
C3セミナーQ＆Aビデオ



Q１．宿題の500円のコンテンツをつくるとい
うのが、実は、金額のニュアンス的なところ
でかなり悩んでし まい、無料か、数千円以上
なら、なにかしらのイメージがわ いてきたの
ですが、結局は、数万円のパッケージ的なコ
ンテンツをまとめる流れになってしまいまし
た。なにか、思考の方向を間違ってしまった
のでしょうか？



Q２．・情報商材の販売価格の設定は、何を
基準に設定するのがいいのでしょうか。



Q３．コンサルティング（弟子）とありました
が、ぼくの場合、エンドユーザーが対象なの
で、購入し終わった方たちのコミュニティー
をつくって、パーティーや交流会、見学会と
かを催していくと、バックエンドのアイデア
が自然に出てくると思いましたが、いかがで
しょう？また、そういうコミュニティーをつ
くることの、メリット、デメリットありまし
たら意見を伺いたいです。



Q４．弟子を作ることに対して、自分に本当に
責任が取れるかという不安があります。ある
程度実績を出してからでないと難しいのでは
ないでしょうか。



Q５．コンサルティングをやるうえで、友達感
覚にならないためには上から目線になりがち
ですが、気にしなくてよいですか？



Q６．クライアントさんに質問をして答えを導
き出すというお話をされましたが具体的にど
のような質問を投げかけているのか実際のコ
ンサルティング（successlab等）から教えてい
ただけないでしょうか。



Q７．コンサルを行うのはどの段階までいって
からでしょうか？より効果的なタイミングが
あれば教えてください。



Q８．コンサルティングをする相手をどことで
見つけるか



Q９．コンサルするに値する弟子？の選定方法は？

最初の無料コンサルティングでコンサルするお客さんは、
どのようなお客さんを選んだ方がよいのでしょうか。

お客さんの価値観はあまりにも多様で、コンサルティング
した人をモデルケースにするだけだと、偏りが出るのでは
ないか？と思いました。「多様な人をコンサルティング
する」にも人数的な限界があるので、コンサルティングの
対象者を選ぶ上での、基準があれば教えてください。



Q１０．「コンサルティングをはじめる方法ス
テップ１：自分が同情出来るお客さん（市
場）を捜す」この市場探しは、市場の規模と
か売れる市場、ニッチな市場などの市場形態
を先に調査せずに、あくまでも自分本位で決
めて良いのでしょうか？



Q１１．「コンサルティングをはじめる方法ス
テップ５：作ったレポートを無料で配って人
を集める」レポートを無料配布して人を集め
るための具体的な方法を教えて下さい。



Q１２．コンサルティングをはじめる際に、自
分が同情できる市場を捜すと和佐さんは言っ
ていますが、自分が現在悩んでいることにつ
いてとか、ネットでよく検索されるニーズの
高い市場など様々な判断基準がありますが、
どのへんを重視したらよろしいでしょうか。



Q１３．目の前のことに捉われている人がいた
として、和佐さんならどうやってその人の価
値観を変化させますか？例えば、事業をやっ
ている人で、売上をアップさせたいからと無
料オファー出そうかと言ってるにもかかわら
ず、やっぱり何か作業を伴うんだったらお金
欲しいな、とか言って結局動けない人です。



Q１４．コンサルティングをする際、クライア
ントに実践してもらう「新しいこと」は、自
分がまさにいま手にしたばかりの新しいこと
でもよいのでしょうか？それが成功するかど
うかは分からなくても、とにかくクライアン
トに実践させてしまって良いのでしょうか？



Q１５．コンサルティングをする際に、クライ
アントの「やる気」はどこまで見るべきで
しょうか？申込時には「やる気」があったの
に、時が経るにつれ、「いま忙しい」といっ
た理由で、徐々にフェイドアウトしていく
ケースを見ています。それでも、半ば強制的
に「導く」ように、カリキュラムを組むなり
したほうがよいのでしょうか？



Q１６．お客さんという生き物の特徴という
ところで、お客さんは信じるものがない→信
じられる人になる必 要がある。信じられる人
というのは、つまり、リーダーシップという
ことですか？それとも、データや実績でしょ
うか？



Q１７．和佐さんが、お客さんから信じられ
る人になるために、コンテンツ作成の際に気
をつけるポイントはありますか？



Q１８．1人の販売者が色々なテーマの商材を
作成、販売すると「こいつはこんなに色んな
ことを本当に分かるのか？」と疑問を持たれ
るのではないでしょうか。



Q１９．C3セミナーで、まずは甘いことを
言ってお客の望むとおりの結果が出るように
するというお話がありましたが、徐々に価値
観を変化させて行く過程で、ブランディング
を考えればよいのでしょうか？



Q２０．お客さんを夢から覚ますのに、なに
か具体的な方法論かヒントは存在しますで
しょうか？



Q２１．お客さんの価値観をとおして、全て伝
えていくわけですが、価値観があまりにかけ
離れすぎて。。。と感じた場合、どうすれば
良いでしょうか？



Q２２．お客さんに無理矢理行動させたこと
に対して恨まれることはありましたか？



Q２３．問題点を指摘すると開き直るお客さ
んを納得させるには？



Q２４．才能がないにんげんなので…という人
には、なんと声をかければよいですか？



Q２５．切り口を変えて、あの手この手で納得
してもらっても、次からは自己流というお客
さんには、どのように対応していますか？



Q２６．相手に行動させるために、こちらに
できることは何ですか？最終的に「やって下
さい」の一言になってしまうことが多いの
で。



Q２７．モチベーションの無い客とは関係を
切る、という考え方についてどう思います
か？



Q２８．相手の価値観を理解し、広げ、変えて
いくというお話がありましたが、このために
は、気付かせ、行動させ、実感させるというの
がありました。では、特に行動させるためには
どのようなことが必要になるのですか？

お客さんの心理にもあるように、人間はなかな
か行動できないです。行動させるため、するた
めにはどのようなことがより効果的でしょう
か？



Q２９．自分の価値観をおしつけない、で
も、ある程度は自分の考えを入れなければ当
たり障りなくなってしまう。どうやって、価
値観と考えを区別すればいいのでしょうか？



Q３０．自分の価値観を理解してもらい事は必
要でしょうか？また、理解してもらうには、
具体的にどのようなプロセスを踏むべきです
か？



Q３１．自分に自信がないお客はやっぱり成
長できないものなのか？



Q３２．「お客さんを無理矢理にでも行動させる必要
がある」というのは、自分の価値観の押しつけにはな
らないのでしょうか？

「つまり、相手の価値観を通して、伝えたい価値観を
教え、相手の価値観を変化させて行く必要がある」正
直に言ってものすごく難しい問題です。相手の価値
観、自分の価値観、伝えたい価値観、それぞれの違い
や共通点、さらに足りない部分をきちんと分析理解し
た上で変化を進めないと、下手すると自分の価値観の
押しつけになりかねないです。



Q３３．「その上で解決策をお客さんよりも
真剣に模索して見つけ出す事」言葉で言うと
簡単ですが、お客さん（他人）をお客さん以
上に理解し、さらに解決策を見つけ出すとい
う事は非常に難しい事だと思います。他人を
他人以上に理解するコツというのは何かある
のでしょうか？



Q３４．お客さんに復習してもらうタイミング
は大体どれくらいなのでしょうか？



Q３５．最初は甘いところから入って行って
徐々に変えていく、というのをスムーズにや
るテクニックはありますか？



Q３６．価値観を広げて行動を変化させる、
というのは具体的にはどういうことでしょ
う？徐々に難しいことに誘導するということ
でしょうか？



Q３７．価値観を広げて行動を変化させるの
はセールスレターの中ではなく、教材の中と
いうことでしょうか？具体例があれば教えて
下さい。



Q３８．コンテンツの価値を高める上で、相手
の価値観を通して自分の価値観を伝えていくと
いう方法が大事だと学びました。自分の価値
観を、相手が拒否反応を起こさずスムーズに受
け入れてくれるような導入の仕方として、相手
の悩みや悪循環に対する共感というものがあ
ると思いますが、それ以外で相手の拒否反応
を起こさない導入の方法、説明の仕方という
ものがありましたら教えてください。



Q３９．コンテンツの中で、どうしても「教え
る」ということになると上から目線になりがち
になってしまいますので、今回は、自分の中で
は教える（上から目線）：相手への共感　＝　
６：４くらいになるようなつもりでコンテンツ
をつくりました。コンテンツでお客さんの悩み
を解決するための方法を書いていく中で、口調
や話し方、教える目線と共感する目線の割合な
どで意識すると良い点はありますか？



Q４０．自分の「知恵のスープ」の中には「自
分の価値観」がどうしても入り込んでしまい
ます。そうなると、その中から取りだしたノ
ウハウだと、どうしてもお客さんの価値観に
合わない部分もあると思います。「お客さん
の価値観に合わせる」のは、どこまで実現で
きれば良いのでしょうか？



Q４１．「知恵のスープ」には、自分の経験や
知識が入っていて、新しいものを仕入れれば、
当然内容は変わってきます。その場合、過去に
自分がよいと考えていたことよりも、違うもの
のほうが良いと考えが変わった場合、アウト
プットするものの「軸」も当然変わってくると
思います。そういった場合は、躊躇することな
く、今までのお客さんに違う「軸」になるも
のを提供しても良いのでしょうか？



Q４２．お客さんの悩みがあまりにも具体的
ではない場合、どのようにして導けば良いで
しょうか？



Q４３．宿題1のような条件の場合、ネット上の集客手段とし
て、PPC以外に何が有効でしょうか？

お客さんのいる分野がニッチな分野であるほど、レポートを配
るときにレポートスタンドに登録するなどの受動的な方法では
人が集まりにくく、自分からお客さんに直接アプローチをして
いくなどの能動的な方法が大きな役割を果たすと思うのです
が、そういった、こちらからお客さんに直接アプローチを起こ
せる方法があれば教えてください

お客さんの集め方について、インターネット等で集める場合、
無料レポートやサイトなどで、ある程度自分の信頼性などを認
知させるべきでしょうか。



Q４４．・現在の、情報商材の販売単価に対
しての平均利益率は？



Q４５．宿題1の場合、「裏の裏バイブル」の
ボリュームに関しては、300ページほどになる
のではと思いますが、これを無料で。。。と
いうのは、ちょっとやりすぎでしょうか？



Q４６．無料の情報と有料の情報の線引きが
明確につきにくいです。自分が持ち得る情
報、またはお客さんが求める情報を、どこま
で無償で提供して、どこから有料化して良い
のか、判断に迷うことがあるので、何か基準
があれば、教えてください。



Q４７．体系化するというのは、知恵のスープ
の雑多な知識などを具体的に示せるようにす
ることですが、これは知識ないし仕入れた情
報のノウハウ化という解釈でいいのでしょう
か。



Q４８．和佐さんがハコを意識し始めたのは
どのタイミングでしたか？



Q４９．お客さんの価値にヒットしている事を
確認するにはどんな質問が適切ですか？



Q５０．Contests Creation Course のような、
うまいタイトルをつけるポイントがあれば教
えて下さい。



Q５１．Contests Creation Course のような、
うまいタイトルをつけるポイントがあれば教
えて下さい。



Q５２．Contests Creation Course のような、
うまいタイトルをつけるポイントがあれば教
えて下さい。

ノウハウに名前をつけるのに苦労しました。
ネーミングセンスを磨く良い方法などありま
したら教えてください。



Q５３．知恵のスープが脳（記憶の引き出し）
のどこにあるのかが分からない場合、和佐流
見つけ出すコツ？



Q５４．ハコ＝テーマがもし、複数思い浮か
んだ場合、１つずつ、テストして商品化する
べきか？成功の確率を高める為に複数のコン
テンツを同時進行で商品化すべきでしょう
か？



Q５５．コンテンツを作る時に、いろんな切
り口で書くことが大切であると聞いたのです
が、具体的にはどのようにして切り口の違い
を出せばいいのですか？



Q５６．実際に書いてみましたが言いたいこ
とがなかなか分からず、全体がぐちゃぐちゃ
になってしまった感じがあります。どのよう
にすれば文章自体よくなるでしょうか？



Q５７．コンテンツを生み出す力＝リメイクす
る力と理解して、間違いないでしょうか？リ
メイク＝再解釈でもあるかもしれません。



Q５８．このセミナーのコンテンツをどのく
らいの時間で作り上げたのか？



Q５９．「ノウハウの価値を１０倍に高める９
つの方法・シンプルな事を伝える」とありま
すが、シンプルな事をそのままシンプルなま
ま伝えても価値観は高まらないように思うの
ですが、何かシンプルな事を加工して伝える
のでしょうか？それとも複雑な事を出来るだ
けシンプルにまとめて伝えるという事なので
しょうか？



Q６０．「究極の「演出」テクニック「新しい」と思わせる事」売
れにくくなったノウハウをリニューアルして、新しいノウハウとし
て価値を上げて売り出すという事で良いのでしょうか？

演出のテクニックとして、「新しい」と思わせるとありますが、例
えばすでにある商材を新しく見せるために、具体的にどういった部
分を「新しく」するのでしょうか。商品内容、レター、商品名、コ
ピーライト2008を2009にする等いろいろあると思いますが、どの
部分を変えれば、最も少ない労力で「新しく」することができるで
しょうか。

どういうものが新しいと感じるのかは市場やターゲットによって変
わってくるものなのでしょうか？それとも時代によって変わってく
るものなのでしょうか？



Q６１．自分の考えやスキルを伝えるだけの商
材は作れると思いますが、お客さんに支持し
てもらえるのでしょうか？



Q６２．ハコ（定義）にも中身（ノウハウ）入
れやすいものと入れにくいものがあると思い
ます。中身（ノウハウ）を入れやすいハコと
入れにくいハコの違いはありますか？



Q６３．失敗談をするというのはお客さんと
同じような境遇のときにした失敗談なので
しょうか？失敗談の目的は共感を得るための
ものでしょうか？



Q６４．ステップに分けるといいと言いました
が、どれくらい細かく分ければ良いのです
か？行動科学の本を読んだら相当細かく分け
た方がいいと書いてありました。実際にそれ
の通りやってみたとき、細かすぎて誰もやっ
てくれませんでした。



Q６５．コンテンツを作るときC3セミナーで
出てきた点はすべて網羅したほうが良いので
しょうか？最低限やるべきことなどあります
か？



Q６６．新たなコンテンツは、お客さんとの
コンサルティングの中で生み出される質問を
ベースにハコを作るとありますが、ハコにす
る基準として和佐さんはどの部分を基準にし
ているのでしょうか（一番多かった質問をハ
コにするのでしょうか）。



Q６７．お客さんの質問から導き出された
ニーズではないけれど、お客さんに公開する
と「こういったものを待っていたんだよ！」
と言われるようなコンテンツはどのように生
み出すのでしょうか。



Q６８．C3セミナーのリハーサルって、どれ
くらいやられましたか？というのも、セミ
ナーの最初に立体としての理解と行動のお話
をされていましたが、僕としては人前で説明
できれば、それは達成されてるかなと思うん
です。だから、ちょっと前までセミナーの内
容が決まってなかったと言われてた和佐さん
も誰かに話すなり、リハーサルやるなりで理
解を深めていったのかなと思いまして。



Q６９．日をまたいでレポートの内容を書き留
めていたので、最後に統一するのに苦労しま
した。結局今日の状態が一番反映されてるの
では、と思います。和佐さんは、数日かけて
商材を作られると思うのですが、日による内
容のバラツキはありますか？あるとしたら、
どのようにして統一感をもたせていますか？



Q７０．出だしの文章と締めの文章にだいぶ悩み
ました。自分なりに、出だしでは興味を引くよう
に、締めでは行動を促すような文章にしたつもり
なんですが・・・和佐さんは、メルマガでは最初
にちょっと砕けた話をして、締めでは行動を促す
ような文章にされてますよね。では、メルマガ
じゃなく今後販売する商材を作るとしたら、どん
な切り口の文章にしますか？ 和佐さんが意識さ
れていることなどありましたら、教えてくださ
い。



Q７１．今回つくったコンテンツはだいたい
30ページほどでしたが、和佐さんが教えてい
るようにある程度一気に書ききると、後半の
テンションがおかしなことになってきます。
ある程度一貫したテンションにするために気
をつけていることや、こうするといいんじゃ
ないの？みたいなことがあったら教えてくだ
さい。



Q７２．コンテンツを読んだお客さんに具体
的に行動を起こしてもらうための文章の書き
方として、「一通りノウハウを伝えた後、最
後に「これをやってください」と書く」「コ
ンテンツの中の章の区切りごとに「この章で
学んだことを実行してください」と書く」ど
ちらがより行動を起こしやすい書き方なので
しょうか？



Q７３．ノウハウを体系化するのに、選んだお
客さんの現実と理想を書いて、それを繋ぐた
めのおおまかな方法を自分で書き出し、その
方法を伝えるための小トピックをつくってい
く、という方法を取りました。もっと、こう
した方が見やすく分かりやすいコンテンツに
なる、という体系化の方法がありましたら教
えてください。



Q７４．コンサルティングした会社の秘密情報
を含むコンテンツは一般に公開できないが、
そういう場合、匿名にして一般的なモデルに
して販売すべきでしょうか？（仮想ケースの
ような形にする？）



Q７５．・過去の商材を大幅に改定してリ
ニューアル版とした場合、Ver2とか、2009版
とかにして販売すればよいでしょうか？その
場合、過去の購入者には安く売る（無料で配
る）べきでしょうか？



Q７６．大学受験教材を書き直して高校受験、
中学受験版も作りたいが、自分のノウハウが
少ないのでコンテンツの量が極端に減ってし
まうおそれがあります。そのような場合、ど
う展開すればよいでしょうか？値段を下げ
る？ＪＶ？



Q７７．資格試験版も作成したいが、マインド
セットのみで単独の教材にするか、合格者と
提携すべきでしょうか？（受験のマインド
セットのみで売れると思いますか？）



Q７８．クライアントの成功事例をマニュアル
にまとめる場合、クライアントに知らせて許
可を得るべきでしょうか？また、何らかのお
礼をするべきでしょうか？（特にコンサルの
みでなく、相手の知恵もあって成功した場
合）



Q７９．内容が同じような商材があるかどう
かを確認した方がいいのでしょうか。

他の販売者の商材は色々購入できるようなら
購入した方がいいでしょうか。



Q８０．セミナーで交換比率が10:1になっているとおっしゃいましたが、
なぜそうなっているのか理由をご存知でしたら教えてください。

「僕らはお客さんの１０倍の価値を提供しなければならない」VS「価値
観は１人１人違う」これだとお客によって価値が10倍になったりり2倍に
なったりしてしまうので、１０倍の価値という定義が定まらないのでは
と思います。どうやって定義をすれば良いのでしょうか。

価格の10倍に相当する価値のあるノウハウとありますが、例えばある商品
を１万円で販売した場合、その商品は10万円相当の価値あるものにしな
ければならないと思いますが、どのような物差しでその商品が10万円の価
値があると裏付ければよいのしょうか。自分の主観だけでよいのでしょ
うか、それとも何人かにこの商品をいくらだったら買いますか？みたい
なアンケートをとって、10万円と答えてもらえるまで充実させ続けるので
しょうか。



Q８１．情報商材と書店に並んでいる本や雑誌
などの情報の決定的な違いとは何でしょう
か。



Q８２．お客の価値観はそれぞれ違う。従っ
て、満足度も異なる。とすると、コンテンツ
のレベルをどこに設定すべきなのでしょう
か？全員を満足させることが、そもそもムリ
だとすると、「誰」を満足させることを目指
せばよいのでしょうか？



Q８３．和佐さんは、結果の出ない商品に価
値はないと言っていますが、100%の購入者全
てに結果を出させることは不可能だと思いま
す（例えば、今回のC3セミナーであってもお
そらく全員が宿題を提出されないのではない
かと思います…）。そんな中、結果が出た商
品をどのような基準で定義したらよろしいで
しょうか。



Q８４．お客さんが求める「結果」の定義
は、お客さん一人一人によって違うので、本
当に、一人のお客さんだけを満足させるもの
しか、提供できないのではないか？と感じま
した。個別コンサルティングサービスであれ
ばそれで良いですが、教材として複数のお客
さんに提供する際でも、それで、お客さんを
「結果」に導くことはできるのでしょうか？



Q８５．お客さんが求める結果が、ダイエット
のように「数値化」できるものであればわか
りやすいですが、そうではない場合は、どの
ように決めれば良いでしょうか？



Q８６．コンテンツ作りを始める段階から、
ＡＳＰ登録して市場にセールスする迄に必要
な軍資金の一般的な金額？コンテンツ作りに
必要な先行投資費用額？

テスト販売する時に必要な見積もり金額。



Q８７．コンテンツを生み出すコアの力＋売
るためのテクニックの２つが重要だと理解し
ています。もちろん、良いコンテンツが大前
提ですが、「良いものは売れる」というずい
ぶん前の職人的な考え方では、売れないので
しょうか？良いもの（コンテンツ）であれ
ば、ロングテールに引っかかって、ベストセ
ラーにはならなくとも、それなり売れ
る・・・ことにはならないのでしょうか？



Q８８．アンケートをとった場合、それはど
のような方法で分類していますか？



Q８９．リサーチおいて、自らの主観を排除す
るにはどのような点に気をつければよいです
か？アンケートやコンサル以外で、相手の価
値観を知る方法があれば教えて下さい。

お客さんの価値観を理解する方法として、コ
ンサル以外に有効な方法はありますか？



Q９０．コンテンツ選びをする段階で、いくつ
かある市場リサーチの手法の中から、現在
ネット上でリサーチする場合に、最も信用性
の高いサイトは？



Q９１．和佐さんは、バランスが大切だと
おっしゃっていましたね。参入する市場を考
えたときに、稼げる分野と、情熱が持てる分
野、バランスを考えるならどのくらいの割合
で考えるのが一番いいのでしょうか？



Q９２．テーマ（分野）の選択方法として「同
情できる」「共感できる」分野がよいとのお
話しでした。この点、非常に勇気づけられま
した。そのような分野から「ハコ」を設定す
る際、自分自身がある意味ではお客さんなの
で、自分自身の悩みあるいは経験から設定し
た「ハコ」では、不的確でしょうか？　最初
はあるていど「お客さま目線」を自分自身で
賄う必要があるのでは、と思っています。



Q９３．お客の現実と理想をリサーチする、
具体的な方法は？　「弟子」ができる前の、
リサーチ方法は、ウェブがメインでも大丈夫
なのでしょうか？　あるいは、補強する方法
があれば、お教え下さい。たとえばダイエッ
トについてなら、女性の知人に聞いてみる、
などができると思います。しかし、とくに身
近な人に該当者がいないような場合につい
て、お願いします。



Q９４．「リサーチとターゲッティングが出
来ていれば出来ているほど売れるコンテンツ
を生み出す事に困らない、迷わない」とあり
ますが、ターゲティングの的を絞りすぎると
「個人専用」に特化しすぎてしまうし、広げ
れば逆に的が曖昧になるし、ターゲティング
の範囲をどの程度に絞れば効率的なのか教え
て下さい。



Q９５．価値観と感情では価値観の方が大事
だと仰っていましたが、「感情でものを買
い、理屈で正当化する」という言葉を聞いた
ことがあります。感情はどの部分で重要に
なってくるのですか？



Q９６．人間を理解するということは価値観
を理解するということで良いでしょうか？

お客さんの価値観を理解するにあたり、注目
すべきポイントはありますか？



Q９７．和佐さんは、100人お客さんがいれ
ば、100人違う現実と理想があり、その中から
一人だけ選んでその選んだ相手の理想と現実
をつなぐコンテンツを作ればよいと言ってい
ますが、そもそもどのような基準でその一人
を選び出しているのでしょうか。コツのよう
なものがあれば教えてください。



Q９８．悩みを探していく上で、お客さんのいるステージが進むほ
ど、悩みは具体的なものになってくると思うのです。そして、そう
いった具体的な悩みというのはネット上のお悩み相談所ではなかな
か出会うことが難しいという実感がありました。例えば、今回のよ
うな「情報起業はしているが、コンテンツをつくり続けることが難
しいんだ」との悩みを持っている人は、「情報起業を始めてみたい
んだけど…」という悩みよりも具体的で、コンテンツを無限に生み
出したいと思っている人たちの「声」はネットの皆がアクセスでき
る場に簡単に出てくることはないとの考えに至りました。そういっ
た具体的な悩みは、まだ初心者のお客さんに対してコンテンツを提
供し、そのお客さんに対してコンサルティングをさせてもらうこと
で初めて知ることが出来るのでしょうか？それとも、そのような具
体的な悩みをコンサルなしで見つけられないということは自分のレ
ベルがまだまだ低いだけ、ということになるのでしょうか？



Q９９．コンテンツをつくる上で、お客さんの価値観を
通してコンテンツを伝えることが大事なのだと学びまし
た。初めてのコンテンツを作るときにはお客さんの価値
観も「なんとなくこんな感じなんだろうなー」とおぼ
ろげにしか感じられず、こんなものかと思ってつくって
みましたが、一番初めのコンテンツからアンケートを
とって、次のコンテンツをつくる場合（まだまだ無料コ
ンサルティングはやらない段階）に、アンケートを通し
てお客さんの価値観をより深く知るためにはどういう
切り口での設問を用意したら効果的にお客さんの価値
観を把握することができるのでしょうか？



Q１００．１つ目のコンテンツを提供して、そ
こからアンケートを取って２つ目、３つ目の
コンテンツをつくっていく時に、１つ目のコ
ンテンツを受け取ってくれた人たち全員がア
ンケートに答えてくれるわけではないと思う
のですが、１つ目のコンテンツを提供すると
きにアンケートへの回答率を高める方法など
はあるのでしょうか？



Q１０１．「限界を超える」とは具体的にどのような状態を指
すのでしょうか？

自分が進化・成長するのに一番よいことはなにか？

自分の限界を超えるためには具体的にどのようなことが必要で
すか？意識すること等ありましたら教えてください。

インプット、アウトプット、コンサル以外に自分が進化する方
法があれば教えて下さい。

浦沢直樹が、限界を一歩超えたところで書く、と言っています
が、限界を一歩超える具体的なやり方は？



Q１０２．コンサルティング以外で自分の知恵
のスープを増やす方法としてどんなものがある
でしょうか。



Q１０３．C3セミナーの中で、あなたに目指し
て欲しいものとして、コピーライティングも
マーケティングも・・･全部できる人間、とあ
りましたが、これから勉強していく上で、優先
順位はありますか？僕は今、ライティングと
マーケティングの２つを並列して学んでいる状
態です。学ぶといっても終わりはないわけです
から、2つと言わず４つ全ての領域を徐々に大
きくする、こんな感覚でいいんでしょうか？



Q１０４．今回、宿題をやってみて思いまし
た正直、コンテンツを作って誰かに見せるの
は怖いです。和佐さんも最初は怖かったんで
しょうか？慣れの問題かなとも思うんですよ
ね。



Q１０５．この先１００年間、ネットを使っ
て情報を販売する、というビジネスモデルは
無くならないと思いますか？（インターネッ
トは無くならないと思いますか？）



Q１０６．和佐さんは、どんなときにビジネ
スをやっていてよかったと１番感じますか？



Q１０７．月間/50万の利益を出すなら、どん
な市場でも参入可能と言う事でしたが、それ
はあくまでそれは、和佐目線からの見解なの
か？あるいは、一般論なのか？もし、一般論
ならもう少し具体的な根拠を説明お願いしま
す。



Q１０８．各社ＡＳＰにおける、販売上位ラ
ンキングからそれぞれ売上高から利益額を調
べる方法？



Q１０９．インフォハウスは、他のＡＳＰよ
り、アフェリエイト報酬システムが優遇され
ていると聞いてますが、その他の特徴は？



Q１１０．情報商材は、いずれ将来に一般書
籍と同額になる時代を最近聞きますが、その
可能性は？



Q１１１．漫画家が自分のマンガを自分で売
るのと同じように、コンテンツを売るために
は、「信用力」が必要と思います。書籍であ
れば、自費出版よりも大手出版社が版元の方
が、「確からしさ」は明らかに高いと思いま
す。一般的な「信用力」を高めるための方策
はあるのでしょうか？　それともメルマガな
どで、少数の信用してくれる読者を獲得する
方法が現実的なのでしょうか？



Q１１２．メルマガとステップメールの具体的
な使い分け方、また、バックナンバーなどの
取扱い方など、モデルケースをお示し下さい



Q１１３．お客さんより、自分が一歩でも先
に進んでいるなら、「教える」ことができる
というお話しでした。お客と一緒に成長して
いく・・・というパターンは可能でしょう
か？　その場合、「売りにくく（お金をもら
いにくく）」なる気がしますが、いかがで
しょうか？



Q１１４．今回のセミナーを聞いて、情報販売＝
出版であると、強く感じました。流通の形と経路
が異なるだけで、コンテンツを売るという意味で
は、まったく同じだということに気付かされまし
た。iPodの出現でＣＤの中から好きな曲だけを買
えるようになったのと同様に、コンテンツも自分
の必要な部分だけを購入するといったモデルに変
わっていくのでしょうか？　たとえば、書籍を章
ごと、ページ単位でダウンロード販売すると言っ
たようなイメージです。



Q１１５．成功したときに自己拡大をしてしま
いそうで怖いのですが、和佐さんを見てる限
り自然体ですよね？そういった恐れはないの
ですか？



Q１１６．最近大きな悩みの一つなのです
が、仕事に対するモチベーションが低いで
す。独立している割には度重なる下請け仕事
の連続で疲れてしまったように感じます。和
佐さんも独立されていますが、何がモチベー
ションとなってこういった活動をされている
のでしょうか？



Q１１７．ストレス対応方法を教えてくださ
い。納期の遅れでこちらが悪いとは言えク
レームには本当にテンションが下がります。



Q１１８．「コピーライティングも、マーケ
ティングも、コンテンツを生み出すことも、
人に教えることも、全部できるためのキー
ワードが人間を理解する事」だと言っていま
すが、人間を理解する事でこれらすべてが解
決出来るという部分かなり難しいです。具体
的な例などで説明していただけると助かりま
す。



Q１１９．「結局テクニックでお金を稼ぐ事
は出来ない」と言っていますが、価値を生み
出すという事自体がテクニックの一つなん
じゃないでしょうか？



Q１２０．セミナー初めに「コア」という言葉
が出てきましたが、「コア」とは何のことです
か？セミナー中説明がなかったように思いま
す。

C3セミナーの結論の１つとして、これからは
もっと「コア」な部分での実力がものをいう、
とありましたが、「コア」な部分とは自分の価
値観・人間としての深みのことと感じたんです
が、どうでしょうか？



Q１２１．キャラ設定が難しいなと。メモ帳
に書きたいことは溜めておいたんですが、実
際にワードで入力してみると、口調だった
り、語尾の処理だったり、キャラ設定を決め
ておかないと統一できないもんだなと思いま
した。和佐さんが今のキャラになるまで、ど
んな変遷がありましたか？また、何を感じて
キャラを変えていきましたか？


