
～コンサルティングのご案内～

こんにちは、工藤なおきです。 
この手紙はコンサルティングについてのご案内です。

時々、コンサルティングの依頼をお問い合わせをいただくので
僕のコンサルティングの詳細について書かせていただきます。

この手紙を読んでいるということは、経済的、時間的にも
ゆとりある人生を手に入れたいと考えていることと思います。

結論からお伝えすると

個人で稼ぎ、経済的・時間的に豊かな生活を目指すために
最もシンプルな成功方法は

「正しい知識・情報をもとに正しい実践していくこと」

これに尽きます。

稼げる、稼げないは努力量や継続力以前に
「情報の質」の優劣で決まります。

大前提として、世の中には「明らかに間違った情報」と
「結果が出ることが証明されている情報」の2種類があります。

当たり前の話ですが、「結果が出ることが証明されている情報」を
選んで実践をすれば効率的にお金を儲けることができるし、

「明らかに間違った情報」を選択すれば
どれだけ苦労しても全然儲からない・・・ということになるわけです。



つまり、個人の努力云々の前に、そもそもとして
「結果が出ることが証明されている情報」を獲得できるかどうかが
ビジネスの成功・失敗を決定付けるうえで大きな要素だということです。

だから「これからの努力」を無駄にしないためにも、
情報を受け取る先を絶対に間違えてはいけません。

じゃあ、ビジネスで結果を出すために
どうやって情報を選んだらいいでしょうか？

誰からの情報を受け取るのが正解なのでしょうか？

ここで多くの人が間違えてしまうのは、
その人(発信者)が稼いでいる金額を基準に選ぶ、ということです。 

仮に100万円稼いでいる人と
1億円稼いでいる人がいた場合、
ほぼずべての人が1億円稼いでいる人から教わろうとするのです。 

まさに、ここが落とし穴です。 

よくよく考えてみてほしいのですが
その人が稼いでいる金額ってそんなに大事でしょうか？

その人がどれだけ儲かったかという話よりも、
その人から習ったクライアント(お客さん)はどんな結果が出ているのか。

の方が大事だと思いませんか？

だから僕からするとその人が
儲かっているかどうかは、どうでもいいのです。 

見定める点はそこではありません。



目の前の人が儲かっていようが儲かっていまいが、
実は自分のビジネスには関係もないんですよね。 

1億円稼いでいる人よりも
100万円稼いでいる人の方が
自分にとっては有益なケースはいくらでもあるからです。 

だから100万円しか儲かってなくても、
その人のアドバイスで僕のビジネスが飛躍するなら
喜んでお金を払います。 

スポーツの世界でよく言われることですが
名選手が名コーチになるとは限りません。

例えばオリンピックで金メダルを獲得している競泳の北島康介選手は
平井伯昌というコーチに育てられました。

平井コーチは大学2年生の時に
水泳部の選手からマネージャーに転身してサポートに徹していました。 

つまり選手として大きな実績はないに等しいのですが、
指導した北島選手は圧倒的な成績を収めました。

このように本人(指導者)に実績がなかったとしても
クライアントに成果を出させることはできます。

むしろ、お金を持っているという一面「だけ」を見て
金持ち=凄い、偉いと盲従してしまうのは、 地獄の始まりです。 



そんな地獄を経験した人が僕のお客さんにいます。 

100万円近い代金を支払って、

「単純、素直、即実行」
「即レスを徹底しなさい」
「頷きをたくさんする」
「仲良くなるための質問はこれ」

などの精神論や小手先のみのテクニックだけを教わり、
ビジネスの体系的な知識は一切教えてもらえないまま
10か月間も頑張っていたそうです。 

当然全くもって稼げる見通しも立たず、
落ち込んでいる姿を見せるな、と指導されていたので
顔を引きつらせながら笑顔を作っていたと話していました。

 
誰に相談したらいいのかも分からない・・。
何をやったらいいのかも分からない・・。

そんなギリギリの状態で頑張ってい他にも関わらず
挙げ句の果てには 

『ここで結果出せなくて、頑張れないのならどこ行っても無理だと思うよ 』 

とまで言われたそうです。 

こんな指導者がいるなんて、普通に怖すぎません？

つまり教わる相手をお金を稼いでいるかどうかで選んだら、
「あなたが稼げるようになろうがならなかろうが、どっちだっていい」 

という場合もあるということです。 

指導者を選び間違えると



「自分で考えろ」か「私の真似をしなさい」の一点張りか、
役に立ちそうな抽象論だけで
具体的なアクションプランは一切教えてくれません。

質問をしても、答えをはぐらかし、どうも歯切れが悪いのです。 

あなたからしたら 
「出来ないから、困ってるのに・・・」
「分からないからコンサルをお願いしているのに・・・」 
というのが本音ですよね？

ですが、上手にあなたの財布を緩めて
自分のポケットに移動させたあとは自分の武勇伝を伝えて

「俺はこれで稼げたんだ。だから稼げるかどうかはあなたの問題だ」

と突き放してしまえば、
多くの人は自分の責任だと思って黙ってしまいますから。 

ビジネスマンとしてお金を稼ぐ能力は高かったとしても
稼ぎ方を教える指導者として優秀とは限りません。

その人が業界で名が通っている人なら
意見を聞いただけで、そんなつもりはなかったのに
謀反とみなされてしまうのは？という恐怖すら感じるでしょう。

じゃあ一体どうやって教わる人を選んだらいいのか？

幅広い知識を持っていることは当たり前として、
あなたの目線まで下がってきてくれて、
一緒に歩いてくれるかどうか、です。 

年収が高いかどうかではなく、



・自社のためにどれだけ提案してくれるか 

・どれだけ力を尽くしてくれるか 

・どれだけ結果にコミットしてくれるか 

そして 

・いったい自分(自社)にどんな変化が起こるのか？
・どうビジネスが改善していくのか？
・自分の目線に合わせて難しい話を噛み砕いてくれるか？

という部分で判断をして教わる人を選ぶことです。 

あなたの目線に下がってきてくれない指導者は
例えるなら掛け算の九九を必死で覚えている小学生に対して 

「九九なんて簡単だから早く覚えて」

と、自分が理解していることは他人も理解できるだろうと、
さも当たり前のように高次な要求してしまうのです。

どう考えても先生としては無能ですよね。
まるで相手の目線に立てていません。

だからこそ教わる人を選ぶときは、
お金を稼いでいるかどうかではなく、
自分の目線まで丁寧に降りてきてくれるか？を重視する必要があります。

もちろん実績の大きい人が
「やっていること」「言っていること」を学ぶことは大事です。 

ですが、もし仮にあなたが教わろうとしている相手を選んだ基準が、
「その人に実績があるから」だったとすれば、
その選び方は間違っているかもしれません。



あなたがその人の熱狂的なファンで
結果が出なくてもいいのなら話は別ですが
自分が稼いだ方法を「あなたに教えてやってる」上から目線の人よりも、 

北島康介選手を指導した平井コーチのように、
普遍的な知識と豊富な経験を兼ね備て何人もの成功者を育ててきた、
二人三脚型の人から教わった方が
あなたの成功確率はぐっと上がると思いませんか？

だから、僕のコンサルティングを募集するに当たって、
参考になればと思って可能な範囲で僕のアドバイスを受けた人や
クライアントの実績を公開していきますね。 

・ビジネス開始後、2ヶ月ほどで利益100万円に到達した19歳。 

・実績0の状態から独自サービスを作り、ステップメールで自動で商品を売り、さらに30

万円、50 万円の高単価商品にお客さんの方から申し込みが入るようになった21歳。
・オンライン講座とコンサルティングサービスを作成後、ステップメールを活用してコン
サル期間中に月収20万円に到達した2児の母であり主婦の方。(半年間のコンサル終了後に
は月70万円まで 収入増加したとのこと) 

・単価10万円の商品や、2万円超える定期購入サービスを販売し、さらに個展出店に向け
て動いて いるハンドメイド作家。
・元大手外資系勤務から自身の英語力を活かして投資家達の通訳に転身し、世界中を飛び
回っている帰国子女 

・僕のアドバイスを取っ掛かりに、とある場所で集客した人に70万円のサービスが売れて
しまった20歳 

・コンサルを受ける前までは平均20万円の利益で、コンサルを受けて3ヶ月後には200万円
を突破した主婦。
・コンサルを受ける前までは平均5000円ほどの利益で、コンサルを受けてから1ヶ月後に
15万円、2ヶ月後に20万円を稼げるようになった会社員。

などなど。 

もちろん、結果を出したのはクライアントの努力の賜物であり、



 僕のコンサルティングはきっかけにすぎません。 

あくまで参考にとどめてもらえればと思って、 

過去のクライアントの実績を公開させてもらいました。 

本や教材でなく僕のコンサルティングを受ける最大のメリットは、 

◯あなたが望む成果を出すために
最短最速のルートを一緒に模索することができること 

ここに尽きます。 

あなたが売上を増やしたいなら、売上を増やすための施策を提案しますし
あなたが心からやりたいビジネスがあるなら、 

そのビジネスが本当にビジネス利益がでるのか相談に乗りますし、 

何から手をつけていいのかわからないなら一緒に優先順位を考えましょう。 

ちなみに僕は21歳で起業してから、これまでに様々な事例に触れてきました。 

個人に限らず、不動産会社のコンサル、貿易会社のコンサルなど
組織に対してもコンサルティングをする機会もありました。 

あと僕個人の気質もあるのですが
無限に成功事例や情報を収集して分析して、
他のビジネスに応用することができます。 

これまでのクライアントからも 

「工藤さんってどんだけ情報収集してるんですか？」 

「勉強量がえげつないですね」 

このようなことをよく言われます。

僕は勉強するのも、情報収集するのも面白いので



もはや趣味になっています。

女の子とデートしてるときでも、
気になったことはその場でスマホで調べ物します。

たぶん僕の性分に合っているのでしょう。
とにかく新しい情報に触れることが楽しいんですよね。

 
ファッション好きな人がインスタグラムやネットショップを延々と見ているように
僕は情報収集を延々とできるので、事例のストックが並ではありません。

だからビジネスの相談をされれば、だいたいの場合は解を即答できます。 

そしてその解はかなり精度が高いでしょう。 

例えばビジネス系発信で成功している要因を理解して
全くの「非・ビジネス系」の発信に応用したりすることが得意です。 

他にも自分の趣味を使ってマネタイズする方法や、
既に運営しているオンラインサロンを活性化しつつ、
会員のモチベ管理を徐々に手離れさせていく方法とか、 

動画を使った高成約率を叩き出すプロモーションの成功事例とか
twitterを使って新規アカウント開設後に数十万円のマネタイズ方法とか
かなりマニアックな話もできます。 

たぶん僕くらい成功事例をリサーチしている人ってあんまりいないと思います。 

他業界からノウハウや成功事例を輸入してきて、
他業界へ輸出して活用することができます。 

だからだから僕が戦略を提案することで失敗の確率をガクッと減らし、
無駄な努力をするリスクを未然に防ぎます。

とはいえ僕はあなたに対して



「これをやれ、これはやるな」

などと「命令」をすることは基本的にありません。 

まずはあなたはどうなりたいのか？を
しっかりと掘り起こして、その人にあった戦略を提案をしていくからです。 

顔出ししたくないなら顔出ししない方向でいきますし、
解決策と根拠と事例を提案します。 

その上で 

「このケースの場合はこういう理由だから、実施したほうがいいです。 
仮にこの場合なら、AかBを実施するのが理想です。
でも、もし納得いかないことや腹落ちしないことがあるなら遠慮なく言ってください。」 

と、最終的な決定はあなたと一緒に模索しましょう。 

「教えてやってる」「俺の言うことを全て聞け」という教え方は
僕の性分ではありません。

なぜなら 

「工藤さんは何でも知っている、困ったら何でも教えてくれる！」

という依存心を僕に対して抱いて欲しくないからです。 

起業家として、何かに依存してしまうことほど怖いことはありませんからね。

結局、僕が四六時中横にいて、
何かあるごとに正解を教えなければ動けない。



工藤がいないと何もできない。

という状態は僕にとってもあなたにとってもマイナスでしかありません。

だから僕のコンサルティングは
自分の力で自走できるようになりたい人向けのコンサルティングです。

で、今回は体験として1時間だけのコンサルティング企画を考えてみました。

■1時間コンサルの内容

さて、肝心の1時間コンサルの内容ですが

・Skypeを使って僕の空いているスケジュールと調整して1時間の通話を行います。 

通話の内容はステージによって変わってくるのですが、
 

◆起業したばかりの人、これから起業しようとしている人であれば・・・

・ヒヤリングによる強みの発掘
・参入するビジネスの相談・選定

などでしょうか。 

この段階の人は、まず自分が何をしたらいいのか分からない、という問題や
これから取り組もうとしているビジネスプランの相談でもいいです。 

◆既にビジネスをスタートさせている人 であれば・・・

・売上が伸びていないボトルネックを見つける
・売上を伸ばすためのボトルネックの改善方法
・これまでより短い時間で、大きな利益を出すための戦略思考



などなど。

他にもセールスレターを添削して欲しいとか、
ステップメールを添削して欲しいとか、
商品を開発したいからコンセプトを一緒に考えて欲しいとか、
そういった相談でもオッケーです。 

とりあえずビジネスに関することなら時間の許す限り行います。

他にも飲食店の集客についてのアドバイスが欲しいとか、売上を増やしたいとか、
求人をもっと募集したいとか店舗に関する内容でも対応できます。

以前にラーメン屋のコンサル、エステのコンサルもやってました。

これまで知識や情報に投資してきた金額は正確には覚えていませんが、
少なくとも700万円以上を投資して学び、
7年間という歳月をかけて経験してきたことを
カルピスの原液のごとくぎゅっと濃縮してお伝えするつもりです。 

1時間あれば

・自分が認識すらしていなかった問題点が明らかになるかもしれないし
・どんなビジネスをすればいいのかが明確になるかもしれないし
・自分の強みを生かして商品を作る方法がわかるかもしれないし
・ビジネス規模を一瞬で3倍にする施策を理解できるかもしれないし
・仕組み化の知見を手に入れて労働から脱却ことができるかもしれないし
・100歩くらい進むかもしれません。 

少なくとも、スカイプを切った瞬間から、これから何をすればいいのか？という
明確なアクションプランを用意して道すじがくっきり見えるようにお力添えします。 

たった1時間であっさりと人生が変わる人も出てくるでしょう。

視座を一気に高めたい方、ブレイクスルーを起こしたい方、 とにかく稼ぎたい方、



次の一歩を自信を持って歩いていきたい方はぜひお申し込みください。

※過去にtwitter経由で集めた人を1時間コンサルをした時の記事はこちら。 

ただ、無料だと話をしても結局は行動に至らず、
行動してくれなければ僕自身の時間も無駄になってしまいます。

お互いに時間も労力も無駄になることを避けるため
「50000円」 をいただいています。 

お試しとはいえ、本気ではない人に僕の時間を使いたくないので
この値段に設定させていただきました。

ゴールまで逆算できる知識もないまま、
ただやみくもに3ヶ月、半年、1年…と失っていく時間と労力に比べたら
圧倒的に安いです。

興味があれば値段的には迷う必要はないかと思います。

あと時間的な限界もありますので、人数限定です。
（人数を明確には決めてませんが、もう無理そうだと思ったら締め切ります）

ぜひ、興味があれば、以下の手順に沿ってお申し込みください。

(1)下記口座に支払い
三菱UFJ銀行 サガミハラ支店(259) 

普通 

0049479 
クドウナオキ 

(2)公式LINEに友達申請後、希望日を3つ送ってください。 

スマホの場合は、こちらをタップしてください 



PCの場合は、こちらのIDを検索してください。 
  
 
@vkz4927f(@も忘れずにお願いします)

最後に・・・

クライアントを成功させる人こそが
コンサルタントとしての成功者だ、と僕は心から思っています。 

だから一度接点を持った人とは長期にわたって、関係を継続していきたいし、
あわよくばビジネスライクの関係を抜きにしても
生涯にわたって付き合いができる人間関係を構築したいと考えてます。 

僕が情報発信をする理由の一つに、

「本当の意味での仲間が欲しい・・・」
「お互いが切磋琢磨しながら共に成長しあえる人が欲しい・・・」

そんな思いがあります。

一緒にビジネスを通じてお互いを高め合っていける仲間が
一人でも増えたら嬉しいです。

工藤なおき


