
営業力がすべて 

 

人を自由自在に操ることが出来たら 

それは神にもなれるということです。 

 

でも、神はいません。 

僕たちは神になることは出来ません。 

 

 

ですが、少しでもそういったことがあったら。 

意図的に人を動かすことを考えられたら。 

 

 

言い換えると、僕はそれを信頼だと思っています。 

 

でも、信頼というのも勝手に得られるものではない。 

 

 

そう思っています。 

 

 

いよいよ、あと４時間後に Business Elite Club2017の申し込みが始まります。 

 

今朝は申し込み開始に先駆けて、僕からのあなたへの想いを話させていただきました。 

僕は真剣にあなたと向き合い半年間駆け抜けるつもりでいます。 

そのための全てを用意させてもらったと思っています。 

 

聞く耳を持たない、危険な状態の人はここに来るまでに排除させていただきました。 

 

ですので、今この手紙を読んでいただけているということは、少しでも Business Elite Club

に興味を持っていただいているか、その価値は理解しているが別の要因で悩まれているの

か、茂呂に興味を持っていただけたのか、色々人それぞれきっかけはあると思います。 

 

正直に言います。 

 

僕は首根っこを掴んででも BECへの参加を決めていただきたいと思っています。 



だって、僕が本気でサポートさせていただきますし、僕もプレーヤーとして背中を見せて

いくつもりでいますし一緒に駆け抜けようと思っているからです。 

 

申し訳ないけど、この価値を理解している僕からすると、他の選択をしてあなたを不幸に

してしまうくらいなら、無理やりにでも僕のそばにいていただいた方が幸せにできるんで

すよ。BECというコミュニティの力を利用してね。 

 

 

そして、当然のことですが主催者三浦孝偉もあなたのために 2017年、共に駆け抜ける用意

をしているということをお伝えしなければなりません。 

 

僕たちが求めているのは生徒や弟子ではありません。パートナーを求めているのです。 

 

その事実をお伝えするために、昨夜といいますか、今朝と言いますか、午前 3 時頃の２期

チャットでのやりとりをご紹介します。 

 

 

〇〇先生との交渉はもう少し後にします。 

 

△△さんに電話して了承してもらって、 

すぐに電話、、、って・・・ 

 

営業としてセンスないでしょ？ 

 

後でそういう事実を知ったら 

 

「結局 KOIさんは、とりあえず〇〇交渉の為に電話して来ただけなんだ」 

 

となる。（拗ねる） 

 

喜んだからこそ、敢えて 

 

「間」をつくる。 

 

 

営業の基本です。 



 

 

だからまだ〇〇の内定はもらってませーん 

 

 

 

茂呂 史生 

RE 

 三浦孝偉さん 

さ、、、、さすがすぎます。 

 

本当にこういった一つ一つがセンスとして生きてくるんですね。 

 

本当に勉強になります！ 

 

 

三浦孝偉 

RE 

 茂呂 史生さん 

 

じゃないと、あんなメンバー 全員アテンドできないって 

 

そういうところも見て欲しいと思います。 

 

三浦孝偉 

皆、「営業」が分かってなさすぎ。 

 

・ルート営業 

・新規開拓営業 

 

これくらいでしょ？ どうせ、知識は？？？ 

 

足んない足んない 

 

 

３期は必ず 



 

「営業」というセミナーはやります。 

 

 

３期の三浦さんセミナーのテーマが発表された瞬間でした。 

 

僕は痺れました。 

営業に関して、当然経営者として今までも取り組んできていますし、考えてもきています。 

自分で言うのはどうかとも思いますが、11 年間会社を大きくするために僕なりに営業には

自信を持っていましたし、もちろん指導もしてきました。 

コミュニケーション援助技術の講義も専門学校でコマを持っていたくらいです。 

 

ですが、なぜ三浦孝偉がゲスト講師含め周りに素晴らしい実績者が集まっているのか。 

あの小玉歩ですら三浦孝偉に一目を置くのか。 

 

その秘密を３期セールス前日に惜しげも無く披露し、それをコンテンツとして体系化する

と明言したのです。 

 

 

僕たちは三浦孝偉にはなれません。 

 

 

なぜ、三浦孝偉がここまで駆け抜けてくることができるのか。 

どこにいても最速で成功してくることができているのか。 

 

その秘密がこの営業力だと思っています。 

 

上記チャットを読んでもピンとこない方もいるかもしれません。 

でも、心配する必要はありません。 

そのステージになれば必ず理解できると思います。 

 

 

慶應ラグビー部でキャプテンを担い 

博報堂では同期ナンバーワンという称号を手にし 

独立後も最速で駆け上がりサラリーマン時代の年収を月収に変えることができたのか。 

 



それが営業力に秘密があると思っています。 

 

なるようにしてなったわけではない。 

 

僕たちは彼と同じ道を歩み直すことはできないということなわけです。 

しかし、全てをより効果的に活かしてきた結果を見ることはできます。 

学ぶことはできます。 

 

三浦孝偉が歩んできた道を時短して学ぶことができます。 

 

 

慶應ラグビー部で得たリーダー論。 

ラグビーをする理由なんて人それぞれなんだから全員同じ声かけじゃダメなんだよ。 

 

博報堂では各方面のプロを取りまとめるプロデューサー。 

そういった経験があったからこそ独立後最速で駆け上がるためのスキルがあったからこそ

コミュニティを運営するにあたって最高のパフォーマンスを発揮することができたという

ことです。 

 

そのことについては、僕の音声や対談動画でもお話しさせていただいています。 

まだ少しお時間もありますので、見返してみてください。 

 

そして、この動画も是非観てみてください。 

三浦孝偉の全てがわかると思います。 

三浦孝偉がなぜプロデューサーなのか。どういった想いを持って BECを創ったのかという

ことがわかると思います。 

 

特に 40分 31~は BECの理念を聞くことができますからは必ず観てください。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxJKRy2U35Q 

 

 

一過性の稼ぎを追い求めるのも別に否定することはしません。 

 

人の悩みなんて人それぞれだし、結局人は依存して生きていくものです。 

意識していなくても、依存しているものです。 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxJKRy2U35Q


意識してたら危険です。 

 

誰かがなんとかしてくれるなんて考えている人はここまでたどり着けないようになってい

ます。でも、この手紙を読んでいただいているあなたも僕もなにかに依存して生きている

のです。 

 

それは自覚しないといけません。 

 

だから、稼ぎという面で一過性のノウハウを追い求めることもまた必要なことだと思って

います。 

 

人の悩みなんて 

・ お金 

・ 時間 

・ 人脈 

・ 健康 

のどれかに分類されるものです。 

今あなたが悩んでいることは何ですか？それを解決するものはなんですか？ 

 

 

僕は BECで学ぶことで、全てを意識することができるようになりました。 

 

細分化されたチャットワークグループ。 

自分が悩んでいるところに入れば良いだけです。 

 

僕が参加してきたグループはメインチャットで人脈を築き、三浦さんからの学びを得て、

時間の使い方を強烈に意識するようになりました。 

 

BEC のサービスの中でいちばんのサービスは？と聞かれた時、僕は不定期に投げかけられ

る不定期コンテンツと答えました。 

 

昨夜の営業に関することもそれに当たります。 

嘘偽りなく言いますが、この半年間でいちばん震えました。 

そこまで考えているのか！ということに。 

 

もちろん、セールス前日ということで高揚していた気持ちもあるかもしれません。 



ですが、今回のチャットワークの指導で僕は２倍にも３倍にも成長できたと思っています。 

 

そして、この原稿を書いている今も、メインチャットでは三浦さんからの投げかけが続い

ています。僕は今日この原稿を書くために時間をとっています。この真相については、是

非直接僕に聞いてください。 

 

 

でもですね、やっぱり半年間指導を受けても成長にはばらつきがあると思うのです。 

 

成長に関しては僕ももっとできることがあったと思っていますが、まだまだだなと思うと

ころもあります。 

 

というよりは、三浦さんが先を走り続けているので、追い続けているという感じでしょう

か。指導者が生徒を満足させることができなかったら、リピートなんて起きません。 

 

小学校の時の先生を思い出してみてください。 

 

いかがでしたか？ 

生徒から人気だった先生は、やはり子供の需要をしっかりと理解して実行していませんで

したか？ 

常に前を走り憧れまで抱くような先生ではありませんでしたか？ 

 

僕が大好きな先生は突然ドッヂボールを始める先生でした。 

それが良いか悪いかは別として、授業中でもみんなが退屈してそうであればとりあえずド

ッヂボールをする先生でした。 

体を動かしてから臨む授業はまた違った世界だった気がします。 

 

でも、逆に退屈な先生は教科書通りに授業を進めていく先生でした。だって、教科書なん

て読めばわかるんですから、淡々と進められて楽しいわけがありません。 

 

それを本当にうまく一人一人に寄り添えるのが三浦孝偉です。 

 

それを僕は目の当たりにしてきました。 

 

とは言っても習う側もしっかりと考えないといけません。 

さすがに小学生ではありませんからね。社会人として、一人の人間として僕らが向き合わ



なければいけないということです。 

 

ここでは書けませんが、そういったことも三浦孝偉は真剣にぶつかってきます。ノミのよ

うなプライドをお持ちの方はとっとと捨ててから参加してください。捻り潰されて傷つく

だけですから。 

 

 

そして、そこに僕がサポートできることは立ち回りです。 

この手紙を読んでいる方はまだ BECには参加されていない方ですから（もしかしたら２期

の人も読んでるかもですが）僕がいかに贔屓されているのかということはわからないかも

しれません。 

 

でも、それってとても簡単なことなんです。 

 

一つ例えをあげさせていただきますが、最後の勉強会の日の懇親会。 

僕はサプライズ動画のセットがあるので足早に会場入りしてセッティングをしていました。 

 

そして動画再生をするためにテレビの近くの席に座ろうと思っていました。 

僕は犠牲になり三浦さんや小玉さんの前の席を辞退せざるをえなかったわけです。 

 

ですが、、、 

 

続々とくるメンバーが座るのは仲が良いメンバー同士です。 

 

いや、全然いいんです。 

BECのコンセプトは「稼ぐ・つながる・成長する」です。 

ですので、つながった仲の良いメンバーが最後の懇親会で BECのことを語らう。 

素敵なことじゃないですか。 

 

でも、僕はある程度席が埋まったのを見て、イラつきを隠せず三浦さんと小玉さんの前の

席に座りました。 

 

つながる→以上 

 

これではダメなのです。つながり成長し稼ぐことが出来るのが BECです。その最大のチャ

ンスを逃している人だらけだったわけです。だから僕はそういったことまでしっかりと指



導できるようになろうと思いました。 

 

その流れでの営業力です。僕が痺れた理由がわかりましたでしょ？きっと三浦さんもそう

感じていたからの指導だったと思っています。 

 

やっぱりね、その時に席を囲んでいたのは「かとうさん」「野崎さん」「ひなたさん」「井上

直哉」「吉田ぶちょー」でした。 

やっぱりというのは、３期に来ていただければ答えがわかると思います。 

 

その中でも井上直哉はメモ取りすぎ（笑）でも、やっぱりその精神が成長につながると思

っています。でも、それは環境の重要性を理解しているから。 

 

こんなチャンスはそうそうありません。 

 

依存の話をしました。 

 

僕は依存体質が悪いなんて野暮なことは言いません。 

だって人は依存するものだから。 

 

しょぼい指導者は自分で責任を取れないことを理由にやらないお前が悪いという決め文句

の元、依存するなということしか言いません。 

マッジでしょぼいレベルですよ。 

 

もっと言うと、偉そうにコンサルタントとか言って何も知識もスキルも人間性もない方、

大丈夫っすか？ 

 

チャンスはもうないと思いながら生きないとダメです。 

 

チャンスの神様は前髪しかないなんていう話もありますが、貪欲に行かないとダメなんで

すよ。やっぱり貪欲な人が成長しているでしょ？伸びるでしょ？ 

 

クソみたいなプライドを捨てましょう。 

 

依存しましょう。とことん依存しましょうよ。 

 

三浦孝偉という柱にとことん依存しましょうよ。 



 

しゃぶり尽くすつもりで行きましょう。 

 

ここにくれば稼がせてくれるとは言いません。健康になれるとは言いません。 

 

当然動くのはあなた。 

 

でも、依存するだけのものがあるのです。僕は徹底的に依存しています。 

依存先を選べば依存は武器になるのです。 

 

 

そして、最後に僕は稼ぐことにこだわり続けます。 

 

まだまだ止まることはしません。 

それは稼ぐことで、もっともっと出来ることがあるということを知っているからです。 

 

僕だって最初から今のように色々と展開できていたわけではありません。 

 

プロモーション動画でも話していますが、最初の頃なんてもう目も当てられないくらいひ

どい状況でした。 

今思えばよく続けてきたなと思っています。 

 

毎日ストレスに悩まされていました。 

 

手の皮が原因不明で剥けてしまうほどのストレスを抱えていました。 

 

でも、サラリーマン時代はもっとストレスを抱えていました。 

ストレスを抱えているのにストレスを発散する方法がなかったからです。 

 

いつのまにか好きな仕事をしているはずなのにそれがストレスになっていました。 

満員電車に揺られていて顔が死んでいる人たちをたくさん見ました。 

ふと顔を上げると窓に映る自分の顔も死んでいました。 

 

僕は背筋が凍りました。 

 

本当に自分なのかと思いました。 



独立すれば幸せになれるなんて思っていませんでした。 

でも、好きな仕事を邪魔されたくないという思いで独立しました。 

 

今は、あの時に行動した自分を褒めてあげたいと思っています。 

 

というのは、僕って安全主義者なんです。 

 

車は貯金が貯まってから買いたいって思うし、家はさすがにローンですが大きな買い物は

だいたいお金を貯めてからと思うタイプでした。 

 

僕は独立する時に 300万円の貯金を使いました。 

２６歳の時です。融資なんて怖くて考えもできませんでした。 

 

でも、あの時行動していなかったら今の自分はいないわけだし、これからの自分を創るこ

とも出来ないと思っています。 

 

あの時行動できていなかったら、きっと思考停止状態で今まで生きてきていて、なんとな

く低賃金重労働でも無理やり自分を納得させていただともいます。 

 

きっと結婚はしていただろうし子供もいたと思います。 

 

でも、それが自分の限界と勝手に決め付けて、無理にでも納得させていただろうと思いま

す。 

 

 

でも、僕は行動してよかった。 

 

 

辛い日々も乗り越えてきました。 

 

それはやっぱり環境があったからだと思います。 

 

僕が笑顔になれる環境。 

 

起業してすぐにBECに三浦孝偉に出会えていたらと今はそれだけが唯一悔やまれることで

す。 



 

でも、今は出会えた。 

 

だから僕はまだまだ稼ぎます。 

 

稼ぎ続けてもっともっと出来ることを増やしたいと思います。 

 

 

福祉の事業も大きくします。物販事業も大きくします。物流事業も大きくします。 

 

来年は障がい者が働く施設も建設します。 

 

それもこれも何もかも、稼ぐことから逃げなくなったから実現してこれたと思っています。

逃げなくなってからストレスから解放されたと思っています。 

 

 

だからあなたにも稼ぐことに向き合ってほしい。 

 

稼ぎ方は様々だと思いますが、必ず意識してほしいと思っています。 

 

その方法は僕と三浦孝偉という最強のプロデューサーを使い倒して考えていきましょう。 

 

 

ホリエモンでもなく、大前研一でもなく、三浦孝偉を選ぶ理由。 

 

それは、あなたを輝かせる最高のステージだから。 

人を輝かせることのプロフェッショナルがプロデューサーです。 

 

 

依存しましょう。稼ぎましょう、つながりましょう、成長しましょう。 

 

 

ここに最高の舞台が揃っていますから。 

 

 

お金が貯まってから。 



オンリーワンプログラムに 

今すぐ参加する！ 

時間ができたら。 

今はタイミングじゃ。 

 

人生を変えたいのなら、決断は今しなければいけません。 

 

 

昨日の自分に夢を託したって後悔にしかならない。 

未来の自分に夢を託しましょう。 

夢を託すためには、未来の過去の「今」行動するしかないのですから。 

 

 

僕たちは三浦孝偉にはなれません。だから依存する選択をしましょう。 

 

 

僕からできる全てをあなたに提供します。 

 

三浦孝偉×茂呂史生 

 

あなたを輝かせる全てを。 

オンリーワンプログラムで。 

 

 

 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=258293&iid=69733&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=258293&iid=69733&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=258293&iid=69733&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=258293&iid=69733&pfg=1

