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こんにちは。マーケター育成コンサルタントの山口幸男です。 

この度は特別レポート『ポジションを変えるだけで、集客・セールスの悩みから解放
され、毎月 50 万円以上を安定的に売り上げるコンサルタントになる方法』に興味を
持って頂いてありがとうございます。 

 

このレポートでは、集客やセールスに悩みを抱える起業家が、少しの発想の転換で、
悩みから解放され、安定収入と理想のライフスタイルを手に入れて頂くための方法を
まとめたものです。 

 

私は、年間 1000 人以上をサポートする起業家育成の会社の裏方として、数多くの起
業家や起業家の卵を見てきました。多くの方は、自分の理想のライフスタイルを手に
入れるため、真剣に学び、素晴らしい商品を作ることに成功しています。 

 

しかし、そのほとんどの方が、集客とセールスに悩み、ビジネスが発展しないという
壁にぶつかってしまいます。私もその壁にぶつかり続けた起業家の一人でした。一方
で、集客・セールスの壁を、ひょいっと乗り越えて飛躍してく起業家も、同時にたく
さん見てきました。 

 

集客・セールスの壁にぶつかって止まってしまう起業家と、壁を乗り越えて飛躍して
いく起業家の違いは何か。それを考え続けた結果、みえてきたもの。それがこのレポ
ートお伝えする内容です。参考にご覧ください。 

 

株式会社 Cross Over Airline 

代表取締役 山口幸男 
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01.起業の成功確率を高める視点 

 

ここでは“起業の成功確率を高める視点”についてお伝えします。それは何かという

と、「ビジネス構築の 3 役を理解すること」です。あなたは“ビジネス構築の 3 役“を

ご存知でしょうか? 

 

実は、多くの起業家が躓くパターンでこの３役を理解していないがために、ビジネス

を難しくしてしまっています。3 役とは、 

 

・コンテンツホルダー 

・リストホルダー 

・マーケター 

 

勉強熱心なあなたは、聞いたことがあるかもしれません。コンテンツホルダーは自分

の売り物を持っている人。リストホルダーは見込み客を束で持っている人(又は、集め

る仕組みを持っている人)。マーケターは売る仕組みを作り、実行する人。ざっくりこ

んな感じですね。 

 

ちなみに、あなたはどの役割を担っていますか? 

おそらく、全部ではないでしょうか? 

起業した直後は全てを自分でやらなければなりません。 
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起業直後が最難関となる理由 

売り物を作って、集客活動をして、セールスをする。３役を同時にこなして、ビジネ

スを作り上げていく。それが起業初期です。一方、起業して何年も経って、上手くい

っている起業家は楽しそうに楽々と売り上げてる感じがしませんか? 

 

その理由は簡単。実際に、楽だから。彼らは自分の得意分野に特化して、苦手な所は

人に任せています。 

 

強力なコンテンツを持っている人はリストホルダー、マーケターと組んで自分に興味

のある人だけを相手にコンテンツ提供を行っています。リストホルダーは自分の信頼

する他人のコンテンツを自分のリストに紹介して売上を立てています。マーケター

は、魅力的なコンテンツを、リストに紹介して売上の一部を報酬として受け取りま

す。 

 

このように得意分野に集中するからこそ上手くいっている起業家はさらに上手くいく

ようになります。じゃあ、起業初期のあなたはどうすればいいのでしょうか? 

 

 

道は２つ 

１つは王道で、3 役を頑張ってこなす道。これはめちゃめちゃ成⾧に繋がります。上

手くいっている起業家は、この道を突破したからこそ、今、上手くいっているので

す。 
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ビジネスはシンプルなので、やるべきことをやり続ければ必ず結果は出ます。3 役の

役割をしっかり理解して、効果的な行動を継続しましょう。 

 

もし、あなたが「１度に 3 役をこなすのは大変そうだな。」「今までそれをやってい

るのに中々上手くいっていないんだよ。」そう思ったのなら、別の道があります。そ

れは何かというと、まずマーケターとして活動する道。 

 

マーケターがお勧めな理由は、次の章でお話しします。 
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02.集客もセールスも不要な勝ちポジションとは? 

 

前の章では、成功確率を高めるための“ビジネス構築の３役“について、お話をしまし

た。コンテンツホルダー、リストホルダー、マーケター、という３役でしたね。起業

直後はこの 3 役を全て自分でこなすのが一般的です。 

 

しかし、大変です。私にはできませんでした。交流会に週 3，4 回参加し、見込み客

とアポを取り、魅力的なコンサルメニューを考えて資料にまとめて、断れないかドキ

ドキしながら商談に臨んでセールスする。 

 

上手くいったこと、上手くいかなかったことを振り返って、改善し、また次のセール

スに生かす。これをやり続けることが出来れば、必ず成果に繋がります。 

が、私はできませんでした。 

 

売れなかったショックで心を痛め（笑）このまま続けて結果が出るんだろうかと疑心

暗⿁になり、気が付けば、交流会には行かず、起業仲間と話をしたり、ブログを書い

たりして仕事しているつもりに、、、当然、売り上げはゼロ。 

 

あなたは、私と同じ間違いをしないで下さいね。 
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さて、前振りが⾧くなりましたが、この章では 3 役こなすのは大変だよって思ってい

るあなたのために、“マーケター”の１役に集中するというお勧めのビジネス構築法を

お伝えします。 

 

一度に 3 役こなすのが大変なら 1 役に集中しましょうというシンプルな考え方です。

そもそも、上手くいっている起業家は自分の得意分野に集中しています。だから真似

をすればいい訳ですが、起業ビギナーはどの役を選ぶのか、これがとても重要です。 

 

最初に私がやろうとしたのは“リストホルダー”でした。 

 

3 役の中で“リストホルダー”は最強です。3 役が協力して売り上げを作った時も一番取

り分が多いのは“リストホルダー”というのが一般的です。せっかくビジネスをやるな

ら最強を目指そうと、私は無謀にも挑戦したのですが(実は高額セールスから逃げてた

だけ説も。笑) 

 

惨敗。 

 

そもそもなぜ“リストホルダー”が最強なのか?というと一番難しいからです。高額商

品を売ることよりも魅力的なコンテンツを作ることよりも集客が一番難しいのです。 

 

これは覚えておいて下さい。 
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もし、この話を聞いても「俺はまずリストホルダーを目指す」という方はぜひやって

みて下さい。そして、もしうまくいったらやり方を教えて下さい。笑資金も経験もな

い状態でリストホルダー(集客役)をすることはお勧めしません。 

 

次に、じゃあコンテンツホルダーに集中するのはダメなの?という疑問にお答えしま

す。これも難しいのでお勧めしません。「私のコンテンツは他にはない素晴らしいも

のだからリストホルダーのリストを借りて、マーケターにお願いして売りたい。」 

 

もし、あなたがリストホルダーかマーケターだったとして、実績のない無名のコンサ

ルからこの提案があったら、乗りますか? 

 

私は、乗りません。 

 

本当に良いのかわからないコンテンツにリストホルダーは大切な資産を使わせるはず

がありません。マーケターも売れるかわからない人のサポートをしている暇があった

ら、売れるとわかっている人のサポートをします。 

 

もし、あなたが自分のコンテンツの魅力を両者に説いて、動かせるのなら 

本当に素晴らしい。 

それができるなら、問題なくお客さんにも売れるはずです。しかし、起業ビギナーで

そこまで影響力を持てる方はごく稀です。私と同じような凡人にはなかなかできない

のです。 
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そこで最後に私がお勧めしたいのが“マーケター”です。なぜお勧めかというと、世の

中に“マーケター”が圧倒的に足りないから。自分のコンテンツを売りたいコンテンツ

ホルダーはたくさんいます。SNS を見れば無数にいますよね。 

 

素晴らしいコンテンツなのに、なかなか売れなくて困っているという方も少なくあり

ません。そこにマーケターが入って、サポートすることが出来たらいかがでしょう?

もともと、コンテンツは良いから、プロモーションを適切にやれば、必ず売れます。 

 

一度、売れたら、その事例を使って次のプロモーションを行えば、また売れます。最

初は小さくても、この「売る→実績を見せる」という流れをぐるぐる回すことが出来

れば、ビジネスは必ず成⾧します。 

 

その仕組みを作るのがマーケターです。 

 

そして、最強と言われるリストホルダーも実は困っています。 

 

何に困っているのかというと、売るものがない、売り方がわからない、手が回らな

い。困っているリストホルダーはなかなか表には出てこないので、分かりにくいかも

しれません。 

 

例えば、私がサポートさせて頂いたコンサルタントの杉田さんは毎月広告を出してリ

ストを獲得し、自分の講座を売る仕組みを整え、年商 2，3 千万円という状況で私に
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相談に来られました。杉田さんはリストホルダーであり、コンテンツホルダーでもあ

る、という感じですね。 

 

明らかに私より売り上げも、経験も格上の方なんですが、話を聞くと 

 

リスト獲得→講座販売→講座納品を繰り返すだけで手いっぱいで、講座を買わなかっ

た方には何もアクションをできていない。ということで、私が入って、これまで何も

買っていなかった方に 6 通のメールと、1 通のレターを送った所、171 万円を売り上

げました。 

 

この仕組みは、広告から入ってきた方に自動的にオファーされるようにしたので、杉

田さんは一切手間をかけずに売上のベースアップをしたことに。 

 

このように上手くいっている方でも、やるべきことが出来ていないという悩みが必ず

あります。ここに気づけたマーケターはもう仕事に困ることはありません。上手くい

っている人ほど、次の手を出したくても出せない状況です。 

 

そこに、マーケターが現れたら、サポートをお願いしない理由がありません。売上を

伸ばしたいという方がいるだけ、マーケターの需要はあるのです。 

 

しかし、優秀なマーケターは少ないので、売れっ子はもう手いっぱいです。 
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自分でいうのもなんですが、私も、そこそこのマーケターに成⾧することが出来まし

た。 

依頼は基本お断りしているし、あの人を自分が手伝ったら、もっと売り上げが上がる

のに。と思っている方も何人かいます。正直、売上に対する不安はほとんどありませ

ん。 

 

もっとクライアントの成果を出したい。 

 

そのために、どうしたら効率的か、ということを常に考えています。こう書くとすご

いように感じるかもしれませんが、1 年前はひどい状況でした。売上は、ほぼなし。

ビジネスのやり方も何もわからないままとりあえず会社だけ作って、ビジネスごっこ

をしていた。 

 

そんな私がたった 1 年でここまでの状況に来れた理由はたった１つ。“マーケター”に

徹したからです。リストホルダーにもなれず、魅力的なコンテンツも作れず、途方に

暮れていた状態から、どのようにマーケターにシフトしていったのか? 

 

ということについては、また次の章でお話しします。 

 

“マーケター”になるためのポイントをお伝えしますよ。 
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03.選ばれるマーケターになるための３ステップ 

 

ビジネス構築には３役あって、コンテンツホルダー、リストホルダー、マーケター、
これら全てをこなすのが起業初期の大きな壁です。多くの方がこの壁を越えられず、
市場から退場させられてしまいます。 

 

そこで私がお勧めなのは“マーケター”の 1 役に徹する道。理由は需要がめちゃめちゃ
あるから。というのを前回の章まで⾧々とお伝えしてきました。“マーケター”の需要
は商売がある限りなくなりません。だから、マーケターになれば仕事に困ることはな
いのですが、 

 

「じゃあ、簡単にマーケターになれるの?」 

 

と聞かれたら、そういう訳でもありません。ここはポジショントークで、「簡単にマ
ーケターになれるよ!」と言うべきかもしれませんが（笑）本当にそうだったら、み
んな、なってますよね。 

 

需要が満たされてるはずですよね。 

 

バレる嘘はつかない主義です。笑ということで、マーケターになるのは簡単ではあり
ません。でも、難しくもありません。色々なテクニックや技術もありますが、そんな
ことを学ばなくてもなれます。(それらを学ぶ意味がないとは言いません。)ちょっと
したコツを掴めばあっという間に“マーケター“になることができます。 
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しかし、そのポイントがいつまで、経っても掴めない人は、ずっと売れない状態のま
まです。この章では、優秀なマーケターになるための 3 ステップをご紹介します。 

 

１．ビジネス構築の全体像を理解する 

２．人間の購買心理を理解する 

３．結果を成果に変える行動を継続する 

 

この 3 つをクリアすれば、あなたは“マーケター“になることが出来ます。それも、結
構イケてるマーケター。いかがですか? 

 

まずビジネス構築の全体像を理解するとは、どういうことでしょう?めちゃめちゃざ
っくり言うと【まず利益の出る仕組みを作って、その後に集客の仕組みを作る】で
す。シンプルですが、多くの方はこれを理解していません。利益の出る仕組みのない
状態なのにがむしゃらに集客をしてしまったり、 

 

そんな状態だから、集客するほど苦しい状態なのに気づかなかったり、手順を間違え
ると大変です。正しいノウハウでも、タイミングを間違えると無意味までは言いませ
んが、遠回りになってしまいます。冷静に考えてもらえれば優秀なあなたならすぐに
理解して頂けると思いますが、 

 

例えば、大企業がやるべきマーケティングと中小企業のやるべきマーケティングは全
く違いますよね。それと同じように起業ビギナーがやるべきことと、年商 1000 万円
の人がやるべきことは全く違います。それなのに、ネットには「これがいい」「あれ
がいい」といろんな情報があるもんだから多くの方はステージに合った行動を取るこ
とが出来ません。 
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あなたがもし、今ビジネスで苦労しているなら、能力やスキルの問題ではありませ
ん。ただ、手順を間違えているだけです。私には多くの起業仲間がいます。私よりは
るかに優秀なのにビジネスがうまくいかず会社員に戻った友人。 

 

正直、私よりトロそうなのに（ごめんなさい。笑）圧倒的な早さで成果を上げた友
人。彼らを見ていると、ビジネスの成功は能力や経験の問題じゃないということがよ
くわかります。 

 

ビジネスが上手くいっていない時、しんどいですよね。自分には無理だったのかな。
自分には価値がないのかな。家族に申し訳ないな。色々、考えちゃいますよね。 

 

でも、安心して下さい。あなたは大丈夫です。 

 

ビジネス構築の全体像を理解すれば、今、本当にやるべきことが見えます。もっと大
事なのは、今やるべきでないことが見える事、かもしれません。ということで、だい
ぶ⾧くなってしまったので続きはまた次の章にしますね。 

 

 

この章では、イケてるマーケターになるための 3 ステップの 1 つ目。「ビジネス構築
の全体像」についてお話ししました。 
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04.人間の購買心理を理解すれば、ビジネスは楽に、楽しくなる 

 

３．結果を成果に変える行動を継続する。前の章では１．をお伝えしたので、この章
では２．についてお話しします。 

 

「人間の購買心理を理解する」と聞いて、どう感じますか?難しそうですかね?で
も、ご安心ください。難しくはありません。なぜなら、あなたもその心理に従って購
買行動してるので。だから、学校の勉強みたいに教科書で学ぶというより、自分自身
の購買体験や、目の前で起きている人の購買行動を基に理解を深めていくことが出来
ます。 

 

ということで、楽しんで学びを深めましょう。 

 

学びの深め方ですが、私のお勧めは理論と実践を行ったり来たりする方法。実践だけ
では、論理的な整理が難しいですし、理論だけではなかなか頭に入りません。なの
で、例えば、ざっくり理論を頭に入れて、実践してみて、その結果を理論と照らし合
わせて振り返る。 

 

こんな流れがお勧めです。 

 

いきなり理論を深く理解する必要はありません。というか、たぶん理解できません。
だから、安心して、適当に楽しく学びましょう。この章ではざっくり理論をお伝えし
ますね。 
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この内容はコンサル大学代表の鈴木健二さんから教わったことに私の解釈を入れたも
のです。鈴木さんは私の師匠であり現在はビジネスパートナーです。私をマーケター
に育てて下さったのも鈴木健二さんです。詳しい話は、またどこかでお伝えできれば
と思います。 

 

さて、理論の方に戻りたいと思います。人にものを買って貰うには「3 つのなぜ」に
答える必要があります。 

 

なぜ、それ? 

なぜ、あなた? 

なぜ、今? 

 

です。順番も大事です。 

 

なぜ、それ? 

なぜ、あなた? 

なぜ、今? 

 

大事なので、繰り返しお伝えしました。まず、何か解決したいと思ったら、いろんな
手法の中から、一つの手法を選びます。これが、「なぜ、それ?」のパート。その次
に、その手法を扱う提供者の中から 1 人の提供者を選びます。 

 

これが「なぜ、あなた?」のパート。 
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最後に、来年じゃなくて、来月じゃなくて、明日じゃなくて、今やる理由を考えま
す。 

 

これが「なぜ、今?」のパート。 

 

この順番に人は購買を検討し、3 つともクリアできた時に購入という行動をとりま
す。コンビニで弁当を買うときも、車を買うときも、家を買うときも全てこのプロセ
スを踏みます。なので、この順番にあなたのサービスを買いたくなるようにメッセー
ジを伝えていくのがマーケターの仕事です。 

 

注意点はたくさんありますが、一番大事なことをお伝えすると、 

 

“人はコントロールできない”ということ。ビギナーにやりがちなのが、このやり方が
いいでしょ!?私から受けるといいよ!!今でしょ!!という、押し付け。いくら押
し付けても、人は動きません。ごり押しして、一度買って貰ったとしても、 

 

次のリピートは起こりません。 

 

ダイレクト出版の小川さんはビジネスで大事なのは「利益性」「再現性」「継続性」
とおっしゃいます。私も同感です。一時の売上が出来ても、再現、継続できなければ
それはビジネスではありません。 

 

「ビジネスを作る」という言葉の意味をぜひ、しっかりと考えてみて下さい。 



ポジションを変えるだけで、集客・セールスの悩みから解放され、 
毎月 50 万円以上を安定的に売り上げるコンサルタントになる方法 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 18 Copyright©2020 Cross Over Airline All Rights Reserved. 

 

 

ちなみに「3 つのなぜ」に答えて顧客の購買を促す中で私が気を付けているポイント
を最後にご紹介します。これもコンサル大学の鈴木さんから教わった言葉なのです
が、 

 

「顧客教育」と「関係性構築」です。 

 

３つのなぜに答える中で、「顧客教育」と「関係性構築」を行い、この二つが完了し
た時、目の前の相手からこう言われるのです。 

 

「あなたから、買いたい。」 

 

あなたが今、セールスや集客で上手くいかないとしたら、この購買心理の面からセー
ルスプロセスを振り返ることを一度やってみると良いと思います。このセールスプロ
セスをいかに抵抗なく進んでもらえるか。 

 

これがマーケターの腕の見せ所です。 

 

最初は粗削りでも仕方ありません。実践して、振り返って、改善。これを繰り返すこ
とで、ビジネスは成⾧していくのです。ここでビギナーにありがちな躓きポイントを
ご紹介します。 

 

“すぐに完璧な状態を求めること” 
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いきなり完璧はできません。方向性が間違ってなかったらとりあえず GO しちゃいま
しょう。そしたら必ず課題にぶつかるので、ひとつひとつ潰していきましょう。早く
売り上げがほしい!と焦っている人に限って、早々と売り込みをしてしまい、売れな
いという結果を作ってしまいます。 

 

ゆっくりと時間をかけながら、お客さんと関係性を深めていくビジネス構築は見方を
変えれば最速のビジネス構築法とも言えます。あなたはどんなビジネスを作りたいと
考えていますか? 

 

もし私と同じような価値観でビジネス構築を考えて頂いているなら、ぜひ、次の章以
降もご覧ください。 

 

 

  



ポジションを変えるだけで、集客・セールスの悩みから解放され、 
毎月 50 万円以上を安定的に売り上げるコンサルタントになる方法 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 20 Copyright©2020 Cross Over Airline All Rights Reserved. 

 

 

05.結果を成果に変えられる人、変えられない人の決定的な違い 

 

集客やセールスをすることなく毎月 30 万円以上を安定して売り上げるコンサルタン
ト」。この状態を手に入れるためには“マーケター”というポジションがお勧めという
話をしてきました。 

 

そうなるための３ステップが 

 

１．ビジネス構築の全体像を理解する 

２．人間の購買心理を理解する 

３．結果を成果に変える行動を継続する 

 

今日はいよいよ、3 つ目の「結果を成果に変える行動を継続する」です。実は、マー
ケターになるための理論的な部分は１．と２．で完了です。後は、やるべきことをや
るのみ。なんですが、３．のポイントも非常に重要です。 

 

突然ですが、質問です。 

 

 

ビジネスにマーケティングを入れるとどんな良いことがあるのでしょうか? 
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突然の大きな質問で、答えにくいかと思いますが、私の考えるマーケティングの利点
は“安心して失敗することが出来る”ということです。どういうことかというと、マー
ケティングで重要なのは、とにかく早く“結果”を出すことです。 

 

ここで言う“結果”とは良い結果に限りません。例え、悪い結果でも早く結果が出るこ
とはとても良いことです。なぜならば、結果が出れば、良い結果は再現方法を考えら
れ、悪い結果は改善点を考えられます。 

 

結果的にビジネスは前に進みます。 

 

最悪は、自分の中であれこれ考えて温め続けたビジネスを準備万端でリリースした
ら、一切反応なしという状況。お金も、時間も無駄になってしまいます。ビジネスに
は、セオリーはありますが、正解はありません。 

 

唯一の正解があるとするなら、お客さんが買うかどうか、です。答えはお客さんが持
っています。だから、早く結果を出すことが重要です。 

 

マーケティングとは、お客さんにスムーズに商品が届くよう小さな細かい階段を作っ
ていくイメージです。一段一段お客さんに登って貰えるよう様々な工夫や仕掛けをし
てリリースし、どこかで躓いたなら、そこを改善する。 

 

 

そして、また躓きポイントがあったらまたそこを改善する。これを繰り返していけ
ば、必ず理想の状態は手に入ります。もしも階段を作るというマーケティングの考え
が無かったら、 
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なぜか売れた、 

なぜか売れなかった、 

 

という結果の繰り返しで、どこをどう再現・改善していいか全く分かりません。も
し、あなたがマーケターに興味があるというのなら、売れた、売れなかった、という
結果に一喜一憂するのではなく結果が出た、ということをとにかく喜んでください。
そして、その結果を必ず振り返って分析して下さい。 

 

なぜ、このお客さんは買ったのか、 

なぜ、このお客さんは買わなかったのか。 

 

もし質問ができる関係なら、本人に聞いてしまうのも OK です。最悪は、せっかく結
果が出たのに、それを振り返りもせず、次を追うという状態。それをしているとビジ
ネスは成功しません。 

 

最初は、良い結果より、悪い結果の方がきっと多いでしょう。その結果を見るのはし
んどいかもしれません。でも、それを今見て改善するのか、課題を後回しにして次を
追うのか、その積み重ねが 1 カ月、半年、1 年となればどうなるか想像してみて下さ
い。 

 

 

私は、年商数千万円のコンサルタントから、月 10 万円の売上をめざすビギナーまで
数多くの起業家をサポートしてきました。大きな成果を出す人達は能力がずば抜けて
高い訳ではありません。 
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しかし、スピードの早さと振り返りの深さは圧倒的に違います。とにかく失敗を恐れ
ないこと。これは根性論ではなくて、失敗という結果も次への良い材料だと腹落ちし
ていること。後の答えはお客さんが持っていると納得していること。が影響している
んじゃないかと私は思います。 

 

あなたも失敗を恐れず、とにかく早く結果を出すことを意識して、行動してみて下さ
い。 

 

振り返りをしっかり行えば必ず結果は成果に変わります。 
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06.体験をビジネスに変換するマーケターという生き方 

 

ここまでお伝えしたポイントを簡単に復習すると、 

 

ビジネスには 3 役ある。 

・コンテンツホルダー 

・リストホルダー 

・マーケター 

 

ビジネス初期は全てを一人でこなすのが大変なので、マーケターになることを私はお
勧めしています。優秀なマーケターの条件は下記を理解していること。 

 

・ビジネス構築の全体像 

・人間の購買心理 

・結果を成果に変える分析法 

 

これが出来れば、あなたはもう立派なマーケターです。 

 

ぜひ、ご自身のビジネスの中でお伝えした内容を実践して頂き、売れっ子マーケター
になっちゃって下さい。 
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私がマーケターをやっていて本当に楽しいなと思えるのは自己理解が深まったら、そ
の分、他者理解が深まり、結果、売り上げが上がるというポイント。ある有名なコン
サルタントが、 

 

「自己理解の深さは、収入の大きさに比例する」 

 

とおっしゃっていました。 

正直、初めて聞いた時は、意味が分かりませんでした。ビジネスは人に商品を買って
貰うことで売上が上がるのに、自己理解と収入なんて関係ないんじゃないの?そんな
感じでした。 

 

しかし、マーケターという生き方を 1 年ほどしていると徐々にわかってきました。マ
ーケティングをやればやるほど、ビジネスの答えはお客さんが持っているということ
を痛感します。 

 

もっとお客さんのことを理解しなければ、ビジネスは成⾧しない。そして、お客さん
のことを理解するためには自分のことを深く理解しないとできません。なぜならば、
自己理解の深さ以上に他人を深く理解することなんてできない。 

 

自分の喜びや悲しみ、強みや弱み、矛盾など深く見れば見るほど、他人のそれが見え
るようになります。 

 

 

一番、わかりやすいのは起業当初の苦労を味わった私は今、苦労している人の気持ち
がめちゃめちゃよくわかります。焦っているけど、どうしたらいいのかわからない。 
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起業して「すごい」と言われるけど、実際はしんどくてモヤモヤする。意地や見栄の
せいか、人に弱みを見せられない。などなど、今思い出しても、ちょっと心がズーン
とします。笑、そんな自分の苦労体験が、今や飯のタネです。笑 

 

だから、苦しいことや悲しいことがあっても、それと向き合い、どう乗り越えていく
かを考え抜いたら、後で良いことがあります。苦しいことは嫌なんですが、後でいい
ことがあると思えると、少し前向きに向き合うことが出来ます。 

 

だから、あなたも今苦しいと思ったら、ぜひ、その苦しみに向き合ってください。そ
れで救われる人が必ずいます。私が行っているこのマーケター育成事業は“居場所作
り”の事業だと思っています。 

 

この資本主義経済の中では、お金がなくては生きていません。 

 

お金が全てとは言いませんが、お金があれば選択肢が大きく広がります。価値を広め
ることも人を雇用することも大切な人に喜んで貰うこともいろいろできることが増え
ます。 

 

だから、私は稼ぎたいし、あなたにも稼いでもらいたいと、勝手に思っています。 

 

私は大学を出て、大企業に勤め、上々の評価を得て、悪くない暮らしをしていまし
た。それでも将来に不安を覚え、自分で稼ぐ力が欲しいと思い、フルコミッション営
業に挑戦、その後、会社を設立して独立。 
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私は常に自分の“居場所”を探していました。 

 

心から安心できる場所、自分はここで生きていくんだと心から思える場所。そんな“居
場所”を探していました。が、見つかりませんでした。 

 

そんな中、コンサル大学の鈴木健二さんに声をかけて頂き、マーケターとしてがむし
ゃらに走り続けて提供できる価値が分かり、助けることが出来る人を理解した時にふ
と、気づいたのです。 

 

自分のいる“今ここ”こそが、自分の“居場所”なんだ、と。 

 

これは言葉には表せない大きな喜びでした。外に探し続けていたものが、実は自分の
中にあった。それに気づけたのは、マーケターというビジネスと無関係なはずがあり
ません。 

 

マーケターとは、自分の理解を深め、他人の理解を深め、ビジネスを前進させる生き
物です。ひとりでも多くの起業家がマーケターの視点を持つことで私と同じような感
覚を得てもらえると私は信じています。 

 

 

私は今までたくさんの先輩方に助けられ、ここまで来ることが出来ました。今度は私
が伝える番かな、と思っています。マーケターって常に相手のことを考える人達なの
で一緒にいるととても気持ちが良いんです。 
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私の今の目標はそんな素敵なマーケターを 100 人育成することです。 

 

そして、その 100 人で集まって、あれこれと話をしたら楽しそうじゃないですか?そ
んなコミュニティを作ってみんなで遊ぶようにビジネスを楽しんでいきたいと思いま
す。 

 

今回は少しノウハウとは違う話でしたが、マーケターの魅力が少しでも伝わったら嬉
しいなと思ってお話ししました。 

 

 

  



ポジションを変えるだけで、集客・セールスの悩みから解放され、 
毎月 50 万円以上を安定的に売り上げるコンサルタントになる方法 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 29 Copyright©2020 Cross Over Airline All Rights Reserved. 

 

 

07.初対面の相手のビジネスステージがわかる理由 

 

ここまで、ご指名マーケターになるためのポイントをお届けしてきました。 

この章ではマーケターの見る世界について、お話をしたいと思います。 

 

マーケターとは商品サービスを必要な方に届ける仕組みを作る人、つまり、売れる仕
組みを作る人です。マーケターの視点を持つと、話している相手がどの程度稼いでい
るのか見極めることが可能です。この人は謙遜しているけど、絶対稼いでる人だな、
とか。 

 

この人はすごそうに見せてるけど、結構苦労しているだろうな、とか、嫌な感じです
よね。笑、 

 

起業後、上手くいってないのに上手くいっているふりをしていた私を見る人が見た
ら、バレバレだったと思うと恥ずかしくなります。でも、ご安心下さい。素敵なマー
ケターはそんな虚勢すらも受け入れてくれます。 

 

うんうん、そうやって強がって見せたい時もあるよね。早くその見せ方と実態を一致
させましょう。みたいな感じです。（たぶん。） 
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なんで、相手のビジネスの状況がわかるかというと実は使う言葉でわかるからです。
これはビジネスビルディングフォーミュラという考え方なのですが、起業家の成⾧ス
テップを体系化したものです。 

 

起業家には 

・ドリーマー 

・プロフェッショナル 

・マーケター 

・マネージャー 

 

という 4 つのステージがあり起業家は必ずこの順番で成⾧します。最初、ドリーマー
から始まり、次にプロフェッショナル、更にマーケターで最後はマネージャーです。
詳しく話し出すと本当に⾧くなるのですが、各ステージで考えていること、課題、次
に行くための試練、おおよその年商などが記されているのですが、 

 

驚くほど私は当てはまっていました。 

 

ひとつ覚えて頂きたいのは、あるステージとステージの間に食える食えないラインが
あるということ。それはどこか、わかりますか? 

 

それはプロフェッショナルとマーケターの間です。 

 

プロフェッショナルは年商 100 万円程度と言われ、実は食えないステージなんです
ね。一方、マーケターになると年商は 1000 万円といわれ、食えるステージになりま
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す。そして、プロフェッショナルからマーケターになるための壁も明確に記されてい
ます。 

 

それが使う言葉にも現れるのです。 

 

ざっくり言うと、主語が自分、自分の商品の人はプロフェッショナルです。一方、マ
ーケターの話は主語が、お客さんです。なぜそうなるのかという明確な理由もあるの
ですが、そこまで話すと終わらないので、ここまでとします。 

 

マーケターはお客さんを主語にして話す人です。あなたがもし、商品のことを話して
いるなら、ちょっと注意をしてみて下さい。 
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08.マーケターの視点を手に入れた後の世界 

 

ここまで、マーケターになるための、かなり突っ込んだ情報をお届けしてきました。
プロフェッショナル目線でビジネス展開をするのか、マーケター目線で展開するのか
によって、売り上げは 10 倍の差が生まれます。 

 

もしあなたがマーケター視点を手に入れたなら、集客や高額セールスをする必要はな
くなり、クライアントから求められて仕事の依頼を受けるという形になることも可能
です。依頼を受けてみて、ちょっと違うな、と感じたら、こちらから契約を終了しま
しょう。 

 

マーケターは心から応援したいそう思えるコンテンツホルダーと組むことが何よりも
重要です。応援したくもない人のコンテンツを売るなんて楽しくないですよね? 

 

応援したいコンテンツホルダーを決め、依頼を受けたら、必ず“結果”を出して、あな
たの価値を証明しましょう。 

 

あくまでも“結果”です。結果と成果の違いは覚えていますか? 

 

多くのコンサルタントは成果を出さなければと考え、行動が止まりがちです。ビジネ
スの成果はお客さん次第なのでコントロールすることは難しいです。 

 

まずは結果を出すこと、 
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それがビジネスを前進させる第一歩です。結果が出れば、あとは何をするかは、ここ
までこのメールを読んでいるあなたはよくわかっていますよね。やるべきことをやれ
ば成果は必ず出ます。 

 

それが出来ないからこそ多くの起業家は困っているのです。 

 

それを助けるのがマーケターであるあなたの役割です。クライアントを稼がせ、自分
も稼いでいるマーケター。早くそんな状態を手に入れて下さい。 

 

 

この章の最後に、マーケターの視点を持つとどんなことが出来るようになるのか、と
いう事例をご紹介します。前に杉田さんの事例はご紹介しましたよね?メルマガ読者
に 6 通のメールを送り、コンテンツ販売をしたところ 171 万円の売上が上がりまし
た。 

 

動画コンテンツを納品するだけなので、一切労力を増やすことなく売上 UP 成功で
す。ちなみに私がコピーを書いたのですが、実は私、コピーライティングを習ったこ
とがありません、、、。独学で、本を読んだり、3000 円くらいのフロントセミナー
に出たりした程度です。 

 

なので、細かなテクニックは全然知りません。 

 

それでもマーケターなら売ることが出来るのです。 
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どんなにテクニックがあってもマーケター視点がなければ、コピーで売ることはでき
ません。なので、コピーを勉強していても勉強してなくてもマーケターにはなること
が出来ますのでご安心ください。 

 

続いて、ベクトル発見コーチの水田さん。 

 

彼はコーチが売れるようになるためにコーチングを提供するというビジネスです。昨
年、起業したばかりの水田さんにはまず、高額サービスを作って頂いた後、その入り
口を作るお手伝いをしました。ある手法を使って、毎月安定的に新規リストを獲得
し、その人たちにフロント商品をオファー。 

 

更に購入者に向けて、面談をオファーし、バックエンドを販売。というオーソドック
スな流れを一緒に構築していきました。とても喜んで頂いているのはフロント商品を
買った方が面談に来た時点で、水田さんを先生だと思っているということ。 

 

情報の伝え方には色々注意点があり、伝えすぎると商品が売れない。伝えなさすぎる
と良さが伝わらない。それをどのように調整するのか、それがマーケターの腕の見せ
所です。 

 

とは言っても、感覚に頼る訳ではありません。 

 

明確な伝え方の基準があるので、それを基に水田さんの情報を確認して仕組みを上手
く構築することが出来ました。 
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続いて、セールスコンサルタントの鈴木康之さん。 

 

実は、鈴木康之さんは私のセールスの先生でした。保険営業時代に売れなさ過ぎて、
セールスを教えて頂き、命を救って頂きました。笑 

 

私からすれば、先生である鈴木さんですが、先生には先生の困りごとがありました。
それは個人としてのブランディングです。講座や講演で忙しく、自分の情報発信まで
手が回らないということで私がお手伝いをして、HP を作成しました。 

 

その中にもマーケター視点でメッセージを書いているため、今では自然検索でお問い
合わせが来るように。 

 

昨日驚いたのは、中国の企業から講演依頼が HP 経由で届いたことですね。さすが
に、何かの悪戯か、と疑っていたのですが、本当の話でした。結局、スケジュールの
関係で鈴木さんは依頼を受けられず。 

 

お知り合いの講師を紹介して無事に講演は開催され、こちらも報酬を頂くことが出来
ました。 

 

最後に、イラストレーターのマキさん。 
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彼女は、ビジネス経験が一切ない、絵を描くことが好きな、ただの女性でした。絵を
描いてビジネスをしたいと相談を受け、マーケティングと掛け合わせたビジネスを一
緒に構築することとなりました。 

 

正直、彼女の絵は、普通です。笑 

 

私なんかよりは当然上手いですが、おそらく同じ上手さの人はいくらでもいます。彼
女自身もそれを自覚していました。でも、絵は上手さだけが価値ではありません。 

 

私は前からマーケティングとイラストの掛け合わせは面白いんじゃないかと思ってい
たので、マンガでチラシを作ったり、LP を作ったりするビジネスを始めることにしま
した。 

 

すると、1 ヶ月目で 156,000 円、2 か月目で 220,000 円と売上を達成。セールスは
私も手伝いましたが、集客活動は全てマキさんが担当です。 

 

彼女はビジネス経験なし、コミュニケーションは苦手、(なかなか人の目を見れない。
笑)営業経験もない。今は、一人でいろんな見込み客を捕まえて、想像もしてなかった
ような依頼の話を持ってきています。笑 

 

 

ここまでの話を聞くと、お前は一体、何屋さんなんだ?と疑問を持たれるかもしれま
せん。コピーを書いたり、HP を作ったり、ゼロからビジネス構築をしたり、、、。 
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本当に、私何屋さんなんでしょうね。笑 

 

私は、やることにこだわりはありません。応援したいコンテンツホルダーの商品をそ
れを必要とする人に届ける仕組みを作る。という、マーケターの役割を果たしている
だけです。コピーも、HP も独学です。きれいな文章も、デザインされた HP も作るこ
とはできません。 

 

ビジネス構築は概要を教わりましたが、MBA などで学んだわけではありません。 

 

それでも成果を出すことは可能です。なぜなら、成果を出す方法を知っているから。
その“肝”となるのがマーケター視点です。 

 

 

これさえ手に入れれば、技術は粗削りでも大丈夫です。 

 

経験を積めば、技術も磨かれます。でも、まずはマーケター視点がないと何も始まり
ません。お客さんに成果も出させられないし、自分も稼げません。 

 

だから、まず最初に、マーケター視点をあなたに身に着けて頂きたいのです。このレ
ポートが少しでもあなたのお役に立てたのであれば、嬉しく思います。 
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09.特別プレゼント 

 

ここまで、マーケター視点を手に入れて頂くための情報を、これでもかという程お伝

えしてきました。いかがだったでしょうか? 

 

正直、書いていく中で、もっとあれも伝えたい、これも伝えたい、と思いつくのです

が、きりがないので、泣く泣く削って、このボリュームです。笑 

 

文章で伝えるって、本当に大変ですよね。 

 

前の章にも書いた通り、このレポートが少しでもあなたのビジネスのヒントになれば

うれしく思います。そして、さらにビジネスを飛躍させて頂くために、ここまでレポ

ートを読んでくださったあなたに、特別なプレゼントがあります。 

 

それは、無料個別面談です。 

 

レポートで伝えたことは、あくまでも一般的な理論の部分。ビジネスの種類や状況に

応じて、いろいろと応用していかなければなりません。もし、あなたが一人でそれが

出来るなら、ぜひ実践して下さい。 
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一人ではなかなか実践ができない。できなさそうだ。ということであれば、今回の特

別プレゼントをご利用ください。 

 

私は、コンサルティングを受けるときは、2020 年 5 月現在、1 時間当たり 5 万円の

コンサルフィーを頂いています。当然ですが、クライアントさんには、コンサルフィ

ー以上の成果を出して頂いているので、この値段となっています。 

 

なので、本気で自分のビジネスを成⾧させたいと思っている場合のみ、プレゼントを

ご利用いただきたいと思います。興味本位でのお申込みはご遠慮ください。 

 

 

お申込みはこちら 

https://ws.formzu.net/dist/S56754482/ 

 

お申込み後の流れ 

・フォームより必要事項を送信ください。 

・事務局より日程調整のご連絡をさせて頂きます。 

・日程の決定後、詳細のご案内をさせて頂きます。 

 

ご不明点などは、事務局までお問い合わせください。 

株式会社 Cross Over Airline 事務局 info@cross-over-airline.com 

 


