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全ての結果はリーダーがつくる 

 

 

成功の秘訣は︖と聞かれたら僕は “ワクワクすること” と答えます。 

 

僕らはせどりを始めた時点でリーダーです。 

何でもそうですが、やり始めた時の感覚を忘れてはいけません。 

 

「よし、やるぞ︕」と起業したあの時の感覚を忘れていませんか︖ 

 

 



 

ワクワクした当初は、全てにおいて慎重に丁寧にやっていたはず。 

それが少しずつ慣れてくると⼿を抜いてしまう。 

 

⾃分 1 ⼈ならまだいいが、⼈がいるなら問題になってくる。 

⾃分の中に 緩みが出る と周りから崩れ始める。 

 

売上が下がり、⼈が辞めたりする。 

環境や状況によって⾃分の気持ちを変えてしまうから崩れ始めます。 

全ての原因はリーダーにあります。 

 

リーダー⾃⾝が積極的に学び続け、それをアウトプットすることで 

⾃分だけじゃなく、⼈も磨いていかないといけません。 

 

もう商品はありふれている。商品の差別化はできない。 

できるのは「⼈」の差別化です。 

まずは、あなた⾃⾝のリーダー⼒を鍛えていきましょう。 

 

 

 



フルコンサル⽣ 87 名のリーダー 

 

 

僕は現在 87 名のフルコンサル⽣がいます。7 年かけて接してきました。 

半⽉に⼀回募集して年間でも 18 名しか採⽤しません。 

これには秘密があります。 

 

僕のコンサルの実績を⾒てくれている⼈は気付いていると思いますが、 

2〜3 ヶ⽉で⼀気に伸びます。しかも全員です。 

 



 

なぜこんなことができるのかというと、これもリーダー論が⼊っています。 

 

僕は毎回チームとしてコンサル⽣を教育します。 

全員伸ばすコンサルなので僕 1 ⼈の⼒ではできません。 

だからみんなで協⼒し合います。 

 

これはスポーツの監督をイメージしてもらえるとわかりやすいかな。 

 

例えば、野球だったら 1 番から 9 番⽬までの選⼿を 

全員パワーバッターにはしませんよね︖ 

常にホームランを狙う選⼿を９⼈も集めません。 

⾜の速い選⼿、バントがうまい選⼿、守備がうまい選⼿、肩が強い選⼿など 

様々な選⼿を選びます。 

野球はチームプレーです。勝つためにそうしています。 

 

僕もコンサル⽣全員の実績勝負をしているので勝ちにいきます。 

全員伸ばすためにはまず⼈選びが重要です。 

だから僕のコンサルは選考なのです。 

 



 

この⼈はパワーヒッター、この⼈はアベレージヒッター、 

この⼈はキャッチャーってな感じで、ポジション（役割）を決めます。 

それから採⽤してコンサル⽣に役割を伝えるのです。 

絶対勝とうな︕って。 

 

コンサルを募集するときは、まずキャプテンを決めます。 

 

キャプテンを任命して勝つための⼿段と戦法を伝えます。 

そして全員伸ばすために協⼒してもらいます。 

正直なところ、その期が伸びるか伸びないかはキャプテンにかかっています。 

キャプテンが素晴らしいと全員伸びるんです。 

 

僕のコンサル⽣は過去全員ステージアップしてきました。 

ってことは、キャプテンが頑張った。 

采配も間違ってなかったことになります。 

 

 

 

 



100 ⼈のチームリーダー 

 

僕は SP ラインという⽉額有料会員制のグループを運営しています。 

現在 103 名（2019.3 現在）でこの時点で 3 年半近く継続して来ました。 

せどり業界はコミュニティができては潰れての繰り返しです。 

おそらく⽉額 5000 円近くで、3 年半もこの規模で継続できているのは 

僕くらいだと思います。 

 

では、なぜ 100 ⼈規模で運営ができているのか︖ 

 



 

まず組織のリーダーとして⼤切なのは、⼈に⽬を向ける ことです。 

常に⼈のことを考えます。これは会社でも⼀緒です。 

⼈のことを考えれない⼈に⼈が付いていくはずがありません。 

組織が円滑に回るように調整するのがリーダーの仕事です。 

 

あとは、⽬的からズラして意識を揃えるというワザもあります。 

 

例えば、美容業界ではサロン全員で 

マラソン⼤会に出るという企画が年に数回あります。 

美容師なのにマラソン︖ 

僕も初めはそう思いましたが、話をよく聞くとカットだけできても⼈間が 

育たないみたいなんです。 

 

マラソン⼤会にエントリーする＝統⼀した⽬標ができる 

そのために時間を作って⾛り込みをする＝準備⼒が⾼まる 

みんなでマラソンを完⾛する＝協調⽣、⽬標達成 

 

ってな感じで、ハサミを使わないで意識を揃えるようにするとチーム⼒がつきます。 

 



 

⼤変な練習をして完⾛した時には、それはもうすごい感動が待っています。 

⼩さな成功体験を重ねていくのです。 

 

SP ラインで⾔えば朝活です。 

僕らはお⾦を稼ぐという⽬的がありますが、これは美容師でいうカットですね。 

お⾦を稼ぐことで意識を揃えるのは当たり前のこと。 

なので他に作らないといけないんです。 

 

そこで思いついたのが朝活でした。 

朝早く起きるという⼀⾒関係のないことでまとまりを出す。 

チーム⼒をつける。みんなで意識する。 

今ではこれを毎⽇してるからどっちか軸かわからなくなって来ました（笑） 

 

あとは荒れた砂場を平らにすること。 

100 ⼈もいると⾊んな問題が出てきますが、あたかも何もなかったように 

整理するのもリーダーの役⽬です。 

 

誰かと誰かが揉めたときは、中⽴の⽴場で話を聞く。⽚寄らない。 

個⼈的な意⾒ではなく、SP ラインとしてどうかを考える。 



会社のリーダー 

 

 

リーダーの仕事は 決めること です。道を⽰すことです。 

あの島に向かうぞ︕︕って⾔われるとそこに向かうことができますが、 

とりあえずあっちの⽅へ向かえ︕って⾔われると、どこに向かってるんだ︖ 

俺たちはどうなるんだ︖って不安になってきます。 

 

何がしたいのか︖どういう会社にしたいのか︖を明確にしましょう。 

 

 



 

例えば、うちの会社の場合は理念、⽬標、基本⽅針、スローガンを決めて 

それを毎朝 9 時 30 分に全員で読み上げています。 

毎⽇声に出すことで ⾃分の想いを浸透 させています。 

 

そのあとは朝礼。 

みんなで 読み合わせ というのをします。 

 

職場に着いた時のテンションは⼈それぞれ。 

家で嫌なことがあってそのまま出社した⼈の表情は少し暗いです。 

その暗い表情が周りに伝わると「あの⼈怒ってるのかな︖」って不安になってきます。 

こうなると雰囲気が悪くなります。 

 

朝⼀で読み合わせをすることで、話す瞬間が作れます。 

そして読み合わせの感想を話す場⾯では、その⼈の考えや気持ちを聞くことができます。 

 

「あれ︖意外と怒ってないんだ。気のせいだったのか」 

ってなることもよくあります。 

こういう周りのことを考えるものリーダーの役⽬です。 

 



リーダーは華やかじゃないといけない 

 

 

リーダーの挨拶は当然明るく。誰よりも明るくないといけません。 

笑顔溢れるそんなリーダーに⼈はついてきます。 

第⼀印象で⼈の好き嫌いは決まります。 

 

全⼒の笑顔で「こんにちは︕︕︕今⽇もよろしくね︕︕」 

 

って⾔れるのと、 



 

「こんにちは‥今⽇もよろしく‥」 

 

って⽬も合わさず⾔われるとでは全然違います。 

 

リーダーはいついかなるときも華やかにいましょう。全⼒で⼈を惹きつけるのです。 

これができている⼈しか成功しません。 

 

社内の雰囲気とか、コミュニティの雰囲気が悪いのは１００％リーダーのせいです。 

リーダーが意識してないから雰囲気が悪くなります。 

 

⼈間いつでも明るいわけじゃありませんが、だからこそ “意識” するのです。 

リーダーが意識すると意識する⼈が増え、全体の空気感が良くなります。 

 

このような⼼がけは 1 ⼈のときは必要ありませんでしたが、 

周りに⼈がついてくるようになったら⼼がけるようにしてください。 

 

ルールがないままにいくと、みんなワガママを出して締まりが無くなリます。 

⾃分 1 ⼈だと、我がままに動くように。 

 



リーダーはやり続ける姿勢を⾒せる 

 

 

「⼈を雇ったらノウハウだけ盗まれて辞めたりしませんか︖」 

 

ってよく質問されるんですが、そんなことありません。 

それが起きるとしたら、リーダーとしての素質がないからです。 

 

⽬標を決めてそれに向かって突っ⾛る時、 

振り落とされて辞めてしまう⼈は仕⽅ないですが、 



 

⽬標なしで⼈が辞めていくなら、100%リーダーに原因があります。 

 

どんなことでも構いません。やり続ける強さ を持ってください。 

 

例えば、毎⽇トイレ掃除。 

リーダーが率先して⼀番汚いところを掃除できるかどうか。 

これができたら細かいところにも⽬がいくし、ミスを事前に防ぐことができる。 

 

窓ガラスが汚れていたらすぐに拭く。ゴミが落ちていたらすぐ拾う。 

これを⼀つ⾒逃すと、⼆つ、三つとどんどん増えていきます。 

 

初⽇は 「あっ汚れてるな」 で終わっていたのに 

⼆⽇⽬には 「まだ汚れてる」 

三⽇⽬には 「誰も拭かないのか」 

四⽇⽬には 「まぁいいか」 と ”景⾊” になるのです。 

 

良い景⾊も悪い景⾊もリーダーが作ります。 

率先してやることで良い景⾊のタネを蒔きます。 

そして、そのやり続ける姿勢をスタッフは必ず⾒ているのです。 



リーダーは公⾔する 

 

 

〜想いや⽬標は皆に聞いてもらう〜 

リーダーは恥ずかしがらずにどこでも誰にでも夢や⽬標を公⾔しましょう。 

みんなに⾔うことでプレッシャーを与えてくれます。 

 

思ってるだけで⽬標を達成できるならいいが、 

⼈間は弱いから公⾔した⽅がいいです。 

 



 

そして本当に⾔い続けていたら応援者が現れます。 

 

それが家族なのかスタッフなのかはわかりませんが、 

先ほど話しした「どこに向かうか︖何がしたいのか︖」が 

明確になるのでわかりやすいです。 

 

⾃分の⽬的に向かって本気で仕事してくれるか︖ 

「こうした⽅がいい」「こうしたい」って意⾒を⾔ってくれるかどうか︖ 

苦しいことも楽しいことも仲間と共有していきます。 

 

⽬標は変えたらダメ。貫いていけ︕︕︕︕ 

 

昔も今も変わらない⼈に⼈は付いてきます。 

状況が悪くなっても良くなっても態度は変えてはいけない。 

諦めない︕︕ 

 

態度が変わるから⼈が離れていきます。 

初⼼を忘れず前を向く。 

 



リーダーはスタッフ教育がうまい 

 

 

⾔われたことをきちんとやるのが作業。 

⾃分で考えて⾏動するのが仕事。 

 

僕らはリーダーなので作業ではなく仕事をしています。 

⾃分のスタッフが作業しかできないようでは会社の成⻑はありません。 

スタッフを教育していかないといけないのです。 

 



 

教育ができていて信頼関係も築けていたら、⾃分が⾔わなくても考えて⾏動します。 

少しのことを伝えるだけで、ちゃんと意図を読み取って 

「きっとこういうことだろうな」って仕事をしてくれます。 

 

「こんな商品売れませんよ。できませんよ〜」 

「どうやったらいいんですか〜教えてください」 

 

こんなスタッフだと嫌ちゃいます︖w 

 

「いやいや、俺らは挑戦していくって決めたやん」 

 

こう⾔えたら良し。 

⾃分の理念に共感してくれるスタッフを作りましょう。 

いちいち全部説明していたら、スタッフの仕事能⼒がついてきません。 

だから思い切って任せるのです。 

 

特に２番⼿や３番⼿を作るときはコレです。 

⾃分で考えて⾏動できるように教育していくんです。 

 



 

挑戦していることをまずは褒めてあげます。 

そして挑戦していることが素晴らしいことも伝えます。 

ナイスファイトである。 

 

理念は⾔い続けて挑戦を⾵⼟化する。だから朝礼で毎朝⼝にする。 

⼀緒に戦っていることを⾃覚してもらう。 

 

そして責任だけじゃなく、権限も与えます。 

 

責任とは「売上」 

権限とは「経費」 

 

ただ⽬標売上に向かっていくのではなく、経費をいくら使えるのかも伝える。 

 

僕の場合、社内コミュニケーションが⽬的なら、 

昼ごはんや夜ご飯、飲み会などは全て無料にしています。 

領収書を持ってきたら返⾦しています。 

 

いくら仲良くしろと⾔われても、仕事中にそんな話せるわけじゃないし、 



 

深く話を聞けるわけもない。お酒が⼊って腹割って話せることもあります。 

それで⼈間関係が良くなるのであれば全然 OK。 

 

先⽉社員 2 ⼈だけでコミュニケーションを⽬的に飲みに⾏ってもらいました。 

飲み放題なら 2 ⼈でよくいっても１万円くらいかなって思っていたら、 

領収書には１８０００円の⽂字が‥‥︕︕ 

 

 

「１８０００円︕︖何⾷べてきてん︕︖」 

 

って聞いたら 

 

 

「ありがとうございました︕美味しかったです︕」 

 

 

 

‥おっおう、、、、かまへんかまへん。 

 



リーダー論のまとめ 

 

どうだったでしょうか。 

少しだけリーダー論をお伝えしました。 

まだまだありますが、気になる⼈は直接聞いてください w 

 

実は僕は⼤阪の経営者団体に所属していてそこで「副会⻑」を拝命しています。 

もう団体に所属して４年が経ちました。 

 

社⻑さんが１００⼈以上所属している組織で⼈をまとめようとすると、 

規律やルールが必要になっています。 

⼀つ軸をボンと⽴てないとうまく回りません。 

 

時計というツールがこの世にあるから、⼈がまとまるように 

僕たちのビジネスにも柱、ルール、規律を⽴てないといけないのです。 

 

そのためにはまず、リーダーである僕らがしっかりしないと。 

いかなるときも、⾒られている感覚で常に⾃分を意識しましょう。 

 



 

 

⼤丈夫です。 

当たり前のことができて、当たり前のことに感謝できて、 

⼈にも感謝できたら最⾼のリーダーになれます。 

 

まずは⽬の前の奥さんに感謝しましょう。 

奥さんを幸せにできるリーダーが最⾼でしょう。 

 

 

ご朗読ありがとうございました。 

 

 

SHOPUU 


