしまい、あまりの速さに逆に恐縮しました。 

できるだけ協力させていただきたいと思います。よく出てくる「いい人」「す

ごい人」のたとえのように、両方を兼ね備えたコンサルティングが受け

られるのがいいんだと思います。結果を出す具体論が聞けて、しかも実行

まで進められる。どちらか片方だけ飛び抜けていても十分素晴らしいですが、

それはよくあります。どちらもあるというのは貴重ですし、受ける側とし

ては本当に助かります。 

（Ｔ．Ｋ 様） 
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冷静にクライアントの現状・環境などを真摯に踏まえ、適切であろう次

の一手について、その理由や構造、大量の具体例などを交えながらご提

案いただき有難うございました。  

先日は、第 3 回目の個別コンサルのお時間どうもありがとうございました。 

 

第 1 回目、第 2 回目の期間の私の外への行動に対する結果を受け、正直なとこ

ろ、第 3 回目の個別コンサルの内容は内心どうなることかと直前まで心を揉んで

おりました。しかし、冷静にクライアントの現状・環境などを真摯に踏まえ、適

切であろう次の一手について、その理由や構造、大量の具体例などを交え

ながらご提案いただき有難うございました。（その高熱の言語化シャワ

ーがまた心地よく^^）次の一手に沿って行動していきたいと思います。 

 

また、個別コンサル後に振り返っているときに感じたのですが、それまでの方法

に入り込んで視野が狭くなっていた自分がいました。 

そして、『その方法に入り込んでいる思考を引っ張り出し、方法自体を一旦俯瞰

し、現状を踏まえ、また新たな手を打ってみる。』 

といったことも重要であると事後的に学ばせていただきました。 

このような学びは、単発ではなく、複数回のコンサルであったが故に気づ

けたことだと思います。 

 

今回の感想の最後になりますが、これまでの総括としまして、第 3 回目の個別コ

ンサルの冒頭でお話させていただきましたとおり、個別コンサルを受ける前まで

は、自身の行動が内向き(矢印が自分へ)中心でしたが、外への行動を大幅に増や

すことによって、今までにはなかった様々な外(周り)からの変化が起きだ

しています。 

これは、既に当たり前の人にとっては、当たり前のことであることと思います

が、コンサルを受ける前の私の行動の延長線上では気づけたとしてもかなり

の時間がかかっていたことであろうと思います。 

それが、あと数年、数十年後であったと想像してみると・・・ゾッとしま

す^^いま、このときでよかったとつくづく感じております。 

 

今後も外へ向かっての行動を増していきたいと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（Ｄ．Ｕ 様） 
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サラリーマン思考から抜けられない自分自身に嫌になっていますが、自

分自身の力では改めて変わることは難しい事を実感しました。  

鮒谷様 

本日は、私のためにお時間を取って頂きありがとうございました。 

 

外の暑さで汗をかいていたのですが、次々に投げかけられる言葉によって、自分

が考えないようにしていたところを突かれてしまっての、焦りの汗とそっち方向

にいってもいいのだという興奮の汗が入り混じり、終了時には太ももとおしりが

びっしょりでした。（汗をかき続けてすみません） 

 

サラリーマン思考から抜けられない自分自身に嫌になっていますが、自分自身の

力では改めて変わることは難しい事を実感しました。実現の可能性が非常に高い

事業提案を聞いても心の奥底で変わることを拒否している自分がにょきにょきと

出てきてしまっていました。 

 

自分自身の事は分かっているようで、全然見えていないことが分かりました。 

（変化をなんらかしらの理由をつけて嫌がっている） 

 

今自分が持っている知識、知恵、経験を活かして、伸ばしつつ、お客様に貢献で

き、かつ、自分がわくわくするものを、今からじっくり考えていこうと思いま

す。 

 

コンサルの度に新しい人との出会いもプロデュース頂けていますので、その出会

いも活かしつつ、自分自身に刺激を与え続けて行こうと思います。 

（その出会いから、早速仕事が生まれ、新たな動きが出始めています） 

 

現職業務にビジネスの種がたくさんあると思いますので、視野を広げて、次回良

い報告が出来るように日々活動をしていきます。 

引き続き、よろしくお願いいたします。 

（ベーカリープロデュース業 Ｍ．Ｎ 様） 

 

  



 - 411 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

幼稚園児のレベルの者に、エキスパートの鮒谷さんが、私にわかる言

葉、話し方で伝えていただけたので、年長組に進む道が見えてきまし

た。  

鮒谷さん、２回目のコンサル、ありがとうございました。 

自分の中では、１回目より手がかかったかとのではないかと思っています。 

ただこれは「ゼロ」だったものが、ほんのわずかですが、動き出した故の課題も

増えてきているとプラスに考えております。 

今回のコンサルでの氣づきは、如何に自分がビジネスに対して何も考えていなか

ったか」このことを痛感しました。 

いつも上辺だけを考えて、深く考えるまえに「とはいえ、俺だよ。なんとでもす

るよ」と、根拠のない自信（今となっては間違った自信でしたが・・・）から、

思考を停止し、避けてばかりいたのでしょう。 

そのような幼稚園児のレベルの者に、エキスパートの鮒谷さんが、私にわか

る言葉、話し方で伝えていただけたので、年長組に進む道が見えてきまし

た。 

 

やるべきことは多々ありますが、まずは 

 

・対象を絞り込む 

・問題と解決策はセットで 

・独白の垂れ流しからコンテンツの提供を目指す。 

 

これら３つのことを重点的に意識して行動していきます。 

まだまだ基礎固めが続きますが引き続きよろしくお願いします。 

（あなたの応援団 山崎耐忍 様） 
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鮒谷様の個別コンサルを迷われている方々へ、初回しか経ていない私で

すが...私も迷いました、しかし、成長したい、進化したいという気持ち

が、自分の真ん中にあるならば、申込むことをオススメします。  

鮒谷様 

本日は、個別コンサルにてお時間を頂きありがとうございました！ 

以下、長文失礼します。 

 

私自身、ビジネスセミナーなどに参加した経験がなく、もちろん、コンサル自体

も初めてで、始まる前は緊張しておりました。 

しかし、簡単に私の緊張を解いていただき、楽しみながら、初回のコン

サルを受けることが出来ました。 

 

いただいた言葉の一つ一つに魂が込められており、お話をさせていただきなが

ら、自分の心が震えていくのが、わかりました。 

 

「もっともっと言葉をください！」 

 

という、心の声が聞こえ、 

プラス方向の言葉の中毒者に初回でなりました（笑） 

 

初回の個別コンサルを経て、印象的だった気づきは、二つです。 

 

一つ目は、言葉のあやつり方です。 

「やり方の前に、在り方」という言葉を持って、これまでに、自分の頭の中に

在って言葉に出来ていなかったイメージを明確に、的確に、表現してい

ただきました。 

 

自分の真ん中にドンピシャでハマり、背筋が伸びました。言葉というものが、自

分の姿勢を正してくれるものであること、そして、様々な場面で強靭な道具と

も、時には処方箋にもなるのだと気づかせていただきました。 

 

二つ目は、自分自身のレールは、自分での引き直しが、出来るということです。 

今までの経験や周囲の人たちのレールから、勝手な先入観で自分のレールに制限

をかけていました。 

「脱線したって...ええじゃないか！」そんな、メッセージをいただき、大いに脱

線したくなりました（笑） 

元に戻らなくても、自分でレールは引けばいいのですから。 

初回のコンサルを経て、これから、行動することは二つあります。 
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①高い目標を持つ、そして、基準をとにかく上げる。 

そのためにも、高い目標を掲げる方々と出会うため、とにかく行動する。 

②ブログを使って、思考 OS からノウハウまでを勧めていただいた本などから、

言語化し、自分の血と骨にしていく。 

 

次回もよろしくお願い致します！ 

 

鮒谷様の個別コンサルを迷われている方々へ、初回しか経ていない私ですが...私

も迷いました、しかし、成長したい、進化したいという気持ちが、自分の

真ん中にあるならば、申込むことをオススメします。 

迷っていることは、止まっていることと同じかと思いますし、やる気とテンショ

ンの鮮度を逃すべきではないとも思います。 

傷まない間での申し込みをオススメします！ 

（大手メーカー設計職 Ｙ．Ｎ 様） 
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１回目のコンサルから１週間がたち、当初コンサルを申し込んだ一番の

目的はすでにほぼ解決の方向に向かっている感じがしております。  

鮒谷さん、 

先日は、お忙しいところお時間いただきまして、どうもありがとうございまし

た。 

私自身、いまやっていること自体はまちがってはいないと思っていて、自分なり

に工夫して環境も整えていたつもりなのに、しかしなぜか目の前のことに集中で

きていない、という現状を何とかしたいと思い、一度、鮒谷さんに客観的に見て

いただいてアドバイスをいただければ、という気持ちでコンサルを依頼させてい

ただきました。 

 

コンサルから１週間、いただいたアドバイスのエッセンスに基づき、自分の生活

を見直し、目標と行動をかなりシンプルに見なおすことで、頭の中も整理され、

時間の使い方も改善されはじめ、目の前のことたいする集中力があがってき

ました。 

ドラッカーの「経営者の条件」も手元にとどき、熟読中です。笑 おもしろいで

す。 

改善点はまだまだあるなと感じており、引き続き改善していきたいと思っており

ます。 

 

１回目のコンサルから１週間がたち、当初コンサルを申し込んだ一番の目的

はすでにほぼ解決の方向に向かっている感じがしております。 

次回以降のコンサルでは、さらに未来へ向けた布石を打つべくご指導いただけれ

ば幸いです。楽しみにしております！ 

では、失礼いたします。 

（Ｋ．Ｆ 様） 
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コンサルでは決してできの良い生徒ではなかったですが、仕事の進め

方、考え方、そして目標の持ち方を考える機会となりました。  

5 回に渡るコンサルティングでは大変お世話になりました。 

メルマガはかなり初期から拝読していましたが、圧巻セミナーだけはでてみたい

と思うようになり、参加した上、さらにコンサルまで申込んでしまったのはまさ

に圧巻セールスの世界にハマって（笑）しまったということだと途中からわかり

ました。恐るべしです。 

コンサルでは決してできの良い生徒ではなかったですが、仕事の進め方、考え

方、そして目標の持ち方を考える機会となりました。 

普段は目の前の仕事にどっぷり浸かってしまっているので、次に何をするかをア

ドバイスいただき、そして行動の後押しをしていただきました。 

特に最終回の、第二領域の時間をどれだけ天引きするか、いかに楽しく仕事をす

るか、は体に刻み込んでおきます。わかったつもりになっていただけのこと

を実例をもって語っていただき目からウロコでした。次は行動ですね。一

歩一歩がんばります。ありがとうございました。 

（シューズメーカー販売部 部長 Ｎ．Ｉ 様） 
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いつのまにか自分が手を動かして自分で前に進んで、気づくとゴールの

近くまで連れてきてくれる。そういうところが他のセミナーや書籍など

とは違うところですよね。  

今回は僕の最後の個別コンサルでした。ありがとうございました。 

 

集客の件をなど、先日のメルマガにも感想とともに掲載してもらったように諦め

ずにやり続けたいと思います。大学に入るのに 2 浪してしまったりとか性格的に

はノンビリしたタイプなんですが、仕事は淡々と続けることができます。粘り強

いというわけでもないのですが。。。 

 

本当は失敗してもいいのでガツガツ前進するタイプになりたいと思っています。 

そっちの方が、よくても悪くてもすぐに結果も出ますし。 

しかし、今、変えようと思ってもなかなか難しいものですね。。。鮒谷さんに聞

いた仕組みを自分なりに応用して、ガンガンいかなくても結果が出せる仕組みを

自分のために作りたいと思っています。そうしているうちに、自然にがんがんい

ってる感じになれればと思いました。 

 

さて、コンサルの件ですが、今回は僕が作成して持っていったメニュー表の文字

が大きいといわれたのは意外でした。僕はネットショップコンサルなので、パッ

と見た瞬間に誰もが理解できるように、文字は大きく、わかりやすくしましょう

という指導をしています。 

 

でも、コンサルだと文字が小さくて密度が高いほうが知性的なイメージになると

のことでした。なるほどなあという感じ。そして、ここまでにお聞きしたノウハ

ウを全体的に思い出してみると、正統派のコンサルティングだけではありません

でした。「バカ正直に頑張れ」でないのが印象的です。目にとまってなんぼだ

し、使ってもらってなんぼだろ、という本音が伝わります。泥臭いというか、ハ

ッタリというか、裏技というか、ある種やったもん勝ちみたいな部分を融通無碍

に取り入れていくんだなあというのが一番印象に残りました。 

 

例えば、 

 

・金メッキ 

・忙しさアピール 

・Facebook でも仕事しているように見せる 

・誰と会っても何を話しても仕事モード 

・紙や文字の見た目、手触り、色 

・並べる順番、イメージ、雰囲気 
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・会場でのちょっとした会話 

・個人のプロフィールを覚えておいて声をかける 

・ちょっとした距離を見送りに行く 

・自作自演でもいいので賑わい感を演出する 

 

とかです。 

 

もちろん、セミナーや商品の中身がいいことは当然であって、最後に背中を押す

のはそういうところだというのは納得です。だからこそ、効果が出るという面が

確かにあると思います。まじめにがんばってよかったね、よりも、ちゃんと結果

出せたね、の方がいいのは間違いないので。当然ながら、違法なことやグレーゾ

ーンなんてことはまったくありません。どれもあとで振り返ったら、自分は頑張

ってたなあと笑えるようなことばかりだと思います。むしろ自分の発想や仕事の

やり方が、何かバカ正直なやり方に凝り固まっていたのだと感じました。こうい

う発想をしていかないと仕事モードにならないというか、常在戦場という感じ

で、商売人(ビジネスマン)になれないのだなと思った次第です。 

 

そして、この個人コンサルで習ったアップセルがすかさず届くところもすばらし

い(笑)鮒谷さん自身がちゃんと有限実行しているのですよね。 

危うくノータイムポチリしそうでした。いや、ポチっていいわけなのですが

(笑)。常に仕組みが発動していますね。教わった通りの価格設定ですし。 

 

また、セミナーやコンサルは鮒谷さんの本業であり大先輩なので当然なのです

が、かなり細かいところまでノウハウ化されているのだなというところが印象に

残りました。こういう既に結果の出ているノウハウをそのまま提供しても

らえるのは本当に楽。高速道路みたいなもんです。どうしようどうしよ

うと頭を悩ます必要がないので、だいぶ実行のスピードがあがります。 

いつのまにか自分が手を動かして自分で前に進んで、気づくとゴールの近くま

で連れてきてくれる。そういうところが他のセミナーや書籍などとは違

うところですよね。迷っているだけで前に進まない。僕も含めて多いと思いま

す。 

 

今回のコンサルは、前に進むいいきっかけになりました。実際に半歩、前に

出られました。 

ありがとうございました。 

（Ｔ．Ｋ 様） 
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成長、学び、行動の、根幹の意識についてのそもそも論を、例の如く、

怒涛のような刺さる言葉と、それをハンマーで打ち込むが如くの例えを

用いてさらに奥深くまで打ち込んでいただきました。  

第１回目の個別コンサルありがとうございました。 

 

成長、学び、行動の、根幹の意識についてのそもそも論を、例の如く、怒涛の

ような刺さる言葉と、それをハンマーで打ち込むが如くの例えを用いて

さらに奥深くまで打ち込んでいただきました。 

 

自身の目指す方向や場所がいまだ漠然とする中、その方法論や施策に入る前に、

成長や学びを目指すとはそもそもどういうことか、といった基礎の基礎から入

っていただきました。 

行動も、またそれをする動機となる向こう側の世界のイメージをもつことや杭を

打つことなど、まだ何もできていないし、始まっていもいない、車輪が回りだし

てもいない、イコール外部に働きかけていることについては皆無である、という

状態を指摘していただき、まさしくその通りと納得し、それはつまり方法を論じ

る以前の状態である、しかし逆に根幹の意識がない状態で方法論に入ることは本

人にとっては糠に釘、のれんに腕押し状態で、なにも響かず効果がない、という

ことで、この先の労力が徒労に終わってしまうことのないよう、意識の

部分にフォーカスを当てて頂きました。 

 

後半は、意識を飛ばすことに向けての実生活の中での実例を交えてのノウハウを

少し伝授いただきました。 

現在の私の課題は、時間を創出する方法を必死で考え、適用して実際に時間を創

出することと、人に会って向こう側のイメージをよりリアルに感じること、の二

つで、そのまま次回までの宿題となりました。 

宿題をこなすのにあたりまして、同じ志を持つ多くの仲間と知り合いになること

ができたのですが、彼らからどんどんと行動の提案を受けたり中にはほぼ強制的

に活動が組まれたりと、鮒谷さんが裏で糸を引いているのではないかと思

うくらいのタイミングで次々と周りの環境がそうなっていき、不思議で

した。 

それに対して私自身は意識をついていかせるのに精いっぱいでまだまだ腰が重い

ことを痛感させられております。 

 

コンサル前の事前ご提示資料として、ワードで作成した大量の文書のほかに、手

書きの資料も合わせて事前に提出させて頂いていたのですが、鮒谷さんは文書の

隅々まで読んで下さり、手書き資料のなかで、メモとして書いた図らずもスキャ

ンに写ってしまった部分までお読みいただいたことがわかり、コンサルする方
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もされる側以上に真剣で入念なご準備をされていることがわかりました。 

あの殺人的なスケジュールの中でどうやってその時間を捻出しているのだろう、

と感嘆するばかりで、次回以降そのあたりも盗むことができたらと思っているの

ですが、そうまでしてご準備いただいていることがわかってしまった以上、次回

以降も受ける側として気合を入れなければ、と、良い意味でのプレッシャー

を与えられることができました。 

今日現在、宿題の成果としては誠にお恥ずかしいレベルではありますが、次回コ

ンサル楽しみにしております。 

どうぞ宜しくお願いいたします！ 

（Ｙ．Ｓ 様） 
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2 時間のコンサルを通して厳しい口調、文言等はありませんでしたが、

やらざるを得ない状況に追い込まれました。  

鮒谷さんのコンサルは本当に受けて良かったと思います。 

理由は 3 点あります。 

①内容が分かりやすく的を得ている ②話易い雰囲気 ③ソフトな強制力 

 

①については、新人時代はデキナイ営業マン（と鮒谷さんがおっしゃってまし

た）だった段階から、さんざん苦労されてスーパーコンサルタントになられた

為、論理、思考の飛躍がなく、具体例が非常に豊富であり、凝縮された

言葉を平易な言い回しで、熱く語って頂けました。 

②については、温かい人柄を感じました。高級スーツ、高級時計等お高くとま

ったコンサルタントとは対極にある雰囲気で警戒心を相手に与えないし、質

問にはできる限り応えたいという気持ちを感じとることが出来ました。 

③2 時間のコンサルを通して厳しい口調、文言等はありませんでしたが、やらざ

るを得ない状況に追い込まれました。 

鮒谷さんの庶民的な雰囲気とそこから放たれる芸術的な言葉のギャップ

に参りました。 

自分のキャリアに多少の誇りをもっておりましたが、鮒谷さんのコンサルを受

けて自分の小ささを痛感しました。 

ぬるま湯になんと長時間浸っていたんだろうと感じました。 

「2 階級上の人ともっと積極的に会おう。もっと基準を引き上げよう。」と決意

しました。 

 

鮒谷さんありがとうございました。 

今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

（証券会社 支店長 Ｔ．Ｓ 様） 
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美味しいものをいただきながらのコンサルティングは真剣でありつつも

和やかな雰囲気でリラックスできました。  

先日は、個別コンサルティングをありがとうございました。 

お食事もご馳走していただきありがとうございました。 

（時間も過去最高幅にご延長していただき恐縮です） 

 

美味しいものをいただきながらのコンサルティングは真剣でありつつも

和やかな雰囲気でリラックスできました。鮒谷さんファンの妻も、鮒谷さ

んとお食事ができて感激しておりました。その効果で数値管理をしっかりし

てくれると思います汗 

「今日は誰と会うの？アポ取ってるの？」と詰問（？）されますので。 

昨日は○○○○を使い、お一人と会いました。 

人と会うという基本に立ち返り、目先の利益に走らず当たり前の事をコツコツや

っていこうという気持ちを新たにしました。 

頑張りますだけでは人は頑張れない、とのアドバイスから次の日にホワイトボー

ドを買って来て数値目標の見える化の仕組みを導入しました。  

昨日もそうですが、人と会うと、将来どうしたいのか、独立したいならいつする

のかという話になり、「実はですね、」と切り出すのでこれで合っているのか

な、と思いつつ、鮒谷さんがおっしゃってくださったように 

 

> 売りたいが故に売ることを辛抱する、 

> そして何屋さんであるかも過剰に案内しないという、 

> そのあたりの感覚 

を身につけていきたいと思います。 

>くれぐれも売りに走ることによって 

> 人が離れていくということは決してないよう、 

> そのあたりご留意いただければと思います。 

 

に関しましては、十分留意いたします。 

先日のお食事しながらの時間は一生忘れることはないと思います。 

 

次回に良いご報告ができるよう全力で取り組みます！！ 

この度も本当にありがとうございました。 

（結婚相談所 Emias（エミアス）代表 谷富雄 様） 
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鮒谷さまのスピードに圧倒されながら、今まで考えもつかなかった世界

に、グイグイと引き込まれて行く自分に気付きました。  

鮒谷さま 

 

先日は個別コンサルティングにて貴重なお時間を頂き、誠にありがとうございま

した。諸事情により 1 ケ月空いてしまいましたが、「何をおいても翌月にはお会

いしたい！」と思い、スケジュール調整頂きましたこと、大変感謝致しておりま

す。 

 

改めまして、ありがとうございました。 

 

数ヶ月前より、足りない頭をあれこれ‥それなりに駆使し考えを巡らせてはいた

のですが、なかなか「コレ！」と言えるアイデアが浮かばずにおりました。正直

焦る気持ちもありましたが、今回のコンサルティングにて、より具体的なアイデ

アやアドバイスを頂きました。また、私が思わず口にした言葉に、瞬時に反応さ

れ、スマホで「検索」を開始された鮒谷さまのスピードに圧倒されながら、

今まで考えもつかなかった世界に、グイグイと引き込まれて行く自分に

気付きました。 

 

いつの間にか、コンサルティング受講の「真の想い」に、僅かながら近づくこと

が出来たのかな、と嬉しく思っております。 

 

まずは、個展（「小さな展示会」と表現した方がシックリくるかもしれません

ね。）の開催に向け、動き始めました。鮒谷さまが常に仰られているように、何

かしら自分のやりたいことを公言していると、少なからず応援して下さる方に巡

り会える‥という、まだスタート地点に立つ準備段階にありながら、そのような

貴重な体験もさせて頂いています。 

 

単なる趣味の範疇であった「フラワーデザイン」。今、少しずつその世界に不

思議な広がりが出来つつあることを実感しています。 

これまでの私は、「私は会社員（特に業種的に厳しい‥!?）だから、本業以外で

お金を稼ぐことはいけない」という思い込みがありました。もちろんその通りで

はあるのですが、考え方次第（違反しない範囲!?）で、自分の経験を周りの方々

に知ってもらうにいろいろな形、方法があることを知りました。 

 

まずは小さく、そして面白いと思えることにいろいろチャレンジしてみたいと思

います。もしかすると、そのような中で、また違う何かに出合うかもしれません

ね。そんな期待感をも楽しみつつ、次回経過をお伝え出来ますこと、楽しみにし
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ております。 

 

最後のサプライズ（？）は、ご気分を害してしまうようであれば持ち帰るつもり

でおりましたが、鮒谷さまが楽しそうに（!?）スイッチを押して下さいましたの

で、お持ち帰り頂きました（汗）（いえ、お気遣い頂きましたね。申し訳ござい

ませんでした。） 

 

大変失礼致しました。 

 

種々ご配慮頂きまして、ありがとうございました。 

今後とも、何とぞよろしくお願い致します！ 

（Ｍ．Ｔ 様） 
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今から 1 年前にはまさか、このような状況になるとは思ってもよりませ

んでした。  

鮒谷様 

 

先日は個別コンサルティングありがとうございました！ 

また、そのあとには決起集会！？までして頂き、とても気合いが入りまし

た！ 

 

現在、引っ越しの準備の合間に、段ボールの山に埋もれながら、こちらの感想を

書いております。 

今から 1 年前にはまさか、このような状況になるとは思ってもよりませ

んでした。 

コンサルティングの場でも仰っておられて、 

更にフォローのメッセージでも頂いた言葉、変化の前には、必ず、「流れ、流さ

れ」という状態があるというものを実感しております。 

昨年、自分にとっては決して安くない金額を支払って、鮒谷さんの個別コンサル

ティングに身を投じたことをきっかけに、これまでの人生では全く思いもよ

らないような、様々なことがありました。 

そして、引っ越しの為に片付けをしていた部屋の中で、鮒谷さんのご友人の泉正

人さんの著作である、「流される力」という本を発見し、今の自分は流されるフ

ェイズなのでは、と勝手にこじつけています(笑) 

これからまた、私は新たに大きな流れに身を投ずることになりますが、引き続

き、よろしくお願い致します！ 

（匿名希望 様） 
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今回の個人コンサル、申し込んだ時点で既に元を取りました。  

鮒谷さん 

ご無沙汰しておりました m(_ _)m 

 

1 年 4 ヶ月ぶりにお伺いさせて頂きました。やっとその気になりました(笑) 

時間が掛かりました・・・ 

 

今回の個人コンサル、申し込んだ時点で既に元を取りました。 

鮒谷さんに報告しようと行動が伴いました。 

 

コンサルの予約システムを作成 

メルマガの登録フォームを作成 

コンテンツ開発案の策定 

その上での相談となりました。 

 

コンサルは別の形でのご提案を頂き、見直しが出来ました。 

メルマガは「負荷を掛ける」と言う一言で気持ちが軽くなりました。 

コンテンツ開発も、コンセプトが明快になりました。 

 

もう次をやりたくてうずうずしています。 

自分のことは自分で客観的に見ることは出来ない。と言う事をこの 1 年

間本当に痛感しました。 

その上で、私のことを鮒谷さんに客観的に見て頂こうと今は思っています。 

圧巻セールスセミナーも含め本当に良いタイミングだと思っています。 

次回のコンサルも楽しみです!! 

（Shu's BOX 上田修司 様） 
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今の自分から見ると、鮒谷さんに出会うまでの自分はそれなりには頑張

っていたものの、全てにおいて量、質、スピード、方向において基準値

があまりに低かったと思います。あり方が甘かった。  

鮒谷さま 

 

今回はコンサルの５回目を実施していただきました。 

最後のコンサルを受ける前に、鮒谷さんにお会いしてから受け取った言葉を改め

て反芻してみたのですが、コンサル５回目を前にして「あ、あの最初の時のセミ

ナーで言っていた意味はこういう意味だったのか！」と更に腹落ちする経験を

しました。まさに鮒谷さんが常々言われている「全ての学びは事後的に行われ

る」ということを身にしみて感じた次第です。 

今の自分から見ると、鮒谷さんに出会うまでの自分はそれなりには頑張っていた

ものの、全てにおいて量、質、スピード、方向において基準値があまり

に低かったと思います。あり方が甘かった。 

今回のコンサルでは初回から今日に至るまでを総括していただき、また、これか

らの道標もいただきました。本当に感謝です。 

 

鮒谷さんの２日間セミナーに初めて参加したのは、メルマガにあった「別に参加

してもしなくてもどっちでもいいんですが」と「高い買い物をしない人に高いも

のは売れない」いうような（正確には違った言い回しだったと思います）２つの

文に、「何だろうこの人？」と興味が湧いたのがきっかけでした。 

そして、今、あのセミナーに参加して鮒谷さんに出会えて本当に良かった、

というのが心からの感想です。 

 

まだまだ、学ばせていただきたいことが山ほどあります。 

今後ともよろしくお願い致します。 

（Ｍ．Ｔ 様） 
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報告すべき宿題があるということが何にも勝る強制力として働き、やら

ざるを得ない状況をすでに１回目に作り出してくださったおかげで、な

んとか提出して恥ずかしくないものをと思いから、数多くを行動に移す

ことができました。  

２回目の個別コンサルありがとうございました。 

報告すべき宿題があるということが何にも勝る強制力として働き、やらざる

を得ない状況をすでに１回目に作り出してくださったおかげで、なんとか

提出して恥ずかしくないものをと思いから、数多くを行動に移すことができ

ました。以下、項目ごとに自分なりに得たと思ったことを記させて頂きます。 

 

・時間の創出の課題で、かなり良くやれていて、よく回せているというお褒めの

言葉を頂き、大変うれしく感じました。褒められるとさらにやる気が出てきま

す。それも承知の上でそうコメントいただいたのだと思います。コップに石から

始まり徐々に小さい石を入れ、最後には砂や水も入るたとえで、極めていきたい

と思います。微差の積み重ねが、未来に至る面積を大きくしていく例えも励みに

なります。 

・ブログなど、外に働きかけることについて、このようなお話を頂き、ケツを蹴

られました。「自分のことを過大評価し（１０倍）、他人は関心がない（１０分

の１）、その差は１００倍、自分が感じるほど他人は意識していない。であれ

ば、何かやることに対する抵抗感を払拭してやったもん勝ち。やりますと宣言す

れば緊張感が生まれ、宣言した以上本気で取り組まざるを得なくなる。」 

・人と会う課題については、絶対量が圧倒的に不足していると思っています。さ

らに打診していきたいと思います。 

・いつごろまでに（どうなりたいか）という目標はあるか、という問いに対し

て、ギクッとしたと同時に、まるで具体的なイメージが無かったことに気付かさ

れました。少しずつ準備を始めて、行けると思った時に突っ込んで行こう、とい

う程度の心づもりしかなかったことに気付かされました。 

果たしてそれは、本気でそうしたいと思っているのか、と問いかけられているよ

うにも思えました。 

 

目標の時期を決めないと、逆算して行動しないことを痛感させられました。 

次回もどうぞよろしくお願いいたします！ 

（Ｙ．Ｓ 様） 
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2 回目の今回は、様々な話題を用いた雑談を交えながらも、お話の随処

に波及効果の高いしくみづくりの要素をちりばめていただいたので、内

容がとても分かり易く、頭と心への浸透度が桁違いに高かったです。  

鮒谷さま 

 

本日は、朝早くから個別コンサルのお時間をいただきまして、ありがとうござい

ました! 

2 回目の今回は、様々な話題を用いた雑談を交えながらも、お話の随処に波及効

果の高いしくみづくりの要素をちりばめていただいたので、内容がとても分かり

易く、頭と心への浸透度が桁違いに高かったです。 

1 回目の個別コンサルから約 1 か月を経て、これまで死火山だった私でしたが、

様々な方とお会いする中で、徐々に自分自身の内部でマグマが動き出し、火山活

動が始まってきたように感じております。 

とは言っても、これまでに溜まった「頭の中のバグ」という毒素を、まだまだ、

吐き出しきれていないので、思考 OS のレベルで書き換えることにこれからも注

力し、毒素をどんどんと吐き出していきたいと思います。 

生活習慣のところでは、土曜日の朝を崩してしまうと、雪崩式に次の日が崩れ、

休日をダラダラと過ごしてしまった、あの絶望的な後悔が生まれてくるので、崩

すと致命傷となる土曜日の朝には、毎週、朝 9:00 に予定を入れることを今後の

鉄則とします。 

今回の教えの中で、最も注力したいことは、「コミュニケーションの歩留まり向

上」です。 

そのためには、コミュニケーションの前段階で、先方へ自分の情報を「先出し」

し、自分には先方の情報を「先入れ」することを徹底します。 

そして、「言葉の貢ぎ物」も忘れないようにします! 

今後も自分の基準を上げて、変化し続け、元に戻らない状態まで変わりたいと思

います! 

そのためにも、自分以上に基準の高い方々との出会いを求め、これからも行動を

続けていきます! 

変化の例として教えていただいた、タンパク質の変性のお話は、すごくわかり易

かったです! 

今回も楽しくて、あっという間に時間が過ぎました。次回も楽しみです! 

この度はありがとうございました! 

今後ともよろしくお願いいたします!! 

（Ｙ．Ｎ 様） 
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鮒谷さんのコンサルで確実に、実体としての自分は成長している。 

しかし、鮒谷さんの引っ張りにより「ありたい自分」が、それ以上に成

長（ストレッチゴール）している。  

鮒谷さん、今回のコンサルも、ありがとうございました。早いもので３回目のコ

ンサルとなりました。コンサルを受ける度に、わずかなからでも成長して、

「厚み」をましている実感があるのに、なぜか、おわったあとは、「自分の

薄さ」を痛感する不思議な感覚。 

よくよく考えれば不思議でもなんでもない。これも鮒谷さんのコンサル効果。 

鮒谷さんのコンサルで確実に、実体としての自分は成長している。 

しかし、鮒谷さんの引っ張りにより「ありたい自分」が、それ以上に成長

（ストレッチゴール）している。 

この成長スピードの差を「薄さ」として感じているのでしょう。 

おかげさまで実体の成長スピードを自分でも意識していく、氣づき、きっかけと

なりました。 

 

今回のコンサルでのヒット、いや、ホームランは、「自業自得」。 

鮒谷流解釈により、「自業自得」のイメージ、意味も変わり、よくもわるくも

「いまの自分は、全て自分の思考、自分の選択、自分の行動の結果」。 

自責思考にフィットし、主体的な人生を象徴する「自業自得」。 

鮒谷流「自業自得」を植え付けていただいたので、「今日の自分が明日の自分を

創る」ことを常に考え、「今日何をすべきか」を問いかけながら行動を起こして

いきます。 

この「自業自得」に重なるように、鮒谷さんからの「そろそろ外に目を向けてい

きましょうか！」の宣言。コンサルでのキーとなる行動の「人と会う」。 

「いよいよ来たな」とプレッシャーよりワクワク感が大きかったのも、

鮒谷さんが、タイミングをみていただいていたからなのでしょう。 

今回の「人とお会いする」課題に便乗して、自分でも、人とのご縁をつくるしく

みとして 

「あなたの【自分憲法】を聴く １，０００人プロジェクト」をスタートさせま

した。 

うまく自分を縛り、かつ渦をまくための行動にしていきたいと考えています。 

鮒谷さん、また次回も、よろしくお願いします。 

（Ｓ．Ｙ 様） 
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"すぐには変わることはできない"と思っておりましたが、自分が思って

いたよりも早く、自身の変容を感じています。  

鮒谷さん 

 

本日は第２回目のコンサルを行ってくださり、誠にありがとうございました。 

この３ヶ月の間ですが、特に２ヶ月ほどが経過してから一気に加速するこ

とができました。 

 

"すぐには変わることはできない"と思っておりましたが、自分が思っていたよ

りも早く、自身の変容を感じています。 

 

これは多くの道場生の方々に貴重なお時間を頂戴し、お会いさせていただいた結

果でございます。皆様には感謝の気持ちでいっぱいでございます。 

 

また、本日のコンサルを受け、まだまだスピード感が足りないことを強く認識い

たしました。 

 

そして、主にお話くださった以下のお話がガンガン私に刺さりました。 

 

・お客様のニーズは深いところにあることを意識する 

・お客様のニーズを顕在化させる 

・お客様の"今"のニーズではなく、"将来に渡る"ニーズを解決して差し上げる 

・対症療法ではなく、根治療法をすること 

 

"お客様のニーズの顕在化を意識する"というアドバイスを聞きながら、ふと気づ

いたら、私がやっていきたいことのイメージが次々と頭に浮かび上がっておりま

した。 

意識をこのように向けるだけで、こんなにも見え方が変わるものかと驚いて

おります。まだ出来たばかりの自身のコンテンツに磨きをかけたかったのです

が、どのように磨いたら良いかわからずにおりましたところ、今回のアドバイス

を受け、少しずつ具体的になってきていると実感しております。 

 

PDCA を回す量が圧倒的に少ないからか、"PDCA の高速回数"が具体的にイメ

ージできておりません。もっともっと量を重ねてまいりたいと思います。 

 

それから、本のご紹介もありがとうございました。 ※「老人漂流社会」 

私は人間関係、とりわけ家族問題について強い興味があり、何かこういった分野

で深掘りをしていきたいと思っておりました。 
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ご紹介いただいた本の分野については、いつか読もう、と思っておりました。 

が、絶対に前倒しで読むべきだと思いました。 

その他にも多くのアドバイスやお話をいただき、ここには書ききれませ

ん。 

 

今回も、とても気付きの多いコンサルを行っていただきました。誠にあり

がとうございます。 

 

次回に向けて、活動ペースを上げてまいります！！ 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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実際に言われたこと、その場で宣言したことを行動して行った結果、驚

くような結果がついてきました。  

前回のコンサルでは、はばたくタイミングが来てると言われて、心拍数が上がり

過ぎで挙動不審になってしまいました。 

 

実際に言われたこと、その場で宣言したことを行動して行った結果、驚くよう

な結果がついてきました。 

 

予想通りになった部分と行かなかった部分がありましたが、自分からすると普

通にしてると考えられない結果になっています。 

 

また、新たに紹介頂いた方にお会いし、新しいお仕事のお話を前向きに頂い

ております。サラリーマン思考の私がこんなスピードで進む事に驚きと

ともに、どうして良いか分からずに、ブレーキをかけようとする自分もいます。 

 

ここまできて、ブレーキをかけるのはもったいないので、死に物狂いで、勇気を

振り絞って進んでいこうと思います。 

 

次回コンサル時には、色々な報告とともに、さらに背中を押してもらえれば

と思います。 

 

以上よろしくお願いします。 

（Ｍ．Ｎ 様） 
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以前、「尺取虫のように歩む」といったお話をお伺いしましたが、客観

的には尺どころか、寸、いや、オングストロームレベルも進んでいない

かもしれませんが、主観的にはジワジワと進んでいる手ごたえは出てま

いりました。  

鮒谷様 

 

いつも大変お世話になっております。 

先日は個別コンサルティングを実施頂き、ありがとうございました！ 

私ごとで色々とあり、気が緩んでおりましたのを見事に見抜かれてしまい、ソフ

トにではありますが、ネジを徹底的に巻き直して頂きました。 

結果コンサル終了後の私の心は下記のリンクのようになっておりました。 

エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 

ゲームネタで申し訳ありませんが、個人的に当時の心象風景にあまりにもフィッ

トしたので、使用させて頂きました(笑) 

ともあれ、このタイミングで、フルボッコ？！して頂いたおかげで、緊急

でセミナー4 回分開催を段取りして行動したのですが、「案ずるよりも産

むが易し」とはよく言ったものだな、と思いました。 

「来る人はいつだって来るし、来ない人はいつだって来ない」という鮒谷さんの

お言葉に後押しされてやってみましたが、思ったよりも人に来ていただき、

自分としても驚きました。 

また、お試しでアップセルを提示させて頂いたところ、何件かお申込み

も頂き、思ったよりもニーズがあるのだなと思った次第です。 

このあたりはいくら考えていても実際に行動してみないとわからないということ

を、これまで知識ベースでは知っていましたが、やっと実感できた次第です。 

以前、「尺取虫のように歩む」といったお話をお伺いしましたが、客観的には尺

どころか、寸、いや、オングストロームレベルも進んでいないかもしれません

が、主観的にはジワジワと進んでいる手ごたえは出てまいりました。 

恥ずかしいお話ですが、最近、感想をお送りして満足してしまうという、「言葉

に淫する」傾向にありましたが、改めて、何のために自分はこの鮒谷さんの個別

コンサルを受講しているのかを認識させて頂きました。 

ありがとうございました！ 

（Ｋ 様） 
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自分のビジネスはやはり、一人では見えてないことが本当に多く、鮒谷

さんと言う経験豊富な方の意見を忌憚なくお聞かせ願える、そんな機会

があることに本当に感謝しております。  

鮒谷さん 

 

先月に引き続きコンサルありがとうございました。 

私がやろうとしている事業に対して、 

 

・自分がお伝えしたいこと 

と 

・お客様が潜在的に私から得たいこと 

のギャップの見直しが出来ました。 

これは、 

・私が他の人からどうみられているか？ 

と言う点において、自分の認識と他者の認識に隔たりがある事に起因するわけで

すが、そのギャップが中々自分では見えないもの。 

 

そのギャップを客観的に、しかも的確にお話しくださる人は中々おら

ず、非常に貴重な時間となりました。 

また私が今回やろうとしている所の事業領域の、状況のお話もとても参

考になりました。 

私の認識の甘さも痛感しつつ、他の方がどの様にそこで事業をなさっているの

か？ 

と言う点で、端から見ればとても綺麗に見えるビジネスモデルも、中ではきちん

とやることをやっている。 

それは一筋縄でいくモノでは無く、丹念にビジネスを構築し、修正と改善の積み

重ねの上になりたっているのだと改めて、当たり前の事とはいえ認識できまし

た。 

自分のビジネスはやはり、一人では見えてないことが本当に多く、鮒谷さん

と言う経験豊富な方の意見を忌憚なくお聞かせ願える、そんな機会があ

ることに本当に感謝しております。 

 

今回はありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 

（Ｓ．Ｕ 様） 
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1 年後には、起業できているよう、行動をしていこうと思います。  

鮒谷様 

 

今日は貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございます。 

お話しを聞いて、起業の厳しい面について知ることができて勉強になりました。 

1 年後には、起業できているよう、行動をしていこうと思います。 

 

まず始めに、多くの人と会うようにしていきます。 

K 様をご紹介していただき、有難うございます。 

K 様から、写真の撮り方について、詳しい方をご紹介して頂けることになりまし

た。お皿と料理の雰囲気をきちんと伝えれるように、目で見たときと写真に撮っ

た時とで、同じものが撮れるようにしたいと思います。 

 

本日は本当にありがとうございました。 

（会社員 Ａ．Ｋ 様） 

 

  



 - 436 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

コンサルをさせて頂く度毎に、実感するのが、「あとは自分の覚悟と行

動次第」であるということ。  

鮒谷さん、ありがとうございました。 

 

コンサルをさせて頂く度毎に、実感するのが、「あとは自分の覚悟と行動次

第」であるということ。1 年と甘ったれたことを言わず、100 日間の覚悟を

元に死ぬ気で駆け抜けます。 

 

これも感じることですが、「死ぬ気でやっているか、やっていないか？」は鮒谷

さんにはごまかせないということです。もちろん、自分がやりたくてやって

いるので、学校の先生に監視されている気分ではもちろんありませんが、そのレ

ベルでやっているかやっていないかは、一瞬で見抜かれるように感じていま

す。（というか見抜かれました） 

 

せっかく頂いたチャンスをものにするため、『目標達成に関係ない事は、絶対に

やってはならない』をまずは念頭に、自分のメルマガで毎日進捗管理をします。 

以下、簡潔に今回学んだことを、列挙させていただきます。 

 

・1200 万なんてピクリともしない 

 

・だらだら動いているようなやつに、先物買をしようとする人なんか存在しない 

 

・買ってくださいとは言わずに、買ってもらうにはどうすればいいのか？という

問いを立てる 

 

・食物に困ら無いためには、いい人、人助け（相手の役にたつ）、解決できる力

を持つ 

 

・例外なく大気圏を突破する人は、３年～４年間死ぬ気で働いている期間があ

る。 

 

・マジックワード『何か困っていることはありませんか？』 

 

・セルフイメージはめちゃくちゃ高く 

 

・自分のすごいところを強調しまくる。 

 

・相手の感情に変化を起こし『すげー！！！！！』と言わしめるインパクトを与
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える 

 

・人間は構造を 99%聞いて、表現を 1%聞く。その構造とは抽象度と具体 

 

・懇親会＝リラックスの場（実はここも狙い目） 

 

・用途開発 

 

・「点」を打つ前が大事 

 

・因果関係が逆 

 

冒頭の覚悟を持って進むべく、自分自信でも言っている「始動」をします。 

（私のメルマガもお読みいただき、且つ、私が使っている言葉もコンサ

ルで使用いただき嬉しかったです！） 

 

帰国後胸を張ってリアルでお会いできるよう、今からできる事をやってみます！ 

ありがとうございました。 

（Ｍ．Ｓ 様） 
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今回のコンサルを通しての最大の学びは、自分には知らない世界が本当

に多く、それ故、想像ができず、考えることもしてこなかったことがま

だまだあると気づけたことです。  

鮒谷さま 

 

本日も朝早くから個別コンサルのお時間をいただきまして、ありがとうございま

した！ 

 

今回で個別コンサルは三回目。 

今回は用途開発の進め方について、ドラッカーのお話も踏まえた上でキモとなる

内容を教えていただきました。 

 

用途開発において、自分の中に「解」はなく、他者の中に「解」はあるという原

則を教えていただき、自分なりの「解」に辿り着くためにも、今まで以上に人に

会い、オープンマインドで自分の「当たり前」をお会いした方へ話していこうと

思います。 

 

用途開発を含めた、未開のマーケットは、人と人が出会う現場にしかなく、自分

の未来もそこにしかないのだと気づかせていただきました。 

 

お会いした方からいただく、これまでにない反応や言葉などが自分にとっての真

実であり、コンテンツが作られる貴重な信号だと捉え、そこから、自分の可能性

を模索していこうと思います。 

 

また、今後の自分に起こるであろう不安の最大化についても予習として

教えていただき、ありがとうございました！予習する、しないで起こった事態

の捉え方が変わってきますので、知ることが出来て本当に良かったです。 

 

「行動し続けていれば、何者かにはなる」というお言葉も今回いただき、益々、

やる気が出てきました！自分の限界点を自分で勝手に設定せず、四の五の言わ

ず、ひたすら前に進みたいと思います。 

 

そして、私の個人的な質問、将来を共に歩む○○について、鮒谷さんのお考えを

教えていただき、大変勉強になりました。 

これからは今回いただいた、「名を捨てて実を取る」、「小異を捨てて大同に就

く」、という二つの言葉を肝に銘じていきます。 

今回のお話の中でありました、普段過ごしている日常は、常に何かのきっかけで

壊れてしまう危険と隣り合わせであるため、毎日が大切な人との一期一会。 
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だからこそ、大切な人にかける一言をなげやりにしない、という鮒谷さま

のお気持ちと言葉に心が震えました。 

 

私もこの姿勢を見習い、大切な人と一緒に過ごす一瞬一瞬の時間をかけがえのな

いものだと考え、大事にしていこうと思います。 

今回のコンサルを通しての最大の学びは、自分には知らない世界が本当に多

く、それ故、想像ができず、考えることもしてこなかったことがまだま

だあると気づけたことです。 

これからは、今まで読んだことのないジャンルの本も読んでいこうと思います！  

次回までに本日とは違う自分となっていられるように、これからも引き続き人に

会っていきたいと思います！ 

 

本日は本当にありがとうございました！今後ともよろしくお願いいたします！！ 

（Ｙ．Ｎ 様） 
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自分がこれまで無意識にしていたことが言語化されたことと、今後、気

をつけるべきことが明確化されたことが、今回、非常に大きな学びであ

り、気づきでした。  

今回も個別コンサルありがとうございました。 

気がついたら時間も延長して頂き、また、次回の日程についてもご配慮頂

き、ありがとうございます。 

10/1 から新しい環境となり、バタバタしてまして、感想が遅くなりました。申

し訳ありません。 

さて、今回の 1 つ目のテーマは、コミュニケーション、人間関係構築でした。 

 

自分がこれまで無意識にしていたことが言語化されたことと、今後、気

をつけるべきことが明確化されたことが、今回、非常に大きな学びであり、

気づきでした。 

具体的には、 

 

・殴ってから謝る 

・口調スピードを合わせる 

・聴いた量で仲良くなる 

・まずは相手に合わせる 

 

他多数。。。 

大半はメルマガでご紹介されてることでしたが、鮒谷さんとのリアル対人コ

ミュニケーションの中でお話を聞くと、そうだよなぁ、そうだよなぁ、

と思ったと同時に、ゲーム感覚でコミュニケーションを楽しむという考えは、

自分にはない考えでしたので、今後は、この考えを実行していきます！ 

 

2 つ目のテーマは、他者と比較しての強み、優位性が何かを知る方法についてで

した。 

結論から言えば、「優位性、強みは人に聞け！」確かに言われれば、そうですね

（笑） 

一人悶々と悩むよりは、意図を持って情報発信し、他人に自分の強みを教えて貰

う方が早いですし、正確ですよね。 

10/1 から新しい環境での仕事がスタートし、自分について語る場面が何度かあ

りました。 

すると、えー、このスキルがささる？この経験がそんなに評価されるの？といっ

た事が多くありました。 

まさに、情報発信したからこそ、自分では気づけない強みがわかりましたし、改

めて、自分ではわからないんだなと、痛感しました（笑） 
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これも、今後は、積極的に発信と受信を繰り返すことを実施していきます。 

 

3 つ目テーマは、最近スタートしたテニス関連のメルマガでした。 

ホームページは構築途中ではありますが、具体的なアドバイスを頂きましたの

で、ベイビーステップで少しずつ改善していきたいと思います！ 

内容については、どんな内容が良いのかと悩んでましたが、「まずは、書き続け

てみましょう。 自然と収斂してきますよ」とアドバイス頂きましたので、まず

は、毎日書き続けて、100 日を目指し、200、500、1000 日と続けていきま

す！！ 

 

今後とも引き続き、よろしくお願い致します！ 

（Ｄ．Ｏ 様） 
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自分でも方向性の決まっていない宙ぶらりんの状態でのご相談だったた

め「こんな状況の人物に対してコンサルしていただけるのか」「自分で

方向性だけでも決めてから来て。と言われるのでは？」と当初は申込み

に躊躇してしまいましたが、コンサルが終了した昨晩から本日にかけて

いつもと違った自分になっている。という感覚でいます。  

今回、初めて「自身のキャリア形成について」個別コンサルを申込みましたがと

ても有意義な時間となりました。 

鮒谷様、スタッフの方々に感謝いたします。 

 

自分でも方向性の決まっていない宙ぶらりんの状態でのご相談だったため「こん

な状況の人物に対してコンサルしていただけるのか」「自分で方向性だけでも決

めてから来て。と言われるのでは？」と当初は申込みに躊躇してしまいました

が、コンサルが終了した昨晩から本日にかけていつもと違った自分にな

っている。という感覚でいます。 

具体的には、今まで「できない」と思っていたことが「できる」と思えるように

なったこと。 

その気持ちの変化により、後回しにしがちであった以前の自分とは違い、

昨晩から行動に移しています。 

まずは処方箋として提示していただいた「然るべき人と一定期間以内で、一定人

数以上、会う」を実践します。 

今まで狭いコミュニティの中で考えも凝り固まっていたので、まずはデトックス

が必要だ。と見抜かれたような感覚でした。 

 

また、自分が「できるかも」と思えるようになったのは「人と会いなさい」とい

う提言だけで終わるのではなく「然るべき人」をご紹介いただけた事でし

た。 

他のセミナーでは「人に会いなさい。あとはご自分で」と言われて終了するとこ

ろですが、鮒谷さんのコンサルはここが違いました。 

必ず実施し、お話のあった「自分と違う流れに乗っている人の力」を借りてなん

とか今の小さな世界から抜ける一歩を踏み出してみたいと思います。 

 

今回は単発での申込みでしたが、今後は定期的にお会いできたらと思っていま

す。 

（SI 企業 人事部 採用担当 Ｔ．Ｓ 様） 
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自分が違和感がありつつもその違和感がどこに由来するのかわかってい

なかったですが、その点を指摘していただいて、とてもすっきりしまし

た。  

本日は個別コンサルティングをありがとうございました！ 

 

本日の資料添削のおかげでとてもよいものが出来たと思っています。 

自分が違和感がありつつもその違和感がどこに由来するのかわかってい

なかったですが、その点を指摘していただいて、とてもすっきりしまし

た。 

 

やっぱり、鮒谷さんはすごいです。 

これでどんどんお客様を増やしていきます！ 

「株式会社○○」ですが、私も今やお気に入りです。 

何よりも鮒谷さんから頂けたということがなにより一番うれしいです。 

ありがとうございます。 

 

六文銭を旗印に掲げ、よりよいサービスを世に広めていくというイメージで、大

大じいちゃんに負けないような立派な会社をつくりあげていきます。 

 

本日はありがとうございました。 

また、お願いいたします！ 

（Ｓ 様） 
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本当に、コンサルティングの回を重ねるごとに深いところまで書き換え

られていくような感覚で、それでいてフラットな自然な心境になってい

くのを感じます。 

鮒谷さん、第三回目のコンサルティングを行ってくださり、ありがとうございま

した。 

 

今回も、見事にコンサルティング受講後にテンションがガク—ンと下がりました

(笑)むしろ、途中からどんどん下がっているのが自分でもわかりました。 

 

その理由は、鮒谷さんの言葉の節々から、圧倒的なレベルの差を私自身が勝

手に感じ取ってしまい、自分の浅はかさを意識させられるためだと思い

ます。こういう感覚はとても貴重です。 

この経験をさせていただくために、私は個別コンサルティングをお願いしている

のではないか、と思うほどでございます。 

それから今回のコンサルティングにおいて、特に印象的だった会話がありまし

た。 

 

見上：「メルマガなどの情報発信は、どうやったらいいのですか？」とお聞きす

ると、間髪入れずに、 

鮒谷さん：「やったらいいんですよ（笑）」と仰られた、この会話です。 

一見、普通の会話ですし、私が文字にすると浅くなってしまいます。 

ですが、鮒谷さんが続けて、「メルマガをやろうと思ってやっているというより

も、 空気を吸うのと同じようにやっているんです。朝から晩まで浮かんでくる

んです。」とお話くださいました。 

これをお聞きして、"ノウハウ"ばかりを追い求めている自分を強烈に意識するこ

ととなり、恥ずかしく思いました。 

少しは深いことを考えられていると思いましたが、浅瀬でチャパチャパと遊んで

いるだけだったことがハッキリとわかりました。 

 

本当に、コンサルティングの回を重ねるごとに深いところまで書き換えられてい

くような感覚で、それでいてフラットな自然な心境になっていくのを感じ

ます。 

また次回を楽しみにしております。 

以下、備忘録として、学びについてメモをさせていただきます。 

 

・行動によって認知が書き変わる 

・マインドセットが変わらないと、"やり方"を伝えても仕方が無い 

・変化は、振り返ってみて、感じるもの、その時にはわからないもの 
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・マインドの離陸が早くても、必ずしも結果がすぐに来るとは限らない 

・「誰に、何を」がビジネスの基本 

・価格設定こそがビジネスの醍醐味 

・お客様がそれを本当に求めているのか買い手になって考えているか 

・足元に金塊があるのに、他人の庭にある銅を欲しがる人がいる 

・金儲けのために無理やり出し切ったことなどでは、勝てない 

・5,000 円稼いだことが無い人は、50,000 円稼ぐことができない 

・ビジネスセンスをつけるための訓練を積む 

・プロフェッショナルは安い値段でモノを売らない 

・朝から晩まで、「考えよう」と思わなくても考えていることは何か 

・人から見たらあなたが努力をしているように見えても、自分にとってそうでは

ないと思えるところに陣を敷くことが戦に勝つ方法である 

・ピボットしながらビジネスは変わっていく 

・新しい世界で全力でやる、これを続けていくこと 

・何が起こるかわからない 

・自分の中だけで完結するのではなく、他者と関わることで自分を発見するとい

う、能力開発が行われる 

・今できることをやらないと、永遠にそこに留まることになる 

・危ぶむなかれ、行けばわかるさ（笑） 

・不可逆モードに入っているなら、心配は不要 

・「これはあなたの良い点ですね！」というところは、社交辞令だとしても、少

しは良いところがあるということ 

・やってみたことが、たまたまそこにニーズが無かっただけということもある 

他にもまだまだございますが、以上とさせていただきます。 

 

それから、たくさんの方に私をご紹介くださったようで、こちらも本当に嬉

しく思います。 

どこでも飛び回りますので、引き続きご紹介いただけましたら幸いでございま

す。 

準備とチャンスが結婚する X デーが現れる日を待ちながら、行動を続けてまいり

ます！ 

 

今回もありがとうございました！ 

（見上 様） 
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今回も御多分に洩れず、もやもやとした状況をなんとか変えたい一心で友達

１００人セミナーに申し込みました。セミナーに参加して（後日の音源に

て）枯れた草木の根っこが水分を吸収するようにもたげていた頭が少しだけ

持ち上がり、動き出せる準備ができたところに個別コンサルを受け、これは

もう行動するしかない、と思えるまでに回復したように感じております。 

この度は個別コンサルのお時間をいただき、ありがとうございました。 

 

2010 年に初めて生でお会いしてから、細く長くメルマガや音源、それからご紹介

していただいた方々を通じて、鮒谷さんと関わらせていただいており、ありがとう

ございます。大体調子が今イチ、歯車が噛み合っていない時や、状況を変え

たい時に音源を購入したり、コンサルを受けているなと思いました。 

 

今回も御多分に洩れず、もやもやとした状況をなんとか変えたい一心で友達

１００人セミナーに申し込みました。セミナーに参加して（後日の音源に

て）枯れた草木の根っこが水分を吸収するようにもたげていた頭が少しだけ

持ち上がり、動き出せる準備ができたところに個別コンサルを受け、これは

もう行動するしかない、と思えるまでに回復したように感じております。 

 

ただ、ブログを書くにせよ、何かを始めるには何のためにどういう姿にどのくらい

のスパンでなりたいか、を決めてから始めることが大切、と仰っていた通り、まず

は短期、中期、長期と目標やありたい姿をよく考えて、何をするかを決めて実行し

ていきたいと思います。 

 

また、悩むのが趣味、という言われ方をされ思い当たる節がありました。実際、そ

ういう性格だと思いますので、折々で客観的に観察して、切り替えられるようなシ

ステムを自分の中で作っていきたいとも思います。 

 

このタイミングでセミナー参加をして本当に良かったな、と思っております。 

 

早速、例のすごい経験をされ逆転人生を遂げられた方に連絡をとってみようと思い

ます。お忙しい中、本日はありがとうございました。 

 

（Ｓ．Ｋ 様） 
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「自分では見えていない」部分に氣づくことができました。  

この度もコンサルのお時間をいただきありがとうございました。 

 

凝り固まった鎧を身に付けた状態で始まったコンサルも４回目。 

鮒谷さんに、鎧をひとつひとつ剥がしていただき、そのたびに新たに身に付ける

ものをつくりあげていく。その作業を繰り返してきました。本人としては、既に

こだわりがなくなったと思ったことでも、客観的には、こだわりが残っているよ

うで、そこをバッサリと鮒谷さんに指摘され、ドキッと。 

「自分では見えていない」部分に氣づくことができました。 

 

今回、特に実感した鮒谷マジックは大きく２つあります。 

１つ目は、この１か月間の課題は、「人に会う」。友人や所属している業界の人

は、偏るので極力避けようと、ちょっとした縁を頼りに飛び込み的に「よろしけ

ればお会いしませんか？」とアプローチするも半数以上は玉砕でした。 

 

この話を鮒谷さんにすると 

 

「役立つと思わせるか、すごいということ（会うメリット）が伝っていない」

「何か売りつけられると勘違いされているのではないか？」 

 

とすぐさまアドバイスをいただきました。人へのアプローチする際のポイントで

あると同時に、「情報発信をし続けているのに、いまひとつ伝えきれていない」

私の課題にピッタリのアドバイスにもなりました。 

 

人に会い、刺激を受け、外に目を向けるだけでなく、人に会っていただくまでの

プロセスにも意味があるのだと大きな氣づきとなりました。 

「人に会う」と言う課題設定と、私の状況に合わせ、その課題を課す鮒谷さ

んのタイミングに感心させられました。 

 

２つ目は、今回のコンサルでは、事前質問はシンプルに「人との縁の広め方、深

め方」「時間活用の考え方」という漠然としたものをお伝えしていました。 

「人との縁の広め方、深め方」については、前段でふれたように的確なアドバイ

スをいただきましたが、「時間活用の考え方」については、直接的なアドバイス

は全くありませんでした。（笑） 

なのにコンサルを終える前にスッキリと。 

 

鮒谷さんからの今回の課題は「アクションを起こす」ということで、コンサル中



 - 448 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

に急遽、イベント（セミナー）をきめ、パートナーにつないでいただき、場所の

確保も完了。外堀を埋めていただきました。 

開催日まで日にちもない状況で、通常業務、家庭のことプラスする形で、イベン

ト（セミナー）の段取りを詰め、スケジュールを逆算で決めていくと時間的には

キャパオーバー。 

 

「さて、どうするものか」と考えだした瞬間に「あっ、これを乗り越えることで

『時間活用』については実践として解決できる」との予感。 

おそるべし鮒谷マジックを実感した瞬間でした。 

 

次回はイベント（セミナー）の数日後にコンサルが入っていますので、そこで実

のある報告ができるように邁進していきます。 

（Ｓ．Ｙ 様） 
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今回が自分が変われるラストチャンスだと思っているので、成果を出す

ことだけに、本気でこだわっていきたいと思います。  

鮒谷さん 

 

本日はありがとうございました。 

躊躇していた個別コンサル、念願叶い、やっと第一回目を受講することができま

した。聞く側に徹しようと思ったのですが、思いが入りすぎ喋りすぎてしまいま

した（反省） 

 

気付けば私はまもなく５０歳、社会に出てからこれまでの時間の使い方を考える

と後悔ばかりですが、済んだことを言っていても仕方がありません。 

前だけを見て、この遅れを必ずや取り返したい決意です。 

 

同じ人間やれば必ずできると思う反面、体たらく期間が長かったため、自分を信

用しきれない部分もあります。 

ただ、そんなことを言っている時間も余裕も、もうありません。 

 

今回が自分が変われるラストチャンスだと思っているので、成果を出すことだ

けに、本気でこだわっていきたいと思います。 

ご指導、叱咤激励、何卒よろしくお願いいたします。 

（Ｔ．Ｔ 様） 
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第 1 回目を 6 月末に受けてから、今回のコンサルで、独立することが

確定しました。  

鮒谷様 

本日はお忙しい中、4 回目のコンサルありがとうございました。 

 

第 1 回目を 6 月末に受けてから、今回のコンサルで、独立することが確定

しました。 

（2 回目のコンサルで、鮒谷さんに大丈夫だからーと、いきなり清水の舞台から

突き落とされたので、実質 1 ヶ月で独立を決意しました。） 

サラリーマン生活 16 年、転職回数 4 回の私が本当に独立出来る事に驚いていま

す。 

20 代後半だった、独立起業ブームに踊らされて、いつか起業するぞとは思い続

きていました。いつかするぞと．．． 

それが、たったの 1 ヶ月で決意させられ、4 カ月目には進むべき道がぼ

んやりではありますが、見えてきました。 

 

現職の店舗プロデュース業務の新規オープン対応で、2 か月半休みなく朝から晩

まで働いてきましたが、合間をぬって、鮒谷さんにご紹介頂いた方と会食を

重ねて、コンサル業務や新規事業立ち上げのお話を頂いています。 

 

現職を退職後に、フリーとして、委託契約の話が進んだり、サラリーマン時代に

嫌々やってたことが、今になって新規事業のきっかけになるなんて想いもよりま

せんでした。 

まさにジェットコースターに乗っているかのように、コンサルを受ける

前には考えられないことが次々と起こっています。 

今は、期待より恐怖心の方が大きいですが、余計なことを考える余地が無いよ

う、予定を入れてどんどん動いていこうと思います。 

 

この新たに動く事によってを、起こる変化を楽しんで成長していく覚悟です。 

この感覚をより多くの方にお伝えできればと思います。 

 

引き続き、よろしくお願いいたします。 

（Ｍ．Ｎ 様） 
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今回もコンサルの導入部分で波及効果の高い要素が含まれた雑談をして

いただき、そのおかげで、緊張もほぐれ、学びにもつながり、楽しくコ

ンサルを受けることができました！  

鮒谷さま 

 

本日も個別コンサルのお時間をいただきまして、ありがとうございました！ 

今回で個別コンサルは 4 回目。 

 

今回もコンサルの導入部分で波及効果の高い要素が含まれた雑談をしていた

だき、そのおかげで、緊張もほぐれ、学びにもつながり、楽しくコンサル

を受けることができました！ 

コンサルを受け始めて約 3 カ月、自分でも行動と学びのスイッチが入っていると

思っていたのですが、今回のコンサルを受ける中で、まだまだ行動の時間が足り

ておらず、テスト期間中であることがわかりました。 

 

一定以上の時間を継続出来て初めて完全にスイッチが入るのだと、今回わかりま

したので、今後もこのペースを落とすことなく、半年、1 年と動き続けていきた

いと思いますし、今回、コンサルの中でいただきました、「このペースでよいの

では！」というお言葉はとても有難いものでした！ 

用途開発についても、自分でもよくわかっていない、ぼやけている用途を明確に

していくためには、結局、人から自分の強み、用途を教えていただかないとわか

らないので、そのためにも人に会っていくしかないのだと改めて感じました。 

これからも引き続き、色々な方々に会っていきたいと思います！ 

 

また、これからよりいっそう自分のパラダイムを変化させるために、今回のコン

サルでご提案いただきましたセミナー開催も取り組んでいきます！ 

色々な方のお力を借りながら、自分なりに提供できる価値を考え、これまでにコ

ンサルでいただいた言葉、実体験、体験から抽象化出来る要素を深掘りし、セミ

ナー開催に向けて準備していきたいと思います！ 

次回はセミナーの結果報告含め、その後の進捗状況を持って、コンサルを受けた

いと思います！ 

 

本日も本当にありがとうございました！ 

今後ともよろしくお願いいたします！ 

（Ｙ．Ｎ 様） 
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まるで病人が名医に出会ったような感動と安心を与えて頂きました！  

この度は個別コンサルティングをして頂き、本当にありがとうございました！ 

まるで病人が名医に出会ったような感動と安心を与えて頂きました！ 

膨大な診療実績から、あなたの症状はこうです、このような治療法で必ず治りま

す、これまで何人も治してきました。と的確に体系立てて診断して下さった

ことに感動をしました！毒素（倦怠感、焦燥感、不安、不満）という言葉は今

の自分にピッタリ当てはまりました。 

 

今まで毎日読み聞きしてきたメルマガやセミナーCD は、分かったつもりになっ

ていて、実は全然分かっていなかったと知らされました。人を巻き込んだ、ド

ラマかと思うようなコンサルの展開に驚くばかりでした。その日だけの

感動で終わらない、責任を持って絶対変えてみせるという信念が伝わっ

てきました！あの日は私の忘れられない人生の記念日になると思いま

す。変化変容は事後的に気づくとのことなので「やっぱり人生が変わる日だっ

た！」と言えるまで示された道を進みます。 

 

K さんを通じて素晴らしい方々とのやりとりが始まり、これで変わらないハズ

がない！と感じています。また、日本一という単語は自分と無縁のものだと

思っていましたが、その日のうちに俺は日本一になると口に出していて、この変

わりように驚いています。 

 

最後になりますが、25 歳で鮒谷さんのコンサルを受けられたのは、本当

にありがたいことだと思います。富山から勇気を持って飛び込んでいっ

たことに後悔はありません。鮒谷さんのコンサルティングを申し込むか

迷っておられる方は、一日でも早く受けられるべきです！ 

 

追伸：伝言まで頂戴し、ありがとうございました！ 

特にこの一ヶ月は以下の言葉を繰り返したいと思います. 

 

> 今回一番お伝えしたかったことは「毒素（汗）」を 

> 除去、浄化、あるいは昇華させることなく 

> 次の段階に進むことはできないということです。 

 

それではこれからの季節、お体には十分お気をつけ下さいませ。 

（松井亮 様） 
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これまで、若干、浅いレベルで悩んでいましたが、それに対して 1 段深

いレベルで考えるといい、という示唆をいただけたのはなによりでし

た。  

鮒谷さん 

 

今回も個別コンサルをいただきありがとうございました。 

これまで、若干、浅いレベルで悩んでいましたが、それに対して 1 段深

いレベルで考えるといい、という示唆をいただけたのはなによりでし

た。 

 

今回、いただいた内容をまとめると以下の様になります。 

 

・あるところに入っていくためには、存在をじわりじわりと刷り込んでいくとい

い。進駐軍みたいに突然攻め入るのはよくない。 

 

・専門性を持っているところは上から目線で、人としての立ち位置は対等である

とふるまうといい。 

 

・「いい人」と「人のいい人」を峻別する。「人のいい人」は食い物にされる。

「いい人」は普段はいい人でもいざというときは戦えるように、駆け引きができ

るようになっていないといけない。 

 基本は性善説でいい。いい人が集まるような仕組みを構築する。 

 

・仕事上における「いい人」の定義は「職業的倫理観」を持つこと。これは、例

えば、払った金額以上の価値を感じてもらうようにする、寄り添っている感を出

す、ということがある。 

 

・いい人であるためには、愛/至誠 X システムを両面を考えることが大切。 

 システムにより減衰をある程度抑えていく。 

 特に、時間軸を意識し、長期的にこの状態を保てるようにする必要がある。 

 長期的に保つためには適正利益をあげる、適正な価格を提示することが大切。 

 

・or 的発想から and 的発想に移行していく必要がある。 

 or 的発想で 2 者択一で進むと行き詰ってしまうので、and 的発想に切り替え

る必要がある。 

 and 的発想だと、両立させるのは難しいが、それを知恵の輪をとくように解け

ると、一気に楽になる。 
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・悩みがあるから楽しいということがある。悩んでいるのが、かちっとはまると

非常に楽しい。 

 勝利条件の設定がカギとなる。また、ゴールを見続けることが大切。悩みがあ

ることにより思索が進む。ただし、グルグル循環しないようにすることが大切。 

 

・決断してダメそうだったら戻ればいい。決断しないと物事が進まない。 

 サクサクやったもの勝ちで、死ななければいい。 

 経験をたくさん積むとその分話せることが増える。 

 

・高みに登るためには同業、同種より異なるものを見てアナロジーを働かせる必

要がある。 

 

・悩み、問題がある場合には表層をとらえるより、1 段深いレベルで対応する。

自分なりのルール、方程式、原理原則を持てると強い。 

（Ｋ．Ｆ 様） 
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新設されたエンジンと、今あるエンジンがチューンナップされましたの

で、次回までには具体的な方向性がご報告できるよう、一秒たりとも座

ることなく進んでいきます。  

先日はありがとうございました。 

 

今回のコンサルではギクっとしたことが二つあります。 

 

・何がしたいのか 

・専門性を見出す 

 

しょっぱなから本質を突いた質問に動揺を隠せなかったです。 

これらの方向性を見出して、さっさと前に進みます！ 

 

その他のキーワードごとの感想になります。 

 

・絶対に座ってはいけない 

 

座らないための仕組化と高い山の頂上を見続けること。 

私は以前エベレストを目指すと宣言しておりますので、それに向けて座ってい

る暇などないことが再認識できました。 

 

・数千円の男になるのか？ 

 

もしくは 60 万の男になるのか？グサッときました。 

値付けは自らのセルフイメージを反映するとのこと、早速変更を加えます。 

 

・間違った購買の歴史でしかない 

 

鮒谷さんがどのように販売をしてきたのかを、直近の具体例を元にご説明い

ただき、「そんな感じでいいのか？」感がつかめました。 

 

・毎月 200 万稼いでも、意味ないじゃないですか？笑 

 

単純に基準が上がりました。今実際に動いているからこそ、改めてこういった数

字が飛んでくると現実味のレベルが桁違いです。 

 

・わらしべる 
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成果を以って、次の販売を決め、そのまた成果を以ってさらに次の販売を決め

る。 

ステップアップの道筋がなんとなく見えたように思います。 

 

・あまり時間がない 

 

おっしゃる通り、時間が刻一刻と過ぎているのはわかっていたのですが、本当に

時間がないということ、とにかくできることを重み付けしてどんどん潰していき

ます。 

 

・辛い経験を直視する 

・「今に見てろよ！！！怒」 

・ことさらに負の感情を思い出す 

 

今回、一番勉強＋エネルギーになったのが、この負の感情についてです。 

下に向けてかめはめ波を打つ感覚、早速自宅に戻って怒ってます。笑 

はらわた煮えくり返っております。怒 

どんどん増幅されている感が実感できます。怒怒怒怒怒 

 

壁が薄いので近隣の迷惑にならないように、どんどん増やしており、今までな

かった、新しいエンジンが増設された感覚があります。 

新設されたエンジンと、今あるエンジンがチューンナップされましたの

で、次回までには具体的な方向性がご報告できるよう、一秒たりとも座ることな

く進んでいきます。 

 

ありがとうございます！ 

（Ｍ．Ｓ 様） 
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コンサルはその人の人生をリ・クリエイトするきっかけを与えるもので

はないかと思います。  

「気付いたことや深く学んだこと」 

 

○目標の設定について 

自分ではこうしたい、という思いがあっても実際にそれは明確なイメージができ

てるわけではなく、問われても言葉が出てこなかったのは改めて目標設定、目標

を意識して生活しているかどうか、が欠落していること、目標を持った行き方が

どういうことなのか痛切に感じました。 

 

○渦を巻くことについて 

渦を巻く方法がわからなければ、まず渦に巻かれてみろ、行動する方法がわから

なければ、まずは背中を押してもらうこと、（機会を作ってもらうこと）その重

要性を感じました。 

自身で考えると、自身の思考回路の範疇でしかリンクが作れないため、外から

の力添え（助走）の重要性を痛感しました。 

ご提案頂いた Skype チャレンジは渦に巻かれてみるということだと思いまし

た。 

何が起こるか、何が見えるかは、まだ具体的に分かりませんが、とにかく行動

してみようと思いました。 

そのための貴重な人的交流の場を頂けたと思いました。 

 

○相手の立ち位置に立ち自分を眺めること 

特に揉め事の場合、互いの立場が衝突する事がよくあり、自身の頭の中で相手の

立場を考えるのではなくもう一歩踏み込んで相手の立ち位置に立って逆に自身を

見つめる側になって相手の心情を考えてみること。 

これまでの揉め事において、相手の懐事情というのは慮っても、相手の立ち位置

に立って、相手の心情をトレースしてその視点から自分を見つめて、それを踏ま

えたうえで話しをまとめていく、というのは出来ていませんでした。 

今後も、種々の揉め事が待ち構えていますが、教わったことを活用して、互いに

ハッピーになれる解決策を考えていきたいと思います。 

 

「特に印象に残ったこと」 

 

○いい人の定義について 

人が良いのといい人と言うのは全く別物であること。 

いい人とは単に人がいいということではなく、確固たる信念を持っているのだと

いうこと。（懐に刀を携えているように） 
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人間の深さというものを改めて思い知りました。 

 

○第 4 郡の話 

毒が溜まっているから解毒しないといけない、ということ。 

そしてそういう人たちが世の中には溢れていて、その人達は行動により解毒する

ことで、新しい活路を見出していること。 

その場では少し腑に落ちない感じでしたが、数日思考を巡らすことで、なんとな

くそのことがわかって来ました。 

 

情熱が諸刃の剣となっていること、それを発散する場を知らないこと、目の前の

課題（仕事）に対し、過度に気負って袋小路にはまっていたこと。 

（現状に違和感、危機感を感じている人間にしか淘汰の恐怖を感じれないこと） 

（そのことで、組織の中でちょっと行き過ぎている人になっていたのかもしれま

せん） 

そういうことで、エネルギーの滞留場で悶々と過ごしていたのではないか、と思

いました。 

言われるまでは、自身がどのような状態にいるのか、ということに気付

けませんでした。 

適切な言葉を受け取ることで、なるほど、と世界が開ける感じでした。 

 

○「理道」、「知道」、「感動」について 

人は感動で動くもの。 

心が動かなければ人は動かない。 

自身が感動することについても深く考えたことも無いですし、人を感動させるこ

とについても深く考えたことがなかった事を考えると、自分は何をすることで感

動し、何をすることで人に感動(感謝)されるようになりたいのか。 

それをしっかり考え、自分が目指すものを考えなければならない、と思い知りま

した。 

また感動というありふれた言葉の深さを改めて知る事ができ、非常に良い話が

聞けました。 

 

○中期的な視点について 

最後の方に中期的に物事を考えてみては、という言葉に、少し驚きました。 

私が考えていること、目指していることをはっきりと言っているわけではなかっ

たのですが、私が心に決めている信念について、それを後押しする言葉が出てき

たのは目の前のその人、その思考の深いところまで見ているのだな、と思

いました。 

 

今回のコンサルティングでは決して後ろ向きな発言はしたくないという思いもあ
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りまた、具体的な相談事を持ち込んだわけでは無いため話にまとまりがなく、抽

象的で掴みどころの無い話の連続であったにもかかわらず、私の中で今の仕事を

やり切る（たとえどのような形になろうとも最後まで戦い抜く）という魂の叫

びに、スポットを当てて頂けたのかな、と感じました。 

それ故に短期間で何があろうと、中期的な視点で臨む決意が出来ました。 

 

漫画 HUNTER?HUNTER に『世界中にたった１人、1 人だけでも自分を信じ

てくれる人間がいれば救われる』という言葉がありますが、どんな状況であって

も自分を信じてくれている人（理解してくれている人）がいれば頑張れる、そう

思いました。   

また 1 人のみならず、違った環境で生活している人たちのつながりを持ち、その

ようなネットワークが築ければ、もっと頑張れるのではないかと思いました。 

そのためにもご紹介頂いた方々とのご縁を大切に築いて行きたいと思います。 

 

○修行の場として考える 

（これはコミュニケーションのくだりで出た話だったような気がしますが） 

（最後の方の会話にも絡んでいたように思い、私としては上記内容と結びつける

ほうが言葉の印象深かったです） 

また、（現状の苦しい状況を）修行と考えたほうが良い、ということも、そのよ

うな苦難に相対する事が出来るはある意味チャンスですよ 

という、直接的では無いにせよ、思考を、見方を、変えて臨みましょう、という

柔らかい誘導を受けたように感じました。 

機会に恵まれなければ修行も出来ないわけで、現状をいい方向に捉えることで違

った形で取り組んでいける。 

私の中で日々悶々としている部分に言葉の風を吹き込んでモヤを晴らす

ような印象を受けました。   

それが、どうだ！！！！というような言い方ではなく、会話の中でサラリと出て

くるところが、鮒谷さんのコンサルの極意ではないかと思いました。 

普通に会話している中で心に刺さる言葉をさり気なく織り交ぜている。 

決して強制的ではなく、その人の状態を見て後押しをする。 

（人によりその強弱はあると思いますが、肩を叩くなり背中を押すなり、ケツを

叩くなり） 

そういう『個』を見た "個別対応"に心地よさを感じました。 

 

○コミュニケーションは用途開発である 

私は自己アピールがあまり得意ではありませんが、知らない誰かと話す際、自分

を知ってもらう機会に遭遇した場合には興味を持ってもらうようにしないといけ

ないこと、例えば金メッキを貼るようなこと、など誰しもがコミュニケーション

が得意ではないことや、まずはどんどんやってみて、その中で用途開発を進めて
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いけばいい、というお話を聞き、苦手意識が少し和らぎました。 

 

「今後活用できると思ったこと」 

 

○金メッキを貼ること。（重複する部分があります） 

自己アピールがが非常に苦手なため、自分をよく見せる、というのは非常に苦手

なのですが、人と会うこと、コミュニケーションにおいては如何にして自分を良

くみてもらうかファーストインプレッションが重要か、ということを再認識させ

られた事と、ハードルを上げる事で、やるしか無い、という状況も作れるので、

ぜひとも実践して、自分の立ち位置を上に上に上げて行きたいと思います。 

 

○いい人の考え（体験の経験化） 

いきなりいい人にはなれないということ。 

いい人になるためには、決して人には見せることのない苦労が必要なこと。 

また、そのような苦労苦節を経る事により、より深みのあるバックグラウンドが

形成されること。 

今の自分の体験していることを経験化して、将来なりたい自分のイメージに向か

って進んできたいと思います。 

 

「決意したこと」 

○渦に巻かれてみる(Skype チャレンジ) 

○人生設計（自身の生きる目標）を再度深く考えてみる 

○中期視点で物事に臨むこと 

○自身の身近な人的ネットワーク以外のつながりをもつ 

○体験を経験化する習慣をつける 

 

「これから行動しようと思ったこと」 

○キーパーソンと会話をしてみる。（Skype チャレンジ） 

○用途開発も踏まえブログをやる 

○自分の強みが何なのか、強みを作ること 

 

「これまでに利用したコンサルティングやセミナーとの違い」 

これまでコンサルティングを受けたことが無いので分かりません。 

またセミナーも業務に関わる技術セミナーには参加しても、プライベートでセミ

ナーに参加したが事が無いため分かりません。 

 

「鮒谷さんの個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

○コンサルは名医から処方箋を受け取るようなもの 

コンサルは名医から処方箋を頂くようなものだと感じました。 
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即効性は無いとしても、確実にその人に巣食う病魔に対して効果のある手

当をしてくれます。 

そもそも即効性のあるものは体にも負荷のあるもので、時には毒になりかねない

ですが相手の症状、状態（力量、立場、現状）を見極め、最適と思われ

る処方(適切な言葉、強制力のない後押し、時には愛情のあるケツ叩き)

が得られると思います。 

強烈な刺激では無いとしても（刺激がある場合もあるかもしれませんが）確実に

効果があると思います。 

 

更に回数を重ねることに、その処方がどんどんとグレードアップしてい

き、健康体からさらなる超健康体へと導いてくれるものではないか、感じ

ました。（私は複数回コンサルを受けていませんが、今回のコンサルからそうい

うイメージが湧きました）超健康体を目指して飛び出したいという方、活

力ある毎日を過ごしたい、と思っている方は複数回コンサルを受けるこ

とが効果的なのでは、と思いました 

 

○コンサルは自身の目の前に広がる風景画を彩り深くしてくれるもの 

違う表現をすると、コンサルは切り絵を渡されるようなものでしょうか。 

目の前のグレーな景色を変えてくれる風景の一片を見せてくれる。百聞

は一見にしかず。自身では気付けない世界について、世の中にはこういう景色が

ありますよ、と。その切り取られた風景をどのようにしていくかは本人次第だと

思いますが、ああ、なるほど、そういう世界もあるんだな、という体験ができる

のではないでしょうか。 

 

その一片を元に自身で切り開いていく（キャンバスを広げていく）か複数回にわ

たって風景画を広げて行くかはその本人が目の前の景色をどのように描いていき

たいのか、によると思います。見たこともない風景画を描きたい、というの

であれば複数回コンサルにて都度、新しい景色の一片を頂きそれを広げ

ていくのが良いのではないでしょうか。そういう意味でも、コンサルはそ

の人の人生をリ・クリエイトするきっかけを与えるものではないかと思い

ます。 

人生をリ・クリエイトするキャンバスを提供するアーティストと称するのは、少

し仰々しいですが、コンサルを受ける方によってはそのように感じられる方もい

らっしゃるかもしれません。 

（大手メーカー技術職 Ｋ．Ｏ 様） 
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改めて自分の中に眠っていた想いとかエネルギーの一端を垣間見えたよ

うな想いです。  

鮒谷様 

 

本日もお時間をいただきありがとうございました。 

コンサルのあと、早速課題に着手し、ドラッカーの質問に対する自分の答えを書

き出し、体系図作成を行いました。 

気づいたら夜になっていたのには驚きましたが・・・。 

 

これらの課題を通し、改めて自分の中に眠っていた想いとかエネルギーの

一端を垣間見えたような想いです。 

とはいえ、半日の思考で全てが出尽くしたとは到底思えず、少し寝かしつつ「こ

れで全てか？まだ出ていないものがあるのではないか？そもそも、それで納得で

きているか？」を突き詰めていきます。 

 

また、コンサルの中でご教示頂いた、「お客様に対して、自分がお渡しできる価

値は何か？」が、まだまだ浅すぎる（というより、ほぼほぼゼロだった）という

ことに気づいたときには愕然として、自分のセンスの無さを痛感しました。 

ですが、このタイミングで気づけたこと、またセミナーをやったあとだからこそ

実感として体に落とし込めたのだと思っております。 

 

真の価値とは何か？価値を価値と伝えること。 

この２つは寝ても覚めても考え続けつつ、自らの今後の活動の土台作りをしてい

きます。 

 

重ね重ね、本日はありがとうございました。 

次回もよろしくお願い申し上げます。  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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今回上記のような全く別次元のお話をお伺いすることにより思ったより

自分が目指している世界は、とてつもなく高く、だからこそ逆に絶対登

頂してやろうという気持ちが増幅してきます。  

はじめは強烈な予防注射ありがとうございました。 

のっけから唖然としてしまいました。 

処方箋も 3 つ購入し、これからに備えます。 

 

そんなムードで最後まで駆け抜けるのかと思いきや、第 2 部（？）は、それとは

全く違う意味で、絶句でした。 

ぐうの音も出ないくらいに、叩きのめされました。 

（もちろん、いい意味です） 

 

以下簡単ではございますが、勉強になった部分でも特に印象的だったポイント書

き出してみます。 

 

・顧客を選ぶ必要がある 

世の中そんなに甘くない。そんなことを、生々しい実例とともに理解することが

できました。理解だけでは不十分ですので、取り返しがつく程度に経験してまい

ります。（もちろんないにこしたことはありませんが・・・） 

 

・撤退障壁の低い場所を選ぶ 

自分の身は自分で守る。 

当然のことながら何事も自己責任であり、そういったことを全て含めて戦略を立

てていく必要があるということ。 

 

・疑惑の目を持つ 

生ぬるい環境で育ってきた会社員（私のこと）は、外の世界に行く時、注意しす

ぎても足りないくらいである。 

 

・正規分布は両端がある 

素晴らしい方々がいる一方で、その逆もまたしかり。 

 

・地道な掘削作業を何層にもわたって行っていく 

今回このメタファーが、今自分にものすごく当てはまるでものであり、これから

の道筋の縮図を頂いたように思います。 

 

・緻密さが必要 

今ある行動に緻密さを付け加えたうえで、市場のニーズを知り、自らの強みを理
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解し、仮説を立てて進んでゆく。 

 

・2 段階右折 

こちらのメタファーも最高でした。 

 

・鬼のようにやる 

「やると言ったら絶対にやりますからね！」とおっしゃったときの語気が尋常じ

ゃなかったです。 

いかに自分が自分に甘いか、自らの甘さを再度問わざるを得ない言葉でした。 

 

今回上記のような全く別次元のお話をお伺いすることにより、思ったより自

分が目指している世界は、とてつもなく高く、だからこそ逆に絶対登頂してや

ろうという気持ちが増幅してきます。 

 

私もまだまだ低いレベルではありますが、自分で決めた直近の期限付き目標つい

ては、絶対にやってやります。 

 

ぜひ、来年もよろしくお願いいたします！  

（Ｍ．Ｓ 様） 
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まだ初回ですが、何もない自分が、いきなりセミナーを開催すること

に！！ これはまさに、鮒谷さまが結果にコミットしているからではな

いでしょうか！ 個人的にはこれだけでもう元が取れました（笑）  

この度は、急な展開にもかかわらず、個別コンサルティングを実施頂きまして、

ありがとうございました！ 

 

時期としてはまだ早いと思いながら、背中を押していただきたく、質問のような

形で応募フォームをお送りしたところ、すでにクロージングされておりました

（笑） 

 

それも、まさか日程調整をお願いした次の日に実施とは！ 

これぞまさに、「お前はもう買っている」の世界ですね（笑） 

 

実際に受けてみて、実に見事に玉砕されました（笑） 

ただ何となく社長業をやってみたいと、漠然と考えていたことに気づかせて頂い

たわけですが、ここまで木っ端微塵に壊されると、かえって気持ちのいいもので

すね！ 

むしろ、 

 

「早く気づいて良かった、やっぱりコンサルを受けて良かった」 

 

と感じております。 

こんなダメダメな自分に対し、ドラクエの毒沼の例など、放談形式で非常にわか

りやすくお話くださり、まず何をやるべきかを明確に教えてくださいました。 

 

特に印象に残ったキーワードとして、 

 

・コーチングとメンターの違い 

・自分が何者になりたいのか 

・脳内一等地の枠を取る 

・お客様の価値と人生の紐付け 

・お客様のこと、自分の価値をもっと真剣に、深く深く考える 

・その考える具体的方法 

・商売の基本 

・試作品を作っては壊すを何度も繰り返す 

・自分に置き換えて考えてみる 

・メルマガの具体的な活用方法 

・お客様の悩みの言語化 
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・安心感をアピール 

・金メッキをはる 

・4 つの条件 

・すごいい人！ 

 

まだまだたくさんある中で、最後にドラッカーの 5 つの条件の重要性を、

真剣に愛情を持って教えてくださり、目からウロコの内容ばかり。 

2 時間があっという間に終わってしまいました！ 

 

終了 10 分前に、来月実際にセミナーを開催する事になるなんて、これ

が 1 回 12 万円するコンサルティングか！と驚くとともに、本当に頼ん

で良かったと感謝とわくわく感でいっぱいになりました！ 

 

帰ってから、改めて録音した内容を聞き返し、お店のスタッフ何人かに、自分の

長所を聞き、自分の考えたものと合わせて 50 個近く集まりました。 

 

この長所と、約 2000 日継続しているブログ（メルマガ）を、うまく掛け合わせ

た試作品をできるだけたくさん作成し、お客様が興味を持てる、そして自分自身

が自信を持って提供できる商品を作り上げていきます！ 

 

最後に、鮒谷さまのセミナーやコンサルティングを悩まれている方へのメッセー

ジです。 

 

おそらく、僕のように漠然と自分の強みを生かして何か商売したいと考えている

人って、たくさんいるのではないでしょうか。 

それがいいものか悪いものかを 1 人で悩んでいても、何も始まらないと思

います。 

むしろ、その道のプロに全力でぶつけることで、あっさりと解決するこ

とができます。 

 

今回個別コンサルティングをやって頂いたことで、身を持って体験でき

ました！ 

 

僕は 4 人子供がおり、嫁も専業主婦で、正直日々のお金に対して余裕があるわけ

ではありません。 

だからこそ、コンサルティング業で稼ぎが欲しいと考え、鮒谷道場の門をくぐり

ました。 

 

まだ初回ですが、何もない自分が、いきなりセミナーを開催すること
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に！！ 

これはまさに、鮒谷さまが結果にコミットしているからではないでしょ

うか！ 

個人的にはこれだけでもう元が取れました（笑） 

 

少しでも悩んでいたら、応募フォームに質問という形で送ってみてはいかがでし

ょうか（笑） 

やるかやらないかは、それからでも遅くはないと思いますよ！ 

 

おまけとして、平成進化論を通じて、昔の知り合いと出会えたことも楽しいです

ね♪ 

本当に、ありがとうございました！ 

次回もまた、よろしくお願いいたします！  

（かごの屋立場店 高橋ひで 様） 
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かなり速い鮒谷様の会話ペースに引き込まれ、気が付くと自分の脳内の

回転数も上がっていき、普段からは考えられない思考スピードで会話を

しておりました。  

鮒谷様 

 

先日は本当にありがとうございました。 

個別でのコンサルティングは人生初の経験でした。 

昨年末、帰省中の電車内で名古屋個別コンサルの案内を拝見し、自分の直感に従

い、遅ればせながら参加希望の連絡をいたしました。 

 

4 年前から平成進化論のメルマガを拝読してきた中で、鮒谷様のイメージは冷静

沈着で寡黙な方だと勝手に思っておりました。しかし、実際にお会いしてみる

と、想像とはまったく異なり、とても明るく快活自在で親近感が湧きま

くる方でした。 

 

かなり速い鮒谷様の会話ペースに引き込まれ、気が付くと自分の脳内の回転

数も上がっていき、普段からは考えられない思考スピードで会話をして

おりました。一種の非日常体験であったと、今さら思い返しておりま

す。そして、その場限りの盛り上がりとしない為、私の現状に合わせた

具体的な取るべき行動を示していただき、愛知県の心強い先輩までご紹

介いただきました。 

 

コンサルティングの中では特に、鮒谷様の 

 

「確変モードで新規事業が右肩上がりになるというのは幻想だ。」 

 

との言葉は私の胸に突き刺さりました。 

まずはコツコツと目の前の課題に取り組み、しっかりと歩を進めて参ります。 

鮒谷様とお話しすることができて本当に良かったです。 

また、関係スタッフの皆様にも合わせて御礼を申し上げます。 

 

改めて、勝手に状況報告をさせていただきます。 

この度は、楽しく濃密な時間をありがとうございました。  

（藤田螺子工業株式会社営業 小野 貴彦 様） 
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この「充実感」「やりきってる感」「命を燃やしている感」を感じられ

ているだけでも、コンサル料は十二分に回収できた、と感じています。  

わずか 2 か月前まで、自分は、人とお会いする魅力も素養も無い平凡な人間だか

ら、自分を売り込んだり、人に魅力を感じてもらうなど、無理だなぁと感じてい

ました。 

変わりたい想いとは裏腹に、いつしか行動しない自分になっていました。 

だから、いつも心がすっきりとしない。 

「こんなはずじゃないのに・・・。」 

 

そんな自分がいよいよ嫌になり、勇気をもってコンサルに申し込んだところ、鮒

谷さんから、今すべきは「毒素を抜くことです（！）」と、まさかのお話があり

ました。 

毒素（？）と思いましたが、その際いただいたお話が大変分かりやすく、

心底納得したことであれほど腰が重かった自分がウソのよう。 

この 2 か月間、悩んだり、躊躇したり、考える時間も持てないほど動い

た結果、ほぼ初対面の方、100 名以上の方と会っておりました。 

かつて（といってもわずか 2 か月前ですが笑）の自分では、本当に本当

に想像すらできなかったことです。 

 

この「充実感」「やりきってる感」「命を燃やしている感」を感じられ

ているだけでも、コンサル料は十二分に回収できた、と感じています。 

やりきったー！と毎日毎日、感じられるって本当に幸せです（！） 

 

思うに、自分に起きたこの変化は、鮒谷さん自身のご経験と毎月 100 名以

上のコンサル経験で蓄積された「定量的データ」、メルマガ等を通し、

4,500 日以上にわたって繰り広げられてこられた人が変容するプロセ

ス分析の結果であるところの「定性的データ」を私個人にマッチングさ

せ、効果抜群かつ私専用のオリジナル変容プログラムメニューをご提示

いただいたおかげと思っております。 

 

人と会うのがいやだし、人と会うのが心底向いていないと思っていた自

分が、提示いただいたメニューに突き進んでいたらわずか 2 か月のうち

に、100 名以上の方とお会いしていた。 

それだけではなく、勉強会を企画し講師をしたり、講演のためだけに名古

屋まで遠征に行くようになるとは（！）。 

 

今日のコンサルを受けていて、なぜ継続コンサルが紹介ページや私の巷

（笑）で勧められているのか、わかってきました。 
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私の場合、変わりたくても変われない状態が、数年間「常態化」していました。 

ですから、ここ 2 か月の行動により、確かにベクトルは上向きましたが、それま

での動かなかった時代のクセを改善するにはまだまだ及ばない。 

だからこそ、新しい行動が「習慣化」「常態化」するまでは、細心の注意を払う

必要があるのだと思うのです。 

 

過去の蓄積である「クセ」を変えるには、相応の時間がかかるのが至

極、当然。 

ですが、ひとたびここをさえ越えてしまえば、自分で課題を設定して、

大量行動して改善。 

手を休めることなく、次の課題発見、大量行動、改善、課題発見・・・ 

という無限向上ループが始まることになるわけです。 

 

そうなってしまえば、人それぞれ時間差はあるだろうけれども、圧倒的な

成果が出るのは、間違いない。 

ゆえに、無限上昇ループに入るまでの最も注意を払うべき時期に、とき

にコーチのように伴奏しつつ、ときに先生のように指導してくださる方

がいらっしゃるというのは、本当にありがたいことだとますます実感し

ている日々です。 

 

鮒谷さんからお話を伺うたびに、世界観ががらりと変わっていきますの

で、来月が、本当に楽しみでなりません！ 

 

今月も金メッキ、三角形理論、主体性中毒を駆使し、ミツバチポジションを勝ち

取るべく大量行動してまいります。 

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします！ 

セカンドステージの皆さま、いつもあたたかなご対応、本当にありがとうござい

ます！  

（ 加藤 信行 様 ） 
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結果的に正直もっと早くコンサルを受ければよかったと思っています！  

鮒谷様 

 

先日は個別コンサルありがとうございました！ 

私にとって人生初のコンサルであり、まさにアッという間の 120 分間でし

た。 

濃い有意義な時間でした。 

 

今になって正直に告白しますと自分自身、狭い世界であがいて空回りしていまし

た。 

しかしながら空回りしているとは気づかずに。 

なかなか変われない自分にもどかしく、イライラする面も多かったのが事実で

す。 

自分で変われない、変われないと思っていたのは、恥ずかしながらそう思ってい

ただけで、自分の現状に不満を感じつつ、しかしながら具体的に行動を起こすこ

とが出来ずにいた情けないだけの状況でした。 

 

そんな中、藁にもすがる思いであったのが本当で、内心、鮒谷さんにお願いす

れば何とかなるはずだとの確信から、現状の自分にとっては決して安く

はない料金でしたが、思い切って個別コンサルをお願いしました。 

 

結果的に正直もっと早くコンサルを受ければよかったと思っています！ 

 

今回お願いしたかったのは、私自身の今後のキャリアについてのご相談。 

事前に私自身の置かれている状況、ご相談したい内容をお伝え致しましたが、お

会いしてすぐに、私が置かれている不安定な状況も的確にご指摘いただき、その

点に対する私自身の危機意識が欠如していたことを露呈してしまいました。 

 

「今後どちらに転んでもいいような準備をまず始めるべきだ」 

 

という鮒谷さんのアドバイスは、自分自身の足でしっかり立ち、稼ぐ力をつける

練習をすべきだとのことで、稼ぐ力がなければ今後どちらに転んでもジリ貧にな

る、逆に言えば、その力を手にすれば人生のコントロール権を得るということ。 

そのためのトレーニングを始めよとのお言葉は大変ありがたく、大いに背中を

押される感覚でした！ 

 

付随していくつかの Web サービスもご紹介いただき、早速 1 つに登録してみま

した。（まだ反応はありませんが、気長に徐々にブラッシュアップしながら続け
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たいと思います。） 

 

また今回一番のパラダイムシフトはピラミッドと『下に向けての説明責任を果た

していない』という事実です！！ 

鮒谷さんご自身のご経験を踏まえた解説は本当に腹に落ちました！ 

完全に私自身の心の中を見透かされているような感覚は清々しささえ感じまし

た。 

上を見続けることは必要ですが、お客様に対して自分ができる価値提供をもっと

真剣に考える必要があると強く思いました。 

 

最後にはそのための修行の場も提供していただきありがとうございます！ 

今はＫさんと打ち合わせもさせていただきながら、いろいろと練っている段階で

す。 

小さな成功体験を積み重ね、そして自分自身を喜ばせることも意識しながら、

徐々に生まれ変わっていきたいと思います。 

 

バカだけど賢いを目指します！（笑） 

 

この度は本当にありがとうございました。 

今後ともよろしくお願い致します。  

（鈴木 武史様） 
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その場に応じた鮒谷さんのやり方はすぐに先延ばしにする私にとっては

大変効果的でした。  

本日は今朝（昨夜）は個別コンサル、有難うございました。 

 

感想を一言で申し上げると、自分が如何に毒素に侵されているか、自分の殻に

篭って狭い世界で生きているかを思い知らされました。それにしても、地球

の反対側との skype からか、じわじわとスルメのように余韻が出てき

ています。一日、この駄目ダメな自分の余韻を味わえたので、朝に受けて良か

ったです。skype 中、その場で人を紹介していただき、実際に skype を割り込ま

せてその方とお話できたこと、また、課題図書ならぬ、課題動画を勧められすぐ

に見てからコンサル継続と、その場に応じた鮒谷さんのやり方はすぐに先

延ばしにする私にとっては大変効果的でした。 

 

話していくうちに本当に自分とは情けない、ただただ流されてきた人間なんだ

な、とつくづく思い知らされました。まだまだケツが重い自分がいますが、ここ

で動かないと、つまり、人と会って行く中で自分の中に溜まったヘドロを浄化さ

せていかないと、ドラクエの沼地にはまり、一歩進む度に HP を毟り取られるよ

うな人生になってしまうのかなと容易に想像がつきます。 

 

実際には今の人生、悪くもないし、良くもないといった状態で、仕事の目標はあ

るのですが、では、かといってこのままでいいのかと聞かれると、「どうにかし

たい、だけど分からない」といった状態でして、何とも中途半端。 

これこそが腐りきった状態で毒素が溜まり、それが自分の身体、心を無駄に蝕ん

でいた、と言われハッとしました。 

 

コンサル中に出てきたビジネス書や自己啓発書の話も思い当たる節があり、気分

が下がったらこういった本に頼り、モチベーションの維持に役立ててきました。 

良かれと思ってやっていたことが、実は逆効果になっていたのというのは、大人

になってから読書好きになった私にはショックでしたが、本を選び、読書に費や

す時間を、今後の課題である人と会う時間に振り分けようと思います。 

このことは自分でも薄々は感じていたので、良いきっかけとなりました。 

 

実際、人と意見のぶつかり合いは得意ではなく、子供の頃から避けてきて、誰か

の後を付いていくような性格だったので、人と会うことで自分の中に溜まってい

る毒素が浄化され、その先の未来が見えてくるといったお話には、「早くその状

態になりたい」といった感情を覚えました。 

 

経験したことの無い姿、感情は想像するしかありませんが、鮒谷さんのコンサル
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を受けられた方々を目の当たりにしているので、「ひょっとしたら自分にも出来

るのかな？」とまだまだ自信がありませんが、感情が動きました。 

 

それから今、実際に自己紹介を改めて書き終えて思いましたが、金メッキを貼

る、ということ。自分のことを遠慮がちに表現する癖はしぶといようで、どうに

か自分を分かってもらおうという思いが強く、自分の弱点や、相手にとってはど

うでも良いような内容を真剣に書いていました。書き終えてみて思ったのが、

「非常に気持ちが良い」ということ。出来ないことまで出来る！と何の悪気もな

く言うようなブラジル人に囲まれて仕事しているにも関わらず、このことの効果

に気が付きませんでした。さらに言えば、実際に書かれているような、自分が理

想とするすごい自分に一歩、近づけたような感覚になりました。 

 

コツコツと続けることが苦手で、すぐに結果を欲しがる私にとって、これからの

チャレンジはまだまだ自信がないですが、紹介いただいた方に最初は助けてもら

いながら、毒素が浄化し、一気にスイッチが入るまでもっていき、自分のやりた

いことが見つかるまで続けたいと思います。もう流されて生きるのは懲り懲り

で、皆さんのように渦を巻きながら生きる人生を経験してみたいです。そしてそ

れが習慣化されるまでのステージに辿り着きたいです。 

 

恐らく自分がどれだけ毒素に浸かっているかがまだ私自身、把握、体感できてい

ないと思っています。なぜなら、コンサルを受けた後でもいまいち、「本当に出

来るのかな？」という気持ちだからです。ですが、40 歳を前にしてグダグダと

うだつの上がらないまま過ごしていくのは精神衛生的にも、家族を養っていくこ

とを考えても、また、異国で暮らしている身にとっても何の得にも金にもならな

いので、接着剤でくっつけられている程、重たい腰を上げて、skype1 ヶ月 15

人チャレンジ（と命名）をまずは 3 ヶ月間、もちろん変わり続け、不可逆なとこ

ろ、つまり閾値までもって行きたいと思います。 

 

Skype ということで対面で受けたらどのような感じなのかな、と想像してしまい

ますが、いつも誰かに甘えてしまう自分にとってはちょうど良い距離感でした。 

いつかは自由な日時で対面での個別コンサルを受けられるよう、もっと稼いで今

の会社を大きくするという目標達成に向け、頑張りたいと思います。 

 

本日はご多忙の中、有難うございました。  

（アンデスフーズ 金剛仙太郎 様） 
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鮒谷さんの考えつくされた一言、あるいはなにげない一言（すべて計算

されつくした一言かもしれませんが。笑）が、私にとっての判断基準の

ベースになる部分が多々あります。  

鮒谷様、先日はお忙しいところお時間いただきまして、どうもありがとうござい

ました。 

 

また、昼食をご一緒できず、大変失礼いたしました。 

ぜひご一緒したかったのですが、勿体ないことをしてしまい、非常に残念無念で

す。ふだんはヒマなくせに、あまり日本にいないので日本にいるとなにかと予定

が入ってしまいまして・・。 

 

今回も、さまざまなアドバイスをどうもありがとうございました。 

鮒谷さんの考えつくされた一言、あるいはなにげない一言（すべて計算

されつくした一言かもしれませんが。笑）が、私にとっての判断基準の

ベースになる部分が多々あります。 

 

今回で言うと、 

• もっとも自然体で戦えるところで戦うのが一番ラク 

• ●●●の問題は最優先。 

• 頻度が大切 

• ●●●●●はさすがに敵には回せない。笑 

• 問いかけをすることで、脳内サーチが動き出す（言い回しは違ったかもで

す） 

• ●●の●●●も最悪ケースとして考慮に入れておくべき 

• 希少性（ガチゲリラではない、というところ、面白かったです。） 

 

などなど。 

そして、一番気が引き締まる思いがしたのは、私が「これが問題で・・」という

話をすると、 

 

「それを解決しようと真剣に考えたんですか？」 

 

という問いかけを何度かいただいた点でした。 

正直言って、どういう問題も、私なりに、問題意識を持ったことについてはそれ

なりには調査したうえで話しているつもりではあるのですが、そこまで言われる

と、たしかにまだ調べは甘いな、と思ってしまったり、ものによっては、なんと
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なく問題と感じてはいるものの、問題意識にまであげておらず真剣に考えていな

かったものもあったりしました。（●●●●●と円満に分かれる方法など。笑） 

 

そう考えてみると、あらゆる問題は、本気でアンテナを張って調べればそれなり

の改善策は見つかっていくわけで、結局のところ、どこまで真剣に考えている

か、どこまで真剣に仕事をしているか、どこまで真剣に生きているか、というこ

となのだなあと改めて思いました。 

 

●●の問題については、じつはこれでも表面的な話しかさせていただいておりま

せん。じつは単なる●●●の問題だけではなく、もっと深い根をもった問題なの

です。 

とはいえ、それらすべてを含め、人間的に大きくなるための試練であり、それも

含めて●●●、と思っており、一生をかけて向き合っていかなくてはならない問

題だと思っております。そしてまた、そこに向き合うことが自分の軸を作ってい

くのだとも思っております。 

 

とはいえ、逃げたくなることもあるのですが、今回の鮒谷さんからのアドバイス

で、やはり逃げてはいけない、中心にすえて立ち向かっていかなければならない

問題だなと思った次第です。 

 

また、今後のキャリアについてはその後いろいろ考えたのですが、結局のとこ

ろ、焦らずにいったん白紙にして考えよう、と思っています。 

鮒谷さんもはっきりとした方向性は提示されませんでしたし、私も、●●●●に

転職するという方向にすこし思考が硬直化していたように思います。 

もうすこし多面的に考えて、それこそ、真剣に考えつくして答えを出そうと思い

ます。そして、その結果●●●●への転職が時間切れになったとしてもそれはそ

れでもよいかな、とも思います。 

その一点でしか通用しない力ではなく、また次のチャンスが来たときに力を発揮

できるよう、ツメを研いでおこうと思います。 

 

マラソンについて、結局日本では赤山さんに指導していただく時間が取れません

でしたが、スカイプを通してアドバイスをいただいたり、情報交換させていただ

こうと思っております。次回もまた、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。  

（Ｋ．Ｆ様） 
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お話を聞きながら脳みそと心臓にグサグサと突き刺された感はありまし

たが、同時に「これを求めていたんだ！」というものをご提供いただい

たと思っています。  

鮒谷様 

 

お世話になっております。金山です。 

第 1 回目のコンサル、ありがとうございました。 

 

この回で、「申し込んで良かった！」と、心の叫び声が聞こえてきまし

た。なぜ申し込んで良かったか？と言いますと「ライターとしてではなく、今あ

るものを活かせるアドバイザー・コンサルタントとしてやってみてはどうか？」

という方向性に気づけたからです。 

 

というより、示して頂いたという方が正しいですね。 

 

コンサルティングを受ける直前まで、私はライターとして稼ぐ、としか頭にあり

ませんでした。一方で、ライターでガツンと稼げるかどうか？というと懐疑的で

あり、すでに大きな実績がある方々との殴り合いになることもなんとくなく想像

しており、なんだかモヤモヤした気分でした。 

 

そこに、今回のコンサルティングでプラン B を示して頂けたことは、大

きな価値があると思いますし、今後の行動でさらに価値を高めていかね

ばと思えました。 

 

プラン B であれば、今私がやっているメルマガやブログがそのまま活きますし、

本も活用でき、今持っているものがフルに使えるというのも大きいです。 

早急にコンセプトやメニュー、プロフィールなどを整えます。 

というより、今からやります。 

 

さらに、以下の 3 点にも気づかせて頂きました。 

 

1.自分が持っているものを欲しがっているところに行って吊り上げる。 

2.強い者から叩かれたら弱い物を叩いて攻める。 

3.作業では無く、仕事を請け負う。 

 

特に 3.は書き作業をしていて痛感しました。 

 

鮒谷様がおっしゃった通り「仕事ではなく作業になっていたな」と。 
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仕事になるからこそ稼ぎになるのであり、スキルとしても向上できるというのを

再度教えて頂きました。 

 

お話を聞きながら脳みそと心臓にグサグサと突き刺された感はありまし

たが、同時に「これを求めていたんだ！」というものをご提供いただいた

と思っています。 

 

ありがとうございました。 

 

次回のコンサルもどうぞよろしくお願い申し上げます。  

（金山 直志 様） 
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鮒谷さんから貴重なアドバイスをいただくことができ、その日のうちに

行動に移すことができました！  

鮒谷さん 

 

2 回目のコンサルティングをありがとうございました！ 

初めてのコンサルティングでは、私の体の全細胞が覚醒するようなビジネス

の真髄を教えていただき、今回のコンサルまでの１ヶ月間毎日朝起きて

から寝るまで絶えずお客様にどのような価値をご提供できるのかを考え

て過ごしてきました。そしてこの１ヶ月間に多くのお問い合わせやお申

し込みをいただき自分でもびっくりしています（笑） 

 

今回は鮒谷さんからどのようなお話が聞けるのかという期待感と、かなり厳しい

お言葉をいただくのではないかというドキドキ感が入り混じった状態で昨日、鮒

谷さんにお会いしました。 

 

コンサルが始まって早々に鮒谷さんから 

 

「今の肩書きは自分で考えたんですか？」 

 

というご質問をいただいたとき、思わず「来た（汗）」と思ってしまいました。 

といいますのも、私の現在の肩書きは自分で考えたものではなくマーケティング

のプロの方に考えていただいたからです。 

鮒谷さんからさらに「この肩書きについてどう思いますか？」というご質問をい

ただいたときは、鮒谷さんには私の心の中がすべて見えている、そしてこ

の人には嘘はつけないと思ってしまいました（汗）  

私がこの肩書きを使い始めてから昨日ですでに５ヶ月が経っていたのですが正直

この肩書きにずっと違和感を抱いていました。 

なんか本当の私のあり方とずいぶんかけ離れた肩書きでこの肩書きを名乗るのに

気が引けていたのです。 

 

昨日のコンサルでは、 

 

「良くも悪くも、肩書きが、自分自身の行動を縛り、また、他者からの期待の上

限も決めてしまうこと」 

「そのため、もし、肩書きを付けるのであれば、慎重に考える必要があり、ある

いは、あえて珍しい肩書きを付ける、ということではなく、いっそのこと、屋号

＋代表＋名前、という形にし」 
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その上で、私がどのようなビジネスをしているのかを 

 

「数行程度の簡潔な文言で表し、このセットで外の世界に働きかけるだけで十分

ではないか」 

 

というお話をしていただきました。 

このお話を聞いて、私がなぜ肩書きにこだわり、しかもその肩書きを人に考えて

もらうことを選択したのかについて考えさせられてしまいました。 

 

結局、私の心の中になるべく楽をしてビジネスを成功させたい、そのためには自

分をなるべく良く見せたいという欲が潜んでいたことに気付かされたのです。 

 

「簡単に手に入るものはすぐになくなる。でも簡単に手に入らないものはすぐに

なくならない。」 

 

という言葉を鮒谷さんからお聞きしたとき、私はぜひ後者を選びたいと心の底か

ら思いました。 

 

それで、コンサルの後半は私の「屋号」を決めるために鮒谷さんにアドバイスを

いただくということで話が進みそうになっていました。 

ところが、屋号を決める前に話が思わぬ展開になってしまいました（汗） 

 

実は、この１ヶ月間の間にどうしてもカタをつけなければならないこと

が浮き彫りになったのです。そのことについて昨日のコンサルで鮒谷さ

んから貴重なアドバイスをいただくことができ、その日のうちに行動に

移すことができました！ 

 

本当にありがとうございました！ 

これで少し安心して今週末の年間プログラムに参加できます（笑） 

 

週末はどうぞよろしくお願いいたします！  

（教職員 Ｌ様） 
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非常に大きな學の時間になりました。  

この度は、個別コンサルティングを行っていただき、ありがとうございました。 

 

コンサルティングの感想を拝読していると「完膚無きまで叩きのめされる」とい

う感想を頻繁に目にしているように感じていました。 

 

また、丁度先日の 2 日間セミナーで一倉先生（？）のコンサルティングのワンシ

ーン（「殴る」からの「抱擁」）をお聞きしたこともあり、お金をお支払して受

ける側であるにもかかわらず、受ける前は緊張しておりました笑 

実際は、非常に大きな學の時間になりました。 

 

さて、本題のコンサルティングですが、私の中では「暫定 1 位」が、最も心に残

りました。 

（おそらく、本筋のお話ではないかと思いますが・・・笑） 

鮒谷さんは「何をもって憶えられたいか」「所を得た人生」平たく言えば、「目

標」が明確になったからこそ、圧倒的な行動力に移すことができたのだと考えて

いましたが、意外にもまだまだ不明瞭なところがあるようで、「実態は違うの

か」と感じました。 

 

だからこそ、「暫定 1 位」で行動することの重要性を感じられたのだと思いま

す。 

今思うと、メルマガで拝読したか、CD やセミナーで拝聴したかで「目標の仮置

き」のお話を読んだり聞いたりしていたかと思いますが、人によって同じ内容で

も心への刺さり方は違うのだな、と感じました。 

それぐらい言葉の重要性を改めて「漆塗りのごとく」感じました。 

 

次に強く感じたこととしては「相対的に進んでいる」があります。 

完璧主義志向で「自分にとっての理想」が再現できなければ商品にならないと考

えていましたが、極端な表現をすると「劣化版〇〇さん」でも需要はあること

は、記憶の奥底から表面に引出されたと感じています。 

実際のところ「完全版〇〇さん」は高額だったり多忙だったりするため、劣化版

でも安いし、すぐにサービスを受けられる、ことに対して需要があるのだと考え

ています。 

 

三番目のお話としては「福原の変化率は高い」と称していただいたことです。 

「変化率が高い = 変化して結果も出した」まで含まれると考えていました。 

絶対値としてはまだまだだけれども、「憧れの世界の住人」の 1 人である鮒谷さ

んに直接仰っていただいたことは、非常に励みになりました。 
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最後に、本筋のお話としては「惑星直列」が頭に入れておくべきキーワードだと

感じました。福原から見た惑星直列の世界観、言うならば惑星を包み込む「銀河

観」とでも言うのでしょうか。 

 

次回までの課題である「メニュー」「プロフィール」を作込み、「銀河観」を提

供していきます。 

 

最後になりますが、今回のコンサルティングで DCAP の感覚が掴めたのでご感

想に入れさせて頂きます。 

 

D・・・スマートフォンでボイスレコーダーを使用 

C・・・再生してみて不明瞭な箇所が多い 

A・・・要対策 

P・・・鮒谷さんの近くに置かせて頂く、ボイスレコーダーを買う、など 

 

次回以降も、引続き、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） 
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行動し、成果を出している他の方々に追い付ける日を目指して、引き続

き励みたいと思います。  

先月は誠にありがとうございました！ 

 

復習も兼ねて、感想を書いてみました。 

これから行動すべきと考えることも記載しました。 

 

◆内心の言葉に注意する 

他人に影響を与えたければ、まずは自分に影響を与え続けなければならないとい

う気付きを頂けました。また、心から恐縮してしまうことの危険性にも気付かせ

ていただきました。 

 

〔これからの行動〕 

自分の内心をポジティブワードで溢れさせ、自己洗脳に取り組みます(笑) 

 

◆周囲をあるがままに見る 

自分は周囲の人たちを（実際すごい方々ばかりなのですが、それでも）必要以上

に神格化し、恐縮心を自分で勝手に増幅させる傾向があることをご指摘いただき

ました。 

 

〔これからの行動〕 

周囲をあるがままに見るように心がけます。 

 

◆ドーナツ外縁から大言壮語 

初対面の人や職場などで日常的に関わらない人に対して、積極的に大言壮語して

いくことの重要性を教えていただきました。先日、それを実践しました。自分が

凄い人になったような気がしました(笑) 

 

また、意外だったのが周囲の反応です。 

「偉そう」など否定的な反応をされないかと不安でしたが、蓋を開けてみれば、

逆に「凄いね！」「刺激を受ける！」など、好意的な反応が返ってきました。 

周りの雰囲気が生き生きし始めたことを感じ、自分だけでなく周囲にも

価値提供できる大言壮語の効果を感じました。 

 

〔これからの行動〕 

今後も大言壮語を重ねていきたいと思います。 

まずは内心改革から。 
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まだまだこれからです。 

けれど、行動し、成果を出している他の方々に追い付ける日を目指し

て、引き続き励みたいと思います。 

 

今後とも、よろしくお願いいたします！  

（大手広告代理店 法務部 Ｍ．Ｓ様） 
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楽観ではなく確信を持ち不安を全肯定するべく、今回のコンサルを通し

てあり方を改めさせていただきました。  

いつもありがとうございます。 

遅くなりましたが、御礼文を送付させて頂きます。 

 

メルマガも拝読させていただいており、最近はよくプリントアウトをして線を引

いたりしています。 

 

この度は、5 回におよぶ個別コンサル、誠にありがとうございました。 

さらには、毎回深夜にも及ぶ時間帯にもかかわらず、ご対応いただきま

したこと、深く感謝申し上げます。 

 

以下感想となります。 

 

最近はどうしても暗中模索の出口が見えずにおり、それを見事に射抜か

れ、楽観ではなく確信を持ち不安を全肯定するべく、今回のコンサルを

通して、あり方を改めさせていただきました。 

あやしいポーカーのおっさんとのご縁すらをも生かす、（笑）そんな姿勢で、進

んでまいります。 

 

以下、簡単ではございますが、印象に残っているキーワードになります。 

 

・SMAP「いまだ風をつかまえろ！」画像が絶妙でした。笑 

 

・うにうにし続ける 

 いつもながら、納得のできる図解ありがとうございます。 

 

・1,000 日でビジネスが月に 100 万 

 

・現状は 10 を聞いて 1 を知る。10 を聞いて 1 を知る状態に入ること 

 レベルの違いが、体ではまだわかっていないような気がします。 

 

・空中ブランコメタファー 

 拍手喝采を浴びるべく、タイミングを見極めます。 

 

・ままごとは時間をロスする 

 

・外に波紋を広げていかないことには生きていけなくなる 
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・月に 2,3 回は新しい企画を作り実践 

 多くのビジネスに触れ、また自らもビジネスを考えていきます。 

 

・「創って、作って、売る」 

 

・不安を全肯定する。「これがいいんだ！！」 

 毎日自分を肯定、行動にブレーキがかからないよう、屍にならぬよう。 

 

・自分を信じる力、確信を持つ 

（楽観ではなく、リスクを理解した上で確信を持つ） 

 

・毛穴から吸い込むくらいにあり方や空気感を学びとる 

 改めて進化論のバックナンバーや音声 CD を聞き返しています。 

 言語体系のコピーを目指して。 

 

・ロールモデル、自分の理想を体現している人と会う 

 

・お金の匂いをかぎ分ける 

 

・きれい事を言ってる暇はない 

 

いいニュースをお知らせできるよう、精進してまいります！！ 

確信を持って日々進みます。 

 

今後とも、何卒よろしくお願いします。 

この度は改めましてありがとうございました。  

（Ｍ．Ｓ 様） 
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思えば、4 月 6 日に 1 回目のコンサルティングを受けてからたったの

約 3 週間ですが、自分の生活スタイルとスピード感が激変しました！  

先日は 2 回目の個別コンサルティング、ありがとうございました！ 

 

少し重たい宿題（笑）が無事終わったので、遅くなりましたが感想を送ります。 

 

思えば、4 月 6 日に 1 回目のコンサルティングを受けてからたったの約

3 週間ですが、自分の生活スタイルとスピード感が激変しました！ 

 

具体的には・・・ 

 

・朝の弱い自分が、5 時に起きて朝活をするようになった！ 

（この感想も、朝 5 時から書いています♪） 

 

・メルマガ・ブログで発信したい内容が固まった！ 

（素敵なアイディアは、コンサルティングで頂きました♪） 

 

・人生初の有料セミナーを開催！ 

（無料はあるんですけどね・・・） 

 

・セミナーに向けた「セールスレター」が自力で書けるようになった！ 

（Ｋさまに、褒めていただきました♪） 

 

・ビジネス脳の構築（PDCA サイクルの真の意味を理解・実行） 

（仮説を立てて、ぶっ壊す！！） 

 

・脳みそをウニウニさせる習慣が身についた 

（紙に書き、とことん考え続け、穴が開くほど見直す習慣） 

 

・メルマガ「平成進化論」の内容が、毎日自分のことを 

 応援してくれているように感じる 

（これぞ、最高のアフターフォローですね♪） 

 

・フェイスブックで鮒谷さまとお友達に（笑） 

（申請承認、ありがとうございます♪） 

 

ざっとこんな感じです。 
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今まで、いかに人生をサボってきたのか、身をもって知ることができまし

た・・・ 

取り急ぎ、5 月 14 日（土）のセミナー開催に向けて、脳をウニウニさせ、原稿

を何度もぶっ壊しながら（笑）、よりレベルの高い、そしてお客さまが本当に知

りたいと思う内容を、楽しく、わかりやすくお伝えできるようにまとめていきま

す！ 

 

2 回目なので、感想も手短にします（笑） 

また 3 回目も、宜しくお願いいたします！！  

（Ｈ．Ｔ 様） 
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やはり一対一の緊張感はケツの蹴られ具合が違いました。  

鮒谷様 

 

先日は 5 回目のコンサルティングありがとうございました。 

 

紆余曲折を経て出した今後の方向性、正直最初に言っていたことから変わりすぎ

ていたので「そもそもそれですか」とダメ出しが出るのではと頭をよぎりました

が、幸いにも後押ししていただき決意を新たにいたしました。 

 

自分を変えたい、ただその一心で申し込んだ個別コンサルティング、私にとって

はセミナーからではなくてよかった気がいたします。 

やはり一対一の緊張感はケツの蹴られ具合が違いました。 

 

ただ素直にがむしゃらに自分が出来ることをやり続けたから今スタート

ラインに立てたと思います。 

 

今後は粛々と行動し、まずは通販秘伝つけ味噌部門 日本一を成し遂げます。 

商品が完成したしたら是非食べていただきたいと思いますのでその際はよろしく

お願いします^_^  

（白木 宏昌 様） 
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漠然過ぎる私の想いに対して非常にリアリティのある、イメージし易い

内容で私の心を整理して頂き、且つ具体的な行動にまで踏み込んで指導

して頂き大変感謝しております。  

鮒谷様 

 

お世話になります。 

先日は貴重なお話を本当にありがとうございます！ 

 

漠然過ぎる私の想いに対して非常にリアリティのある、イメージし易い内容で

私の心を整理して頂き、且つ具体的な行動にまで踏み込んで指導して頂

き大変感謝しております。 

ご指導頂いた内容をしっかり行動に移す事が、今回のご恩に報いる事と捉えて確

実に実践していきます！ 

 

今回は私の予算の都合で（汗）一回のみのコンサルティングとなりましたが、ご

指導頂いた内容で成果を出し、一年以内にまた結果報告も兼ねて、コン

サルティングをお願い出来ればと考えております。 

 

本当にありがとうございました！  

（宮山 英明様） 
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相談の中で自分の隠れた欲求も明確になり、それとともに、なんとなく

霧が晴れたような気がします。  

今回は、今後の方向性についてなんとなく見えてはきたものの、まだ、先がぼん

やりしていたこともあり、その点を相談させていだきました。 

 

相談の中で自分の隠れた欲求も明確になり、それとともに、なんとなく

霧が晴れたような気がします。 

 

このほか、今回の個別コンサルで学ばせていただいたことといたしまして、 

 

・最適な状態をイメージそこから逆算してあり方を考えていく。 

・商売人となるか会社員であるか、明確にしたほうがいい。 

 会社員より商売人のほうが実のところ安定している。 

・商売人となった場合には誰をお客さんとするかが非常に重要（開業医の例） 

・地方に転身するならとにかく攻めるという選択肢もある。 

 その場合は志を持つ、ということが非常に重要 

・士業では、その資格でお客さんをとろうとするより、コンサルティング会社を

設立したほうがいい。 

・地方ではお金が入らない、という信念を書き換える必要がある。 

・数単語にその人の持つパラダイムが現れる。（「受ける」等） 

・時には前提を疑う必要がある（「そもそも」で考える） 

・士業を自分の上に置くとそれに縛られ他のビジネスができなくなる。 

 士業の枠に自縄自縛するようになる。 

 そうではなく、自分を士業の上におき、それを手段とする。 

・自分をなにものか再定義し、そこから逆算するように道筋を組み立てる（遊牧

民、旅人、ノマド、寅さん） 

・考え込みすぎよりは決断してサクサク進んだほうが成長が早い。 

 緊張の中にいるから。どう転んでも、経験値がたまるのでラッキー。 

・色々とぐるっと回るとその分土台がしっかりする（資源が増える）。 

 転職にしても、悩む、理想に近づく、高みにのぼる。 

・会社や職業は目的ではなく在りたい自分のための手段ととらえる。 

・会社は行きたいところに行くためのビークル、 

 方向性は自分で決める必要がある。 

 想いが一体化し、一気通貫できると一気にエコシステム化する。 

・ノマド生活はやる気になれば簡単 

・お金については手段として執着をすべき 

・健康寿命を延ばすことが必要 

・健康法についても原理原則に従う 
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（和食、睡眠時間、運動、ストレスをもたない） 

 

今回学んだことをふまえ、さらにキャリアを進めていくようにいたします。 

ありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いします！  

（大手監査法人勤務公認会計士 Ｋ．Ｆ様） 
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今まで感じたことのない「ずっきり」（ずっしりとすっきりの合体）を

感じたコンサルでした。  

昨日は誠にありがとうございました。 

 

今まで感じたことのない「ずっきり」（ずっしりとすっきりの合体）を

感じたコンサルでした。 

 

コンサル終えて帰宅途中は、正直なところ悶々としていました。 

というのも、次回までの目標のご提案をいただいたときの第一感、 

 

「はぃ？？今さらせどり？」 

 

という期待はずれ（表現が悪くて申し訳ありません）に近い拍子抜け感が拭えな

かったからです。もっとすごい提案をいただけるのかと勝手に期待していたの

で。。。 

 

しかし、冷静に考えてみると、これこそが私の 

 

「中レベルの結果出たところで、満足してしてしまう」 

「そして何事においても中途半端で、いろんなことに取り組んでもどれも一流に

ならず終わってしまう」 

 

の原因だと気づかされました。 

きっと鮒谷さんは、それを百も承知（数あるパターンの一つなのでしょう）であ

えて私に突きつけてきたのでしょう。 

直接おっしゃってもいただきましたが「閾値を超える体験」をしないと何事にお

いても中途半端のまま、まずはこの分野で閾値を越えましょう、と。 

 

大学受験のときに、先生に「もう一ランクレベルをあげたかったら、新しい問題

集を買うのではなく教科書の基本問題で完璧に 100 点満点取って、他人に解説

できるまで理解しろ」と言われたことを思い出しました。 

（実際それに取り組んで一つレベルが上がったことを覚えています。ただ途中で

新しい問題集に走ってしまったあたりが最後の結果につながらなかった原因です

ね。。。） 

 

またその前段で、歯車の話、エネルギーの不消化がかえって自分を傷つけてしま

う話を伺っていましたので、普段だったら「今さらせどりなんて」と聞き流して

いただろうことを「これをやらないと本当に俺は変われない！」と受け止めるよ
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うになっていました。 

 

また今回お話させていただいた中で、有難かった（耳が痛かったのです

が・・・）のは 

 

「人事という職に奉仕するタイプではないですね」 

 

とバッサリ切り捨てられたこと。 

自分の中では、転職をする際に人事という職種を軸にすることで表面上それを繕

っていましたが（友人に「人事のプロだね」といわれて自己満足＆自己肯定をし

ていたのですが）、実際に仕事をやる中で、「没頭できる感」を感じられ

ていなかったことをあっさり見破られました。 

 

鮒谷さんが普段お会いされていらっしゃる方々の突き抜け感と比較され

てのことだと思います。悔しいですがすっきりしました。笑 

 

今回のお約束した課題をやり遂げ、未だ体験できていない「さなぎから蝶になる

感覚」を感じたいと思います。 

 

また次回もよろしくお願いいたします。  

（人事Ｙ．Ｉ 様） 

 

  



 - 495 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

頭では理解しているつもりでしたが、改めて鮒谷さんからお話を伺う

と、いまの自分が、完全にサラリーマン思考であったことに気づき、脇

汗がとまりませんでした。  

鮒谷様、長内様 

 

昨日は４回目の個別コンサルありがとうございました。 

経営者とサラリーマン（公務員？）思考の違いについて、改めて全く逆

ということを痛感しました。 

 

自分では頭の中が凝り固まらないようにと注意しているつもりだったのですが、

20 年という長い時間をかけて、いつのまにか洗脳されていたようです 

（新興宗教のように。会社って怖いですね） 

 

お金に対する考え方（貯める⇄使う）や時間に対する考え方（セコセコ

と残業代を稼ぐ）など、頭では理解しているつもりでしたが、改めて鮒

谷さんからお話を伺うと、いまの自分が、完全にサラリーマン思考であ

ったことに気づき、脇汗がとまりませんでした。 

 

会社ではとにかくミスのないよう、前例踏襲や人と同じことをするということが

重視されるのですが、事業を行う上ではこれと全く逆で、人がやらないことや思

いもつかないことをやるということが最重要となると思いますので、これまで使

っていなかった脳みその領域を十数年ぶりに稼働させることになりそうです。 

 

時間がかかりそうですが、まずはそう考えるクセをつけていきたいと思います。 

幸い、周りには反面教師になる、「ザ・サラリーマン」が掃いて捨てるほどいま

すので、この人たちと逆のことをやっていくよう心がけていきたいと思います。 

 

売り上げや利益の数字がパッと出ないなど、焦燥感・切迫感がかなり不足してい

るところもありますので、鮒谷さんからいただいた罰金制度などのアイデアを活

用しながら１ヶ月間活動していきたいと思います。 

 

本当にありがとうございました。  

（Ｍ．Ｙ 様） 
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今後のことについて、自分ではあまりイメージがついていなかったので

すが、顧客目線での厳しいお言葉をいただき、身が引き締まりました。  

鮒谷さん 

 

こんにちは。 

先日は夜遅くだったにもかかわらず、個別コンサル、ありがとうございました。 

 

今後のことについて、自分ではあまりイメージがついていなかったのですが、顧

客目線での厳しいお言葉をいただき、身が引き締まりました。 

そして、いくつかの課題をいただいたので、それについて、後３か月程度、

フォローしていくようにします。 

 

特に、その際にお話しいただいた、初対面の時に与える印象、ということを大切

にしてそこは落とさないように注意するようにいたします。 

また、プロフィールを作っていやらしくならないように、かつ、自己の PR をき

ちんと行うようにします。 

 

そして、中期的にコミュニケーション能力、営業力を高めていくようにして、実

務以外の所でも力をのばしていければ、と思います。 

 

定性的な目標と定量的な目標の両方を持って自分を律して、 

特に定性的な目標を大きく持ち、そこに向かって走っていくようします。 

 

以上よろしくお願いします。  

（大手監査法人勤務公認会計士 Ｋ．Ｆ様） 
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金額的目標だけではなく、時間と精神的自由の目標を掲げることは新た

な視点ですし、まさに私がつまずいている問題を解決に導く大変重要な

ファクターになると思われます。  

鮒谷様 

 

この度も大変有意義な時間をありがとうございました。 

また、丁寧なメールをいただき感謝申し上げます。 

 

さて、「目標設定」と「逆算思考」が本日のキーワードとなりました。 

自分がたてた目標に時間的限界があることに気付き、売上も目標から大きく下回

っておりましたが、そもそも目標を見失い、成り行き任せで日々の仕事を行い、

目先のことにばかり囚われていたのが現在の私の姿であるということに気付かさ

れました。 

 

・価格設定はミクロで大事なことであるが、それ以上にマクロな視点での大きな

目標が非常に重要であること。 

 

・マクロとミクロを行ったりきたりさせること。 

 

・「成り行き任せ」から「逆算思考」に変えていくこと。 

 

・意思決定と目標はリンクしていること。 

 

・全ては目標からの逆算思考で決定していく 

 

・目標に集中させる 

 

・掲げた目標に全ての意思決定を合わせていくことにより、目標に近づいていく

こと。 

 また、金額的目標だけではなく、時間と精神的自由の目標を掲げるこ

とは新たな視点ですし、まさに私がつまずいている問題を解決に導く大

変重要なファクターになると思われます。 

 

・目標設定は長期・中期・短期でたてること。 

 

・金額、時間、精神的自由の目標を掲げること。 

 

・上限の労働時間を決めること。 
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・都合のいい目標を書き続けること。 

 

・逆算思考で考えていくこと。 

 

・完璧を目指さないこと。 

 

まずは、目の前で今何をするべきか、の問いを立てる前に、そもそもどこを目指

して進んでいくべきか、目標をたててまいります。完全に鮒谷さんの術中にはま

っていた可能性もあるかもしれないと思いつつ、目標設定の音源を購入させてい

ただきました（笑） 

 

そして、新しい可能性も指南してくださりありがとうございます。 

 

「やらないと一銭の売上にも結びつかない」 

 

という言葉が痛快に私の耳に飛び込んできましたが、テキトーに、テキトーに、

テキトーに、まずはやってみて、実行しながら微調整していきたいと思います。 

 

引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。 

本当にありがとうございました。  

（Ｍ．Ｔ 様） 
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鮒谷さんに会う事で、ねじを締めなおす、いや逆回転しそうなときほ

ど、会わなくてはいけないと思い直したところであります。  

鮒谷さんに会う事で、ねじを締めなおす、いや逆回転しそうなときほ

ど、会わなくてはいけないと思い直したところであります。 

それも、「金が無ければ無理」というのもリアルな事実だとも思っております。 

今の自分には、ギリギリで鮒谷さんの所にたどりつき、ギリギリの生活をしてい

るつもりであります。もちろん、それについては「人それぞれの価値観」によ

り、論破されてしまうかもしれません。 

 

それもまた、受け入れるべきであり、流すところでもあると個人的には感じてお

ります。 

人それぞれの事情と言うものは、生きている人間の数ほどあると思っています。 

 

何故なら、全く同じ環境であっても、心の思う形や感情などは違うはずであると

思うから。 

似たような感情はあれど、一字一句同じ言葉や文章は浮かばないのは当たり前

で、何をもって同じなのかもよく分からないのでありますが(笑)やはり、「人と

会う」ためには、金が必要と痛感しなおしたというのが、結論です。 

 

さて、自分の周りでは、「いい意味でのお叱り」を受けることが、ほぼほぼござ

いません。 

何故なら、今現在自分がやろうとしていることに対し「否定」されるからです。 

一度ならまだしも、二度三度と続くと、さすがに萎えるもしくは、会いたくな

い、話が通じないと思い疎遠になってしまうのです。 

相手は無意識で行っていたりするのでこれまた、難しいのでありますが。 

「D・カーネギー」ではありませんが、相手に対して重要性を与えてしまえば、

手のひらで転がせることも。 

 

最後に将来への危機感や恐怖心が、今の「大量行動」へと繋がるのだと、教えて

いただきました。危機感とは、「下流老人」をユーチューブで検索されるとご理

解いただけるかと。 

 

自宅に帰り、動画で何本も似たような内容を見ていると、「このままでは死ね

る」真面目にコツコツ仕事をしていても、未来はそういう事なんだと、理解、納

得しなければ同じ道をたどることは間違いないのだと。 

 

37 歳の自分が今から 30 万円貯金しないと老後の生活がきついことを知れた。 

現実から「逃げちゃだめだ、逃げちゃだめだ、逃げちゃだめだ、逃げちゃだめ
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だ！」と日々、強く念じ、「大量行動」へとつなげることを想えたのは、

今回のコンサルを受けたから。 

メルマガで満足しているのも危険かもしれません。 

なので、都内在住でメルマガを読まれている方はセミナーでもいいの

で、直接鮒谷さんに会われる方がいいと思います。 

 

それはいつも鮒谷さんがおっしゃっている「百聞は一見に如かず」 

ありがとうございました！  

（Ｋ．Ｎ 様） 
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飾る事無く・恰好を気にせず、ありのままの自分をさらけ出せる貴重な

場です。  

4/17(日）の個別コンサルティングでは大変お世話になりました。 

 

恐らく個別コンサルティング受講者の中でも組織の中での処世術というレベル的

には？？であろうと思われる私の質問にも丁寧な御対応を頂いた事に改めて感謝

致します。 

以下、御感想を振り返りも含めて記載させて頂きます。 

 

1.「気付かれたことや深く学ばれたこと」 

 

・社会人になって 30 年。 

 改めて自分自身が見えていない事に気付く。 

 

・あれだけ必要と頻繁に登場している 

 「目標設定」が出来ていなかった。 

 

・何のための行動かが明確でなかった。 

 1 日の大半を「卓球仕事」が占めていた。 

 

2.「特に印象に残ったこと」 

 

・自分の人生最上位。会社は二の次。 

 

・①会社人の自分 

 ②自分の人生を歩む自分を切り分けてみる 

 

・サラリーマンは目的ではなく手段。 

 自分の人生を歩むためにエネルギーを自分に向ける。 

 

3.「今後活用できると思われたこと」 

 

・東大理Ⅲ合格目標の受験生の勉強方法 

 ⇒目標があるから集中力・意欲が違ってくる 

 

・組織の中で「0⇒1」の業務を見出してみる 

 

・総務×営業の仕組みを考えてみる 
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4.「決意されたこと」 

 

・「作業員」ではなく「必殺仕事人」を目指す。 

・人を驚かせる意思決定基準を作る 

・タマの飛んで来ない仕組み・予防策に重きを置いて考え・行動して行く 

 

5.「これから行動しようと思われたこと」 

・残りの人生 35 年から逆算して、段階的に簡単で良いので逆算のワクワクする

目標をたてて、目に焼き付け・口にする。 

 

・自分では鮒谷さんのセミナー・コンサル受講した事で「ルビコン川」を渡れた

と考えていた。 

 ただ、現実は川を渡る前の自分に引き戻されかけていた。 

 今日のコンサルの内容を日々眼に脳に焼き付けて行動に繋げて行く。 

 

・ 苦手、効率、レバレッジの前に即断・即決・即行の量を増やす。 

 

6.「これまでに利用されたコンサルティングやセミナーとの違い」 

 

比較対象の無い圧倒的な中身で結果にコミット？されているきめ細かい

アドバイス 

 

7.「鮒谷の個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

 

飾る事無く・恰好を気にせず、ありのままの自分をさらけ出せる貴重な

場です。 

英語で言うならば「The sooner,the better」 

受ければその価値が更に腹に落ちると考えます。  

（河野 様） 
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経験値がまだまだ足りないため、実際、起業で失敗して出血多量で死ぬ

前に、コンサルでのシミュレーションにより、それを防ぐ事が出来た、

と実感致しました。  

鮒谷様 

 

目標設定放談会、フォローアップセミナーに参加させて頂き、Q&A な

らびに極小リスク・ミドルリターン起業放談会の音源を拝聴させて頂き

ました。 

その上で個別コンサルをして頂き、自分用のカスタマイズされたリアル

な事象としてのケーススタディーになりました。 

 

経験値がまだまだ足りないため、実際、起業で失敗して出血多量で死ぬ前

に、コンサルでシミュレーションにより、それを防ぐ事が出来た、と実

感致しました。 

これもある種の死なない経営？に繋がるのではないかと思いました。 

 

ごまんとある商売の中から、筋の良い商売を掴む為に量稽古として、極小リス

ク、固定費をかけない商売にアンテナを立て、周波数を合わせて、「焦って、焦

らず、焦らず」をキーワードに真空状態を埋めていく。さらに being に紐付く

doing としてのビジネスモデル、そこから生み出される having で QOL を高め

ていきます。 

 

具体的な鮒谷さんの事例を聞かせていただいて、抽象度を高め自らの being と照

らし合わせ、自分であったらどういう世界でそういうモードが発動されると心地

良いのかを考えて目標を書きまくり、高い目標に臨場感を持ち、時間を味方に付

けて気がついたら変わっている、という状態まで持って行きます。 

 

平成 28 年 5 月 11 日 平成進化論 4624 号 

「考える」ではなく「考えている（＝憑かれた）状態」に入るために必要なこと

等でも、放談会のかなり前から、放談会と同じ話を発信して頂いていたにもかか

わらず、正直、イイハナシダナーで終わっていました。 

 

生鮒谷さんが一番良いですが、緊張してしまいますので、音源で聞かせ

て頂くことで、自由に思いを巡らせ、定着をはかることができ、迷った

時にはそこに鮒谷さんがいらっしゃるという、状態としての仕組みを作

ることができます。 

その上で、色んな疑問や課題が生まれた時に、生鮒谷さん。 

それで自分用のカスタマイズされた、特別仕様にできる。 
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原因と結果をイメージの中で完結できるようになるまで、このような鮒

谷さんとの掛かり稽古をし、実践とシミュレーションの量稽古をするこ

とで、being 目標に一歩一歩進んでいきます。 

 

現在鮒谷さんに一顧客として、料金が発生する上での価値提供しか出来ていませ

んが、物理的な意味ではなく、ランチをご一緒出来る位のレベルに昇華して、自

分が必要とされるレベルの存在価値を築き世の中の人から必要とされる人間にな

ります。 

 

このような機会を与えてくださいまして、誠にありがとうございます。 

 

また、事務局の皆様には、音源のダウンロードが上手くいかず、その後の期待を

上回る迅速対応に深く感動致しました。 

 

この場をお借りしまして御礼申し上げます。 

今後共何卒よろしくお願い致します。  

（Ｋ．Ａ 様） 
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自分としては、まだまだ明確な目標が見えない中、参加させて頂いて、

正直お話を聞いた後の率直な感想は、「自分に対してショックを受け

た」というのが、当てはまる言葉かなと思いました。  

鮒谷さん、本日は貴重なお話ありがとうございました。 

 

自分としては、まだまだ明確な目標が見えない中、参加させて頂いて、正直お

話を聞いた後の率直な感想は、「自分に対してショックを受けた」とい

うのが、当てはまる言葉かなと思いました。 

 

今やっていることに対してもまだまだ勉強が足りないなとも感じました。 

また、もっと具体的な目標などがあれば、より有意義なお話が出来たのかな、と

も感じました。 

 

中、長期的な目標や、定量的な目標、まだまだはっきりと見えてはおりません

が、諸々参加させて頂いたセミナーを経て、ぼんやりと見えたり見えなかったり

するこの先を、より明確に行動に落とし込んで、変容→変化へとつなげていきた

いと思います。 

 

本日は誠にありがとうございました！  

（西方 良之 様） 
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教えていただいた多数の事例、アドバイス、ご紹介いただいた本も読ま

せていただいたおかげでメカニズムがよく理解できましたし、結果、希

望の光も射してきました。  

先日はコンサルありがとうございました。 

感想が遅くなりました。 

 

要約すると、 

 

・人は良くも悪くも自分の考えた通りの人間になる 

（セルフイメージが低い ＝ その通りの人間になる） 

・過去のネガティブを反芻しても何のメリットもなし、それに引きづられるだけ 

ということでした 

 

教えていただいた多数の事例、アドバイス、ご紹介いただいた本も読ま

せていただいたおかげでメカニズムがよく理解できましたし、結果、希

望の光も射してきました。 

思考 OS の完全書き換えは簡単ではないかもしれませんが、ネガティブ感情が湧

いてきたら、もぐら叩きの横領で、必ずやプラス思考、ポジティブ、成果の出せ

る人間に変身してみせます！ 

 

当面、OS（メンタル）8、アプリ（スキル）2 くらいの配分を意識して自分を磨

き上げていきたいと思います。 

 

次回 1 月には元気＆自信満々でお会いしたいです、引き続きご指導お願いいたし

ます。  

（Ｔ．Ｔ 様） 

 

  



 - 507 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

今回は、基本に戻ることの大切さを改めてご教示いただくと同時に、更

に基本を磨きあげるコツを伝授いただき感謝しております。  

鮒谷様 

 

この度も個別コンサルを実施いただき有難うございました。 

 

今回は、基本に戻ることの大切さを改めてご教示いただくと同時に、更

に基本を磨きあげるコツを伝授いただき感謝しております。 

私は以前お稽古事をしていたことがあるのですが、先ずは形から真似て基本を習

い、応用に展開していきます。 

 

他方、応用力を上げていくには基本の質の改善も必要です。 

つまり、基本とは応用を集約したものでこの相関関係は無視できません。 

今回はそのことにあらためて気付きをいただきましたので、更にこの基

本と応用の往来を続けることで自らをブラッシュアップしていき、また

お目にかかりたいと思います。 

 

本当に有難うございました。  

（Ｍ 様） 
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今も状況は写真で見るように頭の中に記憶され、毎日思い出しておりま

す。  

コンサル５回最終回終了しました。 

 

最終回として鮒谷さまから今の私の状況を飛行機の離着陸、新幹線のトップスピ

ードに入るまでという比喩を使って、わかりやすく説明していただきました。 

今も状況は写真で見るように頭の中に記憶され、毎日思い出しておりま

す。 

 

今後の進め方としてデッドラインを増やす、ハードルを増やすという比喩を使っ

てわかりやすく説明していただきました。 

デッドラインをどのように増やすのか？ハードルをいくらまで増やせられるの

か？ 

 

今後年間プログラムに引き継ぎ、ご報告の場、発表の場とすることで進めていき

ます。 

今後も年間プログラムでお世話になります。よろしくお願いします。  

（Ｋ．Ｉ 様） 
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鮒谷さんのコンサルティングは、こういう「不都合な真実」も容赦なく

浴びせられることが 1 つの売りと感じています。  

鮒谷さん 

 

先日（といっても数週間前のお話ですが笑）は、個別コンサルティングにお時間

を割いていただき、ありがとうございました。 

 

今回の一番の學びは「お客様目線に立っていますか？」ということ。 

私のような「持ち球が少ない人あるある」だと思うのですが、「自分自身の持ち

球で勝負する」ことにしか目が行き届いていないことにまったく氣がついていま

せんでした。 

 

「夜も眠れずに悩んでいる人いますか？」という相手の立場を想う問いにたいし

て、「はい」と力強く言えないところにまだまだ未熟なところが露呈されている

と感じています。 

（ブログのタイトル「視点提供録」は変えた方がいいですね笑） 

 

野球で例えるならば、ハマの大魔神佐々木主浩選手はストレートとフォークの 2

球種だけでプロ野球界を生き残ってきたと言われておりますが、いくらストレー

トとフォークが自慢でも打たれてしまっては意味がありません。 

「球種自慢はいいものの、バッターを打ち取れますか？」という打者目線の問い

かけという当たり前のことが抜けていました。 

また、仮に佐々木選手のようにストレートかフォークがバッターボックスの直前

まで見極められないならともかく、現在の私では投げた時点でわかってしまうで

しょう。 

結局のところ 

 

「ストレートとフォークを磨く」 

「球種を増やす」 

「バッターに転向する」 

 

といった準備が長い目でみれば成功への最短ルートなのだと思います。 

（尤も、なるはやで成果を出したいのはやまやまですが笑） 

 

鮒谷さんのコンサルティングは、こういう「不都合な真実」も容赦なく

浴びせられることが 1 つの売りと感じています。 

短期的にはメリットが出にくいところもあると感じていますが、長期的にはメ

リットとなると思います。 
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短期的な成果もほしいのはもちろんですが（笑） 

 

後々振返ってみると、「あのとき一歩踏み出さなくてトレーニングしておいてよ

かった」と思うときが来ると予想していますし、そう思える日が来てほしいです

（笑） 

ただ、現実としては短期も長期も両方必要。 

 

実際問題として、短期的な成果の方がわかりやすく、相手にも喜ばれやすいも

の。 

私自身も、目の前の相手に何かしらの価値を届けようと心がけておりますが、即

効性がない価値はなかなか伝わらないもの。 

短期の価値の集合体が長期の価値につながる。 

このような何かを届けられるよう、日々精進していきます。 

 

今後とも、よろしくお願いいたします。  

（Ｍ．Ｆ 様） 
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現在、それなりに安定した職場環境の中で、恐怖感、危機感を具体的に

イメージすることは簡単ではありませんが、それこそが鮒谷さんが「高

等なフィクション」と仰った理由だと思います。  

7 月 27 日に個別コンサルをしていただきました山浦です。 

 

今回のコンサルでは、 

 

１、目標の設定と修正 

２、危機感、恐怖感の共有、 

 

について学びました。 

 

１、目標の設定と修正について 

限られた時間の中で目標を達成するには、優先順位よりも劣後順位、何をやるか

よりも、何をやらないか、を決めることが必要ではないか、というお話でした。 

早速、目標から趣味や語学に関することを削除してみました。 

 

しかし、その目標は何とも味気ない、盛り上がりに欠けるものになってしまいま

した。 

特に語学に関する目標を削ったことが影響していると感じました。 

このことで、重要性の判別に迷った時には、一旦目標から削除してみることで、

逆に、自分の中での優先（劣後）順位が明確になるという気づきがありました。 

これからも目標のメンテナンスを意識して続けていきます。 

 

２、危機感、恐怖感の共有について 

モチベーションは、目標達成志向とリスク回避志向により維持できるが、どちら

かと言えばリスク回避志向が強い原動力になる。 

リスク回避志向とは恐怖感、危機感を持ち続けることであり、高等なフィクショ

ンである。 

恐怖感、危機感は妻とも共有すべきである。 

というお話でした。 

現在、それなりに安定した職場環境の中で、恐怖感、危機感を具体的に

イメージすることは簡単ではありませんが、それこそが鮒谷さんが「高

等なフィクション」と仰った理由だと思います。 

 

そんな矢先、元横綱千代の富士関が亡くなりました。 

まだ 61 歳でした。 

妻は以前から、60 歳で定年退職したら二人でいろいろな所に旅行しよう、と言
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っていました。 

しかし、頑強の代名詞である横綱が 61 歳で亡くなるという現実は、定年後の未

来など約束されていないという危機感をいやでも意識させる出来事でした。 

今回の件で、危機感、恐怖感を妻と共有できたとまでは思いませんが、こういっ

た出来事を教訓としながら、自分なりの「高等なフィクション」を組み立てて、

妻との意識の共有を進めていきます。 

 

今回もありがとうございました。 

次回もよろしくお願いします！  

（山浦 様） 
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やはり、自分が思考している課題を人に当てて、その反応を頂くのは、

自分の思索を深める契機になり、トンネルを抜けるヒントを頂いた気が

します。  

キュウリ農家になることは、自分でも異分野への転換だなと思いますが、組織に

属したくない、自然環境、居心地の良さ、独立のしやすさ、資金面等を考えて、

まあまあの決断かなと思っています。 

 

鮒谷さんが言われるように、若くない年齢で、時間も限られていますので、まず

はしっかり修行し、2020 年の東京五輪までには、独立することを当面の目標に

据えようと思います。 

 

問答に関しては、私、個人的には非常に楽しかったです。 

ありがとうございます。 

 

やはり、自分が思考している課題を人に当てて、その反応を頂くのは、

自分の思索を深める契機になり、トンネルを抜けるヒントを頂いた気が

します。 

 

色んな球を投げたかと思いますが、それが危険球でなかったことだけを祈ってお

ります（笑） 

 

キュウリ農家で旗を揚げることができた際には、再度、鮒谷さんの個別コン

サルに申し込みたいと思っております。 

また、その際は世に出る広報戦略等で相談に乗ってください。 

 

この度は、個別コンサル、香港へのアテンド、各種セミナーへの案内、参加等、

誠にありがとうございました。  

（川端 健夫 様） 
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成り行きではなく、逆算思考で「目標」と「可処分時間の使い方」を決

めます！  

鮒谷さん 

 

3 回目の個別コンサル、ありがとうございました。 

今日からの行動で変えていくのは、目標を定義することと可処分時間の使い方で

す。 

 

まずは目標定義です。 

1 年先くらいの遠い目標は定義できていたのですが、四半期、一ヶ月、一週間に

落とした目標は定義できておりませんでした。 

「数値目標」を掲げて、そのためにはどのような行動をすればよいかの「行動目

標」を立てます。近い目標がないからこそ、気持ちが緩んだり、大量行動

ができなかったのだと反省しました。 

先ほど数値目標を立てたので、今から行動目標を立てます。 

 

もう一つは可処分時間の使い方です。 

1 週間の可処分時間は約 100 時間（14 時間×7 日＝98 時間）です。 

この時間をどのように配分していくか。 

私の場合は会社員なので 60 時間は天引きされてしまいます。 

自己投資の時間を 15 時間。残り時間は 25 時間... 

友人や家族との時間もあるので、実質は 20 時間程度しか確保できません。 

 

この中で自分のビジネスを成長させなければいけないので、「単位時間当たりの

生産性」を意識しなければなりません。さらにもう一歩踏み込んで「1 時間当た

りのリターン」を意識した時間の使い方（どんな行動をするか）をしていこうと

思います。 

 

成り行きではなく、逆算思考で「目標」と「可処分時間の使い方」を決

めます！そして行動する。まずはやってみて「行動の入れ替え」をしながら、

ビジネスを成長させていければと思います。 

 

次回もよろしくお願いいたします！ 

本日はありがとうございました！  

（大手金融系シンクタンク システム開発ＳＥ Ｒ．Ｙ 様） 
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今年の１月に【平成進化論】と出会い、詳細も分からぬまま鮒谷さまに

お会いし、数々のハプニングもあり...、まさかコンサルティングを受

け、しかもビジネスのお話をお聴きすることになろうとは？？...本当に

驚きです。  

鮒谷さま 

 

過日は、個別コンサルティングにて貴重なお時間をありがとうございました。 

早々にメッセージを頂戴しながら、なかなか感想が纏まらず、大変遅ればせなが

らのご返信となりました。 

失礼いたしました。 

 

鮒谷さまからのメッセージにありましたように、「想定外の世界」に脳は混乱し

(笑)、想定とは異なる展開に、今後どう行動するのか？どのような（自身の）言

葉で内容を作り上げるか？どう語っていくか？など考えつつ、一方で（メンタル

ブロックともなっている）お金や活動内容についてリスクは避けつつ、未来と現

在を行ったり来たりしています。 

 

特に印象に残ったことは、 

 

◎プログラムのキモは「一歩を踏み出しましょう！」と言語化して頂い

たこと。 

◎「声なき声（真の欲求）に耳を傾け察知し、お客様の気づいていない問題を特

定し、言語化する」こと。 

 

その上で、「その課題に対してのソリューションを提供できるのは私しかいな

い、あるいは私が最も適任である」ことを文章によって示すことで、「売らなく

ても売れてゆく世界が現出する」ことを、年間プログラムを一例とし細かく説明

した上で、私のプログラムを言語化、具体的なイメージを描けるまでに導いて頂

いたことです。 

今回は、経験による気づきを、まずは投げかけてみること、現場を踏んで言葉に

残すこと、から始めたいと思います。（始めています。） 

 

また、心の中（の迷い）を見抜かれていたのでしょうね！？(笑) 

目の前の「竹やりを磨き抜く作業」は将来展望がないことを、改めて認識する良

い機会ともなりました。 

ありがとうございました！ 

 

幸いなことに、動いていると何かしら思わぬ反応が返ってきて、あれもやりた
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い！、これもやってみようかな？などと興味関心が湧いてくるのですが、やは

り、その延長線上にどのような絵を描くか、どこに向かいたいのかが明確でない

と、焦点がズレてしまいます。 

「結果にフォーカスする」ことの重要性に改めて気づいた次第です。 

 

今年の１月に【平成進化論】と出会い、詳細も分からぬまま鮒谷さまに

お会いし、数々のハプニングもあり... 

まさかコンサルティングを受け、しかもビジネスのお話をお聴きするこ

とになろうとは？？... 

本当に驚きです。 

 

好奇心のままに動いてきた感はありますが、振り返ると楽しかった一年

です。 

精神的な部分でも、たくさん助けて頂き励まして頂きました。 

たくさんのご縁も頂きました。 

 

鮒谷さま、セカンドステージさま・スタッフの皆さま、本当にありがとうござい

ました。 

心より感謝申し上げます。 

 

引き続き、来年もよろしくお願い致します！  

（金融機関勤務Ｍ．Ｔ 様） 
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いつもそうなんですが、鮒谷さんとお話させていただきますと、テンシ

ョンがあがりますね。  

いつもありがとうございます。 

 

今回のコンサルは〇〇〇が 5・ビジネスが 5 の予定でさせていただければと思い

ましたが、結果は〇〇〇が 9 でした。 

コンサルが終わって今も興奮しっぱなしです。 

自分の中では頭の中にある映像を 

 

文字 

↓ 

絵（漫画） 

↓ 

映像 

 

と思っておりましたが、『絵（漫画）から始めてみる』というのは考えつかなか

った事です。本日の話でかなり〇〇〇が世に出てくる時は早くなったと思いま

す。 

 

今までは本当に熱くなればなるほど『ちょっと別の話を』と言われておりました

が、これからは『まずはこれを聞けい、そして何か返せ』的なスタンスで行きた

いと思います。 

 

いつもそうなんですが、鮒谷さんとお話させていただきますと、テンショ

ンがあがりますね。 

今だに興奮中の前島からよりよろしくお伝えくださいませ！  

（日本美容機器株式会社 前島 淳二 様） 
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自分が勝てる土俵とはどこなのか？を今一度じっくりと考えるよいキッ

カケになったと思っています。  

鮒谷様 

 

本日も貴重なお時間を頂きありがとうございました。 

 

開始早々、１分も経たないうちに殴られたような気分に・・・。 

 

「誰に対して、何をしたいのか、イメージがわかない。そもそも、これでお金出

してまでも欲しくなるとは思えない」 

 

という一言でズバリ核心を突かれたからこそ、殴られたような気分になっ

たのだろうと思います。 

ここで地頭が悪いということがモロバレになるわけですが・・・。 

 

ただ、そのように大ダメージを食らったからこそ、「今のうちでよかった」

と思ったのもまた事実で、自分が勝てる土俵とはどこなのか？を今一度

じっくりと考えるよいキッカケになったと思っています。 

 

また今回はスピード感や危機感を持って取り組んでいない＝真面目に、本気で取

り組んでいないということを、このコンサルで痛感しました。 

 

だからこそ、今回期限を決めて具体的な成果目標を定めたことで、「やばい！や

らないと！」という背水の状態、最後通牒だと思ってこの１ヶ月はやり抜いてい

きます。 

 

そして、一番最後に頂いた一言「感染力と致死力がビジネスには大事」というフ

レーズ、コンサル終了後数時間たった今でも鮮明に残っています。 

持っているモノを存分に使って、コンピュータウィルスの如く大きく感染させて

いきたいと思います。 

 

まずは１ヶ月後までに定めた目標を達成・突破することだけを考えて行動してい

きます。 

この度は、ありがとうございました。  

（大手ゼネコン勤務 Ｔ．Ｋ 様） 
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毎回驚きの話の数々ありがとうございます。  

昨日は遅くまでありがとうございました。 

毎度遅い時間にもかかわらず、ご対応いただきまして本当にありがとうございま

す。 

 

毎回驚きの話の数々ありがとうございます。 

深く刻まれたものを感想として書きます。 

 

・サッカーの比喩 

サッカーの比喩で自分が今どの位置にいるのか、そして今いる場所は客観的に見

るとどこに位置しているのかが理解でき、まだまだ感を改めて実感しました。 

プロでもトップレベルの方、ユースでもきわめて有望な方、2000 万、5000

万、8000 万などなど出てくる数字に平然を装うのがやっとでした。汗 

 

・強みについて 

他人に自分の強みを聞くだけでは不十分で、自分で内省し、咀嚼していかなけれ

ば、絶対に用途開発などされないこと。最近違和感を覚えていた点でしたので、

改めて自分の思考の浅さを認識することができました。 

 

・価値について 

これも上記の強みに繋がる話として、潜在・顕在ニーズをどのくらい深掘りし、

どのくらい考えているのか、強く問いただされました。 

四六時中、価値について向き合う事にします。 

 

・顧客リスト 

開いた口がふさがらないとはこの時のためにある言葉だと実感しました。 

実物を見る事が何よりも驚きでした。 

 

そういったことも、もちろん学びになったことはあるのですが、一番深く刺さっ

たのは、麻雀メタファーにより開示していただいた鮒谷さんのシステムでした。 

 

まだ、うまく咀嚼できていない部分がありますが、遠大なる鮒谷さんのそれ

は、戦略的かつ確信犯的な凡人には全く見えなかった線でありました。 

次回もよろしくお願いします。  

（Ｍ．Ｓ 様） 
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鮒谷さんのコンサルを受ける前よりも受けた今の方がかなり『幸せ』で

す。  

この度はありがとうございました。 

5 回にもわたるコンサル本当にありがとうございました。 

 

鮒谷さんのおっしゃる通り、良い物が売れるとばかり考えており、コンテンツば

かり頭を使ってました。でも貯水池の水を蓄えるのではなく、そこから流れる水

道をつくる事が必要、と言われたのには非常にわかりやすく理解できました。 

 

そして、産まれて来た●●●を育てていくのにはある程度準備が必要だという

事。 

物凄く盛り上がっていた、私の脳を良い意味で冷やしてくれました。 

まずはスタートを 3 末に決め、それまで、ゲリラ戦を研究しておきます。 

 

本当にありがとうございました。 

 

今回で 5 回終わりましたが、総括するとほんと初回では考えていた答えと

は、ほんとに変わってしまいました。 

でも、本当の本当にやりたい事はこういう事なんだという事がわかり、

また、バカみたいに発表してもいいもんだって事を気づかせてくれたのは本当に

良かったです。 

 

鮒谷さんのコンサルを受ける前よりも受けた今の方がかなり『幸せ』で

す。 

なぜなら世界が見えているからです。 

 

また、個人的には鮒谷さんの個別コンサルの 60 万円をなんとか 5 ヶ月で払い終

えたのは自分の自信にもつながります。 

本当に色々とありがとうございました。 

 

本や映画のテロップには鮒谷さんとセカンドステージさんの名前は入れたいと思

います。  

（Ｊ．Ｍ 様） 
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とにもかくにも、楽しくも実にためになるお話をみっちりしていただき

ました。  

鮒谷様 

 

このたびも有意義なコンサルを実施していただきありがとうございました。 

多岐に渡りお話いただいたことで、もやもやとしていた視界が、スーっとクリア

になりました。 

 

今回、初回のセミナーで聞いていたピラミッドの話をあらためてお聞かせいただ

きました。 

 

「何時間も話ができるのは、キーワードを聞いてシナプス（電流）が縦横に走っ

てピラミッドの頂点にも走り、そこからまたシャンパンタワーの水のようにまた

段々と下りてくるからですよ」 

 

という例えが今回はとっても腹に落ちました。 

 

１回目のセミナー時にはなんとなくわかっていたつもりになっていた言

葉が、自分自身もブログを始めたせいか、今回は"なるほど！！"と目か

ら鱗でした。 

 

その他、書ききれないですが、 

 

投資は短期、中期、長期で考える。 

投資、消費、浪費の切り分け。 

これを同じ盤上に載せて考える。 

スケジュール自体が投資。 

未来予想を必ず立てる 

余裕がないと急がば回れはできない。 

力が向上しているときは、そこに思いっきり叩き込む 

言葉を操る力をつけるには地道に書き続ける 

バサロ泳法のように潜航してウニウニやる 

ブログも書きっぱなしはもったいない。 

何らかの形でリピートする機会を作る 

皆と逆のことをやる 

周囲に惑わされず、"知るか！"というように我が道をいくのも大事 

 

などなど、盛りだくさんの話をいただきましたが、今までで一番良く消化できま
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した。 

 

鮒谷さんのコンサルのレベルは更に向上を続けていられるでしょうし、私自身も

少しずつ言語理解力が上がってきている結果かな、と勝手に思いました。 

 

とにもかくにも、楽しくも実にためになるお話をみっちりしていただきま

した。 

 

貴重なお時間をいただき本当にありがとうございました。 

引き続き次回もよろしくお願いいたします。  

（Ｍ．Ｔ 様） 
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何かの分野（これから見つけます、汗）で日本一、世界一になれるまで

伴走いただけますよう、よろしくお願いいたします！  

鮒谷さん、5 回にわたり個別コンサルありがとうございました。 

 

我ながら初回時から振り返ると、ずいぶん質問の質も変わったように思

います。 

 

今回も色々有益なことを教えていただきましたが、一番印象に強く残った言葉

は、"目標に始まり目標に終わる"今更ながら、目標設定がめちゃくちゃ重要とい

うこと。 

目標がないと脇道にそれる、目標がないとそもそも脇道に逸れていること自体に

気づかない。 

 

また、時間の大切さについて。 

残されている時間よりも、やりたいことの方が多いに決まっている。 

結果、全てはやりきれるわけはないわけだから、脇道に逸れている暇はないはず

だし、何をやるかよりも、何をやらないか捨てることが大事。 

 

また、色々なものに目移りし、食い散らかし癖のある私に対しあれこれ新しい知

識を習得するよりも、習った原理原則の反復（刷り込み）が大切、ということも

教えていただきました。 

 

現在は意識的無能と意識的有能の間で引力と戦っている状況ですが、教えていた

だきたことを反復（刷り込み）し続け、必ずや、意識的有能、いや無意識的有能

レベルまで到達して見せます。 

 

今後は年間プログラムを主戦場として学ばせていただき、またどこかのタイミ

ングで相乗効果を期待し、個別コンサルも受講させていただきたいと思

っております。 

 

何かの分野（これから見つけます、汗）で日本一、世界一になれるまで

伴走いただけますよう、よろしくお願いいたします！  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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今回もわたしのやる気がさらに高まるご助言をくださり、本当にありが

とうございました。  

鮒谷さん、３回目の個別コンサルティングをありがとうございました！ 

 

今回のコンサルの前日の大阪セミナーで鮒谷さんのお話を拝聴して脳が異常に活

性化していたため（笑）コンサル前日に様々なアイディアが浮かんでしまい暴走

してしまっていました（笑） 

（コンサルで鮒谷さんにご相談してから行動すればよかったと現在反省しており

ます 汗） 

 

今回のコンサルではその暴走を引き止めてくださるかのように以下のご助言をい

ただきました： 

 

「『人がいい人』になってはいけない」 

鮒谷さんのお話から私は「いい人」になりたいと思っていたにもかかわらず実際

は、「人がいい人」になってしまっていたことを気づかせていただきました

（汗） 

 

また、「無料で人とお会いしてはなぜいけないのか」についてご説明していただ

いたとき、特定の方に自分を安売りするのではなく本来しかるべき価値をお渡し

しなければならない多くのお客様のために、適切な料金設定をして時間を大切に

していこうと決心しました！ 

 

まだまだ弱腰になっている私ですが、次回のコンサルで新たな成果のご報告がで

きるよう、昨日鮒谷さんからいただいたやり尽くせないほどの宿題（汗）一つ一

つに心を込めて取り組んでいきます！ 

 

今回もわたしのやる気がさらに高まるご助言をくださり、本当にありがと

うございました。  

（Ｌ 様） 
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初回のコンサルティングで得た疑似体験は、私の五年後を大きく軌道修

正することになる貴重な一歩だと確信しています。  

今、東京から神戸に向かう新幹線で、汚いメモを読み返しながら感想を書いてい

ます。今日は、貴重な経験が出来たことを、まずは大感謝です。 

 

前回、３日間セミナーでの課題を途中で断念せざるを得ない状況になってから

も、一緒にセミナーを受けたメンバーがどんどん成長していく姿を忸怩たる思い

で眺めていましたが、今日鮒谷さんに聞いていただいた通り！？その代わり、そ

の間もとても貴重な！？！？体験をし、自分自身の中で大きく成長できたのでは

ないかと思っています。 

 

そして、ようやく念願叶って税理士の登録ができ、改めて個別のコンサルティン

グを受けたいと思い、申し込みましたが、想像していた以上のダメ出し！ 

 

これまでも、私自身が実践している五年後日記で、自身の近い将来については、

明確になっているつもりでしたが、鮒谷さんの鋭い突っ込みに、『あ、そこの認

識、確かに甘い！』と痛感させられることが多く、恥ずかしい限りでした。 

 

にもかかわらず、私の拙い、そして青い思いをしっかり聞いて頂き、ま

た、一定、評価していただいたことに、むずがゆい思いでいっぱいでし

た。初回のコンサルティングで得た疑似体験は、私の五年後を大きく軌

道修正することになる貴重な一歩だと確信しています。 

 

結果の伴わない知識を振りかざすつもりはありません。 

次回、お会いできるときまでに、一つでも、二つでも、前に進んだ姿で、結果を

持ってお会いしたいと思います。 

 

ようやく、本当の意味での自身のビジネスが始まったので、これを機に、「見せ

方」を意識して、「初期設定」に注力し、「シード権」を獲得します。 

まず手始めに、最後の最後にアドバイスいただいた、既存顧客へのアピール方法

を早速実践していきます！ 

 

最後になりましたが、今日は本当にありがとうございました。  

（Ｋ．Ａ 様） 
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複数回のコンサルティングを経て、徐々に内面が変化していっているこ

とを実感しています。  

このたびは、ありがとうございました。 

 

複数回のコンサルティングを経て、徐々に内面が変化していっているこ

とを実感しています。自己変容のため試行錯誤している中で、新しい出会い

が生まれ、新しい情報が大量に入ってくるようになりました。 

しかし、この試行錯誤が具体的な成果に結実してないことに不安を感じていまし

た。 

 

今回のコンサルティングで、鮒谷さんから、「方向性は正しい」と言っていただ

け、ほっとしました。 

 

「ウニウニする期間」という鮒谷さんの言葉、言い得て妙でした！ 

私の現状を正確に言い当てられて、内心ドキッとしました（笑） 

この「ウニウニする期間」は決して無駄ではない、という言葉に、どれほど勇気

をもらえたか分かりません。 

 

さらに、渦を巻く具体的な方法を一緒に考えていただき、「渦を巻く第一歩」を

踏み出す勇気もいただけました。 

 

これから、ますます行動していきます！ 

引き続き、よろしくお願いいたします！  

（コンサルティング会社勤務Ｍ．Ｓ様） 
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半年ほど少し動いてみてやはり私には言いたいことややりたいことがあ

る！と思った今、また文章と世界観の話をお聞きできたことは、背中を

丸めてうなだれていた私の背中をぐっとまっすぐにしていただけたよう

な気がして、これからの力になると思います。  

鮒谷周史様 

 

今回もありがとうございました。 

今回コンサルを受けて一番思ったことは、今はひとまず、自分の頭の中にあるこ

とを思いっきりやることだ、ということでした。 

 

いつも鮒谷さんは私が予想し得ないお答えをくださいます。 

それは今回もそうでした。私は「毎日同じことを繰り返す」というのは成長を拒

んだいけないことなのだ、と思っていました。ところが、鮒谷さんの毎日の繰り

返しの内容を聞き、「毎日同じことを繰り返す」というのはひとつの達成なの

だ、と思いました。 

 

そして、２日間セミナーでの「自分は何者であるか」というお話をもっと詳しく

聞きたいと思い、個別コンサルを受け始めたのですが、今回のコンサルでは「(自

分は)何者になるか」とおっしゃっていました。たまたま私の場合はということか

もしれないけれど、結局やりたいことは自分の手の中にあったこと、そしてそれ

が本当にやりたいことであると自分が決めてしまえば良いのかもしれない、と思

っていたところだったので、この言葉の変化は聞き逃せませんでした。 

 

しかし毎日ブログとメルマガを書いているとは言うものの「世界観を表す言葉が

あると良い」というのは前回・前々回もお聞きしていたのに毎日ただ思ったこと

を垂れ流すだけで、それを探しながら書く、ということができていませんでし

た。 

 

そして、毎日同じことを繰り返した末に 10・20・30 年後にどうなっているの

か、というゴール設定をしていませんでした。仮置きで良い、と心のハードルを

低くし、その時々でこれだと思う言葉とゴールを設定します。 

ひとまずコンサル中に気になった「上質なものを極小で」をサイトのタイトルに

仮置きさせていただきました。 

 

今回コンサルを受けた目的は、●●●●●に入ってみて、私はやはり鮒谷さん

を師と仰ぎたいと思ったので、それを確認することにありました。 

なぜ鮒谷さんを師と仰ぎたいと思ったのか。それは、文章と世界観の話を聞け

るからです。私はいろいろな方のコンサルやコーチングを受けたことがないので
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正確なことはわかりませんが、文章と世界観の話をなさるコンサルは鮒谷

さんだけではないかもしれないけれど、きっとそれほど多くはないはず

だ、と思ったからです。 

 

まだ自分で稼げるようになっていない、やりたいことに逃げているような気がす

る、というのが気になることはこれからもちらつき続けると思いますが、半年ほ

ど少し動いてみてやはり私には言いたいことややりたいことがある！と思った

今、また文章と世界観の話をお聞きできたことは背中を丸めてうなだれてい

た私の背中をぐっとまっすぐにしていただけたような気がしてこれから

の力になると思います。 

 

以前のようにセミナー！とかビジネス！という宿題がないので、ともすれば以前

と同じような日々に戻ってしまいそうな甘えがありますが、まず求める成果を言

葉にすること、それを毎朝確認して日々を積み重ねること、同じ毎日を繰り返せ

るように今あるタスクはさっさと片づけること、をしていきます。 

 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

ということで、引き続き、前回・前々回の感想を今更ながら書きます。 

やはり一番驚いたのは、こんなに腰の重い私でもセミナーやらメルマガや

らをやるようになっちゃった！ということでした。 

 

そして鮒谷さんがすごいと思ったのは、設定されるステップの蹴上の低

さです。それはクライアントによって変えるのだと思いますが、私の場合は

「いつの間にかできちゃってた」というくらい、低く設定してください

ました。 

 

それから「人と会いましょう」というのは、自分が相対化されて自分の特徴やや

りたいことが見えてくる、という効果もありますが、実はそれが集客活動になっ

ている、ということも、いつの間にかできてしまうように設定されているところ

がすごいと思いました。 

書こう書こうと思いつつ、なんだか先延ばしにしてしまったら、これだけの内容

になってしまいましたが、コンサルを受けようか迷っている方に少しでも

背中を押すメッセージになればと思い、提出します。 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（伊藤 様） 
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彼を知り己を知れば、百戦危うからず。と言われますが、私は全く知ら

ずに戦いを挑んでいた事に気付かされました。  

鮒谷様 

 

お世話になります。天野でございます。 

 

昨日は急なお願いに、時間をオーバーしてまでアドバイスしていただ

き、貴重なお時間誠にありがとうございます！ 

彼を知り己を知れば、百戦危うからず。 

と言われますが、私は全く知らずに戦いを挑んでいた事に気付かされまし

た。 

 

私は稼ぎたい、人から凄いと思われる人間になりたい。 

成功したい。 

 

と思いながら、勝つ努力をせずに中途半端な人生を送っているのだと恥ずかしく

思います。 

 

努力の先の未来が見えていずに、得たい結果がはっきりとイメージ出来ていない

から、しっかりと言語化することが出来ないのだと反省致しました。 

 

決断して、走りながら考える。 

先ずはやってみることが大切と思い、一歩踏み出して起業して見ましたが、鮒谷

様の反論に反論を返せない自分の不甲斐なさ、浅はかさに恥ずかしい思いと共

に、まだまだ伸び代があると思う次第でございます。 

 

まだスタートしていない、事前の失敗は非常に悩ましいです（苦笑） 

ただ、損する前にリアルな現実を垣間見ることが出来、実際の損益がでる前に改

善、修正出来ることは感謝の一言に尽きます。 

 

●●●●自由化というマーケットに対して、IT に情報不足の私には、ある程度決

まった未来に手を打つ術がないことを悔しく思い、自分の強みを生かせていない

と強く思いました。 

 

さらに私の強みに注目していただき、新たなビジネスモデルまでご教示

いただき、感謝致します。 

 

自分でやっていく。 
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それ自体が私の望みでもありますので、まずは会社員としての給与ではなく、さ

さやかでも事業者として稼ぐ感覚を掴み、喜びに変え成功体験を蓄積させること

で未来に繋げていく。 

 

経営を経験していないからこそ挑戦の価値があるのだと思いますので、

●●●●●●と●●●●の代理店としてどこまでできるか課題をクリアーして次

回の個別コンサルティングに臨みます。 

 

遅くまで、本当にありがとうございました。 

引き続きよろしくお願い致します。  

（天野 郁 様） 
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こんな、個人にカスタマイズされた高等テクニックを個別で細部にわた

って教えていただけるサービスを私は知りません。  

昨日は 3 回目のコンサルありがとうございました。 

 

2 回目コンサル以降、思考 OS の書換え（上書き）を重点にトレーニングを積ん

できました。 

その甲斐あって、以前よりも思考 OS が快適に動くようになってきたと自

負しています 

またその変化を鮒谷さんからも褒めていただき、次のステップに進めると思うと

嬉しい次第です。 

 

3 回目となる、今回伝授いただいた必殺技（あしたのためのその 2）は、 

金メッキ化→ラベルを貼られる 

という、何度もメルマガで紹介されているものの、なかなか体得できていない高

等テクニック（？）について。 

 

金メッキを貼る＝凄い人のように振る舞う（少し背伸び） 

↓ 

ラベルを貼られる＝凄い人のように思われる 

↓ 

金化する＝本当に凄い人になる、または近づく 

↓ 

上記サイクル繰り返し 

事例を交え、詳細にご説明いただいたおかげで、鮮明にイメージすることができ

ました。 

 

これを習得できれば、今の私には相当な効果が見込めそうで、変化した自分を想

像するとワクワクしてしまいます。 

次回コンサル時までに人体実験を繰り返し、効果を楽しみながら測定してみたい

と思います。 

 

今回 3 回目の個別コンサルを終え、これまでが"思考 OS 書き換えレッスン初級

編"だったとすれば、3 回目にしてようやく"中級編"に進むことができたという感

覚です。 

（ようやくとは言っても、個別コンサル受講後、まだ 4 ヶ月） 

 

こんな、個人にカスタマイズされた高等テクニックを個別で細部にわた

って教えていただけるサービスを私は知りません。 



 - 532 – 

鮒谷の個別コンサルティングへのお申し込みはこちら↓ 

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

教えていただかなければ、この域への到達まで相当の時間を要する、ど

ころか死ぬまで気付くことがなかった可能性が高いでしょう。 

そう考えると、一見高い（？）と思われがちな鮒谷さんのコンサル費用

は、相当なお値打ち価格、と妙に納得した次第です。 

 

鮒谷さんは私の人生、ビジネスの師匠であり、コーチであり、大気圏突破へのガ

イドです。 

（鮒谷さんにラベル貼りました、笑） 

絶大なる信頼を持っていますので今後ともご指導よろしくお願いします。 

 

必ずや大気圏突破を果たします！！  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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まさかセミナーをやることになるとは、コンサルの提供をして頂く前は

まったく予想だにしていませんでした。  

鮒谷様 

 

第２回目のコンサル、まことにありがとうございました。 

 

まさかセミナーをやることになるとは、コンサルの提供をして頂く前は

まったく予想だにしていませんでした。 

ただ、いざやることになると不安もありつつ、ほどよい緊張感とワクワク感が出

てきて楽しみになっています。本を最大限活かせ、なおかつ今後のビジネス展開

にもつながる良いきっかけにもなると思いますので、そのようなご提案を頂いた

こと、ありがたく思っております。 

 

本日のコンサルで「誰に」というところがまだまだ定まっていなかったことに気

づかせていただきました。 

このタイミングで良かった・・・と思っております。 

自分の中では絞りきったと思っていましたが「つもり」になっていて、まだまだ

浅はかだったことを思い知りました。 

ここが明確になってきたことで、「何を」がよりクリアになってきまして、提供

内容や売る流れがよりはっきりしてきているように感じています。 

 

今一度コンセプトやメニュー、プロフィールを見直して、誰に何を伝えている

か？がはっきりと伝わるようにブログやメルマガを整えていきます。 

 

そして、セミナーに向けた準備を死ぬ気でやって当日を迎えられるようにいたし

ます。 

重ね重ね、本日はありがとうございました。  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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一つのヒントから結果を導き出すスピードが速く、幾多の事業を手掛け

ていらっしゃる鮒谷様だからこそ為し得ることだと思い、つくづくコン

サルティングに申し込んで良かったと思います。  

鮒谷様 

 

お世話になります。天野でございます。 

朝から連続のコンサルティングお疲れ様です！ 

 

今回 2 回目のコンサルティング、具体的なプラン構想をご教示いただき誠にあり

がとうございます！ 

適当にアドバイスしていただいてもおかしくないところ、代理店として協力会

社の選定や、今後のメディアを使用させていただくというサポートが本

当に私の事を考えていただき、一緒に悩んでいただいている、という姿を

目の当たりにし感激致しました。 

お客様の為にという営業の本質をも、間接的にお教えいただいた次第でございま

す。 

 

また、一つのヒントから結果を導き出すスピードが速く、幾多の事業を

手掛けていらっしゃる鮒谷様だからこそ為し得ることだと思い、つくづ

くコンサルティングに申し込んで良かったと思います。 

これからも未知な世界の扉を開けて進んで行けることにワクワクしてお

ります。（笑） 

 

早速いただいた宿題をクリアして次の展開に進んで行きたいと思いますので、今

後とも宜しくお願い致します！  

（Ｋ．Ａ 様） 
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暗たんたる自分の将来に一筋の光が差してきたと感じています。  

鮒谷様 

 

本日個別コンサルをしていただきましたＹ．Ｙです。 

本日はお世話になりました！ 

 

まずは三点報告いたします。 

 

１．三連カレンダーを注文しました。 

２．○○様とは４月３０日に■■でお会いできることとなりました(^^) 

３．目標については、「何の事業をやるのか」はまだ空白ですが、 

 

収入や人間関係などの「こうなりたい」という自画像を、まずはノートに書きだ

したところです。 

デジタル化はまだです。 

 

まずは、半減期の一日が経過する前に、頂いた課題のうち、本日最低限取り組む

べき部分を終えることができてホッとしています。 

暗たんたる自分の将来に一筋の光が差してきたと感じています。 

 

それにしても、○○様への連絡は、個別コンサル中のあのタイミングを逃

していたら、結局連絡せずじまいになったのではないか、と今更ながら

考えています。鮒谷さんの即実行を目の当たりにして、こういうことの

積み重ねが大きな差になるのか、と感じました。 

 

フォローメールも先ほど拝見しました。 

ありがとうございました。 

 

次回もよろしくお願いします！  

（地方公務員Ｙ．Ｙ様） 
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今、思い返してみると、私の反応を見ながら、愛のある優しい言葉、時

には愛のある厳しい言葉を選んで投げかけていただいたなと思います。  

昨日はありがとうございました。 

頭の中がきちんと整理できていない状態で、矢継ぎ早に彼是と言葉を出してしま

いました。 

そして、鮒谷さんからの愛のある言葉をたくさんいただいて、更に追加で彼是と

思いつくまま話してしまったなと・・・。 

 

恥ずかしい話、自分のことを分かっているようで、自分は、全然、分かっていな

いなと思いました。 

そんな中、1 つ 1 つ丁寧に整理していただき、本当に感謝しておりま

す。 

 

正直、目線が下がっていたこと、視野が狭まっていたこと、気づいていませんで

した。 

まさに目から鱗。教えて頂いた通り、このような時こそ、未知の世界に目を開く

ことが大事ですね。 

 

今、思い返してみると、私の反応を見ながら、愛のある優しい言葉、時に

は愛のある厳しい言葉を選んで投げかけていただいたなと思います。 

本当にありがとうございます。 

 

自分の可能性を信じて、まずは目の前のことをしっかりとやる、そして、自分を

しっかりと知るためのアクションを起こしたいと思います。 

 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

次回は、良いご報告ができるよう動きます！！  

（Ｄ．Ｏ 様） 
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予想に反する第一声からスタートしたコンサルは、いつも通り、思いも

寄らぬ想像以上の世界に着地です(笑)  

鮒谷さま 

 

お世話になっております、Ｍ．Ｔです。 

先日は個別コンサルティングにて、貴重なお時間をありがとうございました！ 

 

実は、この 1 カ月、自分自身が動けていないことを十二分に自覚していたので、

このような状態でお会いすることに非常に抵抗がありました。 

「失礼にすらあたるのでは？」と。 

 

しかし、「だからこそ、お会いする！お会いする意味があるのだ！」 

と自身に言い聞かせ、とにかく次の行動（打ち手！？、ネタ！？、メニュ

ー！？、、、）を頭に巡らしながら、鮒谷さまにお目にかかることとなりまし

た。 

 

予想に反する第一声からスタートしたコンサルは、いつも通り、思いも

寄らぬ想像以上の世界に着地です(笑) 

 

特に印象的だった内容は、 

 

・上昇気流を捕まえる。 

・ご縁は新陳代謝する。 

・「お客様‐私-商品‐商品を通して提供する真の価値」～惑星直列のお話。 

・はあちゅうブログの熟読（汗）、価値について。 

・「道」を極める。 

・考えるのではなく、お客さまと対話する。 

・お渡し下さったたくさんのアイデア。 

 

などなど、ほぼ全てのお話が印象に残るものでした。 

 

書きなぐったノートを見直しながら、「企画→告知→企画→...」を決意するとと

もに、より一層の緊張感を持って、しかし遊び心を忘れず日々楽しく過ごすこ

と、繰り返し自身に言い聞かせております。 

温かいメッセージをありがとうございました！ 

 

そして、コンサル中は、充分過ぎるほどリラックスしていたように見えたかと存

じます（汗） 
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しかし、心は「正座」（！！！） 

の想いでおりましたこと、生意気に、最後に付け加えさせていただきます(笑) 

 

このたびも、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！  

（Ｍ．Ｔ 様） 
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おかげさまで、私自身の生活はこの４年でがらりと変わってきたのです

が、それに加え、ここへきてついに、時間とともに成長していける、よ

いサイクルができあがりつつあると感じています。  

先日はお忙しいところ、お時間いただきましてありがとうございました。 

感想が非常に遅くなってしまいましてすみません。 

 

MBA の結果とあわせてご報告・・と思っていたのですが、なかなか結果の連絡

が来ず、日にちが過ぎてしまいました。 

そしてまだ結果の連絡は来ておりません。 

あまりにも遅いので問い合わせてみたのですが、まだ出願書類をレビュー中との

こと。 

 

いつものとおりなのですが、結果的に、最小限の労力でのギリギリ合格を狙って

しまったため、本当にギリギリすぎる出願内容に悩んでおられるのかもしれませ

ん・・。これくらいだったらまあ大丈夫だろう、と思って出したのですが・・笑 

 

それはさておき、初めて参加させていただいた３日間セミナーから約４年

がたち、その後も節目節目でさまざまなアドバイスをいただきながらや

ってきました。おかげさまで、私自身の生活はこの４年でがらりと変わ

ってきたのですが、それに加え、ここへきてついに、時間とともに成長

していける、よいサイクルができあがりつつあると感じています。 

なんといいますか、この４年間でそれまでの人生の借金を返してきて、つ

いに黒字化してきたという、そんな感じです。 

 

そんななか、さらにこのサイクルに磨きをかけるため、非常に抽象的ではありま

したが、ビジネスで成果を出すためのアドバイスというテーマでお話をいただき

ました。 

 

結局のところ、ビジネスで成果を出すためには、短期・中期・長期の戦略を持っ

てビジネスをしていくべきで、それぞれの時間軸の戦略に対して、仮説と検証を

繰り返して自分自身にしっくりくるファイティングスタイルを磨いていくこと、

なのだと思いました。これを、無意識にやってうまくいっている人もいると思う

のですが、意識的にやることによってうまくいく確率を高めていくことが、成果

を出すプロセスなのでしょう。そしてそのなかで、さまざまな戦略の種となる考

え方をいろいろな側面からお話しいただいたと認識しております。 

 

そのうちのひとつが、「強い言葉で定義する」ということ。 

超絶・破天荒・圧倒とか、敢えて強い言葉で定義することによって、自分の力を
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本当に強めていくというお話。 

頭では理解するものの、自分としてはハッタリをきかせるようなことは結構苦手

なところで、悪くないとか、まあまあとか、わりと良いとか、あいまいな表現を

使いがちでした。 

 

これらは、どちらがよいとかわるいとかいうことではなく、いずれの表現にも利

点と欠点があるわけで、その利点と欠点を理解して戦略的に使っていくべきなの

だと思いました。 

そして私の場合、ほうっておくとあいまいな言葉を選びがちなので、強い言葉を

使うことへの戦略的な利点をもっと認識して、もっと使ってみるべきだと感じま

した。 

 

抽象的なテーマでさまざまなお話しいただいたため、改めて時間をとって今の自

分に当てはめて考えてみたい、と思う話題がほかにもたくさんありました。 

具体的には、 

 

・長期展望にたって日々の選択に自問自答しているか？ 

・仮説と検証を繰り返すという発想 

・強い言葉で定義する（但し強すぎると嫌われるので絶妙な距離感で） 

・自分のファイティングスタイルは何か？ 

・ヒット・アンド・アウェイの話（後づけで言語化しました。） 

・どのレベルでやっとるか感のお話 

・投資効率の話（効率の追求だけでは楽しくないが） 

 

などなど。 

ひとつひとつ、じっくり考えて、文にして飲み込んでいく価値のあるものと思い

ますが、ここで書き始めると終わりませんので、またブログでちょこちょこと文

にして書いていこうと思います。 

 

今後しばらくは、今回お話いただいたことをもとにして、あらためて自分のビジ

ネスあるいはキャリアにおける戦略を考え直し、本業での成果を最大化していき

たいと思います。 

 

また次回も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。  

（Ｋ．Ｆ様） 
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おぼろげだった自分のキャリアステップのイメージが、急に具体的な形

となって考えられるようになり、なんともワクワク、ドキドキ、ハラハ

ラ、ブルブル...という空恐ろしいような楽しみな、得体の知れない高揚

感のようなもので今後の活動に一層気合いが入りそうです。  

鮒谷さん、この度は大変に実りある、有意義なお話をありがとうございました。 

 

おぼろげだった自分のキャリアステップのイメージが、急に具体的な形

となって考えられるようになり、なんともワクワク、ドキドキ、ハラハ

ラ、ブルブル...という空恐ろしいような楽しみな、得体の知れない高揚

感のようなもので今後の活動に一層気合いが入りそうです。 

 

ご紹介いただいた書籍、サイト、そしてキーパーソンの方々含めて関ら

せていただきながら更に自分を展開させて行こうと思います。 

 

そして、フォローアップ CD も届きました。 

膨大なテキストも含めた予想外のボリューム！ 

当面はこれを聴きながら勉強しなければ...。 

やりたいことが山積みでむず痒く、まずタイムマネジメントを極める必要があり

そうです。 

 

この先のコンサルもよろしくお願いいたします。  

（IT 部門担当 Ｍ．Ｏ様） 
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「息を吹き返した！」コンサル後の率直な感想です。  

「息を吹き返した！」 

 

コンサル後の率直な感想です。 

 

自分でも意識のないまま六文銭を握りしめていた私を今回のコンサルで「この

世界」に呼び戻していただけました。 

 

今回叩き込んでいただいたのが「仮説→検証」。 

「数を打つ」「呼吸をするように」「ゲーム感覚で」何度も何度も繰り返し仮説

をたて、その検証を行うことを様々な言葉、様々な話とともに叩き込んで

いただきました。 

 

結果が出ていても「仮説→検証」が必要であるのに思うように結果が出ないので

あれば、なおのこと、このサイクルを早く、多く、頻度を上げて行うのが大切な

ことだとわかりました。 

 

また、鮒谷さんの引き出しの多さには驚かないつもりでしたが、私が始め

に言葉を切り出した途端、スマホゲームの「伝染病株式会社」を実演？

していただき、絶妙な喩えで問題をクリアにしていただいたときは、驚

きを超え笑いが出てしまいました。 

 

せっかく、けつを叩いていただいたので、できるところから仮説→検証を行い、

まずは次回のセミナーにつなげていきたいと思います。 

今回もありがとうございました。  

（Ｓ．Ｙ 様） 
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改めて、自分一人の思い込みの視点というものは怖いな・・・というこ

とを身に染みて感じました。  

鮒谷様、今月も大変お世話になりました。 

 

不安な気持ちで持って行かせていただいた私のプランをまたまた木っ端みじんに

していただきまして感謝です（笑） 

改めて、自分一人の思い込みの視点というものは怖いな・・・というこ

とを身に染みて感じました。 

 

さて、今回はより具体的すぎるくらい具体的な今後のお話を聞かせていただきま

した。 

モヤモヤしていた霧が晴れたような気持ちです。 

 

今回のコンサルは、この感想で表にできないほど貴重な具体的なことを多

く教えていただきましたので、正直、具体的なことは書きたくない気持ちで

す・・・が、できる範囲内で、印象に残ったことを記させていただきます。 

 

・プロフィールを作るにもコツがある。 

簡易版で心をつかみ、詳細版へ進んでもらう。 

詳細は小説を書くが如くに。 

 

・勝手に結果を出してくれる人をお客様にする。 

安くで飛びついてくる人はそれなりの人だし、文句も多いし、結果も出ない。 

 

・最初はやろうとしても能力がなく、タネのような小さなことから始めるほかな

いが、「〇〇できます！」というようにまず言いきってしまう。 

 最初にまず箱を作ってしまって走り出すことにより、自然とそっちに進んでい

き、能力もついてくる。 

 やらざるを得ない状況になる。 

 やらなきゃ何も始まらない。 

 

・抽象度が高いものは説得力がない。 

 食い付きのよい伝え方をする。 

 伝え方をしっかりすれば、「なんでも知ってるんだなこの人は！」というイン

パクトを与えることができる。 

 

・真っ当なビジネスはアートである。美しい。 
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・高いからにはそれなりの理由があると、相手は勝手に思ってくれる。 

 

・能力は伝えないと意味がない。 

 相手は、「分かっていないことが分かっていない」ことが多いので、自分から

相手に啓蒙しないと伝わらない。 

 

・最初は「ど素人を相手にする素人」というレベルから始まる。 

 

・なんと言ってもやっぱり人脈。 

 起業までにとにかく人に会いまくるべし！ 

 

すみません・・・書き切れません・・・ 

紙面の都合上、というよりはスゴイ話が多すぎてここに書き切れない状

況です(^^;; 

あとは、超高速で PDCA を回していき、また次回、叩き台をお持ちいたしま

す。 

この叩き台のレベルがどんどん上がっていくように、とにかく、 

 

作って、ばらまき、修正し、 

作って、ばらまき、修正し、 

 

を繰り返していきます。 

 

また、その中で生まれた疑問はその都度メモに残すべきとの貴重なアドバイスも

いただきましたので、そのことも併せて実行していきます。 

 

今月の課題は、かなりのハードルですが、人と会える時は会い、会わない時に事

務作業をするということをしっかり念頭において、しっかり毎日全力で突っ走り

ます！ 

 

この度はありがとうございました。 

また来月もよろしくお願いいたします！  

（村田 佑樹 様） 
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自己啓発系の本でも同じ様な事は書いてありますが、やはり面と向かっ

て言われるのでは切れ味が違いました！  

ノリと勢いで申し込んだ「個別コンサル」は半額と言えども 60 万の金額は、さ

すがに迷いました。 

普段でも値上がりする野菜と格闘していますので（苦笑） 

しかし、今のままでは一人ではどうにもならないし変わることも難しいと思い

「ポチっとな♪」を決行しました（笑） 

 

「平成進化論」を読みだしたのは今年 2 月位からでした。 

毎回読むにつれて、鮒谷ワールドへ引き込まれていきました。 

 

他のメルマガにはない（5 名位しか登録してませんが 汗）人間味あふ

れる文章、そして引き込まれる内容や言葉のチカラ！ 

この方と直接会えれば何かしらのきっかけ、もしくは、人生においての

「大変化」を起こせると直感しました。 

 

■ 

 

そして先日、初めてお会いできました！ 

自分のイメージでは、「強面（!?）、エリート風（??)、堅物系（???）」でし

た（笑） 

それらをいい意味で覆していただきとても気さくな方で、「高田純次」

に例えられていた意味も理解できました。 

まさに皆様の感想通りでありました（笑） 

 

初対面なのに、いい意味でそこまで緊張せずに話を聞かせていただきま

した。 

個人的に気づかせていただいたことは「良くても悪くても転がりだすと雪だるま

式のようにどんどん大きくなる」 

「悪い習慣は断ち切らないと、一つやめても次のまた悪い何かをやりだしてしま

う」 

「時間と休日の使い方」 

自分は、過去に失敗をし雪だるまが随分と大きくなり、どうにもならない時があ

りました。 

数年前に何とか危機を回避しました。 

 

ただ、人間忘れる生き物らしく同じ過ちをおかしました。 

幸いこちらは軽傷（！？）だったのですぐに治りました。 
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悪い習慣から抜けるには「一撃で断ち切るのみ！」と諭されだらだらする性格の

自分にとっては「なんだって！！？？そうか！」と心の中で衝撃を受けてました

（笑） 

自己啓発系の本でも同じ様な事は書いてありますが、やはり面と向かっ

て言われるのでは切れ味が違いました！ 

 

早速、刀剣○舞やニコ○コのアカウントを削除しました（後ろ髪ひかれる思いで 

泣） 

でも一度削除すれば気にしなくなったので変に囚われていたのかもしれません

ね。 

 

繰り返しますが「一撃で瞬時に行動を変える」ごちそうさまでした！ 

 

■ 

 

そして人を紹介して頂き、早速今月会ってまいります。 

人との出会いでしか人は変わらない 

すぐに実践できるよう手配して頂いたことに深く感謝申し上げます。 

他の休日も着々とアポを取りスケジュールを埋めていってます。 

 

朝活や読書会も活用してはどうですか？と、その場で検索もして頂きました。 

そちらもすぐに登録し行く予定です。 

朝かなり早起きとなりますがいままでの時間を取り戻す勢いで楽しくタイトにや

っていきます♪ 

 

初めはきついと言われましたので諦めないように録音した音声を聞いて、想いを

半減させないように。 

日々精進してまいります。 

 

■ 

 

話は変わり、今までいろんなセミナーへ以前の会社で行かせていただきました。 

今回は個別のコンサルなのでテイストは違いますが自分のお金を使って学ぶのと

会社のお金で学ぶことは姿勢として意識として全く違う事を実感しました。 

会社で行かせていただいたセミナーはもちろん内容も素晴らしいものばかりでし

た。 

ただ、聞いてよかったなで終わってしまいました。 

今回は、自分にとっては「大金」を投資し、コンサルしていただいてます。 
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緊張感が全然違います（苦笑） 

 

皆様の感想の中で「元の 10 倍、いや、それ以上」の意味を初回から実

感し始めております。 

 

もっと早くから知っていればと思いましたが今の段階で知ることが出来た思いも

あります。 

 

なので、コンサルは厳しいけど、セミナーならいけそうと迷っている方

は「一撃で行動を変える」この言葉を実行してみてはいかがでしょう

か？ 

暗闇の中を歩いていた感覚から一筋の光が差し込み、照らされていく状

態へと、シフトしていくのが実感できます。 

まだ、ダメージが少ないうちに！ 

 

では、後 4 回残っておりますが自分の人生が変化していく感覚を楽しんで

行きたいと思います。 

 

今回はありがとうございました！ 

また次回以降も宜しくお願いします。  

（中橋 和雄 様） 
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鮒谷さんからみれば僅かな金額である、売り上げ１万円、５万円という

レベルですが、そのレベルまで目線を下げて、真剣にアドバイスしてい

ただける鮒谷さんのその真摯な態度、メッセージの期待に応えられるよ

う、頭を悩ませながら目標を達成し、１ヶ月後のクラブラウンジをイメ

ージしながら（？）楽しく商売していきたいと思います。  

鮒谷様、大塚様 

 

本日も、熱く楽しく、ワクワクさせていただくコンサル、ありがとうご

ざいました。 

フォローアップのコメントまで早速いただき、ますますやる気が出てき

ました（笑） 

 

コンサルの後、帰宅してから早速家族に 

 

「次の１ヶ月の目標は５万円！」 

 

と力強く宣言してみました。 

幸い家族に恵まれているようですので（？）、上手く家族を巻き込みながら、乗

せながら、一緒に目標を達成していきたいと思います。 

（散財の計画も立てながら。。。） 

 

鮒谷さんからみれば僅かな金額である、売り上げ１万円、５万円というレベルで

すが、そのレベルまで目線を下げて、真剣にアドバイスしていただける

鮒谷さんのその真摯な態度、メッセージの期待に応えられるよう、頭を

悩ませながら目標を達成し、１ヶ月後のクラブラウンジをイメージしな

がら（？）楽しく商売していきたいと思います。 

 

本日は本当にありがとうございました。  

（大手メーカー技術職 Ｍ．Ｙ様） 
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自分に身近にある実例をシャワーのように浴びたので、具体的なイメー

ジがわきました。  

昨日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

定期的にセミナーには参加しているものの、個別コンサルは約 1 年ぶり。 

普通はここまで期間を空けてのコンサルは珍しいですよね。 

 

この 1 年は転職した直後で、鮒谷さんとお会いして色々な変化の多い年で

した。これまでの人生でも最も充実した日々を送ることができて、鮒谷さんに相

談する案件が思いつかなかったのが正直な所です w 

 

ただ、1 年経つと、まだまだ毎日のように魂が震える生活ができているかという

と少なからず不完全燃焼の気持ちが残っていたので、今回お伺いをさせていただ

きました。 

 

今回アドバイスいただいた事で印象に残っているのは、以下 4 点です。 

 

■魂を揺さぶるお金の使い方をしているか? 

 

普段の給料からはありえないような使い方を意識的にしてみる。 

間違えても最初から儲かったお金を高額セミナーや本に費やすな（笑） 

 

■ブログは質より量 

 

やると決めて書くからタイムマネジメント能力が上がる。 

量を減らしてでも頻度を高くする。 

 

■リサーチするなら徹底的に 

 

ただし調べ尽くすのではなく、調べつくしながら、とにかく動く。 

そしてやっていることをリアルタイムで振り返る。 

 

■１を知ったら、あれこれと自分の周辺からあれこれ考え・仮説を巡らせる。 

 

自分に身近にある実例をシャワーのように浴びたので、具体的なイメー

ジがわきました。鮒谷さんの圧倒的なアウトプットの量を浴び、視界が

広がりましたし、何だか自分の今の現状が見透かされているように、鮒谷さん

から「喝！」を入れられましたので、おかげで今朝から気力が充実していて
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他の社員にも少し喝を入れてしまいました（笑） 

 

ブログは質より、更新頻度ということで早速更新をしました w 

 

次回のコンサルは、きちんとアドバイス頂きましたことを実践して成果を出して

からご報告できるように、そしてまたリピートでコンサルをお願いできる

ようにします。 

 

この度はありがとうございました。  

（生活用品メーカー Ｔ．Ｍ 様） 
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それが 5 回目を終えた今、まず考え方が変わり、さらに、今後の取り組

むべき方向とそのための具体的な行動が明確になっています。  

鮒谷様 

 

先日は、5 回目の個別コンサルを実施していただき、ありがとうございました。 

 

●●さんとのご縁をきっかけとして、今回のコンサルでは、生活保護受給者対象

の不動産ビジネスへと話が急展開し、さらにその場で●●さんと●●さんをご紹

介いただくという、この展開の早さ。 

 

個別コンサルやダイジェスト版セミナーに出席するうちに、鮒谷さんス

ピードにも少しずつ慣れてきましたが、世間一般にはあり得ない速さだ

と思います。 

 

以下、今回の得た学びについて申し上げます。 

 

１、現在の取組の問題点を指摘していただけた 

最近、様々な人に会う機会も増え、現在の活動量はそれなりの線をいっているの

だろう、と思っていました。人と会い、話をする中でも、「すごいですね。」

「がんばってますね。」と言われることが多いことから、自分は頑張れている、

と思っていました。 

ところが、今回鮒谷さんから、ＰＤＣＡの速度が遅くこのままではタイムリミッ

トに間に合わない可能性があること、また、ここで歩みを緩めると、個別コンサ

ルを開始した時点よりもむしろ状況は悪くなり再起不能になってしまうこと、を

指摘していただきました。 

これらのことは、鮒谷さんとしても言い難いことのはずで、それを敢え

て言ってくださる鮒谷さんの心遣いがとても嬉しかったです。 

 

年を重ねるにつれて、人から注意されたり、誤りを指摘される機会が減っていき

ます。 

それは決して誤りが減っているわけではなく、相手が問題に気づいたとしても、

自分の年齢が上であったりして、今さら注意や指摘をしてもらえなくなっている

だけです。 

だからこそ、今回の指摘は本当にありがたかったです。 

 

２、●●さんからの学び 

●●さんは、鮒谷さんからの突然の電話にもかかわらず、横浜から駆け

つけてくださりました。鮒谷さんの存在なしにはあり得ないことです。 
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●●さんからは、不動産ビジネスを始めるにあたっての心構えと具体的な動き方

について、助言をいただきました。 

大家業とは、いかにいい家を提供するかを目的とし、そのためには金の入りと出

のトータルをプラスに持っていくことが必要なこと。 

全国各地に大家の会というのが存在し、私の地元にもあるので一度参加してみる

とよい、との助言をいただきました。 

すでに地元の大家の会への参加申し込みをすませ、現在連絡を待っているところ

です。 

 

３、●●さんからの学び 

●●さんも、鮒谷さんからの突然の電話にもかかわらず、個別コンサル

終了２時間後にお時間をつくってくださりました。 

繰り返しになりますが、鮒谷さんなしにはあり得ない展開です。 

 

●●さんとは、生活保護受給者と不動産屋と大家の三者が利益を得られるビジネ

スモデルについて意見交換をすることができました。 

「たとえ一件あたりの家賃は少額であっても、確実に家賃を回収できる人を紹介

してもらえるサービス」があれば、不動産屋や大家にとってこれほどありがたい

ものはない、という話は今後の展開の重要なヒントになります。 

 

４、今回の急展開のきっかけ 

今回急展開に至った理由を振り返ってみました。 

もちろん、鮒谷さんの個別コンサルに思い切って申し込んだというのが大前提で

はありますが、急展開の直接のきっかけは、先日の２日間セミナーダイジ

ェスト版に参加した際に、たまたま●●さんの隣の席に座ったことでし

た。 

このことがなければ、今回の急展開はなかった可能性もあり、縁の不思議

さを感じにはいられません。 

 

５、今後の取組について 

今回で全 5 回の個別コンサルは終了しました。 

1 回目のコンサルを受ける時点では、このままではダメだと思いながらも、何を

どのようにすればいいのか全く分からない状態でした。それが 5 回目を終え

た今、まず考え方が変わり、さらに、今後の取り組むべき方向とそのた

めの具体的な行動が明確になっています。大家業は、●●●に認められた副

業（農業、不動産投資、株式投資）のひとつですので、違法性に怯えながら取り

組むような必要もなく、今の自分には最適です。まず少額の物件を所有し、自分

の知識をどこまで活かせるのか、実地で検証していこうと考えています。 
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６、個別コンサルについて 

4 回目のコンサルを終えた時点では、「とても意義のあるコンサルで申し込んで

よかったと思っているが、高額な受講料の元が取れたのかは分からない」と考え

ていました。実際に、私が 4 回目を終えた時点でお会いした●●さんから個別コ

ンサルの感想を尋ねられ、こう答えました。 

ところが、5 回目を終え、このような展開となった今、元は取ったと言

い切れます。 

 

この度は本当にありがとうございました。 

今後も様々な形でお世話になると思います。 

 

今後ともよろしくお願いいたします！  

（Ｙ 様） 
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「人生」の本質について気づかせていただけたことに何よりも大きな価

値を感じております。  

鮒谷さん、昨日は５回目のコンサルティングをありがとうございました！ 

 

長年の雇われの身からようやく解放され、つい先日、念願の独立へスム

ーズに移行できたのは、鮒谷さんのコンサルティング、年間セミナー、

その他のセミナーを通して、鮒谷さんから的確なアドバイスと励ましの

お言葉を、何度もいただけたからだと実感しています。 

 

もし鮒谷さんのコンサルを受けていなかったら今頃私は大きな不安に打

ちのめされていたことと思います。 

 

鮒谷さんの「あり方」をそばで拝見させていただくことでビジネス、マ

ーケティング、営業についての本質的な原理原則を学ばせていただいた

のはもちろんのこと、「人生」の本質について気づかせていただけたことに何

よりも大きな価値を感じております。 

 

特に、昨日のコンサル終了間際にしていただいたお話が今でも私の心に深く響き

続けています。 

他では絶対得られない数え切れない価値をいつも惜しみもなくご提供く

ださり、本当にありがとうございます！ 

 

今週末の年間プログラム、そして５月の圧巻セールス＆ライティングセミナーで

さらなる「漆塗り」の効果を体感できるのを楽しみにしています。 

 

よろしくお願いいたします！  

（起業家 Ｌ様） 
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ここ１年ほどのコンサルを通して、やるべきことを整理し、環境を整

え、時間とともに成長していく環境づくりを進めることができました。  

鮒谷さん、先日はお忙しいところお時間をいただきましてコンサルティングをい

ただき、どうもありがとうございました。 

また、お鮨もご馳走いただきましてありがとうございました。 

 

おかげさまで、ここ１年ほど取り組んできました MBA 受験に合格し、この夏か

ら２年間、エンジニアと学生の二束のわらじでがんばっていくことになりまし

た。 

 

ここ１年ほどのコンサルを通して、やるべきことを整理し、環境を整

え、時間とともに成長していく環境づくりを進めることができました。 

 

そしていま、アメリカでの生活・仕事・MBA を通して、短期的・中期的

に結果を出しながら時間とともに成長していく環境が整えられつつある

と思っております。 

 

前々回のコンサルにて、「そろそろ長期的な投資も考えてよいのでは？」という

ことをポロっとおっしゃられたので、今回のコンサルでは、いまやっていること

のさらに先を見据えての長期的な自己投資をするにはどうすればよいか、どこか

ら手をつけていけばよいか、というお話を伺いたいと思っておりました。 

 

しかし、コンサルのなかで、そもそも「長期的」という概念の時間軸が短い、と

いうことをご指摘いただきました。 

私は「長期的」というのは１０年程度をイメージしており、およそ２年半後にア

メリカ駐在と MBA 取得を終えて帰国し、その経験を次の仕事に生かしていかに

成果を上げていくか、というようなところをぼんやりと考えていたわけでした。 

 

しかし鮒谷さんは、長期的というのは３０年から４０年のことをイメージされて

いる、とおっしゃいました。 

つまり７０歳、８０歳で、自分はどうありたいのか、そこから逆算して、今何を

すべきか、ということを考えるのが長期投資だということ。 

そう考えると、おのずと長期投資として何をすべきか、ということが浮かんでき

ます。 

それは単に目の前の仕事や、その仕事で成功するための勉強のようなものではな

く、もっと根源的なものであるわけです。 

 

そしてまた、その長期投資というものは、なにしろだいぶ先のことですから、そ
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れほどたくさん投資する必要はなく、小さく、しかし継続的に投資し続けること

で、３０年後・４０年後に大きく回収していけばよい、というイメージが持てま

した。 

 

しかも、成果は３０年・４０年かけて出せばよいものであるので、ある意味簡単

というか、方向性さえあっていれば、継続して気長に試行錯誤しながらやってい

けばよい、というようなものでもある、と理解しました。 

また、そういう考えを持って日々の生活をするのと、しないのとでは、一日一日

の違いはささいなものでも、３０年後・４０年後には大きな差となって現れてく

るだろう、ということも、考えてみれば当たり前のことではあるのですが、あら

ためて強く認識しました。 

 

というわけで、今後２年間は、引き続きアメリカでの仕事に全力をつくしつつ、

MBA での勉強にも全力をつくしつつ、３０年４０年先を見据えての長期的な投

資をすこしだけ混ぜる（イメージとしては 5%-10%くらいでしょうか）、とい

うイメージでやっていこうと思っております。８月から MBA が始まりますと、

しばらくはやるべきこと、リソースの割き方がある程度明確な期間となると思い

ます。 

 

おかげさまで、ここ１年ほどのコンサルで、時間とともに成長していける

環境が整いつつありますので、ここまでの学びを実践に移していきたいと思っ

ております。 

 

とはいえ、システムにメンテナンスは不可欠ですし、また時間がたってステー

ジが変わってきたらそれにあわせてシステムを更新しなくてはなりませ

んから、その際はきっとまたコンサル、あるいはその他のプログラムを

お願いさせていただきたく思います。 

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。  

（Ｋ．Ｆ 様） 
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変化のきっかけを、中々得られない方にとっては最強です(笑)  

今回は３回目の個別コンサルでした。 

事前資料でもお伝えさせていただいた、初めの頃から自分の中での変化が、鈍っ

てきた？感覚になっていました。 

 

なので今回は、怒られてしまうのかなと、何故か思いながらコンサルの場所へ足

を運びました。前回も、初っ端から激辛ラーメンの如く、パンチを頂いたので

（笑）今回は、それをしのぐ、カエルパンチレベルが来るのかと若干おびえてま

した（苦笑）ところがどっこい、それを見透かしていたのか分かりませんがスイ

ーツのような、あまーい言葉でのスタートでした。 

 

実は自分は、半パチ〇コ中毒でした。 

行くのはやめようと、過去に何度も決心し、そのたび打ち砕けていました。 

たばこを禁煙することと、同じような感覚かと思います。たばこは吸っていまし

たが、こちらはすんなりやめられました(笑)だけど、パ〇ンコは休みの日になる

と、ついつい足を運んでました。 

 

その状態だった自分が、コンサルを受けてから、一度も行くことがなくなったの

です！鮒谷さんから、「今日から行ったら、おしおきするよ♪」なんてことは言

われていないにも関わらず。 

 

このことを冒頭で、話をされたときに、頭の中で「？？？！」十数年間の行動

をコンサルをきっかけに、変えられた、変えることが出来たのだと感じ

た瞬間でした！実は、これだけで、コンサルを受けて良かったと思って

しまったのは内緒ですが(笑)その悪習慣を今後も続けていれば、コンサル

料の何倍、何十倍も損をしていたのだと思うと、ぞっとします。 

 

金銭面もそうですが、何よりそこに費やす「命ある時間」悪習慣と言えども、集

中する力はあるし、持っているのだと。使う方向が違っていたのだと、話された

ときには「？！！！」こんな感覚に陥りました。あたりまえの話かも知れま

せんが、コンサルで鮒谷さんの言葉を頂かなかったら、それすらに気付

けなかったのです。悪習慣により、つぎ込まれたお金や時間を考えると少し落

ち込みますが、それに気づけ、これからの行動を変えられる喜びに、考え方をシ

フトしていけば良いのです。 

 

そして、自分の奥様はとある事情で、悪習慣真っ最中です（苦笑） 

人を変えることは正直、宗教家にでもならない限り、無理だと考えています。 

ありがたく、奥様のことで、鮒谷さんからアドバイスをいただきました！ 
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自分が行っていることに巻き込んで一緒に成功体験をすれば、徐々に変化するの

では？（アドバイスの一部ですが） 

あきらめかけていたところに、ひとすじの光が差し込まれた感覚（ベタ

でありますが）。自分のこと以外に、奥様の心配とアドバイスをくださったこと

に、感動しました。それをもとに、とある「５％」をうまく刺激していけたらと

考えています！（５％の内容はあえて伏せます笑） 

 

最後に、もがく時間を数か月ではなく、数年はかかると聞いたときにすっと腑に

落ちました。個人的に、コンサル受ければさくっと変化し、成功すると思ってい

たので（苦笑）確かに、今までの行動を考えれば、年単位はかかるなと。 

変化を感じられない（ような）ことは当たり前だと。焦る必要はないのだと！ 

 

最後の最後に、いつも通りの営業を(笑) 

悩んでいる暇があれば、鮒谷さんの個人コンサル、もしくはセミナーを

受けてください！直接お会いすればわかりますが、メルマガの文章からでは

想像できないほど至って、普通の方です！（もちろん、いい意味です） 

 

もちろんすべての人に、カチッとはまることはないと思いますが（宗教家ではな

いので）平成進化論の読者である方は、多少なりとも共感されたり、影

響を受けているのでは？長年読んではいるけど、一度も直接会ったこと

がない！という方、まっとうな手段であれば、どんな手を使ってでも、

会ってください。メルマガを読んでいれば、なんとなく、鮒谷さんの思考や人

柄、人格（！？）を知った、解った感覚になるかもしれません。 

それは、幻であり幻想です(笑) 

 

鮒谷さんに限らず、話に聞くのと会うのでは全然違った！という経験は

少なからずされていると思います。そういった経験をなされている方

は、特に、会ってください！経験した自分だから、自信を持って言えま

す！ 

 

最終的には、自分自身の行動で、変化のスピードは上下します。 

その、変化のきっかけを、中々得られない方にとっては最強です(笑) 

ということで、長文になりましたが改めて、ありがとうございました！ 

また次回もよろしくお願いします！  

（Ｋ．Ｎ 様） 
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個別コンサルティングのご利用を迷われている方につきましては、自分

一人での計画が煮詰まり前進出来なくなったときは、ぜひコンサルのご

利用をお奨めします。  

鮒谷様 

 

この度は個別コンサルティングありがとうございました。 

 

結論から申しますと、本業の一部に特化し深く掘り下げることに気付かされまし

た。 

まさに灯台下暗しでした。 

 

今回のテーマについて熱意をもって語り続け、閾値を超えるまで駆け上がるつも

りです。 

表層だけではなく、背景に文脈と哲学も練り込んだ○○愛を言葉に出して発信し

て行きます！ 

 

道中、谷間から抜け出せなくなった時（笑）、改めてコンサルティングをお願い

致します。 

 

個別コンサルティングのご利用を迷われている方につきましては、自分

一人での計画が煮詰まり前進出来なくなったときは、ぜひコンサルのご

利用をお奨めします。 

必ず何らかのきっかけや突破口が見つかるはずです。 

（気軽に手を上げることに躊躇するほどの！？）費用は掛かりますが、

それに見合う以上の効果が得られると思います。 

 

鮒谷さんのフランクな語り口での笑いあり、気づきありのコンサル、時

間の経過を忘れるほど楽しかったです。 

 

文末になりましたが、引き続きこれからも宜しくお願い致します。  

（Ｋ 様） 
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これまでの私の人生でこのような感覚を経験したことがなかったためし

ばらく戸惑っておりましたが、コンサルティングが終わる頃には「ビジ

ネス」とは「私の人生そのもの」だということを全身で学ばせていただ

きました！  

鮒谷さん、先日は６回目のコンサルティングをありがとうございました。 

また新しいご縁をつないでくださり、ありがとうございます。 

今夜その方にお目にかかることになっております(^_^) 

 

鮒谷さんの毎回のコンサルティングではビジネスの本質について常に「タグ」を

つけていただくことで私の記憶に焼きつくようにご教示いただいていますが、今

回もさまざまなタグを示していただき、学びのレベルがさらに深まって

いるのを感じ取っておりました。 

 

特に私の心に深く残ったタグが「潜っている感覚」と「けもの道」でした。 

圧巻セールスセミナーでのお話、そして今回のコンサルティングの前半でのお話

は私の心の芯に刺さり続けていて言語でうまくお伝えできないほどとても痛くて

つらかったのですが、この感覚を「潜っている感覚」「けもの道をひいている」

と言語化してくださり、しかも「けもの道をひいていることだから事後的にわか

る」と言っていただけたとき、私が現在歩んでいる道は私の成長のプロセ

スなのだと希望と確信を抱くことができました。 

 

これまでの私の人生でこのような感覚を経験したことがなかったためし

ばらく戸惑っておりましたが、コンサルティングが終わる頃には「ビジ

ネス」とは「私の人生そのもの」だということを全身で学ばせていただ

きました！ 

 

これまでにないさらに深く掘り下げたお話をお聞かせくださり感謝して

おります。 

そしてさらに潜りたくなりました（笑） 

 

それでは明日の年間プログラムでも深く掘り下げたお話をお聞かせいただけます

こと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！  

（Ｌ 様） 
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ここ数年間持ち続けていたモヤモヤを突き抜けて、すっと光の筋をさし

ていただけました  

鮒谷様 

 

昨日は 2 回目のコンサルをありがとうございました。 

実はコンサルしていただく直前まで、「（定量目標は一応達成したけど）1 回目

と何も変わってねー。モヤモヤも取れないてないし、台風を理由に延期していた

だこうかしら？」と本気で思っていましたが、気を利かせた台風が予定より早く

過ぎ去り（笑）、しかたなく（失礼しました！）予定通りコンサルに向かいまし

た。 

 

今回のコンサルで意識したことは、「とにかく自分のダメっぷりを粉砕して頂こ

う」ということで（鮒谷さんのお話を聞くより）自分の意見をぶつけていくとい

うこと。 

結果、見事に粉砕していだきました！（笑） 

 

さらに、ここ数年間持ち続けていたモヤモヤを突き抜けて、すっと光の筋

をさしていただけました。 

 

「1000 万なんて低すぎる。逃げてますよね。とりあえず 3000 万言ったって

バチはあたりませんよ」 

 

自分が言ってみたいけど、どうせ無理だし、1000 万も超えれていない人間が言

ったって夢物語（＝途中で諦めることで自分を落ち着かせる）をあっさり超越し

ていただけました。 

今日から早速その気になって「3000 万に到達するには？の意思決定」をはじめ

ている自分がいます。 

（まだ形だけですが・・・） 

 

研修や自己啓発好きの私はセミナーなどに参加して、目標を立てて手帳に書き、

毎日振り返ることで自己満足していたものの、途中でそれが「目標のための目

標」であることに気づき（どうせやらなくなるから疲労感がたまる）、ここ数年

は目標を立てることを頑なに拒んでおりました。 

 

しかし、今回立てた目標は、実にすっきりと、ポカリスエットのように自分の体

に染み渡ってきました。 

なぜか？ 

その理由は、コンサルの中でお聞きした、目標の立て方にあるように思います。 
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・長期と短期の目標、定性と定量の目標を両方持つ 

・他人に見られて恥ずかしいような、自分の本心（欲望）を目標にする 

・自分なりの（≠世間で良いとされる）QOL をあげる 

・短期で達成しようとしない（時間を味方につける） 

・五感直撃 

・とりあえず沢山書く。書くだけはただ。あとで編集すればいい。 

・今の自分から意識を離してみる。 

 

早速帰宅して思いついた目標を書き出してみましたが、「他人に言えない恥ずか

しい目標」が今日の会社業務、その後のジムでの圧倒的なモチベーションになっ

ていました。 

自分ってこんなに変態だったんだと気づかされました。。。苦笑 

 

教えて頂いたトム・ピーターズの 

『サラリーマン大逆襲作戦〈1〉ブランド人になれ! (トム・ピーターズのサラリ

ーマン大逆襲）』も早速購入しました。 

変われそうな気がしています。 

（まだ根拠はないです） 

いや、変わってみませす！ 

 

次回こそ変われた姿でお会いさせて頂きます。 

どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

▼「今後活用できると思われたこと」 

・私なりの鮒谷さんという存在の活用（表現が厚かましくて申し訳ありません）

の仕方について上記にも書かせて頂きましたが、私の場合、セミナー等で得た情

報、成功の仕方を「今の自分でできそうな小ぢんまりとした目標にまとめてしま

う」という癖があります。 

（しかもそのこじんまりさに気づいていない） 

 

それはどれだけ良い情報、よい方に触れて良質のインプットをしても、私の小市

民的無難思考回路を通ると、こじんまりした目標が製造されてしまっていまし

た。 

この思考回路を救世主ゴジラ（？）のごとく鮒谷さんに粉砕していただきまし

た。 

 

「自分のアウトプットを見ていただいて、粉砕⇒魅力的に再構築のお手

伝いをしていただく」（過去会社の上司で、「粉砕」してくれたものの、「再
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構築」したものがショボイものだったことは何度かあります。） 

鮒谷さんにしかできないコンサルだと思っています。 

 

▼「これから行動しようと思われたこと」 

（短期的な目標）せどり今年の 12 月末までに 30 万の利益。 

（まずは 9 月末までに 7 万円） 

 

▼「鮒谷の個別コンサルティングの利用を迷われている方へのメッセージ」 

仮に世界を二分する線を引くとしたら、私は「鮒谷さんがいる側の世界にいた

い」人間なのだ、と今回のコンサルで強く感じました。 

（そもそも、だからメルマガを拝読し続けているのだと思います。） 

その世界での存在感は天と地の違いはありますが、2 回のコンサルを通して言え

るのは、こんな私にも「ご近所付き合い（？）」のサポートをしていた

だけるということです。 

（「卵切らしちゃって。一ついただけない？」ときいたらキャビアが出

てくる感じ。笑） 

 

まずは体感されることをお勧めいたします。  

（Ｙ．Ｉ 様） 
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個別コンサルは決して安くないお金がかかりますが、答えが出ないまま

一人で考え続け、時間を無駄にするよりも疑問を相談することで、正し

い方向性、やり方を見つけ、実行に移し、成果を上げ、リターンを得る

方が中長期的に考えれば間違いなく正解なんだと思います。  

昨日は唐突な申し出にもかかわらず、予定を作っていただきありがとうございま

した。おかげさまで複数疑念に思っていたことの大半が解消され、今はす

っきりした気持ちです。疑問に対する解がはっきりしましたので、明確

になったすべきことに粛々と取り組み、生産性も意識して、成果を出し

ていくのみです。 

 

個別コンサルは決して安くないお金がかかりますが、答えが出ないまま一人で

考え続け、時間を無駄にするよりも疑問を相談することで、正しい方向

性、やり方を見つけ、実行に移し、成果を上げ、リターンを得る方が中

長期的に考えれば間違いなく正解なんだと思います。また鮒谷さんは

10 倍返し、100 倍返しをお約束いただいているので、クオリティにつ

いても心配ご無用、頼らない選択肢はないと思います。今後、他のサービ

スを順次立ち上げられ、さらに多忙になってもこのサービスは廃盤にし

ないでいただきたくお願いいたします。今回は 5 回コースのうちの初回、

聞きたいことが山盛りだったため、時間の関係で薄く広く感がありましたが（重

要な部分については時間をかけてじっくりご説明いただきました）次回はさらに

成果を高めるための項目を絞り込んで受講させていただきたいと思います。 

 

以下、備忘録として 

 

・専門分野を絞り、早期に結果を出す 

・自分にしかできないことしかやらない（作業員） 

・ヒットアンドアウェイ（ビッグマウスと謙虚、殴って謝る） 

・石にも目がある（ピンポイントに打撃を与えているか？常に自問自答） 

・部分最適でなく、全体最適を考える 

・小さな微差の積み重ねが絶対差となる 

・私はコミュニケーションの達人である！笑 

 

初回受講の目的は十分すぎるほど果たしました。お悩み解決、どうもあり

がとうございました、また来月もよろしくお願いいたします！  

（Ｔ．Ｔ様） 
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まだ 1 回ありますので、総括するのは早いとは思うのですが、個人的に

は 60 万円以上以上以上の価値はありました。と断言しておきます。  

まだ 1 回ありますので、総括するのは早いとは思うのですが、個人的には 60

万円以上以上以上の価値はありました。と断言しておきます。 

 

当初、個別コンサルに依頼した時はたまたま少し本業がうまくいっていたのと副

業が軌道に乗り出したので依頼させていただきました。とはいうものの 60 万円

というお金はなく、半分以下しか手元にありませんでした。 

でも申し込んだ以上稼がなければと思い、いつも以上に本業と副業にチカラをい

れ運もありましたが、なんとか 5 回のコンサル中に支払う事が出来そうです。 

今迄、月 2 万～5 万円くらいしか稼げなかった副業が 10 万円近く稼げた時もあ

りましたので、絶対に必要と思うだけで稼げたと思います。 

 

そして、60 万円を払って何を得たか、と言うと一つはどうでも良い事を

捨てられた事です。自分では潜在意識でもしたい仕事だと思っていた事

が実はそこまでしたいとは思っていなかった事に気づかせてもらった事

です。あまり燃えない仕事に対して、せっせと時間と燃料と労力をつぎ込んでい

た、という事がわかり、それを辞めることが出来た事です。 

 

私は、実はそれ以上に燃えやすい『やりたい事』がありました。 

でも、それは自信をもって行って良い、という事がわかりました。 

いつも夢や妄想は膨らんでおりましたが、ビジネスとはリアリティのある話だと

思っておりましたので、コンサルにする内容では無いと思っておりましたが、鮒

谷さんに『実は今 1 番興味のある話』とか『1 度見てみたい』と言われ

た時に、一気にリミッターが外れたのがわかりました。 

 

今迄はなんとなく、遠慮しながら話していた夢、空想、妄想的な話も

『ちゃんとついて来いよ』的な感じで話していける様になりました。 

さらに加速させ、『話、行動し、空間の歪みを打ち続け』（特にこの『空間の歪

みを打ち続けろ』って言葉は好きな言葉です。）異世界にいる●●●必ずこちら

の世界へと導きます。 

 

ありがとうございました。 

次回も宜しくお願いいたします！  

（Ｊ．Ｍ 様） 
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鮒谷さんのコンサルを受けるか受けないかで、人生が全く違ったものに

なると感じています。  

全 5 回の個別コンサル、ありがとうございました！ 

 

今回は主に情熱の大事さについて気付かせていただきました。 

「やりたいことをやる」と言う前に、まずその「やりたいこと」とは何か、とい

うことが自分自身分かっていませんでした。 

自分のことは何でも知っているという誤解をし、自分自身との対話を怠っていた

ことを反省しています。 

感情は論理に勝るというお話も、強烈でした。 

 

仮置きでも目標を持ち、どんな自分を発現させたいかを日々考えるようにしよう

と思います。 

 

鮒谷さんの個別コンサルを初めて受けてから現在に至るまで、葛藤の連続でし

た。 

自分が全く前に進んでいないのではないか、五里霧中だと不安になることもあり

ました。しかしそれに「ウニウニする期間」という名前が与えられたときには安

心しました（笑） 

 

鮒谷さんの手綱さばきは、いつもさり気無くありながら、間違いなく一

段上の景色を見せてくださると感じています。 

 

私についてはこれまでと同様、まだまだ試行錯誤が続きます。 

ただ、自分を取り巻く環境が変わったことは事実です。 

初めて鮒谷さんのコンサルを受けてから 1 年以上が経過しましたが、い

つの間にか、初回コンサル前の自分ではなくなっていました。 

 

鮒谷さんのコンサルを受けるか受けないかで、人生が全く違ったものに

なると感じています。 

 

鮒谷さん、セカンドステージの皆さま、今後とも、何卒よろしくお願いいたしま

す！  

（Ｍ．Ｓ 様） 
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今まで「とてつもない目標」がどんなものか考えたこともありませんで

した。 

でも、鮒谷さんとお話しするうちに、ぼや～とですが私の中で何かが見

えてきたのです！  

鮒谷さん 

 

本日は 1 回目の個別コンサルありがとうございました。 

 

10 月の某セミナーで鮒谷さんのお話しを初めてお聞きした時、自然と頬を涙が

つたっていたのです。「心が震える」とは、まさにこのことですね。 

私の中のなにかが鮒谷さんに SOS を発信したのでしょう。 

 

「鮒谷さんのコンサルを受けないと絶対に後悔する」 

「即断即決」で個別コンサルを申し込みました。 

 

申込み後に、私は 3 つの目標を掲げ、達成するための具体的行動をノートに書い

たのですが、その一つに「1 年間に 12 回セミナー参加&コンサルを受け

る」が、書いてすぐに 1 年間の予定ができたのです！ 

(今日お伝えするの忘れてました(--;) スミマセン) 

 

あら不思議、なんだか知らないうちに達成していたのです。 

個別コンサルを受ける前からすでに成果がでるなんて恐るべし鮒谷効果

(笑) 

 

コンサルを受けるにあたって 

 

「あえて何も考えずに、頭の中を真っ白にして鮒谷さんとお会いしよう」 

 

と考えコンサルに臨みました。 

 

私が掲げた 3 つの目標について「もっと、とてつもない目標を掲げる」とアドバ

イスがあり、今まで「とてつもない目標」がどんなものか考えたこともあ

りませんでした。 

でも鮒谷さんとお話しするうちに、ぼや～とですが私の中で何かが見え

てきたのです！ 

 

「挑戦的で心沸き立つ目標を設定する」 
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ノートに考えて考えて考え抜いて、書いて書いて書きまくります。 

私は、地方銀行で働いているごくごく普通の女性です。 

 

最初は 

 

「こんな普通の私が、スゴい方々をコンサルしている鮒谷さんのコンサル受けて

よいものなのだろうか？」 

 

とか思いもしたのですが「もっと成長したい！」の一心で個別コンサルを

申込みしました。 

 

「私ももっと成長したい！」と思っているそこの貴方！ 

「即断即決」すると貴方の中の何かが間違いなく変わると思います!! 

(決して鮒谷さんの回し者ではございません) 

 

鮒谷さん、2 回目のコンサルもどうぞ宜しくお願い致します。 

次にお会いするまで「横着せずに」頑張ります！  

（今村 様） 
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今回も自分自身では決して気づけない宝のアドバイス複数、大変ありが

とうございました。  

鮒谷さん、本日も個別コンサルありがとうございました。 

 

今回はしっかり時間をとって相談事項を考えていなかったので、薄い内容になる

かと思いきや、自分にとって今まで以上に収穫多きコンサルとなりました。 

 

◯目標について 

 

一旦作った長期目標が抽象的すぎるので過剰な形容詞を入れる等（圧倒的、圧

巻、絶対的）「その気」になる目標にアップデートし続ける 

長期目標を実務レベルで支える為のプロジェクト目標を策定する 

数値、期限等（目標が明確でないと PDCA が回らない）誰もが認める成果を出

すために PDCA を高速で回し 1 点を深く掘り続ける（あれもこれもやらない、

まず小さなプロジェクトで圧巻の成果を出す） 

 

◯公言実行 

 

公言し続けることによって逃げられない状況を作る 

（辛いけど言った方が自分のためになる） 

早く成果を出すために、ハードルの距離をあえて短くする 

少ないお手玉を全て完璧に回すより、多少こぼしたとしても大量のお手玉を超高

速で回していった方が最終的な成果物は大きくなる 

（PDCA を超高速で回すために、完璧主義でなく、テキトー主義） 

 

◯目標に最短最速で近づくため定期的に入れ替え戦を 

 

・時間の投下先？ 

・付き合う人？ 

・身を置く場？ 

 

この教えが今回コンサルの一番の収穫でした。 

 

自分の姿は自分ではわからないものです。 

自分なりにベストを尽くしているつもりでも、それが 

 

・正しい方向に向かっているのか？ 

・適正の速度が出ているのか？ 
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疑問（不安）でなりませんでした。 

今回、ズバリ正しい方向に進むためのヒント、アドバイスをいただきま

したので、定期的に入れ替え戦を行ない、正しい方向に軌道修正し続け、巡

航速度をあげて進んでいくことができます。 

 

次回、個別コンサル時までに今回の教えを試し、目に見える成果を次々と出して

いきます 

 

今回も自分自身では決して気づけない宝のアドバイス複数、大変ありが

とうございました。  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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セルフイメージも好転し、本業や日常生活にも良い影響がでています。  

鮒谷さま。 

 

先日の個別コンサルもありがとうございました。 

 

遅ればせながら、前回のコンサルから 1 ヶ月が経ったことを機に、現在の状況と

感じたことを感想としてまとめました。 

 

まず現在の状況ですが、個別コンサルの最後に「2 ヶ月で 6kg 痩せる」と

いう課題を頂き、それに向けて取り組みを行ってきました。 

結果としては、1 ヶ月経った今で 5kg 減量することができ、このままい

けば期限内に達成できる見込みです。 

 

今回の課題は、実の所おそらく多くの方々が無理なく達成できるレベルの課題な

のでしょう。ですが、それが良かったと感じています。 

 

下名は今まで何かを始めても三日坊主になることが多く、何も成せないまま自己

評価が下がり続けるという、負のスパイラルにハマっていたわけですが、鮒谷さ

まが下名の状況・状態を判断し、適切なレベルの課題を与えてくださっ

たおかげで、ここまで続けることができていると思います。 

 

今回の経験で（まだ終わってませんが）自分に合った「継続していくコツ」がわ

かってきました。 

 

・目標が大事→具体的かつ定量的な目標を立てる。 

・目標のレベルも重要→達成できるかできないか位のレベルが良い 

・意志が弱くても継続できる→ルーチン化すれば苦にならない 

・継続を維持する仕組みが必要→やったこと＆結果を記録していく 

・適度に自分を許す→完璧を求めるとつまづいた時に続かなくなる 

 

上記、一般的にも言われていることばかりですが、頭で理解することと

体験することは全然違いますね。 

そしてある程度結果がでてくると気分も良くなってくるものです。 

「やる気を出す」のではなく「その気になる」ことの重要が身にしみて

わかりました。 

セルフイメージも好転し、本業や日常生活にも良い影響がでています。 

 

また、コンサルで当日での気付きとして、今まで漠然としていた「自分
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が希求していること」について少し認識が深まりました。 

自分自身への認識が深まった事で、自己の判断基準なども変わってきて

います。 

迷いが少なくなることは勿論、自分の「軸」を形成することにもつなが

ってくると思うので、非常に良い気付きになりました。 

 

上記に挙げた状況や気付きを得られたのも、個人向けにカスタムが行い

やすい「一対一の個別コンサル」を百戦錬磨の鮒谷さまに行って頂いた

からこそだと思います。 

大人数のセミナー等では得ることができない経験です。 

 

本当にありがとうございます。 

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。  

（山村 貴志 様） 
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鮒谷さんの個別コンサルで教えていただいたことは、日々の生活の中

で、多くの気づき、次つながる行動、大きな効果をうみだし、突然に訪

れる機会に上手く対応できるようになりました。  

鮒谷様 

 

いつも大変お世話になっております。 

7 月から始まった個別コンサルが無事に 4 回まで終わりました。 

本当にありがとうございます。 

 

当初、ダルダル、モヤモヤの塊であった自分自身が、考えるべきこと、

知っておくべきことのレクチャーと、毒沼の歩き方の地図をいただいた

ことで、理想の成りたい自分になるため、不可逆的変化をするための真

っ暗な不安な冒険をスタートすることが出来ました。 

(鮒谷さんに毒沼に落とされたので走り始めた次第ですが・・) 

霧がかかった毒沼の中を目標を持って走り始めましたがいろいろな試練、やるべ

きことが次々と現れまた、こんなにスピードが出て大丈夫かな・・と不安です

が、大気圏突入にはスピード、勢いが大切と教えていただいていますのでこのス

ピートを落とさず、今の風にのり、最後まで突っ走る自分を妄想して、この毒沼

を超えて見せます。 

 

話はかわりますが、先日、知人を出向元の商品に興味がある・・ということで、

久しぶりに元の職場、ショールームに連れて行きました。 

3 年前まで当たり前のようにいた環境に、最初は「こっちもいいな。居心地いい

な」と安心感をいだきました。 

 

当社の販売する商品は一生に一度の大切な買い物です。 

打合せが始まり、ビックリしました。 

顧客の求めている気持ちから入るべきところなのに自己の正しい主張ばかりを繰

り返し、顧客の満足を蔑ろにしているのです。 

発している言葉も所々、上から目線となっています。 

 

終了後、知人に感想を聞くと、いろいろな知識が聞けて有意義な時間だった・・

と満足していましたが、私として不安でした。 

 

今までどっぷりとつかっていた気持ちよかった世界はこんなものだったのか・・

とガッカリしましたね。でも、今回のこの経験はディストピアを強く意識できる

貴重な機会となります。このまま減速して古巣に戻るとまずい、危機的な状況と

なると。 
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ハクション大魔王の最終回のお話しのように、壺に強制的に戻されないために

も、強い、強い杭、言葉を多く打ち込み、もとの自分に戻らない、なりたい自分

になるために、更なる準備、行動をいたします。 

 

また、鮒谷さんの個別コンサルで教えていただいたことは、日々の生活

の中で、多くの気づき、次つながる行動、大きな効果をうみだし、突然

に訪れる機会に上手く対応できるようになりました。 

事前に知っているコト、準備しているコトは本当に価値ある自分の資産となって

います。 

 

こうした素晴らしい効果を届けてくれる個別コンサル、鮒谷さんの凄さ

をあらためて強く実感し、深く感謝しております。 

 

しばらく、お会いするまで時間が空きますがだらけないように、失速しないよう

に自己管理をしっかりとして、ここまでの学び、気づき、経験させていただいた

ことを更に進化させ、次回にお会いした際に「良い報告」ができる自分になって

みせます。 

 

本当にいろいろとありがとうございました。 

引き続きお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。  

（会社員 Ｒ．Ｔ 様） 
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あなた様からの個別コンサルティングのお申し込みを 

お待ちしております。 

お申し込みは下記より承っております。 

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

 

個別コンサルティングのへのお問い合わせは 

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

まで、お気軽にどうぞ。 


