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命を懸けたリスクを負わずとも、お金を払うだけで北斗セールス拳を身に

つける方法を知ることができるのであれば、買いの一択ではないか思いま

す。  

本音源は「北斗セールス拳&南斗コンサル拳」というタイトルですが、あえて違

う見方をお伝えさせて頂くと、本音源は「ケンシロウになる方法」とも言え

るのではないかと考えています。 

 

この音源のテーマは営業、コンサルですが、広義の営業という意味では、日常生

活の全ては「営業」と言うことができるかと思います。つまり、友人との接し

方、家族との接し方、上司や部下との接し方など、相手に価値を提供する、喜ん

でもらうという意味において、私たちは常に営業をしている。と言えるのではな

いでしょうか。 

 

この時、ほんのちょっとした「違い」で、受ける印象も劇的に変わってしまうの

が怖い所です。そして、この「違い」を言語化することが大変に難しい。 

 

北斗百裂拳のやり方を伝えるのであればそこまで難しくはないかもしれま

せんが、ケンシロウになるにはどうすれば良いか、ということを言語化す

るとなると、一気に難易度が上がることは容易に想像できるかと思いま

す。 

 

そんな中で、「ケンシロウになる方法」、を極めて分かりやすく教えてくれ

ているのがこの音源だと思うのです。 

 

世の中には「一発で成約する方法」「簡単に受注するノウハウ」といった本が散

見されますが、そんな本を読んだからといって北斗神拳が使えるようになること

はなく、北斗神拳を極めるには、こんな修行が必要だよ。というメッセー

ジを伝えてくれているのがこの音源です。 

 

つまり、日々出会う全ての人と対峙する上での基本姿勢を教えてくれるの

がこの音源ということです。 

 

今から、何も意識せずに 1000 人の人と接した場合と、本音源で語られて

いることを意識して 1000 人の人と接した場合、とてつもない差が生まれ

るのは当然ですよね。 

 

そういった意味では、本音源も安すぎるという感想しかありません。 

 

また、北斗神拳の継承者は一人でなければいけないようですが、（継承者争いで

敗れた人は拳をつぶされるようです。。）北斗セールス拳では（おそらく。。）そん
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なことは無いはずです。 

 

命を懸けたリスクを負わずとも、お金を払うだけで北斗セールス拳を身に

つける方法を知ることができるのであれば、買いの一択ではないか思いま

す。  

（株式会社 CODOR 代表取締役 大橋亮太様） 
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本当に営業やコンサルティングを業としている方にとっては、すごく貴重

な音源であるように思います。  

鮒谷さん、この度も貴重な音源をありがとうございました。 

 

コンサルにあたって、【推察と洞察】という切り分けがすごく腹に落ちました。 

 

量稽古を積んでいき、自分の中にあるデータベースを積み重ねていくことが【推

察】であり、この推察を重ねていくことにより、データベースが充実していく。

そして、そのデータベースをもとに仮説を立てることが【洞察】であるとのこ

と。 

 

結局のところ、この推察によりデータベースを積み上げていき、初めて洞察とい

う過程に入ることができ、その結果、相手の【未充足の潜在ニーズ】に切り込ん

でいくことができるものと理解いたしました。 

 

聞く人を選ぶ音源、ということでかなり構えて聞き始めましたが、私自身、量

稽古とまでには至っておりませんが、同じようなところでつまずいた経験

があったため、すごくすごく共感する部分がありました。 

 

そしてその部分について、推察と洞察という言葉で、区別をしていただい

たことが、すごく腹に落ちたという次第です。 

 

私自身が鮒谷さんのみならず、同じ税理士業界の方からコンサルティングを受け

させていただく中でも、やはりこの人にお願いしてよかった、と思えるのは、自

分がこれまで考えもしなかったことにフォーカスしていただいたこと、つまりこ

れこそが未充足の潜在ニーズをえぐられた状態であり、ここに切り込んでいただ

けた瞬間に感動が生まれ、その人への信頼関係がグン！と高まっていくように思

います。 

 

これと逆のことを、これからのお客様にして差し上げることこそが、真の顧客ニ

ーズに訴求することであり、お客様の立場に立って考えたときに、本質的に必要

なものである、そのように心から思います。 

 

とは言え、私も実際に鮒谷さんより個別コンサルを通じてこういったことを教え

ていただいたおり、実際に実行していっているところではありますが、実行する

と本当に難しいことを痛感します(笑)。 

 

これこそが、本当に言葉に表すのが難しい【身体感覚】なのでしょうね。 

 

身体感覚なので、きっと自転車に乗ることができるようになるが如く、失敗を繰

り返して何度も経験していくことにより、自分の血となり肉になっていくものな

んだろうとこの音源を聞かせていただいて強く感じました。 
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本当に営業やコンサルティングを業としている方にとっては、すごく貴重

な音源であるように思います。 

 

と同時に、このような想いを持って営業やコンサルティングをされている方のサ

ービスを受けたいものだなぁと思った次第です。 

 

この度も本当にありがとうございました。 

 

引き続き個別コンサルなどでもよろしくお願いいたします。  

（村田佑樹税務会計事務 村田 佑樹 様） 
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いかにお互いノンストレスでセールスが出来るのかを深い深いレベルで伝

えて頂きました。これを早速、翌週から実践したところ３週間で◯百万の

売上が立ってしまい戸惑っています。  

鮒谷先生の音源を買い続けること数年。 

 

「ああ、だから気づかないうちに懐に入られていたのか」 

 

という印象です。 

 

特に殴って、謝る。ダメージが蓄積して、ある時に倒れる。 

 

いかにお互いノンストレスでセールスが出来るのかを深い深いレベルで伝

えて頂きました。これを早速、翌週から実践したところ３週間で◯百万の

売上が立ってしまい戸惑っています。 

 

繰り返し聞くことで骨の髄まで染み込ませます。 

いつも多くの学びをありがとうございます。  

（（株）ライフ・プロデュース 代表 野上浩一郎 様） 
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本音源にもあった、「本人が言語化できないニーズ」「本人も気づいていな

かった真の課題」、まさに「思いもよらなかった！！」が毎度毎度たくさん

あり、それらに気づかせてもらうと、「そうだったのか！！」と、「自分の

潜在ニーズ」が自分でわかり、しかもその解決方法まで伝授して戴けるの

で、日々がパラダイムシフトしていきます。  

いつもお世話になりありがとうございます。 

今回も貴重な音源を販売して戴き誠にありがとうございました。 

 

「新音源リリース」と聴き、もはや内容を見ずとも購入を決めている自分

がいました。ノーポチでした。本音源に限らず、いつもそんな感じです。 

 

最初の「目標音源」のときは、正直少しビビりながらも購入させて戴きました

が、鮒谷さんの音源を数々購入させて戴き、セミナーでも学ばせて戴き、

日々のメルマガでもまた学ばせて戴いているうちに、上記のように、もは

や「買うのが当たり前」「買わずにはいられない」「リリース即購入」「ノー

ポチ」「早く新音源聴きたい」という状態になっています。 

 

そうなったのは、過去の音源やセミナーにおいて、毎度毎度、鮒谷さんに

見事に潜在ニーズを掘られ、突かれ、とどめを刺されて続けてきたからか

と思います。また、対価の１０倍以上のものを戴き続けたからだと思いま

す。 

 

本音源にもあった、「本人が言語化できないニーズ」「本人も気づいていな

かった真の課題」、まさに「思いもよらなかった！！」が毎度毎度たくさん

あり、それらに気づかせてもらうと、「そうだったのか！！」と、「自分の

潜在ニーズ」が自分でわかり、しかもその解決方法まで伝授して戴けるの

で、日々がパラダイムシフトしていきます。今回の音源もそうでした。 

 

だからこそ、次から次へと、ノーポチで鮒谷さんの音源を求めてしまうのだと思

います。 

 

本当に「お前はもう、買っている」ですね。今回の音源を聴き、「なぜこうも

『鮒谷さん』を求めてしまうのか」ということがよくわかりました。これ

が鮒谷さんの北斗セールス。百戦錬磨された実践的奥義。（百戦練磨どころ

か万戦練磨でしょうか） 

 

よく「人生は営業そのもの」と言われます。恋愛だって営業、就活だって

営業、すべての仕事だって営業、人間関係だって営業、家庭だって営業。

ならば、どの場面でも伝授戴いたこの北斗セールスを実践していき、デー

タベースや経験値を蓄積しながら、北斗セールスを使いこなせるようにな
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っていきます。 

 

改めて、いつも、今回も、貴重な学びを戴き本当にありがとうございます。 

まだまだ自粛が続きますが、ご自愛ください。 

今後ともよろしくお願いします。  

（桑原 考太 様） 
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鮒谷さんの語っておられるセールスの理論は極めてシンプルであり、「ニ

ーズをつかみ、それを提供する」ということに尽きるのだと理解していま

す。ただ、その「ニーズ」とは何か、という部分において極めて深堀りを

されたのがこの音源で語られている内容でした。  

鮒谷様、セカンドステージの皆様 

 

この度は北斗の拳セールス音源を拝聴させて頂き、ありがとうございました。 

 

今回の音源で語られていた、セールスの秘訣とは、ある意味で当たり前であり

つつも、誰も正面を切って語らなかったお話をされているように思いまし

た。 

 

それというのも一般的に見て「汎用性がない」と言われてしまう内容だからで

す。 

その意味で、これまでの鮒谷さんのお話の文脈を理解していなければ容易に理解

できない部分もあり、聞く人を選ぶ音源だと感じました。 

 

鮒谷さんの語っておられるセールスの理論は極めてシンプルであり、「ニーズを

つかみ、それを提供する」ということに尽きるのだと理解しています。ただ、そ

の「ニーズ」とは何か、という部分において極めて深堀りをされたのがこ

の音源で語られている内容でした。 

 

「これが欲しい」と言われて、それを提供するのがセールス初心者。 

「これが欲しい」と言われて、「もっといいものありますよ」と言ってお勧めの

ものを提供するのがセールス中級者。「これが欲しい」と言われて、「もっとい

いものがあるはずなんだけど、すぐにはわからない...」と悩み、それを乗り越え

て、クライアントに感動を与えるものを売りつつ、自らも成長するのがセールス

上級者。 

その中でこの音源ではセールス上級者になるための道筋を語られていま

す。 

 

しかし、上級者というだけあって、そこに到達するのは容易なことではなく、鮒

谷さんが「コンサル量稽古」をされてきた歴史からそれが感じ取れます。クライ

アントの話を聴き取り、それを受け止めると同時に瞬時にパターンを複数提示す

るとともに、それに嵌らないと見るや、クライアントを洞察、推察することによ

りより深いニーズをつかんで行く、という過程が理解できました。 

 

この音源の難しいところは、鮒谷さんの感じておられるような、深いニーズをつ

かみ、それに対するソリューションを提供したことによって得られる一種のカタ

ルシスは、形として人前に提示することができないものであり、それをやったこ

とがある人にしかわからないということだと思います。 
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この音源を聴く人の大半は、（私を含め）そのようなカタルシスを感じたことが 

ないことが前提となっているのであり、鮒谷さんの感じた境地に達するのは 

相当に難しいことでしょう。 

 

しかし、少なくとも、日々お客様のニーズをくみ取ってやっているつもりの業務

の周囲に、深く、広大なニーズの世界があることを知るかどうかだけでも、 

行動の指針は大きく変ってきます。 

 

この音源の効果が本当に出てくるのは、これから「コンサル量稽古」のような修

行を経た後でしかないのかも知れませんが、ニーズの世界が広がっただけでも

この音源には十分な価値があるものと思いました。 

 

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。  

（アンサーズ法律事務所 弁護士 荒木 俊和 様） 
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鮒谷さんの意思決定基準として「頂いた代価の 10 倍を価値提供する」、

「プラスの痕跡を残す」、「未充足なニーズをあてる」という言葉は音源を

聴いてよく耳にしていましたが、今回、その考え方・思考・行動などを具

体的に言語化された貴重な音源であり、本当に「そうか！」と納得するこ

とが多く学びになる音源でした。  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

いつもお世話になっております 

今回の音源もリリースされて即購入させていただきました 

 

今回の音源は、鮒谷さんがメルマガでも書かれていた通り、「マジックの種

明かし」とおしゃっていましたが、まさにその通りだと感じました。 

 

鮒谷さんの意思決定基準として 

 

「頂いた代価の 10 倍を価値提供する」、 

「プラスの痕跡を残す」、 

「未充足なニーズをあてる」 

 

という言葉は音源を聴いてよく耳にしていましたが、今回、その考え方・思

考・行動などを具体的に言語化された貴重な音源であり、本当に「そう

か！」と納得することが多く学びになる音源でした。 

 

自分がその領域にいくためには、結論として実践経験を積む、修業するしかない

のですが、「ラポール、推察、類推、洞察」を意識してコミュニケーションする

のとしないのでは大きく差が出ると感じています。 

 

そのことで、特に心に響く残ったのは 3 点あります。 

 

1 点目は、ラポールの重要性。 

自分自身も何となくは、大事だなと思っていましたが、音源を聴いて確信に変わ

りました。何よりもラポールは、営業だけではなく人と人の関わること全てにお

いて、「相手に心を開いてもらえる」、「安心して本音を話してしてもらう」とい

う意味では、コミュニケーション力としてとても重要だと実感しました。 

 

そして、よくある営業経験の話。 

私も経験があるのですが、自分の知識不足や自身のなさから自分のできる範囲、

分かる範囲、得意な範囲に持っていこうする、また、これがニーズだと決め付け

提案していました。 
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そこでお客様から「違う」と言われると、強引につめるか終了のいずれかにな

る。そのことを何となく感覚では分かっていましたが、見事に言語化されてお

り、これも大きな学びになります。 

 

ラポールで大事なことは、お客様の本当の声が聴けるように自分の姿勢を見直す

ことであり、相手の話に全力で耳を傾けて聴く。「聴く力」が大事だというこ

と。アドラー心理学やコーチングでいう「相手も認める」と同じだと思います。

そして、「聴く力」と同じくらい大切なのが、「質問」する力。相手の心の深いと

ころを探すには、いかに良い質問を相手するか、それは自分の理解というよりも

相手自身に自分を深めてもらうための質問をするということだと感じています。

だから、相手のことを全力で理解しようとする姿勢が本当に大事になると感じま

した。 

 

ラポールをするためにも、相手が「話してみよう」と思えるだけの人格（いい

人）、実績（すごい人）、期待させる雰囲気を自分自身でつくっていく必要がある

ことを実感したのと同時に鮒谷さんの場合、それをメルマガでされているという

お話があり、納得しかなかったです。 

 

確かに、メルマガで鮒谷さんの人格も知り、実績を知っている。そんな鮒

谷さんの音源だからこそ、安心して買える。点だったものが線になったよ

うに思えます。 

 

2 点目は推察と洞察。 

相手を気づいていない未充足な潜在ニーズについては、推察と洞察で対応すると

いうこと。推察と洞察という言語を使われたことで頭がすっきり整理できまし

た。 

ここでは、推察をしようと思うと膨大な経験則が必要。つまり、膨大な数のデー

タベースが必要であり、そのデータベースに基づき仮説、パターン認識していく

ということ。だから、最初はデータ不足になるが、それでも傷つきながら実践し

ていく。 

プロになるのは当然の道だということを言葉を通じて教えていただきました。 

 

そのうえでパターン認識・データベースにない未充足のニーズの場合は、お客様

もこちらも課題がわからない時に緊張感が一気に高まる。そこで、洞察。物事の

本質を見つけていく力が必要となり、それに加えて俯瞰する力も必要だというこ

と。様々な角度、様々な事情から本質を見つけていくというプロセスになり、こ

こで、お客様と更なる対話を深め自分の持てる力を全て振り絞りることで、お客

様の「これだ」を見つけることができれば大きな喜びに代わり、それがまた自分

の血となり推察のデータ化されることになる。 

 

だからまずは、お客様とラポールをしながら自分の経験・実積をあげデータベー

スを拡大させる。そして、推察・仮説できるようになって初めて、洞察の領域に

入ることができるイメージだと捉えています。 
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ただし、この洞察の領域は、「営業、コンサルティング」に自分の命や人生など

全てをかけてお客様の未充足のニーズを考えている人、常に考え続けることがで

きる人でないと立ち入ることのできない領域だと思います。 

 

そして、これこそが仕事をしていくうえでの本当の醍醐味でもあると言えます。 

 

この領域までいければ、他を凌駕し排他的なビジネスができると確信しました。

それを実現していくことで自己重要感や自信も増し、さらに成長が加速していく

のだと思います。 

 

最後、3 点目は仕事は価値提供業であること。 

当たり前ですが、改めて言語化されたことで心に響きました。 

お客様に価値を渡せないものは仕事ではない。つまり、お客様のお役に立てない

のは仕事ではないということ。だから、常にお客様に価値提供できることを探し

続ける。それは日常生活から無意識に探している状態であり、お客様のことを考

え続けるということ。その行動が常態化していることだと感じました。 

 

今回の音源を聴いて、もう修行しかないと確信しました。そして、更なる

高みを目指して頑張ります。 

 

改めて、いつも貴重な学びを戴き本当にありがとうございます。 

 

今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。  

（金融機関 Ｒ．Ｉ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 

秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/8276f5f5/ 

 

今回の北斗セールス拳音源についても、普段の音源よりも短めでありなが

ら、多くの学びがギュッと詰まっていて、とても満足できる内容でした。  

いつも貴重なお話をありがとうございます。 

最近毎週のように新しい音源がリリースされ、音源のヘビーローテーションが止

まりません...。 

 

今回の北斗セールス拳音源についても、普段の音源よりも短めでありなが

ら、多くの学びがギュッと詰まっていて、とても満足できる内容でした。 

 

と、同時に、会社員の頃、営業をやっていた時の自分のことを思い返し、恥ずか

しいやら、やるせないやら、複雑な気持ちにもなりました。当時の自分は、メー

カーの営業だったこともあり、販売するものが決まっていました。商談の際、常

にお客様にとって最適な提案を心がけてはいたのですが、売上をあげたいという

エゴから、ついつい決め打ちセールスに走りがちだったように思います。ひどい

時は、「売ってもニーズは満たせないな」と感じるお客様に対しても、無理をし

て販売することもあり、鮒谷さんがご指摘されていたとおり、後工程が発生して

しまうこともしばしばありました。本当に、できることなら、当時の自分に

この音源を聞かせてやりたいくらいです。 

 

また、鮒谷さん自身のラポールを築くための取り組みのお話は、大変参考

になりました。特に、『すごい人と良い人の塩梅』についての話は、他では

なかなか聞けない内容ではないかと思います。（SNS やブログですごい人

アピールが横行していますが、そういった人たちの発信にイマイチ共感で

きない理由が良くわかりました） 

 

最後に、「充足されていないニーズを満たそうとすことは、技法ではなく姿勢や

態度である」という言葉は正直言ってかなり痺れました。推察と洞察の話など

も、拙い営業経験に照らし合わせ、ところどころ理解できた（ような気がする）

程度ですが、、、 

 

お客様に真摯に向き合うことが当たり前の状態になれるように、日々研鑚を重ね

ていきたいと思います。 

 

今回も本当にありがとうございました。  

（Web 広告（自営）Ｎ．Ｔ 様） 
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今回の音源では鮒谷さんのコンサルでの場面での話が具体的かつリアルに

分かる部分もあり、とても感動しました。  

ピラミッド音源に続き、今回も音源を購入させていただきました。 

今回の購入はコロナの影響もあり自宅で音源学習をする時間が増えたのとすっか

り減った飲み代により隠し資金があったということもありますが 

 

それよりも、これまで聞いていた鮒谷さんの「北斗の拳セールス」の具体

的な話が聴けるとのことで迷わず購入させていただきました。 

以下、いくつか感想を述べさせていただきます。 

 

◆まず「未充足の潜在ニーズを引き出す」という部分にとても興味を持ちまし

た。 

 

表面化されないニーズを引き出すには、まず聴くことであるということはカウン

セラーやコーチという対人援助職のみならず、セールスやコンサルタントにも有

効だということを認識しました。 

 

その中で、鮒谷さんが特にラポールという信頼関係を重視しているということを

知り、人とのコミュニケーションが必要である業種に共通なのはラポールの形成

だということを改めて感じました。話を聴くというと「自分はできるし、やって

いる」と思いがちですが、意外とできていないのが現状だと思います。 

 

その中で鮒谷さんが重視して関係性を構築していることに感銘を受けました。セ

ールスの場面以外においても、人間関係のトラブルは最初のボタンの掛け違いか

ら始まることが多々あり、最初の段階での信頼関係構築の重要性は全くその通り

だと思います。 

 

◆今回の音源では鮒谷さんのコンサルでの場面での話が具体的かつリアル

に分かる部分もあり、とても感動しました。 

 

鮒谷さんのコンサルはどんな時でも完ぺきなイメージを持っていました。（勝手

ながらのイメージですが）鮒谷さんもコンサルの中でそれまでの経験が当てはま

らないこともあり、苦しくなる部分もあるという一面を開示していただきとても

共感を受けました。 

海女さんの喩えでは、深く潜ろうとすればするほど苦しくなる。相手の真のニー

ズを引き出すには、表面上からでは届かない奥底まで潜るくらいの姿勢が必要で

あることが分かりました。そこまで到達するには、もはやスキルや技法ではな

く、姿勢や覚悟の世界であることを深く認識しました。 

 

◆今回の音源は聴く人を選ぶということでしたが、セールスなどの販売だけで
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はなく、人とのコミュニケーションが必要な対人援助職などにも当てはま

る部分があると思いました。 

 

今回もありがとうございました。  

（石田弘之 様） 
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今回も他ではまず手に入らない、価値のある貴重な音源をありがとうござ

いました！  

冒頭部分は、今までの営業で時には傷つきながら経験して体得してきたことを想

いおこすことができました。また、前提としてそれが良いものとして無意識に行

なってきたが自分が明確に言語化できていなかったことも多くありました。 

 

ゴリゴリ押している時は何か間違っていると思った方が良い、というのはいつで

もすぐに想い出せそうですし、ラポールの意味合いは腹に落とし毎回もっと気を

入れ丁寧に行おうと思いました。 

 

自分の仕事は仲介業であり、私から顧客に提供する商品がマーケット状況によっ

て変わるのですが、誰のどのような潜在ニーズにアプローチしてどのように急所

をついたサービスで唯一無二の価値を提供する存在になるのか？という戦略をも

っと真剣に考えないとなと思いました。 

 

そして、それを行うには以前からお話されている目標、特にビーイングや日記シ

ステムが前提条件として綺麗にリンクしてくるのだな、ということがわかりまし

た。 

 

ビーイングのイメージはおぼろげながらは見えてきてはいるのですが、その根拠

もより深いところまで明確化していきたいと思います 

 

今回も他ではまず手に入らない、価値のある貴重な音源をありがとうござ

いました！  

（Ｙ．Ａ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 

秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/8276f5f5/ 

 

カーブを曲がったら見晴らしのよい少し下りの一本道に出た感じです。  

職種的には営業でもコンサルでもないですがそういう枠を無しに、役に立つ気配

を感じたので購入しました（笑） 

 

相手の気づいていない潜在ニーズを引き出すための技法、技法ではなく態度や姿

勢とおっしゃっていましたがラポールからの一貫性が綺麗に表現されていてよく

理解できました。 

カーブを曲がったら見晴らしのよい少し下りの一本道に出た感じです。 

 

知的負荷により自分の引き出しであるデータベースを増やしそれを必要に応じて

提供し、そこにない未知との遭遇となった時点では真の一本勝負。そこでスコン

と落ちなければまた、自身の成長の機会として捉える。正に価値提供業として姿

勢、存在意義であり、突き抜けるにはそこまで研鑽し続けるしかないのだと思い

ました。 

 

代替不可能な次元に辿り着き、そこからもさらに高みを目指す稲穂のような気持

ちでやると見えてくる世界に到達できるよう日々に落としていこうと思います。  

（山田和彦 様） 
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いつも気付きの多い音源をご提供いただきありがとうございます。  

鮒谷様 

 

北斗セールス音源を提供いただきありがとうございます。 

この度の音源は、購入しやすい価格だったこともありますが、アフターコロナ音

源とピラミッド音源から間を置かずに販売されたことで、メルマガでの案内にパ

ブロフの犬のように反応し、何も考えずに購入しておりました。 

 

北斗セールスの感想をお送りさせていただきます。 

北斗セールスは Being 目標に紐づき、コンサルにおける「会心の一撃」の再現性

を高められているという話が印象に残っております。 

 

目標ピラミッドの音源でも話しをされていたように梯子の上り下りを繰り返すこ

とで北斗セールスを実現させるという風に理解しました。 

 

いつも気付きの多い音源をご提供いただきありがとうございます。  

（五島克英 様） 
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またこれから何度も聞き直して、ピラミッドを上り下りしていきたいと思

います。そのピラミッドも聖帝十字陵のように崩れてしまわないようにし

なければなりませんが。  

お客様の潜在的ニーズ、真に求めているモノを探し当て、それを満たすことで売

り上げを立てる。 

 

これはたしかに奥義中の奥義だと感じました。 

 

ただその奥義だけを手にしたい！と思っても手に入れることはできない、すなわ

ち『ジャギ』になってしまっては、似て非なる北斗神拳を身につけてひけらかす

だけで、真の伝承者にはなれないということだと思います。なぜその奥義が必要

なのか。 

 

思考のピラミッド音源で鮒谷さんが仰っておられたように、大きな being 目標に

紐づいた中目標、小目標の中に、 

 

「お客様の期待値を大きく超える価値を提供する存在になる。」 

 

や、 

 

「同じ売るにしても、潜在的ニーズをズバッと突いて売るという、代替不可の存

在になる。」 

 

という確固たるキラキラした目標があってこそ、その奥義を身につける必要性を

感じられるようになるのだと思いました。自身の目標設定が重要なのだというこ

とをここでも改めて感じました。 

 

北斗神拳を伝承する目的が、ラオウの場合は自分の力を誇示することでした。尤

も、物語の最後のほうでは個人的な野望の背景にあるものが語られることとなり

ますが、ケンシロウの場合は当初はそれがはっきりしていなかったように思いま

す。 

そう考えると、北斗の拳という物語は、ケンシロウが真の伝承者になる、つまり

なぜ自分は奥義を体得する必要があったのかという自問自答の旅の物語だったの

かもしれません。 

 

感想から少し横道に逸れてしまいましたが、とにかくこの奥義を身につけるため

には目標設定ありきだと思いました。そして私自身は正直、「あ、これができる

といいな。」というレベルにしか今は達していないとも思いました。聞く人を選

ぶ音源だ、と鮒谷さんは仰っておられましたが、私は今の状態では音源には選ば

れない人間だと思います。 

 

色々問題はあるのですが、私に最も足らない部分は〔目標に裏打ちされた姿勢〕
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だと思います。 

 

鮒谷さんがおこなっておられるセールスと違って、私が生業としている複数の業

種はどれも一対多であったり、一期一会の関係性であったり、自己開示に制限が

あったりで、自分にはちょっと当てはまらないな、と最初に感じてしまいまし

た。 

 

ただ聞いているにつれて、、、 

 

「相手のことを知らずに売ろうとしていることはただの傲慢なんじゃないか？」 

「自分のもっている武器を過信して、悪質な押し売りをしてるんじゃないか？」 

「自分の武器に対して自信と臆病のギリギリのところで闘っているのか？」 

「プロとして仮説を立てられるぐらい、十分な知識を持っているのか？」 

「サービス提供をオートバトルモードにしていないか？いくら成熟してもマニュ

アルモードは残しておかないといけないんじゃないか？」 

「場数は足りているのか？」 

 

という言葉が自分の中には次々と浮かんできました。そしてそれらは個別具体の

テクニックではなく、姿勢の領域に入る言葉たちなんだと気付きました。 

 

たしかに自分の場合は、目の前にいる人に価値を提供してその方達から評価して

いただき、直接対価を頂戴するという業態ではありません。ただ鮒谷さんが仰っ

ておられたように、「売るという行為は全てコンサルティング。」というマインド

で仕事に臨めば、自分自身の業務は全て対人サービスであることには間違いな

く、相手の言葉に耳を傾ける重要性はなんら変わりなく、自分の思いだけをもっ

て相手の秘孔を突くような仕事ではない、ということにも気づかされました。 

 

我々の目の前にいる対象者のかたがたは木人形ではない。すなわち、サービスを

提供する者は須く、アミバのようになってはいけないのだ、ということだと思い

ます。 

 

自分の場合はまず目標設定から見直すことが必要ではありますが、そういう奥義

がこの世にあること、それを体得している人が実際にいることを知ってしまいま

すと、やはり心が動かされずに済むはずがありません。 

 

私が奥義をマスターする上で筋が良いかどうかはわかりません。お世辞にも良い

とは言えないと思います。奥義をマスターしたほうが素直にかっこいいと思いま

すし、そんな自分がもしかしたらこの先、世の中を救う『大河の一滴』となれる

かもしれないと思うと、ワクワクしてくる気持ちもこみ上げてきます。 

 

今はその思いはまだまだ弱いかもしれませんが、奥義を体得することが不可避と

なるような目標を掲げ、そこに心が動かされた自分自身を信じ、日々の行動に移

していく、行動を変えていくと宣言したいと思います。 
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またこれから何度も聞き直して、ピラミッドを上り下りしていきたいと思

います。そのピラミッドも聖帝十字陵のように崩れてしまわないようにし

なければなりませんが。 

 

末尾となりましたが、今回も貴重なお話をありがとうございました。  

（大阪 ECO 動物海洋専門学校 獣医師／臨床心理士 渡邊力生 様） 
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この度も、価値ある音源を提供いただきありがとうございました！  

今は会社員をしておりますが、チームとしてコンサルやセールスを提供し

ていくのに課題を抱えていました。どうしていこうかなと頭を悩ましてい

たときにこの音源の案内があり、「今の自分のためにある音源」と思い即ポ

チッとしました。 

 

音源を聞いて、コンサルもセールスもお客さまの問題解決としては同じという基

本概念を再認識いたしました。私の周りにいる良いコンサルが良いセールスであ

ることが腹落ちいたしました。 

 

その人たちの手法、あり方が、鮒谷さんのおっしゃる、すごいと人間性のバラン

スの比率通りだなと音源を聞きながら感じておりました。すごいだけでは人を寄

せ付けないし、人間性だけでは仕事を頼めない。そのバランス、配分を相手によ

って変えていくというのが腕の見せどころかなとも思います。 

 

一番刺さったのが海女さんの喩えです。少し表現が異なりますが、お客さまの心

の海に入ってよいかどうかはラポールづくりがすべて。ラポールができていない

のに、漁場に入れるわけがない。無理やりはいっても、漁場が制限されるため得

るものは少ないし、お客さまが望むモノはとれない。そもそも自分の中で Being

の目標があって、なぜ海に潜るのかがはっきりしていないと、良い獲物を探り出

すことはできない。お客さまにはいっていいよと言われてからどこまで潜れるか

が勝負。 

 

全身全霊で、その海に入り込む。命がけでどこまで深く潜れるかが力量を測る 1

つののモノサシになる。深く潜り込んで、お客さま自身が漁場にあるのに気づか

なかったものがとれたときに期待値を超える価値を提供できる。 

それが 

「とったどー！！！」 

という手応えとなる。 

いつでも 

「とったどー！！！」 

となるためには量稽古あるのみ。 

 

実践したら行動や思考の記録をとり、言語化して潜りの技術を高める。こんな理

解であっていますでしょうか。 

 

自分の中での Being 目標がブレていないか、過去の音源を聞き直して、自分の目
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標を見直そうと思います。 

 

この度も、価値ある音源を提供いただきありがとうございました！  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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この音源はまさに鮒谷さんの奥義を公開していると言えます。  

今回の音源ではよくラポールという単語が出てきます。ラポールを疎かにする者

は、コミュニケーションを疎かにするこれを深く考えさせられました。 

 

セールスでは警戒させないようにいきなり売らず雑談などから入りましょうみた

いな話をよく聞きます。信頼関係を築いて売るのは、まさに定番とも言えます。

人と信頼関係を築きましょうなんてことは人付き合いをする前提として当たり前

だと思いますがそれが本当に重要だと気付くまでは聞いて聞かず。自分の中にそ

の言葉のインストールが始まりません。セールス拳、コンサル拳をパッを見たと

きにセールスやコンサルを主にしている人向けかなと感じ、聞く人を選ぶ音源...

今回は対象者ではないかもしれないと思いました。実際には自動車税を払った後

の財布を見ながらなので対象か対象でないか、買わない理由を探していたのかも

しれません(いけませんね) 

 

でも、メルマガを読んでいる時点で既にロックオンされており音源を聞か

れた方のご感想を見ているうちにやっぱり聞きたいと気持ちを高められま

した。本当にご感想は鮒谷神拳の学び手たちによる追い打ちです(ありがと

うございます)メルマガや PDF で掲載されているご感想は鮒谷さんと皆さ

んのラポールの塊です。多種多様な方が感想を書いているのを紹介されて

います。これだけいろんな方が感想を送っているんだからこれは信頼でき

る人なんじゃね？と鮒谷さんと付き合いが浅い人でも思うはずです。 

 

世の中にはメルマガを配信しているコンサルタントさんが鮒谷さん以外にもいま

す。しかし、なぜその中で自分は鮒谷さんと縁を結んだのか？それを今回

の音源で理解できた気がします。 

 

単に３６５日毎日メルマガを配信しているからだけじゃない鮒谷さんと接した方

のご感想(鮒谷さんとその方のラポール)からあぁ、きっとこの人は信頼できる人

だと確信し自分と鮒谷さんとのラポール形成にも繋がっていました。これが鮒谷

さんの模倣困難性に違いありません。他の人が真似をしようとしても、職業や実

名も許可する方もいるほどの質の良い感想を集めるのは一朝一夕には絶対にでき

ないでしょう。簡単に出来たとしても幹部とか身内とかなんか毎回同じ人だな、

と思ってしまう人達くらいからなはず。鮒谷さんは人生を掛けてお客さんと向き

合っている。本当に本当に知的遊戯を楽しんでいるなと伝わります。 

 

時にお客さんも鮒谷さんも解がわからない緊張感もあるまたそれが自分を成長さ

せてくれる。そんな命がけで人と向き合い構築された鮒谷さんの膨大なデータベ

ース本来なら収益効率が悪いと思われるコンサルを続けてアップデートされてい

くこのデータベースはもはや代替不可能。この音源はまさに鮒谷さんの奥義を

公開していると言えます。 
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誰しも自分の仕事に関するデータベースは持っていると思います。 

自分であればお客さんがインターネットができなくなった、メールができなくな

ったと言ってきてもあーこの原因はアレねと、原因は様々であっても今までの経

験から蓄積された脳内データベースのおかげですぐ見当がつきます。しかしコミ

ュニケーションのデータベースはまったく作ってこなかったと今回気付きまし

た。推察、洞察するにも、そもそも人のことを全然見てこなかったじゃないかと

そのくせ、自分は人の顔も名前もなかなか覚えられないなコミュニケーションが

苦手なのはどうしてなのだろう？と思っていました。対話、質問、によって深く

潜る(今回は音源を聞いてでしょうか) 

 

今まで自分の力では深く潜れなかったけれども、音源を聞いて少しは自分

の中を潜れた気がします。コミュニケーションが苦手なのはなんでだろうじゃ

ないんだよ心の奥底では人と信頼関係を築こうなんて、今まで思ってこなかった

だろうと。 

 

日記や目標、ピラミッド音源などは自分の内面を構築する考え方や心構えを今回

のセールス拳コンサル拳は人と向き合う姿勢・心構えを考えさせられました。こ

の音源を聞いていなかったら人と信頼関係を築くことの大切さ重要性を真

に気付くのはまだ時間を要したと思います。 

 

この音源を聞いて知的遊戯を楽しむと紙に書いて壁に貼りました。知的遊戯は今

までもメルマガや音源で渡してもらっていましたが今回の音源でこの言葉はもっ

と意識して刷り込まなければと感じました。人と接する事は面倒事ではなく、知

的遊戯の始まりだと時に困難な事があろうとも、それはくるたのしい知的遊戯だ

と。言うは易く行うは難しではありますが、何をするにもはじめに言葉ありき。

日々精進してまいります。 

 

今回もありがとうございました。またよろしくお願い致します。  

（庄野直明 さま） 
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是非まだ聞かれていない方がいらしたらもったいないですよ！！と声を大

にして伝えたいです。  

鮒谷様、セカンドステージの皆様 

 

いつも素敵な学びの場をありがとうございます。 

 

北斗の拳セールスは 

 

「愛のカタチ」 

 

かなぁ～なんて思っています。 

 

"ますは"口を閉じる" 

 

えっ！！ムフフ・・（笑） 

 

"二人で秘密を語らい" 

 

あらあら・・（笑） 

 

"本人ですら気づいていなかった 

 

好きだという気持ち（真の課題）を引き出し優しく包み込むように愛（解決策）

を相手の懐に届ける～" 

 

見事！！愛を成就！！（笑） 

 

こんなことをされれば誰でも恋に落ちますね！！ 

 

しかもその愛（解決策）はたっぷりの愛情が注がれた（その人独自の解決策）も

のですから！！この音源を聞いて恋愛だなぁ～と思いました！（笑） 

 

セールスの話をしているのに（笑） 

口を閉じる！！どうしても話したくなります。 

何か（解決策）話さないとカッコ悪いとおもってしまいますから・・ 

話すぎるから"愛"が成就しないのかもしれません！！（笑） 

 

是非まだ聞かれていない方がいらしたらもったいないですよ！！と声を大

にして伝えたいです。ちなみに自分はこの音源で愛の秘孔を射抜きます（笑） 
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今回もこのような貴重なお話をありがとうございます！！ 

今回もというか毎回鮒谷さんの熱い語りにこころが震えてます！！ 

 

いつも同じことを書いていますが、鮒谷さんの音源には温かさがあります。 

そこに触れたくてまた買ってしまうという面もあると思います。（笑）  

（山本 研一 さま） 
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息が苦しくても、深く潜って、お客様自身もまだ気づかないニーズを掘り

当てることは、仕事の醍醐味であるということも、今回の音源が、思い出

すきっかけとなりました。  

北斗セールスの音源を聞かせていただきました。 

感想をお送りさせていただきます。 

 

鮒谷さんのセミナー、そして音源、またコンサルと、しばらくご無沙汰しており

ました。（失礼しております）ただ、ここ最近、コロナもあり、自分の身辺の劇

的な変化もあって、再度、以前に買い求めた日記や目標設定などのセミナー音源

を聞き直す機会がありました。 

 

そして、今さらながら、「わかっていてもできていないこと」の多さに愕然とし

たり、「ということは、まだまだ伸びしろがある」と気づいたり、そんな文脈の

中で、今回の北斗セールスの音源を聞きました。 

 

私自身もセールスをしている身であり、また、コンサルティングを生業にしてい

る身でありますので、お客様自身が気づいていない課題、ニーズを、いかに推察

し、洞察するのか・・・いつまでたっても課題だなぁ、と感じております。 

 

ですが、息が苦しくても、深く潜って、お客様自身もまだ気づかないニー

ズを掘り当てることは、仕事の醍醐味であるということも、今回の音源

が、思い出すきっかけとなりました。この醍醐味も体感したことがなんども

あるわけですが、それでも、やはり苦しく、しんどいことでもあるので、ついつ

い楽に流されて、「この辺でいいだろう」的なセールスやコンサルをしてしまう

ことがあります。 

 

一時的に楽でも、それが自尊心を下げ、モチベーションを下げていく・・・ふと

油断すると、そんな負のサイクルに入ることがあり、今回の音源をきっかけ

に、再度、一つ一つの仕事を見直したいと思います。 

 

ありがとうございました。  

（株式会社 Complat（コンプラット）代表取締役 菊池 研 様） 
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素晴らしい学びを提供していただき、ありがとうございました。  

セールスでもコンサルティングでも最終的に鍵を握るのは技法やスキルではな

く、こちらの姿勢（あり方）であることをこの音源を通して教えていただきまし

た。 

 

顧客の問題の核心を自分のデータベースから推察できないときは、全身全霊で相

手と向き合い、全人格的な対話をすることによってこそ洞察が生まれるのです

ね。 

 

そのような経験を数多く繰り返し、自分のデータベースを充実させていきたいと 

心から思いました。 

 

素晴らしい学びを提供していただき、ありがとうございました。  

（心理カウンセラー Ａ．Ｎ 様） 
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本音源を４回聞き、感想文を書くなかで、これまで各種音源を何度も聞い

ていながら、気付かなかった、見落としていた、見ようとしなかったこと

も併せて、'心と頭'にグイグイときています。  

鮒谷様 

 

いつも心に刺さる音源を提供して頂きありがとうございます。 

 

全体を通して、己がいかに物事について考えていないかが、分かりました。 

 

始めの'未充足の潜在ニーズ'、'顕在化されたニーズ'を自身に置き換えてみると、

普段営業の仕事をしていますが、振り返れば、いかに顕在化したニーズにしか営

業をしていないかが分かりました。  

 

それでも、信頼関係が出来ていれば、食べていけるだけの商売には成り、時には

敵失等のおかげで、大きな商売が出来たこともありました。しかし、継続して突

き抜けた結果が出ないのは、流れや運だけに頼った結果でした。 

 

自分本位での営業であり、価値提供と言っても顕在化されたものに対してだった

ので、たいした感謝もされていなかったと思われます。継続的に良好な関係を続

けていくために、未充足の潜在ニーズをくみ取ることを意識する。また、ブルー

オーシャン（＝未充足の潜在ニーズ）の考えは、知ってはいますが、どうやって

考えるのかを分かっていなかった。価値を渡すために、信頼醸成を築いたうえ

で、真剣に考え、話し、質問をしていくことで、相手の未充足の潜在ニーズが初

めて見えてくるとの言葉に、心にストンと概念が落ちてきました。 

 

断罪セールスから考えました。確かに、無意識で自分の持ってる型（商品）だけ

で商売をし、売れるなら売っていました。売ったあとのことを考えると、欲しい

と言われても売らない方がお客様の為になると分かっていてもです。 

 

このような時、不要なのでは？ もう一度検討されてから購入されては？ と話

したことも過去にあります。 その相手とは、その後も良いお付き合いをさせて

頂いています。 

 

では、何故、成功体験があるのに出来なくなったか。 それは社内での地位が上

がり、顧客重視から売上重視に知らず知らず汚染されていたからです。対策は、

未充足の潜在ニーズを提供することを心掛けていれば、価値提供につながり、結

果はあとからついてくるです。 

 

凄い人、いい人の話に対し凄い人が相手に喜ばれると思っていましたが、商売と

なると「隙をみせたらやられる」と思われるとは、気が付きませんでした。いい

人は、友人としては良いけど、商売となると相手に合わせるだけで、頼りがいが

ないと思われてる。どちらかでなく、凄い人・いい人をバランス良く出せれば、
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相手にとって安心して頂ける。打ってダメージを与え、自ら打ち消し。 打たれ

た方は、気には残らないけどダメージは、残っている。それは、信頼醸成を築き

ながら、自己ブランド化を創っていくということ。ここだけの話をして頂くには

（≠未充足の潜在ニーズに到達する前提）信頼醸成を気づくために、こちらから

情報を開示し、会話をし、安心して話してもらえるようにする。 

 

ここを踏まえてから課題に対し、繰り返し質問を行い深いところにあるもの（＝

満たされていない思い）を探しあてる。 質問が大事。今までの各種音源を通し

て思うこと自身の振り返りを一度や二度行う（それなりに負荷はかかるが...）だ

けでは、真の being など見えてこない。何度も繰り返すことで、おぼろげながら

見えてきて精度が上がり、更新がされる。音源を何度も聞いて知っているのに何

故、考えないのか？ 何故、考え続けないのか？ それは、考えないのが、ら

く・ラク・楽だから。（苦笑）では、今後どうしていくのか感想文を書くこと

で、己を振り返り、言語化し、実践していくこと。 

まず、今回感想文を書き、実践の第一歩としました。 

 

追記今まで、目標設定放談、物語放談、日記放談等はヘビロテで聞き、振り返り

をしていましたが、感想文は１回しか書いていません。しかし、本音源を４回

聞き、感想文を書くなかで、これまで各種音源を何度も聞いていながら、

気付かなかった、見落としていた、見ようとしなかったことも併せて、'心

と頭'にグイグイときています。 

 

人生の指針になる音源をいつも提供して頂き、お礼申し上げます。 

これからも引き続きよろしくお願いいたします。  

（粟嶋 伸吾 様） 
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秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/8276f5f5/ 

  

これを毎日意識して仕事をするのと、そうでないのでは、数年たつと天と

地ほどの差が出るのではないかと思います。無意識レベルで出来るように

なるまで、刷り込んで刷り込んで刷り込んで行きたいと思います！  

鮒谷様 

 

貴重な音源、有難うございます！ 

 

本音源、「セールス」音源となっていますが、セールス以外の仕事にも、大き

く効果を発揮する音源ですね！もっというと、仕事以外にも活用できるヒ

ントが満載の音源でした！ 

 

中略 

 

私にとっては、特に、ラポールの重要性や、すごい人 いい人の割合の話など、

コミュニケーション的な要素について、非常に気づきがありました。 

 

これを毎日意識して仕事をするのと、そうでないのでは、数年たつと天と

地ほどの差が出るのではないかと思います。無意識レベルで出来るように

なるまで、刷り込んで刷り込んで刷り込んで行きたいと思います！ 

 

また次回の音源、楽しみにしています！ 

 

※私は、営業企画や経営企画の仕事が長いですが、本音源の中でおっしゃってい

た、本質的な課題・ニーズが見つかったときの、コツン、という音が聞こえる、

そうでないときは、なんかモヤモヤとする、という感覚、非常によくわかりま

す。 

 

コツン、と当たったときの気持ちよさ・嬉しさ、仕事をやっててよかった～、と

いう感じ、たまらないですね。精度高く出来るようになるよう、日々、ベストを

尽くします！  

（Ｋ．Ｍ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 

秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/8276f5f5/ 

 

Being 目標で安心・安全の生活や経済的にある程度豊かな状態であること

を目標として設定されている方は、本音源の考え方は身に付けなければな

らないこと（Being 目標に紐づくであろう考え方）だと思います。  

今回の北斗セールスは職業柄必要なことであり、何より今後の自分の

Being 目標を考えると必須であると考え、すぐに購入を決断しました。 

 

結果的にその決断は正しく、日本の今後の将来を考えると、本音声は必須ではな

いかと思いました。 

 

日本の人口減少は今後さらに進行し、人口減少に伴った悪影響が多数現れてくる

と考えられます。人口はほぼ確実な未来と言われるものですので、ピラミッド音

源でも紹介されていましたが、間違いなく日本はとんでもない状態になります。

実際、世界での日本の相対的地位は低下し続けており、まだまだ止まらないと思

われます。 

 

このことがどの程度自分に関わることかを認識されている方が少ないように思い

ますが、日本の戦後の経済成長は人口ボーナスが主因であり、今後人口減少すれ

ば経済成長していくとは考えにくく、追い風が吹いていた団塊の世代以上の方々

とは異なり、我々世代は、強い向かい風の中を生きていかなければならない状態

です。 

 

ICT による生産性向上を DX（デジタルトランスフォーメーション）と称し、民

間企業でも声高にうたわれています。生産性が向上するのは「企業」としては良

いことでしょうが、生産性向上で得をするのは一体誰なのでしょうか。雇用され

ている方はいつまで自身が安泰と考えているのでしょうか。 

 

また、中国の共産党の一党支配による強引な手法、そしてその成長スピードを見

るにつれ、 

日本が大丈夫だと思っている人はお花畑にしか思えません。 

 

そのような認識の中、今回の北斗セールスを聴き、感じたのは、「北斗セー

ルスは仕事（ビジネス）を自分で作り出すことに繋がる」ということでし

た。 

 

顧客への価値提供とはビジネスの基本であり、この考え方を身に付けるこ

とにより、短期的にはセールス・コンサルの売上アップに繋がり、中長期

的には現在の仕事を AI や ICT に取って代わられても、自分で仕事を生み

出し、どんな環境でも食べていけることになるだろうと思います。 

 

Being 目標で安心・安全の生活や経済的にある程度豊かな状態であること
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を目標として設定されている方は、本音源の考え方は身に付けなければな

らないこと（Being 目標に紐づくであろう考え方）だと思います。  

（Ｔ．Ｔ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 

秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 
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鮒谷さんのセミナーやコンサル、音源におきましては、常にそういった

我々がぼんやりとは気づいているものの言語化しきれていない物事の仕組

みや構造を、具体的な比喩を交えた言葉によってこうも分かりやすく言語

化していただき、それを受けて改めて本当の意味で腑に落ちることにつな

がります。  

鮒谷さん、 

この度の音源におきましても多大なる気づきの数々をありがとうございまし

た！ 

 

「北斗セールス拳」というと一見して、セールスにおけるテクニカルなことを

「百烈拳」のごとく乱れ打ちされるような内容かというとそうではなく、まさに

一撃必殺、お客さまのピンポイントとなるところを探り当てることによっ

て瞬殺する＝期待以上の価値（感動）を提供する秘訣について、微に入り

細に入りご教授いただける内容でした。 

 

北斗の拳においては相手に最も有効な経絡秘孔は多々ある中でも（確か１０８つ

あったような）それぞれ違うように、コンサルやセールスにおいても相手におけ

る有効な経絡秘孔＝未充足の潜在ニーズはそれぞれ違います。 

 

それを探り当てるための前提条件として、とにかく「聴く」ことによって相手に

ありのままを話してもらい、ラポールを形成すること、安心・信頼して話をして

いただくために自己開示をすること（「すごい人」と「いい人」の配合比率や順

番まで！）など、およそコンサルやセールスにおける本質の部分をこと細か

く、比喩を交えながら言語化していただいたので、非常に具体的にイメー

ジすることができました。 

 

思えばパーソナルトレーニングにおいても初回の体験・カウンセリングではまず

相手の話を傾聴し、文脈を踏まえた上で的確な質問をすることによって、ラポー

ルを形成することを最重要視しています。 

 

それがあった上で初めて自分の提供できる指導内容やご料金、セッション頻度等

の話をするようにしていますし、コンサルをしているトレーナー受講生に対して

も、体験カウンセリングの１番の目的は「仲良くなること（信頼してもらうこ

と）」と教えています。 

 

また、ともすればこちらが提供できる運動指導や食事指導にばかり流れを持って

いきがちですが、そうではなくまずはお客さまのニーズありきだということ、加

えてそのニーズが得てして「表の欲求」であるのに対して、必ず「裏の欲求」が

あるということ。 

 

その裏の欲求を探り当て、そこを把握した上で指導することができれば、ずっと
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継続していただけるリピート関係につながります。 

 

まさにパーソナルトレーニング指導はコンサルやセールスと本質は同じで、その

本質を踏まえて指導することがクライアントの目的達成＝リピート関係構築にな

り、パーソナルトレーナーとしての成功につながるのだということを改めて言葉

によって構造化していただきました。 

 

鮒谷さんのセミナーやコンサル、音源におきましては、常にそういった

我々がぼんやりとは気づいているものの言語化しきれていない物事の仕組

みや構造を、具体的な比喩を交えた言葉によってこうも分かりやすく言語

化していただき、それを受けて改めて本当の意味で腑に落ちることにつな

がります。 

 

これこそがまさに我々にとって「実充足な潜在ニーズが満たされた！」というこ

とになると考えます。 

 

これからも経絡秘孔をつかれることによって、逆にこちらがつく方法（真の価値

を提供する方法）を身に付けていきます。 

 

やられたらやり返す戦法ですが、これはやられる方にとっては快感なので、お客

さまにもやり返さない手はないですよね！ 

 

今後も簡単にはやられないほどガードを堅めながらも（そうは言ってもいつもや

られてしまうのですが...笑）相対させていただきたいと思います。 

 

この度もありがとうございました。  

 （中野茂徳 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 

秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 
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真に深いところの解決策を提示するうえで必要不可欠なものと認識を新た

にしました。  

大変勉強になるのはもちろんのこと、自分自身の営業を反省する良い機会

となりました。 

「お客さまのため」と言いながら、自分の提供可能な解決策にフィットするよう

相手のニーズを決めつけていたことに気が付きました。またラポールのについて

も、仲良くなってコミュニケーションをとりやすくするためのもの、位にしか理

解していなかったと思います。真に深いところの解決策を提示するうえで必

要不可欠なものと認識を新たにしました。 

 

短時間の音源ですが内容は濃く、繰り返し聞いて自分の血肉としたいと思

います。 

ありがとうございました。  

（Ｍ．Ｍ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 
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この度ご教示いただいたセールスの極意は、仕事自体の極意と思いますの

で、管理部門で仕事を続ける上でも重要なことだと強く感じました。  

いつも大変貴重な学習の機会を頂戴でき、鮒谷さん及び事務局の皆様には感謝申

し上げます。 

 

私は現在は医療系企業の管理部門に所属しているため、仕事の中で何かを人に売

るということはありません。ただ、この度ご教示いただいたセールスの極意

は、仕事自体の極意と思いますので、管理部門で仕事を続ける上でも重要

なことだと強く感じました。 

 

私は管理部門の使命は、「皆に安心感を与える」ことであると考えています。 

この安心感を与えるためには、相手とラポールを築いた上で、相手も気づいてい

ない潜在ニーズに気づき、その潜在ニーズを充足するための手段を提供するとい

うセールスの極意は、非常に重要なことであると思いました。 

 

ですので、これからもセールスの極意は、仕事自体の極意でもあると考えて、業

務を遂行していこうと思います。そして、今後もし独立するとなった場合では、

実際に顧客にモノやサービスを販売することになるため、その際はより一層この

極意を心がけて仕事をしていこうと思います。 

 

くれぐれもご自愛くださいませ。 

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。  

 経営管理部長 公認会計士 川本幸司 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 
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購入一択、これぞ聞きたかった音源！と感じました。  

「北斗セールス」につきまして、以前より、メルマガで読んでいたもの

の、その全体像について、なんとなく、でしかイメージできていなかった

ところ、今回、音源を聴くことによって、より、明確になりました。 

 

セールスもコンサルも共通するものだ、という認識が得られたことが、かなり衝

撃でした。 

 

そして、「真の課題」を発見することの重要性は、コンサルをやる立場だけでな

く、すべての仕事において、重要なことなのでは、と感じました。コロナ以降

の、変化が加速する時代において、過去の経験値に頼ることができなくなるの

で、クライアントの状況を把握し、相手も気づいていないような真の課題を発見

し、その課題を解決することを差し出せるようになりたい、と決意した次第で

す。 

 

それができるようになれば、売らずに売る、ことができるんだろうな、というこ

とが腹落ちしました。また、コンサルをすることで時間というリソースを最大限

に投下しながらもお金をもらい顧客の真の課題をつかみながら、音源というオン

ラインコンテンツで最大化する、という美しくも参入障壁が高いビジネスモデル

について聞き、こういった仕組み作りを行っていきたい、と震えました。 

 

購入一択、これぞ聞きたかった音源！と感じました。 

 

引き続き、音源リリースを楽しみにしています。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。  

（Ｓ．Ｉ 様） 
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この音源は営業でこうすればいいといった単なるノウハウには目もくれ

ず、営業の本質まで深く潜って理解をする音源であったことが市販の営業

ハウツー本との大きな違いだと思いました。  

この音源を聴いて、いままで「営業」とは何かということを深掘りせず

に、ぼんやりと誤った認識で営業活動をしていた事を気付かせて頂きまし

た。 

 

私自身、サラリーマンで営業をやっておりますが鮒谷さんが仰られるある

あるなダメ営業に当てはまることも多く、またそのダメ営業に陥る根本的

な原因についても言語化により明示して頂けたこと誠に感謝しておりま

す。この音源を聴かなければもしかすると私は「営業」や「コンサルタン

ト」の本質を理解せずに一生を終えていたかと思うとまだ若いこの時期に

この音源に巡り会えたことを本当にラッキーだと思いました。 

 

この音源は営業でこうすればいいといった単なるノウハウには目もくれ

ず、営業の本質まで深く潜って理解をする音源であったことが市販の営業

ハウツー本との大きな違いだと思いました。結局ハウツー(表面)を真似る

よりも大切なのは、なぜその行動をするかを自分が深く理解して、その結

果、それが形となって本当に効果的な行動になって現れてくることだとし

みじみ感じました。 

 

この音源でも出てくる「ひと突きで相手の急所を仕留める営業」という営業の理

想像が私の中で明確になったので、後はそこを目指して日々邁進していきます。

貴重な音源をありがとうございました。  

（Ｙ．Ｓ 様） 
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本音源を聴いて、至らぬ自分の思慮に気づかされました。  

私はセールスともコンサル業とも無縁の仕事をしており、本音源リリース当初は

「自分はこの音源を購入することはないだろう」となんとなく思っていました。

しかしその後のメールでの営業攻勢に、だんだん購入に気持ちが傾いていきまし

た。...まさに、「お前はもう買っている」状態でした。 

 

さて、私の現在配属されている部署では、一般から苦情を直接受けることがあり

ます。しかし、その対応のからは金銭的な利益は何も生まれません。 

ともすると、 

 

・はやくこの苦情収まってくれないかな～ 

・いい加減にしてくれ、悪いのはオレじゃないだろって～ 

・勤務時間終わってるのに電話とったら苦情だったわ、失敗したな～ 

 

という考えにいたることもしばしばです。 

 

一方で、これまでも、いただいた苦情に対し真摯に向き合う努力はしてき

たところでしたが、本音源を聴いて、至らぬ自分の思慮に気づかされまし

た。電話なり面会なりで苦情を申し出てきた人たちは、本人も気づかない

潜在ニーズを持っているのではないか、それを発掘し、申出者の期待する

価値を越えるものを、自分の置かれた立場のなかで最大限提供すること

が、肝要なのではないかと。潜在ニーズが分かったところで、立場上、具体的

なことを措置することができないケースも多いのですが、「共感する」「謝意を表

する」「アイディアを提供する」など、武器を増やしながら前進していこうと決

めました。 

 

新型コロナ禍で在宅勤務中の本日も、個人携帯に職場から苦情の取次が入

り、いや～な感情にこころを揺さぶられましたが、気を取り直し、ひと呼

吸おいて上記のような心構えで対応したところ、さっそく「実はね...」と

いう一歩踏み込んだ話を引き出すことができました。 

 

北斗セールス拳＆南斗コンサル拳、今後も音源を繰り返し聴き（魂に刻みつ

け）、拳の腕を磨いていきます。  

（Ｈ．Ｎ 様） 
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営業のみならず、コミュニケーション全般に対する考え方をいただきまし

た。  

いつも良質な言語をありがとうございます！ 

営業のみならず、コミュニケーション全般に対する考え方をいただきまし

た。 

僕は塾講師として日々授業をしていますが、生徒の課題を決めつけてかかる。質

問あるか？と毎授業聞くけれど、「あ、それはね...」と、その質問に対する直接的

な解説だけで教えてしまう。先生として、ここの問題に対して解説するのは当然

としてももっと根幹にある原因を探ろうという意識をそもそも持っていなかった

ときづかされました。 

 

鮒谷さんは「一事が万事」 「パターンの切り出し」 ともよく言われます。とす

るならば...、と考えると、やはり日々の授業以外でも、友人などの相談事をはじ

めいたるところで決めつけてかかり、いったん自分の頭に入れて熟考する、とい

うことも一切なく反射的に回答を返してしまっているなーとつくづく思い起こさ

れました。 

 

初対面の人に会ったときもそうです。お会いするまでのやり取りの端々や見た目

などから、相手のお人柄をすぐに決めつけてかかっておりました。もちろんコミ

ュニケーションを重ねていく上で印象が変わっていくこともありますが、会話す

る前からお人柄を決めてかかるなんてなんて失礼なことをしてしまっていたのか

と恥ずかしく思えてきました。以上が一番印象に残ったことです。それ以外にも

たくさん学ばせていただきました。 

 

ラポールや顧客の Yes を引き出す など世の営業書でよく言われているけ

どいまいち納得感のなかった言葉についても腑に落ちるご説明を含め営業

というよりコミュニケーション全般の体系をいただき、分かるとできるは違

うとはいえ、まずは「分かる」ところから。今後改善を重ね、「できる」ように

練習していきます。 

 

いつも本当にありがとうございます。それにしても、最近の音源発売ラッシュ全

部ほしくて購買一択となってしまっております。しっかり稼がないと！笑  

（藤倉 誠 様） 
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これからも暗黙知化したぼんやりしたところを分かりやすく言語化した素

晴らしい音源を楽しみにしております。  

この度は素晴らしい音源をご提供くださり、誠に有難うございました。 

今回、一番印象深く残ったのは、すごい人であればあるほど、いい人でなければ

という内容でした。すごい人だけど近づき難いという人はよく見かけますが、鮒

谷さんのようなすごい人といい人と両立しているような方は、本当に少ないとい

う感じがいたします。 

 

その比率はランダムであり、殴って間違えました、殴って間違えましたを繰り返

すということで成立するという比喩も面白く非常に腑に落ちました。 

このセールスの極意が分かっていれば無敵ではないかとさえ思えました。 

 

そして、相手の未充足の潜在ニーズを質問をくり返し、心の奥深くに潜ってもら

いみつけてもらうか、それを極めていくことがセールス・コンサルの究極の喜び

であり、それこそ模倣困難な北斗セールスの奥義であることがよく理解できまし

た。 

 

これからも暗黙知化したぼんやりしたところを分かりやすく言語化した素

晴らしい音源を楽しみにしております。 

 

このたびは深い学びの宝を頂き、誠に有難うございました。  

（Ｙ．Ｆ 様） 
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私はコンサルティングを提供する立場と受ける立場の両方を経験したから

こそまさに今回の音源はその通り！と思わず何度もうなづけます。  

音源販売のメルマガに書かれていた下記の文章を読んで一発で購入を決めまし

た。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

お客さまが 

 いまだ満たされておらず、 

 

 しかも気づいてもいない 

 欲求を見つけた上で 

 

 「あなたはひょっとすると、この欲求を 

  満たしたいのではないですか？ 

 

  それは私（当社）の提供する 

  この商品・サービスを導入することで、 

 

  必ず実現されことでしょう」 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

私もコンサルタントを仕事にしてます。 

 

その上でいつも思っていたのが・・ 

 

みんなどうやってコンサルタントを選んでいるんだろう・・？と。 

 

なぜなら・・。 

 

間違った問題認識で、専門的なコンサルタントに相談すると一歩間違えば悲劇に

なると思っていたからです。それを専門性の罠と私はよんでいました。 

例えば、売上がもっと欲しいという悩みを持っている方が 

 

・web コンサルに相談すると、web が弱いですねという話になり 

・人事コンサルに相談すると、評価制度を導入しましょうという話になり 

・営業コンサルに相談すると、営業研修が必要ですという話になる。 

 

でも、私にとっての最適解はなんなの？ 

 

となってしまう。 
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私自身もコンサルを提供する場では例えば集客方法に関するアドバイスが欲しい

と言われ 

実際に指摘したのは、 

 

・コンセプトの弱さだったり 

・そもそもの動機だったり 

 

と、初期の相談と最終回等が全く違う経験が多々あ理ました。 

結局、お客さんが問題だと思っていることと実際の問題は往々にして違うことが

ほとんどだなぁと 

 

・・と、なんとなく思っていた時に 

 

平成進化論で案内された今回の音源。 

 

「お客が気付いていない、未充足の潜在ニーズ」 

 

というフレーズにまさに我が意を得たり！ 

 

実際に聞いてみて、そうそうその通り！ 

 

と自分の中にあったモヤモヤが整理された感じがして納得いたしました。 

と同時に、自分のデータベースの中からしか秘孔らしきものを見つけることがで

きないため、一見遠回りに見えるものの日常的に自分自身を掘り下げ、そこで得

た気づき（秘孔の場所）を蓄積することが 

 

「お客が気付いていない、未充足の潜在ニーズ」 

 

を発掘する上で最も効果的な手法では？とも感じた次第です。 

 

私自身、過去にネット上で有名な？方のコンサルティングを受けた時に感じた違

和感の正体もわかりました。 

 

それは私の内側に入り込もうとせず、私のことを真剣に理解しようともせずにコ

ンサルを進めようとする姿勢そのものだったのです。本当イラッとした経験が何

回もあります。 

 

もっと俺のことを知ろうとしてくれよ！ 

俺のことをできる限り理解してくれた上で最適解をくれよ！ 

なぜなら自分のことは自分が一番わかんねーだよ！ 

 

と、心の中で叫んだことが何度もあったからです。 

（表現が汚くてすみません） 

 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 

秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/8276f5f5/ 

でも、そんな内面を抉るようなコンサルを受けたことは一度もありませんでし

た。 

そして案の定、そんなコンサルを受けても、結局なんの役にも立たず・・ 

 

というより、仮に正しい助言だったとしても、聞く気になれなかったと言ったほ

うが近いかもしれません。 

 

私はコンサルティングを提供する立場と受ける立場の両方を経験したから

こそまさに今回の音源はその通り！と思わず何度もうなづけます。 

 

なので、この音源は、実際にコンサルやセールスを経験している方にとっ

てはそもそもの姿勢や日常の取り組み方を学ぶという意味でも、大変本質

的な内容になっていると思います。 

 

長々となりましたが、本当に買って良かったと感じた音源でした。 

これからも益々のご活躍を祈念しております。  

 （Ｔ．Ｎ 様） 
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（音源を聴いてから）次につながる確率は、以前よりもあがってきている

と日々実感しているのですが今日、お客様（正確には見込み客です、まだ

何も購入されていないので）からのメールで「Ｓ様は私の少ない文章から

的確に返信を送っていただきました」という文章をいただきまさにこれ、

鮒谷さん効果と言わずとして何と言う！！！と、思わず一人でハイテンシ

ョンになりました。  

鮒谷さん、大塚さん、スタッフさん、 

いつもありがとうございます。 

 

まず初めに、感想文の送付が大変遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 

 

いつもメルマガをありがたく読ませていただいておりますが感想文を読むたび

に、他の皆さまが、あまりにも私とは別の世界にいらっしゃる感、レベルが違い

すぎるだろう感にうちひしがれ、私の感想文など読んでもらうのも恥ずかしいと

いう気持ちが否めずなかなか筆がすすまなかった次第ですと、言い訳させていた

だきます。 

 

それでも約束は守りたい真面目な人間なので、仮に感想文の送付期限が過ぎよう

とも「定価との差額の支払いをお願いします！」なんて、請求書が来るわけがな

いこともわかっておりますが、日に日に焦りがつのり、ようやくペンをとりまし

た。 

 

私は営業をしておりますが、反響営業なので、全く興味のない方を振り向かせる

力は不要、かつノルマもなく、広告にかなり力を入れてくれている会社のおかげ

でそこそこやっていれば、まあまあ売れるという状態を続けておりました。もち

ろん「相手の立場にたって」「お客様の気持ちになって」という基本姿勢は常に

持っていたつもりでしたが、今回の音源を初めて聞いた時、「うん、うん、う

ん」とおそらく 1 秒に２回、つまりは約 1 時間強の間、7000 回以上は

頷いたと思います。 

 

わかっていたつもりのことを、これでもか、これでもか、と具体的なお話

しで聞いた時にいかに自分の勝手な決めつけや思い込みで対応していたか

ということに改めて気付かされました。もともと人の好き嫌いが激しいので

すが、特に忙しくなると、お客さんを選んでしまい反省することばかりです。 

 

音源を購入してから『北斗』と書いたメモを職場のパソコンに張り、一息

つくたびに 

お客さまのニーズだよ、ニーズ！と鮒谷さんの音源を思い出しながら、仕

事に励むこと約 10 日。 

 

次につながる確率は、以前よりもあがってきていると日々実感しているの
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ですが今日、お客様（正確には見込み客です、まだ何も購入されていない

ので）からのメールで「Ｓ様は私の少ない文章から的確に返信を送ってい

ただきました」という文章をいただきまさにこれ、鮒谷さん効果と言わず

として何と言う！！！と、思わず一人でハイテンションになりました。 

 

自分で言うのも何ですが、相手の立場になって考える素質はある方だと思いま

す。 

おそらく女性は、そういう単純な優しさを男性よりも兼ね備えていると思いま

す。 

なので、営業の仕事も好きでやっていますが、まれに仕事人間のように言われる

と私は変わっているのか？と思ったりしたことがあるのですが、実は私は、少な

からず下手くそなりにも、お客様のニーズを引き出すその喜びを知っていたんじ

ゃないか、だから仕事が好きなんだ、と妙に腹落ちした気がして、これからはお

客様と 100 発 100 中でつながることを真剣に目指そうと思っています。（もち

ろん今までもそう思い、やってきたつもりなんですが・・・） 

 

本当にこのたびも感謝です。 

ありがとうございました。 

 

もっともっと成長しましたら、鮒谷さんにファンレターを送りますので 

楽しみにしていてください。  

（Ｓ．Ｓ 様） 
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ここまでされれば買わない人はいないですし、むしろこちらからお願いし

て買うし、次回もお願いしますになるんだなと、コレまで聞いてきた多数

の音源の価値まで上がりました。  

セカンドステージ 鮒谷様 

 

いつも貴重な音源をありがとうございます。 

今回、私が着想を得たのは下記の部分からです。 

 

●相手が思っている課題は課題じゃないっていう前提で、話を聞いていることが

多い。 

 

●お客さんが言語に出来ないニーズがある。言語に出来るニーズを渡すのは等価

値。 

 

●こちらからの問いで、相手の言葉に出来ないニーズに深掘りできる。 

 

●コンサルで最も大事なのは質問力。 

 

●お客さんは命をかけて仕事をしていて、そこに隠されたニーズをつかむには、

こちらはそれ以上に取り組まないと分かるわけがない。ずっと考えているわけで

すから。こちらも命をかけるくらいで無いと、その域には達せない。 

 

今回は質問に回答する形でしたが、対面によるセールスやコンサルという、、ピ

ンポイントの具体的現場での話しがなされる背景には、鮒谷さんが得意分野で残

してきた成功・失敗の実績を、日記や物語や目標といった様々な事とリンクさせ

ながら、抽象的な知恵に変えていきてたことが、膨大な背景となっている。 

 

さらに、自分が売り込まれる側に回った時の経験や、仕事とは離れた読書や芸術

に触れた時間、文化的・趣味的な時間を過ごす中での経験も、きっと同じように

日記や物語や目標といった様々なこととリンクさせながら、抽象的な知恵に変え

ていきてたことが、膨大な背景になっているんだろうな。 

 

想像も出来ないくらい、誰にも真似でいないくらいの膨大な背景を持った上で、

目の前のお客さんの話を傾聴しながら、ズバッと出てくる回答。 

 

この回答には、膨大な背景をグルッと１周させただけではなく、何人ものコンサ

ルをしてきた中でその都度回してきて、何百回、何千回、何万回・・・と回して

きた中で、今この瞬間にまたグルッと一周された感じがあり、まさに圧巻です。 

 

だからこそ、お客さんが自分では気づけないニーズを、自分で気づけるレベルで

はなく、「言われてみればあ～そうかぁ～」というレベルも超えて、さらに３段

階、４段階も深掘りされたコンサルや営業になり、相手の秘孔に突き刺さってい
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く。 

 

この、深掘りされていく感じが今回音源を聞いていて私自身が感じまし

た。 

 

ここまでされれば買わない人はいないですし、むしろこちらからお願いし

て買うし、次回もお願いしますになるんだなと、コレまで聞いてきた多数

の音源の価値まで上がりました。 

 

命をかけるくらいの取り組みはここまで力強い営業・コンサルになり、まさに最

強の北斗セールス神拳、南斗コンサル聖拳ですね。 

 

今回も素晴らしい音源をありがとうございまいた。  

（整体師・ヤマグチ 様） 
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まず思ったのは、「鮒谷さんは、ここまでの気概でセールス、コンサルティ

ングに臨んでいるのか」という驚きです。  

まず思ったのは、 

 

「鮒谷さんは、ここまでの気概でセールス、コンサルティングに臨んでい

るのか」 

 

という驚きです。 

 

私は、企業研修講師をしていますが、定番コンテンツに「営業力強化研修」があ

ります。その中で、何よりも「聴く」こと、そして「訊く」ことの重要性を強調

してきました。 

 

余計な売り込みをせず、顧客のニーズを「きき出す」ことに集中すること、そし

て、そのニーズにピッタリと合った商品・サービスを提案することができれば、

自ずと売れるはずであることを伝え、そのスキルのトレーニングをしていまし

た。 

 

今回の音源を聴いて、そのこと自体は間違ってなかったと安堵するとともに、マ

インド面において「あまりに浅かったな・・・」と自らを振り返っています。 

 

私自身もセールス、プレゼンの場面は多々ありますが、やはりお客様にとっては

「一択営業」になってしまっている。それは、データベース（経験及びその言語

化）の貧弱さと、 

 

「これなら経験があるし、自身を持って伝えられる」 

 

という身勝手さがそうさせていると気づかされました。 

 

これでは、顕在化された当たり前のニーズにしか応えることができない、ヤバい

な、と心底思いました。 

 

もし、「未充足のニーズ」を顧客とともに発掘することができたら、確かに痛快

だろう、と思います。もし、その「未充足ニーズ」に自身が応えられないとして

も、それは仕方がない。潔くお断りしよう。（まわりまわって、また自分に返っ

てくるのであろうから）その方がいい、と素直に思えるようになりました。 

 

スキルは大事ですが、二の次。 

マインドの伴わないスキルをいくら磨いても、相手には納得してもらえない。 

講師にとっては研修というのは、次に繋げるセールスの場でもあります。 

 

私自身が「10 倍返し＆命懸け」マインドで受講者と向き合うこと。そう
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すれば、必ず研修のクオリテイが高まると確信を持つことができた音源で

した。 

 

貴重な機会をご提供いただき、ありがとうございました。  

（企業研修講師 Ｊ．Ｈ 様） 
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充足されていない潜在ニーズに辿りつくことに関して、面白さ、手段の具

体例、抽象化した概念と繰り出される内容が次から次へと頭に入っていく

感覚がとても心地良かったです。  

充足されていない潜在ニーズに辿りつくことに関して、面白さ、手段の具

体例、抽象化した概念と繰り出される内容が次から次へと頭に入っていく

感覚がとても心地良かったです。 

 

海女さんにたとえ、深いところまで潜ることの価値、そこまでにすべきことにつ

いて、考えされられる内容でした。 

 

言うは易し行うは難しの内容だったように思います。 

実践できるようになるまで、ひたすら行動を繰り返す、振り返る、そのために記

録するにもつながるお話だと感じました。  

（和田圭史 様） 
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「買っちゃったけど、やっぱり買ってよかった！」 

 

これが正直な感想です。  

今回の音源は、今すぐ自分に活用できなさそうな音源だったので購入見送りで考

えていました。 

 

しかし、日々の多面的な角度からの購入提案文章を読んでいるとすぐに自分には

活用できなくても、人としてのあり方・自分の業務への姿勢などの改善につなが

るのではないか、と購入するための理由を探している自分がいました （笑） 

 

結果的に、購入してしまったのですが、、、やはり購入してよかった。 

 

自分の業務には、営業もしてないのですぐさま実践できないし、コンサルもして

ないので、すぐに実践できるわけではありません。しかし、これは表層的な考え

での実践できない、であって、会社としてのお客様、そして社内の同僚・上司を

お客様と考えたときには、ラポール形成は必須だし、その後の問題解決にいたる

プロセスも必ず踏まないといけないステップだと強く理解しました。 

 

サラリーマンといえど、お金をもらって仕事をしているのだから当該問題

解決のプロフェッショナルとしての矜持を持ちつつ日々の業務に当たる必

要があると、あらためて意識させられました。 

 

そして、さらに自分自身でも将来経営コンサルティングができるように、個

人としてのコンサルティング力を地道につけていきたい、とも強く感じさ

せてくれる音源でした。 

 

「買っちゃったけど、やっぱり買ってよかった！」 

 

これが正直な感想です。 

 

引き続き、貴重な音源のご提供をお待ちしております。  

（医薬品会社勤務 Ｍ．Ｆ 様） 
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秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/8276f5f5/ 

 

音源で語ってくださった内容は、広く人間関係全般に応用できるもので営

業・コンサルを仕事とする方ののみならず、全員必聴の内容ですね。  

正直、私の出費が嵩んでいる期間にご案内いただいた音源のため当初は購入を躊

躇っておりました。が、セールス拳メルマガを拝読するうちに買わずにはい

られない状態となっていました笑 

 

結果、購入して大正解でした。音源で語ってくださった内容は、広く人間

関係全般に応用できるもので営業・コンサルを仕事とする方ののみなら

ず、全員必聴の内容ですね。 

 

特に、「未充足の潜在ニーズを満たす」という応用技の前に、その前提としての

「ラポール形成の重要性」を認識できたことがありがたかったです。私の場合

は、そもそものラポール形成に大いに改善の余地があると自覚できました。 

 

よく「言葉は、何を言ったかではなく、誰が言ったかが重要だ」と言いますがラ

ポールが形成されていなければ、仮にコンサルでアドバイスをしたとしてもお客

様に刺さるはずもありませんし、まして、お客様に秘密を開示していただけるは

ずがありませんね。 

 

私が目指すべき「ラポールが形成された状態」というのは、この音源を購入して

しまった（笑）自分がいい例です笑 （いつも背中で教えてくださってありがと

うございます！） 

 

鮒谷さんに対して「すごい人」と「いい人」の印象を持っているのは間違いない

ですし鮒谷さんに秘密を開示するお客様の気持ちがよく分かります。ちょっと例

が悪いかもしれませんが、お客様が完全に相手を信頼している状態＝ お腹とい

う急所を見せながら仰向けで寝ているワンちゃん（お客様）のイメージが浮かび

ました。 

 

今後は仕事面でも人格面でも、周りにここまで気を許していただくことを目標に

人と接していきます。 

 

また、ラポール形成に至るためのポイントとして「すごい人 6 割いい人 4 割」

を示していただきましたが、この言葉を与えられてからメルマガを読み返すと、

なるほどとうなずくことばかりです。改めて、言葉を与えられると見える世界が

変わる、という言葉の威力を再認識しているところです。 

 

「殴られたダメージはポイント制」という言葉もいただきました。（この言葉を

仰った文脈とは少し違う話ですが）たとえ自分が良かれと思ってアクションを起

こしたとしても、相手から反応が得られず、心がくじけそうになった経験が多々

あります。今後はこの言葉を思い出して、粛々と良い行いを継続してまいります

（もちろん反応を得るための PDCA は回す必要はありますが）。 
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「推察・洞察」含め、音源では他のシーンについてもより詳細に言語化いただい

ているので繰り返し聞いて自己に浸透させていきます。 

 

素晴らしい音源をありがとうございました！  

（Ｋ．Ｓ 様） 
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形式知として受け取っている領域に、暗黙知を投げかけられ、その暗黙知

を暗黙知として受け取って、そこからは自分の感性と、自分の個別の環境

で化学反応を起こす、だから、行動に落ちやすい、そんな音源になってい

る様に思います。  

鮒谷様 

 

いつも音源で学ばせていただいております。 

ありがとうございます。 

 

今回の音源を聴きながら、ここ最近、アフターコロナ音源、思考のピラミッド音

源、そして、今回の音源あたりで感じている、これまでと違う学びについて考え

てみました。 

 

何かが違う。 

暗黙知を形式知にする過程の様な、、、と考えていましたが、それそのものなのか

もしれないと思いました。 

 

今までは明確な言葉で語ってもらって、（目標、日記、物語など）意識的無能の

世界へと導いていただきました。 

 

明らかに「それ」「これ」「あれ」と。 

 

最近の音源は、、、そうではなくて、具体的な事例を通じて、時には収録している

まさにその時に、どんな思考過程でどんな結論に至って、どんな行動に落ちてく

るかを実演してもらって、そこから感じる、という感覚です。 

 

自分の中では「見取り稽古」です。その音源から伝わってくる「◯◯常態」か

ら、感じるものを感じとる。 

 

形式知として受け取っている領域に、暗黙知を投げかけられ、その暗黙知

を暗黙知として受け取って、そこからは自分の感性と、自分の個別の環境

で化学反応を起こす、だから、行動に落ちやすい、そんな音源になってい

る様に思います。 

 

意識的無能な世界への導きから、感覚的未結晶（造語ですが）な世界へ導いても

らっています。 

 

感覚的：鮮明ではないものの、それが大事と感じる段階 

未結晶：自分の個別の事情との化学反応がまだ起こっていない段階 

 

これが、ゆくゆくは言語的結晶（これも造語です）になり、行動に落ちていく。 
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今は、繰り返し聞くことで、結晶化への速度を上げています。 

 

きっと、このプロセス自体も「変化常態」に至る常態なのだろうと、感覚的未結

晶な状態です。（苦笑） 

 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（奥田 龍史 様） 
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自分が無意識になんとなくやっていたことを言語にして肯定して、背中を

押していただいたような気分になりました。  

当方、もともと、国内で経営コンサルタント業をしておりましたが、 

今年から、海外に移住し、現在はフリーランスとしてリモートで日本の仕事をし

ております。 

 

音源を買った動機は２つあります。 

1 つは、フリーランスとしてリモートのお仕事をいただくようになってから、ま

だ、3 か月程度ですが、月ごとの波が大きく、それを改善するために、もっと自

分の営業力や、コンサルティング力を高めたかったこと。 

 

2 つ目に、改めて、営業やコンサルティングを、プロが語る違う視点から見るこ

とで、気づきや、学びが得たかったことです。 

 

私が一番印象に残ったのは、「すごい人かどうかより、いい人かどうかで仕事を

頼まれるかどうかが決まる。」という言葉でした。 

 

しばらく、守秘義務の関係などで、あまり仕事や自分について、不特定多数の方

に発信することをしないでおり、いつの間にか、どうやってやるのかすら忘れて

しまっておりました。 

 

いざ初めてみると、職業柄、すごいことを言わなければいけないのではないかと

か、自分の意見が間違っているのではないかとか、他の皆さんがやっていること

が素晴らしく見えたり、なんとなく、気後れしていました。 

 

日本にいたときのクライアントさんからは、ずっといてほしいと、一緒にいると

元気になるなど、（専門もさることながら、、それでいいのかはありますが）言葉

をいただくことがあり、なんなんだろうかと自分でもよく思っていましたが、お

そらく、鮒谷さんがおっしゃっていた、いい人というのが当てはまっていたので

はないかと腑に落ちました。 

 

そのため、この一言とその後ろの解説を聞いて、自分が無意識になんとなくや

っていたことを言語にして肯定して、背中を押していただいたような気分

になりました。 

その点のみにおいてだけでも、買ってよかったと思っています。 

 

鮒谷さんのメルマガを拝見していて、自己開示の絶妙さはおっしゃる通りでし

た。 

（以前拝見した、サラリーマン時代の紙袋星人は、若干引きましたが、笑） 

 

それ以外にお話しされていたこと、どれも、重要で、かつ、実践することがたや

すくないと思います。それでも、定期的に聞いて、身につまされながら、クライ
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アントさんに誠意をもって向き合い一つ一つ、解決していけるようになっていき

たい、そして、自分の思考もしっかり書き留めて、データベースを増やしていき

たいと思いました。 

 

また、なぜかこの音源を購入した後、立て続けにお仕事をいただいたりし

て、幸運の音源にもなりました。 

 

近く、何かしらの形でまた利用させていただければと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（Ｓ．Ｊ 様） 
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完全にノックアウトされましたが、直ぐに立ち上がって前に進む道と勇気

も貰えました。  

小職の通常業務は「非生産系の総務・人事・労務・経理」系業務であります。 

今回の音源タイトルからは離れてはおりますが、「セールス」を「コミュニケー

ション」・「お客様」を「社員＆パートナー様」に置き替えて拝聴致しました。 

 

正直なところ「鮒谷さんは、自分の心を見抜いてこのお話をされているの

かな？」と思えてしまう音源でした。 

 

まさに、「非生産系の総務・人事・労務・経理に従事している方こそ聞くべき」

と率直に思えました。 

 

以下が、特に気づいた点です。※「気付いたことや深く学んだこと」 

 

●営業を受けるときに、勝手に課題を決め打ちしてくる。 

⇒コミュニケーションを取る時に、自分の考え？思い込み？＝社員＆現場の課題

と捉える 

 

●「それじゃないんだけど」が出てはダメ。⇒決め打ち、前提でしゃべる。 

⇒この言葉が出ているウチはまだいいが、呆れられると諦められて何も言ってく

れなくなる。 

 

※「特に印象に残ったこと」 

●自分の得意とする分野に無理に持って行こうとする。 

⇒社員＆現場の声を自分の得意領域＝総務的発想で纏めてしまう 

 

※「今後活用できると思ったこと」 

⇒一時の話を聞く時間と後に予想されるトラブル対応時間を比較。事前対応に時

間を割く 

 

※「決意したこと」・「これから行動しようと思うこと」 

⇒相手が言い切るまで、話を聞き切る。⇒売る側・コンサルする側つまり自分が

自信をもって喋れる領域が狭い・背景知識が狭い・経験が浅い 

  この事実を認識して、対話力や観察力、想像力、類推力、抽象化能力を身に

付けるべく日々アンテナ  を立て、言葉を拾い・身に付けるまで脳に心に刷り

込む。 

 

※「弊社セミナー音源の購入を迷われている方へのメッセージ」⇒「鮒谷さん音

源恐るべし」です。 

⇒完全にノックアウトされましたが、直ぐに立ち上がって前に進む道と勇

気も貰えました。 
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ありがとうございました。  

（河野 徹 様） 
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どんな職種やポジションでも、相手のニーズを満たして満足してもらい、

必要な人だと思ってもらうことが重要だと思うので、営業でもコンサルタ

ントでもないですが、購入させて頂きました。  

どんな職種やポジションでも、相手のニーズを満たして満足してもらい、

必要な人だと思ってもらうことが重要だと思うので、営業でもコンサルタ

ントでもないですが、購入させて頂きました。 

 

・ニーズとは潜在ニーズのことをいう 

・お客さんの期待値に自分を合わせない 

 

がハッとさせられた言葉でした。以前は、表面的な質問、顕在ニーズに答えれば

よしとしていたことを思い出し、（と同時に、鮒谷さんの様々な音源で「10 倍返

し」と刷り込まれていたためか、最近はしていないことにも気づきました。笑） 

 

最近では、 

 

「そもそもこれが問題！」 

 

と、本質的な回答をするよう意識しているものの、どこかで、 

 

「このあたりが着地点だろう」 

「これ以上無駄かもしれない情報を伝えても。。」 

 

と自分で上限を設けていたと思います。常に自分のベストを尽くすことが大切で

すね。『価値提供業として、推察のためのデーターベースを常に更新し、お客さ

んと対峙した際には海女さんを意識して潜って潜って、未充足の潜在ニーズを突

き止めて、解決策を提示する。』 

 

を海女さんが潜っていくイメージとセットで意識して、気を入れて人と接してい

きたいと思います。  

（社労士 K 様） 
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時間はたっぷりあると思っていましたが、足りないことに気づきました。  

決めつけない。 

これが、もっとも大切なことだと思いました。 

慣れてくると、どうしても「ああ、このパターンね」と判断し、細部まで確認す

ることなく、依頼してくださった方の話をじっくり聞くことなく、結論を出して

しまうことがあります。 

 

たとえ何度も依頼していただいている方相手にも、毎回、新しい気持ち、視点で

見なければいけないと感じました。 

 

そのためにも、やはり、自分自身が勉強し、レベルアップしていく必要がありま

す。 

普段の気づきを忘れないためにも、メモや日記に記録し、何度依頼されても相手

に新しい視点、考え方を与えられるようにしないといけない。 

 

そう考えると、コロナで自粛をしている場合ではありません。 

時間はたっぷりあると思っていましたが、足りないことに気づきました。 

 

鮒谷さんから「押し売りは説得」という話がありましたが、必要なのは説得では

なく、納得。相手に納得してもらえるよう、日々勉強していこうと思います。  

（スポーツチームコンサルタント Ｍ．Ｔ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の 

秘奥義を！音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/8276f5f5/ 

 

鮒谷さんのメルマガで記述されている高収益ビジネス（個別コンサルなど

決して安くはないもの）がどんどん売れていく秘密は何なんだろうといつ

も不思議に思っていました。  

鮒谷さんのメルマガで記述されている高収益ビジネス（個別コンサルなど

決して安くはないもの）がどんどん売れていく秘密は何なんだろうといつ

も不思議に思っていました。 

 

北斗セールス拳音源の販売にあたり、迷わず即購入しました。 

 

「これはすごい音源だ！」唸りながら聴いていました。 

 

中略 

 

そして、自分に何が足りないか明確に分かり、かつ具体的な言語であるた

め 

 

「よし、明日から取り組むぞ！」 

 

と、息巻いていまいしたが 2 度、3 度繰り返して聴いてるうちに 

 

「ん...、これは簡単な話ではないな...」 

 

と思うように至りました。 

 

最後のブルーオーシャンのくだりを聴いていると 

 

「ああ...、鮒谷さんは本気なんだ...」 

「10 倍の価値を渡すと言っていることは、伊達や酔狂ではないな」 

 

自分に言い聞かせるように「10 倍だ！」と意気込んでるわけでもなく、

素で 10 倍の価値を渡すことが非言語で身体から湧き上がっていることが

音源から感じとることができたのです。 

 

そんな深読みをしていると、鬱ではないですけど 

 

「いけるか？そこまで...」 

「そこまでしないと血みどろの海で戦うことになるのか」 

 

と、暗澹たる気持ちになってきたので 

 

そのままの気持ちで寝るのはよくないなと、気晴らしに近所の田んぼ道を散歩す
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ることにしました。 

 

その時、ふと、機動戦士ガンダムのナレーションで毎回流れる 

 

「君は、生き延びることができるのか！」 

 

というフレーズが頭に流れてきました。 

（GW 中、自粛でガンダムをずっと見ていたからかでしょうか） 

 

「そういえば、鮒谷さんの話はガンダムの話に似ているな...」 

 

・ザクからグフへとレベルが上がる相手と戦い 

→微差を積み重ねる 

 

・モビルスーツ 1 機でリックドム 12 機と戦い 

→10 倍の価値を渡す 

 

・やむにやまれぬ戦闘から戦場を生き抜き、シャアを超え、ニュータイプへと覚

醒し 

→異次元の世界へと突入 

 

という物語が浮かんできました。 

 

そう思ったら腑に落ちて、いきなり無敵のケンシロウを目指すよりもアムロのよ

うに、微差を積み重ねて戦っていくのが自分の生き方に合っているなと思うよう

になりました。 

（おたくな感想文ですいません。） 

 

こらからもよろしくお願いします。 

今回もありがとうございました。  

（歯科医師 Ｉ．Ｇ 様） 
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今回も、あらゆる角度、あらゆる例え話で、お話いただき、理解が楔が少

しずつ埋め込まれていく感覚を持たせていただきました。  

メルマガを読むたびに、この音源の紹介を目にし、毎回、気になっておりまし

た。 

 

ただ、前回購入時、バタバタしていて感想を送付していない自分が買っていいも

のか？と悶々と悩んでおり、いや、購入の意思決定を先延ばしにしていました。 

 

しかし、早起きした土曜日、メルマガを読んで、この時間こそが無意味であると

思い、ポチっと購入ボタンを押しました。これこそ、まさに、北斗神拳のお前は

もう買っているの状況だったのかなと。 

 

そして、早速、拝聴。 

今回も、あらゆる角度、あらゆる例え話で、お話いただき、理解が楔が少

しずつ埋め込まれていく感覚を持たせていただきました。 

 

私自身の話をすると、数か月前から環境、ポジションが大きく変わり、仕事をす

るメンバーも変わりました。※少し話は脱線しますが、まさか、日本人以外と仕

事をすることになるとは思ってませんでした。 

 

海外で働くチャンスを得られたのは、以前、鮒谷さんがおっしゃっていた、「は

いか Yes か喜んで」という言葉がインストールされていた結果だなと思ってま

す。 

 

仕事を始めてすぐに、顕在化されている課題、ニーズはたくさん見えたつもりに

はなっていましたが、音源を聞くと、 

 

それは、本当に課題、ニーズなのか？ 

たまたま顕在化しているだけで、深層課題、ニーズじゃないのでは？ 

自分のこれまでの経験に照らしあわせて、課題やニーズだと思っているだけなの

では？ 

言語化されていない領域の課題や、ニーズはまだ把握できていないのではない

か？ 

 

などど、思い始めました。 

 

現地で働いているナショナルスタッフとの関係性を考えてみると、彼らとの会話

はあるが、ラポール関係が構築できているか？と問われると、まだ、そこまでの

関係性は築けていないのかなと。 

 

そうすると、今は、自分が勝手に思っている課題やニーズを解決するよりも先

に、彼らとラポール関係を構築し、深層課題やニーズを探り当てるべきである
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と、考えています。 

 

彼らとのコミュニケーションは、英語という壁はありますが、それすれも楽しみ

ながら、取り組んでいきます。 

 

今回もまた有益な音源ありがとうございました。 

今後とも、メルマガ、音源楽しみにしております。  

 （大林 様） 
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今回の音源に加えて、日々のメルマガについても繰り返し読み、文中に散

りばめられている考え方や生き方に関する鮒谷様の珠玉のノウハウを糧に

して、世のため人のためになれるよう一歩ずつ前進していきます。  

今回も貴重なお話の音源を提供していただきありがとうございました。 

 

お客様の未充足の潜在ニーズをいかにして掘り起こすことができるかがセールス

なりコンサルティングの肝であると理解しました。 

 

音源を聴きながら、何かのインタビューでジャパネットたかた創業者の高田明氏

がお話しされていたことを思い出しました。 

 

高田氏はテレビショッピングではモノについてここが優れています、ということ

を強調するのではなく、そのモノによってお客様の生活がいかに豊かになるかを

具体的な事例を挙げて伝わるようにしていた、といったようなことを話されてい

ました。 

 

わずか 15 分程度の商品紹介時間の中で、お客様の生活が豊かになるための具体

的な事例を、お客様がイメージできるように伝え切ることさえできれば、コール

センターの電話がつながらないほどたくさんの受注につなげられることが実証さ

れています。 

 

ジャパネットの場合は、テレビやラジオといった映像と音声を最大限利用してい

るため、視聴者も自分が利用するシーンについてのイメージが具体的に把握しや

すいといえます。 

 

これに比べると、鮒谷様はメルマガという活字(ことば)だけで読者の興味を惹き

つけ、多くの人を音源の購入やセミナーへの参加にまで至らせているわけですか

ら、さらに一枚上手です。 

 

今回の音源に加えて、日々のメルマガについても繰り返し読み、文中に散

りばめられている考え方や生き方に関する鮒谷様の珠玉のノウハウを糧に

して、世のため人のためになれるよう一歩ずつ前進していきます。 

 

引き続きよろしくお願いいたします。  

（Ｈ．Ｋ 様） 

 

私もセールスを日々行っている人間として、とても学びが多い音源でし

た。  
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今回も素晴らしい音源ありがとうございました。 

 

私もセールスを日々行っている人間として、とても学びが多い音源でし

た。 

 

相手に会心の一撃を与えられるようになるためには、しっかりと相手のニーズを

掴むことが必要で、そのためにますます自分の経験値や洞察力、幅広い知識が必

要になってくるなと感じました。 

 

これを習得するには、ある程度量稽古をして行かなければいけないと思うので、

一人でも多くの人と会って、その人のお役に立てるにはどうすればいいのだろ

う、と考え続ける訓練を積んでいこうと思いました。  

（Ｙ．Ｉ 様） 
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一撃で、急所を、秘孔を突かれました。即死です。  

「命を賭け、全人格を投入して、未充足の潜在ニーズを引き出さないといけな

い」 

 

私が売れなかったのは、これができていなかったからだ、ということを思い知り

ました。 

 

メルマガを読んで、わかったような気になっていました。でもやはり、音源

で、生の声で、お聞きすると、全然違います。体に入ってくるんですね。

そう、体に入ってくる、その言葉がぴったり。 

 

一撃で、急所を、秘孔を突かれました。即死です。ああ、気持ちいい。 

 

なぜ、私は売れなかったのか。お客さんに合わせに行ってましたね。ご指摘いた

だいて、ハタと気づきました。しんどいんです。めんどくさいんです。深く深く

潜っていくの。時間かかるし、適当なところで切り上げたいんです。それを見透

かされていました。こっちも全開示しなきゃいけないし。裸になるの、イヤです

よ。そんなの。そういう、逃げの姿勢が、お客様には、バレていたんでしょう

ね。 

 

いや、それもあるけど、お客様もしんどいから、妥協してくださったのかもしれ

ません。でも、だから、私はいつまで経っても、競合に勝てなかったんですね。

その深さくらいなら、競合の誰でも、潜ってくるんですね。そこで、自分に、そ

して何よりお客様に合わせにいっちゃいけない。お客様にも覚悟してもらって、

一緒に地獄の底まで潜りに行かなきゃいけない。この先に、アワビがあります

よ。イワシで満足しちゃいけませんよ。でも、アワビの姿かたちは、まったく見

えないんですよね。それなのに、行かなきゃいけない。潜らなきゃいけない。で

ないと、お客様は、成仏できないんですよね。切腹するときの介錯は、一撃で首

を落とさなければいけないそう。これをしくじると、斬られた方が死ぬに死にき

れない。一撃必殺で、仕留めなければいけない。そんなことを聞いたことがあり

ます。まさにそれ。だからこそ、急所を射抜けないのであれば、その仕事を受け

てはいけないんですね。会心の一撃で殺められないなら、その仕事はむしろ断る

べき。お客様を、いつまでも死ねずに苦しめることになってしまうから。一発で

落ちなかった首を、ゴリゴリ、ノコギリのように刀で強引に切り落とすなど、も

ってのほか。私がやってきたことは、まさに、それではないか。ゴリゴリ、音が

するような営業。何か、どこか、間違っている。 

 

価値提供できないものは去れ。と今までの私に言いたい。そして、今の私に言い

たい。ようこそ、苦楽しい世界へ。そして模倣困難・代替不可能ワールド

へ。これからは、成長あるのみ。そして、その先には、至福の喜びが。ひ

りひりする、生きている実感が、待っている。 
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本当にありがとうございました。  

（中島ＰＲ 代表 中島 史朗 様） 
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私はエンジニアで営業職でも無いため、この音源を買って意味があるの

か？と一瞬躊躇しましたがその躊躇は無駄でした。  

私はエンジニアで営業職でも無いため、この音源を買って意味があるの

か？と一瞬躊躇しましたがその躊躇は無駄でした。 

 

ただ一言「買ってよかった」です(笑) 

 

普段の生活、一挙手一投足がまさに営業活動、なんですね。。 

今後は、普段の言葉遣い・態度・行動の全てを丁寧に扱います。 

 

以下、音源内容ごとの気づきです。 

 

・金槌を持てばすべてを金槌で打ちたくなる(= 自身の思い込み・決めつけを相手

にぶつける)というのはまさにやってしまっていたことです。 

 

脱線しますが、ファイナルファンタジーV というゲームでは戦士、モンク、魔法

使いなどジョブチェンジしながらいくつものアビリティを身に着けて行くのです

が魔法つかいは魔法アビリティしか、戦士は大剣アビリティしか使えません。 

 

ところが「すっぴん」というジョブ（というか、ジョブなし状態）になるとそれ

まで覚えたアビリティすべて使えるようになり、魔法でも肉弾戦でも飛び道具も

使い放題となります。 

 

私自身、いろんなアビリティを覚えた上で「すっぴん」になる（＝金槌にしばら

れない）ことを目標にセットしました。 

 

今このアビリティに縛られているな、と自覚することが 1st ステップです。 

 

・また、会社員は相手の期待値の最低レベルに無意識に合わせてしまいがち、 

のくだりではギクリとさせられました。今全力を出さずにいつ全力が出せるの

か、ですね。。頂いた対価の 10 倍の価値を相手に提供するを実現するしかあり

ません。 

 

・「ゴリゴリやっている場合は何かが間違っている」という話も胸に刺さりま

す。 

私の趣味の合気道では「力感が出ない動き」が重要視されておりまして、力と力

がぶつかっている=頑張っている状態は何かがおかしいのだ、と指導を受けま

す。個人的には「相手を倒そうとする」のではなく、「相手が(自ら）倒れてしま

う状態をつくる」という解釈です。 

 

運動でもビジネスでも「すこーんとハマったときの快感と美しさ」は共通するの

ではないか？と気づきました。 
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これから実践の回数を増やし、この自分なりの美しさを追求しようと思う

とともに、これからも音源購入させていただこうと思います（笑)。 

 

今回もありがとうございました。  

（Ｍ．Ｍ 様） 
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営業は苦手だーとずっと思っていて、でも、今回の音源を聴いてああ、こ

れが営業ということで良いのか！！と分かった次第です。  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

いつもありがとうございます。またまた鮒谷音源が朝のモーニングコールと

しての仲間入り致しました。この５か月ほど続いている「鮒谷モーニングコー

ル」です（笑） 

 

そして、今回の音源を聴きながら（もう届いて何度聴いている事か・・・）思っ

たことが昨年の１１月に鮒谷さんに初めてコンサルをしていただき（それまでは

１０数年メルマガを読み続けて待望の初対面）その時に「秘孔」を見事に「ほわ

た！！」と鮒谷さんにつかれたんだよなー。と。 

 

そしてそこから売り込まれている訳でもなく音源を自然に購入し・・・・・

（笑）聴いて自分の中で数々の実践を繰り返し・・・とここまで来ています。 

あの一回の「秘孔」を突かれるところから始まった。のだなと（笑） 

 

知らず知らずに営業をされていた（笑）では、それを自分でやる為には？

と既に実践モードで意識してやり始めています。 

 

あと、聴いていて思ったことなのですが鮒谷さんは「メンタルセラピスト」だな

と。「メンタリスト」だなと。 （なんか上からですみません(^▽^;)） 

 

ほんと手前味噌で恐縮なのですがボクも経営のサポートを「メンタルセラピス

ト」としての立場でやっています。だからしゃべりすぎないその方が潜在的に何

かある事を引き出し、時には魂の約束の部分まで感じ深く深く、それこそ「優秀

な海女さん」のようにその人の本音と潜在的な事を探っていく。ラポールそして

傾聴型にはめないセラピストのセッションのようなコンサルを心掛けてきまし

た。型にはめられるのが大嫌いで自分はそのようにはしたくない。 

 

全く本人が顕在的に意図していない、予測もしていないでも潜在的に何かあるも

のそれを引き出すとめちゃくちゃ喜ばれます。これがボクにとっての「快」その

もの。こうなった時に「魂が震えるほどの喜びを覚えます」そうなるとこの方の

様に何度もリピートしていただける。 

 

そうか！！営業は苦手だーとずっと思っていて、でも、今回の音源を聴い

てああ、これが営業ということで良いのか！！と分かった次第です。 

 

もうひとつボクにもう一つ足りないのは「命がけ」ということです。常に１２

０％は絶対に持って帰っていただく。これは常に常にでしたが足りなかったのは
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「命がけ」でした（笑）まだまだ修行が足りぬとバスタブを蹴りつけて気合を入

れます。 

 

この差はなんだろう？ （積み重ねたものが違うので当然ですが(^▽^;)と思

いますので再び「秘孔」を突いて頂きたくコンサルを受講します（笑） 

 

最後になりますがこの言葉がとても沁みます。自分でも具現化してみたいと思い

ます。 

 

【見込み客やお客さまが、未だ気づかず、それゆえ満たされてもいない、したが

って当人の中で言語化もされていない、秘められた強烈な欲求を掴み、引きずり

出す。その欲求を言葉に落とし、あなたの欲しいものは実はこれですよね、と言

葉によって提示し、顕在化させる。こうしてクライアントのニーズをまな板の上

に引きずり出し、あなたの、その潜在ニーズを満たす解決策があるとすれば、あ

なたはそれを求めますか、高いですが、求められるなら、今すぐ、確実に手に入

りますが、どうですか？欲しければ売ってあげてもいいですよ、と尋ねる力】 

 

いつもいつもありがとうございます。と、ここまでです。 

 

コンサルの申込みは別途お送りいたします（笑） 

本当にいつもありがとうございます！！  

（都 章 様） 
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実際に売るのが何にせよ、セールスさえできれば、結果として「顧客の創

造」も必ず達成されている、ということに気付いて驚きました。  

セールスとコンサルは、「秘孔をつく」という点で同一なのだ、と腑に落とすこ

とができました。コロナその他の影響で、古巣のマッサージ業界を離れてから１

か月強たちますが、現在は自宅にて、オンラインで完結する「自己定義ニーズを

充足するビジネス」を進めております。 

 

以前とりくんでいた、「ミッション・ステートメント策定コンサル」をリニュー

アルしたものなのですが、実際のセールスがいよいよこれから本格化するため、

今回の音源はとてもタイムリーな内容でした。この音源を聞き込むにつれ、ビジ

ネスとは根本的にはセールスなのではないか？という気がしてきました。 

 

以前まで、ビジネスとは「顧客の創造」であると、ドラッカーの定義をそのまま

踏襲していました。しかし、セールスがないビジネスは単なる事業計画でしかあ

りません。ビジネスをビジネスとして成り立たせるためのもっとも本質的な要素

が「セールス」ならば、ビジネスマンとは、常にセールスマンであるようです。 

 

実際に売るのが何にせよ、セールスさえできれば、結果として「顧客の創

造」も必ず達成されている、ということに気付いて驚きました。専門分野

の細分化と、セールスへの恐怖心のためか、僕は売ること以外のあれこれ（企画

や準備など）もビジネスだと捉えて、気が付くとそちらに逃げてしまうクセがあ

りました。その意味で、僕にとっては「セールスなくしてビジネスなし」という

原点に立ち戻ることができたのが、この音源を聞いた一番の効用かもしれませ

ん。 

 

しかし、「では、実際に秘孔をつくためにはどうしたらいいのか？」について

は、これから長い修行が必要なので、具体的な記述は避けます。ですが心構えと

して、「自分にとっての秘孔だけを狙うな」という点だけは、しっかりと心に留

め置きたいと思います。自分に効いた秘孔がお客さま全員に効くとは限りません

し、逆にお客さまに効く秘孔が、自分にも効くとは限りません。だからこそ、

「お客さまにとっての秘孔」を見つけたら、しっかりそれを記録および記憶し

て、鮒谷さんのような秘孔博士（？）を目指していきたいと思います。 

 

上記の内容自体もさることながら、個人的には１時間１１分で完結する音源であ

る、という点も大変よかったです。長い音源は、ともすれば「一通り再生するこ

と」が目的になってしまう反省があったのですが（汗）、今回の音源は１時間１

１分をリピートすればいいので、いつも以上にしっかりと内容に向き合えている

気がします。 

 

もちろん、語られていることはすべて「言うは易し、行うは難し」に属するの

で、リピート再生を続けつつ、ビジネスの本質である「セールス」に真正面から
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立ち向かっていきたいと思います。改めて、今回もすばらしい音源をありがとう

ございました！  

（100 文字コンサルタント 若柳諒 様） 
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今回の音源は告知が出て気づいたら購入していました。買った後に『すで

に秘孔を突かれている』状態と再認識しました。今回は、その仕組みの本

質を理解する上で良かったです。  

鮒谷様 

 

いつもお世話になっております。 

 

今回の音源は告知が出て気づいたら購入していました。買った後に『すで

に秘孔を突かれている』状態と再認識しました。今回は、その仕組みの本

質を理解する上で良かったです。 

 

聞く人を選ぶ音源だと思いますが、『本質の重要性』を理解している人には、

当音源は価値あるモノだと思います。 

 

ギクリとした話で一つ。コンサル初心者は『自分の得意な型にはめようとする』

私も誰かにアドバイスをする時に、結論ありきで話をしていることに気づきまし

た。相手の潜在ニーズを探す努力もせず、自動操縦の機械の如く、相手に言葉を

投げっぱなしでした。特に自分の経験から来る方法論などがあるため、「これな

ら間違いない」「他の方法はしらん！」と視野が狭いクソ爺化していました(言葉

は悪いですが、、） 

 

今後は、深く反省をして、聞く、聞く、聞く、上質な質問を繰り返し、思考のア

ンチエイジングを進めたいと思います。二つ目は『ラポールを構築する重要性』

コンサルや営業だと「何の価値を提供するか」を意識するばかり、ラポールを疎

か(もはや無視のレベル）にしていました。お客様の心の深いところにある悩みを

引き出し、更にその悩みを参考に、本質の課題を見つける。上記の工程の入口に

ある、お客様の本音の部分を見つける。このラポール構築を私は軽視していまし

た。これもクソ爺化が進んでいますね。(興味ない話を永遠に語り続けていたかも

しれません。） 

 

最後は、海女さんの比喩です。非常に理解しやすく、すっと身体に比喩が染み込

んできました。思考の奥に潜り込む感覚は、薄々気づいていましたが、言葉をい

ただきハッキリしました。 

 

今後は、自分の限界まで深く、深く、もう一層深く潜り、自分の宝物(潜在ニー

ズ）を見つけたいと思います。以前に、『自分をマネジメントできない人間が、

他人のマネジメントのコンサルなどできない』と仰っていました。 

 

北斗セールスを応用すれば、お客様の秘孔を突くばかりでなく、自分の秘孔を自

分で突き、傷の治療、行動力の促進、世界認識の変容など、様々な治癒効果を期

待できると思います。(ケンシロウではなく、トキですね） 
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今後も上質な音源を期待しております。以上、よろしくお願いします。  

（製造業 営業 Ｙ．Ｉ 様） 
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今回の音源はセールスやコンサル業を行い始めた私にとってまさに必要な

タイムリーな音源でした。  

今回の音源はセールスやコンサル業を行い始めた私にとってまさに必要な

タイムリーな音源でした。一番大きな学びが「潜在ニーズを掘り出す必要があ

る」という意識を持つようになったことです。 

 

以前も潜在ニーズの話を聞いたことがありますが、私の認識では、それはできた

方が良いだろうけど、大きな価値を与える一手段という程度の認識で、必要とい

う話ではない、と考えていました。 

 

しかし、今回の音源を聞くことで、潜在ニーズを掘り出さなければならな

い、少なくとも、それを目指さねばならない、ということははっきりしま

した。 

 

鮒谷さんが「価値の１０倍返し」ということを話されていますが、コンサルでこ

れを実現するためには潜在ニーズの掘り出しは唯一無二の方法だと思いました。 

 

相手の想定の価値を満たすだけでは、いくらうまくやることができても、１０倍

というレベルには達しませんので。 

 

会心の一撃で相手の急所を突く、ゴリゴリ押してるなら、何かが間違えている、

このような言葉で、お客様と向き合う基本的な姿勢を教えて頂きました。 

 

ここからは、この音源を聞いて私が考えたことを書きます。 

このように潜在コンテンツを引き出すにはどうすれば良いのかということです。 

 

もちろんラポールを築くとか、気を入れるなどは必要な条件なのですが、それだ

けで実現するとは思えません。 

 

色々条件はあるでしょうが、私は、顧客の選別が重要なのではないかと考えてい

ます。 

 

つまり、潜在ニーズを掘り起こすことができる顧客はある程度、自分と同じ価値

観を持っており、心から共感できる相手でなければならないような気がしていま

す。 

 

考えてみれば、鮒谷さんのメルマガはかなりの分量で、一般的には読むだけで大

変だし、 

そこに書かれた思想も一般的に広く受け入れられるものではないような気がしま

す。 
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まずその壁を乗り越えて、さらに音源なども購入していくわけです。 

（私もその一人なのですが） 

 

音源も世間的一般の価値観では高額ですから、これを乗り越える人は鮒谷さんに

とって 

「潜在ニーズを掘り起こせる」可能性が高い方であるといえるでしょう。 

 

最近、鮒谷さんの音源販売では、「聞く人を選ぶ音源」などと、あえて顧客層を

制限するものが多く見られますが、これも価値提供できる人を選んでいるのだ

な、と考えることができるようになりました。 

 

音源中でも「自分が価値を提供できない時は売らない」ということをおっしゃっ

ていましたが、私もこのようなスタンスでいられたら、と良い見本を見せていた

だきました。 

こんなところを自分のビジネスにも取り入れていきたいと思いました。 

 

いつもながら、良質のコンテンツの提供ありがとうございました。 

 

今回の音源はコンパクトということもあり、自分がコンサルなどで顧客と会う

際には、事前に聞くことをルーチンとしたい、と思います。  

（半導体エンジニア 蔵本 貴文 様） 
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これまで、鮒谷さんの提供されている各種メニューを購入させて頂いて、

自分がなぜ購入してしまったのかを知りたいとずーっと思っていました。

(笑)今回、北斗の拳セールス音源を拝聴してその理由がよく分かりまし

た。  

これまで、鮒谷さんの提供されている各種メニューを購入させて頂いて、

自分がなぜ購入してしまったのかを知りたいとずーっと思っていました。

(笑)今回、北斗の拳セールス音源を拝聴してその理由がよく分かりまし

た。 

 

高い目標を掲げ、誰かにとって代替不可能な存在になりたい、と思ってい

ますが、そこに至るまでの鮒谷さんのストーリーが語られている音源で

す。 

 

すごく短いスパンで何度も繰り返し聴かせて頂いてます。 

ほかの音源と同様、セールス音源と言いながら語られているのは人生への向き合

い方です。 

 

上に「なぜ購入してしまったのか？」と書きましたが、皆様がおっしゃるよう

に「購入一択」だと思います。 

 

いつもありがとうございます！  

（Ｙ．Ｏ 様） 
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あなた様の 

 

鮒谷周史の、圧巻！いま明かそう！ 

「北斗セールス拳＆南斗コンサル拳」の秘奥義を！ 

音源 

 

のご購入をお待ちしております。 

お求めは下記リンクよりどうぞ。 

https://form.os7.biz/f/8276f5f5/ 
 


