
 
 

 
6つのステップで完成！
共感され、クチコミされる  
ストーリーのつくりかた  

ver.2.0  
 

2,103人の社長が”バイブル”にするクチコミの新セオリー

社長や起業家が実践した、 

再現力の高い数ある事例から置き換えられる！！！ 

クチコミされるストーリー構築ノウハウ 

 
クチコミでガンガンシゴトが舞い込む方程式 

バイラルメイクセオリー 

PLOTフレームワークプロジェクト 

バイラルメーカー　小宇佐拓宏 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あなたのビジネスに
置き換えられる

3業種の実例付き！



クチコミされるストーリーのつくりかた

読者のあなたに重要なお知らせ


・相談しながらストーリーを構築したい 

・作成したストーリーの答え合わせをしたい 

・ストーリーを活用したクチコミ戦略を作成したい 

このようにお考えの方のために、 

PDFの最後に、読者限定の特典を用意しております。


 
お見逃しないように、ご活用ください。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

はじめに


このテキストは、 

著者が270,000円で提供している、 

クチコミでガンガンシゴトが舞い込むフレームワーク学習 

バイラルメイクセオリー3ヶ月コンサルティング 

で提供している内容の一部を書き下ろしたものです。


著者が関わる方々が実際に活用し、 

成果が実証済みで、再現性のある、 

クチコミ集客理論を提供しています。


さて、消費者は、 

「92％がクチコミや友達や家族からの 

おすすめを信頼する」 

という調査データがあります。


2007年には74％だった数値が、 

2011年には18％上昇しています。


あなたがクチコミ集客を 

好きであろうと、嫌いであろうと、 

「クチコミ」 

が、あらゆる広告よりも 

優先される時代なのです。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

では、資本に限りがある個人起業家が、 

「クチコミを起こす」 

ために、最初に何を 

行ったらいいのでしょうか？


それは、あなたの商品・サービスを、 

「クチコミされるもの」 

に、していくことです。


商品・サービスを、 

「クチコミされるもの」 

に、していくためには、 

あなたの商品・サービスの、 

「クチコミされる強力なストーリー」 

を構築することです。


ストーリーには、 

語り継がれ、記憶に残るチカラがあります。


桃太郎や、浦島太郎などの昔話は、 

ほとんどの日本人の記憶に残っています。


「そうそう、そういえばね・・・」 

と、話題にあがるためには、 

あなたの商品・サービスが、 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クチコミされるストーリーのつくりかた

人の記憶に強烈に 

残っていることが必要なのです。


だから、あなたの商品・サービスの、 

「強力なストーリー」 

を構築することが、 

「クチコミされる」 

ことにつながるのです。


しかし、 

「クチコミされる強力な 

ストーリーの作り方がわからない」 

という声が、数多く寄せられます。


「クチコミされる強力なストーリー」 

を作るには、 

「とにかく数稽古」 

書いて、書いて、書きまくる！  

これしかありません。


ただし、やみくもに書きまくるのと、 

成果の実証済みのセオリーをもとに、 

書きまくるのでは、 

スキルアップのスピードが変わってきます。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

そこで、 

「共感され、クチコミされるストーリー」 

の構造を理解し、起業家のあなたが、 

「自分自身でストーリーを構築すること」 

を、目的とした、 

本PDFをリリースいたしました。


本PDFで学び、実践し、 

起業家のあなたが、 

「自分自身でストーリーを構築すること」 

の一助になれば幸いです。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

理論編 
79.9％の起業家がビジネス活用できていないクチコミ戦略 9                          

もしも「消火器を販売する」ストーリーを構築するなら 9                                                                  

クチコミされるストーリーの実例 14                                                                                                    

なぜクチコミしたくなってしまうのか？ 16                                                                                         

“伝わる”のには順番がある 16                                                                                                                                           

クチコミされるストーリーの構造セオリー 18                                                                                                                

STEP1:why 
何を行うのかではなく、なぜ行うのか？を語れ！ 19                                                                                         

STEP2:what 
得られるお得感をベースにした商品・サービスを語れ！ 20                                                                              

STEP3:why 
唯一無二の解決策の提供！なぜこの商品・サービスなのかを語れ！ 20                                                            

STEP4:why 
私がビジネスを行なう志とは？なぜ私なのかを語れ！ 21                                                                                 

STEP5:why 
いつやるの？今でしょ！なぜ今なのかを語れ！ 21                                                                                            

STEP6:how  
迷わず、悩まずに、考えさせない、シンプルで具体的なアクションを語れ！ 22                                              

クチコミされるストーリーの構造分解解説 23                                                                                                                

実践編 
あなたがクチコミされるストーリーを構築してみよう 25                               

クチコミされるストーリーの解説 25                                                                                                    

あなた自身・商品・サービスの棚卸しをしよう 26                                                                              

クチコミされるストーリーを作成しよう 29                                                                                         

事例編 
サロンオーナー・鍼灸師・開業医のストーリー事例 30                                  

サロンオーナーの事例 30                                                                                                                      

開業医の事例 35                                                                                                                                    

針灸師の事例 41                                                                                                                                    

番外編 
あなたのストーリーを作成できる個別コンサルティング 45                           

先着10名へのスペシャルオファー 45                                                                                                    
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クチコミされるストーリーのつくりかた

スペシャルオファーの本当の目的 47                                                                                                    

起業家・経営者の1,000の悩みを解決するために 48                                                                                                 

この特典は先着10名限定の特典 50                                                                                                                           

コンサルティングを活用いただく条件 51                                                                                                                 

小宇佐拓宏プロフィール 54                                                                             
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クチコミされるストーリーのつくりかた

理論編 
79.9％の起業家がビジネス活用できていないクチコミ戦略

もしも「消火器を販売する」ストーリーを構築するなら 
アメリカの中小企業の経営者への調査では、 

以下のようなデータが出ています。


取引の半分以上が紹介である:63.4% 

紹介を生み出すシステムがない:79.9%


理由は、


紹介依頼することを考えていなかったから 

嫌われてしまうかもしれない恐怖があるから 

やり方がわからなかったから 

という結果でした。


つまり一般的に起業家は、 

クチコミ集客を 

意識してシカけていないのです。


必要性を理解されながら、 

体系的に着手されていない。


それが、クチコミ集客なのです。 

これから、 

「クチコミされる強力なストーリー」 

を作る、理論と実践をお伝えいたします。


理論を学び、実践することで、あなたは、 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クチコミされるストーリーのつくりかた

「クチコミされる強力なストーリー」 

を作ることが、 

できるようになるでしょう。


あなたが、 

「クチコミされる強力なストーリー」 

を、作ることが 

できるようになってしまうと、 

「忘れてしまうモノ」 

がひとつあります。


それは、 

「作ることが 

できなかった時のあなたの記憶」 

です。


人は、何かを 

できるようになってしまうと、 

「できなかった時の自分」 

を、忘れてしまうのです。


ですから、 

「できるようになる前の自分の、 

記録を残しておくこと」 

が、非常に重要なのです。


はじめにお伝えしたとおり、 

「クチコミされる強力なストーリー」 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クチコミされるストーリーのつくりかた

を作るには、 

「とにかく数稽古」 

であり、 

書いて、書いて、書きまくる・・・。 

 
ことがコツだとお伝えしました。


ですから、まずは、書いてみましょう。


今回のお題は、 

「ホームページで 

消火器を販売している起業家」 

という設定です。


ホームページで、消火器を販売するには、  

どのような文章で、 

「読み手が買いたいキモチ」 

を掻き立てますか？


まず、実際に作成してみましょう。





あなたは 

「早く答えを知りたい！」 

と、感じてらっしゃるかもしれません。


「どうやったら 

クチコミされるストーリーを 

作成できるのか？」 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クチコミされるストーリーのつくりかた

ということを考え、 

ご自身で作成するプロセスを、 

ぜひ楽しんでください。


手品もタネを知ってしまえば、 

シンプルなものです。


「どうやったら 

この手品を 

やっているのか？」 

というタネを考えるプロセスを、 

楽しむのと同じです。


楽しむのと同時に、 

「できるようになる前の自分の、 

記録を残しておくこと」 

が、非常に重要です。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

「消火器をホームページで販売している起業家」 

になりきって、  

「読み手が買いたいキモチ」 

になるストーリーを、作成してみてください。


完成できたら、次のページに進みましょう！ 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クチコミされるストーリーのつくりかた

クチコミされるストーリーの実例 
「読み手が買いたいキモチ」 

になるストーリーは、作成できましたか？


以下に、小宇佐が作成した、 

サンプルを記載します。


まずはご覧ください。


万が一、火事になったら、 

できるだけ家の中のものを、 

燃やさないで済むといいと思いませんか？


そこでご紹介するのは、 

小宇佐式消火器です。


この消火器は、 

小さな火をすばやく消せます。


通常の消火器の3倍の勢いがあり、 

軽量だから、 

女性でも持ち運びやすいのです。 

実は私は、3年前に暖房器具の不始末で、 

火事を起こしてしまいました。 

出火に気づきましたが、 

火を消す手段がなく、 

自宅は全焼してしまいました。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

家は再築できましたが、 

想い出の品は戻ることはありません。


火事で想い出の品を失い、 

悲しむ人を減らしたい。


だから、この消火器を広めたい！


このような使命で、 

この消火器を世に広める 

ビジネスをしています。


経験者の私があなたに伝えたいのは、 

火事はいつ起こるか 

わからないということ。


そして、火事が起こってから 

備えることはできないということです。


冬の時期というのは、乾燥します。


湿度30％の乾燥状態では、 

湿度60％と比較すると、 

火の回りが約3倍速いのです。


もしあなたが火事に対する 

準備ができていなかったら、 

気づいた時に準備するしかないのです。


申し込みは、 

以下のフォームより 

お手続きください。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

なぜクチコミしたくなってしまうのか？ 
“伝わる”のには順番がある
消火器の、ストーリー。


「今すぐ消火器を買わなければ！」


と、感じられたのではないでしょうか？


なぜ、


「今すぐ消火器を買わなければ！」


と感じたかというと、


「共感され、クチコミされるストーリー構造」


で、ストーリーを構築し、 

お伝えしたからです。


“伝わる”ストーリーは、 

“順番”があるのです。 

アップルコンピュータ革新的な商品を、 

提供し続けてきた、スティーブ・ジョブズも、  

この“伝わる順番”にそって 

プレゼンをし続けてきました。 

私も人に提案する際に、 

この“伝わる順番”にそって伝え始めた結果、 

クチコミが起こりはじめ、 

年間398件の相談依頼を受けるようになりました。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

商品・サービスを提供する起業家であれば、 

日々、“伝える”ということを  

行っていることでしょう。


“伝える”のではなく”伝わる”構造を、 

学び、身に付けることが、 

起業家にとって、  

最優先で改善すべきポイントです。


この、 

“伝える”のではなく”伝わる”、


「共感され、クチコミされるストーリー構造」


を理解し、活用できるようになれば、


あなたも自分で、


「共感され、クチコミされるストーリー」


を構築できるようになります。


次から、具体的なセオリーを 

解説して参ります。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

クチコミされるストーリーの構造セオリー
共感され、クチコミされるストーリー構造は、 

以下6つのステップで構成されています。


STEP1:why 
何を行うのかではなく、なぜ行うのか？を語れ！ 

STEP2:what 
得られるお得感をベースにした商品・サービスを語れ！ 

STEP3:why 
唯一無二の解決策の提供！なぜこの商品・サービスなのかを語れ！ 

STEP4:why 
私がビジネスを行なう志とは？なぜ私なのかを語れ！ 

STEP5:why 
いつやるの？今でしょ！なぜ今なのかを語れ！ 

STEP6:how 
迷わず、悩まずに、考えさせない、シンプルで具体的なアクションを語れ！ 

以下、解説をいたします。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

STEP1:why 
何を行うのかではなく、なぜ行うのか？を語れ！ 

まず伝えるべきことは、 

商品・サービスの説明ではないのです。


人は、“何を”ではなく、 

“なぜ”に動かされます。


だからこそ、あなたが提供する 

商品・サービスが普及することで、 

「実現する世界」 

 
を語るのです。


ここで語ることがらは、 

あなたがビジネスを行なう 

「強い理由」であり、 

あなたがビジネスを行っている 

「志命」でもあります。


何を行うのかではなく、なぜ行うのか？ 

を語るのです。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

STEP2:what  
得られるお得感をベースにした商品・サービスを語れ！ 

提供する商品・サービスを 

記載します。


ポイントは、 

“売りたいモノ”を語るのではなく、 

“受け取ることで得られるお得感”をベースに、 

提供する商品・サービスを語ることです。


商品・サービスタイトルでもある、 

このWHATでは、 

まずは以下の公式に当てはめ、 

あなたのビジネスに 

置き換えてみると 

創造しやすいでしょう。


その公式とは・・・。


「○○が□□になる☆☆」


「○○」「□□」「☆☆」を、 

穴埋めしてみることです。


STEP3:why 
唯一無二の解決策の提供！なぜこの商品・サービスなのかを語れ！ 

なぜこの商品・サービスなのか？ 

という理由を記載します。


なぜこの商品・サービスが 

お客さんにお得なのか？


お客さんの「欲を満たす」 

お客さんの「問題を解決する」 

根拠を記載しましょう。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

STEP4:why 
私がビジネスを行なう志とは？なぜ私なのかを語れ！ 

なぜ私なのか？ 

という理由を記載します。


なぜお客さんは、私を選ぶのか？


自分が「専門家」である根拠 

自分がビジネスを行っている「志」 

を、記載しましょう。


STEP5:why 
いつやるの？今でしょ！なぜ今なのかを語れ！ 

なぜ今なのか？ 

という理由を記載します。


人は忘れてしまう生き物です。  

人はめんどくさがりな生き物です。  

人は変化を恐れる生き物です。


今でなければならない理由 

を、記載しましょう。


*なぜの内容に関しては 

商品・サービスにより異なります。


3つのWHYには、 

実は単純な心理的ではなく 

生物的理由があるのです。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

STEP6:how 
迷わず、悩まずに、考えさせない、シンプルで具体的なアクションを語れ！ 

お客さんに行って欲しい 

具体的なアクションを記載します。


考えずに、悩まずに、迷わせずに、 

「どうしてほしいのか？」 

という動線を用意すること。


ダラダラ長く語る・伝えるのではなく、 

「今すぐどうすれば良いのか？」 

を記載しましょう。


お客さまが教えて欲しいのは、 

具体的なアクションの方法だということを 

忘れないようにしてください。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

クチコミされるストーリーの構造分解解説
上記の構造を、 

小宇佐の作成した例文に合わせ、 

解説をすると以下の通りです。


唯一無二の想い出の品を失い、 

悲しむ人を“根絶”したい。


万が一、火事になったら、 

できるだけ家の中のものを、 

燃やさないのが一番です。 

だから知ってほしい。 

一家に一台で家族の想い出を守る 

小宇佐式消火器。





この消火器は、 

小さな火をすばやく消せます。 

通常の消火器の3倍の勢いがあり、 

軽量だから、 

女性でも持ち運びやすいのです。





実は私は、3年前に暖房器具の不始末で、 

火事を起こしてしまいました。 

出火に気づきましたが、 

火を消す手段がなく、 

自宅は全焼してしまいました。


Copyright2013-2015PLOTFRAMEWORKPROJECTAllRightReserved. �23

STEP1:why


何を行うのかではなく、 

なぜ行うのか？を語れ！

STEP2:what 
 

得られるお得感をベースにした 

商品・サービスを語れ！

STEP4:why

私がビジネスを行なう志とは？ 

なぜ私なのかを語れ！

STEP3:why

唯一無二の解決策の提供！ 

なぜこの商品・サービスなのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

家は再築できましたが、 

想い出の品は戻ることはありません。


火事で想い出の品を失い、 

悲しむ人を減らしたい。


だから、この消火器を広めたい！


このような使命で、 

この消火器を世に広める 

ビジネスをしています。





経験者の私があなたに伝えたいのは、 

火事はいつ起こるか 

わからないということ。


そして、火事が起こってから 

備えることはできないということです。


冬の時期というのは、乾燥します。


湿度30％の乾燥状態では、 

湿度60％と比較すると、 

火の回りが約3倍速いのです。


もしあなたが火事に対する 

準備ができていなかったら、 

気づいた時に準備するしかないのです。


申し込みは、 

以下のフォームより 

お手続きください。 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STEP5:why

いつやるの？今でしょ！ 

なぜ今なのかを語れ！

STEP6:how

迷わず、悩まずに、考えさせない、 

シンプルで具体的なアクションを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

実践編 
あなたがクチコミされるストーリーを構築してみよう

クチコミされるストーリーの解説 
複雑で難しく見えるものも、 

分解してみれば、 

シンプルで簡単なものが、 

組み合わさっているだけ。


ということが、 

おわかりいただけたでしょうか。


大切なのは、 

「わかるようになること」 

ではなく、 

「できるようになること」 

です。


繰り返しお伝えしているとおり、 

「クチコミされる強力なストーリー」 

を作るには、 

「とにかく数稽古」 

であり、 

書いて、書いて、書きまくる・・・。 

 
ことがコツです。


次のページから、 

ステップにそって、 

どんどん書き出してみましょう。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

あなた自身・商品・サービスの棚卸しをしよう 
あなたの商品・サービスが 

クチコミされるストーリーを 

構築するために。


まずは必要な素材を集めましょう。


必要な素材は、 

あなた自身および、 

あなたの商品・サービスの魅力を、 

棚卸しすることで集まります。


以下の質問に答え、 

ワークに記載することで、 

必要な素材が集まります。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

STEP1:why 
何を行うのかではなく、なぜ行うのか？を語れ！ 

行動する強い理由？人や社会に共感される要素は？ 

ビジネスを行なう理由を記載してください。


STEP2:what 
得られるお得感をベースにした商品・サービスを語れ！ 

“受け取ることで得られるお得感”をベースに、 

「○○が□□になる☆☆」を穴埋めし、記載してください。


 

STEP3:why 
唯一無二の解決策の提供！なぜこの商品・サービスなのかを語れ！ 

なぜこの商品・サービスがお客さんにお得なのか？ 

「欲を満たす」「問題を解決する」根拠を記載しましょう。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

STEP4:why 
私がビジネスを行なう志とは？なぜ私なのかを語れ！ 

なぜお客さんは、私を選ぶのか？ 

「専門家」である根拠や「志」を、記載しましょう。


 

STEP5:why 
いつやるの？今でしょ！なぜ今なのかを語れ！ 

人は、忘れる・めんどくさがる・変化を恐れる。 

今でなければならない理由を、記載しましょう。


 

STEP6:how 
迷わず、悩まずに、考えさせない、シンプルで具体的なアクションを語れ！ 

考えずに、悩まずに、迷わせない、 

「具体的なアクション」を記載しましょう。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

クチコミされるストーリーを作成しよう 
棚卸しはできましたか？


棚卸しができたら、あとはつなげるだけです。


素材をつなぎ合わせ、 

クチコミされるストーリーを構築してみましょう。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

事例編 
サロンオーナー・鍼灸師・開業医のストーリー事例

サロンオーナーの事例 

「子どもを授かった」という“嬉しすぎる”経験。

でも、むくみ・腰痛・妊娠線のせいで、 

マタニティライフが 

“つらすぎる経験”になっていませんか？


およそ半数の方が悩むのは、 

妊娠5ヶ月ころの、 

お腹が大きくなりはじめたころからできる 

妊娠線です。





妊娠線の悩みを緩和するのが、


むくみ・腰痛・妊娠線 

妊婦の悩みを120分で解消！ 

マタニティアロマトリートメント


です。


原因を知り、予防・対策を行なうことで、 

妊娠線ができなかったという妊婦さんも 

少なくありません。


そもそも妊娠線は、 

なぜできてしまうのでしょうか？
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STEP1:why


何を行うのかではなく、 

なぜ行うのか？を語れ！

STEP2:what 
 

得られるお得感をベースにした 

商品・サービスを語れ！

STEP3:why

唯一無二の解決策の提供！ 

なぜこの商品・サービスなのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

妊娠線のできる原因のひとつは、 

皮膚の急激な伸びです。


妊娠中は体重も増加し、ヒップやバスト、 

そしてお腹も大きくなります。


皮膚の表面は一緒に伸びることができますが、 

その下にある真皮や皮下組織の一部であるコラーゲン、 

弾性線維は急激な伸びについていけません。


そのためコラーゲンや弾性線維に断裂が起こり、 

赤紫色の線状斑が現われるのです。


なぜ、アロマで妊娠線のお悩みを 

解決できるのでしょうか？


細胞と細胞の間を、 

オイルでケアすることができるからです。


アロマトリートメントでつかう植物オイルは、  

皮膚の角質層をケアし 

肌細胞が壊れるのを防いでくれます。


だから、妊娠線を予防できるのです。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

さらに、 

精油には壊れた細胞を修復する作用があるため、 

妊娠線を予防したり、 

できてしまった妊娠線を 

悪化させないようにできるのです。





私がマタニティアロマトリートメントを、


提供するようになったのは、


私の妹の経験がきっかけでした。


私の妹は妊娠4か月のころに 

胸とおなかの下の広範囲に、 

赤くはれ上がった妊娠線ができてしまいました。


妹は


「お姉ちゃん、もう妊娠なんていやだ」


と泣きながら相談してきました。


妹は、 

出産後もなかなか消えない妊娠線の赤みを気にして、 

温泉にすら一緒に入ろうとはしませんでした。
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STEP4:why

私がビジネスを行なう志とは？ 

なぜ私なのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

赤みが消えても、 

肌がよれギザギザした透明の線は消えませんでした。


原因を知り、予防・対策を行なうことで、 

妊娠線はできなかったかもしれません。


「もうこれ以上、身近な人が泣くのを見たくない！」


これが、私がマタニティアロマトリートメントを、  

提供する大きな理由です。


妊娠初期は、おなかも目立たず、 

体のサイズも急激に変わらないことが多い
です。


ただし、妊娠線の予防は、初めが肝心です。


妊娠14週以降から、 

胸、おなかが大きくなり、 

体重と体のサイズが全体的に変わるころ。


肌がつっぱる、痒くなる、 

肌表面がボコボコしてきたなど・・・。
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STEP5:why

いつやるの？今でしょ！ 

なぜ今なのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

これらの症状が出てきたら要注意！


妊娠線には"早めの”予防対策が肝心なのです！





妊娠線クリームがいいの？ジェルは？


何が一番効果的なのか悩んでいる方。


アロマオイルトリートメントで、


妊娠線予防を試してみませんか？


私が、妊娠線に効果的な精油をつかってケアします。


新しい命を育む


神秘的で素晴らしい妊娠期に後悔をしてほしくない！


出産前と同じきれいな体のままでいたい！


そんな想いに共感される方にオススメです。


マタニティアロマトリートメントのご予約はこちら☆  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STEP6:how

迷わず、悩まずに、考えさせない、 

シンプルで具体的なアクションを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

開業医の事例 

若い時はスッキリとキレイでかっこよくても、 

40歳を越える頃から 

お腹周りの脂肪が気になってくるものです


でも、お腹周りって、  

なかなか痩せませんよね？


ダイエットって、  

「つらい」 

「続かない」 

「リバウンドする」 

というイメージがあるでしょう？


食べることを我慢することなく、 

お腹周りからドンドン痩せて、 

リバウンドもないダイエット法が 

あればいいと思いませんか？





我慢も運動も不要！ 

お腹周りから痩せていく！


362人が細胞生化学のチカラを実感した、 

NOVO式®ダイエット 

開発者で医師の龍見昇です。
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STEP1:why


何を行うのかではなく、 

なぜ行うのか？を語れ！

STEP2:what 
 

得られるお得感をベースにした 

商品・サービスを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

NOVO式®ダイエットでは、 

体が本当に欲しがっている 

栄養素をきっちりと見極めて、 

それらを十分量摂取してもらいます。


すると、体が満足するので、 

食べたい欲求が減り、 

食べる量は自然に収まっていきます。


また、脂肪、特に内臓脂肪は、 

毒素を貯めています。


体に有害なものを食べないようにすることで、 

必要がなくなった内臓脂肪はドンドン減っていきます。


その結果、その人の適正体重まで脂肪が落ち、 

前から見ても横から見ても 

ウエストがくびれている理想的な体型になります。


そして、リバウンドがありませんから、 

努力することなく、 

その引き締まった体型をずっと維持することができます。


巷にあるダイエット法は、 

致命的な間違いを犯しています。
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STEP3:why

唯一無二の解決策の提供！ 

なぜこの商品・サービスなのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

それは、食べる量を減らそうとすることです。


食べる量を減らすと、 

体にとって必要な栄養も減ってしまいます。


だから、つらいし、続かないのです。


無理に続けたところで、 

体はどんどん飢餓状態になっていきますから、 

必ずリバウンドする時がやってきます。


そして、体に有害な物を知らずに食べているので、 

内臓脂肪は最後まで取れません。


そんなダイエットはもうやめませんか？


私が39歳のころ、 

そんなに太っていたわけではないのですが
お腹周りに脂肪が付きはじめ、


「自分もこのままおじさんになっていくのか…」


と思っていました。
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STEP4:why

私がビジネスを行なう志とは？ 

なぜ私なのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

また、病気を根本的に治すことなく 

見せかけの対処療法に終始している 

現在の医療に疑問を持ちながら、 

医者としての仕事を続けることが辛くなってきました。


そんな時、あるきっかけで食事を変えてみたところ、  

痩せるつもりは全くなかったのに、 

なかなか取れないと言われているお腹周りの脂肪が 

みるみる消えていったのです。


2ヶ月で7キロ体重が減り（身長167cmで59kg→52kg）、 

服がぶかぶかになってしまいました。


何の努力も、運動もせずに、です。


しかも、疲れることが 

全くと言っていいほどなくなったのです。


友人たちにも試してもらったところ、 

今まで何をしても痩せなかった人が 

どんどん痩せていきました。 

そして、皆さん一様に若々しくなっていったのです。


それと同時に、それぞれが困っていた、 

花粉症やアトピー性皮膚炎などの病気や、 

肩こりや冷え性などの体の不調もいつの間にか改善していました。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

お腹周りからどんどん痩せて、 

若々しく、元気になり、しかも病気や体の不調も消えていく…。


はじめはなぜこんなことが起こるのかがわかりませんでした。


ところが、ある時 

「自分がやっていることは、 

細胞のエネルギー代謝を改善することだったのだ」 

と気がついたのです。


それから改良を加えて、 

誰にでもできるような形にしました。


それがNOVO式®です。


NOVO CLINICを開業以来、 

7年間で350人以上にNOVO式をやってもらいましたが、 

痩せなかった人は皆無です。


NOVO式では、外見だけでなく、内面も変わってきます。


考え方がシンプルになり、 

ラクに生きることができるようになります。


このすがすがしさはやってみないとわかりません。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

ひとりでも多くの方に 

この爽快感を味わってもらいたくて、この仕事をしています。


体も脳もスッキリしていると、 

それだけで人生は楽しくなってきます。


その気分や意識の変化が 

さらにいいことを引き起こしてくれます。


そして、次第に人生は好転していきます。


人間はいつまでも 

生きていられるわけではありません。


人生の残り時間はどんどん減っていきますし 

日に日に体は劣化していきます。





40歳からの自分を最大限に楽しみたい方には、 

NOVO式の基本的な考え方を書いた 

PDFをプレゼントしています。


無料PDFのリクエストはこちらから 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STEP5:why

いつやるの？今でしょ！ 

なぜ今なのかを語れ！

STEP6:how

迷わず、悩まずに、考えさせない、 

シンプルで具体的なアクションを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

針灸師の事例 

あなたの体の悩み、 

原因はあなたが 

隠れ胃下垂だからかも知れません。


以下の中で1つでも当てはまったら 

隠れ胃下垂の可能性大です。


・ポッコリお腹で下腹部が出る。 

・猫背に成ってしまう。 

・冷え性。 

・下半身が特に太る。





これらのお悩みを解消するのが、 

1分の声掛けで 

胃の位置をもとに戻す 

武田メソッドです。





なぜ？私が鍼灸・整体師に成ったかと言うと 

私が中学校3年生の夏休みの時に、 

兄を亡くした経験があるからです。


両親の心情を察すると死因などは聞けずですが、 

この頃から医療へ興味を抱きました。


ただ、お医者様に成れるほど頭も良く無かったので 

何か私に出来ないかと考えていました。
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STEP1:why


何を行うのかではなく、 

なぜ行うのか？を語れ！

STEP2:what 
 

得られるお得感をベースにした 

商品・サービスを語れ！

STEP4:why

私がビジネスを行なう志とは？ 

なぜ私なのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

色々探して一番興味を持ったのが鍼灸でした。


鍼灸は、内科・外科も診ることが出来る。


更に、未病へもアプローチが可能で病気を未然に防げる。


鍼灸の可能性に期待が膨らみました。





ただ、入学して思ったのですが。。。


私は医療に関わる者として、 

致命的な事があったのです！


血が怖く、痛いのや熱いのは苦手だったのです！！


在学中は、我慢の連続で大変でした。


だから、卒業後は痛く無い方法を研究したのです。


整体、氣功、ヒーリングなど 

鍼灸分野に関わらず全て研究致しました。


そこで辿り着いたのが長尾ヒーリングなのです。


長尾ヒーリングでは、魔法の様な現象がその場で起きます。


通常、骨盤の矯正は、 

だいたい数分かけて骨に圧力をかけて動かしたりしますが、 

長尾ヒーリングでは、骨盤に対して話掛けて矯正します。


ものの30秒から60秒で骨盤が矯正されていきます。
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STEP3:why

唯一無二の解決策の提供！ 

なぜこの商品・サービスなのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

実際に、見て体感して 

こんな魔法みたいな療法あるんだと 

感動したのを今でも覚えています。


長尾ヒーリングは、 

言霊を使った療法だと私は捉えています。


昔、怪我した時に 

「痛いの痛いの飛んでけー！」 

って言った事無いですか？


これも立派な言霊なんです。


全ての細胞には意識があるから 

そこに正しく声掛けをすれば必ず反応をしめしてくれる。


そう言われています。


長尾ヒーリング開祖の故長尾弘先生は 

胃が下がる事は万病の元と常々言われてたそうです。


代表的なお言葉に


『胃が元の正しい位置にあれば全ての病気は治る。』


とても、共感し本当にその通りだなぁと思ったものです。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

もっと、患者さんが良く成る方法は無いかと 

探していたら、夢幻即効療法に出会い。


常に進化し続ける即効療法を新たに導入して 

もっと早く身体を治す事が可能に成りました。


即効療法は、触れるだけだったり深呼吸したりするだけで 

身体が変化していくのです。





何かと忙しい社会です。


自分を労わろうとする方が少ないと感じます。


特に頑張っている人は、 

自分の身体を酷使してる事に気付いていない。


自分の身体のベストコンディションを知らない。


ほんの1回の施術で 

あなたの本来のベストコンディションを早く知って貰いたい。


そのきっかけに成れたら嬉しいです。


私の発信する情報に少しでも 

共感して頂ける患者・お客様のお役に立てたら嬉しいです。


Facebookでも身体や心に関する情報をアップし

ています。


もしご興味もっていただけたら、お気軽に
FBでお友達申請して下さい。 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STEP6:how

迷わず、悩まずに、考えさせない、 

シンプルで具体的なアクションを語れ！

STEP5:why

いつやるの？今でしょ！ 

なぜ今なのかを語れ！



クチコミされるストーリーのつくりかた

番外編 
あなたのストーリーを作成できる個別コンサルティング
先着10名へのスペシャルオファー 
ここまで読まれ、ワークを実践したあなたは、 

以下のように感じていませんか？


・相談しながらストーリーを構築したい 

・作成したストーリーの答え合わせをしたい 

・ストーリーを活用したクチコミ戦略を作成したい


もし、そうであれば、 

ここまでお読みいただいた方限定の、 

特別な特典をご活用ください。


テキスト特別特典！1人1回限定の個別相談！！！ 

クチコミされるストーリーを構築できる120分！ 

小宇佐とのマンツーマンコンサルティング 
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クチコミされるストーリーのつくりかた

このテキストを 

最後までお読みいただいた方の中で、


• 実際にクチコミされるシカケを構築したい 

• 本気でビジネスを成功させたい 

• 売り込むのではなくお願いされる起業家になりたい 

• ライバルと比較されないようになりたい 

• 出会いたいお客さまに出会える仕組みをつくりたい 

• 瞬間・突発の売上アップではなく、継続・再現の成果をつくりたい 

という方は、 

あなたのビジネスにおける具体的なご相談ができる、  

通常30,000円で実施している 

マンツーマン個別コンサルティングに 

10,000円でご招待いたします。


特典の詳細と予約はコチラ⇒⇒⇒http://takuhirokosa.com/lp/session/?pdf1 
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クチコミされるストーリーのつくりかた

スペシャルオファーの本当の目的 
今回、10,000円で相談を受けるには 

理由があります。


「バイラルメイクセオリー」として、 

2014年から本格始動し、 

約1年間、メソッドを提供をしてきました。


クチコミ戦略に悩む 

起業家・経営者は、 

まだまだ世の中にいらっしゃいます。


PLOTフレームワークプロジェクトを 

スタートさせた時、 

「起業家・経営者の悩みを 

1000個解決する！」 

というテーマを定めました。


「人は自分でやったことしか語れない」


だから、私自身が、 

「目の前の問題を 

解決し続けていこう」 

そう決意したのです。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

起業家・経営者の1,000の悩みを解決するために 

1,000個の問題を解決するためには、 

どうしたらいいでしょうか？


1,000個の問題事例 

1,000個の解決策 

1,000個の感想 

を集めればいい。


だからこそ、  

1,000個集めるために、 

まずは100個集めることを目標にしています。


まず100個の問題事例・解決策・感想が集まったら、 

あるものを製作するつもりです。


あるものとは、 

「問題解決ファイル」 

です。


どういうことかというと、 

朝起きて、シゴトを始めて、 

行動しはじめることによって、 

問題・壁にぶち当たるでしょう。


逆にいうと、動かない人は、 

壁にぶち当たらないのです。


壁にぶち当たり、 

がんばって乗り越えたとしましょう。


すると、次は何がくるでしょうか？
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クチコミされるストーリーのつくりかた

そうです。また壁がくるのです。


動き続けることによって、 

人は問題にぶつかるのです。


長い人生の中で、 

一番私たちが時間を使うのはなんでしょうか？


仕事です。


その仕事の中で、 

いくつ問題にぶつかるか。


いくつ問題を解決できるかによって、  

あなた自身の人生は変わる 

のではないでしょうか？


いくつもの問題を見つけ出すことができて、 

その問題を解決することができる一手。


あなたと同じ問題を持った方が、 

どのように解決をしたのかという、 

ヒントが集まったファイルがあれば、 

どうなるでしょうか？


このファイルを持ち歩いていれば、 

常に前に進み続けることができる 

のではないのでしょうか。


私自身がこのファイルを早く欲しいです。


このファイルがあれば、 

関わる多くの方の問題解決が、 

スピーディーになると思うのです。


だからこそ、  

最短で100個の問題事例・解決策・感想を集め、 

ファイル化したいのです。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

この特典は先着10名限定の特典 

現在、 

90の問題事例・解決策・感想 

が集まっています。


だから、あと10名限定です。


10の問題事例・解決策・感想を最短で集めるべく、 

今回無料でお受けするという、 

今までにない 

新たな取り組みをスタートさせるのです。


この取り組みの中で、 

テキストによせられた感想は、 

私ひとりのチカラではお届けできない方々へ、 

「バイラルメイクセオリー」 

をお届けできる最良の機会 

にもなると考えています。


シンプルなクチコミ集客理論をもって、 

ホンモノの商品やサービス、 

ホンモノの起業家や経営者に 

成果を手にしていただきたい。


本気のみなさまと出会える 

素晴らしい機会として、 

全力でアドバイスさせていただきます。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

コンサルティングを活用いただく条件 

お互いにとって 

面談の価値を最大のものにするために、 

コンサルティングをご活用いただくにあたって、  

以下の条件を設定しております。


今まで小宇佐のセミナー・コンサルティングに参加したことがないこと 

本PDFの感想を提出いただくこと 

コンサルティング参加前に事前の課題を提出いただくこと 

コンサルティングの感想を提出いただくこと 

既にビジネスをスタートされている方（起業準備中の方はご遠慮ください） 

ここまでお読みいただけたら、 

上記の条件をクリアいただく意味と意図は、 

ご理解いただけることと思います。


また、以下注意事項です。


現在、コンサルティングしている案件と類似する相談に関しては、お引き受けできない場
合があります 

「アイデアの分散」はできませんので、  

上記の対応としております。


私が最優先で守るべきは、 

今現在、関わっている 

既存のクライアントさんの利益です。


同業種、類似分野に関する案件に関しては、 

一手やアイデアをお渡しすることができないため、 

個別コンサルティング自体を 

お引き受けできない場合があります。
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クチコミされるストーリーのつくりかた

連絡のないキャンセル、コンサルティング前日20時以降のキャンセルに関しては、通常の

実費（10,000円）を請求いたします 

コンサルティングに 

ご予約いただくということは、 

私の時間を確保するということです。


確保するということは、 

当日の時間を確保するだけでなく、 

面談までの調査の時間も 

確保するということです。


また、他の方が面談する時間を 

あなたが確保するということになります。


time is more than money 

時間をかければお金は稼げます。


しかし、失った時間は、 

取り戻せないのです。


なぜ、このテキストをお読み頂いた方限定で、  

1回のみ10,000円でお受けしているのか。


そして、いかに時間を大切にしているのか。


ご理解いただける方は、 

今すぐ以下からお申し込みください。


成果に繋がる大満足の 

120分をお約束します。


特典の詳細と予約はコチラ⇒⇒⇒http://takuhirokosa.com/lp/session/?pdf2 
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クチコミされるストーリーのつくりかた

「やった人にしか見えない景色がある。 

できるからヤルのではなく、やるからデキル！」


本気のあなたからの連絡をお待ちしております。 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クチコミされるストーリーのつくりかた

小宇佐拓宏プロフィール
2001年早稲田大学人間科学部卒業後、 

大手マンションデベロッパー、 

大手保険会社を経て、 

2010年に小宇佐・針田FP事務所を設立し、独立。


住宅購入時の資金計画作成、 

「住宅マネープランニング」を専門とした、 

FP事務所、小宇佐・針田FP事務所を経営。


2011年は208世帯、 

2012年は358世帯の個別相談を受け、 

住宅マネープランニングを確立。


ミサワホーム、トヨタホーム 

株式会社ライフプラザパートナーズ 

株式会社船井総合研究所、楽天マネーセミナー 

中日新聞マネーセミナー、NTTイフセミナー他にて 

講演実績あり。


毎週水曜日14時ころ～ 

CBCラジオ「北野誠のスバリ」


「ズバリマネー相談室」 

コメンテーターとしてレギュラー出演中


紹介のみでビジネスの案件を 

依頼されるメソッドを体系化し、 

あらゆる業種で成果をあげている。


名古屋で開催されている、 

東京六大学交友会 

「六旗会」の事務局もつとめる。 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クチコミされるストーリーのつくりかた
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