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ようこそ！ 
 
こんにちは！ 

 

これからあなたが、アウトスタンディングな起業家への道を共に歩

むことを歓迎します！ 

 

Outstanding とは『並外れた、際立っている』という意味です。 

ここからあなたは、常識では計り知れないほどの立ち振る舞いを手

にした、起業家として目覚めていきます。 

 

そして、その目覚めへの切符を手にしたことを、本当にうれしく思

います。 

 

『この世界には、自分を待っている人たちが必ずいる』という信念

をもって私は日々行動しています。 

 

そして、私は必ずあなたにしか救えない人たちと、あなたを待って

いる人たちがこの世界にはいると信じ切っています。 
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あなたは、社会へその価値を与え貢献出来る力を持つ切符を今手に

したのです。 

 

手にした以上は、出来る行動を全て行い、常に参照枠を増やし続け

る必要があるのです。 

 

ビジネスの基本は『自らの価値を高める』『価値を人々に提供する

こと』が基本原則です。 

 

この二つを同時に磨けるのがセールススキルの醍醐味です。 

 

これから、あなたは今までの人生を全て活かし切り、そして新たな

成功ノウハウを手に入れて、社会へ価値を届ける存在になります。 

 

その責務と価値を今あなたが感じ取り、アウトスタンディングな起

業家へと進化しましょう！ 

 

あなたを待っている人が、この世界にいる。 
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アウトスタンディングな起業家が持つ１２の在り方 

自分が源 
 

意図１００で考え抜く 
 

根拠のない自信 
 

枠を超える選択を取り続ける 
 

全力でやり切る 
 

意図を持って大量行動をこなす 
 

傾聴する 
 

正直さと誠実さ 
 

本気で関わり続ける 
 

貢献する 
 

変化する 
 

受け取る 
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在り方１：自分が源（みなもと） 

 

『今、私の目の前に広がっている結果や現実は全て私

が選択した結果だ』 

 

u 自分の選択に責任を持つ。 

 

u 人生の主人公は自分、自由ではない人などいない。 

 

u 全ての現実に当事者意識を持つ。 

 

u 自分が選んだ場所にいるのだから、参加１００％の態度で参加す

る。 

 

u 『今、自分が出来ることは何か？』を常に考えて、自分のコント

ール出来る範囲にフォーカスし続ける 

 

u あなたが他人から傷つけられることは一切ない。あなたが傷つく

という選択を取り、自分で感じ取っただけだ。 
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被害者と自分が源の違いを知る。 

 

自分が源とは？  

 

•出来事に対して刺激⇒即反応ではなく、自らの反応に対して意図

と責任を持って選択している。 

 

•目の前に起きている現実全てを『自分が創り出している』 

 という視点に立ち、出来ごとに対して、自らが責任を持つ事

で問題に対処しようとする生き方。⇒結果的に能力が高まる 

 

在り方２：意図１００で考え抜く 

 

成果＝意図『１０』×方法『∞』 

 

u 常に明確な意図『こうしようと考えている思惑』を持っている。 

『自分の欲しい成果は何か？』 

『自分が作りたい現実は何か？』 
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『自分は、なんのためにここに参加しているのか？』 

 

u 意図の深さが方法の質を決める 

 

u 成果が得られない正当な理由は全て自分の言い訳に過ぎない 

 

u 自分の言葉を意識して変化させる 

 

○○できなかった → ○しなかった 

○○しようと思います → ○○します 

 

在り方３：根拠の無い自信 

 

自分との約束を守り続ける人は、根拠のない自信を持ち

続けている。 

 

u 自分自身との約束を毎日守り、自己信頼を高める 

 

u 『認めて欲しい』は他者承認を欲しがっている証拠 
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u 自信が溢れている人は『与える人（ギバー）』 

 

u 他者の称賛を欲しがる人は『奪う人（テイカー）』 

 

u テイカ―は人からエネルギーを奪っていくので、一緒にいると疲

れてくる 

 

在り方４：枠を超える選択を取り続ける 

あなたの欲しい成果は安全領域の外にある 

 

u 自分の中の安全領域に留まっていると、成長は出来ない 

 

u 枠の外は怖い世界だと自分では信じ切っているが、実際に枠を超

えてみると怖いどころか喜びと楽しさで満ち溢れている 

 

u 不安はチャンス 

 

u これまでの古いパターンの信念を壊し、新しい信念を身につける 
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u 棒高跳びはしんどい。ハードル走のように連続で枠を超え続ける

選択を取る。自分自身のパラダイム『固定概念』を壊す 

 

在り方５：全力でやり切る 

与えられた環境で『今、目の前の現実』を全力でやり切ることが

出来なければ、どんな環境で、どんなことをしても、成果は出な

い 

 

u 納得を手放して全力でやり切る 

u 全力を出さない人は自分の現在地を認識できない 

u 全力は人を魅了し引き寄せる 

u やれば出来るは虚の自分 

u 自分自身の底を見ることで自分の能力を認識する 

u ここに善悪の判断は付けない、能力がないから学ぶし、全力でや

る 

 

在り方６：意図を持って大量行動をこなす 

正しい実践量は質に転換する 
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u 初めから上手くやろうとする人は時間だけが過ぎる 

u 恥をかき続けることで、成長を加速させる 

u 実力もないのに、格好つけてやらないのが一番格好悪い 

u 大量行動は嘘をつかない 

u 代償を先払いし、対価をあと受けする 

u 成功者は大量行動が質に転換した後も量をこなし続ける 

u 意図を持った大量行動はなにより強い 

 

在り方７：傾聴する 

話を聴くことが全ての始まり 

 

u 全身をフルに使って、全身全霊で相手の人生を感じ取りながら話

を聴く 

u 都合よく解釈しない。相手が本当に伝えたいことを理解する姿勢

を持つ。言葉尻にいちいち反応しない 

u 人は本気で話を聴いてくれる人に対して心を開きたくなる 

u 相手に YESを出すためには相手にとって YESを聞いておく必要が

ある 
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u 話を聴くことで初めて『win-win』が見える 

u 話したければ聴け 

 

u 在り方８：正直さと誠実さ 

正直さとは、心と言葉が一致している状態 

誠実さとは、言葉と行動が一致している状態 

 

u 正直さには不思議なパワーがあり、正直さは、人を動かし、魅了

する 

u 正直で在り続けることは、勇気がいるが、自分に正直にならない

限り人生に満足することは無い 

u 困ったら、正直になることで突破口が見えてくる 

u 誠実さは人格を生み、成果をもたらす 

 

在り方９：本気で関わり続ける 

自己中心的な人間は、人と本気で関わることはできない 

 

u 自己中心的な人は目の前の人に価値を提供することよりも、『相

手にどう思われているか？』が大事なので、言うべきことを言わ
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ず、依存させる 

u 相手中心で考える人は、価値の提供をフォーカスしているので、

相手の人が受け取れる方法で言うべきことを正直に言う 

u 人に本気で不二の関係『目の前の相手は二つに非ず』で関わるこ

とで自分が見える 

u あなたの『本気』はどの程度なのか？本気は人を動かす 

 

在り方１０：貢献する 

 

与える人（giver） 奪う人（taker） 

 

u アウトスタンディングな起業家は常に与える意識を持っている 

u 共有することが貢献であると理解している 

u 相手のしてほしいことを行う 

u また会いたいと思われる人 

 

在り方１１：変化する 

 

変化を歓迎し、変化する選択を取り続ける人が成功を手にし続ける 
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u 変化を歓迎する人は勇気がある 

u 変化する人はフィードバックの価値を感じ活用する 

u 自分が成長せず、現状維持をしたいのであれば、あなたの考えは

１００％正しい 

u 自分自身を変化させず、追加することしかせずに成功したいので

あれば、人と関わる仕事はすべきではない 

u 全てにおいて納得を手放すと、迷ってしまうので、自分の欲しい

成果を手に入れたいときに変化を受け入れる 

 

在り方１２：受け取る 

 

フィードバックは事実ではなく、その人が感じ取ったこと。

全てを受け取り活用することで成長し続ける 

 

u 相手からのフィードバックは受け取る 

u 落ち込んだり悩んだりするのは無駄 

u 誉め言葉も受け取る 

u なびく必要は無い 
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ブロッキングについて学ぶ 

 

人間に『状態維持プログラム』が搭載されている。  

最大最高の自分に向かい進んでいくと、変化することを無意識に拒

み、 

最大最高の自分を受け取る邪魔をする。これを『ブロッキング』と

呼ぶ。  

  

ブロッキングを理解・自己認識することで、あなた成長スピードは

速くなる。  

  

1. 分かったフリをする 

 

『あー、なるほど、うんうん。』 と、とても軽いノリで分かった振

りをする人がいる。 これは、自分が理解できていないことを隠す

ブロッキング一種。  

  

2. 相手の言葉を制する 
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人からフィードバックを貰った時に  『あ、それ最近自分でも気付

いて、意識して変えているところなんです』と言葉を発すること

で、それ以上フィードバックを貰うことを避けようとする。  

  

3. 分析をする 

 

思考に入ることで、向き合うべき事柄から逃げる。 分析すること

がダメなのではなく、その意図が大事。  

 

4. 腕組み、足組 

 

これ以上、自分の中に入ってこないでという、とても分かりやすい

心理的なサイン。  

  

5. 自分正当性を主張する 

 

自分が間違っていないことを、論理的に証明しようとする。  
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6. 人を攻撃する・責める 

 

『なぜあなたが正しいと言えるのですか？』  

『そういうあなた出来ているんですか？』  

『あなただってできてないじゃないですか』 と攻撃を行う。 小さ

な犬ほどよく吠える。  

あなたが人を攻撃することをやめれば、周りの人から攻撃されるこ

ともなくなる。  

  

7. 都合良く解釈する 

 

本当は上手く行っていないに『上手く行っているはずだ』と自分に

言い聞かせ、 物事を自分の都合良いようにゆがめて解釈してい

る。  

真実を受け入れるのは『痛い』 作業だ。しかし、早く真実を受け

入れないと手遅れになってしまう。  

  

8. 自分を責める『あー、なんて自分ダメなんだ…』  
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これは、自分を責めて落ち込むことで、変化する方にエネルギーを

使わずに済むという 大変高度なブロッキングパターン。  

本人は至ってまじめに物事に取り組んでいるように見えるが、実は

自分を責めることで現像維持をして自分を守っているのだ。  

自分を責め、落ち込んでいる間、自分を変化させ新しい行動を起こ

さなくて済む。  

  

落ち込むことの意図何か？  

『自分はできない人間なんだ』という処に落ち着かせ、出来ない現

状をより多く作り出して 『やっぱり』 と納得している。  

つまり『変わらなくて済む。何もしなくて済む』というメリットが

欲しいのだ。  

  

さらに、彼らが厄介なのが、他人を負のエネルギーに巻き込むこと

だ。  

周りにとても迷惑をかけていることに、彼らは気付いていない。  

  

9. 言い訳から入る 
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何かをする時、始める前から言い訳をする人たちがいる。  

彼らは、出来なかった時の言い訳を先にしておきたいのだ。  

『できない人』だということは、 

すでに周りにバレているのだから、そんなに必死に隠さなくて大丈

夫。  

私たちは、できないから学ぶ。 

できない自分で堂々としていればいい。卑屈になる必要全くない。  

  

フィードバックに心から耳を傾けよう。 自分で決して気付けない

ことを教えてもらっている。 後、あなた心構え次第だ 

 

全ての在り⽅を受け⼊れ、⾝に着けた時に 
あなたは⾃信に満ち溢れた起業家へと⽬覚めるでしょ
う  
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成功しない人間に共通する三つのこと 

 

思考の世界で生きている 

 

自分が源で生きていない 

 

モデリング（模倣）しない 
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モデリングの１１の KSF（成功要因）を 

モデリング（模倣）する 

 

1. 成功者の行動をモデリングする 

2. 成功者の考え方をモデリングする 

3. 成功者の思考をモデリングする 

4. 成功者の信念をモデリングする 

5. 成功者のフォーカスをモデリングする 

6. 成功者の意図をモデリングする 

7. 成功者の体の使い方をモデリングする 

8. 成功者の状態をモデリングする 

9. 成功者の感覚をモデリングする 

10. 成功者の戦略をモデリングする 

11. 成功者の前提をモデリングする 

 

モデリング成功の KSFは、目に見えない領域の模倣 

u 思考や考えなど、質問で引き出していく 

 

技術を使うにはふさわしい在り方と状態がある 



Outstanding Partners © 2021 all rights reserved  
 

成長曲線と質の良い経験の積み方を知る 

 

u 他人の経験から学んでいく（other peoples 

experience） 

何を質問し、引き出して、どのポイントを学ぶか？が重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outstanding Partners © 2021 all rights reserved  
 

 

どのように経験を積んでいくか？ 

u 自分の経験から学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問力がフィードバックをいい経験にする成功要因 

全ての問題は答えの出ていない質問からきている 

 

u 望んでいた成果に効果的な質問 

ティッピングポイント（きっかけ）を聴く。 

習慣や、普段の行動を聞いてもその人の今の状態が知れるだけ。 

一気に成長したきっかけを質問によって引き出す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

行動 

望んでいない成果 

 

改善 

望んでいた成果 

自信・確信 
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『成功要因は何だろうか？』 

『これまでと何を変えたから、この経験が出来たのだろうか？』 

『さらに良くするのは何が出来るのだろうか？』 

 

u 望んでいない成果に効果的な質問 

『どうしたらもっとよく出来るだろうか？』 

『ここから何が学べるだろうか？』 

『ほかにどのような方法があっただろうか？』 

 

アウトスタンディングな起業家が持つ 

５つのスキル 

 

相談型セールスのマスター 

 

相手の信念に影響を与えるコミュニケーション能力 

 

行動の習慣化のスキル 

 

クライアントに成果を作る戦略スキル 
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ビジネス構築のスキル 

 

自分自身が最高のお客になる 

 

u あなた自身が最高のセールスマンとなるためには、あ

なた自身が最高のお客になることが望ましい 

 

u つまり、自分がまずは良いお客さんとして振る舞うこ

と。良いお客は良い商品に恵まれる。粗野な態度を取

るお客は本物の価値に恵まれない。 

 

商談で契約を得るスキル 

 

クライアントを得るための絶対事項 

 

u セールスに対する苦手意識や間違った概念を取り除

く 

u クライアントが契約する７つの理由の理解 

u 購入動機を高める７つの秘訣 
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u 相談型セールスの７STEPのマスター 

u 参照枠を増やし続ける 

 

セールスに対する苦手意識を取り除く 

 

u セールスは売り込むスキル？ 

セールスとは相手を説得したり、無理やり買わせたりす

るスキルではない。 

 

セールスとはクライアントを理解し共感するスキルであ

る 

 

u セールスとは貢献である 

 

u ショッピングが嫌いな人はいない 

 

u セールスが苦手なのか？絶対に売ると決断していないだ

け 
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u 断れたら時、完全否定されているのか？ 

49:51の法則 NOが少し上回っただけである 

 

u 高いから売れない？ 

人は価値を感じたら対価を支払う 

お金がないから買わないは嘘。欲しかったらお金を借り

てでも買う 
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クライアントが契約する７つの理由 

 

1. 人は常になにかを欲している 

全てが満たされている人は、あなたの目の前には表れ

ない 

 

2. 人は痛みを避けて快楽を求める 

抱えている問題が痛みになる。解決が快楽 

 

3. 人は感情で購買を決定し、論理的に自己正当化する 

感情が先。衝動買いの原則（自分へのご褒美などと理

由付けする） 

天秤になる。二つの理由が重なって買う理由に傾く 

 

4. クライアントはセールスする人（コンサルタントやコ

ーチ）から感じた状態を買う。二人の間にラポール

（信頼関係）があれば、必ず確信が深いほうに寄る。

綱引き状態 
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5. 人は信頼出来る人からしか買わない 

『私は信頼に足る人間であるか？』 

6. クライアントが感じる感情的な理由が購買を決定させ

る 

プロフェッショナルか？人間的に信用できるか？ 

 

クライアントが気づいていない痛みを気づいてもら

う。 

痛みが大きくなれば、人は解決方法を知りたくなる。 

商品は感情的ニーズを満たすものである。 

 

感情の変化で生まれるニーズを、商品を使って埋めて

いる。 

 

人は商品を買うわけではない。商品によって得られる

メリット（得られる利益）が分かった時に初めてあな

たの商品の必要性が分かる。 

 

自分の悩みを解決できるなら商品は問わない。 
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相手のニーズが分かっていない状況で商品の説明をす

るのはナンセンスである。聞かれても説明しない 

 

7. 人は背中を押してほしい 

人は欲しいと思っていても決断出来ない時がある。 

勇気を確信を持って背中を押す 

 

購入動機が高まる７つの秘訣 

 

1.得られる価値の数値化 

支払う金額と得られる金額の天秤 

 

2.比較の法則 

 

3.選択肢の提示 
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4.返報性の法則 

もらうと返したくなる法則 

 

5.社会的な信用 

 

6.コミットメントと一貫性 

やると決めたのに契約を決断しないのは違和感がある 

 

7.希少性と緊急性の法則 

数量限定と今だけに弱い 

 

セールスの７STEPのマスター 

～相談型セールスノウハウのベース～ 

 

セールスの四大要素の理解と割合 

 

ラポール㊵ ニード喚起㉚ プレゼン⑳ クロージング⑩ 

 

セールスの７ステップ 
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ステップ１．事前準備 

ステップ２．アポイントを取る 

ステップ３．ラポールを築く 

ステップ４．ニード喚起 

ステップ５．事前セットアップ 

ステップ６. 相談型セールスの実施 

ステップ７. キャンセル防止 
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ステップ１．事前準備 

 

全ての物事は事前準備と計画によって始まる 

u セールスにおいての事前準備で、契約の７割は決ま

ると言っても過言ではない 

 

u 事前準備ですること 

 

セールスの正しいマインドセットを手に入れる。 

セルフイメージを高める 

ピークステートになる 

リストの洗い出し 

使用するツールの選定（SNSなど） 

アポ日の服装選定 

相談型セールスのマスター 

成功のイメージトレーニング 

アポ予定の場所の確認 

資料の準備 
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スケジュールの確認 

アポ日の選定 

 

ステップ２．アポを取る 

アポ取りはセールスの最初のアクションである 

 

u アポイントの目的はアポイントをとることではな

い！ 

人はそのアポイントがどういう前提の場所である

か？を無視できないので、購入意欲の高い商談のア

ポイントでなければ、成約率が大きく下がる！ 

 

u 軽いアポイントではなく、契約に近い堅いアポイン

トを取るべし！ 
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ステップ３．ラポールを築く 

 

最も重要 

 

u 批判禁止。常に相手に寄り添う 

見込み客を絶対に批判したり、間違いを指摘しては

いけない。常に相手の意図と感情に理解を示し、寄

り添うこと。 

 

u 共通点を見つける 

出身地、家族、趣味、仕事、考え方、好きな名言な

ど 

 

u 信頼してもらう 

人は、自分と似た人を信頼する。 

ラポールが出来ると、相手の信念に影響を与え、導

くことが出来る。（マッチング、ミラーリング、リー

ディング） 
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ラポールの本質は共有体験 

 

u 相手を褒める 

相手の素晴らしい部分を褒める（本心で） 

その理由を伝える。 

それに関する質問をする（心からの興味を示す、あ

なたの話が聞けて嬉しいですという態度を示す） 

 

u 表面的な誉め言葉やお世辞は見透かされ、冷めてし

まう 

心から相手に興味を持つことが前提 

 

人は良い気分にしてくれる人が大好きだ！ 

参照：デール・カーネギー著 人を動かす 

 

ノンバーバル（非言語）コミュニケーションのマス

ター 
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u マッチング&ミラーリングのマスター 

体・声・言葉の三つを合わせる 

 

体のマッチング・ミラーリングする 

姿勢、動き方、動きのスピード、ジェスチャー、う

なずき、表情、視線、呼吸の深さ、 

 

声をマッチング・ミラーリングする 

声の大きさ、スピード、声質、トーン 

 

言葉をマッチング・ミラーリングする 

使っているキーワードや、表現 
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u マッチング&リーディング 

相手がどんなペースでも、最初は相手のペースに合

わせる。 

 

マッチングが完了したら、自分のペースの徐々に変

化させていくと、相手がこちらのペースに合わせて

くる。これをリーディングという。 

 

u 質問する前に許可を得る 

深い内容の質問するときは、『質問しても良いです

か？』と確認して許可を取ってから質問する。 

 

コミュニケ―ションの鍵はとにかくラポール！ 

全てはラポールにかかっている 
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ステップ４．ニード喚起 

 

商談や体験コンサルを受けるニーズを呼び起こす 

問題とは人が感じている痛みの感情 

 

u 人が感じる最大のニーズは、自分が解決したい問題

に痛みの感情を伴った時に、解決策を提示されたと

きである。 

 

u 質問によって問題を発見する 

直接的質問 

『仮にそれが出来なかったら、何が原因となりそう

ですか？』 

間接的質問 

『仮にコンサルタントをつけるとしたら、何を期待

しますか？』 

 

u 多くの人が痛みが最大化するまで見て見ぬフリをし

続ける。そして、変化する決断を先延ばしにして快
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楽を得ている。 

先延ばしして、問題を解決しなかったとき、何を犠

牲にしているか考えてもらう。 

 

u 痛みだけでは商談自体が痛みに感じ取られるので、

商談だけでも大きな価値があって、快楽に満ちてい

ることも提示する 

 

ステップ５．事前セットアップ 

 

商談への期待度を高め、成約率を向上させる 

 

u 商談へ来る前のクライアントの状態で商談の価値

が非常に高まる 

u 言葉のプリフレーム（額縁）で商談の価値を高め

る 

u 契約などがあることを想定している状態で来る見

込み客は、契約する前提で話を聴きに来ている可

能性が高い 
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u 商談の場所はこちらで指定する。相手のホームで

やらない。出来るだけ静かな場所で行う。 

 

ステップ６．相談型セールスの実施 

 

商談までに出来ることは全てやった状態で、望む 

必ずピークステートで、契約する可能性が１００％だとい

う確信が必要 

 

u やることはただ一つ。相談型セールスをマスターするこ

と 
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ステップ７．キャンセル防止 

 

大きな決断をした人は、その後ホメオタシスとゲートキ

ーパーの存在により、自分の可能性を手放すことがあ

る。 

 

u ホメオタシス（恒常性機能）人間には状態維持プロ

グラムというものが搭載されており、一度変化をし

ても元に戻ろうとする。 

 

これをあらかじめ相手に伝えることで、元に戻るこ

とは自らの可能性を手放していることであると伝え

る 

 

u ゲートキーパー（夢をさえぎる存在） 

クライアントの周りには、必ず良かれと思って、怪

しいからやめておけ、そんなことをする必要はな

い、と成長を遮る存在がいる。 
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この人たちは、自分の親しい人が変化するのが怖い

のだ 

しかし良かれと思って言うのだから質が悪い 

 

u 契約したら必ず握手を交わし、『おめでとうございま

す』という 

 

セールスは常に full for youのため、クライアント

の新しい船出を祝う。ありがとうございますではな

い 

 

u 初回セッションの日程や入金の流れなどしっかり話

す 

 

u お茶代などは負担する 
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相談型セールスの７ステップをマスターする 

 

相談型セールス７STEP の前提条件 

 
1. 各ステップの『目的』を達していない状態で、次のステップに移

行してはならない 

 

※７ステップはクライアントの感情の動きに 

基づいて完璧に設計されている 

 

2. ７ステップの順番は必ず守る 

 

 

3. 出来るセットアップは全て行う 

（例）ステップメールでアポを取ってから、前日に確認のメール

や明日楽しみにしておいてくださいね、などと期待感を上げる作

業を怠らない。特典の送付や動画を送るなど。 

 

4. ７ステップは必ず最後まで続ける 
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相談型セールス順番 

 

・プリフレーム（前提作り） 
 
・悩みを解決したいのかの確認 
 
・どうなったら嬉しいのかの確認 
 
・真のニーズ発見（原因、欲求） 
 
・解決後に得られる成果 
 
・問題解決のプロセス （ベネフィット） 
 
・クロージング（無言） 
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クライアント獲得に失敗する 5 つの理由 

 

１． アウトスタンディングなプランがない 

 

２． アウトスタンディングな起業家としての在り方が

身についてない 

 

３． ７ＳＴＥＰの改善 

 

４． フィードバックを活用していない 

 

５． 十分なフォローアップをしていない 
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１．アウトスタンディングなプランがない 

 

u 目標の収入を得るためのプランは持っている

か？ 

※売り上げ＝リスト×アポ率×契約率×単価 

 

見積もりは厳しめで見る 

アポ率、契約率、共に５０％で見積もる 

 

（例）１５０万＝２０人×０．５×０．５×３

０万 

 

※目標を達成するためのプロジェクトプラン、マンスリープ

ラン、ウィークリープラン、デイリープランをしっかり作成

し、地道に実行する。 

 

u 時間の確保 

 

プランを実行するために十分な時間を確保でき
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ているのか？ 

 

短期間で大きな成果を得る場合、時間のバラン

スを敢えて崩すことも大切。 

 

あなたは大量行動を取る決断をせずに、成果を

得ることを心のどこかで望んでいないか？ 

 

行動を変えず、成果を望むものを「精神異常者」

と呼ぶ。 
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2.アウトスタンディングな起業家としての在り方

が身についてない 

 

u 「アウトスタンディングな起業家である」とい

う信念は確信レベルになっているのか？ 

 

この確信が薄いとどれだけ行動しても、自分の

望む結果が出ることはない。 

なぜなら、起業家としてクライアントに役立つ

ことも、結果を作ることも不可能だから。 

 

u 適切な価格設定なのか？ 

 

「自分の提供する価値に対して、この商品の価

格は安すぎる」と感じているかどうかが重要。 

自信と確信がない状態でオファーしても、商談

をどれだけ繰り返したところで成約率が上がる

ことがない。 

 



Outstanding Partners © 2021 all rights reserved  
 

u 長期的視野を持っておく 

 

最初の５，６件商談を実施したくらいで契約率

を図ることは出来ない。 

 

１００回ＮＯと連続で言われても全て成長の糧

である。ビジネスをスタートしたときの営業活

動は数字のゲーム。数が必要となる 

 
3.７ＳＴＥＰの改善 

             

u 事前アンケートをもとに、十分な戦略を練っている

か？ 

「見込み客に最大の価値を感じてもらうには、どこ

がポイントになるのか？」 

 

「もしＮＯであれば理由はなんなのか？」 

 



Outstanding Partners © 2021 all rights reserved  
 

u アウトスタンディングな事前準備は行っているの

か？ 

 

もし、契約を頂ける確信のない状態で商談に臨んで

いるのであれば、プロの起業家として失格である。 

 

準備不足でセッションに臨む自分自身の在り方が、

「クライアントの人生のチャンスを奪っている」と

自覚を持つ必要がある。 

 

これが守れないのであれば、起業家、セールスマン

という人の人生にダイレクトにかかわる仕事は諦め

ることを本気でオススメする。 

 

u 「７ＳＴＥＰのどの部分で改善が必要なのか？）を

明確にする 

 

相談型セールスの録音を聴き、改善点を明確にす

る。 
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※もし自分で分からなければ、コンサルタントや上

司などに聴いてもらう。当然、録音は見込み客に許

可を取って取る。 

 

4.フィードバックを活用していない 
u もう二度と同じ理由で断られない 

 

何度も同じ理由で断られているのであれば、フィー

ドバックを受け取らず十分な活用を出来ていない。 

次回までに対策を万全にしておく必要がある。 

 

u ＮＯの本当の理由を聞いていない 

 

見込み客が契約しない「本当の理由」を知ることが

出来なければ、そのＮＯをＹＥＳ変えることは出来

ない。 
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u Ｎｏに対する悪い意味付け 

 

Ｎｏと言われたときに悪い意味付けを持っている

と、ネガティブな感情に陥り、諦めたくなる状態に

なる。 

 

Ｎｏに対する正しい意味付けを持つ。 

 

１００回ＮＯと言われたとき、あなたは成功してい

る！  
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5.十分なフォローアップをしていない 

 

u いつまでフォローアップするのか？ 

 

体験コンサルや、体験コンサルのオファーの後にフ

ォローアップが必要。セールスは、あなたが諦める

か、見込み客が諦めるかまで続く。 

 

u 人は先延ばしする生き物だと理解する 

 

人は先延ばしして、あなたのフォローアップを必要

としていることを知る。 

 

その見込み客は今頃、同じことでずっとぐるぐる悩

んでいる可能性が高い。 

 

定期的にフォローを続ける。 

フォロー内容も改善し続ける必要がある。 
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