
直感コンサル・コーチ  福島 毅 

  2016/2/10 中目黒 



 第１部 ポジショニングセミナー（講義と質疑応答）   ｛１ｈ｝ 

   “基本を押さえる” 

   休憩  一旦録画停止・再接続 

 

 グッドプラクティス探し（モデリング）   ｛１ｈ｝ 
 “ライバルの強みを知る“ 

   休憩  一旦録画停止・再接続 

 

 ポジショニング文づくり（ワークショップ）  ｛１ｈ｝ 

   “仮のポジショニングをクイックスタート” 

    4人グループ＋オンライングループ 相互で添削   

 

※最初の１時間はレクチャー（情報のインプット） 

 後半２時間は、アクティブラーニング方式で相互に学び合いをします。 











2016/02/10 直感コンサル・コーチ  福島 毅 



ポジショニングの決定 

メッセージづくり（コピーライティング 

情報発信（メルマガ・
ブログ・SNS・
YouTube等） 

商品づくり 

見込み客獲得 

セールス セッション・販売 



キャリア的には・・・ 



★あなたが情熱をもって 
取り組めること。ワクワクが
とまらないこと 

★あなたが宿命として
逃れようもなく担って
いること。宇宙からミッ
ションとして与えられ
ていること 

★他でもない、あなただか
らこそ、できること 
あなたにしかできないこと 

したいこと will 

すべきこと must できること can 

スピリチュアル的には・・・ 



好き・得意 

需要 
マーケット 
がある 

継続できるリソースを
自分が持っている・ 
継続収益見込める 

ビジネス的には・・・ 



 １ あなたが好きで情熱が湧くこと 

 ２ あなたが今まで経験したこと 

 ３ あなたが人からほめられたり、喜ばれたりし
たことがあること 

 ４ あなたのコンプレックス 

 ５ 何の規制もなければやってみたいこと 



あなたはいったい何者？ 

あなたは何を提供する人なの？ 

あなたはどんな（悩みの）解決をしてくれるの？ 

あなたは何が他の人と違うの？ 



①ニッチをみつける 
 競合が少ないところで勝負する（ブルーオーシャン） 
 戦わずして売る 
    

②ニッチをつくりだす 
 USP(ユニークセリングポジション） 



こ
だ
わ
り
の 

元
祖 

支
那
そ
ば 

フ
ァ
ミ
レ
ス
で
の
ラ
ー
メ
ン 



高品質 

高価格 
低価格 

低品質 

「受験サプリ」 
（スマホで 

有名講師の授業） 

無料オンライン
予備校 

駿台・河合塾・
東進など 

地方のとある 
進学予備校 

ニッチな市場だった 

大学受験業界 





誰に？ 誰をターゲットとして 
何を価値提供する？ 
 どんな方法で？ 
付加情報として？ 
  提供場所  提供時間  提供価格 
  サービス内容   特典 
 キャッチーなネーミング 

 



 誰に・・・ 

 

 何を・・・ 

 

 どんな方法で・・・ 

 

 あなたならではの他にはないメリットは・・・・ 



ずばり  ライバルの研究 

ゼロ（ないもの）から、 
 有限のものをいきなり創りだすのは 
 非常にむずかしい 

検索で ライバルを探し出す！ 





ずばり  悩みの調査・収集 

世の中は 悩みであふれている 

直接インタビューやネットの調査で 
悩みは収集できる 





Yahoo！知恵袋   カテゴリに注目 



教えて！goo   カテゴリに注目 



その他、お悩みの掲示板などはネットに多数存在 





好き・得意だから 
無理なく続けられる 

潜在的な需要 
マーケットがある 

継続的できるリソースを 
自分が持っている 

 
継続した収益が見込そう 

思い出しましょう・・・ 

※特に、スピ関係の人は、自分がいいと思ったものを 
ひたすら押しつけがち！  需要があるかを考えましょう！ 





業種・業界・職種 

悩み 

階層（社会的ポジション）・年収 

性別 

年齢 

居住地 

趣味や嗜好 

 





あなたは誰？  

何をしている人？ 

それを受けると私にどんなメリットがあるの？
（何を解決してくれるの？） 

なぜ、あなたはそれができるの？ 

実績はあるの？ お客様は何と言ってるの？ 

 クロージング（説明会や体験セッションへの誘い） 



 ｛何者か？（肩書）｝ 

はじめまして。『Link and Create』代表の福島毅と申します。 

 

｛何をしている人？｝ 

私は「直感コンサルティング」という「自分の直感と論理思
考を自在に使って生き抜き、豊かな人生を手に入れるこ
と」を目的としたコンサルティング・コーチングプログラムを
提供しています。 



 ｛私にどんなメリットがあるの？｝ 

現代社会は先行きが不透明で、しかも情報が多すぎます。何を選
んだらいいのかは、データや統計に頼るだけでは不十分で、ます
ます個人の直感力が必要となってきています。もちろん直感のみ
に頼るのは心もとなく、時に論理思考も必要です。 

 

このコンサルティング・コーチングプログラムを受けることで、あなた
は、3か月後には、“自分の直感と論理思考を自在に使って自信
を持った生き方ができる”と同時に、“重要かつ賢明な決断をご自
身の力で行い、充実感に満ちた行動を取ることができる”ようにな
ります。たとえ窮地に立たされていたとしても、人生のビッグピク
チャーを俯瞰しつつ、ネクストステップへスムーズに進み、自分が
望む豊かさを常にご自身の手でつかむことができるのです。 

 



 ｛なぜ あなたにそれができるの？｝ 
何故、私にそれができるのかをご説明します。私は、高校教諭とし
て教育困難校と呼ばれる学校からトップの進学校に至るまで、生
徒や保護者を相手に、生徒指導や深刻なトラブルなど様々な難
題を日夜つきつけられ、そのたびに問題の本質を発見し解決をし
てきました。ここでは、いわゆる左脳が得意とされる論理的・分析
的なアプローチを使って数多くの家庭内問題や生徒指導、生徒
の学習指導を積み重ねてきたことになります。 
  
一方で、私が住んでいる地域のコミュニティカフェにおいて、カー
ドを使ったカウンセリング・コーチングセッションをおよそ千人に
行ってきました。仕事、恋愛、人間関係などあらゆる人生の悩みに
ついて正面から受け止め、直感を使った独自の手法によって問題
の解決方法をアドバイスしたり、人生全般についてのライフコーチ
ングをさせていただきました。ここでは、右脳が得意とする直感を
フルに活用してきたと言えます。 



 ｛なぜ あなたにそれができるの？｝ 

このように、左脳と右脳を両方使ったバランスこそが、これか
らの時代が要請している新しいコンサル・コーチングの未来
像です。両脳をフル活用してきた経験が、それを可能とする
のです。 

 

私は、こうした両脳を使ったアドバイスをあなたに提供できる
コンサルタントであると同時に、あなたの眠っている論理力や
直感力を引き出し、短時間で飛躍的に能力向上をさせられ
るコーチでもあります。 



 ｛クロージング｝ 

この私の、「直感コンサルティング」に興味を持たれたなら、一度、
あなたのための無料体験セッションの時間を割きたいと思います。 

 

1時間ほどの時間を頂いて、実際に論理思考と直感を使ったあな
たが直面している悩みや問題の解決をはかっていこうと思います。 

 

そしてあなたの直感を磨く簡単なレッスンも体験していただきます。
そこで興味を持っていただければ、続くコンサルティングのセッ
ションへと進んでいきましょう。そしてたった3か月で、あなたが一
生使える直感の能力開発を私が全力でサポートします。 



「いやぁ、インパクト
あった」｛印象・記憶｝ 

「これは役にたちそう。
助けてくれそう」 
｛有用性｝ 

「ぜひ一度会ってみ
たい、体験したい」
｛行動欲求｝ 

「信頼できそう。怪し
くなさそう」｛信頼｝ 

「面白そう。興味ある」 
｛感情｝ 



① あなたと同じ視点に立つ自分 

② 失敗の連続 

③ 転機、偶然の出会いや体験 

④ 勇気ある一歩が人生を変えた 

⑤ 成功メソッド（商品）の紹介 

⑥ あなたにもチャンスが・・・ 



 ｛あなたと同じ視点にたつ｝ 

 

「私は問題解決をして欲しかったわけじゃない。 

ただ、そばで話を聴いてほしかっただけなのに・・」 

  

最愛のパートナーの心が離れて行った瞬間のセリフでした。 

  

 



 ｛失敗の連続｝ 

 

私は理系の学問をしてきただけに、いつしか人間関係においても
論理思考で問題解決しようとする習慣がついていました。 

 

そのために、相手の気持ちをきちんと傾聴し感覚を大切にすると
いうことがおろそかになっていたのだと思います。 

 

それが元で人間関係がぎくしゃくしたり、どこか心を閉ざして冷め
ていたり、心から許し合ったり愛し合ったりという感覚に至れず悩
む日々が続いていました。  

 



 ｛転機、偶然の出会い｝ 

 

そんなある日、近所のカフェのオープンで、何か提供できる
コンテンツがないかとカフェオーナーに頼まれ、趣味でやっ
ていたカードの占いを、そのお店でやることになり、カードを
使った人生相談をする機会が訪れました。 

 

そしてそれ以来、私は述べ1000人を超えるお客さんにこうし
た直感を使ったコンサルタントをするようになっていました。 



 ｛転機、偶然の出会い｝ 

 

そんなある日、近所のカフェのオープンで、何か提供できる
コンテンツがないかとカフェオーナーに頼まれ、趣味でやっ
ていたカードの占いを、そのお店でやることになり、カードを
使った人生相談をする機会が訪れました。 

 

そしてそれ以来、私は述べ1000人を超えるお客さんにこうし
た直感を使ったコンサルタントをするようになっていました。 

 



 ｛勇気ある一歩が人生を変えた｝ 

 

その結果、私に何が起きたのでしょうか？ 

相手の気持ちに寄り添い、相手が何を望み、どういった方向
に進もうとしているかが手に取るようにわかるようになりました。 

 

そして的確なアドバイスや伴走者としてのサポートができるよ
うになったのです。 



 ｛成功メソッドの紹介｝ 
 
直感は魂からのメッセージであり、ミラクルを引き起こすことがわかりました。 
 
それは直感によってコンサルした実行プランを試した方が、奇跡的な出会い
や経験に感動されていることからわかったのです。 
 
直感磨きのアドバイスにより、ご自分でも直感を使いこなせるようになり、誰か
に依存することなくご自身で豊かな生き方を選択しておられます。 
  
この直感磨きとその実践メソッド「直感コンサル」は、こつさえつかめば誰でも
可能で、サイキックな能力とは全く関係がありません。 



 ｛あなたにもチャンスが・・・｝ 

 

この私の、「直感コンサル」に興味を持たれたなら、一度、あなたの
ための無料体験セッションの時間を割きたいと思います。 

 

1時間ほどの時間を頂いて、実際に論理思考と直感を使ったあな
たが直面している悩みや問題の解決をはかっていこうと思います。 

 

そしてあなたの直感を磨く簡単なレッスンも体験していただきます。
そこで興味を持っていただければ、続くコンサルティングのセッ
ションへと進んでいきましょう。そしてたった3か月で、あなたが一
生使える直感の能力開発を私が全力でサポートします。 



あなたのポジショニングを伝えるためのネタ 
   →メルマガやブログで伝えましょう 
    念力では伝わりません（笑） 
    言葉にしないと伝わりません・・・ 
 
◎自己紹介（成功、失敗、過去） 
◎ストーリー 
◎ミッションやビジョンの語り 
◎お客さんの声 
◎あなた独自のノウハウ 
◎セッション事例 
◎質疑応答 
◎セールストークや商品の販売 



 No.1になれるニッチ分野をつかむ！売上直
結の「ポジショニング戦略」とは？ 

http://conlabo.jp/positioning-2128 
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後半は、TTPS（徹底的にぱくって進化する） 
  “モデリング“ともいいます・・・・ 









 ３～4人グループをつくります（オンラインは１
グループ） 

ポジショニング文を交換します 

 1人ずつ丁寧に説明し、他の人からのフィード
バックを受けます（フィードバッカーは批判で
はなく、相手を磨く視点で。時に厳しいフィー
ドバックも必要） 

発表者のポジショニング文の修正 


