
誰でも必ず人気者になる 
〜集客？販売？ 今は人気者から”モノ”を買う時代〜
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日商１００万円をカウチで稼ぎ出すスザンナ２６歳



 ⼈気者創造研究所が掲げるタグラインは、
「⼈気は科学だ！」 ⼈気は、作りあげられ
るもの。逆に⾔えば、その⽅程式を使わない
と「⼈気」にはならない。私たちは、研究の
成果を提供している団体です。 

⼈気を裏返しにして、紐解くと 
 ⼈気の俳優、⼈気のスポーツ選⼿、⼈気の
商品、あなたは、どれも成功を勝ち取った、
選ばれしもののように思うかもしれません。 
しかし、間違えてはいけないこと、それは、
そのどれもが、「売った」のではなく「売れ
た」のだということです。 

 多くの⼈は、ヒットするものを⾒つけてや
ろうと躍起になり、⾃分のやっていることを
盲信して、突き詰めて、⿐を膨らませて提案
します。⾃信を持つことは良いことですが、
野菜を買いにきた⼈に、いい⿂が⼊ったから
と、さんまを押し売っても効果がありません
よね。つまり、そのさんまは、さんまが欲し
いと思っている⼈にこそ、価値がある。 
「⼋百屋でさんまを売ってはいけない」 

 あなたがすべきことは、お客が何を欲しい
と思っているかを知り、それを提供するこ
と。強いて⾔えば、その「お客が欲しい！」
という状態をいち早く知り、他の⼈より早く
提供できるかが、最⼤のポイントなのです。 

 「そんなことは当たり前だ！わかっている
よ」と怒られるかもしれません。 

PART1 
人気者創造研究所が提供する秘密の暴露

人気と 
マーケティング

　人気の仕組みを知ってください

あなたが、その時に必要な研究材料を、 
人気者創造研究所は用意しています。
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 「⾃分は、これがやりたくて商売をしてい
るんだ！」と、必要ないと思われるかもしれ
ません。しかし、今⼀度、これを考えていた
だいてから、あなたの強みや持ち味を「武
器」として活かして欲しいのです。なぜな
ら、そこからは、あなたの領域だからです。 

 そうです、今⽇のお話は、そんなあなたの
得意分野をフルで⽣かしてもらうための、
「⼈気の仕組み」についてであり、実は、そ
れは、どんな業種でも共通して利⽤できる要
素でもあるわけです。 

 ⼈気の俳優もスポーツ選⼿も、よく売れる
商品も、相⼿（顧客）のスイッチを押すこと
で成り⽴ち、その連鎖が、引いては「⼈気」
を作り出しているのです。 

 では、その相⼿（顧客）のスイッチを押す
ために必要なことは何だ？ということなんで
すが、それこそが”マーケティング”です。「何
だ、またマーケティングかよ」と思ったあな
た、そんなあなたにお尋ねします。マーケ
ティングって何ですか？ 

 ⽇本のマーケティングと欧⽶のマーケティ
ングは少し違って捉えられています。欧⽶で
は「セールス・マーケティング」つまり、売
り上げに直結することがマーケティングだと
いうこと。そうです、今⽇暴露したいのは、
＝あなたの売り上げに直結するための⽅法＝
の話なんです。



⾃⼰紹介をさせてください。「⼈気を科学す
る」と銘打った⼈気者創造研究所のルーツ
は、こんな感じで歩んできました。＿＿

⽬論⾒ 
 ワタシは、栄光のエンタメビジネスを歩ん
できたのでした。だから、そのロジックを使
えばもう勝ったも同然だと⾼を括っていたの
です。 
そして、魔法が崩れるように⾃分を知ったの
でした。そう、ワタシのエンタメビジネス⼈
⽣はこんな感じでした。 

バズ・マーケティングの⽇々 
 ワタシは、昔から企み事が好きな少年でし
た。いたずらっ⼦と⾔われると褒めてもらっ
ていると思っていました。 

 厳しい世界に簡単に夢やぶれ、⾃分は前じ
ゃなくて、後ろにいる⼈間だ！なんて簡単に
納得し、エンタテインメントの世界に⼊った
のでした。 

 優柔不断で堪え性がないワタシでしたが、
好きなことを企むことは続けられるなと思
い、時代もバブルが崩壊したと同時に、世の
中の流れがコンサバティブな様相を呈し始め
たこともあり、エンタメに期待値が⾼かった
ことが幸いして、映画の会社では、半年で急
激に300億円のマーケットを作ったと雑誌に
載ったり、ニュースに取り上げられたりしま
した。

ゲームの会社では、ビデオゲームにしたいと 
の要望のために漫画作品の権利をとりに⾏っ
たら、副産物の商品がバカ売れして、年間で
400億円も稼ぎ出す⼤ヒット商品になりまし
た。 

 ⾳楽の会社では、アーティストの埋もれて
いた作品を⾒せたら、アメリカの某会社から
１０億円のオファーを貰いました。 

 聞き⽅によれば、なんとも調⼦の良い、運
がついている男だとお思いかもしれません
が、実のところ、全くその通りです。⾃分で
成し遂げた、という意識がない。その証拠
に、成功したものばかりではなく、ダメだっ
た仕事は、なす術もなく過ぎて⾏ったので
す。ただ、感覚として⾝についたこと、それ
が、「バズり」

　相ユフdslあいう 

わたしゅkんlkljっ子心r日イオンカあsnわ
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しゅkんlkljっ子心r日
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バズるって何？ 
企みが産んだ偶
然

PART2  
人気者創造研究所ができるまでのこと
を話そう

　人を楽しませる企み事

バズるとは、ミツバチが花から花へ移り飛
ぶ様です。ミツバチが飛びたい先を作るワ
クワクがそこにあるんです。
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あなたの”場所”

カウチでビジネスをする理由 
 そこで、カウチに座っている彼⼥がどうや
ってビジネスをやっているかなのですが、ズ
バリ、オンラインでビジネスを⾏っていると
いうことです。 
  
 「あっ、ダメだ。オンライン、私には難し
すぎて！」という声が多く聞こえてきそうで
す。でも、あなたにエンジニアになってくだ
さいということではありません。あなたが⾞
を運転する⼈だとしましょう。その⾞に対し
てのあなたの知識は？エンジントラブルの解
決は？事故になった後の詳しい法律は？ 

 オンラインでビジネスをするポイントは、
運転免許と同じです。「運転免許があるから
配達ができる」これと同じほどのハードルし
かそこにはありません。「でも、ホームペー
ジは？」「オンラインのツールを使って会話
は？」「売り上げ決済は？」いくつかの不安
が聞こえてきそうです。では、⾞のパンクの
修理は？ラジエターの処理は？事故を起こし
た後の⽰談とかは？これと同じです。蛇の道
は蛇、任せられるプロがいます。 

 コロナウィルスの影響もあって、⼀気にデ
ジタル化が進む世の中で、困惑している⼈、
企業は数多います。国を⾒てもデジタル庁の
開庁、経済産業省によるDX（デジタル・ト
ランスフォーメーション）の強化を強く打ち
⽴て推進しています。求めているマーケット
が急拡⼤しているわけです。

PART3  
人気者創造研究所が提唱する絶対的な
提言

さて、本題はここからです！ 
⼈気者創造研究所が打ち出し本書のタイトル 
「なぜ、彼⼥はカウチで仕事ができるの
か 」＿＿

場所を選ばない 
 カウチで仕事でなくても、プールサイドで
も、森林に囲まれながらでもいいです。つま
り、あなたが⼀番好きだと思う場所で、のび
のびと仕事をする。⼈⽣の内で仕事に費やし
ている時間はとても多いです。だからこそ、
あなたが⼀番素敵と思っている環境で仕事を
してもらいたい。いや、そこで仕事をするべ
きなんです。 

 もし、あなたが、すでにビジネスを始めて
いる、もしくはこれからビジネスを始めよう
としている場合でも、そのビジネスに関わる
「リスク」は極⼒軽減したいと思うはずで
す。では、そのリスクとは何あのでしょう
か？⼀般的な回答を拾ってみますと、 
 
 ・初期費⽤が⾼く、重くのしかかる 
 ・汎⽤性が低い 
 ・受託（顧客の依存度が⾼い） 
 ・在庫に振り回される  
 ・浮き沈みの激しい流⾏に左右される 

 もちろん、どんなビジネスにもリスクはあ
りますが、⼤資本のもとに、多くの⼈材を使
⽤して始めるビジネスでないのであれば、で
きるだけ避けてビジネスを⾏って欲しいもの
です。

「それ」を手にしてください

「オンラインをやる」は、「運転免許を取
る」と同じことです。



今、オンラインビジネスを始めるということ
は、その事例が副産物としてビジネスになり
ます。＿＿

デジタル・トランスフォーメーション 
 政府が推奨している「デジタル化」の年間
市場規模は、１兆２１８９億円にのぼるとみ
られ、２０３０年には、２兆３６８９億円に
まで拡⼤すると⾔われています（富⼠キメラ
総研「２０１８デジタル・トランスフォーメ
ーションの市場規模の将来展望」より） 

  冒頭でご説明したとおり、「⼈気」とは
ご⾃⾝が決めるものではなく、相⼿（顧客）
が決めるものです。デジタル・トランスフォ
ーメーションというニーズが、これから押し
寄せてきます。リモートワークという⾔葉や
「個」の⼒など、働き⽅もよりオンラインの
必要性を後押ししています。今、あなたが、
オンラインに⽬を向けるということは、、ご
⾃⾝のビジネスが時代性を捉えるということ
のみならず、それを求めている多くの⼈にそ
の実体験を共有してもらえる、⾔い換えれ
ば、その経験⾃体が副産物のビジネスとして
役⽴つということなのです。 

  

 あなたが取り組むビジネスのオンライン化
は、政府が、マーケットが、顧客が求め、応
援してくれるもの。ご⾃⾝のビジネスの⽣産
性が向上し、コストが削減され、売り上げを
アップする、セールスのためのマーケティン
グに他ならないわけです。 

何故、ビジネスをオンライン化しなければい
けないのか。＿＿  

 ソーシャル時代、デジタル環境という流れ
は、アメリカからやってきた社会環境です。
先進のアメリカでは、すでに３割を超える⼈
が起業を⾏う「個」のビジネス時代だと⾔わ
れています。 

 ⽇本の⾼度成⻑期時代は「強い組織」を作
ろう！「強い会社」を作ろう！という気運の
もと、⽅法を積み重ねてきました。しかし、
今の新しい時代のために⼈が取るべき⽅法
は、「強い個」であること。強い個が結びつ
いて「強い組織」になっていく。Together 
to Alone から Alone to Togetherへ。 
 そこに、新型コロナウィルス感染症とい
う、未経験の社会状況が重なり、オンライン
は急務の状態となりました。 
 その理由が、前述した「リスク」です。経
済産業省は、これを「レガシーシステムに起
因するシステムリスク」と読んでいます。 
 このままの状態では、膨⼤な経済的損失が
確実視されていると⾔っているのです。 
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「強い個」が 
求めれれる時代

PART４ 
時代が求めている、これこそが人気者
を作る最大の仕組み

　オンラインの波の乗り方とは？

デジタル庁が、経済産業省が、何故躍起に
なってオンラインと言い続けるのか！
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なぜ今、プロデ
ューサーが必要
なのか？

PART４  
人気者創造研究所が密かに話す絶対的
事実

 ⼈気者創造研究所は、オンラインプロデュ
ーサーを任意資格としてデュプロマを差し上
げています。「オンライン・プロデューサー
養成カリキュラム」で学びながら、同時に、
ご⾃⾝の体験をそのままビジネスとして提供
できる。これが最⼤の強みです。 

 オンライン・プロデューサーを養成しなけ
ればならない理由
　それでは、何故、このようなプロデューサ
ー養成を行うのかと言いますと、アフターコ
ロナ、ウィズコロナによる圧倒的な社会変動
は、雇用形態を壊し、「個」の力が求められ
る。加えて、デジタル・トランスフォーメー
ションの加速で、多くのニーズが創出する。

 この環境では、⼀⼈でも多くの賛同者を集
い、⼈気者創造研究所が持っている全てを提
供して、それを利⽤したオンラインビジネス
を⾏っていただきたいからです。 

 さらに、⼈気者創造研究所では、この「オ
ンライン・プロデューサー養成カリキュラ
ム」を拡充していただくパートナーにもなっ
ていただきます。「オンライン・プロデュー
サー養成カリキュラム」の拡充をお⼿伝いし
ていただくことで、アフィリエイトマージン
をお⽀払いするシステムを導⼊していますの
で、収⼊源にもなります。 

 

⼈気者創造研究所の「オンライン・プロデュ
ーサー養成カリキュラム」＿

プロデューサーとコンサルタントの違い 
 ⼈気者創造研究所が定義するプロデューサ
ーとは、ゴルフのキャディのようなもので
す。ゴールまで、⼀緒に考え、⼀緒に歩く。
プレイヤーが必要なものをそこに⽤意する。 
コンサルタントのように、全体を考え、⻘写
真をひくと⾔った教⽰ではなく、⼀緒にいる
フットワークが強みです。  

 デジタル・トランスフォーメーションが求
められる時代に、あなたに合った「考察」や
「⾏動」を私たちは⾏いながら、あなたは、
それをそのまま、求められる業界、業種、マ
ーケットに提案していただければ良いので
す。そのままです。「オンライン・プロデュ
ーサー養成カリキュラム」で使⽤する資料や
動画素材等は、全て提供します。 
  
まずは、あなたが体験してください 
 「オンライン・プロデューサー養成カリキ
ュラム」を習得して、それをそのまま使っ
て、ご⾃⾝の体験に合わせて、この先に待っ
ている多くのニーズに提供する。お話しした
ように、これはプロデュース業ですから「教
⽰」ではありません。実体験を伝えるわけで
すので、失敗やリアルな反応が、相⼿（顧
客）に⼀番必要な情報となり得ます。 

　あなたとあなたの顧客のために

圧倒的な社会変動の今、求められるあなた
を作ってください。



 ⼈気者創造研究所は、エンタテインメン
ト業界35年で培った、秋本マサテツが、
⼀⼈でも多く⼈気者を作りたいという
Visonでスタートしました。 

その⼤いなる理念を、しっかりと⽣かして
いただくために集客や販売に「⼈気を科学
する」⽅法を伝授させていただいてきたわ
けですが、今のこの社会情勢に合わせて、 
急務となったデジタル・トランスフォー
メーションという社会での⼈気者創造を余
儀なくされました。 

そして、それは、急激に、急速にやってく
る社会変⾰で、⼀⼈でも多くの同志ととも
にやらなければならない Missionなので
す。ですから、私たちは、エンタテインメ
ントの世界で培った、コミュニティ・マネ
ジメントの成功体験を結集して、このご提
案をいたします。 

あなたを家族のように思いたい

 どうぞ、私たちと⼀緒に新しい時代を作って
ください。あなたの成功は、私たちの成功で
す。 

私たちの経験を⾒てください。 
私たちのオンラインの強さを⾒てください。 
私たちのコミュニティの実績を⾒てください。 
私たちのコミュニティの発信⼒を⾒てくださ 
い。 
そして、私たちの⼈気者プロデュース⼒を⾒て
ください。 

私たちは、あなたをあなた⾃⾝で輝き惹きつけ
る⼈に、そしてビジネスにします。 

私たちは、誰もが使える「⼈気」を体系化し、
快適を作り上げます。 

あなたと会える⽇を楽しみにしています。 

人気者創造研究所 
〒1350062 

東京都江東区東雲1-9-32-3912 
teamface.assoc@gmail.com

デジタル・トランスフォーメーションであなたを⼈気者にする Vision
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⼈気者になるための「それ」 Summary

あなたごと
「あなたを100％⼈気者にする」 

それが、⼈気者創造研究所が掲げているミッションです。そしてそのために提⽰している⾔葉。 
「あなたごと」とは、常に、相⼿を思いやる⼼と⾔葉です。⾃分は、と⾔いかけたら考えましょう。 

そしてこう⾔い換えてください。あなたにとって、⾃分は…。と。
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←  ご要望・ご質問はこちらからご連絡ください。

ここまで読んでいただいた⼈だけにお伝えします。 
オンライン・プロデューサー養成カリキュラムに関する説明会を実施しております。アフィリエイトでご⾃⾝の収⼊にもなるこ
の説明会に是⾮、ご参加いただき、私たちが⾃信を持って提供するこのビジネスの概要を確かめてください。 
最⼤級のお得情報をこちらからご覧ください。 

                          https://www.masatetube.com/hiden

https://www.masatetube.com/hiden

