
 



はじめての Zoomオンライン起業 

〜コンセプト設計～集客・マネタイズまで〜 
 

～はじめに～ 
 

「オンラインで起業するのは難しい」と感じる人は多いのではないで

しょうか。私もそのうちの一人でした。ネットや書籍などで情報を集

めると「ネットで稼ぐ」という内容は多く存在します。しかし、自分の

生活が安定しているうちは本気で稼ぐ覚悟ができないのではない

でしょうか。 

 

私は整体師として働いていますが、2021 年 1 月ごろに手首の怪

我をしました。 

 

整体師の仕事は手を多く使うため、手首の怪我は仕事に大きく影

響を与える結果となりました。月に 100 万円近くあった売上は約

10万円程度にまで下がってしまったのです。 

 

売上が激減した中で、今後の生活に不安を感じた私は副業を探し始

めます。何か収入を手に入れる方法はないかと探しているうちに、

ほかの多くの方と同じように「ネットで稼ぐ」というキーワードに出



会いました。 

 

当時の私には、ネットで稼げるのは一部の特別な人だけだという感

覚があり、なかなか本気で取り組めずにいたのですが、収入が激減

したことから、行動しなければいけないという考えに至りました。 

 

というのも、ネットで稼ぐための方法論を検索すると、「何かを売る」

という内容に行き当たりますよね。ですが、当時の私には何もなか

ったのです。もちろん整体師として働く中で専門知識を蓄えたり、

お客様と会話するなどの能力は身につけたつもりです。 

 

でもどうしても整体師の仕事がネットで販売できるとは思えなかっ

た。自分には何もないのだと半ば諦めた時期もありましたが、何か

を始めなければ…と将来の不安は大きくなってきていました。 

 

そんなとき、3,000円で参加できる在宅ワークセミナーを発見しま

す。そこで「実際に収入を得ている人」と出会うことができたのです。

今となっては奇跡的な出会いと言うしかありませんが、おかげで現

在はオンラインでも 40 万円以上の売上をあげられるまでになり、

生活が安定するに至りました。 

 



ほとんど収入が無かった期間を経て、実際に安定するまでの期間は

約 60 日。出会いのおかげでオンライン起業を始める覚悟が決まっ

たものの、実際に行動し始めてから 1 ヶ月はほとんど収入がありま

せんでした。 

 

オンライン起業の最初の 1ヶ月で収入を得られなかった理由は以下

のようなものです。 

 

・独自の考えで稼ごうと考えすぎた 

・売れるものが何かを明確にしていなかった 

・心のどこかで楽したいと甘えた 

 

今から考えると、自分の心にも甘えがあったのだと思います。過去

の自分を振り返ってみると「なんとかなる」と思いたい気持ちがあ

り、まだまだ本気ではなかったのだと感じます。 

 

それでも、行動だけ続けました。そうしてはじめて、自分の思考が変

化する時が来たのです。そのきっかけとなったのは、やはり「実際に

収入を手にしている人から聞く」という行動でした。 

 

さて、上記の「収入を手に入れられなかった理由」を読んでみて、あ



なたはどのように感じたでしょうか。自分にも甘えがあると感じる

でしょうか。本気で稼ごうとする意思がないと感じるのでしょうか。 

 

実はオンライン起業は誰にでも成功の可能性がある起業方法です。

近年ではZOOMを利用すれば、遠方の人とも対面で会話できます

し、誰とでも直接会話できるため、お客さんの生の悩みをストレート

に受け取れます。誰とでも直接会話できるため、お客さんの悩みを

ストレートに受け取れます。 

 

「誰でも成功の可能性がある」と聞けば、自分にもできるかと不安

になるかもしれません。前述のとおり、私も何を売れば良いのかわ

からなかった一人です。起業を志す人の中には、実店舗を構えて販

売する起業を考える人もいるでしょう。私が整体師として独立した

ころも、自分の力でなんとかしてみたいという気持ちが大きかった

ので、よく分かります。 

 

しかし、中には自己分析をしながら「本当に何も無いんだよ」と言い

たくなる人もいるのではないでしょうか。一般論として、専業主婦

（主夫）を続けている人の中には、仕事の感覚すら忘れてしまった人

もいるかもしれません。 

 



毎日家族のために食事や洗濯、その他の家事に追われて忙しくして

いる。しかし、いざ「ビジネスとして売るものは何か」と考えれば、困

惑する人もいるでしょう。本書を最後までお読みいただくことで、

自分にも売れるものがあると気付けるようになります。 

 

そして誰もが不安を感じる「集客方法」についても、わかるようにな

ります。起業初日から売上があがるというような内容ではないもの

の、確実に売上をあげていくための方法をお伝えします。これから

起業することを考えている人も、現在起業して不安を感じている人

も、参考にできる内容に仕上げました。 

 

本書に記載した内容は、お客さんの悩みを聞くことで得られる、マ

ーケティング方法です。私が現在オンラインセミナーでお伝えしてい

る内容の一部と考えていただき、もしも疑問点や質問等がありまし

たらお気軽にご連絡いただければ幸いです。 

 

 

【読者限定特典】 
 

本書とあわせて読者限定の特典もご覧ください。 

特典の内容は以下になります。 

 

Zoom無料個別相談(60分) 



 

本書をお読みいただいた方に特典として設けております。これから

ビジネスを始める方や、本書では悩みが解決しきれなかった方には

私が直接 ZOOMでお話できる環境を相談させていただきます。 

もしご興味があれば、LINEにご登録の上、ご利用ください。 

 

【無料個別相談 お申込み方法】 

❶LINE アカウント(https://lin.ee/rggwBd7)にご登録の上、

「個別相談」と一言メッセージをお願い致します。 

❷後ほど、お申込みフォームが送られてくるので質問事項にご回答

の上、個別相談の日時をご返信いたします。 

 

【LINEアカウント】 

 

(https://lin.ee/rggwBd7) 

https://lin.ee/rggwBd7
https://lin.ee/rggwBd7


または ＠924fkunｃ と検索 

 
 

 

目次 
 

第１章 ZOOMを利用したオンライン起業法とは？ 

１ ZOOMを活用したオンライン起業のメリット 

 

第２章 ビジネスの本質を知る！ 

１ ビジネスの本質の共通点を知ろう 

２ マズローの欲求 5段階説とは 

３ 自分のことをもっと知る！ 

４ ビジネスに対する想いや価値観とは 

 

第３章 ZOOMを活用したオンライン起業の全体像 

１ コンセプト 

２ 商品パッケージ 

３ 見込み客・リスト集客 

４ 信頼の構築 

５ ZOOM説明会 

６ 広告にお金をかける 



７ ハウスリストの効果的な利用 

８ 成功するための具体的な戦略 

 

第４章 商品のコンセプトの作成 

１ ペルソナを決める 

２ 悩みや不安・恐怖を知る 

３ 解決策や自分の商品を準備する 

 

第５章 商品パッケージの作成 

１ カリキュラム：商品の内容 

２ 特典：サポートの特典 

３ 単価：単価の決め方 

４ 保証：返金がきかないのでサポート期間延長が一般的 

 

第６章 見込み客の集客・リストマーケティング 

１ 集客できる無料ブログ活用法 

２ 無料ブログに書くべき内容 

３ 無料ブログで読者が増える理由 

４ 無料ブログを更新して集客するために 

５ メルマガやラインでリストを集める 

６ メルマガやラインで信頼構築 



 

第７章 顧客との信頼構築 

１ ZOOMで悩みを聴く 

２ ZOOMの対面で意識するべきこと 

３ ZOOMの対面でさらに信頼構築 

４ 顧客が望んでいることを理解し望んでいる商品を作成する 

５ 「聞く」と「聴く」の違い 

 

第８章 個別勉強会・相談会・クローズセールス 

１ さらに ZOOMで悩みを聴く 

２ 質問をして自分の商品を提案する 

３ 信頼構築できていれば売り込まなくても売れる 

 

あとがき 

 

 

第１章 ZOOMを利用したオンライン起業法とは？ 
 

そもそも「起業」と聞くと、店舗販売をするイメージがあると思いま

す。飲食業やサービス業、さまざまな種類の起業がありますが、

ZOOM で起業するとはどういうことでしょうか。インターネットで

「お金を稼ぐ」と検索すれば、株式や FX、投資信託などの情報が溢



れているのではないでしょうか。 

 

ただ投資の世界はリスクもあるので、なかなか一歩を踏み出せない

という方もいらっしゃるでしょう。もしくは「直近の資金が必要」と

いう壁にぶつかり、稼ぎたい気持ちばかりが空回りする人も少なく

ないのではないでしょうか。 

 

これからお伝えする「ZOOM 起業法」は、基本的に無料で誰でも始

められるビジネスです。あなたが現在、独立している人であれば「集

客方法」と言い換えてもらっても構いません。 

 

これから起業する人も、現在起業して集客に不安を感じている人も

「お客さんが来てほしい」という悩みは同じです。また、集客ができ

れば売上が上がるのは理解しやすいものでしょう。 

 

それでも不安に感じる理由には以下のものがあります。 

 

・具体的な集客方法がわからない 

・いろいろ努力しているが、売上が上がらない 

・漠然とした不安がある 

 



本書をお読みいただいている方は「自分のビジネス」を手に入れよ

うと考えている人だと思います。現在の収入をより向上させるため、

日々悪戦苦闘しているのではないでしょうか。 

 

これから起業するあなたは「うまくいくか不安」という、漠然とした

不安が心にあるかもしれません。 

 

安心してください。ZOOMを利用した集客方法を活用すれば、1日

30分程度の時間で集客が可能になり、あなたの将来への不安を拭

えます。そう言い切れる理由は、前述のとおり私自身が不安を抱え

た一人だったからに他なりません。 

 

別に一流のビジネスマンになる必要はないのです。あなたがそもそ

も持っている「何か」を明確にし、多くの人に喜びを与えられれば売

上が向上するのですから。 

 

 

 

１ ZOOMを活用したオンライン起業のメリット 
 

「プライベートを維持する」のが、なぜメリットなのかを紹介します。

ZOOM を利用すれば、画面上の相手と会話することになりますが、

相手は普段よりリラックスしています。 



 

私がオンラインセミナーを開催するとき、ほとんどが個人のお客さ

んを対象にしていますが、一方的に情報を提供するものではありま

せん。多くの質問の中でお客さんの深層心理を見つけ出していきま

す。具体的に以下のような質問があります。 

 

・あなたはなぜ起業したいと思いましたか？ 

・現在のあなたの悩みは何ですか？ 

・不安を感じる理由を教えて下さい 

 

ほとんどの人に聞いている質問内容ですが、本書をお読みいただ

いているあなたも考えてみてください。 

 

さて、質問させていただくと、あなたは「悩みって何だろう」「不安の

理由って何だろう」と考え始めます。実は私が売っているものを一

言で言うならば「あなたの方向性」です。 

 

心理学を学んだ経験がある私ですが、ほとんどの人が「自分の意思」

を不透明にしていることを知っています。本書をお読みいただいて

いるあなたが、漠然とした不安を抱えて「答え」を探して本書をお読

みいただいているのもわかるのです。 



 

いえ、正確に申し上げると「わかる」のではなく、ほとんどの人が同

じ悩みをもっているのです。そして「自分が進むべき道」を知ってい

るのです。 

 

本書で私がお伝えする内容は「ただの参考」です。本当にあなたが

進むべき道は、あなたの深層心理にあるのではないでしょうか。わ

かりやすく例え話をしておきましょう。 

 

あなたは今、空腹感を抱えているとしましょう。お腹がすいて「何か

食べたい」と感じています。誰もが経験したことがある空腹感は、あ

なたも経験済みでしょう。そんなとき、あなたはいったい「何を」食

べるでしょうか。 

 

答えには以下のようなものがあるでしょう。 

 

・気分で決める 

・好きなものを食べる 

・体に良いものを食べる 

 

多くの人が上記の解答を述べるのではないでしょうか。本書を執筆



しながら、実は私は空腹です。では、お聞きします。 

 

私はいったい何を食べたいと思っているでしょうか。 

 

明確な答えは後ほど述べるとして、あなたの頭で勝手に考えてみて

ください。本書をお読みいただいているお客さんであるあなたなら、

私のことをどう考えてくださっても構いません。 

 

具体的な「食べ物」を想像してみてください。ラーメンでしょうか。寿

司でしょうか。コンビニのお弁当かもしれませんね。 

 

相手のことを想像するのは、実は誰にでもできることです。今から

私が食べようと思っているのは、何でしょうか。実は今、空腹感を感

じながら「何を食べようかな」と考えているところです。 

 

お気づきでしょうか。食事を考えるときに「何を食べようかな」と考

えるのは、誰もが考える思考でしょう。そして最後には「これを食べ

よう」と決めるはずです。 

 

あなたが想像した「食べ物」を、私が食べるとは限りませんね。何を

お伝えしたいかおわかりになるでしょうか。 



 

そうです。あなたの不安や悩みを解決する具体的な方法は、実は既

に「あなたの深層心理に解決策が用意されている」ということです。

私が「何を食べようかな」と考えながら、心の中で想像しているのは

カップラーメンでしたが。 

 

実はこれがビジネスの本質になるのですが、あなたの不安や悩みの

解決方法でもあります。本書を最後までお読みいただければ、今よ

りもっと具体的に理解できるようになりますので、ゆっくりお読み

いただければ幸いです。 

 

 

第２章 ビジネスの本質を知る！ 
 

ここまでお読みいただいた方には「ビジネスの本質」を考えていた

だこうと思います。さて「ビジネスの本質」とは何でしょうか。一般的

に語られる内容を列挙してみましょう。実は「ビジネスの本質とは」

とグーグルの検索窓に入力すれば、ある程度の情報は出てきます。 

 

ビジネスの本質とは 

 

・集客 



・教育 

・販売 

 

一般的に語られるビジネスの内容は、上記3つに集約されると言わ

れています。何かを売るために集客が必要であり、売る人（販売員）

の教育が必要です。お客さんが来てくれて、対応する従業員の質が

向上すれば、販売できるというものです。 

 

この情報は誰でも簡単に手に入れられる内容なのに、ビジネスで成

功する人が少ないことに疑問を感じないでしょうか。 

 

「理論と現実は違う」と言えばそれまでですが、本書をお読みいただ

いている方のほとんどは上記のどれかに悩みをもっているはずで

す。 

 

・集客する方法はないか 

・社員教育の良い方法はないか 

・売上をあげるにはどうすればよいか 

 

起業すれば誰でも考える内容です。ですが、ビジネスの本質は本書

でお伝えするまでもなく、数多くの成功者が語っています。上記は



間違っているのではなく、確かにビジネスの本質なのです。 

 

ただ一般的な生活をしている人には「具体的な方法がわからない」

と感じる原因になります。現在、あなたが何かのビジネスをしてい

るとすれば「集客」「教育」「販売」の 3 つなど、すでにお聞き及びの

ことではないでしょうか。 

 

その上で不安を感じ「何か」を探しているのですよね。 

 

だからこそ本書では「ビジネスの本質」をさらに深堀りしてお伝えし

なければいけないと思っています。ではご質問です。 

 

上記 3 つの共通点は何でしょうか。以下を読み進める前に、ぜひ一

度時間をとってゆっくり考えてみてください。 

 

 

１ ビジネスの本質の共通点を知ろう 
 

答えをお伝えします。「ビジネスの本質」の共通点とは「人」です。 

 

「集客」はお客さんという人。「教育」は従業員という人。「販売」とい

えば「物」と答えたくなる人もいるかもしれません。しかし製造する



には人が関わり、お客さんや従業員といった「人」が携わっていると

いうのは、理解できるのではないでしょうか。 

 

さらにわかりやすく例をあげれば、サービス業は「人と人の関係」を

販売しています。私が職業にしている整体師もサービス業の一つで

す。お客さんの悩みを解決するために専門知識を活用して、問題点

を改善します。 

 

ビジネスには「人」が関連する。言うまでもなく、数多くの情報が答

えを教えてくれているのです。ですが、ビジネスの本質を知ったと

ころで「ただの情報」です。これらの情報を活用できるようにならな

ければ、あなたの悩みを解決することはできないでしょう。 

 

そのために本書があります。ビジネスの本質が「人」であると理解し

たあなたは、次に気づかなければいけないことがあります。 

 

・ビジネスをするのは誰ですか？ 

・物を売るのは誰ですか？ 

・お客さんは何を買うのですか？ 

 

ZOOMを活用した起業法をお伝えする前に「ビジネスの本質」を紹



介しているのは、あなたのビジネスを成功に導くためです。ですの

で、上記の質問をしっかりと考えてみてください。 

 

特に「お客さんは何を買うのか」について、しっかりと思考を巡らせ

ることをおすすめします。あなたは起業して収入を手に入れたいと

考えているかもしれませんが、お客さんはお金を支払って商品を購

入します。 

 

当然ながらお客さんのメリットに繋がらなければ、商品は売れませ

ん。誰がお客さんに商品を売るのでしょうか。 

 

答えは必然的に出てきます。あなたです。 

 

実は「ビジネスの本質」を深く考えると、全ての出来事は「あなた」が

行動した結果と言えるのではないでしょうか。例え製造業をしてい

る人でも、物を作るのはあなたです。販売業であれば、売っている

のはあなたですね。 

 

当然、サービス業でサービスを提供しているのは「あなた」です。私

の場合、整体師として活動するのは「私」です。 

 



ビジネスの本質を考えたとき、まず「自分」に焦点を当てられるよう

になる必要があります。再度申し上げますが、全ての出来事は「あな

た」が行動した結果です。 

 

そのことを理解せずに「稼ぎたい」「集客したい」と考えるのはわが

ままです。心理学には欲求 5段階説というものがあります。 

 

 

２ マズローの欲求 5段階説とは 
 

アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した5段階説は、既

に周知の方も多いでしょう。簡単に紹介だけしておきます。 

 

アブラハム・マズローは、人間の欲求は 5段階のピラミッドになって

いて、下位の欲求が満たされれば一段上位の欲求を感じるように

なると言っています。ピラミッドの上位から順に列挙すれば以下の

とおりです。 

 

・自己実現 

・自我の欲求 

・社会参加の欲求 

・安全の欲求 



・生理的欲求 

 

どんな人も最終的に「自己実現」を目指していると言われており、そ

の通過点に「社会参加の欲求」などがあります。「生理的欲求」や「安

全の欲求」は、学生時代に身につける人が多く、そこから社会に出て

社会人になります。 

 

そもそも「社会人」と呼ばれているのは、「社会参加の欲求」が満た

される意味が込められているのをご存知でしょうか。では「あなた

が起業する」のは、どの欲求に関する内容か考えてみてください。 

 

「自己実現」でしょうか。「自我の欲求」でしょうか。それとも「社会参

加の欲求」でしょうか。 

 

答えは人それぞれ異なるかもしれませんが、マズローの 5段階説を

取り上げたのは「ビジネスの本質」である「あなた」に目を向けてい

ただくためです。 

 

 

３ 自分のことをもっと知る！ 
 

現在の自分が 5段階説のどの位置にいるか、考えてみてください。 

 



例えば「収入を手に入れたい」と考えているのはなぜでしょうか。漠

然とした答えでは以下のものがあるでしょう。 

 

・家族を養うため 

・今後の生活のため 

・今の苦痛から逃れたい 

・お金はたくさんあったほうが良い 

 

多くの人は小学生時代から漠然とした答えを述べる癖がついてい

ます。あなたが悪いのではなく、そういう教育がされているのです

から仕方ありません。 

 

思い出してみてください。学校の先生に「なぜ勉強するか」を尋ねら

れたことや尋ねたことはないでしょうか。そしてその答えはいつも

決まって「将来のため」と答えてきたのではないでしょうか。 

心の中では「将来のためってどういうこと？」と感じながら、今まで

深く考えずにきたのではないでしょうか。 

 

あなたも誰もが経験する「漠然さ」を心の中に持ったまま、解決する

必要性がなかったのです。なんとなく生きることに必死で、深く考

えるタイミングを逃してきたのです。 



 

ただビジネスは「漠然と」で売上をあげることは不可能です。今まで

漠然としていたことに「具体性」を持たせなければいけません。だか

らこそ「あなた」を知る必要があるのです。あなたのことを深く知る

ために、ゆっくりと以下の質問に答えてみてください。 

 

 

・あなたのビジネスに対する想いや価値観はどういったものです

か？ 

 

 

一度、本書をお読みいただくのを止め考えてみてください。あなた

が今、手に入れたいのは「具体的な方法」ですよね。わかります。本

書では次章から具体的な内容を紹介します。ただ本書で紹介した内

容も「ただの情報」です。 

 

ビジネスを展開する「あなた」が活用するための能力を身につけな

ければいけません。だからこそ、自分自身に問いただしてみてくだ

さい。自分のビジネスに対する想いや価値観を。 

 

 



４ ビジネスに対する想いや価値観とは 
 

「想いや価値観」という言葉を見ると、頭が固くなってしまう人がい

ます。少し噛み砕いて説明していきましょう。 

 

例えばビジネスを始める理由が「収入を手に入れる」だとします。も

ちろんビジネスですので、利益をあげる必要があります。しかし、利

益が上がらなくて悩んだ末、ほとんどの起業家（約 75%）は、10年

以内に自分のビジネスを諦めるでしょう。 

 

実は統計的に数値もあるのです。起業してから 10 年以内に廃業に

追い込まれる企業は、約 75%。逆に生き残れるのは約 25%程度

しかありません。その理由は「あなたの想いや価値観」を忘れてしま

ったからだと、私は思います。 

 

例えばコロナ禍において、飲食業をはじめとする多くの企業は廃業

に追い込まれたでしょう。うまく行かなかった理由をコロナのせい

にするのでしょうか。 

 

もちろん影響がないとは言えません。夜の街で働いていた人であれ

ば、店を開けることすらできなかったのですから、廃業しても無理

はないでしょう。ですが、生き残るというのは「それでも売れる」と



言い切れることでもあります。 

 

いったいどうやって売っているのでしょうか。 

 

わかりやすい例え話をしておきましょう。あなたがテレビを見てい

るとします。特に見たいと思っている番組があるわけではなく、た

だ漠然とテレビを眺めている状態です。チャンネルをたらい回しに

しながら、どの番組を見ようかなと探しています。 

 

誰でも経験したことがあることですよね。そんなとき、あなたはいっ

たい何で見る番組を決めるでしょうか。 

 

実はその答えが、あなたのビジネスを上手く活かせる技術の本質で

もあります。しっかりと自分を見つめ直すと、おのずと答えが出てく

るでしょう。 

 

きっとほとんどの人が「内容」「出演者」で選びます。例えばあなたが

ドラマ好きであれば、ドラマを選ぶでしょう。しかし、そのドラマを見

ていると「何か違うんだよな」と感じることがあります。このときの

「何か」とはいったい何でしょうか。 

 



人の深層心理とは面白いもので、自分が選択しているはずなのに

理由が明確に言えないことがあります。ビジネスで抱える不安も似

たようなものだと考えておきましょう。 

 

テレビ番組の場合、なんとなくチャンネルを変えながらある番組に

決定します。きっと「あなたが知っている人が出ている番組を選ぶ」

のではないでしょうか。 

 

あなたが知っているジャニーズや報道アナウンサーが出ている番組

かもしれません。いえ、多くの方がマツコ・デラックスや有吉さんが

出ている番組を選ぶようです。 

 

印象的で「見たことがある人」だからです。しかし、あなたはその番

組を見た次の日、「有吉の番組見た？」と友人と会話することはな

いでしょう。「有吉って誰と結婚したんだっけ？」と芸能人個人を指

してあなたの友人と語り合うことはあっても、「有吉の番組」「マツ

コ・デラックスの番組」を語ることは少ないでしょう。 

 

でもあなたは「見たことがある」と言うはずです。例えて言うなら

「月曜日の夜」といえば、何の番組を思い出しますか。 

 



おそらく起業しようと努力しながら、情報を集めている人が「月曜

日の夜」の番組を知らないはずはありません。「月曜から夜ふかし

（日本テレビ）」をご存知ないのでしょうか。いえ、きっと知っている

はずですよね。 

 

でも確かに「月曜から夜ふかし」を見てから、火曜日に「昨日の番組

見た？」と会話することなどないのではないでしょうか。社会人に

もなれば、テレビ番組の内容を会話することなど無くなりますから。 

 

ですが、誰もが知っている番組には、あなたが求める「集客力」があ

ることを理解しておきましょう。そして、ここでお伝えしたかったの

は「お客さんは人（あなた）を選んで商品を買う」ことです。 

 

 

第３章 ZOOMを活用したオンライン起業の全体像 
 

それでは本格的な内容を説明していきましょう。本章はあなたのビ

ジネスを構築し、成功へ導くために必ず必要になる内容です。多く

の人が悩みを抱える「集客」や「売上」を向上させ、ビジネスを安定

させながらさらに成長するための具体的な方法を紹介します。 

 

さて、まず最初にビジネスの全体像をお伝えしなければいけません。

「ZOOM を活用したビジネス」では、主に「情報」を提供してビジネ



スを展開します。 

 

あなたが現在営んでいる企業が情報を売っていなくても、集客の面

で活用できる内容になりますので、是非参考にしてください。 

 

それではご紹介します。ビジネスの全体像とは以下のものです。 

 

①コンセプト 

②商品パッケージ 

③見込み客・リスト集客 

④信頼の構築 

⑤ZOOM説明会 

⑥広告にお金をかける 

⑦ハウスリストの効果的な利用 

 

「ビジネスの全体像」を把握すれば、最終的に自分がどうなればよい

かを理解できます。しかし、実は順序立てて努力しているつもりで

も①コンセプトから②商品パッケージに移る段階に不安を感じる人

が多いでしょう。 

 

簡単に説明していきましょう。 



 

 

１ コンセプト 
 

コンセプトとは、あなたがどんな商売をしているかというものです。

例えば私が営んでいる整体師の仕事でも「事故の後遺症改善が得

意」「スポーツ選手のサポートが得意」など、整体師により得意分野

が異なります。 

 

そのため、あなたが販売している商品が何を目的とした商品かとい

うコンセプトを準備しなければいけません。お客さんは「何を求めて

来てくれるか」を明確にし、それに応じたサポートを提供できなけれ

ばいけないのです。 

 

しかし、お客さんが求めているものとあなたが提供できるものが異

なれば、良いサービスが提供できるわけもありません。 

 

そのためにコンセプトを準備し「あなたは何を目的とした商売をし

ているか」を明確にしておく必要があるのです。例えば整体師の場

合であれば「事故の後遺症改善が得意」と明記していれば、事故に

遭われたお客さんが来てくれるようになります。「スポーツ選手のサ

ポートが得意」であれば、スポーツを志す人がお客さんとして来てく

れるようになるでしょう。 



 

あなたがお客さんになったとき、一目でわかるコンセプトが必要で

す。このコンセプトは、後に商品パッケージの作成にも繋がる重要な

部分ですので、十分な時間を使って考える必要があります。 

 

前述のように空腹感を例えでお伝えすればわかりやすいでしょう。

あなたが空腹感を感じているとき「肉が食べたい」と感じていると

します。そのとき、ほぼ確実に「肉を売っている店」を選ぶはずです。

もちろん資金的な問題は省いてですが。 

 

そして「肉を売っている店」の中で、ハンバーグが得意な店なのかス

テーキが得意な店なのか。または牛丼屋など、さまざまなコンセプ

トで商品を販売している店を選びますね。しかし、全くコンセプトが

無いとあなたは選択すらできなくなります。 

 

「肉を売っています」と看板に書かれた店があると考えてみてくだ

さい。いったい何の肉を売っているのか、生で売っているのか調理

されているのかさっぱりわかりません。 

 

コンセプトとは「あなたがどんな商品を売るか」の前提になる部分で

す。深く考えて「得意なこと」をコンセプトにしてみてください。後ほ



どコンセプトを作成する方法を紹介します。 

 

 

２ 商品パッケージ 

 

コンセプトが決まれば、商品を作らなければいけません。商品がな

ければ販売することができませんので、ここで「何を売るか」という

悩みが生まれる部分です。美容師などであればカットやカラー、中

にはネイルを得意とする人がいます。自然と商品が決まりやすいで

しょうが、本書をお読みいただいている方の中には「自分には何も

ない」と感じている人もいるはずです。 

 

商品パッケージの作成方法も後に詳しく説明しますが、一言で述べ

れば「お客さんに喜ばれる自分になる」ことが大切です。 

 

実は多くの人が悩んでしまう理由に「商品」といえば「物」を想像す

る癖がついていることがあげられます。しかし、ビジネスを成功させ

るには「あなた」が重要とお伝えしました。なぜ「あなた」が重要なの

か、本書を最後までお読みいただければ解決しますので、そのまま

お読み進めください。 

 

 



３ 見込み客・リスト集客 
 

コンセプトや商品パッケージが決まれば、ようやく「集客」しなけれ

ばなりません。お客さんが来てくれなければ、売上があがることは

ありませんので。しかし、ここでも多くの人が悩みます。「どうやった

ら集客できるか」「なぜお客さんが来てくれないのだろう」と考え、

毎日が不安との戦いに変わってしまいます。 

 

実は「集客」には具体的な方法が存在します。誰でもできる確実な

集客方法は「リスト集客」です。正式にはリストマーケティングと呼ば

れる方法ですが、見込み客のリストを作成して「現在は何人のお客

さんがいる」「今月の売上見込はいくらだ」と明確に判断できる材料

です。 

 

リスト集客したことがない人は「どうやってリストを手に入れるの？」

と不安を感じるかもしれません。ご安心ください。後ほど、リスト集

客の具体的な方法を紹介します。 

 

 

４ 信頼の構築 
 

リスト集客から「目で見えるお客さん」がわかるようになれば、その

お客さん一人ひとりと信頼を構築していきましょう。「売り込まなく



ても売れる仕組み」を構築するために最も重要な部分ですので、努

力を惜しまないようにします。 

 

ここで ZOOMが利用できます。顧客との信頼構築の根幹は「会話」

です。相手のことを理解する必要があるため、細かな質問を繰り返

しながら顧客の悩みや不安を聞きましょう。 

 

学生時代を思い出してみてください。人は信頼関係を構築するため

に「相談」をします。信頼できる友人に相談したり、先生に悩みを打

ち明けたりした経験があるのではないでしょうか。 

 

心理学の面から考えると、実は「悩みを解決した」という経験は、相

談した相手を信頼するための具体的なきっかけとなります。学生時

代、例えば恋愛相談などをした経験がある方は、好きな人に直接相

談を持ちかけることは少ないですよね。 

 

近くにいる友人や異性の意見を求めたのではないでしょうか。そし

て、相談後に気持ちが楽になった感覚から「これで大丈夫！」と感じ

られたのではないでしょうか。 

 

ビジネスにおける「信頼構築」も同じ過程です。顧客の悩みや不安を



聴くことで、相談を受ける状態にもっていきます。そして相手が求

める解決策などを提供することで、信頼関係が構築できます。いえ、

正確に言えば悩みを聴くだけでも十分に信頼は構築できるのです。 

 

 

５ ZOOM説明会 
 

ZOOM説明会では、ZOOMを活用して対面で会話します。④信頼

構築では、対面して会話している場合とリスト集客からメールやラ

イン・メルマガなどで信頼構築する場合があります。 

 

遠方の顧客の場合、対面で会話できる機会が少なくなる傾向にあ

ります。そのため、ZOOM を十分に活用して「対面で」を意識しまし

ょう。もちろんこれも「信頼構築」の一環であり、顧客に自分を知っ

てもらうきっかけです。 

 

ZOOM 説明会で会話する内容も、主に顧客の不安や心配を聞きま

す。「なんだ聞いてばかりじゃないか」と感じる方もいるかもしれま

せんが、信頼構築とはそういうものです。実は日常生活とビジネス

の違いはそこにあります。 

 

日常生活では、あなたにも意思があり尊重されています。もちろん



相手にも同様に尊重されるべき意思があり、互いに譲り合いながら

生きています。しかし時として、譲れない場合がありますね。 

 

例えば家族に良くない影響を与えてしまう場合や、金銭的リスクを

伴う場合。もしくは精神的に好みでない会話を押し付けられる場合

などです。日常生活では、特に意識しなくても自分の意思を主張し

ていることがあるでしょう。 

 

ビジネスでは自分の意思より「顧客の望み」を重視して考えます。お

そらく本書をお読みいただいている方は、「相手を理解してから理

解される」「自分がされたいことを相手にしてあげる」など、相手を

尊重する言葉をご存知のはずです。 

 

ビジネスで成功するには「究極まで相手の意思を尊重できる自分に

なる」ことが重要なのです。ZOOM 説明会では、自分のことを知っ

てもらう以上に対面でなければ生まれない信頼構築を意識します。

顔が見えない相手より、やはり姿かたちを知っている人のほうが信

頼できますから。 

 

 

６ 広告にお金をかける 
 

実は⑤ZOOM 説明会までをしっかりと行うことで、商品は「売り込



まなくても売れる」状態になります。ビジネスを始める前段階の人

は、どうして売り込まなくても売れるのかを理解しにくい部分かも

しれませんが、後ほど具体的な方法を紹介すれば理解できるはずで

す。 

 

さて、商品は自然と売れるようになっている状態であれば次の行動

は「広告」です。中には「広告は商品を売るためにするのでは？」と

疑問を感じる人もいるかも知れません。令和になった今、例えば紙

媒体の広告の反応率は約 0.02%程度という統計が出ています。 

 

多額の資金を使用し、広告を打ち出して 1000部チラシをまいても

2 件程度の問い合わせがあれば良い方というイメージですね。多く

の人が「集客」で頭を悩ませるのは、こういった広告媒体を信用しす

ぎるあまりに集客できない方法を一生懸命行っているのです。 

 

では、ここで言う「広告にお金をかける」とはどういう意味でしょう

か。それは、広告を使用して①から⑤の速度をあげることを意味し

ます。資金が必要な部分ですので、後から述べる 3つの段階②に進

んだ方が起こすべき行動と言えるでしょう。 

 

 



７ ハウスリストの効果的な利用 
 

ハウスリストとは、顧客情報のことを言います。前述のリスト集客で

得た情報のことで、顧客のメールアドレスやラインなど、個人情報を

含んだリストのことです。②見込み客・リスト集客では、信頼を構築

するために利用しましたが、最終的にお客さんにリピートしてもらう

ためにも活用します。 

 

効果的な活用方法は紙面の都合上、本書には詳しくできず申し訳あ

りません。私のオンライン講座で詳しくお伝えしていますので、興味

がある方はご連絡いただければ幸いです。 

 

 

８ 成功するための具体的な戦略 
 

ここまでお読みいただければ、ビジネスの全体像が把握でき、だん

だんイメージが明確になってきていると思います。コロナ禍におい

てビジネスも変化していると理解でき、中には自分のビジネスが成

功していない理由に気づいた人もいるかも知れません。 

 

それでは今一度、お聞きしたいと思います。 

 

・あなたのコンセプトは何ですか？ 



・リスト集客はどうするのですか？ 

・あなたの悩みは何ですか？ 

 

具体的になっているでしょうか。おそらくここまでの内容では「なん

となくイメージが伝わっただけ」で、具体的な方法は明確ではない

でしょう。 

 

例えば「コンセプトはどう考えればよいか」など、まだお伝えしてい

ないのですから仕方ありません。本章ではより具体的にあなたのビ

ジネスに活かせる内容を記載します。 

 

読むだけでなく自分のビジネスに照らし合わせながら考えてみてい

ただくと最大限の効果を期待できますので、ゆっくり考えてみてく

ださい。 

 

 

第４章 商品コンセプトの作成 
 

まずコンセプトの設定方法からお伝えしていきましょう。コンセプト

は「あなた」が深く関わる部分とお伝えしました。しかし、以下のよう

に考えていないでしょうか。 

 



・自分の得意分野は何だろう 

・自分にできることは？ 

・お客さんを喜ばせるには何をすればよいだろう 

 

ビジネスを始めてすぐに悩んでしまうのは、頭の中で「自分の得意

分野」を探しているからです。少し世の中の成功者を見渡してみる

ことをおすすめします。 

 

例えば、ひろゆきという人がいます。昔、『2 ちゃんねる』というイン

ターネットの掲示板が存在しました。ひろゆきさんは『2ちゃんねる』

を作った人です。2021年現在では、abemaTVのニュースにも出

演するなど、多くのビジネスで成功している人と言えます。 

 

さて、ひろゆきさんが凄いと言いたいわけではありませんが、彼が

いったいいくつのビジネスに携わっているかご存知の方はいらっし

ゃるでしょうか。 

 

ひろゆきさんでなくとも、あなたが知っている成功者がいくつのビ

ジネスに携わっているか考えてみてください。もし時間があるなら

インターネットを活用して検索してみることをおすすめします。ウィ

キペディアにも多くの情報が載っていて、かなり多くのビジネスに



携わったのだとわかるはずです。 

 

成功者を思い浮かべると「多くのビジネスをやってるんだな」「成功

者はやっぱり違うな」と感じるかもしれません。ですが、同じ起業家

として考えてみてください。「成功者は最初から多くのビジネスをや

りたかったのか？」と。 

 

すぐに「違う！」と否定できると思いませんか？実はどんな成功者

も、最初は 1つのことしかできなかった。もしくは 1つもできなかっ

たかもしれません。ひろゆきさんに関して言えば、プログラマーとし

て掲示板が作成できただけと言っています。 

 

ではひろゆきさんが成功できた理由は何だと思いますか？実はそ

れこそがコンセプトを考えるための、最重要ポイントなのです。具体

的に以下のように考え直してみてください。 

 

・あなたはどんなお客さんを集めたいか 

 

実はコンセプトを考えるときに必要なのは、この 1点だけです。1点

に焦点を当てることで、そこから飛躍して様々なコンセプトが生ま

れていくのです。コンセプト設定に必要な内容をまとめると以下で



す。 

 

・ペルソナを決める 

・悩みや不安・恐怖を知る 

・解決策や自分の商品を準備する 

 

あなたのコンセプトを考えるために、それぞれ具体的に説明してい

きましょう。 

 

 

１ ペルソナを決める 
 

全く初めてのビジネスの場合、顧客は0人からスタートします。あな

たは「自分は何を売れるか」を考えてしまい、思考が停止するでしょ

う。「売れるものがない」と感じる人は、特に何を考えて良いかもわ

からないまま時間だけがすぎるかもしれません。 

 

実はそれは当然なのです。ビジネスにおけるペルソナとは「どんな

お客さんに来てほしいか」というものですので、あなたが何を売れ

るかは問題ではないのです。例えて言うなら、学生時代に数学の問

題を解いている途中なのに、国語の問題を出されたようなもので

す。 



 

頭が混乱し、思考停止するのは当然です。ビジネスはどんなときも

「ペルソナ」を考えてから行動します。ペルソナとは、顧客のことを指

します。 

 

「顧客は0人なのにペルソナを考えるってどういうこと？」と感じる

かもしれませんね。では、「手紙を書くとすれば誰に書きますか？」

という質問ならどうでしょうか。 

 

あなたの頭の中に具体的な人物像が出てくるのではないでしょう

か。それがペルソナです。家族かもしれませんし、昔の友人かもしれ

ません。または最近であった知人かもしれません。 

 

どんな人でも良いのですが、ビジネスにおいて欠かしてはいけない

ポイントは「どんなお客さんに来てほしいか」です。例を挙げます。 

 

・お金持ちか貧乏か 

・優しい人かクレーマーか 

・男性か女性か 

・高身長か低身長か 

・どんな悩みをもった人か 



 

これらに答えるときには、空想上の人物ではいけません。現実世界

に存在する、あなたが知っている人を想像するほうがよいでしょう。

例えばあなたの友人を想像してください。 

以下のような人です。 

 

・メガネをかけている男性 

・読書が好き 

・視力が悪いのが悩み 

・運動が苦手 

・30歳を迎えて体重が増えてきた 

 

ある程度一般的な男性を記載してみましたが、似たような人物に心

当たりは無いでしょうか。そして、その人物が抱える悩みをご存知

ではないでしょうか。 

 

ペルソナを設定するときに必要なのは、あなたが何を売りたいかで

はなく、あなたはどんな人の役に立ちたいかという想いです。 

 

「メガネをかけている男性」というのは、本書で紹介する一例に過ぎ

ません。あなたがつい手を貸してあげたくなる人物を想像してみて



ください。その人がペルソナです。 

 

 

２ 悩みや不安・恐怖を知る 
 

ペルソナが設定できれば、その人物が抱える悩みや不安・恐怖に焦

点を当てていきましょう。例えば上記の例であれば「視力が悪い」

「体重増加」「運動が苦手」などが悩みになるでしょう。 

 

あなたが想像した人物の悩みをご存知でしょうか。 

 

「知っている」と感じる場合、その悩みに対してあなたはどんなこと

をしてあげられるかを考えてみてください。例えばメガネの男性で

あれば、視力が悪いのは手助けできなくても「体重増加」ならサポー

トできると感じるかもしれません。 

 

例えば以下のようなサポートが考えられます。 

 

・インストラクターのように運動を考える 

・栄養士のように健康食を提案できる 

・ダイエットの成功例を教えてあげられる 

 

あなたが考えられる範囲で、どんなサポートができるか想像するの



です。そして、できれば本人に「悩みや不安ある？」と聞いてみてく

ださい。 

 

なぜ本人に聞いたほうが良いかというと、あなたの想像が間違って

いる可能性があるからです。メガネの男性の悩みは「体重増加」だと

思ったあなたの想像は、本人に確かめることで実は「彼女がほしい」

だったかもしれません。 

 

ペルソナが本当に望むものとは、聞いてみなければわからないこと

も多いのです。 

 

「知らない」と感じる場合、本人に聞いてみてください。信頼関係に

より深く聞けない悩みもあるかもしれませんが、冗談のようにチャ

ラけて教えてくれる不安でも良いでしょう。相手に聞いてみること

で、あなたの次の一歩が決まります。 

 

「相手に聞いてみる」と考えると、コンセプト設定からかけ離れてい

る気がするかもしれません。いえ、全く離れていないのです。という

のも、あなたが彼（彼女）にしてあげられることは、そのまま商品に

なることなのですから。 

 

 



３ 解決策や自分の商品を準備する 
 

ペルソナの悩みを聞けたら、問題の解決策を探しましょう。あなた

が役立てることを考えます。上記の例で言えば「運動は無理だ」と感

じる人は「健康食を作る」ができるかもしれません。 

 

しかし中には「メガネをかけた男性にしてあげられることはない」と

感じるかもしれません。この場合、あなたが彼に提案できる商品は

存在しないことになりますので、別のペルソナを探します。 

 

ビジネスの初期段階でペルソナ設定に時間が必要なのは、あなたが

できることを探す時間でもあります。それでも漠然と「売れるもの」

を探すよりかなり具体的にコンセプトに近づいていきます。 

 

じっくり深く考え「相手に聞いてみる」を繰り返してください。考え

るだけではいけません。相手に聞いてみて「私ならこんなことでき

るよ」と言えるものを見つけます。 

 

ポイントは「実在する身近な人物を想像し会話する」ことです。1 つ

でもあなたが解決できるものがあるとすれば、それが商品コンセプ

トとなります。例えば以下のようなコンセプトです。 

 



・体重に不安を感じる男性に栄養食を！ 

・モテたい男性が知っておきたい女性の心！ 

・太っていてもモテる！？その方法は？ 

 

あなたが提供できるものは「物」でなくても大丈夫です。そもそも

ZOOM 起業法では「情報」を発信することで商品になるビジネスス

タイルです。あなたが女性であれば、少なくとも男性よりは女性の

気持ちが理解できるはずですし、あなたが男性であれば男性の気

持ちがわかるでしょう。 

 

そんな小さく見える内容でも、ビジネスコンセプトとして成り立ちま

す。ペルソナの悩みを解決できるのであれば、それが全ての商品コ

ンセプトです。 

 

可能であればペルソナを 3 人程度設定してみてください。そしてあ

なたが提供できる解決策を紙などに書き並べてみてください。書

き出してみると自分ができることの「共通点」が見えてきます。 

 

その「共通点」こそ、あなたが提供できる「あなたのビジネスコンセ

プト」です。 

 



 

第５章 商品パッケージの作成 
 

あなたのコンセプトが決定すれば、次に「商品パッケージの作成」を

行います。前述のコンセプトに合わせて、あなたが提供できる商品

をパッケージにして販売するイメージです。例えば「健康食のレシピ

が提供できる」と感じれば以下のようなものがあります。 

 

・満腹感ある肉ダイエットレシピ 

・モテたい男性が食べるべきレシピ 

・お菓子みたいに食べられる野菜チップスレシピ 

 

自分にできることがわかれば、商品にしていくのです。自分ではネ

ーミングできないと感じるようであれば、クラウドソーシングサイト

を利用して募集してみると良いでしょう。クラウドワークスやランサ

ーズでは、タスク形式の仕事を安価でネーミングしてくれる方がた

くさん存在しています。 

 

500円もあれば 100件程度のネーミング案が集められますので、

活用してみましょう。それでは更に具体的に商品パッケージについ

て詳しく説明していきます。 

 



商品パッケージに必要なのは以下の内容です。 

 

・商品の内容 

・特典 

・単価 

・保証 

 

あなたが商品を買う立場になれば、どれも気になる内容でしょう。

あなたの顧客になる人も、当然意識している内容ですので明確に考

えておく必要があります。 

 

 

１ カリキュラム：商品の内容 
 

商品の内容は特に詳しく考えておく必要があります。実際に購入し

てくれた人がいた場合、後の満足度に繋がる部分ですので、曖昧で

はいけません。例えばレシピを販売すると決めた場合、あなたはど

んな内容のレシピを販売できるのでしょうか。 

 

商品内容は、実際に商品を購入してくれた人に提供するものです。

例えばレシピであれば、パッケージのネーミングだけ用意していて

はいけませんね。豆腐ダイエットをする場合でも、様々なメニューを

準備する必要があります。 



 

・どんなレシピを教えてあげるか 

・材料は何にしようか 

 

ペルソナの悩みを解決するために思考を巡らせます。あなたが考え

られる限界まで、相手が望む結果を追い求めましょう。ダイエットを

期待している顧客であれば、実際に痩せる食材選びが重要ですし、

調理方法も考えなければいけません。 

 

後にZOOMで対面することもお伝えしますが、オンライン講座でレ

シピを売るのであれば時間を設けて一緒に調理するなども考えら

れますね。 

 

商品の内容をより具体的に示し、ペルソナに合わせて明記できる状

態にしましょう。 

 

 

２ 特典：サポートの特典 
 

商品を購入してくれた顧客に対し、特典を準備しておくと購入率が

高まります。ZOOM 起業法では、サポート特典をつけることをおす

すめします。 

 



サポート特典とは、あなたが提供する商品を購入後、あなたがどん

なサポートをするかを明記したものです。レシピの例で述べれば

「ZOOMを使って一緒に調理」などもサポートになるでしょう。 

 

「レシピ＝商品」に付加価値をつけるため「一緒に調理＝サポート」

を特典としてつける感覚です。お客さんの立場で考えれば「そんな

特典もつけてくれるの！？」と感動できる内容なら良いでしょう。 

 

ここで「感動」という言葉を使いましたが、難しく考える必要はあり

ません。ペルソナの気持ちを想像し、相手が喜ぶ内容を考えるので

す。いえ、何度も申し上げますが、実際には「考える」ではなく「聞く」

のが良いのです。 

 

あなたがペルソナとして設定した実在の人物に、「こんな特典があ

る」と言ってみて、喜んでもらえるかを確かめます。「商品を販売す

る前に、相手が喜ぶ特典をつけるため感想を聞いている」と素直に

言ってみても良いでしょう。 

 

 

３ 単価：単価の決め方 
 

商品には値段を設定する必要があります。顧客が商品を購入すると

きに値段がわからないようでは、購入できません。しかし、ビジネス



を始めると「単価設定」が難しいと感じる人も多いようです。 

 

単価設定の基本は「逆算」です。 

 

例えばレシピを販売する場合、1 レシピを 500円で販売したとしま

す。しかし、あなたは月収 30 万円を求めているとすると、いくつの

レシピを売らなければいけないでしょうか。 

 

単純計算で 600 レシピです。最初のうちはほとんど不可能と言え

る数字が出てきます。 

 

ここで重要なのは「あなたが月にいくらの売上を期待するか」です。

逆算と申し上げたのは、あなたが期待する月収を達するために 1 レ

シピいくらだったら良いかということです。 

 

わかりやすいのは学習塾のシステムでしょうか。学習塾では例えば

1 授業 3,000 円という感じで単価が決まっています。個人経営の

学習塾に行けば、1 授業 4,500 円も授業料を受け取っているとこ

ろもあるし、それ以上のところもあるでしょう。 

 

売っているのは「授業」であるにも関わらず、何が違うのでしょうか。



もちろんそれぞれの企業が期待している「月収」が異なるのです。 

 

ただ読者であるあなたはきっと「単価をそんなにあげる勇気がない」

と感じるのではないでしょうか。レシピの例で言えば、「料理方法を

教えるだけで 1万円ももらっていいのかしら」という具合です。 

 

販売する側になると、どうしてもお金に臆病になりがちです。しかし

考えてみてください。自動車に乗る人であれば、保険料をいくら支

払っているでしょうか。あなたがゴールド免許であれば、無事故無

違反なのに保険料は月に 1万円近く支払っている人もいますね。 

 

なぜですか？ 

 

実は購入する側では「商品価値」に目を向けて「高い・安い」を決め

ています。あなたが販売する側になっただけで、「商品価値」に違い

はありません。どうしても臆病になってしまう人は「このくらいやっ

たら 1万円もらってもいいよね？」と思える内容を考えましょう。 

 

例えばレシピ販売であれば、以下のようなものです。 

 

・レシピの紹介（5レシピ紹介） 



・週 1回の ZOOM調理練習 

・食材の見極め方講座（月 1回） 

・毎週ダイエットサポート（体重に合わせてレシピを検討） 

・あなたの体重が落ちなければサポート期間延長 

 

これだけつけて 1万円だとしたら、安いのではないでしょうか。これ

をパッケージにして販売しているとしたら、欲しい人もいますよね。

商品単価を検討する際、「高い・安い」は顧客が決めることです。 

 

あなたが手に入れたい月収から逆算し、1日 1時間で稼ぐのであれ

ば 1万円の講座を30日行えば30万円です。1万円の講座にする

とすれば、どんなサポートがあれば「安い」と感じてもらえるかを考

えましょう。そうすれば単価をあげることは意外と簡単ですよ。 

 

 

４ 保証：返金がきかないのでサポート期間延長が一般

的 
 

ZOOM では主に「講座」「セミナー」のように情報を提供することに

なります。レシピ販売の場合でも、ZOOMを利用するのは調理練習

やレシピ紹介をするときでしょう。「情報を提供」するビジネスであ

るため、「返金」という概念がありません。 



 

講座を開催してしまった以上、顧客に情報を提供しているのですか

ら「忘れてください」と言ったところで忘れてもらえるわけもありま

せん。返金対応を考える方は、商品だけ提供してお金をもらわない

のと同じです。 

 

基本的に返金しないことを前提とし、代わりに保証をつけます。前

述の例であれば「体重が落ちていなければサポート期間延長」のこ

とです。顧客の満足度を考えれば、保証がない商品を購入するには

勇気が必要です。 

 

あなたの商品にも保証をつけるようにし、サポート期間を設定して

おきましょう。 

 

 

第６章 見込み客の集客・リストマーケティング 
 

コンセプトや商品が決まれば顧客を集める必要があります。前章で

お伝えしたとおり、コロナ禍では商品を考えるより先に「集客」「リス

ト集客」を行います。本書をお読みいただいている方の中には実店

舗運営に不安を抱えている方もいると思いますので、本章では通

常の順番で説明しています。 



 

というのも、ある程度の商品コンセプトがなければ顧客に「何を売っ

ているか」を理解してもらえないからです。ここでは「見込み客」を

生み出したり「リストをどうやって手に入れるか」に焦点を当てて説

明していきましょう。 

 

ネットで集客を考えるときには「ブログ」「ホームページ」を主に活用

します。さらに SNS を利用して拡散しましょう。最初に行うべきな

のは「ホームページ作り」です。あなたが個人でホームページを制作

できない場合、安価で依頼できる企業に委託するのも良いでしょう。 

 

もちろん企業に依頼すれば労力を使わない代わりに費用が必要に

なります。0〜20万円の売上段階の方は、お金を使用することを考

えず自分でホームページ作りを考えてみてください。ワードプレス

を使うと年間 1万円程度でも独自のホームページが作成できます。 

 

また「全くお金を使えない状態」の方は、無料のブログサイトを利用

するべきでしょう。アメーバブログや note、はてなブログなどがあ

ります。本書では無料でビジネスを始められるようブログの紹介を

しておきます。 

 

 



１ 集客できる無料ブログ活用法 
 

無料ブログには以下のようなものがあります。 

 

・アメーバブログ 

・note 

・はてなブログ 

・FC2ブログ 

・ライブドアブログ 

・LINEブログ 

 

他にも多くのブログサイトがあり、選ぶだけでも悩んでしまうかもし

れません。特にこだわりがない場合、「はてなブログ」もしくは

「note」が活用しやすいでしょう。これらは有名なサイトですが、個

人でも無料で利用できアフィリエイターなどにも重宝されるほどド

メインパワー（ネット上で上位検索されやすくなる力）が強いサイト

です。 

 

あなたが書いた記事がネットで検索されるとき、グーグルやヤフー

の検索窓でキーワードが入力されて検索されています。あなたも不

安や悩みを検索窓に入力したことがあるでしょう。例えば「ダイエッ

ト 食事」などとキーワードを入力し、上位に表示された記事を閲覧



しているはずです。 

 

ドメインパワーとは、自分の記事を上位に表示させるためのサイト

自体の力と考えておいてください。本書では記事を上位検索するた

めの SEO 対策については詳しく述べられませんが、無料ブログサ

イトを利用することで自然とあなたの記事が上位検索されやすくな

ります。 

 

そして、実は最初の起業で最もおすすめのブログは LINE ブログで

す。あなたの知人や友人を最初の顧客と考えたことはないでしょう

か。個人でビジネスを始めたとき「顧客 0 人からスタート」と考える

のは「知人や友人からお金をもらうなんて」と悲観的に考えている

からかもしれません。 

 

そう考えてしまう人は「知人や友人からお金をもらう」のが悪いこと

のように感じるのでしょうか。前述のペルソナ設定でもお伝えしま

したが、ビジネスのスタートは「あなたが知っている人」からスタート

するのがポイントです。 

 

LINEブログでは、既にあなたの LINEに登録されている人にブロ

グを見てもらえるものです。新たに登録を促すものではなく、タイム



ラインに表示されるため相手も見たいときに気楽に見てくれます。 

 

まずあなたの知人や友人に「自分はビジネスを始めたよ」と知って

もらうことから始めましょう。仮に反応があった場合、1 人目のリス

トが完成します。逆に反応がなくても、知人や友人が「あなたがビジ

ネスを始めた」と知っていれば、口コミしてくれるかもしれません。

ビジネスを始めたばかりのあなたを支えてくれるのは、やはり親友

と呼べる友達だったりしますよ。 

 

さて、はてなブログやその他の無料ブログサイトを利用する具体的

な集客方法に移ります。 

 

LINE ブログを活用しているだけでは、現在の知人・友人だけが顧

客になるため、ビジネスが拡大する可能性が低いのです。 

 

LINEブログは「顧客を0から1にする」ために利用します。その後、

多くの顧客リストを作成するためには無料ブログサイトを活用する

ほうが良いでしょう。では、無料ブログサイトに何を書けばよいか紹

介します。 

 

 



２ 無料ブログに書くべき内容 
 

現在、独立して集客を考えている人が最も頭を悩ますところでしょ

う。「集客するためにブログや SNS を活用する必要がある」と考え

ていても、以下の悩みが出てきます。 

 

・何を書けばよいだろう 

・毎日ブログを更新するのは無理 

・ブログで集客できる自信がない 

 

ブログに書くべき内容を理解しても、自分で文章を書けない人もい

るかも知れません。記事を書く自信がない場合は、クラウドソーシン

グサイトでWEBライターに依頼するのも手です。相場としては 1記

事 1,000円から 3,000円程度で 3,000文字から 5,000文字

程度の記事を作成してくれます。 

 

全く費用をかけたくない場合は、本書を参考にして記事を書いてみ

てください。ブログに書くべき内容は以下のとおりです。 

 

・自分のビジネスコンセプトを紹介する 

・商品パッケージを紹介する 

・特定のペルソナに対して不安を改善する記事を書く 



・メルマガや LINEに誘導する 

 

ブログやSNSを活用する目的は「リストを作成する」ことです。自分

のビジネスを紹介するにはコンセプトが必要です。ブログに自己紹

介する感じで記載すれば良いでしょう。実は無料ブログを活用する

のは、記事の更新率により読者がつきやすい特徴があるからでもあ

ります。 

 

例えば毎日更新しているブログであれば、1 年間に約 10,000 人

が見てくれる可能性が高いでしょう。1 日平均で 30 程度の人が見

てくれます。最初のうちは読者も少ないかもしれませんが、更新す

るだけで必ず読者は増えていきます。その理由をお伝えします。 

 

 

３ 無料ブログで読者が増える理由 
 

ワードプレスなどの独自ホームページと比較すると、無料ブログに

はドメインパワーがあるとお伝えしました。毎日ブログを更新すれ

ば、既にあるドメインパワーを利用してあなたの記事が上位検索さ

れやすくなります。しかし、それ以上に無料ブログを利用するメリッ

トがあるのです。 

 

「顧客が 0 人なら LINE ブログ」と紹介したのは、既にあなたの



LINE に登録されている知人・友人に「私はビジネスを始めたよ」と

紹介するためでした。無料ブログでできるのは、この現象の拡大版

とお考えください。 

 

無料ブログには、既にその無料ブログを利用しているユーザーがた

くさん存在します。例えばはてなブログの場合、ユーザー数は約

1,000 万人（2020 年 7 月実績）です。既にブログを作成したり、

閲覧している人が 1,000万人もいるのです。 

 

あなたの LINE に友人が 1,000万人いるようなものです。あなた

のブログを見てくれる人が 1,000 万人もいれば、必ず読んでくれ

る人もいます。読んでくれる人が多くなれば、あなたの記事を気に

入ってくれる人もいるのです。 

 

もちろん全てのユーザーが読者になるわけではありませんが、全く

0 からスタートするより可能性が高いのは一目瞭然と思うのではな

いでしょうか。 

 

そしてブログを書いたらツイッターやインスタグラム、フェイスブック

を活用して拡散するのです。より多くの人に記事を見てもらい、無

料ブログユーザー以外の人の目にも止まるように心がけます。 



 

ここでまた「本当に拡散できるのだろうか」と不安になる人もいる

かもしれません。記事を書いても読んでもらえなければ意味がない

と感じる場合です。 

 

あなたがグーグルの検索窓で何かを検索したとき、おそらく最も上

位に表示された記事から閲覧するでしょう。あなたの記事がグーグ

ル検索 1位を獲得している場合、1日にどの程度の人が見てくれる

かご存知でしょうか。 

 

検索キーワードにもよりますが、1 位を獲得した記事が 1 日に閲覧

される数は 1,000を超える場合も多いのです。では、どうすれば 1

位を獲得できるのでしょうか。 

 

あなたは記事を書くブロではありませんね。毎日グーグル上位表示

を考え、記事のレベルに悪戦苦闘する必要はありません。というの

も、グーグルが上位に表示させるのには理由があるのです。その最

たる理由は「多くの人に読まれている記事」です。 

 

どんな記事でも「多くの人に読まれている記事」は、グーグルの上位

に表示されます。そして 1 位を獲得したとき、飛躍的に読者が増加



するようになっています。 

 

ここで重要なのは「記事の質」ではありません。無料ブログを読まれ

るようにするには「あなたのファン」を創造することです。 

 

あなたの記事を読んだ人が以下のように感じることを目指します。 

 

・一度、あなたと直接会話してみたい 

・あなたの考えを聞いてみたい 

・あなたに相談したい 

・あなたに出会えて嬉しい 

 

本書をお読みいただいている女性の中には、学生時代にジャニーズ

のファンだった方も多いのではないでしょうか。では、お聞きします。 

 

あなたはどうやってそのグループを知りましたか？ 

 

もちろんテレビで見て知った人もいるでしょう。しかし、多くの女性

たちは「女性たち同士の口コミ」の中でジャニーズグループを知る

に至ります。「友達が話していたグループを検索したら、私もファン

になっちゃった」という具合です。 



 

無料ブログを更新し続けると、必ず読者がつくようになります。 

 

あなたのブログ内容に関わらず、必ずです。ドメインパワーが大き

なサイトを利用していれば、閲覧されないことはまずありえません。

ドメインパワーが大きなサイトを利用しているのに閲覧されないの

は、女性の輪の中でジャニーズの会話をしたことがない（聞いたこ

とがない）のと同様です。 

 

まずありえませんよね。大人になれば女性の中でも話題が変化する

でしょう。会社で生活している女性であれば、愚痴が多いのでしょう

か。男性の場合は、パチンコや競馬好きの男性は多いものですね。

また綺麗な女性の話題はいつになっても飽きることがありません。 

 

口コミとはそういうものですね。では、あなたのブログ記事のテー

マを決めていきましょう。 

 

 

４ 無料ブログを更新して集客するために 
 

ブログ更新をすれば読者がつき、リストが作成できるイメージが湧

いてきたはずです。ですが、「自分で毎日ブログ更新するのは難し

い」と感じるのも無理はありません。そこにはテーマが存在しないか



らです。 

「無料ブログ更新」と聞いて、あなたの頭は働いているでしょうか。

思考停止しているのでしょうか。思考停止している場合は、本書を

最初から思い出してみてください。ビジネスのスタートに必要なの

は何だったでしょうか。 

 

「あなたのビジネスコンセプト」ですね。「あなたはどんな人」で「どん

なビジネスをしている人なのか」「あなたの商品を購入すればどう

なるのか」など、あなたのことを知らない人に教えてあげる必要が

あります。具体的に以下のような内容です。 

 

・自分の自己紹介 

・ペルソナに向けての手紙 

・あなたが販売している商品内容 

・あなたの商品を購入すればどうなるか 

・あなたの商品を購入した人の感想（既に顧客がいれば） 

 

ブログ更新の基本は「日記」です。顧客の個人情報をブログに載せ

るのはご法度ですが、あなたの毎日を記載するのは自由です。ブロ

グに書く内容例を次に紹介します。 

 



【ブログの記載例】 

 

私は〇〇と申します。 

整体師として働いていて、今日はこんな施術をしました。 

 

腰が痛いというお客さん。施術している中で、腰の痛みの原因が事

故の後遺症ということがわかりました。高齢の方であったため、歩

くのが大変ということ。 

 

車椅子を提案してみましたが、お客さんは自分の足で歩きたいと言

っていました。 

 

そこで私は思い出しました。自分で歩きたい方には、骨盤矯正と背

骨の矯正が役に立つ。私が学んできた治療法をフルに活用できる

ではないかと。 

 

お客さんに専門治療法を紹介すれば、それはいい！と賛同してくれ、

治療することになりました。もしも同じように腰の痛みを感じてい

る方がいらっしゃれば、私の治療法が役に立つかもしれません。 

 

以下にメルマガや LINE を載せておきますので、お気軽にご連絡く



ださい。 

 

【ブログ終了】 

 

このような日記でも良いのです。 

 

この程度の文章であれば、きっとあなたにも書けるのではないでし

ょうか。まったく顧客がいないうちは「友人に聞く」のでしたよね。 

 

あなたの行動を日記のように紹介していきましょう。あなたの活動

を閲覧した人が、あなたのファンになっていきます。そして、あなた

に相談したいと感じるようになるのです。 

 

ブログを書いていれば、だんだんと「さらにこの内容も入れたほう

がいいかな」と感じられるようになります。読者の「読みたい」を満

たすために、読者のことを考えるようになるからです。 

 

この思考、本書をお読みいただいている方ならお気づきだと思い

ます。 

 

あなたが起業を志すときの「相手のことを理解してから理解される」



が成り立っているのです。実はブログを書くことと「売上をあげる」

のは、非常に密接な関係にあると思います。 

 

どちらも顧客の悩みを解決できる内容を記載していれば、読んでも

らえるのですから。 

 

 

５ メルマガやラインでリストを集める 
 

さて、あなたのブログに読者が集まってくればファンになる人も増

加します。毎日と言わずとも、あなたのブログを心待ちにしている

人が生まれるのです。仮に本書で取り上げた「メガネの男性」の例を

お伝えします。 

 

この人は「実はモテたいと感じている 30 代の男性」でした。あなた

のブログに「女性が見ている男性のココ！」を載せてみてください。

確実に読者が増えていくでしょう。 

 

そしてブログの最後にメルマガや LINE に誘導し、ファンを集める

感じです。メルマガや LINE に誘導する場合、「読者にお得感」を感

じてもらう必要があります。 

 

本書で紹介した「特典」と同じ感覚です。読者（お客さん）が「そんな



ことまでしてくれるの！？」と感動を感じられる内容を提供する準

備をしておかなければいけません。 

 

例えば「女性が見ている男性のココ！」をブログで書いているとし

ましょう。読者である男性がさらに知りたい内容を考えます。 

 

いえ、あなたが考えるのではありませんね。「聞く」のが重要なので

した。 

 

「読者の意見を集める目的」「よりブログの質を高めるために」と銘

打ち、アンケートを促しましょう。「どんな記事を読んでみたいか」と

アンケートを募るのです。 

 

1 人でもアンケートに答えてくれる人がいれば、次のペルソナはそ

の人ですね。 

 

そして、アンケートに協力してくれる代わりに「サポートを提供」する

のです。例えば以下のようなものです。 

 

・直接 ZOOMで相談会 

・あなたのモテたいをお聞きします 



・あなたがモテる方法！ズバッと言います！ 

 

男性の中には、女性と会話するのが苦手な人もいます。しかし、自

分を改善しようと苦しんでいる人もいるのです。モテたいと感じな

がらも、自分で行動できない男性も多いのです。 

 

そんな男性に直接会話できる環境、それが「ZOOM」です。相手は

あなたのブログのファンですので、あなたの意見を求めています。

さて、おわかりですよね。 

 

この段階で登録してくれたこの男性。 

 

あなたはリストを 1 人増やすことに成功しているのです。では次の

段階に進みましょう。 

 

 

６ メルマガやラインで信頼構築 
 

リストを確保したあなたは、ブログを更新しながら新たな顧客を獲

得します。同時に、最初の顧客であるこの男性をフォローしなけれ

ばいけません。「相談にのる」と言っておきながら、全く反応がなけ

れば詐欺と感じられてしまうからです。 

 



ネットでの商売は「信頼ビジネス」です。顧客との信頼関係を構築す

るため、あなたは努力しなければいけません。例のメガネの男性は、

少しの勇気を振り絞りあなたに連絡をくれています。 

 

何のサポートもないとすれば、あなたを「嘘つき」と感じてしまうの

も無理はありませんね。実は多くのネットビジネス失敗者は、このフ

ォローが下手です。下手というより「真面目にファンと交流していな

い」と言ったほうが良いかもしれません。 

 

自分が忙しいと無下にしていると、ファンはあなたから離れてしま

います。しっかりとフォローしましょう。フォローの方法は、以下の手

順を踏みます。 

 

・メルマガや LINEで情報を提供する 

・メルマガや LINEで信頼関係を構築する 

・ZOOMに誘導する 

・ZOOMで信頼関係を構築する 

 

いきなり ZOOM に誘導する場合もありますが、通常はメルマガや

LINE で情報提供からスタートしましょう。「情報提供」といっても、

実際にあなたが行うのは「質問」です。 



 

例の男性の場合、あなたは「勝手に想像」して男性の悩みを決めつ

けているかもしれませんね。本書の第 1 章では、筆者である私が空

腹時にカップラーメンを食べたいと感じているにも関わらず、あな

たは別のものを想像したかもしれないということです。 

 

だからこそ「相手が本当に望むもの」を明確に知る必要があります。

知るためには「質問」をするしかありません。ブログでは「アンケート」

を促し、答えてくれていましたね。以下の手順でメルマガやLINEを

活用して顧客に質問します。 

 

・アンケートに回答してくれたお礼 

・アンケート内容について質問 

 

これだけで信頼関係は構築できます。さて、あなたならアンケート

の質問は何にしているでしょうか。例えば以下のものになります。 

 

・あなたはなぜモテたいのですか 

・どうしてモテないと思っているのですか 

・あなたがモテないと思っている理由を教えて下さい 

 



昔から質問の基本は「5W1H」と言われていますし、現代でも同じ

です。「なぜ」「どうして」と感じる部分を、顧客に直接聞きましょう。

メルマガや LINE では、個人間のやりとりになるため詳しく教えて

くれるようになります。 

 

顧客との信頼関係が構築できる瞬間ですので、相手のことを真剣

に考えるようにしましょう。 

 

 

第７章 顧客との信頼構築 
 

メルマガや LINEで情報提供（信頼構築）が進めば、ZOOMに誘導

するのは簡単です。「一度直接会話してみたい」「あなたと会話しな

がら悩みをお聞きしたい」と提案すれば良いでしょう。 

 

もちろん相手の都合も聞いた上で、日程を調整しましょう。実際に 1

度経験すればわかりますが、1 時間会話するのはかなり大変です。

あなたは ZOOMで会話する内容も考えておく必要があります。 

 

ZOOMでは対面して会話するため、最も信頼構築しやすいタイミン

グです。ZOOM で完全に信頼関係が築けたとき、あなたは「売り込

まなくても売れる状態」を手に入れたと言えるのですから、焦らず



に顧客のことを真剣に考えましょう。 

 

 

１ ZOOMで悩みを聴く 
 

ZOOM に誘導し対面で会話できる状態になれば、何をすればよい

のでしょうか。頭を固くする必要はありません。メルマガや LINEで

は活字で会話しているため、表現しにくいものがあるのです。 

 

自分のブログに書く内容が難しいと感じたのと同じように、あなた

の顧客も「活字にするのは難しい」と感じていることは多いもので

す。ZOOMでは、これまで聞いてきた悩みや不安をさらに深く尋ね

ればよいでしょう。 

 

例えばメガネ男性の「モテたい」を深堀りすれば以下のようになりま

す。 

 

ZOOMでの会話例 

 

【質問】 

どうしてモテたいと感じるのですか？ 

 

【男性の答え】 



30歳を迎えて、そろそろ結婚したいと考えているのですが、体型に

コンプレックスを感じてどうしようかなと思っていたのです 

 

【質問】 

どんな女性と結婚したいと思っていますか？ 

 

【男性】 

家庭的な女性がいいですね。 

 

【質問】 

あなたが思う「家庭的」とは、どんなことができる女性でしょうか？ 

 

【男性】 

料理ができたり掃除ができたり、でもあまり苦労させたいわけじゃ

ないですね。俺が仕事するので、家を守ってほしいと言うか 

 

【質問】 

料理ができる女性は、男性も料理してほしいと思っていたりするも

んなんですよ。 

 

【男性】 



そうなんですか？ 

 

【質問】 

同じ趣味をもっている人って、会話がはずみやすいですし、それに

やっぱり女性もサボりたいときもあります。だからたまには旦那さ

んに料理してほしいと思ってます 

 

【男性】 

なるほど 

 

【質問】 

もしよかったら私がダイエットレシピをお伝えするので、学んでいた

だいて料理に少し詳しくなってみるのはいかがでしょうか？ 

 

２ ZOOMの対面で意識するべきこと 
 

ZOOM で対面し会話する中で、心がけることがあります。「質問 7

割、情報提供 3割」です。 

 

いくら「相手に聞く」が重要と言えど、新しい情報が全くないのでは

「学んだ」「成長した」という感覚は生まれません。顧客に成長しても

らい、新たな一歩を踏み出すサポートを提供してみてください。 



 

そして会話例でお伝えしたように、最終的に「あなたの商品」を提案

します。顧客の悩みを聞く中で「それだったらこの商品がありますよ」

という具合ですが、売りつける感覚になってはいけません。 

 

顧客の悩みの中で「だったら」を探します。男性の会話の中では「料

理ができる女性」が出てきました。料理ができる女性と男性が出会

うためには、例えば「料理を一緒に作る環境」を用意してあげられれ

ば良いでしょう。 

 

しかし、すぐにあなたが「料理を一緒に作る環境」を提供できるわけ

ではありませんね。だとしたら、男性が少し料理ができるようにな

れば「料理をさらに学びたい」と感じるかもしれませんし、食材選び

で街に足を運ぶかもしれません。 

 

男性の行動を促すために、あなたの商品を提案するイメージです。 

 

顧客は「そういう考え方もあるのか」と感動し、あなたの商品を「試

しにやってみようかな」と感じます。売り込まなくても顧客の意思で

商品が売れる瞬間です。 

 



しかし上記では少し「売り込んでいる」と感じる人もいるかも知れま

せん。実は全く売り込まなくても商品が売れる段階は、次の 5 段階

めです。4段階目では少し提案する必要があります。 

 

「提案」ですので「売り込む」のとは少し異なり、男性が「やってみよ

うかな」と思う商品かどうか確かめる意味を込めています。男性が

「やってみる」と言えば興味があったことになりますし、「やめとこう

かな」と言えばチャンスです。 

 

あなたの商品に対し、何か顧客の気持ちが適合していない部分が

あるとわかった瞬間です。さて、あなたは次に何を考えますか？ 

 

 

３ ZOOMの対面でさらに信頼構築 
 

何度もお伝えしていますが「あなたの頭で考える」のではなく、「相

手に直接聞く」を意識します。「やめておこうかな」と言った男性に

は「どうしてやらないんですか？」と聞いては威圧的ですね。 

 

質問の方法になりますが「他に興味があることがありますか？」と

聞くようにします。または「あなたはどうすれば理想の女性に出会

えると思いますか？」と聞きます。 



 

男性の意見を尊重し、あくまで「顧客主体」で「あなたが役立てる部

分」を探していきましょう。もしかすると男性は「結婚を諦めつつあ

る」のが本心かもしれません。そんな男性には「勇気」が必要ですよ

ね。 

 

女性にアプローチする勇気を与えてあげるのが「あなたの役割」な

のかもしれません。想像だけでなく、ZOOMで対面して表情や会話

の中で「顧客の本心（本当に望むもの）」が何かを探していきます。 

 

どんな相手でも無意識にポロッと本音をこぼすことがあります。あ

なたとの信頼関係が深くなれば、どんどん本心をぶつけてくれるよ

うになりますので、根気よく付き合う必要がある部分です。そして

その努力こそが信頼関係構築の必須条件です。 

 

 

４ 顧客が望んでいることを理解し望んでいる商品を

作成する 
 

ZOOM で何度も会話していると、顧客の本心をぶつけてくれるよ

うになります。しかし、中には寡黙な人もおり、自分の感情を表現す

るのが苦手な人もいます。そういう人に出会うと、あなたはまた困



惑するかもしれません。 

 

どうすれば信頼関係が築けるかわからなくなり、商品を提案するこ

ともできなくなるでしょう。人は「わからないこと」に臆病になりま

す。わかるまで聞き続けるのも相手にストレスを与えてしまうと感

じるようになり、最終的に「何もできない」と感じるかもしれません

ね。 

 

この現象は誰でも経験することですが、例えるならばレストランの

メニューが必要な場面です。空腹時にレストランに行ったとします。

あなたは空腹で「何か食べたい」と感じているけれど、何を食べた

いかわかっていない状態です。 

 

普通、レストランにはメニューがありますね。あなたはメニューを見

ながら「どれにしようかな」と選ぶはずです。あなたのビジネスにも

メニューが必要です。 

 

寡黙な人の深層心理を知るには、多くのメニューの中で好みを聞く

のが最も簡単で効果的です。例えば「結婚を意識している男性」に、

複数の女性の写真を見せて「どの人が好みですか？」と聞けば、男

性の好みが理解できます。 



 

「家庭的な女性」は、日本人男性が理想とする最も多数派意見でしょ

う。しかし、人それぞれに「家庭的」の意味は異なり、男性の本心を

追求するには少し漠然としています。料理を例にすれば、「さばの味

噌煮が得意な女性」も家庭的ですが「味噌汁が得意な女性」も家庭

的です。 

 

男性に様々な女性のパターンを紹介すれば、男性の好みが理解で

きます。仮に男性が「味噌汁が得意な女性」が好みと言えば、「味噌

汁ダイエット」を提案することができます。 

 

ZOOM で悩みや意見を聞くのは、顧客の深層心理を知るためです。

心理学の面から「聞く」という内容を少し詳しく説明しておきましょ

う。 

 

 

５ 「聞く」と「聴く」の違い 
 

心理学には「傾聴」という言葉が用いられる場合があります。「傾聴」

とは、目や耳、心を相手に傾けて真摯な姿勢で相手と向き合うとい

う意味です。一般的に「聴く」と書かれることが多く、相手のことを

真剣に考えるものです。 

 



比較して「聞く」のは、単に言葉で質問することです。言葉上のやり

取りで会話し、心は別のことを考えていても「聞く」に違いはありま

せん。 

 

ZOOM で必要なのは「傾聴」であるのは言うまでもなく、相手に寄

り添い望むものを知る努力をします。会話が苦手な方には、メニュ

ーを紹介して心を知るのも手段として考え、様々な方法を検討しま

す。 

 

ここでいう「メニュー」とは、あなたの商品のことではありません。も

ちろん商品を紹介することもあるでしょうが、顧客の悩みに寄り添

った「複数のパターン（複数の女性の写真のようなもの）」と考えて

いただくほうが良いでしょう。 

 

複数のパターンの中から顧客の意思を確認できれば、あなたは次に

どうすればよいか想像できるようになります。思考停止を避けるこ

とができ、顧客は「言葉で言わなくても理解してくれた」と感動しま

す。 

 

例えばレストランで空腹時、メニューを開く前に美味しそうな食べた

かったものが出てくるイメージです。誰でも感動するはずですね。 



 

もちろんあなたもそんな神業ができるわけではありませんね。だか

らこそメニューを準備しておき、顧客の心に寄り添う努力が必要な

のです。 

 

 

第８章 個別勉強会・相談会・クローズセールス 
 

4 段階まで進めば、かなり信頼関係が築けてきています。深い信頼

関係が生まれると、「お客さん」が「お友達」のように感じる人がいま

す。ここではあなたが感情をセーブする必要があります。この段階

では、あなたが「なぜ自分はビジネスを始めたのか」を思い出す必

要があります。 

 

本書をお読みいただいている中で「顧客に寄り添うのは重要だな」

と感じていただけるのは本意ですが、あなたのビジネスの成長を止

めてはいけません。ビジネスは「利益が上がってこそビジネス」です。 

 

顧客に傾聴し、信頼関係を築いただけでは「売上は 0 円」です。しっ

かりクロージングしなければいけません。クロージングとは、「顧客

に商品を買ってもらう」ことを指します。そのための方法をまとめま

す。 

 



 

１ さらに ZOOMで悩みを聴く 
 

「クロージング」を意識したあなたは、きっと「売らなければ」と考え

たはずです。その感覚を忘れてはいけないのです。利益をあげるた

めには「優しさ」も必要ですが「強さ」も必要です。 

 

あなたは自分のビジネスを成長させる強さを身につけなければい

けません。そして「売らなければ」と感じた状態で、さらにZOOMを

利用して「傾聴」します。 

 

「また聴くの？」と感じた方、正解です。「どんだけ聴いてばかりなん

だよ」と文句を言いたくなる気持ちもわかります。しかし、あなたが

顧客であるなら「このタイミングで売ってくるよな」と考えていると

きに「売られた」ら、どう感じるでしょうか。 

 

きっと「やっぱり商品を売られた（売りつけられた）」と感じるはずで

す。心のどこかで少しがっかりし、構築した信頼関係が少し揺らいで

しまうかもしれません。だからこそ、あなたは自分の気持ちを優先

するのではなく、しっかり相手に向き合う必要があります。 

 

目標は「相手から〇〇してほしいんだけど」と言わせることです。恋



愛で例えるとわかりやすいでしょう。女性の多くは「告白されたい」

と思っていることが多いようです。男性は逆に「自ら告白しなけれ

ば」と感じています。 

 

もちろんジェンダーフリーの時代です。男性・女性を区別する必要は

ありませんが、統計的に「女性は告白されたい」と感じているのは理

解できるところでしょう。 

 

さて、あなたはなぜ「女性は告白されたい」と知っているのです

か？ 

 

きっと過去の経験から女性に「女性は告白されたいのよ」と聞いた

経験があるのでしょう。その人も女性だったはずです。 

 

実はビジネスでも、傾聴を続けると顧客本人が「自分の気持ちに気

づく」のです。本書では空腹時を例に出してきましたが「何か食べた

い」から「これが食べたい！」に変化する瞬間です。 

 

しかし、幼い頃に「何か食べたい」と言えば保護者から「野菜を食べ

なさい」と言われた経験がある人は多いでしょう。嫌だなと感じな

がらも、野菜を食べるしかなかった子供の頃を思い出せますか？そ



のときの深層心理は「嫌」です。 

 

誰でも「自分から望んでいないもの」を提供されれば「嫌」と感じま

す。あなたから顧客への提案も、顧客が望んでいないのに「売りつ

け」になれば嫌がられます。 

 

だから待つのです。待ちながら努力しましょう。顧客の口から「こん

なことしたほうがいいと思うんだけど」と言われる内容が出てくる

まで待つのです。しっかり質問をしていけば、必ず顧客の口から「や

りたいこと」が出てきます。 

 

その証拠に、本書をここまでお読みいただいたあなたにお聞きした

いことがあります。 

 

「ZOOM起業をやってみたいと思いますか？」 

 

やってみたいと思ったあなたは、私の提案を受け入れていることに

なります。もちろん受け入れられない方がいてもおかしくありませ

ん。 

 

最初にも申し上げましたが、筆者である私が提案しているのは「た



だの参考」です。直接あなたに対面して質問をさせていただいたわ

けではありませんので、あなたの深層心理に近づけたとは思いませ

ん。 

 

ですが、「ZOOM 起業をやってみたい」と思った方、あなたにはま

だお伝えしたいことがたくさんあるのです。私とご一緒にチャレン

ジしてみませんか？ 

 

 

２ 質問をして自分の商品を提案する 
 

「私と一緒にチャレンジしてみませんか？」と質問させていただき、

心の中で「はい」や「わかりました」と答えた読者の方々もいらっしゃ

るでしょう。あなたは今、私の提案を受け入れたことになります。 

 

ですので、私はまた質問を繰り返すのです。 

 

「あなたは次にどんな情報がほしいと感じていますか？」 

 

もしも ZOOM 面談ができていれば、あなたとも直接会話している

でしょう。本書をお読みいただき、どう感じたのでしょうか。 

 



私はきっとあなたに質問を繰り返しているでしょう。そして、あなた

の口から「次は起業資金獲得の方法が知りたい」と言われるかもし

れません。 

 

いえ、「コンセプトが固まらないんだけど」と不安をこぼされる方も

いらっしゃるかもしれません。さらに「実績が無いから商品が作れな

い」と感じている人もいるかも知れませんね。 

 

なお、本書の最後には、特典を設けております。 

Zoom無料個別相談(60分) 

 

 

本書をお読みいただいた方に無料個別相談を特典として設けてお

ります。これからビジネスを始める方や、本書では悩みが解決しき

れなかった方には私が直接 ZOOM でお話できる環境を相談させ

ていただきます。 

もしご興味があれば、本書巻末の特典をご利用ください。 

 

私もビジネスで本書を執筆したしました。そして、メルマガや特典を

ご紹介しているのも、当然ビジネスです。本書では全ての種明かし

を行っていますので、あなたは私が「提案している」理由もおわかり

になるはずです。 



 

私は包み隠さず「ZOOM 起業法」を本書で紹介させていただきま

した。全てを理解された上で、私と話してみたいと思われる方は、ど

うぞお気軽にご連絡ください。 

 

 

３ 信頼構築できていれば売り込まなくても売れる 
 

仮にあなたが本書をお読みいただき、メルマガ特典を利用したいと

感じた場合、私の提案が受け入れられたことになりますよね。 

 

あなたのビジネスでも、同じように顧客の「ほしい」を叶えてあげて

ください。その具体的な方法は、本書でご紹介させていただきまし

た。そして、書籍という形式上、私があなたに「売り込む」ことはでき

ません。 

 

メルマガ特典を受け取ろうと考えるのも、これからあなたが努力し

ようと気持ちが引き締まったのも、全てあなたが決意したことです。 

 

私はただ「あなたのお手伝い」をさせていただいただけです。実店

舗を構えて独立された方、これからビジネスを始める方、ZOOM起

業法に興味があって本書を読まれた方。 

 



様々な方が本書をここまでお読みいただけたこと、感謝申し上げま

す。よろしければぜひ、ZOOM で対面してあなたと出会える日を、

心よりお待ちしております。 

 

 

９，あとがき 
 

本書でお伝えできた内容は「一般論」「ただの参考」でしかありませ

ん。様々な例え話を盛り込みながら、可能な限り多くの人に理解で

きるように務めましたが、いかがでしたか。 

 

実際の ZOOM相談会では、私が直接「あなたのビジネス」に関する

ご質問をさせていただき、あなたの方向性を一緒に考えさせてい

ただいております。 

 

本書では「メガネ男性」が出てきましたが、最終的に「恋愛相談」が

商品になっていたのがおわかりになるでしょうか。 

 

ビジネスを成功に導くには「傾聴」で顧客を詳しく知り、顧客の本当

の望みを叶える努力をします。もしかすると結果的に「あなたが売

りたかったもの」では無くなる可能性もあるのです。 

 

しかし、あなたもどんなことでもできるわけではありませんね。だか



ら「コンセプト」を明確にして、最初からあなたが対応しやすい顧客

を集めるのが重要です。 

 

私も手首の怪我をしてから、自分でどうにか収入を手に入れようと

必死でした。幸いにも「実際に収入を手に入れている人」と出会うこ

とができ、現在の私があります。出会いのきっかけを作ってくれた

セミナー関係者のみなさま、もちろん様々な話を聞かせていただい

た全ての方に感謝申し上げます。 

 

最後に、やはり「成功するには環境が必要」と申し上げておきたいと

思います。 

 

私が収入を手に入れられるようになったのは、セミナーに参加した

のがきっかけです。しかし、やはりセミナーや成功者など、様々な人

との出会いは「環境」です。それらの環境を提供していただいた方々

に、再度御礼申し上げます。 

 

本書をお読みいただいたあなたには、実際に収入を手に入れてい

る私との連絡手段を以下に特典としてつけさせていただいていま

す。ぜひ十分にご活用ください。 

 



あなたのビジネスが成功し、素敵な笑顔で毎日を送れるよう心から

お祈りしております。本書を最後までお読みいただき、ありがとう

ございました。 

 

 

【読者限定特典】 
 

本書とあわせて読者限定の特典もご覧ください。 

特典の内容は以下になります。 

 

Zoom無料個別相談(60分) 
 

本書をお読みいただいた方に特典として設けております。これから

ビジネスを始める方や、本書では悩みが解決しきれなかった方には

私が直接 ZOOMでお話できる環境を相談させていただきます。 

 

もしご興味があれば、メルマガ特典にご登録の上、ご利用ください。 

 

私もビジネスで本書を執筆したしました。そして、メルマガや特典を

ご紹介しているのも、当然ビジネスです。本書では全ての種明かし

を行っていますので、あなたは私が「提案している」理由もおわかり

になるはずです。 

 

私は包み隠さず「ZOOM オンライン起業法」を本書で紹介させてい



ただきました。全てを理解された上で、私と話してみたいと思われ

る方は、どうぞ LINEにご登録の上、お気軽にご連絡ください。 

 

【無料個別相談 お申込み方法】 

 

❶LINE アカウント(https://lin.ee/rggwBd7)にご登録の上、

「個別相談」と一言メッセージをお願い致します。 

❷後ほど、お申込みフォームが送られてくるので質問事項にご回答

の上、個別相談の日時をご返信いたします。 

 

【LINEアカウント】 

 

(https://lin.ee/rggwBd7) 

または ＠924fkunｃ と検索 

https://lin.ee/rggwBd7
https://lin.ee/rggwBd7

