
甲本： 

今、コミュニケーション、人間関係というところをテーマに色々やって、 

ビデオ教材、講座を配信させてもらってますけど、 

 

前回のビデオの中で、最後の方にちょっと話したのが、 

「結局本当の成功者の人達と言うのは、帝王学を持っているよ」と。 

 

一子相伝じゃないですけど、その会社に代々受け継がれたものであったりとか、 

自分のお弟子さんに直接教えて、口伝と言われるような一子相伝ですよね。 

 

言葉でしか伝えていない。 

それが受け継がれてきたもの、みたいなものが皆ありますよね。 

 

その中にいろんな要素があって、その会社の美学だったりとか、哲学だったりとか、

大事にしている事が色々ある。ルールとかがあると思う。 

 

そういう話を前回して、「それを全部じゃ今から話しますよ」というのは、 

すごいちょっと大変というか、合宿やってもどうか。 

 

田中： 

そうですね、話せるんですけども。 

今これを録っている時間が19時45分なわけじゃないですか。 



 

ここから要約して話して行って、 

終わるのが多分4日後の朝2時みたいな（笑） 

 

だからそんなインスタントなものなわけがなくて。 

 

でもそういった概念というものがちゃんとあって、 

それは知らない人は損していて、知る者だけが富んで行っているのが、 

 

でも世の中の常だよというのを知っているかどうかというのはすごく大事だから。 

でも、そういうのがあると。 

 

そういうのも実は僕らも大事にしているよというのを言った、前回の動画では。 

 

甲本： 

でもそうは言っても何か、僕らが大事にしているもの。 

 

特にこれがいいんじゃないかなみたいなやつで、 

特にタカさんが大事にしている美学、コミニケーションに関する美学を、 

何か一つ二つ紹介してもらえたら。 

 

田中： 



ああ、なるほどね。人間関係だもんね。 

 

例えば、興味がある人。 

例えばセミナーで、甲本さんに会いに来たと。 

 

「いつもメルマガでしか見ていない。」と。 

「本当にいるのかどうかもわかんない。」と。いるよね。 

 

その時に、やっぱり近づきたい。 

近いところで、ピュアな情報を得たいし、 

 

「ちゃんと温度が通った物を受け取りたい」と思うのは、 

受講生として当たり前の思いじゃない。 

 

そういった時にスムーズに摩擦なく距離を近づけるとか、 

好きな子に近づけるというのはあって、 

 

これも結構、人間関係構築、人間関係攻略ですごい大事なんだけど、 

テクニックとして使ってもすごい効果があるんだけど、 

大事にやって欲しいのはいくつかあります。 

 

その辺でいいですか。 



 

甲本： 

はい。 

 

田中： 

例えばね、僕ら人間って、例外なくだよ。 

 

『意味』『最初と最後の印象』というのに引きずられる。 

『感情』というのに引きずられるというのが、これがほぼ法則で。 

 

だから一流の詐欺師だったり、あとは一流の営業マンというのは何を学ぶかって言っ

たら、メラビアンの法則って聞いたことがある人も多いかもしれないけど、勉強熱心

な人は。 

 

その人の印象、第一印象だったり、だから意味の部分だよね。 

それで93％ぐらいの事がジャッジされてしまう。 

 

つまりこの人は「あり」なのか。「なし」なのか。 

特に恋愛なんか、女性なんかそうだから。 

 

男性を見るときにこの人いきなり「好き。」と。 

男は顔が超好みで、体が好みだったりいきなりトップギアになって好きになるけど、



女性って、そういう人は少なくて。 

 

「あり」か「ない」かというジャッジを、 

その93％第一印象の、その人の在り方、見た目含めですよ。 

 

服装、清潔感だったり、話す口調だったり目配せだったりという、 

そのあり方でジャッジされてしまうということを、余りにも意識できていない。 

 

「人間関係がうまく行かないな」とか、 

「恋愛があまりうまく行かないんです」 

と言っている人が、もうほとんどがそこを意識していなくて。 

 

でも「テクニック持っているんです。」とか「性格はいいんです。」とか。 

 

例えば甲本君に、距離を近づけたいと思っている人が、すごい何年も甲本君の、 

ノウハウ、哲学、情報をフォローしたりしているというのを、持っているが故に、 

 

一番大事な「It’s  first  impression」あたり、 

印象を整えるという事を、意識が行っていなくて、 

 

甲本君の中で、「あり」か「なし」かと言ったら、 

「この人あり。」と。「この人興味がある。」と言う、側に行っていない。 



 

「なし」っていったらジャッジしていないと思うんで。 

受講生を「なし」とジャッジするのは、相当ヤバいじゃん。 

 

そうじゃないと思うけど、 

その最初の印象に残らないというのが、まずある。 

 

だから、それすごい大事にした方がよくて、 

これはテクニック的にも、効果がありすぎるのよ。 

 

あまりにも普遍的に言われている法則だけど、メラビアンなんか。 

でもなんで普遍的に言われているかと言ったら、効果があるからなんですよ。 

 

効果がある事なのに、みんな意識していない、というのがまず一つ。 

「入り」がそうじゃん。 

 

後ね、「去り際」。 

 

 

甲本： 

「去り際」ですね。 

 



田中： 

去り際の美学がなさすぎる、みんな、本当に。 

 

せっかく、「入り」は普通で、 

途中で、セミナー中だったり、甲本君だったら。 

あと、恋愛中だったらデートで、なんでもいいよ。 

 

いっぱいアピールして、いっぱいポイントを稼いだとしても、最後。 

最初と最後の印象で結構決まるのに、 

最後がダメ過ぎて、印象を悪くしている人が多すぎる。 

 

例えば、当たり前のことで言ったら、人間関係。 

 

甲本君の事例で言ったら、最後に礼儀正しくしつこくせず、 

握手して、「ありがとうございました。」って言って帰る受講生と、 

 

最初良くて、セミナー中もすごい「うんうん。」聞きながら、質問とかもしながら、 

でも、いつの間にか懇親会で、いつの間にか帰っている人とか、いるのよ。 

 

これは、勿体ないというか、分かってない。相手が人間にあることを。 

 

自分がされたとしたら、印象に残らないし、いい印象を持つ訳がない。 



分かってなさ過ぎて、最初と最後の印象が良くなくて、印象に残らない。 

 

もしくは、「あり」か「なし」かで言ったら、 

「なし」にジャッジされてしまうというのが多すぎる。 

 

だから一番最初の「印象のマネジメント」と、「去り際のマネジメント」。 

 

それができていないから、 

それをするだけで、相当変わるというのがまずありますよね。 

 

空間のマネジメントというのもあって。 

 

マネジメントって、僕も職業病というか、 

例えば心マネジメントとか、時間マネジメントのようなことを言っているから。 

 

でも空間のマネジメントという意識もたぶんなくて、 

場だよね、全部。 

 

人間関係、人がいる場。 

自分に最適な自分のタイプに最適なポジショニングとるというのは、 

すごい本当は大事なんですよ。 

 



だけど例えば、タイプが違うのにその場を仕切るタイプになってみたり、 

タイプが違うのに「マメな男がモテるぜ。」と言われているからといって、 

サラダを取り分けてみたり。 

 

声を大にしていいたいのだけれど。サラダを取り分けなくていいです。マジで。 

 

東京じゃない。東京にいるとね、皿を取り分ける男、取り分けたり、してるのよ。 

違うテーブルでもう。俺、衝撃。 

 

あとかばん持ち。めっちゃ重いとしたらね。 

女の子の、彼女でも奥さんでもさ、なんでもいいよ。女友達でも。デートとかでも。 

 

めっちゃ重かったら、「持ってあげろよ」と。 

それは男の子腕力があるから。 

 

でも、かばんはファッション。 

「ファッションをお前のファッションにするな」と。まず合わないし。 

 

その女もそんな事している女は、微妙だから。ズレてんのよ。 

上っ面のテクニックだけでやろうとしているから全然違うし、 

 

その辺の自分のタイプにあった、 



ちゃんとそのかばんを持つとかは全然別な話になっちゃうけど、 

正しいポジショニングをとる。 

 

これは言い方を変えれば、 

自分の魅力とか、自分の能力を最大化させるポジションにスムーズにいる。 

それが空間のマネジメントだと思うんですよ。 

 

これはタイプを知らないと、 

というか自分のタイプを意識しないとまできないことだったりするんだけど。 

そういうことを考えるだけで、相当変わる。 

 

だから1個目の「意味」と「去り際」をマネジメントするというか、 

意識するというのは、ものすごい効果があります。 

 

人生経験を積んでいる人になればなるほど、 

例えば社長さんとか、お年を召した方というのは、 

より、そこの重要性を知っているから、 

 

浅い若者が、今から結果を出したい。 

でも先生みたいな人がいて、こっちの方が何個も人生経験もあって、 

だから見抜けるわけじゃん。 

 



どんなに口で立派な事を言って、「めっちゃ学んでます。」とか、 

「僕にはお役目があって」とか、そんな言葉響かない。 

 

だから見ている。最初の入りだったり、特に去り際。 

 

去り際というか、そこに人間性が出ちゃうから。 

でも意図的にマネジメントできるじゃないですか。 

 

哲学として美学として、多分すぐ使えると思いますよ。相当変わるからこれ。 

近しい所から試してみればいいと思うけど、相当変わる。 

 

例えば1回行った店。初めて行った店で3年ぶりぐらいに行っても、 

僕、結構覚えられたりするんですよ。 

 

これ何でかと言ったら、あまりにも周りがそれをできていないから。 

 

例えば飯食う時も1人で飯食う時も、1人焼肉とかするときも、 

ちゃんと「いただきます」と。 

 

ちゃんと一品食うたびに「ありがとう」って笑顔で言って。 

店員さんとの態度も、いろいろな本では、横柄な態度を取っちゃいけない。 

当たり前だけど、そんなの。 



 

敬語を使えみたいな。それって上っ面すぎて違うんだ。 

敬語を使うその態度が、上から目線で「まだ来ないんですか」みたいな。 

一応敬語じゃん。 

 

じゃなくて、そんなものは何でもいいよ、敬語じゃなくても。 

でも、ちゃんとリスペクトの上の何かというのがあれば覚えられるんだ。 

 

なぜなら周りは全くしないから。 

勝手に目立っちゃう。 

 

姿勢もそうじゃん。姿勢皆悪すぎるから、街中とかで。 

 

ちゃんと正しく姿勢選手権とかしたらさ、 

普通にちゃんと整えておくだけで、ちょっと抜きん出る。 

 

というのをやっていないから、 

その小さな事をやるだけで、おそらく「あ、この人なんか違うかもな」。 

 

「この人なんか違うかもな」というのが、 

一歩懐に入ることになるから作りやすくなる。印象にも残るし。 

というのをやったほうがいいと思います、僕は。 



 

すごいテクニック的に聞こえる部分もあるかもしれないけど、 

結局、こういうもの。 

 

ちゃんとそこに血を通わせて、熱を足して、その小さな歯車の集合体ですよ。 

帝王学というのは。 

 

できてない。思わない。その辺なんだよね。 

 

甲本： 

今の話は、ちょっとテクニック風に聞こえるじゃないですか。 

今の話だけ聞くと。 

 

「ああ、最初と最後が印象で残るので、 

そこにマネジメントしないといけないんですよね。」 

みたいな感じに聞こえるんですよ。 

 

でも、日本から昔からある言葉で「始末をつける。」と。 

「始まりと終わりをきちんとやる」という事じゃないですか。 

 

それをちゃんとやっている人がうまく行けて、 

「始末をつける」という言葉をみんな知っているのに、 



「あ、始まりと終わりなんだ。」 

 

そういうことも分からずに、印象だ、何とか、 

と、やっている訳ですよね。 

 

田中： 

だからね、あり方だね。どう扱うか。 

 

ナイフにしても、扱い方じゃない。 

人を刺すのか、それでどうやって使う？いい使い方（笑） 

 

でも、正しい使い方をするのが災害の時とか。 

 

甲本： 

リンゴをむくとか。 

 

田中： 

リンゴを剥くのもそうだね。全部そう。 

空手の心得もそう。 

 

人を傷つけるのか。何かがあった時に有事の際に守るために使うのか。 

と、いう事。 



 

その使い方で、テクニックとしてじゃなくて。 

在り方ですよ。 

 

在り方、哲学の部分というのがあれば、 

多分ほとんどの上っ面のテクニックというのに、 

いきなり魂が宿ってエネルギーが宿ってすごい効果を生むんだよね。 

 

このテクニックを、いかんせんテクニックで効果があるから使っちゃう。 

悪用する人も出ちゃうし。 

 

それはでも正しく。でもそういうものは無数にありますよ。 

それこそ本当に無数にある。 

 

甲本： 

タカさんはタカさんのタイプがあって、そのタイプに載せるからうまくいくわけで、

別の人は別のタイプがあるわけじゃないですか。 

 

そしたら、そのテクニックもアジャストしないと、調整して自分に使わないと、 

結局、うまくいかないわけですよね。 

 

田中： 



その通り。 

 

例えば去り際のマネジメントにしても、 

僕の去り際マネジメントは、僕のタイプ。だから結構豪快系があるんですよ。 

 

だからハグして笑顔で握手して「また！」というのが多分合う。 

一番スムーズになるんだけど、それが合うタイプの人はそれでよろしいけど、違う。 

 

逆に、「本当に今日はありがとうございました」と。 

「心に響きました。」みたいな、しみじみ系が一番発動する人もいる。 

わかりやすく言ったらね。 

 

タイプがあって、 

テクニックというのは自分のタイプに合わせて出力するというのが大事だなと。 

 

最近よく言われる話なんだけどね。 

結構流行りじゃないですか。 

 

この数年僕がこういったね、タイプとかで、 

そういった概念をピックアップするというか、意識をめっちゃし始めたんです。 

 

この2年、それは僕の知人がね。 



甲本君も知っているかもしれないけど。名前だけ聞いたかわかんないけど。 

 

その人が、結構そういう事を教える事を職業にしたりとかしてから脳が拾って、 

世間を見渡してみたら、いっぱいある。 

 

素質論とか、色んなのがあるじゃん。 

自分のタイプ。 

 

甲本： 

構成認識だとか。 

 

田中： 

そうそう、いろんなのがあって、 

それはいろんな言ってきた人がいるからいいんだけど、 

 

一番大事なのはその色んな人が言っている、 

「あなたのタイプは何とかタイプです。」みたいな事が大事じゃなくて、 

「自分のタイプに合った生き方をする。」というのが。 

 

その先生とか、その著者しか認識できないタイプは多分違う。 

 

でも、それが蔓延しすぎ。 



それは本当危険だなと、思っているところがあって。 

 

だからそのタイプに合わせるというのはすごい大事で、 

タイプって別に難しくないんですよ。 

 

これは結構ガッツリ話そうと思ったら話せるんだけど。 

ガッツリ話しても多分疲れると思うから。 

 

途中で風呂に入りに行く人とか、いろいろいる気がするから、 

簡単に言うと、自分のタイプは自分のエゴがあまりなかった頃。打算がなかった頃。 

 

つまり小学校で行ったら低学年とか。 

その時に、もう打算があった人はもう少し突っ込んでみてください。 

保育園の年長さんでもいいから。 

 

その時ぐらいの時の、自分の人間関係のポジションを思い出したら、 

多分すんなりいく。 

 

例えばドラえもんで行ったらさ、ジャイアンタイプがいるわけでしょ。 

スネ夫タイプがいるわけでしょ。 

 

出来杉君タイプがいて、のび太タイプがいて、いろいろいるわけじゃないですか。 



 

ドラえもんが多分終わるじゃないか、みたいな感じで。 

いろいろなタイプがいると。 

 

自分がどういう周りの中で、そのコミュニティの中で、 

小学校、保育園でもいいけど、 

 

どういうポジショニングを取っているのか、 

取ってきた事を思い出して欲しいんですよ。 

 

あと、あの頃って今みたいに大人になったらさ、 

 

「こういう結果が欲しいから、 

今はこういう計算をしてこういうポジショニングを取ろう」と思うじゃん、皆。 

 

あの頃って、ただ心地良いところにすんなり打算もなく普通にしていて、 

そのポジションだったんです。人って。 

 

その時の良い悪いはあるかもしれない。 

思い出した時に、例えばのび太タイプの人がいて。 

 

「俺はあれは好きじゃなかったよね。」 



好きか嫌いかとかじゃなくてタイプがそれ。 

 

車で行ったら、 

「俺はプリウス嫌なんだよ。プリウスなのに」と言っているようなもの。 

 

日本人なのに、 

 

「日本人じゃなくて俺は本当は黒人がよかったんだよ」 

「この色が目標なんだよ」 

「ハワイに行ったらこの色になりたい。これは青いけど（笑）」 

 

とか言っているようなもので、いや違うと。 

自分のタイプで生きましょうよという話なんです。 

 

思い出したら、結構わかりやすいと思いますよ。 

 

だって女の子と仲良くなって遊んでいる。 

ままごとして QOL が高いタイプの同級生もいたじゃん。 

小っちゃい頃ってさ。 

 

あと、すぐ先生に言って、先生と仲良くなるタイプもいれば、 

あとガキ大将タイプもいれば、すぐチクって、ごねられたりとかｍ 



いろんなタイプがあったと思うの。 

 

あの頃の俺らって計算してない。 

「それが一番摩擦なく結果に辿りつくから、このアプローチで」とか思っていない。 

 

こっから結構大事なんだけど、これは本当に結構ね。 

有料セミナーで言っているぐらいの概念なんですけど、一つの。 

 

そのタイプでエゴの持ち方、 

自分のエゴって別にネガティブに思って欲しくなくて。 

 

エゴって自己、自分の己の持ち方として、 

自分の欲のためだけに、そのタイプでの行動だったり、 

意図したことを出してしまうとうまくいかないけど、 

 

「誰かのため」「何かのため」という自分以外を満たす、 

そのエゴの持ち方がプラスになっていて、 

 

ジャイアンタイプのやつは、例えばジャイアンタイプの佇まいやり方、行動を、 

「誰かの何かのため。」とやり始めたらバチンとくる。 

 

それがタイプを一番うまく扱っているということで、これでみんなあるのよ。 



 

だからこれ復習で言うとしたら、甲本君が異業種交流会だったり、 

初めて会う人とかにさ。 

 

情報を持ってる物、君が持っている物をガンガン提供する。 

その提供の仕方があっているんだよ。 

 

その言い方も、例えば、人によってはいやらしく見えるかもしれない。 

「なんか俺知ってんだぞ」みたいな。 

 

「あー、君そんなことも知らないの？」と思うような言い方するやつもいるじゃん。

それが君の場合は合ってるんだよ。 

 

合っている、いい感じで出しているから、出力されているから、循環が起こっている、 

というふうにやるべき。 

 

あらゆるテクニックが、そういうふうに使うべきで、 

キーワードで言えば、過去の自分が普通にっていたポジショニング。 

 

そのポジショニングで、誰かの何かのためというエゴを持ちながらやると、 

もう何でもそうですよ。 

 



例えばスタバに行った時に店員さんめっちゃ好みやと。 

めっちゃ好み。ものすごい好み。8年ぶりぐらいに好みみたいな。 

 

好みの時に、仲良くなりたい。男だったらね。 

なんならどっか遊びにも行きたいし。 

 

その時に一番良いのは line術を、29800円のやつをネットで買うことでもなく、 

いきなり妹みたいな扱いをしたらいいと言ってたやつが、妹扱いをするでもなく。 

 

それが合ってるならいいよ。 

 

じゃなくて、一番自分のタイプにあった、 

タイプを思い出して自分の欲のためだけにじゃなくて、 

 

そのタイプに合って誰かの彼女だったり、その場が楽しいとか、 

何のためと思いながらテクニックを発動させると、思っている以上に好印象だし。 

 

田中： 

それプラスだから、「入り」との印象と、印象整えるのが大事だから。 

あと去り際だったり、というようなテクニックを足していけば絶対うまくいく。 

100％うまくいく、という話ですよ。 

 



甲本： 

なるほど。 

結局、自分のタイプをまずは知る。 

 

これは第1段階で、それを自分のために使うんじゃなくて、 

「人のために使うことで初めてうまくいく」という事ですよね。 

 

田中： 

人とか何かとか。自分の欲のため。 

自分のためでもいいけど、自分のビジョンだったり、 

 

自分のビジョンというのは、 

それから広がる何かになるかもしれないじゃない。 

 

「己の欲」だけだとうまくいかない。 

というか、逆効果になることが多い。 

 

あと力があるんだから、嫌な感じになるというのが、事例が沢山ありすぎて、 

振り返ってみて全部そうだったから。 

 

全部それで解決できてしまう。 

人間関係ってだけじゃなく、ビジネスもそう、何でもそう。 



というぐらいにね。結構大事な概念ですよ。 

 

例えば、凄い流行ったの昔だったら、ウェルスダイナミクスってあるじゃん。 

ロードタイプとかね。それも一つですよ。 

 

それも一つの自分の個性として、 

もっと、ちょっとわかりやすくシンプルな、もっと大きな概念で、簡単。 

 

変なワークがあったりとか、その先生にしか判断できないとかじゃない。 

すごい簡単なこと。 

 

これは、結構大事なんだけど、 

そのタイプで、やることが嫌だったら、 

 

例えばワゴン R だったとしよう。 

ワゴン R でレースに行くなってだけの話なのよ。 

 

でも「レースに行く、競いたい。速さを」という人生に行きたかったとしたら、 

レースに適したタイプに乗り換えるという事をしなさいという事なの。 

 

ワゴン Rってコンパクトに走れるとかでしょ。 

 



あとは税金が安いとかっていう特性、強みを持ちながら、 

全然違うフィールドで勝負するというのは勝ち戦になるわけないし。 

ストレスにもなるし、というのを選べるんだよ、みたいな。 

 

レンタカーみたいなもんよ。人生て多分。 

 

レンタカーで旅行なんか行ったら8人旅行に行ってたらワゴン借りるでしょ。 

8人で旅行に行っているのに、4人乗りのマスタング借りてたらさ、謎やん。 

 

だから、こないだハワイ行った時も、あのデカイ車だったわけじゃん。 

人数多かったから。 

 

あれでも3人だったらさ、せっかくハワイだしさ。マスタングでしょ。 

オープンにして走っているわけじゃん。というものなの。 

 

というのを旅行では皆やってる。 

 

でも人生ではワゴン R に乗りながら、8人乗せて、 

「なんでこんなきついんだよ」と言っている系な感じですね。 

 

という当たり前すぎることなんだけど、喩え話だから当たり前なんだよ。 

でも、これを人間関係とか自分の人生に使ってなさすぎ。自覚がないからね。 



 

ワゴン Rの人もきついわけでしょ。 

 

「すごいきついです」 

「ぎゅうぎゅうなんです」 

「暑いです」 

「エアコン効かないです」 

と言ってるのおかしいじゃん。 

 

「いやいや、それはヴォクシーかなんかに乗ってよ。」と。分かんないけど。 

「ヴェルファイヤかなんかに乗ってくださいよ。」と 

高いかもしれないけど、レンタカー料金が。という当たり前のこと。 

 

すごいシンプルな話でこういう話がね。 

こういう、歯車がいっぱいある話なんですよ。 

 

活かせると思うよ、多分。 

この意識を持つだけで多分変わる。相当変わるはず。 

思い返して欲しいよね。動画見てる人はさ。 

 

うまく行かなかった時、人間関係だったら恋愛とか、 

メンバーとの衝突とかでも良いけど、 



 

あの時って俺このタイプとか、どうだったかなと思ったら、 

多分違うことやってるから、出た分自分のことだけしか考えてなかったりしてるから。 

うまくいったとき逆に考えたらすごいスムーズにできてるから。 

 

これって綺麗事でも何でもなくて、すごい大事だし、強力な力があるんですよね。 

そればっか意識してるからさ、うまくいかないわけがないわけさ。 

 

本当にリア充自慢で恐縮ですけれど、ずっとうまくいくもんね。 

だけど、忘れる。人間だから。 

 

忘れてトラブルが起こったり、 

うまくいかない時はたまに時に立ち返って、「ああ。そうだった」と戻れる。 

 

だから自信もってさ。戻れるから。 

 

だから自信持って新しいところにチャレンジできるし、 

心から今を楽しむことができる秘訣も、そういう事を持っているからなんですよ。 

 

一部がこういうことです。 

 

甲本： 



なるほどですね、 

 

今の話をまとめると、最初始末をつけるとか、 

入りと去り際のマネジメントをちゃんととして、 

 

でも、それをちゃんとするためにはタイプが大事ですよと。 

 

自分のエゴがなかった頃、 

小っちゃい頃、幼い頃の自分を思い出してみて、 

 

「どういうタイプだったかな。」 

「どういうポジションにいたかな。」 

 

その自分が、自分の欲のためだけにその特性を使うんじゃなくて、 

何かのため誰かのために特性を使っていくと、いきなりうまく行き始めますよと。 

 

 

田中：： 

かなりうまくいくと思う。多分びっくりするぐらい前進じゃなくて上昇って感じ。 

そのぐらい、違う。 

 

概念が違うから、進み方も、 



こうからこうみたいなものを体感すると思う、多分。 

 

そんな物じゃなかったと、振り返った時に、 

頑張って結果出そうとしても結果出なかった頃と、 

なんだかんだで上がってきてるじゃん、いろいろ。 

 

苦労したって話で、苦労してないんだよ、きっと。 

かみ合っている、そのギアが、というのを体感すると思う。 

 

甲本： 

そうですね。 

 

うまくいっている時ほど、 

なんかスムーズで回るもんじゃないですか。 

 

田中： 

そうなの。だからね、わかんないの。 

めっちゃ進んでいる感じがあまりにもスムーズすぎて。 

 

それを味わったほうがいいと思います。 

だから絶対意識してやって欲しい。 

 



せっかくこうやってご縁で話をする機会があって、聞いて、 

「ああ、いい話を聞いたな」だけだったら、何も変わらないから。 

悲しいけど1ミリも変わらないから。マジで。 

 

簡単なはずなんだよ、今日話した話とかも。 

今までの動画で話した話も。 

 

ただ、人生は相当大きく変わる。 

すごい話でもあるから、と思いますね。 

 

甲本： 

本当にこれを聞いた人は、 

ちゃんと頭の片隅に置いておくというのは当然として、 

 

できればメモとかちゃんと取っておいて、 

見返したりする人は少ないかもしれないですけど、 

 

書くということでちゃんと脳にインプットされたりするので、 

ちゃんとやってもらって、実践して。 

 

田中： 

できれば試して欲しい。 



 

いきなり大舞台で試すというのは多分ね、 

よっぽどそういうタイプの人じゃないと、出来ないかもしれないけど 

小さくていいじゃん。 

 

ほんとにああ言うことを甲本と田中がしゃべってたけど、 

「じゃあ、ちょっと試してみようかな」でいいから。試したら実感がわくから。 

そうやって人生って進んでいくから、やらないと意味がない。 

 

というのは、やって欲しいですね 

 

甲本： 

まずは自分のすぐ回りの人家族でもいいですし、職場の仲間でもいいですし、 

友達でもいいので、近しい間柄からそれを試してみて、人間関係どうかなと。 

最適化されていくはずなので。 

 

田中： 

される。間違いなくされる。 

 

甲本： 

明らかに相手からの印象は変わってくるはずなので。 

 



田中： 

相当変わるよ。やったほうがいい。 

 

甲本： 

それはまず体感してもらって、 

よかったらメールで報告してくれたら僕らは喜びますし。 

 

田中： 

確かに、せっかくやっているからね。 

それを知るのは、嬉しさのポイントだったりしますので、いろいろ聞きたいです。 

 

甲本： 

だから、他にもまだまだノウハウ、話したい事は山ほどあるし。 

 

田中： 

そうだね、一部中の一部だから、 

その辺はまず考えて。 

 

でも皆さん、「興味ないぜ。」って感じだったら、 

ちゃんちゃん♪（笑） 

 

甲本： 



これぐらいで、ちょっとオチ（笑） 

 

田中： 

これだけでも、全然効果は変わってくるから。 

 

他にも知りたいこととか、要望があるんであれば、 

全然出し惜しみなんかするつもりはないから。 

 

「一子相伝だから。」とか、 

「ここから先は。」とかないから。 

 

ちゃんと正しく伝えられる形で伝えていくっていう事が、 

僕らのスタイル上、やりますよ。そういう仕事なんで、という所ですかね。 

 

 

甲本： 

そうですね。 

そんな感じでこの動画はこの辺で一旦切りたいと思います。 

 

甲本： 

ありがとうございます。 

 



田中： 

ありがとうございました。 

 


