
甲本： 

人間関係やコミュニケーション力というテーマで動画講座としてお伝えしていますけ

ど、結局人間関係を最適化していくという所が、どんなジャンルでも結局必要なんだ

よという話ですよね。 

 

田中： 

人間関係というファクターが関与しないジャンルはないです。 

 

腕立て伏せとかはあるかもしれないけど、 

腕立て伏せも例えばなんのためにやるかと言われたら、 

もしかしたら健康になりたいとか、ガタイを良くしたい。 

 

なんで健康でいたいのか？ 

ガタイが良くなりたいのか？ 

 

その先を掘っていったら、 

必ず思いの先にはどうにかしたい人間関係があったりするわけだから、 

そうしてこじつけることも出来る。 

 

甲本： 

じゃあ結局、「腕立て伏せをする人はなんで腕立て伏せをするの？」と。 

要は「腕力強いぜ！」とか「筋力あるぜ、見ろ！」と見せたいわけじゃないですか。 



誰かに。 

 

誰もいなかったら多分やらないですよね。 

 

田中： 

でも、たまにもしかしたら腕立て伏せマニアがいて、 

やってるこの営みがゾクゾクしてとかだったとしたら、 

今すぐこれを消して腕立て伏せをやってください。 

 

でも、関係ないジャンルはおそらくない。 

人間の欲求でよく言われること。 

 

まぁ『お金』。生き物としては『寝る、食う、子孫残す』とかでしょうけど。 

今のそういったことが担保されているような現代社会においてはまずお金ですよね。 

 

自由な経済力、あとは人間関係、異性。 

 

甲本： 

健康、あとは将来のことじゃないですか。 

将来に対する不安とかあると思うんで。 

 

田中： 



自分が生きたい人生を生きる上でね。 

 

その辺は、今ピックアップした内容は全部、人間関係力がものをいいます。 

逆にその人間関係力がなかったら、叶わない可能性が残念ながら極めて高いです。 

 

というのも、甲本君もビジネスをやっていたら色んな人に会うと思うの。 

 

例えば、すごい大成功をおさめている方から、 

等身大で我々みたいなサイズ感でやっている人だったり、 

 

もっと言ったらうまくいかない人だったり、 

っていうのを、ずっと見ていたら共通点ってあるじゃない？ 

 

だからといって、めちゃくちゃ上手くいってる大成功した人が 

「人間関係力を俺はまず身に付けよう。」とやっているわけではない。 

 

だけど、必ずあるじゃん？ 

 

その人特有のタイプに最適化された自分の表現の仕方だったり、 

人との距離の近づけ方だったりというのがあって、 

それがすごい中心にきているんだよね。 

 



だからこれを度外視して、 

 

「俺は人間関係力、コミュニケーション力といったスキルが 

必要の無いところで生きて生きます」というのはナンセンスすぎて。 

 

これは法則に抗う生き方だと思うんですよ。 

法則に乗る生き方というのをすごい推奨してて。 

 

重力っていう法則がある中で、 

例えばこのボールを50メートル動かすという結果を求めようとした時に、 

 

真上に向かって50メートル動かすのと 

50メートルの高さのビルの屋上からポンと落とすのでは、 

 

『同じ50メートルを移動するという結果もどっちの方が楽に、摩擦なくいくか』 

ということだと考えられるじゃないですか？ 

 

これを考えずに法則に抗っている人が多すぎる。 

 

例えば、人間関係力がここまで大事だよと言っている中で、 

「いや、僕はマーケティング力でやります。」 

「僕は恋愛メソッド」 



 

恋愛メソッドって人間関係力の1部中の1部だから。 

弁当で言ったら沢庵みたいなもので、 

 

「それだけでやります。」っていうのは完全に法則に抗う生き方なの。 

それはナンセンスだと思う。 

 

甲本： 

ホントそうですよ。 

法則に抗っている人は無理していると思うんですよ。 

 

無理っていうのは分解すると『理が無い』 

 

田中： 

理（ことわり）がない。その生き方は奨めない。 

 

それが好きすぎるなら、さっきも言ったけど、 

今すぐこのビデオを消して腕立て伏せをすればよろしい。 

 

でもそんな生き方しないほうがいい。もっと楽だもん。 

スルスルといくものだから。 

 



そのくらい大事な概念です。まず間違いなく。 

 

金を稼ぎたかったら、人間関係を知って、人間関係力をつけて、 

自分にとって正しいポジションをとって、自分にとって正しい出力をして、 

作ってというのをやった方がいいし。 

 

自分にとってQOLの高い恋愛をしたければ、 

見た目を最新のファッションにするんじゃなくて、 

最新の駆け引き術を学ぶんじゃなくて、まずは人間関係の力をつけるべき。 

 

だから色んなところで言える。まず間違いなく。 

 

甲本： 

結局、最初に人間関係を築くことから始めれば、ビジネスもうまくいくし、 

なんでもうまくいくと思うんですよね。 

 

僕も今ホームページ作成やっているんですけど、うまくいっているんですよ。 

 

田舎の方で売っているので、需要がなくはないんですけど、営業が大変ですよね。 

 

もう大手が入っていたりすると「もうホームページは・・・」みたいな感じになって。 

 



じゃあ、僕がどうやって営業しているかと言うと、異業種交流会とか、 

そういう所にいってやるんですけど、最初からホームページを売らないんですよね。 

 

僕の場合、名刺も渡さないです。 

 

座っていて「名刺交換よろしいでしょうか？」と言われたら渡しますけど、 

そうじゃない時は渡さないです。 

 

じゃあ何をやるかというと情報を渡すんです。ひたすら。 

 

「僕こういう者なんですけど」と言って、 

向こうは「こういう者なんです」と言うわけじゃないですか。 

 

ホームページの話になった時に 

「そのホームページ売れていますか？」とか聞くんですよ。 

 

「いやーあんまり反応ないね」みたいに言われて、 

向こうは地域密着型で商売されている方だとしたら、 

 

「うちは便利屋さんをやっているので、 

草刈りとか引っ越しの手伝いとか何でもやるんですよね。 

 



要は地域密着で。 

地域密着型はホームページとチラシの組み合わせで集客するのが 

1番うまくいきましたよ」 

 

そういう情報を渡すんですよ。 

 

「え、そうなんですか？」という話になるじゃないですか。 

 

「ホームページからの問い合わせが全然こないんですけど」と言われたら、 

「ちょっと見ましょうか？」と言って見てあげるんですね。 

 

そしたらスマートフォンに対応していないと。 

 

「アクセスの7割はスマートフォンなんですよ。 

それ対応してなかったら、それはこないですね。対応したほうがいいですよ。」 

 

「対応しているんですけど。」 

と言われてパッと見たら、電話をかけるアレが文字で書いてあって、 

クリックしても何も鳴らないんですよね。 

 

「それをポチッと押したら電話がかかるようにするだけでも問い合わせ増えますよ。」 

とか、そういう情報を先に渡す。 



 

人間関係を築いたら、向こうから「お願いします」ですよ。 

「もう、おたくに頼みます」みたいな感じで言ってもらえる。 

 

田中： 

下手なんだよね、みんな。 

 

あまりにも結果を求めすぎているから、結果が欲しいからといって、 

結果に自分が最短だと思うオファーをかけたりとかするけど、全然違くて、 

 

今、甲本くんが「やっている」と言ったステップ、当たり前のことじゃん。 

それって本来人間やビジネスをわかっていたら当たり前のことだけどすっ飛ばすよね。 

 

そのステップをすっ飛ばした人たちの性格が悪いからとか、 

頭が悪いからそうしているじゃなくて、 

 

知らないから出来なかったということが本当に多くて、 

だから知るべきなんだよね。 

 

本当にたくさんありすぎるから、ビジネスでも本当にいっぱいあるじゃん。 

 

例えば甲本君の例出してくれたから、俺も1例出すとしたら、 



僕がインターネットビジネスでステージを上げていった過程っていうのが、 

マーケティングスキルがめちゃくちゃあったからじゃないんだよね。 

 

常に自分よりも1ステージか2ステージ上の人と仲良くなって、 

人間関係を作って、それも媚びたりは一切しない。 

 

素の僕で付き合って、まず友達になる。まず信頼関係を作る。 

そこで同じ何かをやるようになる。 

 

甲本君の時もそうじゃん？ 

全部その中で今きてる。 

 

例えば尺度で言ったら、前回の動画でも言ったか完全に忘れたけど、 

僕がインターネットビジネスを知ったきっかけは、 

 

この業界ではいわゆるバイブルと言われる、 

『ネットビジネス大百科』という1万円の教材があったんだけど。 

数万本も売れてるやつ。あれだけなんだよ。 

 

その時の作った彼というのは、いわゆる天上人なわけだよ。 

だって何万本も売れてる教材の購入者の一人だよ。 

 



今は普通に親友付き合いをしながらビジネスを一緒にやったり、 

プロデュースをしたりされたりとか。 

それ以外にも、つい最近沖縄に旅行行ったんだけどさ。 

 

これはなんでかと言ったら、 

ちゃんと人間関係のそれを意図してやったかと言ったら、 

僕は僕の心地いいほうにいったからそうなったの。 

 

でも、決めてたの。すぐオファーは出さないとか。だってダサいじゃんって。 

美学があったから。 

 

でも、そしたらスルスルとうまくいく。 

というのがあるけど、みんなそれを知らないから。 

 

テクニックだけでもいっぱいある。 

テクニックというのはピラミッドがあるとしたら、 

 

全然上の方、上澄みのほうの効果がある話ではなくて、 

下に行けば行くほど、土台が大きくなるから、もっといっぱいある。 

 

これだけ使ったとしてもうまくいくけど、もっといっぱいあることを知り、 

自分流で発動させるということを知ってほしいんだよね、物凄く。 



 

全部うまくいくから。ビックリするくらいうまくいく。 

でも、それが遠回りだと思うんでしょうね。 

 

だからビジネスでうまくいきたいんであれば、ビジネス書を買うわけでしょ。 

ビジネスノウハウを買うわけでしょ。情報を取りにいくわけでしょ。 

 

恋愛でうまくいきたかったら LINE術みたいな。 

阿呆だよ。 

 

一生懸命やっているのはよくわかる。 

僕も知り合いにいっぱいいるから、恋愛コンサルタントみたいなの。 

 

でもやっぱり1番リスペクトして、親友付き合いしている恋愛コンサルタントが 

1番大事しているのはそこじゃなくて。 

 

でもいるじゃん、「LINE術イェイ！」みたいな。 

セフレいっぱい作って、モテモテになりませんかみたいなくだらないことを 

言っている奴はそもそも遠回りしているから、人生を。 

 

そこじゃないということを、心から言いたい。 

 



けど、まだ結果を出していない時と言うのは、そういう話じゃなくて、 

「もっとインスタントにワンクリックで100万円になる方法教えてよ。」とか。 

 

「1クリックでめっちゃモテる。1LINEで振り向き、 

ハーレムを作る方法を教えてくれよ」 

 

と思ってしまうんですよ。人間っていうのは。 

 

だけどそれはすごく遠回りということにそろそろ気づいたほうがいい。 

でも、そういう人は少ないんだと思うけどね、君のメルマガ読者には。 

 

甲本： 

多分、そうでしょうね。 

 

田中： 

でも、王道マインド論は1番大事。 

自分をちゃんと作るっていうのは。 

 

そのマインドがあるんであれば、この人間関係を作る技術だったり、 

大事な哲学だったり、スキルを持てば相当変わるっていうのは、 

声を大にして言いたいね。 

 



甲本： 

押さえるべきポイントはそんなに多くないと思うんですよ。 

 

重要なポイントだけを押さえて、それをいくつか知っているだけでも、 

あとはそれを繰り返すこと、とにかく。 

 

僕で言えば、やっぱり情報を渡すというのは染み付いているんで、 

そもそも『ネットビジネス大百科』という教材の著者達が、 

そういう教えだったじゃないですか。 

 

「とにかく提供しろ。」「100％で出せ」と。 

それを忠実にいまだにやっていて、うまくいってるわけですよ。 

 

田中： 

しかも見返り求めてとかじゃないんだよね。 

見返り求めてやる、テクニックとして使うやつでも効果あると思うけど、 

 

染み付いていて当たり前に発動しているから、 

酒を飲み過ぎたらトイレに行きたくなるくらいスルッと発動して、 

だから上手くいくんだよ。 

 

だってスキルになっているから。テクニックじゃなくて。 



 

甲本： 

結局、それが異業種に行ったら 

「ホームページの契約を取れますよ。」ということに生きるし。 

 

つい最近も、ウチの商品の説明を聞きたいっていう風にきた別の大手の営業マンと 

1時間くらい話していたら、 

 

この営業マンが「僕もおたくの会社で働かしてくれませんかね？」みたいな。 

初対面なんですよ、まだ。「なんで？」みたいな感じですけど、 

分析したらいっぱい情報を先に渡してるんですよね。 

 

「この人について行きたい」みたいな感じに、 

思ってくれたのかどうかはわからないですけど、 

 

「見習いとかだったらいいけど」と言ったら、 

一週間以内に会社をやめて、うちにきて。 

 

どうしようみたいな感じもあるんですけど、 

そうやって魅力的に見られるというか、周りの人から慕ってもらえる。 

 

田中： 



もっと簡単に言ったら、 

今、甲本君が言っているやつって情報を提供するとかだから、 

 

その言葉だけを聞いたら、 

もしかしたら「提供する情報とかないから俺には無理かも。」とか思う人いるかもしれ

ないけど、もっと細かい所があるから。懐に入るとかね。 

 

 

これは言葉だけ聞いたらイヤらしく聞こえがちだけど、 

ちゃんと人間心理だったり、人間関係だったり、自分というのをわかっとけば、 

自分に必要な距離感、自分が取るべきポジショニング、最適なポジショニング、 

いろいろあるから、 

 

それを知っとけば、例えば初対面でも、 

 

いきなり「この人なんか違うな」「この人の話聞きたいな」と思わせることは、 

全然簡単。だから悪用するなと言っているだけで。 

 

例えば、居酒屋とか行ったら、超、子分とか作るの得意なの。 

子分になれとかじゃないんだよ。 

 

勝手に男が来ちゃう。それで仲間になっちゃう。「行こうぜ」みたいな。 



 

これは普通に自分に合ってる発動をしているからで、 

これがすごい厄介なのが、それだけ聞いたら、 

ノウハウコレクターの人に多いのかもしれないけど、 

 

『人に会った時に、ハグして、握手して、胸板叩いてイェイ』としておけば、 

そうなるのかといったら、自分に合った距離感の近づけ方をしなかったら痛い人にな

っちゃう。不快な思いをさせちゃう。 

 

だからテクニックが大事じゃない。 

その辺は、すごい簡単なことだから。 

 

恋愛なんか、その最たる例。恋愛は難しくない。 

言葉はこれはよくないよね。 

 

でも、恋愛を難しくしているのは明らかに自分。 

 

恋愛って見た目も関係ないし、育ちも関係ないし。 

じゃなくて、在り方と人間関係を作るやり方なんですよね。 

 

そこを見ずしてLINE術、見た目術、トーク術も違うし、 

ということに気づいたほうがいいし、そういった話もドンドンしていこうと思うから。 



 

そのぐらい威力があるってことだし、それを大事にしなかったらドンドン機会を失っ

ていくし、もったいないし、摩擦を生むし、それこそ理を無くす生き方をしなくいけ

なくなるから。 

 

本当に甲本君のメルマガを一生懸命読んだり、 

情報をキャッチしたりしてる人が多いはずだから、 

 

もうね、次のギアを噛みあわせて、次のステージに行って欲しいから、 

大事にして欲しいな。 

 

甲本： 

最初、動因はまず在り方、その後、やり方という形で、 

タカさんも言っているようにタイプをまず知って、 

 

言われるんですよ、僕のクライアントさんとかも、 

「いや、自分も甲本さんみたいになりたくて、頑張っているんですけど、 

なかなかなれるイメージが・・・」みたいな。 

 

そもそもタイプが違うんですよ。 

僕らはちょっと似てる部分はあるじゃないですか。タイプ的に。 

「ほら、行くぞ！」みたいなリーダーシップのあるところが。 



 

厳密には違うと思うんですけど。似てるところもけっこうあるわけで。 

同じテクニックじゃないですけど、「行くぞ！」みたいなことが通用するというか、 

男らしさとか男気みたいなのを全面に出して行きがちなタイプ。 

 

田中： 

それが1番うまくいくカテゴリーではある。 

それは世界各国関係ないからね。 

 

ハワイにこの間、行ったじゃん。 

 

言葉全く通じずに、レンタカー屋とかでいさかいがあって、 

ちょっと違うから向こうもずさんじゃん。 

 

だから口喧嘩になった時も、でかいんだよ？俺よりでかいんだよ。 

それも近づいて行って、胸板をポンと叩いて、笑顔で握手でもしとけば仲良くなれる。 

 

車と一緒だよ。タイプって難しく考えるとアレで、 

車だったら、みんなわかるんだよね。 

 

例えば、スピードがでるスポーツカータイプもあれば、 

人を乗せるのが得意なワゴンタイプがあったり、 



荒地や森の中が得意な四駆タイプだったりとか色々あるわけじゃん。 

 

それにも関わらず、自分がスポーツカータイプなのに、やたら荷物を載せて、 

トラックみたいなことをやろうとしたり、 

 

逆に自分がワゴンR的なタイプなのに、 

サーキット場に行ってスピードを出そうとしたり、ということをやってしまうと、 

全然自分の人生ではないし、うまくいくわけがない。 

 

だからまず自分のタイプを知って、自分のタイプに合った走り方、 

つまり人間関係の作り方というのをやるのがまず一歩。 

 

だから1つの駆け引きがあるとするじゃん。 

LINE術にしても最後の最後だと思う。 

 

その土壌というのは、ワゴンRなのかプリウスなのかで全然走り方が違うわけだから、 

それを知った上でテクニックを使ったら最大化するというだけなんですよ。 

 

人間にもある。間違いなく。 

 

甲本： 

「このタイミングでこのスタンプを送れ。」とか、 



「こういう写真を送れ。」とかは上澄みですよね。 

 

田中： 

めっちゃ上澄み。 

そんなことしてる？しないよね？ 

 

昔、LINEスタンプが流行り始めた当時、 

まだ甲本君とガッツリやっている時、夜中の俺のスタンプ癖やばかったじゃん。 

謎なスタンプ攻撃をめっちゃするから。 

 

LINE教材とか見たこと無いからわからないけど、多分NGだと思う。 

でもスタンプだけでうまくいっていたからね。同姓異性問わずに。 

 

それがタイプだったり、土壌作りだったりの部分じゃない。 

 

甲本： 

そういった形で、コミュニケーションの色んなスキルを身に着けていくと、 

人生は加速していきますよと。 

 

その中でも特に僕らの秘伝という言い方じゃないんですけど、 

奥の手というか、とっておきという所に、帝王学みたいなものがあるわけですよね。 

 



田中： 

そうなんだよね。 

 

これがなんで世の中の多くの人が、そこにつまずき、 

欲しい結果というものがありながらも、 

 

例えば経済力つけたいとか、 

好きなライフスタイルで生きていきたいというのを掲げながらも、 

 

ほとんどの人が、その人生じゃなくて、 

生きたくなかったら人生を生きているかといったら、知らないわけじゃん。 

人間関係を意図的に作る技術を。 

 

それをなんで知らないかと言ったら、学校の授業で教わるような話ではなくて、 

うまくいっている人達や、ずっと残っている会社だったり、大富豪だったりとか、 

 

そういう人達の中で一子相伝的に語り継がれていたり、 

継承されている帝王学なんだよ。 

 

帝王学だからこそ広がってないし、 

それを持っている人達だけの富が広がっていって、 

 



持っていない人達というのはそうはいかないというのが、 

この大人社会を見てると、やっぱそうだもん。 

 

だから僕のメンターもやっぱり、そのメンターから継承された、 

それは不動産資産がめちゃくちゃ多い人だから、みんなそこに目が向くんだけど、 

そこじゃないんだよね。メンターから継承したのは。 

 

今僕らが話しているような概念だし、 

多分、君もそうなはずなのに。 

 

僕らがこれをみんなにメルマガで書いても伝わらないから、 

やばいところだけピックアップされるのも違うと。 

 

やっぱね、帝王学的な概念として大事にしてしまうし、 

一子相伝的な伝え方しかできないし、という事になっちゃいますよね。 

 

でもそういう概念ですよ。まさに帝王学だと。 

 

帝王学って古今東西、日本だけでもその家、創業社長の家、財閥の家に、 

ずっと引き継がれている哲学なわけじゃない。在り方なわけじゃない。 

 

というのはそれを大事にして、その一族のモデルというかスタンスを 



ずっと継承しているわけでしょ。 

 

それに必要な哲学というのを世に広めるわけがなくて。 

 

帝王学というのは読んで字のごとく、王になるとはどうかと思うけど、 

それぐらいのモノだったりするわけですよ。 

 

だって地球上の、人間関係をどうにかしたいわけだからみんな。 

 

例えば、本屋さんに行って、コミュニケーションコーナーにテクニックとして置いて

あるものでも、もちろんないし、 

 

Amazonをクリックした時に人間関係で出てくるものも、もちろん違うし。 

というのは、あるかもね。 

 

甲本： 

結局、人と話してて、その中から継承していかないと生きた情報じゃないんで。 

 

田中： 

そうだね。 

 

人間はウソをつくから、ウソをつこうと思ってついているわけじゃなくて、 



本当に自分が大事にしている主要、コアな要素じゃないものも、そういう風に見えて

しまうし、行動を見たりしないとわからない部分が多すぎて、 

 

僕らの中に当たり前の中にある哲学が、 

おそらくメルマガ読者さん達と違うから、現実が違うと思うんですよ。 

 

言っている言葉は一緒だったりするかもしれない。 

何年も甲本君のメルマガを読んでいる人は、 

おそらく言葉だけはほぼ同じことを言えると思う。 

 

例えば、地元の友達に相談とかされたら、同じような事を言うことはできるだろうし、

行動もしようと思ったらできると思うけど、 

 

でも、それは甲本君の日常の中に当たり前の哲学を全部のことを 

知っているわけじゃないから、同じようには体現できないはずなんだよね。 

 

だからやっぱり帝王学だよ。でもそこが大事。 

そういうのも伝えていこうと思っているんで。 

 

動画シリーズもせっかく時間、命を使っているわけだから。 

その方が楽しいしな。俺達も。 

 



早くね、自分が作りたい現実くらいは作って欲しいというのがあって。 

その先にもっとやりたい事があるわけじゃないですか。 

 

甲本： 

その辺を伝えるような形で次のコンテンツもお送りしていこうかなと思います。 

次回もよろしくお願いします。 

 

田中： 

OKです。 

じゃあ、ありがとうございました。 


