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周りから応援されて 

やりたいことを「仕事」にできるあなたに！ 

 

マインドが９割！ 

趣味起業から 

ステージアップする方法 

 

小川メグミ 

 



2 

 

 Copyright© Megumi Ogawa All Rights Reserved  

 

 

 

どうしたら 

趣味起業から「ステージアップ」して、 

やりたいことを「仕事」に 

できるだろう❔ 
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【はじめに】 

さあ、趣味起業を脱却しよう！ 

 

こんにちは！ 

マインドが９割！ 

趣味起業からステージアップする方法 

あなたの「お客様への想い」を引き出し 

趣味起業から「仕事」と呼べる段階に引きあげる 

起業サポーターの小川メグミです。 

 

 

マインドが９割！ 

「趣味起業からステージアップする方法」 

をダウンロードいただきありがとうございます！ 
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本書は、 

起業をこれから考えている方、 

起業して間もない方が 

「自分のやりたいことで仕事を始めたい」 

「始めたからには、趣味起業ではなく 

仕事と呼べる位の成果をあげたい」 

そんな起業家のために創りました。 

 
これまで、 

ご自分のやりたいことを仕事に活かすには 

どのようにしたらよいか、 

色々と本を読まれたり、 

セミナーや講座に参加したりして 

「やりたいことを仕事にする方法」を 
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模索されていた方も多いと思います。 

 

私自身、 

起業当初は、 

ブログやフェイスブックの活用方法など 

起業ノウハウの講座へ参加をしたり、 

かなりの自己投資をして学びました。 

 

学んでは実践し、 

成功・失敗してまた学んで… 

の繰り返しで小さな成功を積み重ねながらも、 

なかなか大きな結果に結びつかない時がありました。 

 

当時の私のように、 

色々学んで実践もしているけれど、 

なかなか趣味起業から脱却できなくて 

ちょっと不安になっているあなた！ 

もう心配はいりません。 
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周りに応援されながら楽しく 

「やりたいことを仕事に」できたら・・・ 

趣味の領域を超えてずっと継続できる 

「自分の仕事」にしていけたら・・・ 

そう思ったことありますよね？ 

 

 

 

趣味起業から抜け出して 

やりたいことを仕事にできる方法。 

 

ストレスフリーで楽しみながら、 

気づいたら 

あなたの理想とする仕事を創造できる方法。 
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今日はあなただけに特別に 

その秘密、 

お伝えしようと思います。 

 

もう一人で悩まなくていいのです。 

コレクターのように 

ノウハウばかり集める必要も 

全くないのです！ 
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・趣味起業からステージアップできない 

A さんの事例 

✓商品はあるが、色々付け足して資格マニアのよう

になってしまった A さん 

こういう方が実はとっても多いのです。 

例えばこういう方。 

 

リラクゼーション施術の資格取得後、 

施術の提供を開始したが、 

お客様が定着しないので、 

お客様に喜んでいただけるように 

もっと施術の内容を色々入れようと 

さらに別の講座に参加して資格取得。 

気が付いたら資格マニアのようになっていた。 

学んでばかりで、 

趣味起業の状態から抜け出せない状態の方。 

 

もう一つ例をあげます。 
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・趣味起業からステージアップできない 

B さんの事例 

✓イベント出展が仕事になってしまっている B さん 

 

イベントに出展により 

ご自身のサービスを広げようと    

出展を繰り返しているうちに、 

いわゆる「イベントジプシー状態」に。 

また、イベントに出ること自体が 

仕事のようになってしまい、 

イベント出展の目的を失い、 

イベント出展料と当日の売上のみに 

目が行ってしまい、 

目先の損得でしか物事を 

判断できなくなっている状態。 

結局ステップアップするために 

本当に必要なことが実践されないまま、 

趣味起業の域から抜けられない状態になっています。 
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✓趣味起業から脱却できない人の特徴  

このお二人の方の例でみると、       

学んだり、イベント出展したり、 

起業に必要な積極的な行動はされているのです。 

でも、なぜ趣味起業から脱却できないのか・・・？ 

 

それは、趣味起業を脱却ために重要な 

「３つのポイント」が 

しっかりと実践されてないからなのです。 

 

このポイントを押さえていなければ、 

かなりの時間、一人で頑張らないと 

周りの応援も得られず 

趣味起業を脱却することはできません。 

 

逆に言えば、 

このポイントを押さえれば、 
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応援されるあなたになり、 

趣味起業からステージアップして、 

やりたい仕事に必要な幸運・チャンスを 

自然に掴むことができます。 

 

この小冊子では、趣味起業からステージアップし、 

やりたいことを仕事にするために重要な 

「３つのポイント」を惜しみなくお伝えします。 

 

活用していただけたら、 

今日からすぐに売上につながる方法も 

織り込んでいきます。 

 

さあ、用意はいいですか？ 

マインドが９割！ 

趣味起業からステージアップする方法 

を公開いたします！ 

途中のワークもぜひ取り組んでくださいね！ 
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・本書は今すぐにダウンロードして保存して 

下さい！ 

ここまでを WEB 上で見ていた方は、 

今すぐダウンロードして 

分かりやすいところに保存しておいてください。 

そして、いつでもすぐに見返して復習してください。 

本書には、あなたのための考え方が複数含まれています。 

ただ読み進めるのではなく、実際にあなたの例で考え、 

時間をとって実施してもらいたいのです。 

それによって、 

あなたがやりたい仕事で趣味起業から 

ステージアップできるかどうかが決まります。 

そして、このＰＤＦの最後には 

特別プレゼントをご用意してあります。 

本書を最大限に活用された方は 

その答え合わせの場としてご利用ください！ 
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マインドが９割！ 

趣味起業から脱却する方法 

-目次- 

●【はじめに】 

さあ、趣味起業から脱却しよう！（P1～7） 

✓資格マニアの Aさん （P8） 

✓イベントジプシーの Bさん （P9） 

✓趣味起業から脱却できない人の特徴 （P10～11） 

✓今すぐダウンロードしてください （P12～14） 

●普通の主婦 OL だった私が、ゼロから起業し 

やりたいことを「仕事」にできるまで 

✓１０年勤めていた会社で出会った仕事が 

 やりたいことの原点 （P15～19） 

✓やりたいことが見つかった育児休業期間 （P20～21） 

✓仲間を応援していく経験が相談ビジネスの礎に（P22～29） 

年間 100件以上の相談・イベント企画・動員  

3 年間で、300件以上の経験を積む 「共に成長」がテーマに 
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●マインドが９割！ 

趣味起業を脱却できる「3 つのポイント」 

✓第 1章 あなたはなぜその仕事をやりたいのですか（P30～36） 

✓第 2章 お客様にどうなってほしいですか（P37～45） 

✓第 3章 お客様がなりたい姿になった後の世界は 

どんな世界ですか。（P46～52） 

●最後に・・・ （P53～55） 

●クライアント様のご感想 （P56～61） 

●無料個別相談へのご招待 （P62～65） 
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普通の主婦 OL だった私が、ゼロから起業し 

やりたいことを趣味起業から「仕事」にできるまで 

 

・１０年勤めていた会社で出会った仕事がやりたいことの原点 

起業前１０年勤めた会社での業務は、 

美容全般に関わる営業職でした。 

営業といっても、 

売り込む営業とは違い、 

具体的には化粧品を流通している代理店さんに 

化粧品、メイク、エステについて講義をし、 

役立つ旬の情報をお伝えする。 

サロンオーナーさんやスタッフさんの 

モチベーションをあげるミーティングを行う。 

お客様が喜んでリピートしていただける方法を 

一緒に考える。 

といったように、多岐にわたって、 

商品の流通に関わる方々を 
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サポートしていくというお仕事でした。 

多岐にわたっている中で、 

私の魂が喜ぶ仕事は 

「現場でのサポート業務」でした。 

現場の代理店さん、オーナーさんのお話を聞いて、

お困りごとや「こうしたい」という想いや希望を 

伺い、それに向かってどのように行動に移していっ

たらよいか、一緒に考え、サポートしていった結果、

「こんな風に成長した！」 

「こんな喜びの声があったよ！」などと 

喜んで報告をしてきてくださることが、 

何よりのやりがいでした。 

 

当時、少しお堅い代理店さんが、 

お客様を喜ばす企画をしたいということで、 

お客様層の「大人の女性たち」が喜ぶことを 

考えたときのお話です。 

女性が喜ぶことって何でしょう。 
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それは「プリンセスになること」と定義つけ、 

そのイベント参加者にキラキラ輝く「ティアラ」と

「スティック」をつけていただくことを提案。 

何しろ、お堅い代理店さんなので、 

それが許されるかどうかギリギリなところでした。

悪くすると、 

ふざけているとお叱りを受けてしまう 

かもしれません。 

ですが、代理店さんの「想い」である 

「お客様を喜ばせたい」 

という目的にフォーカスし、 

勇気をもって提案したのです。 

結果、 

提案を採用していただき、イベント当日は、 

今までにない「お姫様気分になる」という演出で 

お客様に大変喜んでいただけたのです。 

代理店さんにとっても、 

新たな視点でイベント企画を考える 
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「きっかけ」をお渡しできました。 

このようなことがあり、 

「こうしたい！」という想いに寄り添ってサポート

し、シフトチェンジできる「きっかけ」をつくる 

ことが私の心からの喜びであり 

やりたいことの原点となりました。 

 

そんな折、 

二人目妊娠中の時に、あるきっかけが訪れます。 

２０１１年東日本大震災が起き、 

高層ビル２７階で被災しました。 

ビルが折れるかと思うくらいの揺れの中、 

「これで死ぬかもしれない・・・ 

このまま終わるのは嫌だ」 

死は突然訪れることもあるのだと 

身をもって体験。 

今後の生き方について考える 

大きなきっかけになりました。 
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限りある人生の中、自分が本当に心の底から 

喜びを感じることだけを仕事にして、 

必要な人に届けたい。 

 

そう思うようになりました。 

しかし、 

喜びを感じる仕事はあるけれど、 

自分で起業してやっていく時に 

それは具体的にはどんな仕事になるのだろう。 

 

そんな想いが芽生えた中、 

第二子の育児休業中にさらに転機が訪れます。 
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・やりたいことが見つかった育児休業期間 

育児休業中に、 

ママ友が教えてくれた体験型イベントに 

お客として参加したことが転機になりました。 

主婦でありながら、 

それぞれのブースでとても楽しくお仕事を 

している起業されている方々と出会ったのです。 

イベントの主催者も、 

小さい赤ちゃんを育てながらお仕事されていて、 

そのイベントにすぐに魅了されました。 

「こんな楽しい世界があったんだ！」 

「私もやってみたい！」 

当時の私は、出展するものが何もなかったので、 

イベントで出会って一目惚れしたアートの 

「パステル和みアートインストラクター」の 

資格を取得しました。 

そして資格取得後、すぐにイベントに出展しました。 
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また、 

同時期に市公認の育児サークルも立ち上げ、 

交流の場の創出と、 

そこでこれから活躍したい先生とのマッチングを 

行い、イベント企画をしました。 

参加するママも子供も楽しくて、 

講師デビューするのにまだ勇気がいる先生も 

「教える機会」ができて、一歩踏み出す勇気が出る。 

そんな場をプロデュースしました。 

 

こうして、 

講師デビューしてみたい先生と 

そのサービスを受けたい方を 

マッチングさせる場の提供を 

した経験により、かねてから私の望みであった 

「想い」を「カタチ」にする仕事が 

現実化したのです。 
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✓仲間を応援していく経験がビジネスの礎に  

起業サポーターとして 

年間 100 名以上の相談・イベント企画・動員  

3 年間で、300 件以上の経験を積む  

「共に成長」がテーマに 

育児休業からの復帰後、約二年で退職。 

晴れて、 

２０１５年に起業活動をスタートさせました。 

 

私の起業スタートは、大好きなパステル和みアート

の体験講座を開くことから始めました。 

 
パステル和みアート 

イベントや交流会に参加して活動を広めていくうち

に、私と同じく主婦で起業したい方がいて 
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悩んでいることも同じだということに 

気が付いたのです。 

そこで、私のやりたいことの根源である 

「周りをサポートできる喜ばれる何か」 

「想いをカタチにするお手伝い」 

ができそう！と、 

すぐに「起業のための情報シェアランチ会」を 

企画しました。 

初回から思いのほか沢山の方にご参加いただき、 

家事育児と仕事の両立についてや、 

起業初期の悩み、解決策などの情報をシェアし、 

楽しく共に成長する場として徐々に発展を遂げ 

３年間もの間、 

会を継続して開催することができたのです。 

 
情報シェアランチ会 初回 
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そこで、参加してくださるお客様とともに 

成長できる情報を色々な方面から集めました。 

例えば、ブログ・集客講座に参加したり 

コンサルタントについてビジネスを基本から学び、 

そのノウハウをすべて参加者の方に 

お伝えしていきました。 

また、必要に応じ特別講師をお呼びしての 

招致企画も開催。 

起業サポーターとしての活動を 

邁進させていきました。 

 
特別講師の招致企画 おもてなし開運講座       

 

 

 

 
 

想いが伝わるニュースレター講座 
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一つずつステップアップを重ね、 

趣味起業から始めた方も、 

個別相談やイベントで 

継続してサポートしていくことで 

趣味起業から脱却し数十万の売り上げをあげる 

クライアントさんも輩出されました。 

 

私はこうして 

普通の主婦でありながら 

これまで沢山の方に応援していただき 

「起業サポーター」 

という仕事を 

確立させて 

いきました。 
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小川メグミの実績 

 

これまで３００名以上の女性起業家の方の 

お話を伺う機会があり、 

主に個別相談・イベント企画を 

ご提供させていただいております。 

 

お話を伺うことで、 

「頭の中にあったイメージが、言葉になり具現化し

ました！」と喜んでいただけたり、 

サービスをご提供させていただいた皆様からは、 

「アイデアをもらえた！」 

「自分のやりたいことがどんどんまとまって、 

やるべきことが明確になる！」とのお声も 

多数いただいております。 
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広い世界の中で 

ご縁があって私と関わってくださっている方には、

一歩ずつでも前に進んでほしい！ 

共に成長したいから。 

これは起業サポーターとしての 

私の揺るがぬ信念です。 

 

そこで、 

これまで関わらせていただいた方の中で 

結果を出しつづけている女性起業家の 

分析を行いました。 

 

その結果、 

一つの結論に達しました。 

 

起業活動の発展に必要なのは、 

 

ノウハウ１割 マインド９割である。 
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９割を占めるマインドの中で重要なのは 

大きく分けて３つしかありません。 
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特に１つ目の 

なぜそのお仕事をやっているのですか？というのは、 

お仕事を発展させていく上で根幹の部分になります。 

ここにブレない軸がないと、 

どんなに良い商品でも 

長きにわたりお仕事として 

活動を継続していくことができません。 

 

この後、 

この３つのポイントについて 

詳しく解説していきます。 
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マインドが９割！ 

趣味起業から脱却するための３つのポイント 

 

それでは、 

趣味起業を脱却してお仕事を発展させていくための 

「３つのポイント」 

をお伝えいたします。 

 

 

第１章 

なぜそのお仕事をやっているのですか？ 

 

起業マインドが重要な理由 

 

マインドを直訳すると、「心」や「精神」になります。 

しかし、起業マインドとは、「成功するために必要な

考え方や心の状態」のことを言います。 
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京セラ創始者の稲森和夫氏は、 

このように言っています。 

 

人生・仕事の結果＝考え方×熱意×能力 

そして最初の「考え方」。３つの要素のなかではもっとも大事なもので、 

この考え方次第で人生は決まってしまうといっても過言ではありません。 

考え方という言葉は漠然としていますが、 

いわば心のあり方や生きる姿勢、哲学、理念や思想なども含みます。 

この考え方が大事なのは、これにはマイナスポイントがあるからです。 

0 点までだけではなく、その下のマイナス点もある。 

つまり、プラス 100 点からマイナス 100 点までと点数が幅広いのです。 

したがって、能力と熱意に恵まれながらも考え方の方向が間違っていると、 

それだけでネガティブな成果を招いてしまう。 

考え方がマイナスなら掛け算をすればマイナスにしかならないからです。 

「生き方」（稲盛和夫著 サンマーク出版） 

 

考え方＝マインドがマイナスだと、どんなに熱意や

能力があっても、マイナスにしかならないのです。 
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個人起業家に当てはめて考えると、 

このような具合です。（考え方＝マインド） 

 

良い考え方を持っていれば、 

素敵なお客様、仲間に恵まれ、 

順調に起業活動が継続でき、 

悪い考え方を持っていれば、 

お客様が寄り付かないだけでなく 

それどころか、 

自分のエネルギーや資源を搾取されかねません。 

 

また、 

どれだけの良いノウハウを見聞きしても、 

ネガティブな性格で挑戦を怖がり、 

何かある度にやっていることが中断してしまう方は、

せっかく学んだノウハウも、 

無駄になってしまいます。 
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普段の活動でいえば、 

「知っています。分かっています。」 

の状態から 

「知っています。実践しています。」 

の状態を保つマインド。 

 

実践し、それを継続するために必要なことは、 

 

自分を信じること。 

起業初期は、周りの反対があったり、 

持ち出しばかりでなかなか結果につながらず 

何かと揺らぎやすい時期といえます。 

 

あなたにも、こんな経験はないですか？ 

「起業したい」と言ったら、 

旦那様や、お友達が「リスクがあるよ」などと 

反対してくるということ。 

その時に、「揺るがぬ信念」をもってお話できますか。 
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「揺るがぬ信念」とは、    

あなたがそのお仕事をやる理由です。 

その「やりたいことをお仕事にしたい理由」が 

明確に言語化されていないと、 

周りに反対される度に揺らいでしまう。 

周りから反対される度に落ち込む自分。 

一方で、 

しっかりと軸を持ち 

どんな反論にあっても 

前を向いて 

活動を継続できる自分。 

 

どちらがよいですか？ 

 

これは、 

ビジネスの規模が小さくても大きくても 

ビジネスを発展させていく為に 

根幹になる考え方です。 
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私のクライアントさんも、 

それまでブログに商品の活用の仕方やノウハウを 

載せることが多かったのを、 

ビジネスをやる理由・ご自分のストーリーを考えて

いただきブログにコツコツと掲載したところ、 

まったく会ったことのない方から 

すんなりバックエンドのお申し込みが 

入った方がいらっしゃいます。 

自分のお仕事への「想い」を持っていること。 

そしてそれを継続して伝えていくこと。 

 

それだけで、 

同じ商品を展開している方と決定的な差が生じます。 

その「想い」に共感するファンが増えていくのです。 

 

こうして 

揺るがぬ信念が芽生えたら、 

あなたの発するエネルギーが変わります。 
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それに伴い、 

周りの応援体制も変化していくことでしょう。 

 

あなたが、そのお仕事をやっている理由は 

なんでしょうか？ 

 

ぜひ考えてみてくださいね！ 

 

ワーク 1 

あなたはなぜそのお仕事をやっているのですか。 
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第２章 

お客様はどうなれますか？ 

 

第１章で、そのお仕事をやる理由を確立したら、 

次は、 

あなたのところへ来ると 

どうなれるのかを考えましょう。 

 

あなたのお客様が 

あなたのサービスを受ける前は、 

どんな状態だったか。 
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そして、 

あなたのサービスを受けて 

どう変わっていけるのか。 

 

あなたとお客様が一体感を感じられる位、 

お客様の望む未来を請け負う覚悟はありますか。 

 

よく「自信がない」という方がいます。 

 

自信がないには、色々あって、 

 

例えば、 

「代金をいただく自信がない」から、 

本当は嫌なのに、低価格で提供。 

 

「商品をご紹介する自信がない」から、 

お客様にとって 

必要な情報を提案して差し上げられない。 
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「次に会うお約束をする自信がない」から、 

リピートにつながらない など 

 

これらすべて、 

結局は自分都合（自信がないという自分の感情）が 

先で、お客様の幸せが後のマインドに 

なってしまっています。 

 

お客様にとって、何がベストか。 

それを一番に考えられると、一体感をもって、 

本当に喜ばれるサービスが提供できるのです。 

 

会社員時代、 

お取引先に「お客様が喜ぶこと」を優先して 

勇気をもって提案したことが 

結果、成功したという例を先述しました。 

これは成功例ですが、 
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起業してからは、失敗もしました。 

お客様が望む情報として 

「集客方法を知りたい」というのが 

定番だったのですが、 

ノウハウ重視でお伝えし、 

それだけがお客様の喜ぶことと 

思い違いをしていた時がありました。 

 

喜んでいただけたお客様がいらした一方、 

一体感が得られなかったお客様は、 

離れていきました。 

言葉だけをとらえてはいけなかったのです。 

本当に望まれていたのは、 

一人一人のなりたい未来を聴く姿勢だったのです。 
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あなたのお客様の望む未来は何でしょう？ 

 

お客様の望む未来は何なのか、 

もし分からなかったら、 

分かるために何ができるか考えてみましょう。 

 

例えば、 

私のクライアントさんの 

育児教室の講師の先生のエピソードをご紹介します。 

普段はグループレッスンなので、 

個別にお母様のお話を伺う機会がありませんでした。

そこで、 

夏の個別面談と称して、 

お客様と個別にお会いし、 

それぞれの望む未来をヒアリングしています。 

育児教室に通わせるくらい、 

お子様の成長を楽しむお母様なので、 

先生と個別にお話ができると言って、 
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とても喜んでいただけたそうです。 

お母様方が望む未来を知ることで、 

先生も、 

お客様の望む未来のイメージが 

さらに湧き、より愛の籠ったレッスンが 

繰り広げられていきます。 

お客様との一体感が 

着実に育まれて行った結果、 

新規のお客様の質もどんどん上がっていったのです。 

 

さらに、実際にヒアリングした結果、 

先生が、お客様にどうなってほしいかのイメージを

より具体的に描けるようになると 

それに見合ったお客様が 

いらっしゃるようになりました。 
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問い合わせも増え、講座は満席になった上に、 

先生自身も、 

惜しみなく情熱を注げるお客様に囲まれて 

さらに充実したお仕事を実現する 

までになったのです。 

 

もし、あなたが 

まだお客様がいない方でしたら、 

理想のお客様を一人イメージしてみましょう。 

そのお客様に近い方に声をかけて、 

お話を伺ってリサーチしてみましょう。 

 

お客様の望む未来。 

 

そして、 

あなたは 

お客様がどうなれることをお約束できるか。 
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趣味起業から抜け出すには、 

この「プロ意識」が重要なのです。 

 

そのために、 

具体的に考え、イメージすることが大事です。 

 

「自分のところに来ていただければ、 

安心して任せてください！」と 

お客様にとってのベストを尽くせるまで。 

 

自信があるから、 

できるのではないのです。 

 

「プロ意識」を持ってやるから、 

自信がつくのです。 
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ワーク２ 

お客様はあなたのところでどうなれますか 
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第３章 

お客様がなりたい姿になっていただいた後、 

さらにどのような未来をみせたいですか 

 

第二章で、お客様の望む未来をお約束して、 

喜んで商品をご購入いただけた後は、 

さらに、お客様の思い描いた価値よりも 

期待以上の価値を届ける準備をしましょう。 

 

機能より価値  

 

お客様の期待を超える価値を先回りして 

イメージさせてあげましょう。 

 

なぜならば、 

お客様がほしいのは、「もの」そのものではなく、 

それを購入したことによって得られる 

未来の自分、未来の可能性なのです。 
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例えば、 

クレイの講師の方。 

クレイセラピスト養成講座の卒業生で 

コミュニティを形成しています。 

クレイを楽しみながら 

人生を豊かに生きたいという方々。 

お客様には、卒業してつながりが断たれるわけで

はなく、さらに同じ志を持った居心地の良い 

「クレイの仲間つくり」という価値を提供。 

同窓会のようにお茶会も開催し、 

卒業生が先生に 

講座開設の悩み相談をしているうちに、 

「卒業生への起業サポート」という 

新しいサービスが生み出されました。 

お客様との信頼関係を継続していくと 

お客様に喜ばれるだけでなく、 

このように自然に発生したニーズに従って 
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リピートしていただくことも可能です。 

お客様にとっても、 

情報を調べるのに右往左往することなく、 

このコミュニティにいれば安心で、 

クレイのように少し専門的な情報もいち早く 

教えてもらえるとあって、 

とても良いエネルギーの循環が 

行われ始めています。 

 

 
大人になったからこそできる楽しい仲間♪ 

信頼関係のある安心・安全なコミュニティ♪ 
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また、 

私自身の例をあげますと、 

個別起業サポートを提供していますが、 

そのサービスを受けていただいている方で構成 

する女性起業家コミュニティをご提案しています。 

仕事だけではなく、 

ライフスタイルの中の一部となり 

仕事だけではなく、遊びもありの 

「人生の楽しみを共に共有できる仲間」としての 

コミュニティ形成をしています。 

 

仕事を軸としたときに、 

コミュニティの向かう未来のイメージは、 

抽象的にはこうです。 

集う先生たちの「想い」を「種」とすると、 

種を大事に育て、芽が出て、 

やがて色とりどりの花を咲かせる。 
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そして、その花の種が、日本中に広まっていき、 

世の中を明るく照らすのです。 

広まった先で、 

また明るく照らすお花畑が広がっていく。 

 

 

 

具体的には、 

「幸せな未来を創造できる商品・サービス」を 

広めていきたいという 

「温かい想い」がある人達が集まるコミュニティ。 

「共に成長したい」という想いがある方でしたら、 

活動の大小は問いません。 
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「未来へ向けて、明るく幸せな世界をクリエイト」 

がテーマです。 

まずは、一人一人が起業活動を軌道に乗せ 

趣味起業から脱却し自立をめざします。 

将来的には、「協業」もできて、 

さらにその活動がそのまま社会貢献につながる。 

そんなコミュニティを創造していきます。 

 

というように、 

お客様の期待を超える「価値」「未来」について 

抽象的なイメージ 

具体的なイメージ 

両方、思い描いてみましょう。 

 

お客様のなりたい未来のさらに先を 

イメージできる材料を準備してお客様を 

お迎えしましょう。 
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ワーク３ 

お客様に見せたい世界はどんな世界ですか。 
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最後に・・・ 
 

いかがでしたか？ 

ワークにしっかり取り組んでいただけましたか？ 

 

学んだノウハウを活かすためには、 

マインドが整っていることが 

何よりも大事ということ。 

ノウハウ１割マインド９割 

 

 
 

 

マインド

９割

1割

ノウハウ
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あなたが趣味起業からステージアップして、 

やりたいことを仕事にしていくカギは、 

この小冊子で挙げた 

「３つのポイント」 

 

１.なぜそのお仕事をやっているのか？ 

２.お客様はどうなれるか？ 

３.お客様に見せたい世界はどんな世界か？ 

 

をお客様に発信し続ける必要があります。 

 

とはいっても、 

それらをどう定義付けし、イメージを膨らませて、

さらに発信までしていくのか、 

まだまだ不安もおありだと思います。 

 

そんなあなたに朗報です！ 
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この小冊子の最後に、 

あなたのビジネスにクローズアップし、 

これら「３つのポイント」が 

きちんと押さえられているか？ 

 

していないなら 

何から取り組むべきなのか？ 

しっかりお話させていただく場を 

ご提供いたします。 

 

今回のワークに取り組んでいただき、 

・もっと知りたい！！ 

・自分の「想い」を引き出してほしい！！ 

・ワークの答え合わせをしたい！！ 

 

そんなあなたは、 

ぜひ小冊子の最後をご覧くださいね！ 
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クライアント様のご感想 

 

 

埼玉県：有川俊子さん  

（Lippru クレイセラピー教室主宰） 

 

 

メグミさんには、毎月個別相談をしていただき、 

自分一人では思いつかない提案をしていただきまし

た。新しく立ち上げられた女性起業家のグループに

参加したことで、埼玉から念願の都内進出を果たし、 

新規の生徒さんも順調に増えています。 

趣味起業から自立した起業家へと、 

メンタル面も変化しました。 

「一緒に成長していこう」という言葉が心強いです。 

 

 

 

 

 



57 

 

 Copyright© Megumi Ogawa All Rights Reserved  

埼玉県：坪井 遙さん  

（monbebe 育児教室主宰） 

 

私は起業をして間もない者です。 

右も左も分からず、何をすればいいかも分からず、 

起業に必要なマインドも備わっていない状態で 

コンサルの受講をし始めました。 

私がメグミさんのコンサルを受けて良かった点は、 

「できる」というマインドにしてもらったことです。 

 

自分にはできない、可能性を見出せないと 

思っている時に、 

メグミさんが起業したご経験から 

またコンサルをしてきた生徒様のことなどを 

例にあげてその気持ちに寄り添ってくださり、 

そして、「大丈夫だよ」「できるよ」という声かけが

何より心強かったです。 

その上で、色々と話を聞いて下さる中で、 
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自分の中にある答えを導き出してもらっています。 

 

答えは自分の中にあるはずなのですが、 

一人ではそれを表現することができず、 

話し合いの中でそれを引き出してくださった事が 

一番のメリットだったと思います。 

 

どのような種をまいて行ったらいいのか具体的に 

アドバイスを頂きながら、 

そのまま実行に移すようにしています。 

今それが確実に見になろうとしているのを 

感じています。 

花がすぐに芽を出して花開くことがないのと同じで、

まずはしっかり根を張るところから 

始まっているのだと思います。 

台風が来ても嵐が来ても地震が起きても 

しっかり根を張っていることが、 

その土台作りがとても重要なのだと理解しています。 
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そして長い目で応援して下さるメグミさんの 

誠実さをその眼差しの中に見ることができます。 

私はメグミさんの人となりを見させていただき、 

私自身の仕事における姿勢のあり方としての 

背中を見させて頂いているような感じがしています。 

そして皆さんにも安心してご紹介できる 

信頼できる誠実な方だと思っております。 

何があっても受け止めてくれる温かい方で、 

尚且つ人のお役に立ちたいという情熱を 

持っていらっしゃる方ですので、 

皆様の目指す目的が 

人の幸せの実現というサービスである限り、 

必ず成功に導いてくださる方だと 

確信しております。 
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東京都：田實かおりさん  

（フェイシャリスト） 

 

私はやりたい事はなんとなくイメージ出来ていても、

具体的に計画を立てて動いていく事が苦手でした。 

  

その為、設定した目標に到達するまで時間がかかり、

進めていくうちに『やはり…』と到着地点の修正、 

変更もしばしば…。  

 

メグミさんはそんな私の思考の癖に 

根気よくお付き合いくださり、 

無理強いする事もなく 

私のペースを尊重してくれながら 

アドバイスをしてくれます。 
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そのやり方が私にはとても合っているようで、 

曖昧な未来像や自分でも気づいていなかった 

本当に望む着地点がだんだんハッキリしてきます。 

成功には具体的なイメージを描けるかが 

とても大事です。  

ですが、それはとても難しく、 

やり方も人それぞれ。。。 

 

メグミさんは常にその人に合ったやり方を 

考えてくださるので、 

 

ストレスフリーでとても楽しいんです！！ 

 『楽しみながら、気づいたら目標に到着していた！』 

まさにそんなスタイルのコンサルです！！ 
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無料特別個別セッション 

へのご招待 
 

あなたにも 

「マインドが９割！ 

趣味起業からステージアップする方法」を 

お伝えしていきます！ 

 

▼ 開催中の個別セッションの詳細/ 

申し込みはコチラから▼ 

あなたの「趣味起業からステージアップする方法」 

を手に入れたい方は、クリック！  

 

※ネットの繋がる環境でクリックしてください 

 

 

 

http://kikimasu.co/session/
http://kikimasu.co/session/
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※無料個別セッション申し込みの際の注意※ 

 

個別セッションへのお申し込みの際は、 

備考欄に「小冊子無料優待」とご記入ください。 

記入のない場合は、【無料特典】が適応されない場合

があります。 

ご注意ください。 

 

ご自身のやりたいお仕事への「想い」は？ 

 

そして、お客様へのプロとしてのコミットと 

想像を超える「価値」とは？ 

 

そんな「未来のお客様に選ばれ続ける」ことに 

本気の個人でビジネスをやられている方に 

出会えることを楽しみにしています！ 

 

２０１８年８月 30日 発行 
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