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第一章 

はじめに 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



初に伝えたい大事な事… 
 
２０２０年の東京五輪の開催が決まり、スポーツ界の盛り上がりが徐々に拡大

していく中、日本全国でスポーツを仕事にしたいという人が増えて来た。 
 
その人達の大きな特徴は、自分のこれまでの人生において「スポーツで得た感

動や体験」をもとに、自分のライフスタイルを豊かにしたいという願いであり。 
 
それを、更にビジネスと捉え、「自分の好きな事で生計を立て、更に自分自身の

生活を豊かにしたい」という思いである。 
 
だが、その思いとは裏腹に、この「スポーツ」 という業界もまた、何も考え無
いでビジネスをおこなうには「厳しい」業界になって来ているというのが現実

として存在している。まぁ、これについてはどの業界でもそうなのだろうが…。 
 
それもそのはずで、一昔前まではスポーツをしたいという「需要」の方が、ス

ポーツを仕事にしたいという「供給」よりも多かったわけであり、スポーツを

仕事にしている人の方が「圧倒的に少ない状況」だけで。 
 
近では、スポーツという存在は「健康や美容」、「充実したライフスタイルの

形成」はたまた「自己実現の手段」として、多くのニーズとして認識されるよ

うになり。 
 
それに応える形で、世の中でも多くの企業や学校 が「資格」の発行や「場の提
供」などを行い、それによりスポーツという存在の新しい価値が自体がどんど

ん普及されていった結果。 
 
スポーツビジネスという分野もどんどん改革されていく事になったわけである。

要するに、スポーツを取り巻く環境が変化してきたのだ。  
 
これにより、結果的にスポーツが「産業として成り立つ」という事の証明にな



り、一昔前の様な。「スポーツにお金なんか使う必要はない」といった概念は徐々

に少なくなったわけだが。 
 
その結果、これをチャンスと捉え、スポーツという産業に関わり「スポーツを

自分の仕事にしたい」という人も増えて来たという事である。 
 
 

楽しい「 イメージがある」からこそライバルも多い  
 
僕自身も、スポーツの仕事に魅了された一人である。元プロのサッカー選手と

して、国内だけにとどまらず、国外でもプレーヤーとして生活をしていたし、

国際大会の様な大きな大会で優勝した事だってある。 
 
その経験は物凄く、一種の蜜の様な体験で、正直な所「もう自分はスポーツの

仕事以外は絶対にできない」と思ってさえいた。 
 
だが現役を退いて、いざ、その経験を活かそうと起業したのも束の間、自分の

想像を遥かに超える様な「悲惨」な現実を知る事になる。 
 
それは何か？上記でも話した通りで、スポーツが既に産業化されており「自分

のこれまでの経験や実績というのが市場にとって、別に目新しくも何でもなか

った」という現実だった。 
 

スポーツの業界が嫌になった事もある  
 
正直に暴露すると、これまでの自分の人生の大半を過ごして培ってきた事、ス

ポーツの仕事に携わろうと、決心した人のほとんどが持ったであろう「スポー

ツで得た感動や体験」が活きた事はほとんど無かった。 
 
まず、元プロサッカー選手という実績はあまり関係がなかった。もちろん僕自



身がサッカーで大成した訳ではなかったので、それも理由のひとつだろうが。 
 
それでも、自分の生まれ育った場所では、それなりに知名度もあったし、現役

時代はバスの広告に自分の顔が載ったり、数々のメディアや、あるアーティス

トのプロモーションビデオの主演にもなったぐらいだから、これまでの歩みに

は多少なりとも自信はある。 
 
だが、その自信の様なものが砂のようにあっけなく崩れていったのを覚えてい

る。 
 
逆に、過去にすがりついている様な自分に嫌気が指し、心痛な気持ちにさえさ

せられた事も多く、正直、何度も「スポーツ界から離れよう」と考えた事もあ

った。 
 
あなたは想像出来るだろうか？現役時代、街を歩けば写真やサインを求められ

た人物が、毎日頭を下げて「自分の商品を売り込む」という現実。 
 
時には無視され、まだまだ慣れないパソコンスキルの中、必死で作成した広告

物が無惨にも捨てられていた現場を目の当たりにした事も何度もあった。 
 
こちらが良いと思って提供している商品にも関わらず「顧客が離れていく」と

いう現実。 「自分の理想を実現する為に、どれだけの痛みを伴わなければなら
ないのだろうか？」 
 
そんな事を思う日々の連続で、多くの試行錯誤を繰り返していた。その当時、

僕は子供を授かったばかりだったのだが、あまりにも上手くいかず。 
 
遂には資金も停止し「明日の紙オムツ代をどうやって作るのか？」そんな普通

ではあり得ない経験もし、「いよいよダメか…。」そう思う様な時もあった。 
 
 
 



そんな窮地を救った物とは？ 
 
これこそが、今回レポートとして伝えていきたい内容だ。僕自身がすでに実証 
済みであり、僕の経営する法人、そしてスタッフが実証し、「スポーツで生計を

立て自由な時間を手に入れた方法」である。 
 
しかし、この方法は多くのスポーツ界の人が知らない常識である。もしかした

ら、この方法を知ったあなたは、反論したい気分になるかも知れないが、もち

ろんそれはあなたの自由である。 
 
これを読むという事は、あなた自身がスポーツビジネスに関心があるか、また

は僕と似たような業界にいるか？だろう。 
 
それか既に携わっているか、はたまた起業する寸前の場合かも知れない。 
 
これから紹介する事はスポーツという業界に限らず、実に多くの業界でも効果

がある事も実証され、僕自身がこの目で見て来た成果である。 
 
実際にこの方法を実践したおかげで、僕自信、今ではスポーツビジネスという

分野を超えた仕事をしているので、きっとあなたのお役に立てる物だと信じて

いる。 
 
しかし、これから読む事の一部、あるいは大半が、あなたが今まで信じ込まさ

れてきた業界の常識や慣例、あるいは見て来た人々の行動と違っているかも知

れない。 
 
 
だからこそ…。 
僕は次の３つの事をあなたに伝えておきたいと思う 。 
 
 



１、これから話す事は、すでに僕自身が経験した物で、何度もテストをされ、 経
験によって証明されたものである。「タイム イズ マネー」（時は金なり）とい
う言葉がある通り、僕自身、人間に取って時間こそが一番重要だと考えている。 
 
だから、あなたの時間もとても大切に思っているので、言葉は悪いが理論めい

た教科書の様な事を話して、あなたの時間を無駄にする事は無いと思う。 
 
２、僕がこれから話すアドバイスはスポーツという、「価値が、相手に見えづら

く売りづらい商品」から、同じ様なサービス業まで色んな物に応用されている

事が証明されている 
 
３、僕が個人的にこの様なことをコンサルティングする場合の料金は１回４０

万円と設定されており、そのうちの数時間をこれから話す事の説明に費やして

いる。 
 
それから考えると、このレポートは少なく見積もっても５万円ぐらいの価値が

ある入門書だと言えると思う。 
 
 
戦略とは戦い方を決める事を意味する。よって、このレポートでは。 
 
あなたがスポーツを仕事にして成功する為に「どういった戦い方をするのか？」

という事を示している。そこに机上の空論が入る余地はない。ただ、あなたが

スポーツビジネスという分野において勝ち抜く為の、知識と方法が記載されて

いる。 
 
僕はまだ、スポーツ界でここまで実践的なビジネスの方法を伝えている人を知

らない。だからこそ、このレポートがあなたにとって物凄く価値のある物にな

ると思っているし、同時に今後のビジネスの躍進のきっかけになる事を強く願

っている。 
 

宮城哲郎 
  



 
 
 
 
 

第二章 

ビジネスとは何か？を理解する 

【マインドセット】 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「 ビジネスとは何か？」 を考えないで起業してはいけない  
 
世の中の、ほとんどの人にとって「仕事」とは、与えられた事に取り組む事で

あり簡潔に言うと「雇われている」という立場の人達が多い。 
 
雇われている立場で仕事と向きあっている場合、多くの場合はすでに「顧客が

存在している状態」であるので、ストレスは限りなく低い。 
（※それすら苦手なら論外である） 
 
ただ、「起業」するとそうはいかない。その理由はシンプルだ。 
 
自身で顧客を集め、実際に対応して、そしてそれを繁栄させてく。不都合な事

実だが、起業するという事は「仕事そのものを自分で作る事」も必須になって

来る。 
 
ただ、その変わり、あなたに跳ね返って来る見返りは「雇われている」状況と

は比べ物にならない。 ただ、あなたがどちらを選ぶか？である。 
 
では、そもそもビジネスとは何か？ 
早速、本題に入ろう。 
 
 

「商品」と「顧客」の存在がビジネスを成立させる  
 
ビジネスとは「相手の問題や課題に対して解決をして、収益を得る」という行

為である、そして、そのビジネスを成立させる為に必要なものは、あなたが提

供する「商品」とそれを購入する「顧客」だ。 
 
商品を提供するのは、言わずと知れた自分自身なのであるが、ビジネスが成立

する為には、それを購入する「顧客」の存在が不可欠である。そして、その存



在はビジネスをするうえで、とても重要な存在である。 
 
だが、残念ながら多くの場合はそうでない場合がある。（※特にスポーツの場合） 
 
それは一体どういう事かというと、多くの人は「商品やサービス」に対して時

間や労力を使っても、それを購入する「顧客」を生み出す為に力を使うという

事に時間と労力をかけていない。 
 
正確には「どうやって顧客を集めるのか？」ということすら、知らない人が多

いのが現状である。 
 
特に、スポーツをはじめとした「技術職・スキル系」を商品として扱う職業に

多く見られる傾向がする。そして、この業界の人達が信じてやまない台詞が実

はある。 
 
あなたはそうでない事を願うのだが、その台詞をここで紹介しよう。それは…。 
 
「商品やサービスを追求したら、売れる」という台詞である。 
 
一見、当たり前の様なことだが、残念ながら、ここに不都合な真実が存在する

ということを多くの人は知らない。 
 
一方で、逆にその答えをあなたが知ることで、今後のビジネスにおいて「他と

の大きな差」が生まれてという事をぜひ覚えておいて欲しい。 
 
これからお伝えする事は、もしかしたら、あなたにとっては「耳が痛くなる話」

ばかりかも知れない。 
 
だが、これから話すことは、あなた自身が描いた目標を達成する為には、絶対

に超えなきゃいけない壁であり、他の競合を圧倒する為に必要な思考にな

り得るので、ぜひ新しい価値観として、受け入れて欲しいと願う。 
 



では、その不都合な真実とは一体何か？それをお話ししよう。 
 
 

良い商品が売れるとは限らない  
 
 
「良い商品が売れる」残念だが、それは真実では無い。ここで誤解の無い様に

お伝えするが、決して悪い商品を販売しても良いという訳でもない。 
 
正確には「顧客にとって良い商品である」という事であり、あなたが思う良

い商品というのは「顧客にとっては、さほど重要ではない」という事が、物凄

く多いという事を、あなたはビジネスを始める時に理解しておく必要がある。 
 
これまで多くの人達を支援して来た中で、その人達が 初に当たる壁のほとん

どが、まさに「自分の商品やサービスに対するこだわりを捨てる」事である。 
 
そして、あなたが、突然このような事を言われ、実際に実践するのが物凄く難

しいかも知れないという気持ちもよく理解出来る。僕も 初はそうだったから。 
 
そもそも、起業する動機自体が「自分の可能性を信じる」という事であるはず

なのに、その自分の作り上げる「商品やサービス」に対するこだわりを捨てる

という事は、そもそもの動機自体を根元から否定しかねないからだ。 
 
ただ、こう考えたらどうだろうか？ 
 
そもそも、あなたは自分の持つ可能性という中で「多くの人達の喜ぶ顔がみた

い」と思っていたはずだ。 
 
だとしたら、その顧客の喜ぶ顔を見る為に「あなただけのこだわりに執着する

必要があるか？」と考えると、その応えはきっと「NO」だと思う。 
  
 



先程も話したが、ここで伝えたい事は「良い商品やサービスを提供しなくても

構わない」という意味では決して無く。 
 
あなた自身のもつスキルを、「相手にとって良い商品やサービスに変換して」今

のビジネスをする事ができないか？という事である。 
 
相手にとって良い物であれば、売れないわけが無い。だとしたら、あなたが取

るべき考え方は、まさにそこではないか？ 
 
それが 初の関門である。ぜひ、 この章については新しい常識としてインスト
ールして欲しい。 
 
 
第二章 まとめ 
 
☑ 自身で顧客を集め、実際に対応して、そしてそれを繁栄させていく事が重要
であり、起業するという事は「仕事自体を自分で作る事」である。 
 
☑ ビジネスとは「相手の問題や課題に対して解決をして、収益を得る」という
行為である。 
 
☑ 良い商品が売れるわけではなく顧客にとって「良い商品だから売れる」とい
う事を理解する。 
 
☑ 起業する事は、「自己責任」が問われると言う事を常に意識する。しかし、そ 
の分、自分に対して跳ね返って来る成果も大きい。 
  
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第三章  

起業までの流れを知る 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



起業とはそもそも何だろう？  
 
前の章でビジネスという事について考えてみたが、起業するという事は今まで

の様に「誰か別の存在に仕事をもらう」という類いの物ではなく。 
 
「自分でビジネスを作り上げる」という事だという事は理解したであろう。 
 
ここに至るまでに、あなた自身の中で「起業」に対する想いは、きっと高まっ

て来たとしよう。（そうだよね？） 
 
しかし、今度は実際に起業するには「どうしたら良いのか？」という事につい

て悩む事がある。きっと、あなたはそうではないかな？ 
 
例えば… 
 
「独立したい、でもやり方が知らない」 
「起業したい、でもその為にはどうすれば良いのか？」 
「財務関係や法律、事業所や法人設立等の知識も何も無いが大丈夫なのか？」 
「初期投資はいったいどのくらいかかるのか？」 
「お金を借りなくてはいけないのか？ちゃんと返済できるのか・・・」 
 
といった具合だ。もし、この悩みが、今のあなたにとって「特にたいした事で

は無い」のなら、次の章に移っても問題はない。 
 
ただ、なぜこの章を作ったかと言うと、僕自身が、その当時「起業するという

事が正直よくわからなかったから」であり、結果、その為にスタートダッシュ

がかなり遅れてしまったからである。 
 
今になっては後悔しかないし、あなたにはこんな想い（無駄な時間を過ごす事）

をさせたくはない。 
  



という事で。 
 
この章では、あなたが「一念発起」し、素早く行動できるようにする為に、ち

ょっとだけ僕の経験も交えながら紹介していきたいと思う。 
 

起業する為の方法  
 
それではまずは「どうやって起業するのか？」について話していくとしよう。

そして、その答えは実にシンプルであるのでいきなり答えを発表しよう。 
 
答えは、あなたが「自分でビジネスをしたい」そう思って、自分の描く商品や

サービスを誰かに売ろうと「行動した瞬間」から、実は起業への第一歩を踏み

出している。 
 
これが起業する為の方法の答えだ。 
 
要するに「まずは商品を売ろう！」というわけである。 
 
あまりにも、当たり前すぎて驚かれると思うが、実は多くの人は、この「自分

の描く商品やサービスを売ろうと行動する」という事がなかなか出来ない。 
 
これには、色々と理由があるが。 
以下の様なことで悩んでいる人が僕の経験上、凄く多い。 
 
① 会社の形態はどうすれば良いのか？と悩む（個人事業？株式？NPO 法人？） 
② 税金はどうすれば良いのか？ 
③ 商品やサービスの値段はどうすれば良いのか？ 
④ どこでビジネスをしようか？ 
⑤ サイトは必要か？否か？ 
⑥ まずは勉強してから… 
 



この様な事で悩み過ぎて、実際に商品やサービスを売るという行動を開始する

までに時間が掛かってしまい全く利益が生まれず、結果としてモチベーション

が低下してしまう。 
 
そんな起業家を実にたくさん、この目で見て来た。 
 
だから、もしも、あなたが本気で今すぐにでも起業したいと願うのなら。まず

は以下の①〜⑦の事について順を追って進めていく方が良いだろう。というか

ぜひすぐにでもやって欲しい。 
 
なぜなら、このステップを踏めないと、ダラダラしていつまでたっても起業は

先延ばしになってしまうからだ。それほどに 初の一歩を踏むのに時間がかか

り過ぎて、結果なにも出来ずに失敗している人の方が多い。 
 
◯素早く起業する為の７つのステップ 
 
① 自分が（どんなビジネスをするか）を決定する 
② 自分の商品やサービスを売る為の（メッセージを考える） 
③ 顧客に約束したメッセージ通りの（商品を作る） 
④ その商品やサービスの（価格）を決める。 
	 ※同業よりも 2割高の価格が理想。（決して安売りしない。逆に売れない） 
⑤ そのビジネスを（どこで）行うのか？を決める。 
⑥ その際に必要な（経費・コスト）を調べる。 
⑦ 実際に開始する。 
 
このように、起業するという事だけで考えるのなら、紹介した①〜⑦のステッ

プを実行するだけで「本来なら充分」である。 
 
しかし、そうは言っても、いきなり利益がでるわけでも無いし、利益が無いま

まにコストをかける事も出来ないであろう。そして、それらを気にしてしまい

「何をして良いのか分からない」という状態になるのも知っている。 
 



他にも、事務所が必要なのか？パソコンが必要なのか？Web サイトはあった方
が良いのか？ブログは？etc… 
 
もう、考えたらキリが無いはずだ…。僕は、正直心が折れかけた（笑） 
 
とはいえ、それでもまずは。「実際に活動自体を行わないと何も起こらない」の

が事実であり、耳が痛いようだが現実である。 
 
そして、実際には、これらの悩み全ての問題は「利益があれば解決する」もの

でもあり、逆に言えば「利益が確保できないとビジネスとして成り立たない」

からだ。 
 
会社の形態とか、Web サイトがどうだとか、事務所がどうだとか、そんな事で
悩むのは、きちんと収益を確保してから考えても良い問題である。 
 
まずは、しっかりと「自分の商品を売るという経験」をする事が、ビジネスを

軌道に乗せる為の第一歩だという事を、ぜひ理解して欲しい。 
 
そして、その為に、新たに一つ超えなきゃいけない壁が存在するので。次は、

それをお話しよう。 
 
 

お金を取る事に抵抗がある  
 
それは、スポーツビジネスに限らず、スキルや知識を仕事にしたいと願う多く

の人達の悩みであろう。 
 
そう、「相手からお金を取っていいものなのか？」という事を強く懸念している

という壁だ。 
 
他にも、自分のスキルや知識でビジネスをしたいと願う人の特徴として、「こん



なレベルでは、まだまだお金なんか取れない」と思ってしまい、無料でもなん

でも「自分の手に入れたスキルや知識を安売り」してしまう傾向があったりす

る。 
 
そして、これこそが、あなたの起業を阻む大きな壁の一つになる。なぜなら「利

益」が全く出ないからだ。しかしそれでは、いつかはあなたが疲弊してしまう

のである。 
 
しかし、思い出して欲しい。 そもそも、あなたはこのスキルを手に入れる為に、
どれほどの「時間」と「お金」を注いだ事であろう。 
 
そして、そのスキルは「あなたが理想とする目的の為に取得した」はずなのに、

これを起業しようと思った時に活用しないで、いつ活用するのだろう？ 
 
ここまで読み進めたのなら、きっと利益を出さないとビジネスは成り立たない

という事は承知であるはずだ。だからあなたは、なんの負い目も無く、すぐに

ビジネス活動を開始しても良いのである。 
 
ぜひ、あなたには、この壁を軽く突破して欲しいと願う。 
 
 

セールスは悪ではない  
 
このように、もしも本気で起業を志し、ビジネスで成功したいと願うのなら、

あなたはお金と取るという罪悪感を完全に捨てる必要がある。 
 
そして、相手に物を売る行為である「セールス」をする事に対する抵抗は、完

全に捨てしまう。 
 
きっと、あなたもそうだろうが、多くの人は、「セールスをする」という事に対

して、物凄く抵抗がある。だが、それでも… どんなに抵抗があっても、僕達の



世の中にセールスが無いという状況は「存在しない」。 
 
人は商品やサービスを購入する際に、自分の決断で「商品やサービス」を買っ

たと思うであろう。そして、「自分は誰にも押し売りされないで物を購入した」

と思うであろう。でも、それは勘違いだ 
 
スーパーに行けば、商品の一つに「値札がある」だろう、値札にコメントは書

いてあるのは見た事が無い人はいないだろう。 
 
コンビニで売っているプリン一つでも、ただパッケージに「プリン」とだけ書

いてある商品なんてない。（※ そういう商品は売れてない） 
  
このように誰かが商品をアピールしているからこそ、僕達は「欲しい」という

感情のままに商品やサービスを購入する。 
 
あなたもそうだろう？これまでの人生において、値段が高かろうが、安かろう

が、その時の状況で「欲しい物」は購入して来たはずだ。 
※もちろん、買える・買えないはある。 
 
自分自身の商品に対して「お金を支払ってもらう行為」に抵抗があるのは理解

出来る。 
 
しかし、もしも顧客が「自分の欲しい商品を探している状態」である時に、例

えあなたがその商品を売っていたとしても、そこで「セールス」という行為に

至らなければ…。 
 
結局、その顧客は他の誰かから「自分の欲しい商品を購入する」ただ、それだ

けで、あなたはみすみすチャンスを失う。 
 
だから、あなたのそのモヤモヤした悩みは、相手にとっては全く気にもしてい

ない問題である事を知らないといけない。 
 



そもそも、あなたが、どんな商品を提供し、どんな価格の商品を提供しようが、

相手は欲しいと思えば購入するし、欲しく無いと思えば購入しないのである。

ただ、それだけだ。 
 
 

あなたの商品の価値を決めるのはあなたではない！  
 
そして、前章でも話した通り。そもそも「あなたの商品やサービスが良いか悪

いか？」なんて、あなたが判断するのではない。 
 
商品やサービスが「欲しいか？欲しくないか？」は顧客が判断するわけなので、

あなたが値段をつけて、きちんと「これ（商品やサービス）を販売しますが、 欲
しい人いますか？」と声高々とアピールしていけば良いのである。 
  
たくさんの人にアピールして、その中の誰かが「お、これは自分の為の商品だ

な？」と感じてもらえれば、それでビジネスは成立し、そしてそれを繰り返す

事で、あなたが悩んでいた事は徐々に解決され、真の意味での起業家として成

り立つ。 
 
だからこそ、あなたは行動しなくてはならないのだ！！！ 
 
 

実際の起業までの流れ  
 
とはいえ、それを考えている時間があなたには無いのも理解している。そして、

初でもお話したが、「とにかく、今あなたが何をするべきなのか？」をしっか

りお伝えする事が一番のテーマだとも思っているので。 
 
ここは思い切って、実際に僕が推奨する流れを紹介していけたらと思う。 
 
 



ステップ・バイ・ステップ式にしているので、その項目を順番よく進めていく

だけで、気がついたら起業に向かっているという状態になっているはずだ。 
（※2014年 1月現在のルールを採用） 
 
だが、その前に少しだけ話しておかないといけない事もあるので、その話から

したいと思う。 
 
まず、あなたが起業するにあたって以下の事に悩むだろう。それは。 
 
・法人化（NPOなども含む）して会社にするか？ 
・フリーランスとして個人事業主として活動するのか？ 
という事である。 
 
既に、どちらかの形式を取っている人は、この章は飛ばしてより具体的なビジ

ネス戦略について学ぶ事をおススメするが、ここではあえて、あなたが「起業

前」だとしという事を想定して記載している。 
 
そして、僕が起業するに辺り一番おすすめしたい事は、いきなり法人化をする

のではなく、まずは「個人事業主」という形態の、いわゆるフリーランスとし

て活動する事である。 
 
なぜなら、個人と言っても申告上の「個人」であり、別に社名（正確には屋号）

が会社風のネーミングを付けても問題は無い。 
 
そして、これまでのコンサルティングでの経験から感じた事なのだが、今の世

の中、普通に売買を行う程度なら、必ずしも法人でなければいけないという事

は無いと感じたからである。 
 
僕自身も、 初は個人事業主としての活動から始めたので、そういう意味でも

自分のステージが変わる時に、法人化にするかどうかを考えても充分に大丈夫。 
 
何より個人事業主というスタイルで理想のライフスタイルを獲得している人も



たくさんいるので、そこはあまり悩みすぎずに、自分が行動しやすい環境を作

る事を先決にした方が良いのかな？と思う。 
 
そして、それを推奨するにはいくつか理由があって。 
 
１つ目の理由 
法人化にしようとすると、設立する際にお金がかかるという事 
※ 実質１００万円ぐらいはないとシンドイ 
※ ちなみに NPO だとお金はほとんどかからないが、法人として認められるま
でに時間がかかる（半年〜１年） 
 
・個人事業主だと、青色申告、会計ソフト、もろもろ雑費で数万円あれば 可能 
 
２つ目の理由 
ビジネス初心者には難しい専門知識が多い 
法人でビジネスを始めると、税関係や申告関係での知識を更に蓄えないといけ

ないという事があり、それに充てる時間に、あなたのビジネス活動の時間が奪

われる可能性が高いからである。 
 
・結果、税理士や会計事務所に丸投げをするのがベストなのだが、その費用を

捻出するのが 初は大変。 
 
３つ目の理由 
個人事業主では一番ストレスのかかる財務が比較的シンプル。 
※ 起業しようと思ったら、すぐに 寄りの青色申告会に行って相談すれば良い。

（起業・開業しようと思うのですが、どうすれば…？）この質問でオッケーで

ある。 
※ 指示に従って、会計ソフトを購入し、使い方は申告会で教えて貰えば、かな
り楽。領収書はきちん取っておくこと。（６５万円分は 控除対象） 
※ 何より、自分が思っている以上に、丁寧に教えてくれる。 
※ 法人だと、お金の出し入れが細かいので、起業し立ての頃の様に、「急な出
費」などのイレギュラーに対して、フットワークが重くなる。 
 



４つ目の理由 
法人を設立すると、利益があろうが無かろうが「法人税」が出る。 
※ これが 初の頃は何気に負担になります… 
 
５つ目の理由 
とにかく、あなたに直ぐに行動して欲しいから 
 
以上の理由となる。 
 
ビジネスはスピードだ、まずはあなた自身が行動をしなくては何も始まらない、

組織の形態なんて 初のうちは何だって良いのだ。そして、顧客もそんなにも

のにこだわっていない。 
 
形態にこだわっているのは、取引をする際の企業や、借入れをする時に活用す

る銀行などだが、起業時点でそれらとの関係はあまり無いはずだ。 
（もちろん規模が大きくなれば必要になる） 
 
そもそも年に１０００万円以上の利益を得るまでは、あなた自身が、細かい法

律なんかに悩まされる事がストレスになるので。 
 
そういう意味でもフリーランスという形はシンプルに活動できる為に優れてい

ると思っている。 
 
逆に、１０００万円以上の収入を超えると、個人（フリーランス）として活動

するには、面倒な場面にも遭遇するのも確かなので、その時は法人化して会計

事務所などに委託して、変わりにやってもらうというのも有りだろう。 
 
ここで重要なのは、あなたが起業するにあたり「何から始めて良いか分からな

い」為に。行動が出来ないというのが問題であり。 
 
ビジネスの規模が大きくなるに連れて、また、あなたの収入が大きくなるにつ

れて。「更に拡大していくか？」「それとも、自分の今の規模を大切にするか？」



といった事は、その時にでも自由に選択すれば良いのである。 
 
この様に、実際に利益が確保できないのにも関わらず、法人化した所で「悩み

の種」が増えて、目標を達成するどころか「起業して辛い」と後悔するだけな

ので。 
 
とりあえず僕は、あなたには「自分の好きな事で、自分の自由を選択出来る力」

を手に入れてもらいたいと思ってこの章を書き加えたのである。 
 
 
それでは、実際の手順をステップ・バイ・ステップで紹介する。 
 
事業を開始するための９つの手順  
 
① 業種を選択する。 
※ スポーツビジネス業 サービス業 等（これは大体で良い） 
 
② 屋号（名前を決める） 
※ 後の事を考えて「顧客が覚えやすい、シンプルな名前が良い」 
 
③ ひと月にかかるコスト（支出）を算出する 
※ 初月は色々と準備する物があるので、それは了承しておく 
 
④ 自分が欲しい金額（収入）と算出したコスト（支出）を合計する。 
※ 合計額が、当面のひと月に稼ぐ目標金額になる。 
 
⑤ 事業所（事務所や店舗）をどこに置くのかを決める。 
※ 店舗ビジネスで無ければ、まずは自宅を事業所として登録しておく事が無難。
別の場所にするにしても、自宅住所と同じ市町村に事業所を置いた方が作業が

シンプルになる。 
 
 



⑥ 所轄の税務署に行く（ここで以下の事は習える） 
※ 自宅で事業を開始する際には、自宅住所の所轄の税務署に行く。 
※ 自宅とは別の場所で開始する場合は、その場所の所在地を納税値にする事も
可能だが、「所得税の納税地の変更届」を、自宅住所側と新住所側 のそれぞれ
の税務署に提出する必要がある。 
 
※ 所得（売上から経費を引いたもの）が 290 万円以上になる場合、事業税が
発生する場合は、地方税を管轄する都道府県税事務所へも「個人事業開始申告

書」を提出する。 
 
※ ただ、事業初年度で所得が見込めない人は、届け出の必要は無く、初年度の
所得を確定申告すると、自動的に通知が届くようになる。 
 
 
⑦ 青色申告の手続きをする。（ 寄りの青色申告会へ行く） 
※ 個人事業主になったら、所得税を自分で計算し、年に１度、税務署に申告（確
定申告）を行う。 
 
※ 青色申告を希望する人全員「所得税の青色申告承認申請書」を提出する。 
 
 
※ 所定のフォーマットで納税先の所轄税務署に提出する。 
提出期限があるので、開業届と同時に 初で手続きをしてしまうことをお勧め

する。 
 
※ 提出期限は、新規開業の場合で 1 月 1 日～15 日までに開業届を出した場
合は、その年の 3 月 15 日まで。 
 
1 月 16 日以降に開業する場合、開業日から 2 カ月以内となる。 
（これも申告会の人が教えてくれます） 
 
 



⑧ 家族を従業員にする場合の手続き（該当しない場合は必要なし） 
※「青色専従者給与に関する届出書」という書類を提出すると、配偶者など、

家族と一緒に事業を行う場合、家族に対して支払った給与を全額経費にするこ

とができるので、活用しても良い。 
 
※ ただし、その場合、その家族が他に仕事を持っていないこと 事業主と同居
しており生計が同一であること、その事業に年間半年以上従事していること、

確定申告の際の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと、といった条

件があります。 
（ややこしい場合は、青色申告会へ直接質問しても良いでしょう） 
 
⑨ 従業員を雇う場合の手続き（該当しない場合は必要なし） 
※「個人事業主」であっても、届出をしておけば、スタッフを雇い入れ、その

給与を経費にすることが可能。 
 
※「給与支払事務所等の開設の届出書」をあなたの事務所の所在地の所轄税務

署に提出する。 
 
 
※ 提出期限は、事務所開設後１か月以内となるが、同時に「源泉所得税の納期
の特例の承認に関する申請書」も提出しておく事で作業が楽になる。 
（これは、スタッフの給与から天引きした源泉所得税の納付を年 2 回にまとめ
られる特例措置） 
 
※ 通常、源泉税は徴収した翌月 10 日までに納付しなければならないのだが、
この届け出を出しておくことによって、手間がグッと減ります。 
（※ただし、半年に１度だから出し忘れもあるので注意） 
  
 
どうだろうか？ちょっと、業務的な内容でつまらない話が続いたが。とりあえ

ずこのステップを踏めば、あなたは想像していたビジネスへの行動が開始でき

ると思う。  



正直、この手続きは面倒な事なのだけど、 初でやっておけば後に苦労する事

は無いし、ビジネスが軌道に乗るまでは、そんなに処理に負われる事も無いの

で安心しても良いと思う。 
 
ただ、確定申告を行う２ヶ月前には、一度、登録した青色申告会へ「確定申告」

の相談を受けに訪ねる方がストレスも無いのでおススメだ。 
（※僕と同じように、あなたがこういった税処理が苦手なのを知っている。笑） 
 
何度も言うが、あなたはこんな処理業務で、自分のビジネスに充てる時間を使

ってはいけない。 
将来的には、会計事務所などに領収書を持っていて「外注」するぐらいの想定

をしておく方がベストである事も、ここではお伝えしておこう。 
 
さ、これで起業までの準備は実際の準備は整った。 あとは、あなた自身の起業
に対する心の準備である。 
 
 

起業家はリスクを恐れない？そんな訳は無い  
 
「起業家＝勇敢」これは真実ではない。 僕自身も起業家として、法人を複数経
営して活動しているが、いつになっても「これで本当に大丈夫なのか？」と思

いながら今日までやってきた。 
 
実際に、多くの起業を志す人達が同じような悩みを抱えながら、徐々に起業家

としての自分自身に慣れて来るので、あなた自身がもしも、現時点で不安を抱

えているのなら。 
 
これはごく普通の行為であり、誰にでも必ず訪れる一時的な悩みなのであまり

悲観的になる必要は無いと思う。 
 
その事例として、ある人物の逸話をここで紹介をしたい。あなたは「フィリッ



プ・ナイト」という人物はご存知かな？ 
 
１９５０年代後半、当時彼は、アメリカにあるオレゴン大学陸上部の中距離走

のランナーだったのだが、そんな彼には一つの悩みがあった。 
 
それは当時のアメリカ製のシューズは、タイヤ工場の廃品を再加工した物に過

ぎず、８キロ走を一度走っただけでボロボロになるという悩みだ。要するに当

時は走るトレーニングもまともに出来ない様な時代だったのである。 
 
そして、彼はそれを防ぐために、自分の履いているシューズを出来るだけ改造

し、地面との摩擦を減らす事で耐久性を持たせていたのだった。 
 
その後、同じくアメリカにあるスタンフォード大学院に進んだ彼は、在学中に

ある課題を与えられる事になる。それは…「新しいビジネスを考案せよ」とい

う課題だった。 
 
彼はその時に、大学時代の経験（シューズの事について悩んでいた事）が頭を

よぎり、彼は「質の高い運動靴の製造と販売」というアイディアを思いついた。 
 
コストを押さえる為に、製造は日本で行う事にし、彼は大学院卒業後に日本を

訪れた（当時は日本で製造した方が、人件費が安く押さえられた時代） 
 
そして、その時、日本のデパートに足を運んだ際、並んでいる運動靴に釘付け

となった。 
 
その靴の製品の名は「オニツカ・タイガー」（現アシックス）であり、フィリッ

プは早速オニツカ・タイガーの社長に電話をかけ、アメリカ製の運動靴につい

ての現状や自分が日本に訪れた理由を話した。 
 
ビジネスチャンスを感じた二人は即座に合う事になり、間もなくしてフィリッ

プは、アメリカ西海岸でのオニツカ・タイガー製運動靴の正規販売権を手に入

れたのである。 
 



そして、この話はここでは終わらない。 
 
この販売権を機に、フィリップが「起業家」の道を歩んだわけではなかったの

だ。彼は、サンプル品が届くのを待つ間に、経理の仕事に就き、大学での講師

という職も得て活動をしていた。 
 
大学時代には既に起業プロジェクトを完成させてはいたが、商品を売る為の能

力、すなわち「マーケティング」についての知識が皆無だという事に気がつく

と、暇を見つけては勉強も始めたのだ。 
 
サンプルが届いたのは、それから１年後だったが、その頃にはビジネスプラン

も完成しており、アメリカ国内で重要な人脈もいくつか持つ様になっていた。 
 
そのうちの一人が、オレゴン大学陸上競技の伝説のコーチと呼ばれている、ビ

ル・ボウエルマンという人物だった。 
 
フィリップはボウエルマンに、単に「自分の所有する運動靴を推薦してもらい

たい」と考えていただけだったのだが、ここで予想外の提案が行われる。  
 
なんと、ボウエルマンはフィリップの製品を見るや、ビジネスパートナーにな

っても良いと申し出たのだ。話がまとまった１９６４年にはブルーリボン・ス

ポーツ社が誕生した。 
 
それから５年間、ビル・ボウエルマンはシューズのデザイン向上に努め、フィ

リップは日本製運動靴を自身の愛車のトランクに詰め込んでは、アメリカ西海

岸北西部で開催される陸上競技会を訪ねて販売を続けた。 
 
しかし驚くべき事は、その一方で。 
 
二人はそれでも本業を辞める事は無かったのだ。もちろん起業する際によくあ

る、全財産をつぎ込み、仕事を辞め収入源を手放すという事も一切しなかった

のである。 
 



２人は小さな事業からコツコツスタートし、徐々にではあるが５０名近くの従

業員を雇い、年間１００万足を売り上げるビジネスモデルを作りあげた。 
 
そしてようやく、会社名を改める事にするのだが、その会社の名前は、羽を持

ったギリシャ神話の勝利の女神、「ナイキ」である。 
 
その後のナイキの躍進は語る必要はないであろう… 
 
 

起業は科学であり、正しい方法で行うだけである  
 
この話で何が言いたいのか？それは、確かに起業をすると言う事は、今までの

仕事に対する価値観を「大きく変えなくてはいけない」という事であるが。 
 
だからといって、何も起業自体が、世間一般的な「冒険や挑戦」といった事だ

けではないという事実である。 
 
起業をするという事は、実はもっと科学的なのだ。正しい方法があって、それ

ぞれのビジネスに合わせて、自分なりに改善していく事である。 
 
勢いやノリでやればそれで良いというわけではない。あなた自身が勇敢だとか、

挑戦者である必要は全くないのである。 
 
きちんと手順を踏み、自分のスキルを「誰の為の問題解決策」なのかをハッキ

リと定義し、税関係や財務関係の基礎知識（とは言っても外注出来るものだが） 
さえあれば、本来ならすぐにでも始められるものである事を伝えたかったので

ある。 
 
あなたを含む、多くの人は「起業」に対するハードルを物凄く高く設定し過ぎ

である。 
 



必ずしも起業が正解だとは言わないが、だからと言ってあなたが起業する事が、

「会社勤めに比べてリスクがあるのか？」と言われれば、決してそのような事

も無い。 
 
 

「結局は、あなた自身が何を選択するのか？」 
 
ただ、それだけに尽きるし、そこで起業するという事を選択したのなら。あな

たはただ、自分の選択したビジネスをどう成長させていくのか？それを実行し

ていくだけである。 
 
 
 
第三章 まとめ 
 
☑「自分でビジネスをしたい」そう思って、自分の描く商品やサービスを誰かに
売ろうと「行動した瞬間」から、実は起業している 
 
☑ 起業をするのなら「セールス」をする事に対する抵抗は、完全に捨てる事 
 
☑ 利益が確保できなければビジネスは成り立たない 
 
☑ 起業するなら法人化ではなく、フリーランスから開始する方が無難 
 
☑ 起業に勇気や覚悟が必要ではなく、【正しい方法が必要】である事を理解する 
  
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第四章  

起業から収益化までの道を知る 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



起業成功の鍵  
 
前章までは、どちらかと言えば起業に置ける考え方「マインドセット」を重要

視した内容であったので、もしかしたら回りくどかったかも知れない。 
 
なぜ、ここまで話をする必要があったのかというと。 
 
僕がこれまで、多くのクライアントをサポートしてきた中での経験が、起業に

対するマインドセットは 初で必ずおこなわなければいけない行為であると考

えており。 
 
起業に対する考え方を蔑ろにしたままに勢いで起業をしてしまい、結果失敗し

ている人が凄く多かったという現実が存在したという事。 
 
そして、これを読んでいるあなたにとっても起業する際に、知っておかなけれ

ばならない「重要な価値観」であると思ったからである。 
 
あなたが起業を志した時点で、あなたは与えられる側から、与える側に変わる。 
その為には、今までと同じ行動や考え方ではいけないのだ。 
 
そして、その為の大きな改革が、今あなたの中に起きているのなら。あなたの

起業は「すでに７０％は保証」されていると思う。 
 
なぜなら、これからの章で話す内容や資料は、僕自身が実際に実行した方法で

あり、多くの 種で成果を上げている方法だからである。 
 
前章でも言ったが、起業は科学だ。何度もお伝えするが、この方法は、僕自身

が実際に成果を出した方法でもあり、多額の金額を投資して学んだ手法でもあ

る。 
  
そして、あなた自身が起業を成功させる為に、一つ頭の中の整理を行って欲し



い。あなたが起業を志して、そしてそれを成功に導く為の物は何か？という事

だ。 
 
「あなたが起業を志して、そしてそれを成功に導く為の物は何か？」 
 
それは… 
あなた自身のビジネスを収益化させる事である。 
 
 

ビジネス成功の鍵は、いかに収益化出来るか？  
 
 
ここまで読み進めているあなたに、この事は伝える必要はなかったかも知れな

い、だが、なぜ念を押すのか？というと。 
 
その理由は、それでも多くの人が「間違いを起こす」からである。 
 
ビジネス開始するという事は、今までと仕事の仕方が全く違う。あなたは、誰

かが作った仕事をこなすのではなく、あなた自身が仕事を作り上げるという行

為を行わなければならない。 
 
そして、それはあなたが法人とした活動しようが、 個人で活動しようが変わら
ない。 
 
起業家が、他のビジネスマンと大きく違う事は、「自分で仕事を作る事」である。

そして、仕事を作る目的は何か？それはもちろん「収益が得られる事業を作る

事」である。 
 
だから、あなたは自分のビジネスで「どうやったら収益を得られるか？」とい

う事を知らなくてはいけない。 
 
 



収益化を図る為に知る２つの事  
 
収益というとピンと来ないかも知れないので、ここからはこれを利益と呼んで

お話をしよう。なぜ、利益と例えて話す必要があるのかというと。 
 
ビジネスでは、単純に「毎月１００万円、顧客からお金を頂いた」という事だ

けに注目してはいけないからであり、これは売上という意味である。 
 
「顧客から１００万円を頂いても」、「家賃や支出で１５０万円のマイナス」が

出たら、ビジネスは赤字であるわけだから。 
 
あなたは売上から支出を引いた状態のお金、即ち利益を多く確保する為のビジ

ネスを作る必要があるのである。 
 
だから、あなたは今後。 
① いかに顧客にお金を支払ってもらうか？ 
② いかに、顧客から得たお金が自分に残るか？ 
 
この２つの事を、常に頭に入れておく必要がある。今回の例は極めて極端だが、 
実際に②について考えずに「ビジネスを失敗させた人」は本当に多く存在する。 
 
起業してビジネスを作り上げる中で、あなたの目の間に「顧客」がどんどん増

加していくという期間が、必ず訪れる。（※きちんと正しいビジネスを作れれば） 
 
そして起業したての頃は、「顧客が増えていく光景がとにかく快感」になるのだ

が。 実は、それが一番の落とし穴となりえる。 
 
顧客が増えていけば、確かに「手に入るお金も増える」だろう。だが、実際に

「手元に残るお金」にもしっかり注意していかないと、今後のビジネスは展開

出来ない。 
 



今後のビジネスについて語るのに「なぜ手元に残るお金」を気にしなくてはい

けないのか？ 
 
そもそも、経費を差し引いて、全部自分の収入にしたらダメなのか？次は、そ

の辺について考えてみよう。  
 
 

利益を残す前に考えなくてはいけない事  
 
初にお伝えしておくが、理想の起業ライフにする為には「手元に残るお金は、

あなたが自由に使って良いお金」にするべきだ！という事をまずはお伝えした

い。 
 
そして、あなたは手元に残ったお金で。 
・ 好きな食事をして 
・ 好きな場所へ行き 
・ 自分への投資 
・ 家族の養育費 
・ その他 
 
など、あなたは「手元に残ったお金」で、仕事以外の活動に充てる事になるだ

ろう。逆に言えば、このお金が多ければ多いほど、あなたは充実した起業ライ

フを過ごせているとも言える。 
 
では、ここで質問なのだが。 
 
「手元に残らないお金、即ち出て行くお金（支出）には何があるか？」そして、

その事についてあなたは、起業（ビジネス）をする前に真剣に考えた事がある

だろうか？ 
 
実は、ビジネス活動において、この「出て行くお金」を正しく理解している人



程、理想の起業ライフを過ごしている起業家と言われている。 
 
以下で、実際に出て行くお金が何なのか？を挙げてみたいと思うので、ぜひ 注
目してもらいたい。 
 
主な出費（支出） 
① 事業所家賃 
② 電話料（携帯含む） 
③ ネット回線 
④ 光熱費 
⑤ 人件費 
⑥ 事業所維持費 
⑦ 交通費 
⑧ 郵送費 
⑨ 消耗品費 
⑩ 雑費 
 
という具合だろう、あなたはビジネス活動を続けるにあたり、大なれ小なれ、 こ
れだけの経費が支出として、あなたから出て行くのを常に意識しておかなくて

はいけない。 
 
だから、賢い起業家は、あえて事業所を自宅にしたり、交通費を浮かせたり、

色々と工夫を行っている。なぜなら、それも全て利益に繋がる事を理解してい

るからだ。 
 
ただし、出て行くお金の種類がこれだけだと、あなたはビジネスを継続して続

ける事は決して出来ない、なぜならお金を「かける項目」には他に重要な物が

存在するからだ。 
 
それは広告費である。 
 
 



広告費こそが、あなたのビジネスを安定させる鍵  
 
僕が関わって来たクライアントのほとんどが、経費と聞いて 初にカットする

のが「広告費」だった事には大変驚いた。広告費の目的は何か？それは新規顧

客を集める為の費用なのにも関わらず。 
 
正確に言えば…。 
 
あなたのビジネスに、お金を払ってくれるかも知れない顧客候補になりそう な
人を集める費用でもあるのだ。 
 
この顧客候補の事を、「見込み客」とも言うが、そこをカットするという事は、

身体に「栄養素を補給しない」という事と同じ意味をもつ。このままでは、身

体同様、あなたのビジネスも死んでしまう。 
 
だから、あなたは起業した後、自分のビジネスに対して「常に見込み客が来る

状態を作ること」に全力を注がなくてはいけないし、それを怠るという事は、

遅かれ早かれ、あなたのビジネスには終わりが見えて来るという事である。 
 
ただ、広告といっても、テレビや新聞のような媒体だけではない。これは後の

章で詳しく話すが、とにもかくにもあなたは。自分のビジネスにお金を支払っ

てくれそうな人を集める事に対して、お金をかける事を忘れてはいけないとい

う事である。 
 
これが理解出来たのなら次に言ってみよう。 
 
 

あなたの商品を買ってもらう為には？  
 
前項の部分であなたは「自分のビジネスにお金を支払ってくれそうな人を集め



る事」が大切であるという事は知ったと思う。（見込み客） 
 
しかし、見込み客というのは、まだあなたのビジネスに対して「本当にお金を

支払って良いのか？」そういう心理状態である場合は多い。 
 
あなたが次に意識しないといけないのは、この見込み客に対して「どのように

して、あなたの商品やサービスを購入してもらうか？」という事を考えなくて

はならない。 
 
その為には、人がどういう気持で「商品やサービスを買うのか？」そういった

事を知る必要がある。 
 
 

人は感情で物を購入する  
 
「人間は感情で物を買い、理屈で正当化する」 
 
これは、起業家としてあなたが、ぜひ覚えておいて欲しい顧客の心理だ。人は

買いたいという欲求を、理屈で正当化する様にできている。 
 
「そんなわけない」あなたは、きっとそう思った事であろう、たが、それは真

実なのだ。あなたは、それを踏まえた上で、目の前に現れた「見込み客」を真

の顧客にしていかなくてはいけない。 
 
そして人は、商品の購入に悩んだ際に「自分自身」そして「身の回りの人」に

対して、「自分が商品を購入する」という意思決定を行った事に対して「正当化

できる理由」を探している。 
 
即ち、よく売れる商品やサービスの共通点としては。 
① 顧客の「欲しい」という感情をくすぶる 
② 顧客が購入するという行動を正当化する為の理屈  



この２つを、きちんとメッセージとして伝えているのである。 
 
あなたは、これまでで「顧客にとっての良い商品やサービスだけが売れる」と

いうのは理解しているであろう。 
 
もしも、すでに何かしらの方法を経て、あなたの目の前に「見込み客」として

現れている人物が存在するのなら。 
 
あなたは、その見込み客を顧客に変える為に、その人の「欲しい」という感情

をくすぶり「購入する事による理屈」をきちんと説明してあげるだけである。 
 
しかし、今のあなたにとってピンとこないのが「購入する時の理屈」という事

の正しい意味であろう。 
 
これを例える為に、一度あなた自身の事を思い出して欲しい。 
 
あなたにも一度や二度は「中々、気軽に購入できない高額な商品やサービス」

を意を決して購入した経験はないだろうか？ 
 
購入にいたった理由はいくつかあると思うが。 
 
普段なら買わない物、または買えない物を購入したいと思った時、あなたの胸

の中は、その商品やサービスが「欲しくて、欲しくて、たまらなかった」そん

な衝動にかられた事はないだろうか？ 
 
それが、人が感情で物を欲しがるという意味である。 
 
しかし、人には防衛本能というのがあり、それは商品を購入する際にも、同様

に働くように出来ている。 
 
あなたの目の前に現れた「欲しくて仕方が無い」という商品やサービスに対し

て、自己防衛が働くのである。 
 



例えば「本当に、この商品やサービスを購入していいのか？」 
そんな不安を感じたり。 
 
既婚者の場合は。 
「妻は、なんて言うかな？」 
「旦那は、なんて言うかな？」 そんな事を考えたりするだろう。 
 
そういった、心の葛藤を超えて「欲しい」という気持が勝った時に始めて、人

は購入に至るのである。 
 
その時の心の葛藤を制する一番の要因が、購入を決定に至る為の【理屈】がき

ちんとあるか？という事である。 
 
例えば、あなたが車を購入する場合で考えてみよう。 
 
あなたの所有している車は乗ろうと思ったら、まだまだ乗れる車かも知れない。 
でも、なんか欲しいのである。今すぐに買わなくても良いのにも関わらず。 
 
だけど普通の人は、「なんか欲しいから」そんな事が理由で、高額商品を購入す

る事なんて出来るわけがない。生活もあるし周りになんて伝えたら良いのか…。

そんな事が頭を駆け巡る。 
 
だから葛藤する。そして答えを導き出し。 
・ そろそろ長く乗っているから。 
・ 車検があるから、そのついでに。 
・ 家族も増えるし。 
そんな具合で、「それとなる理屈を並べていく」事であろう。それが人の心理で

ある。 
 
だから、あなたは、このような心理を踏まえた上で「商品やサービスを提供す

る」事が必要になるのである。 
そして、見込み客はあなたの事をじっと見定めている。 
 



「この人の商品やサービスを本当に購入しても良いのか？」 
「どんな理由があれば、購入に対して、自分や周りが納得出来るのか？」 
 そう、この様に…。 
  
起業家のあなたは、この見込み客の心の声にしっかりと応えてあげなくてはい

けない。もし、あなたがそうしなければ、あなた以外の誰かがそうするだけだ

ろう。 
 
仮に、その誰かが、あなた以上のサービスを提供できるとするなら、別に問題

は無い。だがもしも、あなた以外の誰かの元で、その見込み客が不幸せになっ

たとしたら、あなたの罪は重い。 
 
だから、あなたは見込み客の心の声に応える事に対して「ためらう事をしては

いけない」あなたが、もし真剣にビジネスを心がけ、顧客と長くお付き合いし

ながら優良な商品やサービスを提供しつづける気があるのなら。 
 
遠慮なく、そうするべきだ！ 
 
 

釣った魚に餌を与えないのは罪である  
 
あまり好きでは無い表現だが、あえて、この言葉を例にとる。なぜなら、この

言葉は、今から話す事について「 も的確に表現している」からである。 
 
あなた自身も、この言葉はよく聞いた事があるだろう。多くの場合、この言葉

を使う時の状況は「一度、関係を取っておきながら、その後ほったらかし」と

いうような状況だ。 
 
これは、ビジネスにおいても重要な意味を持つ。上手く行かないビジネスの典

型的なケースは、「一度、購入してもらった顧客に対して、再度セールスをしな

い」事である。 
  



これは、間違いなく商品やサービスを提供する側の罪といっても過言ではない。 
 
見込み客は、あなたの商品やサービスを購入するまでの間に「多くの葛藤を超

えて、あなたを信頼し、そして購入という行動に至った」はずである。 
 
それは即ち、あなたの事を認めたという事であり、あなたの提供する商品やサ

ービスを「信頼した」という事でもある。 
 
それにもかかわらず、あなたは一度、商品を売ったきり、その後なんのアプロ

ーチもしない。これは大問題だ。 
 
なぜ、こんな事が多く起こるのか？それには２つ原因がある。 
 
① 自分の商品やサービスでお金を取るという行為に罪悪感がある 
② 再度、購入を進める事という行為に罪悪感がある。 
 
この二つの罪悪感に対する、根本的な理由は「あなた自身が、あなたの商品や

サービスに対して自身が無い」という理由が も多い。 
 
しかし、これはとんでもない思い違いだ。 もしも、そうだとしたら「そもそも、
なぜあなたは、自信の無い商品やサービスを持って、起業しようとしたのだろ

う？」 
 
そして、そんな自信がないと思っている物に対して「欲しい」という人がいる

のにも関わらず、なぜその人の想いに応えてあげようとしないのだろう？ 
 
これは、ビジネスのそもそもの問題で、例えあなたが起業家だろうが社長だろ 
うが、一般社員だろうがバイト生だろうが、なにかビジネスに携わるものとし

て、絶対にやってはいけない行為である。 
 
これは、買い手の想いを蔑ろにするばかりではなく。その商品の作り手の想い

までをも冒涜する行為だからだ。 



あなたの周りにも「釣った魚に餌を与えない」と言われている人が、今までに

近くに存在していた事があるだろう？ 
 
そう人に対して「あいつは釣った魚に餌を与えない」と発信している人の、心

の中の想いは「一度、関係性を築いた存在に対する期待値」ではなかったであ

ろうか？ 
 
だとしたら、一度信頼した商品やサービスまたは提供者には。 
・この先もずっと自分の事を喜ばして欲しい 
・この商品やサービスを購入した自分が正しかったと証明して欲しい 
そういう期待を描いている可能性が高いのである。 
 
それでも僕はあなたの「罪悪感に対する気持は理解している」つもりだし、実

の所、ここではそんな説教じみた事を伝えたいわけでもない。 
 
僕が伝えたい事は、相手が「あなたに再度購入を求められても嫌な気分にはな

らない根拠」がきちんと存在するという事をあなたに伝えたいのである。 
 
という事で、次にその根拠についてお伝えしよう。 
 
 

あなたの商品が嫌になって、顧客は離れない。  
 
ほとんどのビジネスマンは、顧客が自分達の元から離れた理由の一番に「商品

やサービスに不満がある」事だと認識しているが、実のところ、それは間違っ

ている。 
  
顧客が、あなたの元から「離れていく一番の理由は、あなたの存在を忘れてし

まったからだ。」 
 
 



例えば、なぜ、新規で髪を切りに来た顧客が、次回リピートしないのか？ 
それは「あなたが、次の案内を出さないからである」 
 
なぜ、あなたからサプリメントを買った人が、次回購入しないのか？ 
「あなたが、購入用紙を渡さないからである。」 
 
なぜ、あなたのスポーツ教室を退会するのか？ 
「あなたが、その顧客の事をほったらかしにしたからである。」 
 
お分かりだろうか？今挙げた例は、ほんの一部であり、顧客が離れていく理由

の９割は「売り手が、顧客の事をほったらかした」事が原因なのである。 
 
きっと、あなたも身に覚えがあるであろう。実際に、そうやって購入を辞めた

業者やお店があったはずだ。顧客は常にあなたからの新しい刺激を求めている

のである。人間関係でもそうであろう？ 
 
あなたが起業を志すのなら、「一度関係を築いたから、この顧客はずっと 自分
の側にいてくれる」というような、そんな淡い幻想を抱いてはいけない。 
 
顧客は、日々の生活の中で「常に新しい情報や刺激にさらされている」あなた

自身が、それを理解しないで、たった一度だけの関係性で顧客を維持出来ると

思ったらそれは大間違いである。 
  
しかし、だからと言ってそれが難しい事ではない。あなたは、ただ顧客が商品

やサービスを購入した際に、次回あなたと関われる様な「きっかけ」を提供す

るだけで良いのだから。 
 
そして、これは後でも紹介するが「一度、作ってしまえば、ほぼ自動化できる

事」であるので安心して欲しい。 
 
 
 



起業から収益化までの３つプロセス  
 
ここまでの話を理解した事で、あなたは「起業から収益化」までの道のりを知

る事が出来たといっても過言ではない。 
 
「？？こんな事で良いのか？」そういう声が聞こえて来るが、実際にビジネス

を収益化にする為の必要な事は、今までの話で「ほぼ説明済み」であり、あな

たが「起業してビジネスを収益化するまでの道程」は大きく分けて以下の３つ

の行程しかないからだ。 
 
◯ビジネスを収益化するまでの行程 
① 見込み客を集める（集客） 
② 見込み客を顧客に返る（成約） 
③ 顧客関係を維持する（継続 リピート） 
 
この①〜③の行為を繰り返す事が、ビジネスを作ると言う事であり、それをあ

なた自身が持つスキルや知識（商品やサービス）を売る為に、順を追って行動

するだけである。 
 
もちろん、①〜③を促進する方法は「それぞれで違う」のだが、それでもあな

たが、もし「どうやってビジネスを作って良いか分からない？」と思って起業

を思い悩んでいたのなら、この３つのプロセスの順で行動するだけで良いとい

う事である。 
 
この行動を繰り返す事がビジネスを収益化する為に必要な「基本行動」である

事をぜひ覚えておいて欲しい。 
 
 
 
 
 



第四章まとめ 
☑ 起業の成功の鍵は、いかにビジネスを収益化できるか？である。 
 
☑ 手元に残るお金を、どれだけ増やせるかを意識する。 
 
☑ 見込み客を集める為の広告費を、ないがしろにしてはいけない。 
 
☑ 「人間は感情で物を買い、理屈で正当化する」。 
 
☑ 顧客が離れる一番の原因は、「売り手がほったらかし」にするからである。 
  
☑ ビジネスを収益化する為の行程は３つしかない 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第五章 

収益化する為に必要な事はマーケティング 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



起業家の一番の仕事はマーケティングである  
 
あなたは起業を志したその日から、多くの知識や情報を手に入れる為に多大な

努力をして来たのかも知れない。 
 
そして、その内容の多くは、どうやったら成功出来るのかといような「自己啓

発論」や、あなたの持つスキルをどう成長して行くか？といような「業界情報」

そういった物が中心になっていたのではないだろうか？ 
 
だが、実の所、これらのような情報は「今のあなたにとって特に必要ではない」

場合がほとんどである事を知っていただろうか？ 
 
なぜなら、あなたがどんなに精神を高めようが、自身のスキルをアップさせよ

うが、あなたの周りに「顧客」が誰も存在しなかったら、それらは意味を持た

ないからである。 
※もちろん、ビジネス以外の目的であるなら意味は当然あるが。 
 
前章では、あなたの起業の鍵は「収益化」だとお話したが、収益化を実現する

為には、「あなたが提供する商品やサービスを購入してくれる顧客」が存在して

いないといけない。 
 
そして、この収益化を実現するにあたり重要な顧客を、あなたの目の前に連れ

て来る活動を「マーケティング」と言う。 
 
起業家は顧客を自分で集める力が無いといけない。それは即ちマーケティング

力であり、あなたの仕事の大半はこの「マーケティング」活動に置かれなくて

はならないと言っても過言ではないのだ。 
 
世の中には「起業を志した人」はたくさん存在するが、このマーケティング活

動を疎かにしてしまったばかりに、自分のビジネスを成長させる事も出来ず、

ビジネスを撤退させた人が多くいる。あなたは、それらと同じ道を歩んでは絶



対にいけない。 
  
 

マーケティングはマニアック？  
 
いざマーケティングを勉強しようと思っていたとしても、実際にマーケティン

グとは何か？という事で結構考えるもの。 
 
マーケティングという言葉自体は、あなたもよく耳にした事があるだろうが、

そもそもマーケティングとは何か？について聞くと「よくわからない」と応え

る人が多いと思う。 
 
加えて、 データマーケティング、インターネットマーケティングのように、◯
◯マーケティングという言葉がたくさんあるので尚更分からなくなる。 
 
だが、このような「よくわからない」マーケティングを上手に表現した人達が

いるので、これらを紹介したいと思う。 
 
まずは、日本一のマーケターと呼ばれる神田昌典氏の言葉だが、彼はマーケテ

ィングの事を「営業マンの前にお客を連れて来る行為」と話した。 
 
そして、あの有名な P・ドラッカーは「商品が一人で売れる様にする行為」と
語っている。 
 
表現の違いはあるが、それぞれの言葉をとってもビジネスにおいて重要なこと

だという事は理解出来るし。 
 
マーケティングとは、商品やサービスをセールス（販売）を行う前にする必要

がある事なのだと実感出来るだろう。 
 
このようにして考えると、「マーケティングとは何か？」という事に対して、だ



いぶ考えがスッキリしてくると思う。個人的な例えで恐縮だが、僕自身がマー

ケティングを簡単に理解するという時の場合でいえば。 
 
「いかにセールスを楽にするかがマーケティング」という風に考えており、 し
たがって、セールスが上手い会社をマーケティングが上手い会社であり、その

逆だとマーケティングが下手な会社と言う事になる。 
 
それから考えると、あなたは今後「マーケティングに長けた起業家」を目指す

必要があるであろう。 
 
 

正しいマーケティングを学べば一人勝ち  
 
もう少しだけ、マーケティングの話に付き合って欲しい。なぜ、いきなりこん

な事を言ったかというと。 
 
きっと、 あなたが「もうマーケティングの話はうんざり」と思っている様な気
がしたからだ。笑	 ※気のせいなら良いのだが… 
 
実は、あなたもよく知っている大企業や、業界で勝ち残っている会社のほとん

どは、商品を売る為の力、即ち「マーケティング力」がある。 
 
他にも、大企業ではない中小企業であったとしても。 
 
大企業に負けず、独自のポジションを勝ち取っているのであれば同様にマーケ

ティング力が優れている会社であるはずだ。 
 
ただ問題は、起業家と呼ばれる人のほとんどが、特に自分のスキルを持って起

業を志した人の多くは、この売る為の勉強があまりお好きでないという現実が 
ある。あなたにも思い当たる節はないだろうか？ 
 



あなたにとって一番楽しい時は、あなたが身につけたスキルや業界に直接関係

するような、知識や情報を勉強している時ではないだろうか？ 
 
もちろん、その気持は凄くよく分かる、だって好きで始めた事だからね。 
 
そして、僕のクライアントを例にとってもそうだし、きっと９割ぐらいの人も

そうだろうが、何かを売るという勉強よりも、自分の趣味やスキルを学ぶ方が

好きであると思う。 
 
要するに、何が言いたいのか？それは。 
 
あなたのライバルの多くは、自分の商品やサービスの事ばかりを考えていて、 
顧客を集める事をほとんど勉強していないという現状がある事を知って欲しい

という事である。 
 
なぜなら、彼らは「商品やサービスの質を高めれば、ビジネスが上手くいく」

と勘違いしているからだ。 
 
だとしたらこれは大きなチャンスだ！ 
 
だって、あなたはそうでは無いだろう？商品やサービスが売れる為の理由は。

既に知っているはずだ。 
 
それは、顧客について研究し、顧客にとって良い商品を作って売るという事が

上手くいく秘訣だという事を既に知っているからだ。 
 
かの有名なドラッカーはこう言った。 
「顧客をよく知り、商品やサービスが顧客にピッタリ当てはまれば、勝手に売

れる」と。 
 
理想は、あなたが顧客に押し売りをする事ではない。「向こうから、欲しい」と

言わせる様に商品を作る事だ。 
  



だから、あなたがマーケティングを学び実践する事で、もしかしたら業界では

ナンバー１になり得る可能性だってあり得る。 
 
それほどに、多くの人がこの「マーケティング」という事を軽視したビジネス

活動を展開している。 
 
実際に僕のクライアントの多くが、正しいマーケティングスキルを用いて、ラ

イバル達よりも２歩も３歩も前に進み、地域を独占している。 
 
どうだろう、次はあなたの番だと思わないかな？ 
 
 

マーケティングをする際に重要な事  
 
さて、あなたにとって「マーケティングが重要」だという事は分かって頂けた

と思うが、実の所、マーケティングもビジネスを成立させる為の一つの方法に

過ぎない。 
 
先程もお伝えしたが、世の中には多くの◯◯マーケティングというのが存在し

ており、マーケティングという言葉の意味が「顧客を連れて来る」という内容

だとすれば。 
 
それをインターネットという媒体を使えば「インターネットマーケティング」

と呼ばれ、スポーツを使えば「スポーツマーケティング」呼ばれるという事に

なるであろう。 
 
ただし、これらのマーケティング手法だけだと、ちょっと誤解が生じてしまう。

例えば、スポーツの業界の人がマーケティングを重要視し、「スポーツマーケテ

ィング」という手法を使うとした際。 
 
要するに「スポーツでもやれば人が集まるのでしょ？」との具合で誤解をして



しまい上手くいかないからだ。 
 
スポーツで人を集めたくても集まらないから「マーケティングをする」はずな

のだが、この辺りをよく理解しない上で、言葉の意味だけで、マーケティング

をとらえて行動すると、必ず失敗する。 
 
マーケティングをする理由は「顧客を目の前に集める」事である。そして、マ

ーケティングで重要な事は「顧客心理を把握し、行動に移させる事」である。 
 
あなたがやらなくてはいけないのは「顧客を行動させる事」であり、その為に

マーケティングを行う必要があるという事を理解しておこう。 
 
 

あなたが学ぶのは  

ダイレクト・レスポンス・マーケティング（ DRM ） 

 
マーケティングについての認識は、少しずつ理解してきたかな？本当は今すぐ

にでも「これさえやれば良い」といった事をお伝えしたいのだが、起業家のあ

なたが待つ未来に「これさえやれば良い」という様な事は、残念ながらありえ

ない。 
 
その為にも、これまで順序立ててあなたには多くの事を説明して来たが、いよ

いよこれからは、あなたが実際に武器となるべくマーケティングの手法を紹介

する。 
  
もうこれからは、クドクドとお伝えする時間も正直「時間の無駄」なので、あ

なたの様な起業家を目指す人が、今後「どのようなマーケティング手法」を取

り入れたら良いのか？という事をここではお伝えしておく 
 
あなたがこれからのビジネスライフの中で、絶対に取り入れなくてはならない



マーケティング手法はダイレクト・レスポンス・マーケティングと呼ばれるマ

ーケティング手法である。 
 
ダイレクト・レスポンス・マーケティングとは。 
 
・ダイレクト（直接） 
・レスポンス（反応） 
・マーケティング（顧客を集める事） 
 
という３つの言葉からなる言葉で、売り手（あなた）が見込み客に対し、直接

アプローチして反応を起こさせながら顧客を集め、商品やサービスを販売する

手法である。 
 
例を取ると、通販番組などで行なわれる行為は、まるで直接個人に語りかける

ように商品やサービスを販売しているので、それに当たる、 
 
この様な通販番組でなくとも「直接アプローチをする」という行為を、チラシ

やパンフレッット、または営業トークに織り交ぜてビジネスを展開している企

業も存在し。 
 
きっとあなたも、そういった企業が発信して来るメッセージを、色々な媒体を

通して確認した事があるかもしれない。ただ、それらが DRM を活用している

かどうかを現時点でまだ知らないだけだ。 
 
そして現在までに、この方法を使った多くの中小企業や起業家が急成長を遂げ

ており、多くの分野で成果を上げているが。 
 
その中でも、このダイレクト・レスポンス・ マーケティング（以下 DRM）を
あなたが意識して取り入れる事で、特に良いと言われる所は費用対効果が正確

である事である。 
 
でも、これが一体どんなメリットになるのだろう？ 
 



見込み客を集める為の費用が分かる？  
 
例えば、あなたは商品やサービスを売る為に、今後、直接顧客にアプローチを

するであろう。そして、あなたは見込み客に自身の作成した広告物（チラシや 
Webページ）を配布したり掲示したりするであろう。 
 
DRMの広告でよく活用される物は、見込み客が直接手に取っているとわかるチ
ラシやダイレクトメールの様なメディアであり。（※ またはWebサイトの販売
専用のページなどを直接見てもらったり。） 
 
そして、それを見た人に対して「まるでその人の為だけに語られた様なメッセ

ージである事」がポイントして挙げられる。 
（※ 相手に直接反応を促す様なマーケティング手法だから。） 
 
DRMの場合、それらの媒体の配布物が◯枚につき、◯人が反応して、自分の所
を訪れたか？を計測する事が可能である。 
 
計測が出来るという事は、あなたは、この配布したチラシ等の広告物を常に改

善できるという事になり、改善が出来るというのならシメたものだ。 
 
なぜなら、多くの中小企業や、あなたの様な起業家は資金が限られているため

「広告費に充てられる費用も限られている」からだ。 
 
その限りがある中で、あなた自身が行動に移した「成果や対価」を表した費用

対効果が目に見えて分かる様になるという事は、凄く重要な要素になるし。 
 
費用対効果が分かるという事は、無駄を省くという意味でも、コストを減らし

利益を残す為の数値を図る事も容易になるからだ。 
 
前にも話した通り、新規顧客を集める為に必要なのは「広告費」とお伝えした

が、DRMの優れた点は。 
 



あなた自身が投じた金額で「どれだけの効果があったのか？」というのが分か

ると言う利点であり、それが分かると言う事は即ち、あなたが顧客を獲得する

に辺りいくら必要なのか？が具体的に分かる事である。 
 
だから、これまでの様に、効果があるのか無いのか分からない様な広告にお金

をかける事は、今後「一切無くなる」という事である。 
 
これって凄く重要なメリットだと思わないだろうか？ 
 
 

信頼関係を築くのにも 適  
 
あれだけ「利益」だと話しておきながら言うのもなんだが、ビジネスにおいて

も重要なのは「顧客との信頼関係をどう築くか？」という事であろう。 
 
誤解を恐れず言わせてもらうと「顧客との関係性を構築する事がビジネスの成

長につながる」といっても過言ではない。理由はシンプル、顧客がいないとビ

ジネスは回らないし、もちろん利益もない。 
 
DRM は顧客に直接関わりながら、反応を見るマーケティング手法であるため、 
絶えず顧客の動向を調べ、そして自分達にとって良い反応は何か？を研究し実

践に移していき。 
 
結果的に、顧客関係を築く事があなたのビジネス手法の中心になって行くので、

あなたの様な起業家を志す人達にとっては、すごくやりがいのある手法とも言

えるであろう。 
 
 
 
 
 



信頼関係を構築するから結果的にビジネスが安定する  
 
DRM を活用する事によって、限られた予算であなたにとって理想的な顧客が
目の前に現れ、そして信頼関係を築く事が出来る。そうなると結果的に「長く

顧客と関わる事が出来る」ので、ビジネスはグンと安定するようになる。 
 
DRMには顧客と長く付き合う為の方法も存在しており、あなたは一度関係を築
いた顧客を、長い期間あなたの顧客にし続ける事も可能なのである。 
 
もし、顧客との関係が維持出来ないとなれば。あなたは常に「新しい顧客を手

に入れる為に予算を投じる事」になり、いつ顧客があなたの元を去って行くの

か？という恐怖と向き合う事になる。 
  
だが、DRMを武器にビジネスを行なう事により、あなたのその心配はかなり激
減するであろう。 
 
後にもう一度おさらいをする。あなたが DRMを取り入れる事は即ち。 

 
① あなたの商品やサービスに興味のある人だけを集める事が出来る 
② その人達と関係を築き商品やサービスを販売する事が出来る 
③ 長く、あなたの顧客でいてくれる 
 
この３つの事が可能になる。 そして、この３つの事を達成する為にそれぞれに
異なる方法があるので次の章から解説に入りたいと思う。 
 
 

覚えて欲しいマーケティング用語  
 
この章では「マーケティング」についてお話したが、 後に今後の話をよく理

解するうえでも、あなたにはマーケティングで使う用語を１０個紹介するので、



ぜひ覚えて欲しいと思う。 
 
もしかしたら、初めて聞く言葉も多いとは思うが、この用語を知り、具体的に

活動の際に取り入れる事で、あなたのビジネスは加速する。 
 
他にも、今後、同業者で集まる際に、この用語を駆使する事であなたと「他の

同業者」のマーケティングレベルの差を知る事にもおススメである。 
 
１０のキーワード  
 
①	 リード（見込み客） 
将来、自分の顧客になる可能性がある人の事。それに関連し、そのリードを集

める活動をする事を「リードジェネレーション」という。 
※事業を始める際には、このリードジェネレーションは必ず行うことになる。 
 
② オファー（売り手と買い手の取引の条件の事。 ） 
例 「〜で 9,800 円ですが、さらに〜がセットになります！」の様な物はオフ
ァーの一つである。 
※ 良いオファーが作れれば、顧客に商品を買ってもらう確率が高くなる。 
 
③ リスト（資産）見込み客、購入客、その他、あなたの商品やサービスに興味
を持っており、尚かつ、連絡が取れる人達の情報（個人情報） 
※ ビジネスで一番重要なのは、リストとの関係性構築であり、顧客が商品を購
入しなくとも、信頼関係を築き続けているのならオッケー 
 
④ 集客商品（フロントエンド）リストを集める為の商品の事を指す。 
※ 特徴としては安い商品であり、主に広告宣伝のつもりで売る商品である。こ
のフロントエンド商品を一度、相手に購入してもらって信頼関係を構築してい

くというのは DRMでは定石。 
 
⑤ 利益商品（バックエンド） 
※ 特徴としては高額であり、主に一度でもあなたから商品やサービスを購入し



た事がある既存客に売る商品である、フロントエンド商品で顧客との信頼関係

を構築しているのなら売るのは簡単。 
 
⑥ CPO（コスト・パー・オーダー）顧客を獲得する為のコストの事を言う 
 
⑦ LTV（ライフ・タイム・バリュー）顧客生涯価値 
※ 一人の顧客が一生でいくらお金を払ってくれるかの平均指標 
※ ビジネスの成功は CPO を以下に下げ、LTV をいかに上げるかとも言われ
る。 
 
⑧ 成約率 （出した広告の数に対して売れた数のパーセンテージ） 
※ 例１００枚のチラシを配布し、５名の顧客が来店したら成約率は５％となる。 
 
⑨ テスト 
DRM でのテストとは、効果の計測値を図る行為 
※ 例えば、同じ商品を売る時に、３つのチラシを作成したとする。 
・ A が成約率は５％ 
・ B が成約率は７％ 
・ C が成約率は３％ という具合で計測をし、そのテスト結果で一番良い数値
のチラシを今後活用する。といった事を行う事をテストするという。 
 
⑩セールスレター セールスマンが対面で売るのではなく「文章で売る事が出来
るレター」の事 それれは（チラシ、ファックス、メール、DM 等多くの媒体で
使われる） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第五章 まとめ 
 
☑ 起業家の一番大きな仕事はマーケティングである 
 
☑ マーケティングを真剣に実行している人は少ないので 
 
☑ マーケティングは以下にセールスを楽にするか 
 
☑ マーケティングにより顧客を自分の商品の目の前に連れて来る 
 
☑ マーケティングで重要な事「顧客心理を把握し、購買行動に移させる事」 
 
☑ ダイレクト・レスポンス・マーケティングという手法を起業家は手に入れる 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第六章 

マーケティングに必要な３つの数字 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



マーケティングは３つの数字を管理するだけで良い  
 
こう話すと、少しホッとする人が多くいるが、実際のところ本当にそうだから

驚きである。確かに細かい数字や、起業家のあなたが実際に気をつけなきゃい

けない数字は他にもあるが。 
 
それでも 初のうちは（きっとその後も）今から話す３つの数字の動向を管理

し、それを改善する為の方法をあなた実践するだけで、ビジネスはドンドン成

長する。 
 
という事で、この章ではマーケティングに重要な３つの数字の内容紹介をする 
としよう。準備は良いかな？ 
 
 
３つの数字 その一  
「リード 」（見込み客）  
 
リードとは見込み客の事であり、あなたのビジネスをする上で、必要な存在で

もある。あなたは自分のビジネスを成長させる為に、常に「毎週」または「毎

月」新しいリードの数が増えているかどうかをチェックしなくてはならない。 
 
毎週リードの数が一定数あるのであれば、あとは「どうやって成約までこぎつ

けるか？」という事だけを考えるだけである。だが、このリードの数が０にな

ると、あなたのビジネスはどこかのタイミングで衰退する恐れがある。 
 
 
３つの数字 その二  
CV（コンバージョン）※成約率の意  
 
CV の数値が低いのも問題だ、あなたは高い広告費や、多くの時間を費やして、 
自分の目の前にリードを集めて来たとしよう。しかし、この CV の数値が低い



という事は、「どんなにお金を投じてリードを集めても、全くあなたの商品やサ

ービスが売れていない」という事になるからだ。 
 
もしも、リードを集めているのに、思いのほか「顧客が増えていない」と感じ

たら、それはあなたの CVを見直す必要がある。 
 
 
３つの数字 その三  
LTV（ライフ・タイム・バリュー）※顧客生涯価値  
 
見込み客も多く、そしてその都度集めた顧客が商品やサービスを「購入してく

れているのにも関わらず、自分の元に利益がなかなか残らない」のなら。 
 
きっと、あなたはこの LTV を見直さなくてはならないだろう。LTVに関して
はスポーツビジネスの場合、継続率と考えても良いだろう。なぜならあなたの

サービスを何年も継続してくれたら、それだけで顧客の生涯の支払額は増える

からだ。必然的に LTVが上がる事になる。 
 
リピート率を高め、そして同じ顧客に違う商品を買ってもらわないと、あなた

は常に新しい顧客を集め、そして商品をセールスするという作業に追われる事

になる。 
 
新規客を集める事は、費用も時間もかかる活動だ。あなたは関係を持っている

顧客に対して、再度購入を促す必要がある事をしなくてはいけない。 
 
あなたから「一度も商品を購入した事の無い人」より「すでにあなたから商品

を購入をした事がある人」の方が、圧倒的に商品を購入してくれる確率は高い

事も覚えておこう。 
 
 
 
 



第六章 まとめ 
 
☑ マーケティングを行う際、３つの数字の動向に気をつける 
 
☑ リードとは見込み客の数字である 
 
☑ CVとは見込み客の中で、あなたの商品を購入した人達の数である 
 
☑ LTVとはあなたの顧客の生涯価値である。（一度きりにしてはいけない） 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第七章 

自身の持つスキルを「ビジネスモデル化」する 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さぁ、やっと商品の事を考える事ができる 

 
きっと、あなたは起業するにあたりきっとこういう事を考えていたかもしれな

い。 
 
「どうやってビジネスを作るか？」 
「何を売るか？」 
「どこで売るか？」 
「どうやって売るか？」 
 
そんな事を考えていただろう。 
 
だが、マーケティングをきちんと学び、本当の意味であなたのスキルを仕事に

変えて収益化する為に考えなきゃいけないのは実は先に考えなければいけない

重要な事がある。それが「誰」に対してビジネスをするのか？ということだ。 
 
そう、ビジネスでは「誰」というキーワードが一番重要なのだ、そしてこれま

での話は、この「誰」に意識を向ける為の、スポーツで言う基礎練習の様なも

のである。 
 
だからこそ、このタイミングでやっと商品について考える事が出来る。そして、

ここで言う「誰」とは顧客の事であるのは言うまでもない。 
 
 

あなたのスキルは「誰」の為の物？  
 
スポーツで生計を立てたいと願うあなたには、これまでに培って来た「スキル」

や「知識」、そして「経験」があるはずだ。 
 
そして、商品を作る上で大切なのは、それらが「誰の為になるのか？」という



事を明確にすることである。 
 
例えば、あなたが運動を取り入れたダイエットプログラムを得意としており、

それを販売したいと思ったとする。その時に、あなたは「誰」にそのプログラ

ムを販売した方が良いと思うであろうか？？考えてみよう。 
 
 
・・・・・・・・・・・・ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（もう少し真剣に考えてみて） 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 答えは出たかな？？？ 
 
オッケー！ 
 
ダイエットプログラムを販売する際に、 初に考える事は「痩せたいと願う人」

に商品を販売しようと考える事であり。 
 
間違っても「太りたいと願っている人」に販売しようとは考えないであろう。 
 
でも、だからといって、それだけでは「まだまだ売れにくい」という事に、あ

なたは気がつかなくてはならない。 
 
なぜなら「痩せたい」という思いについても顧客にはそれぞれ理由があり、「ど

う痩せたいのか？」という部分については、何もふれていないからだ。 
 
だから、多くの人はここで失敗する！！  
 
例えば、もしもあなたが「痩せたいという人の願いを叶えるスキル」を持って

いるから「痩せたいと思う人全てに商品が売れる」と考えていたら失敗する。



そして、多くの人達がその間違いを今もなお犯している。 
 
その理由を今からお話しよう。 同じ「痩せたい」にも色々な想いがある。 
 
例えば。 
・「キレイに」痩せたい 
・「健康的に」痩せたい 
・「一日でも早く」痩せたい 
・「行事までに」痩せたい 
・「楽をして」痩せたい 
  
この様に、本来なら「痩せたいと思う理由」にも色々あるはずなのだが。 
 
あなたは、その中の【誰の痩せたい理由】に対して「自分の持つスキルの効果」

を伝えるべきなのか？それを考えなくてはならない。 
 
もしも、あなたの持つ商品が「運動を取り入れたダイエットプログラム」であ

れば、少なくとも楽をして痩せたいと願う人には、全くもって響かないし売れ

る事も無いと思わないだろうか？ 
 
でも、多くの人は「誰」を追求する事は無く、自分の持つ商品やサービスの「特 
徴」のみを伝えてビジネスを行っているだけのだ。これではいけない。 
 
あなたは自分がどんな人を相手にビジネスをするかをきちんと決定して「メッ

セージ」を明確にしなくてはならないのである。 
 
あなたが商品を販売するという事を決意したのなら、まず「誰に対してのメッ

セージか？」という事を定義する必要がある。 
 
そして、それをあなたが今後作成する「チラシ・広告物・ハガキ・DM・メール・
Web サイト」その他、多くの媒体の全てに、盛り込まなくてはいけない。 
 



もしも、あなたの顧客が健康的に痩せたいと願う人だとしたら。 
「一見、不健康に感じるダイエットだが、実は健康的な方法もあるのです」と

伝えよう。 
 
あなたの顧客がリバウンドに悩む人がいるのなら… 
「ダイエットの度にリバウンドするのは、もう辞めましょう？あなたがダイエ

ットを成功出来た後、リバウンドをしない唯一の方法はこれです」と伝えよう。 
 
あなたの「スキル・知識・経験」が欲しい人は、必ず存在する。ただ、あなた

が「欲しがっている人に対して、自分の価値をアピールしていないだけ」なの

だ。 
 
（補足）あなたのメッセージを伝える時の、 初の第一声の事を「ヘッドライ

ンという。キャッチコピーとも言われるがヘッドラインで覚えておくと良い。 
 
 

それでも…メッセージは届かなくては意味が無い  
 
あなたは、「誰」に「何を伝える」のかは既に学んだと思うが、もう一つだけ商

品を販売するに辺り必要な事がある。それは「どんな方法で伝えるか？」とい

う事だ。 
 
世の中において、情報を伝える媒体の事を「メディア」と言う。だが、多くの

場合、このメディアという言葉の意味は単にテレビや CM、ラジオ、新聞のよ
うな事を指している場合があるが、実はそれだけではないのだ。 
 
起業家のあなたは、世の中に数多く存在する「メディア」を駆使し、あなたの

伝えたいメッセージを、あなたのターゲットに対してしっかりと伝える必

要がある。 
 
そして、メディアの種類にも色々あって、「チラシ」などの広告物に「ハガキ」



や「DM」の様な広告物。「メール」に「Web サイト」などなど、本当に多岐に
渡る。これをいかにして活用するかが、あなたのビジネスをつくる上で、とて

も重要だ。 
  
 
ビジネスを収益化する為に行なう商品販売の際。 
「誰」があなたのターゲット 
「何」があなたの商品 
そして「どのように」に当たるのがメディアになるのだ。 
 
ちなみに、この「誰」と「何」が決まっていれば、どのようにという部分もお

のずと見えて来るのではないだろうか？ 
 
 
例えば、シニア層に対しての商品を販売したいのにも関わらず、わざわざ「イ

ンターネット」というメディアを使う事はしないだろ？ 
 
家に帰るのが遅いビジネスマン向けの商品を販売したい時に、テレビや 新
聞のようなメディアは向かないと思わないか？ 
 
 

ビジネスモデルを構築する為には  
 
このように、あなたがビジネスモデルを作る上で、商品やサービスについて考 
える時には、ここまでの事を踏まえて販売という行動をしなくてはならない。 
 
単に、「私は◯◯を売っています！」「◯◯教室開催中！」なんて、絶対にやっ

てはいけない。 
 
例え、これで売れたとしてもそれは「たまたま周りに競合が少ないだけ」で、

差別化なんて図れていないわけだから、もしも近くに競合が訪れた場合。 



直ぐに、価格競争に陥る羽目になる。 
 
そうなれば、あなたは起業家が陥ってはいけない一番の地獄に向かう事になっ

てしまう…。（※もちろんそれは価格競争） 
 
僕は、あなたにはそうなって欲しく無いと願うし、それを防ぐ為にここまでの

時間を割いて話をしているつもりだ。 
 
 
さぁ、それでは、あなたのビジネスを目に見える形にしてみようではないか！ 
   
 

ビジネスモデル＝マーケティングシステム  
 
ビジネスをつくるという事は以下の事だ。 
① 見込み客を集め（リード） 
② 見込み客に商品を買ってもらう顧客にし（CV） 
③ その顧客と長くお付き合いをする（LTV） 
 
この３つの作業が連動して動く様に組み立てる必要がある。 
 
これは、ここからが重要。 
 
あなたに興味がある人が、あなたの商品やサービスの存在をしり、実際に

購入し、長くリピートしてくれるまでの一連の流れなのだが。 
 
この様な一連の流れを、あなたのビジネスにも導入する事が重要であり、これ

らの事を「マーケティングシステム」と呼ぶ人達も存在するが。 
 
とにもかくにも起業家のあなたはこの①〜③の流れ「マーケティングシステム」

を作るのが何よりも大切な仕事になる。 
 



そして、忘れてはならないのは、このマーケティングシステムを組み立てるに

辺り「誰」に「何を」「どのような方法」で伝えるのか？ 
 
これを、予め決めてしまえば、自ずとあなたがやる事も明確になるという事だ。  
 
そして、あなたは「あなたの提供したい価値を正しく伝える為に、まずは、自

分の商品を売りたいという相手」を知る事から始めないといけない。 
 
事項ではその「知る事」という事に注目して、さらにあなたのビジネスの基盤

を築く事にしよう。 
 
 
第七章 まとめ 
 
☑ 商品を作る前に、必ず「誰」の為の商品なのか？という事を踏まえる 
 
☑ 誰の為の商品かを考えた後、あなたはその「誰」に対して、どんなメッセー ジ
を伝えるのか？を考える必要がある。 
 
☑ メッセージを考えたら、あなたは「どんな方法」でメッセージを伝えるのか
を決定する。もちろんその際も、あなたの商品を買ってくれる人の事を意識す

るのを忘れてはいけない。（シニア層に、Webでメッセージを伝えてはいけない） 
 
☑ ビジネスモデルをつくるという事は次の事だ。見込み客を集め（リード）見
込み客に商品を買ってもらう顧客にし（CV）その顧客と長くお付き合いをする 
（LTV） 
  
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第八章 

リサーチの仕方 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



あなたは伝えたい相手の気持ちが本当に分かるかな？  
 
あなたが自身のビジネスを成功させるにあたり、マーケティングをする事が必

要であり、そしてそれを「正しい方法で、適切な人」に伝える事が重要だとい

う事は、これまでの話の中で理解しただろう。 
 
だが、ここで一つ質問したいことがあるのだが、あなたは肝心の「伝えたい相

手（見込客や顧客）」の事をどれだけ理解しているだろうか？ 
 
もっと正確に言おう、「見込み客や顧客」の悩みや問題をあなたはどれだけ知っ

ているだろうか？ 
 
なぜ、この質問をあなたに投げかけたと言うとそれには理由がある。 
 
これを知らないままに、あなたが自分の感覚のなかで「これがあなたにとって 
のメリットです！」と伝えてセールスをしかけた所で、それはあくまでもあな

たの勘であり、相手の本当の悩みではない可能性があるからであり。 
 
それだと相手は「結構です」と言う可能性の方が高い。 
 
あなたは既に、自身のビジネスが「誰かの為の物である」という事は、理解し

ているであろう。 
 
ここで話す事は、これまで話して来た事を机上の空論にせずに、リアルな体験

にする為に必要な「伝えたい相手の悩みや問題を知る為のリサーチのやり方」」

である。 
 
相手の事を理解し、悩みや問題を正確に導きだせたら、あとは簡単だ。 
 
もしも、あなたがその悩みや問題について解決できる商品やサービスを既に手

にしているのなら、あなたはそれをそのまま見込み客に案内すれば良い。 



商品を売る為に必要な事の７０％はリサーチ  
 
マーケティングにおいて「備えあれば憂いなし」その言葉の表現が、 も適切

なのがこの「リサーチ」という方法である。 
 
しかし同時に、多くの起業家が「面倒だと感じてやらない」事であり、 そして、
マーケティングを実際におこなう際に、 重要項目の一つにもなるのもこのリ

サーチである。 
 
リサーチをする事で、顧客の「問題や悩み」を抜き出す事が出来たら、何度も

言うように、あとはあなたの商品やサービスが「その問題や悩みを解決出来る

かどうか？」を判定し、実際に「私の商品やサービスがあなたのその問題を解

決します」と伝えるだけだ。 
 
要するに、リサーチとはあなたの顧客の「問題や悩み」を知る事であり、あな

たが「どんな人に対してビジネスが出来るのか？」を知る為の方法でもある。 
 
 

あなたの理想の顧客を知る「ペルソナ」という考え方  
 
リサーチをする前に必要なのは、あなたにとって「理想的な顧客の定義とは何

か？」を設定する必要がある。 
 
だってそうだろう？あなたが化粧品を販売したいのにも関わらず、男性の悩み

や問題を考えたって仕方が無い。それと同じだ。 
 
だから、あなたは自分のビジネスを作り上げる為にも「どんな顧客を相手にビ

ジネスをするのか？」を見つける必要がある。それがペルソナを作る事だ。 
 
ペルソナとは「たった一人の理想的な架空の顧客を作る」という方法であ



り、  ペルソナを作る際には、そのペルソナの日常生活や価値観、人物構
成等を実際に想定して作り上げる事が大切である。 
 
そして、完成したペルソナに対し、あなたの商品やサービスを「どう受け入れ

てもらうのか？」が今後の判断基準になるのである。 
 
多くの人が、ここまでこだわってビジネスをしないので、あなたがそれを実践

したとしたら。逆にあなたの商品やサービスは見込み客の心に刺さる様な物に

なり得るだろう。 
 
それほどに、単に自分達の商品やサービスを「自分達の価値観でのみ販売しよ

うとしている」人が多いのである。 
 
 

実際のペルソナを作る為の手順  
 
ここでは実際に、ペルソナを作る為の手順を以下で紹介する。以下の留意点を

踏まえてノート等に記載し、あなたの理想の顧客像を作り上げて欲しいと思う。 
 
① あなたにとって嫌な顧客、利益の低い顧客を５人挙げる。そしてその５人の 
顧客の共通点を出す。 
・ クレームが多い 
・ 支払が悪い 
・ 値段以上の要求をする 
・ 急なキャンセルが多い など 
 
② あなたにとって優良客、利益の高い顧客を５人挙げ、その共通点を挙げる。 
※ この時点ではあなたの主観で良い。むしろ理想の顧客像を作り上げたいわけ
だからあなたの主観が良い。 
 
 



③ 複数の人物を挙げたので、その人物像を一つにまとめる 
※ 架空の人物像であるからので、①と②で挙げた事をまとめて作る感覚で充分
である。 
※ 履歴書風に作るとイメージが湧きやすい。 
 
④ 実際に名前をつける 
※ 芸能人、知り合いの名前は避ける（そのイメージに引っ張られるから） 
 
⑤ 顔写真を貼る 
※ やり方→Google で画像検索をして「あなたの描いた人物像にあった人の顔
写真」を探して張り付ける。 
※ もちろん、この作成後のシートは社内限定用 
 
⑥ ペルソナがどんな事で悩んでいるかを５つ以上、記載する。 
※ 例 「将来もこのビジネスが不安」 
	 	 	 「このまま放っておくといつか健康を崩すかもしれない」など 
 
⑥ 微調整を行う 
※ 一度決めたら終わりではなく、一連の流れを踏まえて、再度ペルソナを確認
し、あなたにとっての理想の顧客像になっているかを調整する。 
 
このように、あなたのペルソナを作る作業を行うのだが、ペルソナは基本的に、

一つの商品やサービスに対して「一体」と考える。職種、会社にとって「一体」

の場合もある事を踏まえておく。 
 
そして、一つの人物像を明確にする事により、あなたが提供しようとする商品

やサービスに対するメッセージや、コピーが明確になるので、よりあなたのビ

ジネスは強固になっていく。 
 
要は、何かを売る前に「自分のターゲットをより鮮明に設定する」ということ

である。 
 



マーケティングと言えばペルソナだと言う人もいる。慣れてくればペルソナを

作成せずとも、頭の中で「それぞれの商品やサービスに対しての理想の顧客」

が見えて来るので、あなたのマーケティング力が格段にあがる方法とも言える。 
 
初心者や、スキル信仰者が面倒くさがってやらないからこそ、あなたはそれを 
実践し、行動に移すだけで周りのライバルとの差を広げる事が出来るのである。 
 
とは言え、まだまだピンとこない人もいるだろうから、次でペルソナを設定し

なくてもビジネスを活性化させるための具体的なリサーチの手順をお伝えする。 
 
 

リサーチの手順  
 
次はリサーチの手順だが、実際に何をリサーチするのか？を中心にここでは紹 
介する。 
 
①	 商品やサービスなど「あなたが売ろうとしている物」をリサーチする 
 
・ とにかく簡単だからここから始める 
・ 徹底的にやる 
・ あなたが売ろうとする商品やサービスの特徴を挙げる（リサーチする） 
・ その特徴が、あなたのペルソナのどんな悩みを解決しうるのかのベネフィッ 
トをリサーチする 
 
補足 ベネフィットには３つあるのを知る。 
 
◯機能的ベネフィット ※商品そのものの特徴に関係するメリット 
（例 鞄 → 簡単に持てる） 
 
◯立体的ベネフィット ※見込み客の人生から見たベネフィット 
（例 鞄 → 片手で子供を抱いたまま持てる） 
 



◯感情的ベネフィット ※客がどう変わるのか？ 
（例 鞄 → 悩みや持ちづらいフラストレーションの解消に繋がる） 
 
という具合に、その商品の特徴を踏まえて、どのようなベネフィットに変換で

きるのか？をリサーチしてあげる事で、それが、そのままあなたの商品やサー

ビスのメッセージになるのである。 
  
② 見込み客についてリサーチする 
（※ペルソナが難しければこれを重点的に） 
 
やる事は３つある。 
・ 見込み客の、その商品やサービスに対して思い込んでいる事を調べる 
・ 見込み客の、その商品やサービス対しての欲求 
（何を望んでいて、何を望んでいないか？）を調べる 
・ 見込み客の、その商品やサービスに見た時、聞いた時、 
	  オファーを受け取った時などに、どういう事を感じているか？を調べる。 
 
③ マーケット「他の競合やライバル」をリサーチする 
 
・ 業界に影響を与えそうなニュース、話題をリサーチする。 
・ 商品やサービスのタイミングをリサーチする 
（あなたの商品は業界初なの か？否か？） 
 
：補足  
もしも、あなたの商品やサービスが、業界の１番手なら、商品やサービスを販

売する時に、きちんと説明をするだけで売れやすくなるだろう（ベネフィット

重視でオッケー） 
 
もしも、２番目以降で他にもライバルが多く存在するのなら、そのベネフィッ

トを更に大きくする事を意識する。あなたの商品やサービスについて、多くの

企業や個人が同じ様な事を伝えているので、違うアピールを作って差別化を図

るのだ。 
 



この様に、３つの側面からリサーチをし、きちんとあなたの「商品の特徴」と

その特徴が、見込み客にもたらす「ベネフィット」を、あなたの見込み客に対

してしっかりとメッセージとして作り上げる事により、ビジネスを大きく促進

させる事になる。 
 
 
第八章 まとめ 
 
☑ マーケティングにとって「リサーチ」は必須である 
 
☑ リサーチを行う上で、あなたは理想の顧客「ペルソナ」を作る必要がある 
 
☑ 完成したペルソナにが「もっとも響く」様なメッセージを 
	 あなたは作り上げる事になる。 
 
☑ メッセージを作る為に、あなたは３つの側面からリサーチする必要がある。 
１つ目は商品やサービス、２つ目は顧客、そして３つ目はマーケットである。 
 
☑ リサーチでは、あなたの商品やサービスの特徴を調べ、その特徴が、顧客の 
「何のメリットになるのか？」というベネフィットに、しっかりと変換する必

要がある。※これがあなたの商品やサービスのウリになる。 
 
☑ ベネフィットには３つある、商品そのものの機能的なベネフィット、顧客の 
人生から見たベネフィット（立体的ベネフィット）、商品の特徴により顧客がど

う変わるのか？という（感情的ベネフィット）の３つである。 
  
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第九章 

集客（リード） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



見込み客を集める為の方法には何があるのか？  
 
この章は集客についての説明である。一番の理想は「あなたの理想の顧客 と同
じ様な人物をどれだけ集められるか？」という事が重要になるのだが。 
 
すでに あなたはペルソナを作成したり、見込み客について充分にリサーチを行
なって来たと思うので、ここで考えて欲しい事は。 
 
「そのペルソナに何をアピールしたら、自分の所に足を運んでくれるか？」

という事である。 
 
もちろん集客をする為の方法は数多く存在するのだが、その中でも一番のおス

スメの方法は「無料特典」という形を取り、見込み客を惹き付ける事である。 
 
 
そう、あなたのビジネスに。 
 
これは、よく使われる王道の方法でもある。例えばスポーツ教室だと「無料体

験会」であり、治療院だと「３０分間マッサージ無料」というような形が取ら

れたりするだろう。 
 
ここで重要なのは、この無料の特典をきっかけにあなたの所に見込み客を連れ

て来る事であり。 
 
その時に絶対にしなくてはいけない事は、あなたは「その見込み客」と「信頼

関係を構築する」という事である。 
 
だが… 
 
残念！！でも、無料だから何でも良いわけでは無い…  
 



ここで考えてしまうのは「無料だったら何でも良いだろ？」というような考え

方である。 
 
しかし、「無料だからなんでも良いというわけでは無い」のが現実であり、これ

を知らない人がスポーツビジネスの世界では凄く多い。 
 
あなたは、なぜ見込み客を目の前の連れて来るのか？それは見込み客に「あな

たの商品やサービスを購入してもらうため」である。 
 
では今度は顧客の立場で考えて欲しいのだが、顧客は一体、商品を購入する際

にどんな商品やサービスを購入するであろう？ 
  
そして、顧客は購入するとしたら、どんな人や組織から購入したいだろうか？ 
 
そう考えたら、あなたの取るべき行動はたった一つだ「この顧客に信頼しても

らう事」である。 
 
その理由は、顧客は感情で自分の欲しい物を購入したいという想いがある、そ

してそれは「自分が一番信頼出来る存在から購入する事」により、後の理屈に

繋がるからである。 
 
だから、この無料の特典の際にも「顧客が欲しい物」を提供する事が大事なの

だ。 
 
例えば、サッカー教室で考えてみよう。見込み客はこの教室に何を欲している

のか？多くの場合それは「サッカーが上手になりたいという思い」だろう。 
 
それなのにたった１日の無料体験会で、この見込み客の想いが満たされるであ

ろうか？ 
 
この場合、数回に渡る無料体験期間や、例え一回の無料体験会だとしても、訪

れた見込み客に対して「家で出来る簡単ドリブル講座 DVD」といった、見込み



客の「サッカー教室に要求する想い」を踏まえた、無料特典を出してあげる方

が、足を運んでくれる可能性は遥かに高いはずである。 
 
そして、この無料特典で信頼を掴んだのなら、その見込み客は、この後あなた

の商品やサービスを購入する可能性がグンと高くなる。 
 
なぜなら「無料で、こんなに良い想いが出来たのだから、お金を払ったのなら

もっと良い想いが出来るに違いない」そう思うからだ。 
 
無料だからこそ、手を抜いてはいけない。ビジネスで一番力がかかるのは「集

客」の部分である。 
 
ココで見込み客の心をつかんだのなら、あなたのビジネスという輪の中に、そ

の見込み客が入って来る可能性は凄く高くなる。 
 
 

無料の特典にはどのような物があるのか？  
 
では、一体集客をする為に必要な物とはどういった物があるのか？それらの例

を挙げてみる。 
 
①	 ツール（小冊子）  
数十ページの簡易的な冊子、例えば治療院なら「家で出来る簡単腰痛予防法」

や、パーソナルトレーナーなら「毎日１０分で理想の腹筋を手に入れる為の

方法」など、あなたの商品やサービスに関連づいた物を、簡易的にまとめプ

レゼントする。 
 
②	 動画（DVD）音声（CD） 
上記の小冊子の内容を動画や音声西手、プレゼントする方法。 

 
 



③	 無料お試しクーポン 
あなたがスキルを売っているのなら、そのスキルの一部を無料で体験させて 
みるのも重要。僕の過去の経験を踏まえていうと３回分あれば後の成約にか

なり繋がる。理由はもちろんあなたと会う回数も増え、より、あなたの事を

知ってもらいやすいから。 
※あまり長いのは顧客が飽きるから逆効果 

 
④	 無料体験会  
あなたが体験型のサービスを提供しているのなら、王道な方法である。これ 
も同じく「一度の無料体験で顧客があなたの事を理解する」とは決して思わ

ないこと。 
 
⑤	 無料勉強会（無料セミナー）など  
あなたのスキルや知識の一部を「無料で教える場」を設ける事。この方法は、 
先生的ポジションが取れるサービスなので、あなた自身のステータスも高ま

り、見込み客との信頼関係を構築しやすい方法である。 
※僕はこの方法をよく好む。 

 
⑥	 無料訪問指導（出張サービス）  
あなた自身が、地域に出向き「あなたのサービスを体験してもらう方法」実

際に、告知する際は「地域貢献」という冠をつけると公共性も出て来るので、 
多くの支持者を集める可能性がある。 

 
この様にいくつか方法はあるが、どちらか１つを実施するのも良いし。組み合

わせて行うのも良いので、どんどん実践してみると良いであろう。 
 
ここで「出し惜しみ」してはいけない。なぜなら、この時点での「あなたの熱

意」こそが、見込み客の信頼を勝ち取る唯一の方法だからである。 
 
 
 
 



無料特典の価値を伝えるのを忘れずに！ 
 
ここで忘れてはいけないのは、この「無料商品」の価値を伝える事だ。せっか

く気合いを入れて生み出したサービスでも、きちんと「価値」を伝えなきゃ、

顧客は「どうせ、無料の商品だからわざわざ出向くまでもないな。」と言うだけ 
である。 
 
正しい価値の伝え方は以下の通り… 
 
① 値段を言う 
「本来なら◯◯円のサービスですが、今回参加してくれた方へ…」的な表現で

ある 
 
② 見た目の分量を増やす 
例えば、１２０分の音声 CD を配布したとしよう、それを４０分の３枚セッ ト
に分割して配布する事で価値につながる。実際に、これで成約率が上がったク

ライアントが存在する 
 
③ 無料オファーの使い方を説明する 
無料で配布したサンプルでも見込み客は「どうやって使うのか？」と思った 
ら意味が無くなる。無料サンプルに解説付きであなたは見込み客の「信頼」

を構築する事が出来るであろう。 
 
④ 実際に使ってもらう 
	 これはクーポンなどで多くあるが、無料で貰ったものだから「見込み客が使 	  
	 わない」というケースが出てくる事だ。このような場合は「◯◯日まで有効」 
	 や「先着◯◯名の来店者のみ」など、見込み客に使ってもらえる方法も持っ 
	 ておく。 
 
他にも、実際に無料の特典やプレゼントで得られた成果を、他の見込み客に伝

えるという方法などがある。 
 



これらの内容を武器に、FAX や DM やメールやチラシや、ブログやウェブサ
イトやテレアポなでの媒体を活用し伝える事で、あなたの元にどんどん見込み

客が集まって来る。 
 
あなたは、この様に「無料」特典を活用し、あなたの元に見込み客を連れて来

るという行為をする事で、自身の基盤を固めて行くのである。 
 
 
 
第九章 まとめ 
 
☑ 見込み客を集める為に、無料特典を準備する 
 
☑ 無料特典にも色々あるが「顧客が欲しい物」を提供する 
 
☑ 無料特典の「価値」をきちんと伝える事を忘れずに 
 
☑ 無料特典は出し惜しみをしない「与えて」「与えて」「与えまくる」事で、 
	 信頼関係が構築される。 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第十章 

成約（CV） 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



信頼を掴んだ見込み客なら、成約は簡単である  
 
多くのビジネスで一番難しい事は、「成約（または契約）」の部分である。だが、

DRMを取り入れて集客活動を行った場合なら、この成約という過程は正直「事
務的作業」に限りなく近い。 
 
なぜなら、この時点でその見込み客は「こちら側を信頼し、購入する気がある」

からだ。 
 
あとは、親切丁寧に「あなたの商品やサービスの説明」をきちんとするだけで

ある。ただ、ここにもきちんとした方法が存在する。 
 
 

今まで築いた信頼関係を維持する為に  
 
リードを集める行程の中であなたは「見込み客との信頼関係を構築」してきた

であろう。 
 
いきなり突拍子も無く、あなたの商品やサービスを購入したいという見込 客以
外は「ほぼ、全員あなたに対して敬意を持って接して来ている」はずだ。 
 
だから、あなたはその信頼関係を崩さない事を意識し。見込み客に対して。 
 
「あなたの選んだ商品やサービスは、あなたの抱える問題や悩みを解決する為

にきっとお役に立てますよ？」といった内容の事を伝えるだけである。 
 
ただし、ここでやってはいけない事であるのだが、決して「クドクドと商品の

良さやメリットの掲示をアピールするのはいけない。」 
 
この商品やサービスの価値を説明する段階は、信頼関係を構築する時に既に終



えている必要がある。 
 
この段階で必要なのは、アドバイザー的な立場で相手に接し「見込み客に合っ

た商品の提示や使い方を説明する事」なのである。 
 
 

成約における２つの大きな留意点  
 
見込み客との信頼関係を構築しながら成約に結びつける為に、以下の２つの点

に注意してもらいたい。 
 
①  見込み客に存在した「たくさんの選択肢」の中で、あなたの商品やサ
ービス が も適切である事を理解させる 
 
・ この段階に来るまでに間に、見込み客はあなたの商品やサービスを確認して 
おり。そして、その商品やサービスを元に、見込み客は「自分の問題や悩みを

解決したい」と思っている。 
 
あなたは、その見込み客の「問題や悩みの根本を見つけ出し、あなたの商品や

サービスでどのように解決して行くか？」を説明する事をしてあげなくてはい

けない。 
 
それは即ち、「見込み客にあった解決策を提供して挙げるという姿勢」を見せる

事になるので、見込み客はあなたという存在に安心と信頼を覚えるので、成約

の成功に大きく繋がる。 
 
 
② 見込み客の懸念（リスクや心配事）を取り除いて挙げる 
 
・ どんなに信頼を掴んだとしても、それでも実際に「体験」しなければ、見込 
み客はあなたの商品やサービスに対して「１００％の信頼は出来ない物である」 
 



これは、当たり前の事なので、気にする事は無いのだが、DRM は顧客との信
頼関係が大切なビジネススタイルであるため、ここでは、しっかりと見込み客

の感じている懸念を取り払って行くことが重要になる。 
 
そして、この段階であなたがする事はたったの一つ。 
  
あなたの商品やサービスが「見込み客に合うかどうかの 終確認」をする事で

ある。 
 
例えば、「楽をして痩せたい」と願う人に、運動プログラム式のダイエット商品

を提供した所で、満足してもらえる事は難しい。 
 
ここで、重要なのは「成約」にこだわってしまい、「あなたの商品やサービ

スに向かない人を顧客にしてしまう事」であり。 
 
あなたは、集客の時点で【①理想の顧客】に【②適切なメッセージ】を伝えて、

この段階まで来させているはずだから、成約という段階であなたは、この上記

の２つの事を再度確認する必要があるのである。 
 
もし、仮に見込み客が勘違いをして、あなたの商品やサービスに対して誤解を

しているのなら、そこはちゃんと説明する事が「本当に本当に」大切である。 
 
 

成約率を高める為に必要な保証  
 
見込み客があなたの（そして世の中の全ての）商品やサービスを購入する際に

は、必ず大なれ小なれ、「見込み客自身の頭の中で葛藤がある」事は、前に伝え

たと思う。 
 
 
 



ここではその葛藤の一部である懸念（リスク）を取り払う為の保証方法をご紹

介する。 
 
① 返金保証 
② 返品保証 
③ 取り替え保証 
④ 効果を保証（効果が出るまでお付き合いする） 
⑤ お試し保証 
 
このように、あなたの商品やサービスに対しての保証をつけるという事は、そ

れだけで「見込み客は、あなたに安心と信頼を覚えてくれる」ので、ぜひあな

たの商品やサービスに保証を取り入れてみるとどうだろう？ 
 
スキルを売っている職業の場合、この「保証」をなかなか取り入れるお店が少

ないので、保証を入れるだけで他者との差別化に繋がるのはもちろん、見込み

客の信頼も勝ち取る事が出来る。 
 
ちなみにこういう意見がある。「もし、たくさんの人がクレームをして、返金保

証を求めてくる場合はどうすれば良いのですか？」という意見があるが。 
 
そもそも返金保証を多く受ける商品自体は、きっと「改善の余地がある商品」 で
あり、ここでお伝えした成約をするまでの行程をしっかりとすればクレームは

限りなくゼロになる。 
 
クレームの大きな理由は「顧客の商品に対しての願望と大きくかけ離れた場合」

に起きる。だからこそ、あなたは成約をする時点で「あなたの商品やサービス

が、その見込み客に合うかどうか？」を確認する必要があるのである。 
 
もっとも、あなたはクレームが起こりえる商品をごまかしながら販売する気も

ないだろし、ここは起業家らしく、商品やサービスをリリースして駄目なら改

善して再リリーするという信頼のあるビジネスをつく方が健全だと思うのは僕

だけだろうか？ 
 



第十章 まとめ 
 
☑ あなたの商品やサービスが見込み客に合うかどうかの確認をする 
 
☑ 成約時の見込み客の懸念を取り払う為に「保証」をつける 
 
☑ 成約時に、あなたの商品やサービスが合わない顧客はこの段階で断る 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

第十一章 

継続（LTV） 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



顧客との関係を一度で終わらせてはいけない  
 
魅力のある特典で見込み客を集め、そして見込み客の懸念を全て取っ払ったら、

めでたく見込み客は「あなたの顧客」へと姿を変えるであろう。 
 
しかし、ここで重要な事は、その顧客と一生付き合っていくという覚悟だ。今

回は「いかに顧客に長く継続してもらうか？」という事である。 
 
長く付き合うと言っても、そんなに難しい事ではない。 
 
一度、あなたの商品やサービスを購入したという事で、あなたと顧客は「ある

一定の信頼関係」が 築かれているからだ。 
 
ただ、圧倒的と言っても良いのだろうが、それでもあなたの元から「顧客が離

れる」という原因が存在する。 
 
そして今回は、その原因をいかに無くすかという所に焦点をあてて対策を練っ

ているのでご紹介しよう。 
 
 

顧客は「忘れる」のだ！  
 
顧客があなたの元から離れる一番の理由は、あなたの商品やサービスに不満を

持ったからではない。顧客があなたの事を「忘れる」という理由が一番多いの

だ。 
 
どんなに良い商品でも、あなたが再度その顧客にセールスをしなければ、似た

様な商品が目の前に現れた際に「あなたの知らない誰かから商品を購入する」 
 
他にも、引っ越しや転職、家族が生まれた、人間関係の悪化、その他にも多く



の要因がもとで「購入するきっかけを無くして、いつの間にか購入しなくなる」 
という様な事が起こるのだ。 
 
これはきっと、あなたにも身に覚えがあるのではないだろうか？ 
 
いつの間にか常連だった店に行かなくなった時、べつに不満も何もないのに気

がついたら購入しなくなったサービス。 
 
そういったことが、ビジネスでは物凄く起こる。 
 
あなたは、一度、関係をもった顧客と関係を継続しなくてはいけない。その為

には顧客が「いつでも自分の所に帰って来る」とふんぞり返ってはいけない。

顧客に対してアプローチを続けなくてはいけないのはまぎれも無く「あなた」

である。 
 
だが、安心して欲しい。 
 
一度も会った事の無い状態の人を顧客にする作業に比べたら、「一度信頼関係を

築いた事のある存在」と信頼関係を継続する方が遥かに労力はかからない。 
 
ただ、あなたは誠意を持って顧客に「忘れられない様に」こちらからアプロー

チをして行くことである。 
 
 

継続率を高める為に  
 
顧客の継続率を高める一番の方法は「接触頻度を高める」という事である。あ

なたは顧客が商品を購入後、どれだけ「顧客をフォローアップ出来るのか？」

がここでの課題になり、そして、その方法は以下の通りである。 
 
 



① 日々のブログ更新 
② メルマガの配信 
③ 商品購入後のサンキューレター 
④ 季節毎の手紙 
⑤ イベントの告知の DM 
⑥ 業界情報を載せたレポート 
⑦ 毎月のニュースレターの発行 
⑧ 新商品の案内 
⑨ その他 
 
この様の方法を用いて、相手との関係を「つなぎ止める事」を戦略的にしてい

く必要がある。 
 
顧客はあなたから「常に新しい何か」を求めていると考えても良い。あなたに

も経験があるだろう？自分がひいきにしているブランドからの情報を首を長く

して待っている状態を。 
  
大好きなテレビゲームの新作を待ちわびている状態なんて、まさにそうだろう。 
 
しかし、こういったコトが無くなれば、いつしかあなたは違うブランドから、

自分を満たしてくれる商品やサービスを購入しただろう。 
 
それと全く同じ事である。 
 
あなたは顧客に与え続けなければならない。そして、それが出来る者こそが、

起業家として自分のビジネスを守る事が出来るのである。 
 
 
 
 
 
 



第十一章 まとめ 
 
☑ 顧客との関係を一度で終わらせてはいけない 
 
☑ 顧客は、それぞれの理由からあなたの商品やサービスを忘れてしまうもので 
ある。それをさせない為に、あなたは顧客との接触頻度をあげる必要がある。 
 
☑ あなたは起業家として、顧客に与え続けなければならない。新商品や、顧客 が
まだ知らない商品こそが、顧客にとっては凄く「待ち望んでいる物」である。 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



後に・・・ 
 
このレポートは、僕が起業を志してから現在に至るまでの間に、数多く実践し

て来た事を「凝縮」してお伝えした物である。 
 
起業をする事は、誰かに雇われて仕事をしている状態とは「次元の違う事」で

あり、実際にどちらが良くて、どちらが悪いと言う事は僕には分からない。 
 
だけど、僕にとっては誰かに雇われて仕事をするよりは、「自分で作り上げる」

という事は凄く充実した物だし。 
 
責任や重圧もあったりするのだけど「何より自由」でいたかった。 
 
このレポートには「理念」や「信念」の様な、多くの人達にとって「耳心地の

良いフレーズ」はほとんど存在しなかったであろう。 
 
その変わり、どのような心構えで起業をし、どうやって「お客様」を集めて、

どうやって「お客様」に商品を販売し、どうやって「お客様」に次も商品を買

ってもらうといった様な、常に「お客様の動向」に注目し、研究し、そして喜

んで貰う為の方法が書いてある。 
 
顧客がいなければビジネスは成り立たない。 
顧客に物を売らなければビジネスは成り立たない 
顧客と関係を続けなければビジネスが成り立たない 
 
この事は、僕の起業時に思い知らされたテーマであり、起業家として実際に感

じたビジネスの事実である。 
 
ビジネスは綺麗事ばかりではない。 
 
自分の得意な事だけが出来るわけでもなく、自分の都合の良い事ばかりがおき



るわけでもない。これは、誰かに雇われて働いている時でも同じであろう。 
 
ただ、それでも「自分が中心になって作り上げている物」であれば、そこには

自由が存在する。起業家には、それを一人で背負う「勇気」が必要なだけだ。 
 
やり方はたくさんある。失敗もたくさんある。ただ、それをあなたは今回のレ

ポートの事を踏まえて実践して欲しいと思う。 
 
そして、今後あなたは全て、一人で決断しなくてはならないであろう。なぜな

ら、起業家は「孤独」だからだ。 
 
だが、思い出して欲しい。 
 
それでも、あなたの周りには「同じ様な想い」をして起業した仲間がいる。だ

から「あなたは一人ではない」 
 
あなたの成長はあなたが決める。あなたが「起業家になる」と決めたら、その

瞬間から「起業家」としての道が待っている。 
 
正しい方法を実践し、繰り返せば必ず成果が出る。 
その正しい方法を、いかにあなたの仕事に取り入れきれるか？である。 
 
後に、起業家としてのあなたの仕事をもう一度お伝えしておこう。 

 
「起業家の皆様、あなたの仕事はマーケティングだ！」 
 
いつか、あなたと一緒に仕事ができるのを楽しみにしている。 
 
 
 

宮城哲郎 
 


