
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〜



 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。 

⼈気者の扉を開けてください。 
 「私なんて⼈気者になれない…。」 
そうおっしゃる⽅が、⼤勢います。でも、そ
う⾔いながら、「でも、⾃分だけが知って
る、⾃分の好きなところがある」これも、ほ
とんどの⼈の意⾒です。 

 ⼈気者創造研究所は、掛け算のパーツを、
限りなく備えています。そのパーツを組み合
わせながら、あなたと掛け算していく。あな
たが「０」でない限り、結果は必ず現れる。 

 あなたが、多くの、また⼤きな⼈気の種を
持っていれば、少量のスパイスを。あなた
が、少ない、⼩さま⼈気の種ならば、限りな
い材料を組み合わせて、その「⼈気」は創ら
れるのです。 

 気づいてみませんか？あなたのその⼈気の
種。 そして、掛け算してみませんか？ 

 あなたの個性は、⾔い⽅を変えれば、「持
ち味」とも、「強み」、「価値観」ともいい
ます。そして、その個性が、必要なスパイス
と、必要な⾊と、はたまた必要な⾷器と合わ
されば、素敵な料理に⽣まれ変わります。 

PART1 
人気者創造研究所が提供する１００％

人気は科学だ！

　人気の種に掛け算するスパイス

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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⼈気の種 
 ⼈気者創造研究所は、「あなたの⼈気の
種、⾒つけます」という個⼈セッションを⾏
なっています。おかげさまで、多くの⽅が、
このセッションに参加されましたが、そのセ
ッションの冒頭に「あなたは、今⼈気者です
か？」と質問しています。 

 すると、そのほとんど、９８％以上の⽅
が、上を向いたり、下を向いたりして考えて
から答えられます。唐突な質問に、⼈間は、
⾃分の⼼の中に、その答えを探そうとする。
その探していること⾃体が、⾃分の⼼の中に
答えがあるということを知っているからの⾏
動です。 

 つまり、⾃分の中に「⼈気の種」が存在し
ていることを、本能的に知っているのです。 

 あなたの「⼈気の種」は、５つのチェック
ポイントで、その正体が炙り出されます。ど
んな⼈でも、その「⼈気の種」が、⾊濃く、
明確なものとして出てきます。そこで、あな
たは気づきます。「あっ、そう⾔えばそう
だった。ワタシは、こういう⼈だった」と。 

 ⼈気者創造研究所は、その気づきをあなた
に与えていくことが仕事です。 
あなたは、気づいていきます。シチュエー
ションによって、季節によって、時間帯に
よって、何かを⾷べた時に、何かを⾒たとき
に、その都度、気づいていくのです。



２

あなたごと

 でも、こんな⾵に描いてみたらどうでしょ
う。「フランス料理は、あなたを幸せにす
る、なぜなら…、」 
 通り過ぎようとした⼈が、なぜならの先を
読もうとして⾜を⽌める。 
  
 全ての事柄が、こんなふうにできているの
です。伝えたいことを、守護にしている⾃分
を外してみてください。「ワタシは、フラン
ス料理を⾷べた」ではなく、「フランス料理
は、と始めてみるのです。 

 そして、それをできることならば、「あな
たにとって」と⾔い換えてみていただけれ
ば、最上級の出来上がりです。 

 ⼈気者創造研究所 主宰のマサテツは、よ
く電話の応対に「はい、あなたのマサテツで
す」と答えます。場合によっては、「はい、
あなたの、あなただけのマサテツです」と答
えます。もちろん、状況を踏まえてのことで
すが、ユーモアも含めて、楽しく受け⼊れて
くれる⽅が多いように思います。 
 
 デジタル社会の昨今、⼈から「思われる」 
と⾔う感覚がすり減っているように思えま
す。その意識⾃体はあっても、スピードが早
く合理的な世の中は、その「思われる」を置
いてきぼりにしてしまうことが多いのです。 

 どうぞ、それを思い返してみてください。 

PART2  
人気者創造研究所が提唱する絶対的な
提言

⼈気者創造研究所がとなえるお題⽬。 
「あなたごと 」をしれば、途端に、⼈から
注⽬されだす＿＿

あなたごと  
 最初に答えを⾔ってしまいましょう。 
⼈気の正体は、「⾃分」ではなく「あなた」 
つまり、つまり、相⼿だということ。すべか
らく、⾃分を相⼿ごと、「あなたごと」とし
ていけば⼈気は上がっていくのです。兎⾓、
世の中は、⾃分中⼼でものを考えがち、⾃分
が⼀番可愛くて、ともすると⾃分以外はどう
でもいい。 

 デジタル時代は、どんどん個⼈主義を作り
上げ、ソーシャル時代になって、それが浮き
彫りになっているように思えます。 SNSな
んか⾒ると、「⾃慢かよ」ばっかり。だから
こう考えてみて下さい。 
 「あなたごと」 
⾃分ごとではなくてあなたごとです。  

あなたごと発信 
 SNSの投稿でよく⾒られがちなことがあり
ます。「ワタシ、昨⽇、フランス料理を⾷べ
たのよ」美味しそうな料理の写真と⼀緒に。 
 それをみたお友達が「あら、いいわねぇ、
どこのお店？」なんてコメントくれたりし
て。でも、通りすがりの⼈はこんな⾵に思っ
ています。「なんだよ、⾃慢かよ」そう⾔っ
て、⾒ずに⾏き過ぎる。 
 

　自分ごとではなくあなたごと

確実に、さらに一瞬にしてあなたの人気が
上がります。言葉にして、行動にしてやっ
てみる。



⾃分が求めていること、伝えたいこと、それ
を気付く⽅法がある。さあ、⼀緒にあなたの
中にある「それ」を表に出しましょう。＿＿

ストーリー 
 多くの⼈は、「悩み」を抱えています。い
え、全ての⼈が常備している「持ち物」であ
るのかもしれません。そして、⼈は皆、その
悩みに対して、向き合わず、⽬をそらし、逃
げ惑ったりもします。本当に「⼈気者」にな
りたいのだったら、その悩みに向き合ってみ
ましょう。そして、考えるのです。その悩み
から解放されるためには、その悩みを封じ込
めるためには。考えてみる。出てきた答えが
合っているかどうかは関係ありません。向き
合って考えてみる。そして、それを⾔葉にし
てみる。できれば、紙に書いてみましょう。
そして、あなたは、そこに書かれた通りに、
いよいよ⾏動するのです。 

 ストーリーは、そんなあなたの姿を紹介す
るツールです。⼈は皆、物語を好みます。デ
ータや、研究結果、論⽂、説明などは、時と
して眠くなってしまいますが、物語は、その
先が気になって読み進めていくものです。 

 今、あなたの前にある「悩み」 
これで、もう、⼀つのストーリーが書き上げ
られます。あなたは、その悩みに⽴ち向かう 
主⼈公の物語を語り部として書き上げてくだ
さい。 

 そう、あなたは、その「悩み」に対して⽴
ち向かう勇者の物語を語るのです。 

 物語は、いつも平凡な主⼈公が、何らかの
アクシデントに遭遇してしまうことから始ま
ります。ごくごく平凡な主⼈公だったのに、 
事件に巻き込まれていくのです。どうです
か？あなたの前にある「悩み」も物語？ 

 そして、主⼈公は、否応なしに、その事件
に対峙し、それを乗り越えるために探し物を
します。すると、それにヒントをくれる誰か
（何か）と出会います。RPGゲームで⾔うな
らば、賢者の出現です。 
 賢者は、その悩み（敵）を打ち負かす武器
があることを教えてくれます。あなたは、そ
れを探し当て、とうとう、その武器を使っ
て、敵を打ち負かすのです。 

 その物語が、⼀つの悩み、⾃分の強み、⾃
分の活動・仕事、⾃分の⼈⽣と広げていけ
ば、⼈があなたに夢中になっていくことを体
感するでしょう。 

 ３

全ての人気者 
がやっている

PART3 
あなたの強みや、周りにある悩みが、 
格好の人気者の材料になる。

　ストーリーを作りなさい

これに気づけば、あなたは、有能な作家に
なれます。キャッチコピーや、セールスコ
ピーライターになれるのです。
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なぜ少数の人だ
けが、人気者と
言わるのか？

PART４  
人気者創造研究所が密かに話す絶対的
事実

 この４つの窓のうちの⼀つ「盲点の窓」
は、⾃分が知らない、相⼿が知っている⾃分
のことですが、これを知っている⼈だけが、
⼈気者になる。 

 プロのミュージシャンや人気ドラマに抜擢
される俳優、グランプリを取る芸人、その他
多くのアーティスト達、彼らの共通項はなん
だと思いますか？ 
　努力した？運が良かった？ 
すべて正解ですが、みんなオーディションに
落ちまくっていることです。

 どんな美⼈⼥優でも、才能ある歌⼿でも、
例外なく落ちまくっています。有名⼈は、才
能があるからすぐに⼈気者になると思ってい
るかもしれませんが、それは間違いです。 

 ⼈気は、認知という知名度、共感という意
識の次に、好感としてもたらされるのです。 

 そして、もう一つ決定的な秘密がありま
す。それは、間違いなく全ての人気者たち
が、実際に行っていることです。そして、そ
れこそが、「人気が科学」だと実証できるポ
イントです。どうぞ、その秘密を聞きにきて
ください。

芸能⼈は、最初から⼈気者だと錯覚していま
せんか？ その事実をお話ししましょう。＿

⼈気の概念 
 ⼈気者創造研究所が定義する「⼈気者」と
は、好感度だけではなく、好感度＋経済度を
意味します。「今売れている芸⼈」とは、
「今儲かっている⼈」を指します。⼈気の概
念は、経済度が伴う。つまり、クラスの⼈気
者や宴会で注⽬されるだけでは、この定義に
当てはまらないのです。  

⼈気のポイント 
 ⼈気の歌⼿、⼈気の俳優、⼈気の芸⼈、⼈
気のスポーツ選⼿、⼈気の商品、全てに私た
ちはこういう⾔い⽅をします。「あっ、売れ
たなぁ」そう、「売った」のではなく「売れ
た」つまり、相⼿がそれを決めているので
す。 
  
ジョハリの窓 
「ジョハリの窓」と⾔う⼼理学で⽤いる⾃⼰
分析フレームワークがあります。⾃分と他⼈
との関係を考え、⾃分が知っている「⾃分」
と他⼈が知っている「⾃分」の⼀致・不⼀致
を確認することを⽬的にしています。 

をジョハリの窓は「4つの窓」に分類するこ
とで、⾃⼰理解のズレを確認しようというも
のです。

　全ての人気者が通ってきた道

それは、エンタテインメント業界で35年以
上プロデューサーをやってきたからこそ、
わかった秘訣



 全ての⼈は魅⼒を持っています。⾃分の
魅⼒に気づき、その⼈気因⼦を膨らませる
ことで⼈を惹きつけることができる。 

⼈気者創造研究所は、知っています。 
みなさんが⼈気を作るのではなく、⼈気が
みなさんを育てるということを。 

私たちは、真剣に⾃⼰実現をしたいと思っ
ている⼈にこの⼈気の秘密を提供したいと
思っています。⾃⼰実現を⾏う⼈を応援し
たいのです。 

私たちは、エンタテインメントの世界で、
教育の場で、出版を通じて、そしてコミュ
ニティ・マネジメントの成功体験を結集し
て、この⼈気者創造研究所を創りました。 

あなたを100%人気者にする

 今までの経験、価値観、強みを⼀つにして、
あなたを１００％⼈気者にします。 

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

あなたを100％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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←  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。 
⼈気者を創る全ての要素を詰め込んだ「⼈気者・秘伝の設計書」のVIP特別待遇参加のご案内（を30⽇間無料トライアル付き） 
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

