


はじめに 
はじめまして 
一条響です。 

この度はご登録ありがとうございます!! 

あなたに『人生相談のはじめ方』を 
受けとってもらえたこと本当に嬉しく思います。 

早速あなたに人生相談について 
詳しくお話しようと思ったのですが.... 

その前に『人生相談』をすることで 
人生を変えた青年の物語をシェアしたいと思います。 

孤独なコミュ障が人生を変えた物語 

昔の僕は、チビで『偏差値１９』の 
誰が見ても冴えない男でした。 

だから...どんな場所に行っても 
笑いものにされ『恥』をかいて生きていたのです。 

思い出すだけで悔しい気持ちや歯痒さが、 
たくさん込み上げてきます。 



しかも、人と何を話せばいいか全然分からず... 

一人ぼっちでいつもモジモジしていました。 

僕は、そんな人生が大っ嫌いでした。 

もっと沢山友人を作って遊びたいし、 
沢山の人に尊敬され褒められる 
人間になりたかったのです。 

けれど現実は理想とは真逆でした。 

そんな暗闇の毎日を生きていた僕は、キラキラした 
リア充生活を夢見て「ある」決断をしました。 

それが.... 

コミュニケーション能力を培う為に 
バーテンダーの仕事することでした。 

話し方育成バーテン生活スタート 

元々お酒は嫌いではないですが... 
ビール缶一本飲んだら顔が赤くなり 
酔っ払いになってしまうレベルです（笑 



しかし、人と話をできる最高の場と感じたので、 
コミュ障のまま一生懸命バーテンダーの仕事に 
チャレンジしました。 

けれど.... 

何も話せないお地蔵さん状態 

現実は甘くありませんでした。 

僕は、お客さんが目の前に座っていても 
何ひとつ話すことができなかったのです。 

ただ立ってお酒を作るだけなので、店長から 
「もっとお客さんと話しなさい！！」と... 

いつも厳しく怒られていました。 

元々そこまで打たれ強い性格ではないので、 
夜な夜な家に帰り枕を涙でグチョグチョに 
濡らす生活が続きました.... 

けれど、どれだけ怒られても人と話すことが苦手で 
うまくお客さんと話すことはできませんでした。 

現場で実践すれば改善できると思ったのですが... 

あまりに厳しい現実に心が壊れそうでした。 



しかし、これまでと同じように 
誰にも相手にされない生活は絶対に嫌だったので... 

僕は本気でコミュニケーションについて 
学ぶ決意を決めました。 

コミュニケーションの真髄を叩きこむ 

自己啓発の世界で有名なデール・カーネギーさんの 
『人を動かす』という本のオーディオbookを 
購入する事を決めたのですが.... 

当時の給料では、使えるお金が非常に少なかったので、 
『全て』投資してやっとの思いで購入しました。 

かなり躊躇いながら支払ったことを今でも覚えています。 
（※漫画を新品で３０冊買えると思いました...） 

そして手に入れた音声をiPodに入れ、 
イヤホンを常に耳に突っ込みどんな場所でも 
その音声を聴き続けていました。 

電車に乗る時・家にいる時・散歩している時 
常に、常に、常に聞き続けていました。 

そこまで何度も音声を叩き込んで来たので 



『コミュニケーションの本質』を 
脳とカラダに叩き込むことができました。 

その結果.... 

コミュニケーションはシンプルで簡単 

だと理解したのです。 

人と話すことが苦手で誰とも話せなかった時代の僕は、 
自分でコミュニケーションに対するハードルを 
上げすぎていました。 

本当は.... 

『たった一つ』のことを意識する『だけ』で、 
人とうまくコミュニケーションを取ることが可能 
だったのです。 

その実実に気がついた僕は、 
職場のBarで学んだ技術を使う練習を開始しました。 

リアルなお客さん相手に練習の連続 

けれど、最初から上手くいくことはありませんでした。 



相変わらずお客さんとうまく話せず 
店長さんに怒られていましたが... 

確実に『コミュニケーション』に対する 
手応えを覚え始めていました。 

そして、 

実際に悩みを抱えている女性や会社員が来店されると... 

親身になって話を聞けるようになり始めたのです。 

悩める人に人生相談を実践 
元々コミュ障だったことが良かったのか... 

「相手がどうやったら話しやすいか？」 
「どうやったら気持ち良く話してくれるか？」 

すごく簡単に分かるようになっていきました。 

その結果、多くの人がお酒を次から次へと注文し 
僕はお酒を作りながらお客さんの話をひたすら聞く、 
カウンセラー状態になりました。 

すごく忙しくなり、店も以前よりも大繁盛して 
店長も財布が潤い大喜びで、以前よりも僕のことを 



褒めてくれる回数が倍近くに増えました。 

おまけにコミュニケーションスキルを 
磨いた結果物凄い副作用が発生してしまったのです！ 

「あなたに出会えてよかった！」 
 
昔とは比べものにならないほど... 

僕に「人生相談したいのですが...」と、 
言ってくれるお客さんがリピーターとして何度も 
来店してくれるようになったのです。 

お客さんはお酒を飲むだけではなく... 

僕に『相談』する為に日々足を 
運んでくれるようになったのです。 

僕はお金が儲かるよりも人に必要とされ、 
「いつもありがとう」と言ってもらえることが 
何よりも嬉しい気持ちでいっぱいでした。 

一部の方からは、直筆の手紙やお土産など 
色々なモノを頂いたこともあります。 

でも... 



なぜこんなにも人の悩みを聞いてあげる『だけ』で、 
人から必要とされ、話を聞いてもらう為にわざわざ 

お店に通うようになってしまったのでしょうか....? 

理由は、ただ「一つ」だけです。 

悩みを聞いてくれる人＝希少 
世の中には多くの『悩み』が存在します。 

ですが、その悩みについて本気で聞いてくれる人は、 
意外に少ないと思いませんか？ 

だからこそ、人の悩みを『聞く』ことは、 
多くの人にとって心の支えともなり得る尊い事なのです。 

しかも、人の持つ『悩み』を掘り下げていくと.... 

共通して９割は、『人間関係』に辿りつきます。 

つまり... 

人間関係の悩みを解消すればほとんどの悩みを 
解消できると言っても過言ではありません。 

僕は、これまで沈んだ顔をして来店したお客様を 
帰宅する頃には、満面の笑みでキラキラしながら 



「またくるね♪」と言って頂いた事がたくさんあります。 

その為に僕がしていたことは.... 

芸人のように笑わせることでもなく、 
面白いネタを話すわけでもなく... 

ただ「一つ」のことだけに集中して実践したのです。 

それが、 

ただ...お客さんの『話を聞く』 

多くの人は、自分の話を真剣に聞いてもらえず 
一人で悩み苦しんでいるパターンが多いので、 

常に...『誰かに本心から話したい！』 
という強い願望を持っています。 

なので、自分の話を聞いてくれる人は、 
とにかく貴重な存在なのです。 

けれど...現実問題、信頼して話をできる人は、 
世の中に多くはありません。 

だからこそ、そこに沢山の需要があるのです。 



需要があるということは、 
お金を払ってでも解決したい『悩み』を 
持っている人がたくさんいるということです。 

なので、これから先『人の悩みを聞けるスキル』は、 
更に重要視され、多くの人から求められるようになると 
僕は確信を持っています。 

なぜなら..コロナやオンライン化で孤独や悩みを話せない人
が想像以上に増加している傾向にあるからです。 

つまり、始めるなら今がチャンスなのです。 

このチャンスを活かし、 
人生相談を始める方法については、 
後ほど詳しく解説しますね！ 

で、話は変わるのですが... 

人生を輝かせる唯一無二の方法 
では、あなたに一つ質問です。 

毎日ハッピーな気持ちで生活をする為に 
絶対に必要となるモノは、何だと思いますか？ 

「う～ん、安定した収入ですか？」 
「いえ！恐らく愛するパートナーがいることです！」 



「違います！趣味に生きることですよ！！」 

etc.... 

恐らく...人それぞれ色々な意見が出ると思います。 

しかし.... 

ここが満たされないと、どんなにお金があっても 
人生が暗く冷め切ったモノになりかねない、 
重要な要素があります。 

それが、 

『人から尊敬され必要とされる』 

僕らは、どうしても誰かに認めてもらいたいですし、 
生きる希望、やりがいのある仕事がしたいです。 

あなたもそう感じませんか？ 

毎日退屈で、誰にでもできる仕事ではなく.... 

あなた『だけ』にしかできない仕事で 
日々やりがいを感じ、多くの人に尊敬され... 
 
 
「あなたのおかげで人生を救われました！」と、 
日々言われるような、尊い仕事をする方が、 



何倍も人生の充実度をUPできると思います。 

その為にするべきことは、 
芸能人になる必要もなければ、 
芸術家やお笑い芸人・医者・占い師に 
なる必要もないのです。 

ただ相手の『話を聞く』 
これだけで大丈夫なのです。 

先ほどもお伝えしましたが... 
『人の話を聞くお仕事』は、 
想像を超えて需要があります。 

実際ネット上には『オンラインカウンセリング』や 
『WEB占い』が大量に出回っています。 

つまり、多くの人が悩み苦しんでいて、相談できる場所を 
求めているということなのです。 

しかし.... 

カウンセラーや占い師は、スキルを学ぶ為に、 
時間もお金も沢山必要だと思います。 

けれど、あなたに紹介する『人生相談』は、 



スマホ一台あればいつでも開始することができるのです。 

その詳細については後ほど解説しますね！ 

で.... 

話は変わりますが、 

ハーバード大学実証!!幸せになる方法 

についてシェアしようと思います。 

なぜここでいきなり『幸せになる方法』の話を 
持ってきたのかというと.... 

「どうやったら人生をより幸せにすることができるのか?」
その証明されている事実を知って欲しかったのです。 

この事実を理解していれば... 

例え、一門無しの一人ぼっち孤独状態になったとしても、 
また一から多くの仲間や友人に囲まれ、多額のお金さえも 

手に入れることが可能になってしまうでしょう.... 

で、 



科学的に証明された人を最もハッピーにする方法は.... 
 

人を幸せにすること 
そう...実は「幸せになりたい！」と思ったら... 

シンプルに『人のことを幸せにする』ことが、 
最も近道だと証明されているのです。 

どんなに高いフレンチを一人で食べるより 
手作り料理を大きなテーブルで仲間と囲み 
ワイワイ食べる方が美味しいように... 

自分の為にどれだけ幸せになる方法を試しても 
「人を幸せにして」人から『リスペクト』される 
ことには敵わないのです。 

なぜなら、人は『他人からの評価』を 
どうしても気にします。 

どれだけ自己中心的な人であっても 
外からの評価を気にせずにはいられません。 

つまり.... 



僕らのセルフイメージや自己肯定感は、 
人から必要とされている時、尊敬されている時に 
最も上がります。 

つまり...人を幸せにすることが、 
あなたの幸せにつながる最短ルートなのです。 

他人の幸せ＝あなたの幸せ 
実際世の中には、人の悩みを解決して 
人を幸せにする仕事があります。 

例えば、セラピストや占い師... 

他にも整体師や病院の先生なんかも言ってしまえば 
『悩み』『痛み』『不快』を取り除いて 
お客さんを笑顔にする仕事です。 

しかし... 

現代では、お医者さんや整体師の方では 
どうしても取り除くことができない 
悩みが増殖する傾向にあるのです。 

例えば、ネットが発展したからこそ 
『ネット上での誹謗中傷』もそうですし... 



コロナが流行り始めてからは、 
『コロナ』というテーマで 
悩みを抱えている人が続々増えています。 

それに伴い『リモートワーク』による 
悩みの急増も後を経ちません。 

とにかく世界の変化と共に、 
これまで考えられなかったような 
『悩み』が増加しているのです。 

世界的に『悩める人』急増中 
そう....特にコロナが流行り始めてから 
『人間関係』で悩みを抱える人が本当に増えています。 

会社での人間関係だけでなく、 
周りの人との人間関係にも苦労し 
家でため息をついて「はぁ～死にたい」と.. 

と悩んでいる人も少なくないのです。 

そして、そんな悩み苦しんでいる人から 
お金を吸い上げようとする... 

ニセモノ占い師 



が本当に増えています。 

スピリチュアルな世界は、僕もすごく関心がありますし、 
精神世界を扱う大切なテーマだと思います。 

しかし、だからこそ目にえない世界なので、 
言ったもん勝ちなところがどうしてもあります。 

なので、ニセモノが巷で増殖傾向にあるのです。 

そして、多くの人生に悩んでいる方が、 
通る道といえば....『占い』です。 

特に女性の方は男性の方以上に 
占いが好きな傾向にあると思います。 

ゆえに...ニセモノ占い師に 
騙されお金を貢いでしまう方が後を経たないのです。 

能力もスキルもないのに... 

恐怖で人を煽り、その人を逃げられない状態に置き、 
悩む人から金を奪うシステムを作っている占い師も 
たくさんいるのです。 

 
心理誘導の正しい使い方 



正直なところ.... 

悩み苦しんでいる人に光を与えるスキルを少し学べば 
人のココロをコンロールすることは難しくありません。 

なぜなら...一度でもあなたの言葉に耳を傾けたら 
２度目３度目も、あなたの言葉に耳を傾けるからです。 

そうなってしまうと.... 

あなたが思うように他人の心をコントロールして 
導きたい方向に進ませることも可能となるのです。 

この本を読んでいるあなたは、 
清きココロの持ち主の方だと思うので 
悪用はしないと思いますが... 

これから話す、『傾聴スキル』を 
悪いようには使わないで欲しいです！ 

あくまでもあなたに伝える『人生相談』という職業は、 
人を幸せにし、あなたをより幸せにして日々を 
キラキラと輝くものにすることが目的なのです。 

正しい使い方をすればどれだけでも人を救うことができま
すが、悪用したらカルト宗教を作ってしまうことも可能と
なる危ないスキルだと理解してください。 



人生相談を始めたら... 

僕の人生相談にチャレンジしたキッカケは、 
バーテンダーとしてお酒の席でお客さんの悩みを 
聞くことでした。 

その時は、お客さんが飲んだお酒以上の 
儲けはありませんでした... 

しかし、 

今では「ある」プラットフォームを利用して 
１分１００円という高単価で人生相談を 
させていただいております。 

つまり.... 

時給に換算すると6000円相当を頂いている事になります。 
因みに『１分単位』の金額を上げることも可能なので、 
１分２００円～３００円にすることもできます。 

もし...200円なら12000円、300円なら.... 

１時間で18000円のお仕事 



となってしまうくらい報酬形態が大きいのです！ 

しかも、準備するものはスマホ『だけ』... 

おまけに、あなたが実践することは、 
お客さんから電話を受け人生相談に乗るだけなのです。 

それだけで、お客さんは、悩みから解放され幸せになり 
あなたに出会えたことを本気で感謝するようになります。 

そうなると、あなたも人生相談をすることに、 
とてもやりがいを感じると思います。 

なぜなら... 

多くの人に涙を流しながら 

「あなたに出会えてよかった...」と感謝され、 
多額のお金を受け取れることが出来るのです。 

そうなると毎日がキラキラと輝き始め、 
お客さんを喜ばせる事が本当に楽しくなると思います。 

あなたの人生を 
ピッカピカに輝かせましょう!! 



僕が今回シェアするメソッドは 
収入を増やすだけでは止まりません。 

あなたのファンを増やし多くの人に必要とされる 
キラキラと充実した人生を歩む為のメソッドです。 

世の中には、多くの在宅でやる仕事がありますが、 
これほどまでに再現性が高くやりがいのある仕事は、 
どこを探しても多くはありません。 

13歳～86歳の女性が活躍中!! 

最年少の方では、一緒にセミナーに参加してくれていた 
小学生の女の子が開始数日で、３万円を稼ぎ出したり.... 

86歳の元気な貴婦人の方も今では元気にパソコンを使いこ
なしながら多くの人に慕われています。 

他にもこれまで全然ビジネスをやったことなかったOLの方
やパソコンでカタカナ変換できない主婦など... 

ゼロもしくは初心者スタートの方が、 
確実に人生を明るい方向へと変えているのです。 

難しいスキル・資格・ツール・軍資金... 
一切必要なし！必要なのは相手を思いやる心 



「さえ」あれば、あなたは他では手に入らないレベルの 
お客さんからの感謝の声と、多額のお金を受け取ることが 
可能となってしまうのです。 

そして.... 

あなたにが人生相談する時に、 
話す必要がある単語は『５つ』だけです。 

話を聞く時に、５つの単語「さえ」丸暗記しておけば、 
あとは想いを込めて相手の話を聞くだけでOKなのです。 

その、５つの強力な単語を知る前に、 
あなたに一つだけ、知っておいてほしいことがあります。 

人生相談マインドセット 

あなたが人生相談を実践する時に、 
最も重要になる『マインドセット（考え方）』を 
シェアしたいと思います。 

この考え方がベースにないと... 

人を癒したい気持ちで一生懸命活動しているのに、 
なぜかお客さんに嫌われ、誰からも相手にされなくなり、 

最悪孤独な道を歩むことになってしまいます... 



逆にこのマインドセットを意識する『だけ』で、 
多くの人から尊敬され、仲間や友達に囲まれる 
素敵な毎日にすることも可能となるでしょう... 

なので、これからシェアするマインドセットだけは、 
意識してください！ 

で...その人生相談する時の大切なマインドセットが、 

-人生相談MindSet- 
『アドバイスしない』 

「えっ！？アドバイスしない？どういうことですか？」 

と感じるかもしれませんが.... 

人生相談する時には、アドバイスする必要は無いのです。 

実は、多くの人は誰かに相談する時、 
既に自分の中で『答え』を持った状態で 
誰かに相談しているパターンがほとんどなのです。 

あなたも経験があるかもしれませんが... 

誰かに相談して、ただ話を聞いて欲しいだけなのに、 
なぜか上から目線でアドバイスや説教され 



すごくイライラした経験はありませんか？ 

あの現象がまさに... 
自分の中で既に答えが出てる状況なのです。 

なので、誰かが 
「相談に乗って欲しいです。」 
と言ってくる時は.... 

アドバイスをせずに「うんうん...」と、 
ただ話を聞く事だけに意識することが大切なのです。 

そうすると、相手はなぜか話しているだけで自分の中で 
自然にモヤモヤを解決し、心からスッキリし始めます。 

そして...あなたに心の底から感謝するのです。 

なぜなら、相手はあなたに相談したおかげで、 
悩みを解消することができたと感じているからです。 

なので...人生相談をする時には、 
アドバイスをせずに相手に自分で気づいてもらうことを 
意識するだけで人を喜ばせることができるのです。 

ただ、いざ実践して行くと... 

「一条さん！こんな風に聞かれたらどうすれば？」 
という問題も出てくると思います。 



 
その部分に関しては、また別の機会に 
ケースタディーとして詳しく解説しますね！！ 

最後に 
ここまで読んでいただきありがとうございました。 

僕の人生をかけて作り上げて来たコアなメソッドが... 
『人生相談のはじめ方』です。 

年齢を問わずスキル・知識も必要なく 
これほど再現性が高いものはないと思います。 

僕の教え子さん達もお客さんから 
「ありがとう」の言葉を頂きながらお金を稼ぐことで、 
本当に毎日楽しそうに活動しています。 

人生相談を始める前とは比べ物にならないほどです！ 

それほど人生相談は、あなたの人生を色鮮やかなものに 
することができる素晴らしいお仕事なのです。 

なので、ぜひあなたにも取り組んでいただきたいです！ 

ただ、人生相談する場合には、 
活動するプラットフォームを用意する必要があります。 



あなたの好きなSNSで活動することもできますが... 

僕の一押しのプラットフォームは、 
１分１００円の高単価でお客さんからお金を 
受け取ることも可能ですし... 

多くの人が悩む『お客さん集め』も、 
そのプラットフォームがやってくれるという... 

かなり魅力的過ぎる場所です。 

その情報に関しては.... 

『人生相談で月１３万円を稼ぐ方法』 
にて公開しています！ 

こちらは、LINEで送らせて頂いておりますので、 
ぜひ読んでおいてくださいね！！ 

追伸: 

もし...公式LINEに登録できず 
『人生相談で月１３万円を稼ぐ方法』を 
入手できなかった場合... 

特別に期間限定で 
こちらから登録して受け取ることができます！ 



「まだ！受け取ってません！」 
という場合は、以下のURLをクリックして 
受け取ってくださいね！ 

→https://lin.ee/AgMv7iu 

最後になりますが..... 

今回のレポートを読んでの感想をいただけると 
すごく嬉しく思います。 

あなたの感想がより一層コンテンツを作成する時の 
僕のやる気につながります。 

更なる特別プレゼントを用意！ 

感想を送るのも大変と思いますので、 
もし、感想を送ってくれた方には... 

更に特別なプレゼントを用意しようと思います。 

このプレゼントは、僕の有料サロン内でしか 
公開していない秘匿性の高い情報です。 

なのでぜひ感想を送ってくださいね！ 

→https://maroon-ex.jp/fx78088/Vy7ab3 

https://lin.ee/AgMv7iu
https://maroon-ex.jp/fx78088/Vy7ab3


それでは 
ありがとうございました！ 

一条響 


