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はじめに 
 
濵田です、 
今回は、レポート形式で私のスキルをシェアします。 
そのスキルというのは、 

「難しいことを簡単に伝える方法」です。 

 
私は、職業柄人前でお話することが多く、 
ほぼ毎日誰かに何を伝えるということをしています。 
 
講演やセミナーに参加いただいた方からは、 
「濵田さんの話は、とても聴きやすいし、楽しいです。 
	 内容もですが、話し方も勉強になりました！ 
	 明日から、〇〇します！」 
と、いう声をしょっちゅういただきます。 
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その度に、 
勉強していてよかった！と思います。 
 
そう、 
私は、話し方や伝え方を勉強したから上手なのです。 
リハーサルしているから上手なのですか？とか 
しっかり準備されているんですか？とか 
いろいろ聞かれて、 
いつもは、「そうです」と 
答えますが、実は、 
話し方と伝え方をすごく時間をかけて学んだのです。 
 
だから 
即興でも 90分くらいは、きちんと話せます。 
それでもかなりの満足度を得れると思います。 
 
どうしてこれを学んだかというと、 
セミナーをやったり、コンサルしてても 
伝わっていない感じがしたからです。 
 
もちろん、聞いてる人は、ウンウンとうなづきます。 
でも、何も変わらないし、動かないのです。 
 
これは、私の伝え方が悪いのだと思い、 
勉強しました。 
120万円くらいかかったと思います。 
 
ですが、習ってよかった！と思っています。 
 
十分に元は、取れましたし、 
このスキルが今の私の土台となって 
稼げていることも事実です。 
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「元が取れたというけど、 
濱田さんは、コンサルだからでしょ？」 
と、思われるかもしれませんね。 
 
ですが、 
私が元を取ったと思うのは、 
お金を稼げているからと言う、 
経済面だけではありません。 
 
人間関係でもそうですし、 
精神面、環境面でも 
とても伝え方というのは、 
重要なものになっています。 
 
人は、 
社会と関わり合って生きています。 
 
一人で一匹狼スタイルで生きていこうと思っても 
なかなか実現することは、 
難しいのが現状です。 
 
お客様や仲間、パートナーの存在が 
自分にもたらしてくれる力は、 
限りなく素晴らしいものです。 
 
ですが、昔の私は、 
そんなことにすら気づけませんでした。 
 
人は、動かないものだ。 
自分以上に働く人なんていない。 
誰も自分を理解してくれない。 
世の中の多くは、努力をしない。 
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と、そう思っていたのです。 
 
もし、あなたが、昔の私のように、 
l 人が動かないことに悩んでいる 
l 人前で話すことが苦手 
l 会議をうまくしたい 
l 人にちゃんと何かを伝えたい 
と、思っているなら、 
このレポートは、かなり使えると思います。 
 
 
できる限り丁寧に、書き下ろしましたので、 
一言一句漏らさずに、読み進めてください。 
 
 
難しいことをわかりやすく伝える方法について 
巷のなんちゃってコミュニケーターは、 
わかりやすい例をたくさん使いましょうとか 
専門用語一切禁止！なんて言いますが、 
この考え方はちょっとズレています。 
 
必要であれば、専門用語は、必要ですし、 
本質を見失ったやり方をすると 
聞き手が不幸になります。 
 
ですから、 
私が今まで習ってきて、 
実践し、効果を実感しているものを 
シェアします。 
 
私は、社会人が好きです。 
学生よりも社会人が好きです。 
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ですから、社会人のあなたのために 
社会人として必要な伝え方をシェアします。 
 
そして、 
教育者が不足していると感じています。 
 
社内の研修担当者、 
コンサルタント、 
教育者、 
講演家、 
商売人、 
など、人前で何かを伝えるお仕事をしている方に 
特にシェアしたいと思っています。 
 
では、いきます！ 
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教育者のための 

難しいことを簡単・明確に 

相手に伝えるためにすること 
 
このスキルを身につけると 
人前であなたが講師として話をする時の 
相手の変化が目に見えて大きく変わることや、 
商談やセールスそしてプレゼンテーションなので 
相手に何かを販売する時の成約率を 
格段に上げることができます。 
 
つまり多くの社会人にとって 
“できる人”と認められるためには 
必要なスキルであるといえます。 
 
それがこの伝え方なのです。 
 

伝え方の3つの目的 
何かを伝えるためには、 
大きく分けて 3つの目的があるといわれています。 
 
1つ目が学校や研修のような教えるための教育。 
2つ目がチームや組織そして仲間で創発し合うためのコミュニケーション。 
そして 3つ目が、販売するためのセールスです。 
 
１つめの教育を目的とした伝えかたとは、 
私たちが学校教育で先生が実施していた 
授業が代表的です。 
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会社に入ると研修が教育になります。 
 
２つめの創発しあうためのコミュニケーションとは、 
チームや組織で一体となって 
価値のあるものを作りだすためのものです。 
 
創発とは一定レベルのスキルやマインドを 
持っている人たちが関わり合うことで 
一人では、出せない力を出すことを言います。 
 
３つ目の販売するためのセールスとは 
実際に商品をお客さんに売るために、 
その商品の価値やメリットを 
お客さんに伝えることをいいます。 
 
このように伝えかたの３つの目的を 
きちんと分けることがまずスタートです。 
 
 
 
 
 
 

伝える5つのレベル 
伝えるというのは 
5つのレベルにわけることでその本質が見えてきます。 
 
先程の 3つの目的も 
この 5つのレベルで分類することで 
本来の目的を達成しやすくなります。 
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伝えるレベル 1：話す 
話すというのは、童話や昔話のように 
相手にただ話すと言う自らの行為を言います。 
つまり相手には何も望んでいない状態です。 
 
わかりやすい例は、 
小学校の校長先生の朝礼のお話です。 
校長先生のお話は、生徒に何か知識や変化を 
求めているわけではなく、 
全員の前で話すと言う 
単なるイベントでありました。 
 
話が下手な方の特徴は 
このレベル 1の話すの状態で 
人に何かを伝えようとしていることが多いです。 
 
話すのが下手な方の話を聞いた人の感想は、 
「あの人何を言いたいのか分からない」 
と言う声が 1番多いです。 
 
ですが話した本人は、 
はじめから特に言いたいことや伝えたいことが 
あったわけではないので 
このように聞き手とのギャップが発生します。 
 
ここで大事なのは、 
聞いている側は、 
あなたから何か得ようと思っているということです。 
 
聞き手が何かを得ようと思っているのに、 
話し手であるあなたが 
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単に自分の好きな話を話すだけでは、 
相手は満足しないのです。 
 
社会人になると、 
すべての時間にお金が発生しています。 
つまり、話す側も聞く側もお金が発生しているので、 
話し手のあなたはそのお金に見合った価値を 
提供する義務があるといえます。 
 
つまり、社会人で人と会話をする際に、 
このレベル 1の話すは、 
あり得ないといえます。 
 
 
 

伝えるレベル２：わからせる 
伝えるレベル 2のわからせるというのは、 
おもに知識を提供するということです。 
これが学校教育や研修で使われるレベルです。 
 
知らないことを教える、 
知っていることをさらに深く教える 
などの教えるということが 
このレベル２のわからせるです。 
 
分からせる為にはまず、 
相手の現段階の知識レベルを把握する 
ということから始まります。 
 
相手の知識とあなたが教育すべき知識の 
ギャップを明確にすることから始まります。 
 



 
 

 10 

難しいことを簡単に伝える方法 

株式会社アドバンスシフト info@advance-shift.jp 

わからせるためには、 
実際に相手が理解できているか 
細かく確認しながら進めていくことが必要です。 
 
例えば私の研修では 50分ごとに、 
シェアタイムというのを取っています。 
これは参加者同士で話をして、 
お互いのアウトプットを通じて 
理解度を確認するためのスキルです。 
 
 

伝えられる３：覚えさせる 
伝えるレベル 2のわからせるで、 
提供した知識を実際に相手が、 
使えるようにするためには 
覚えさせる必要があります。 
 
これをインプットといいますが、 
インプットのスタートは暗記です。 
 
覚えさせるためによく使われるスキルが、テストです。 
 
学校教育の弊害で 
私たちは点を取るために 
テストというものを意識していますが、 
実際には覚えさせるために使う 
スキルがテストなのです。 
 
あなたがテストを作る側になった場合、 
項目にするべきことは、 
相手が使うということを前提に、 
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覚えるべき箇所を、 
テストしなければなりません。 
 
社会人にとって、 
テストとは点数を競うためのものではなく、 
テーマの中で何が大事なのかを 
明確にする伝えるために使うものです。 
 
ですが 
点数を取らせるためだけの 
テストを作ってしまうと 
結局、暗記させることができなく、 
使われることがなくなってしまいます。 
 
ですから、 
テストの作り方というのも 
伝え方の大事なスキルの 1つなります。 
 
 

伝えるレベル４：アウトプット 
アウトプットとは 
実際に提供されたインプットを、 
価値として人に提供すること思います。 
 
学校教育で言うとこれが受験にあたります。 
そして社会人でいうとこれが現場になります。 
 
インプットしたことを 
実際にお客さんや仲間に 
アウトプットすることが 
創発するために必要な 
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コミュニケーションレベルであります。 
 
つまりお客さんや仲間と創発し合い、 
より価値の高いものを作り上げていくためには、 
お互いがアウトプットスキルを磨かなければいけません。 
アウトプットスキルとは、 
まさにわかりやすく伝える方法です。 
 
 

伝えるレベル５：行動させる 
あなたが教育者である場合、 
あなたが人に教えることは、 
相手の行動を変えるということです。 
 
何か結果を出そうと思うと、 
行動を起こさなければ結果は出ません。 
 
ですから 
あなたが教育者として 
相手に結果を提供するのであれば、 
あなたは相手の行動を変えることが 
教育の本質と言えます。 
 
実は多くの方が気付いていませんが、 
セールスとは、 
相手に購入という行動を取らせるためのものです。 
 
つまりあなたがこのレベル５を 
使えるようになると、 
セールスが劇的にうまくなります。 
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セールスが上手くなると言うと、 
そこまで求めていない 
という方がいらっしゃいますが、 
相手の行動を変化させることができると、 
あなたの大切な人を、 
守ることもできるし、 
あなた自身も人間関係に恵まれて 
最高な毎日を送れるようになります。 
 
 
このレポートでは 
もちろんレベル 5までができるように 
細かくお伝えしていきます。 
 
人に何かを伝えるための大前提として、 
ひとはあなたと同じだけれども 
同じではない 
と言うマインドを必ず念頭に置いてください。 
 
どういうことかというと 
人は大きく分けて 
3つのタイプがあります。 
 
この 3つのタイプというのは 
人が行動するためのスイッチが 3種類あり、 
どのスイッチを装備しているかで、 
タイプが分かれているということです。 
 
 
 
 
 



 
 

 14 

難しいことを簡単に伝える方法 

株式会社アドバンスシフト info@advance-shift.jp 

行動するための3つスイッチ 
 

行動スイッチ 1：納得スイッチ 
行動スイッチの 1つめは、 
納得スイッチです。 
 
納得スイッチとは論理的に理解でき、 
納得すると行動するタイプです。 
 
このスイッチは、 
納得しない限り ONに、 
なることがないので、 
とにかく自分で納得しやすいように、 
論理的に伝える必要があります。 
 
特に、なぜそれをするのか、 
なぜそれが必要なのか、 
ナニのためにやるのか、 
という、意図を明確にしなければ、 
このスイッチが ONになることがありません。 
 
 

行動スイッチ 2：こころスイッチ 
こころスイッチとは感情で 
行動のスイッチが ONになります。 
 
スイッチが ONになる感情が 2つあり、 
1つがテンション、 
もう一つが恐怖です。 
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テンションタイプは、 
わくわくする、面白そう、 
やってみたいという 
感情があれは行動します。 
 
恐怖タイプは、 
行動をとらなければ発生する 
デメリットや損失、 
リスクを回避するために 
行動します。 
 
比較的私たち人間は 
恐怖による行動のモチベーションが高い 
生物であると言われています。 
 
ですが、教育の場面では、 
どちらのタイプか 
見極めがつかないことが多いので 
行動をとるためのメリットと 
行動をとらないと発生するデメリットの 
両方を伝える必要があります。 
 
 

行動スイッチ３：すぐ行動スイッチ 
このスイッチは、 
いいことを聞けばすぐ行動！スイッチ ON！ 
というスイッチです。 
 
このスイッチを確実に ONにするためには、 
実際に行動していることを、 
相手の頭の中でイメージをさせることが必殺技です。 
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人間は、イメージしたことしか行動できませんし、 
イメージしたことは行動のハードルが低くなります。 
 
ですから、 
明確に相手が行動していることを 
イメージさせることが必要となります。 
これがワークの本質です。 
 
 
ここまでを簡単にまとめると、 
 
1. 伝えるためには、教育、創発、セールスの 
３つの目的があります。 

2. 伝えるレベルが５レベルあり、 
それぞれが 3つの目的とリンクしています。 

3. つまり 3つ目的に合わせてレベルを変える必要があります。 
4. 人が行動するためのスイッチが 3つあります。 
5. 納得のスイッチ、こころスイッチ、すぐ行動スイッチです。 
6. 3つのスイッチをすべて押すような教育を行うことが 
教育者として必要なスキルになります。 

 
これらのことを実際に 
教育者として使っていくためには、 
テキストや会話の骨組みやシナリオに 
構成として入れ込んでいく必要があります。 
 
つまり伝わる構成という 
テンプレートが存在します。 
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伝わるテンプレート 
 

伝わるテンプレート１：納得スイッチを押す 
テンプレートとしては、 
まず納得スイッチを持っている人の 
スイッチを ONにする必要があります。 
 
具体的に納得スイッチを押すためには、 
１、	 モチベーションを刺激 

モチベーションを語りだすと、 
人間の脳と心理の話になってしまいますので、 
簡単に言うと、 
人間の最終的な 
根本のモチベーションは、２つです。 
 
１つが、生殖。ざっくり言うと、モテたい。 
もう１つが、生存。生きたい。です。 
〇〇をマスターすると、 
人気が出ますよ！とかチヤホヤされますよ。 
ということでモチベーションが高まるタイプ。 
 
そして〇〇をマスターすると、 
一生お金には、困らないですよ。 
目の前の問題が解決しますよ。 
というタイプです。 
 

２、	 自分の情熱を伝える 
これは、 
どのスイッチの方にも必要なのですが、 
あなたが今から伝えることに対して、 
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どれほど情熱を持っているかを 
伝えることが必要です。 
 
これは、 
言葉で話す以外にも、 
声の大きさや、表情、 
トーンでも OKです。 
 

３、	 全体像の枠組み 
人はわからないものや 
見えないものには恐怖を感じてしまう 
という特性があります。 
 
特に空間と時間が把握できないモノに 
は恐怖を感じます。 
 
ですから、 
まずは全体像として、 
あなたが伝えるべき目的達成のために、 
今日何を伝えるかの全体像をお伝える必要があります。 
 
テキストデータ目次にあたる部分です。 
ですが研修テキストで 
目次は基本的につくらないほうがいです。 
なぜなら目次をつけてしまうと 
先に予習してしまう方がいるからです。 
 
学習の最大の敵は、 
知っているという心理です。 
知っていると思った瞬間に 
脳がインプットをシャットアウトするので、 
知っている状態は、 
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意識的に外さなければならないのですが、 
脳は、単純なので、 
学習者があなたが教えるために、 
パラパラとテキストを目次を見て 
開いただけでも 
知っていると思っていますのです。 
 
だから私は、目次をあえて学習者のために 
つけないテキストを作るようにしています。 
 

４、	 学習者の現実に入り込む 
ここまでやると、聞き手は、 
不安な気持ちが少し出ます。 
 
その不安な気持ちは、 
私でも本当にできるのかな？という不安です。 
ここであなたは、今こう思ってるよね？と、 
いうことを共感することがポイントです！ 
 

５、	 思い込みを破壊して、 
新しい世界観の入口を見せる。 
とてもざっくり言うと、 
聞き手が難しいと思っていることを、 
簡単だよ。と、言って、 
なぜ簡単かを説明する。 
それも簡潔に。 

 
この５つのステップを順に一つずつ踏むだけで、 
納得スイッチがカチッと ONになります。 
 
次は、こころスイッチです。 
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伝わるテンプレート２：こころスイッチを ONにする。 
こころスイッチは、マスターすれば、 
具体的にどう言ったメリットがあるか、 
そしてマスターしなければ、 
将来的にどう言ったデメリットがあるかを 
きちん語ることで、ONになります。 
 
この時のポイントは、 
フワーとか、ガーンとか、 
ワクワクといった擬態語を使うと 
伝わりやすいです。 
 
ここまでのテンプレート１と２は、 
本題に入る前のものです。 
ここからが、本題に関することです。 
 
 

伝わるテンプレート３：メタを順番に上げていく。 

 
メタってなんだ！と思われるかもしれませんね。 
これは、おそらく２年後には、 
普通にビジネス用語になってくる言葉なので、 
覚えておいて損しません！ 
 
メタとは、俯瞰視するということです。 
 
例えば、地域でいうと、 
メタ１は、大阪市平野区喜連２丁目５−６−４０２です。 
メタ２は、平野区。 
メタ３は、大阪市、 
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メタ４は、大阪府、 
メタ５は、近畿、 
メタ６は、関西、 
メタ７は、西日本、 
メタ８は、日本、 
メタ９は、アジア、 
メタ 10は、地球、 
メタ 11は、宇宙。 
こんな感じです。 
 
メタが小さいものは、具体的です。 
その具体的なパーツをきちんと 
大きなものにつなげていくことが、 
伝わるためには、 
必要なテクニックになります。 
 

伝わるテンプレート４：すぐ行動スイッチを連打！ 

 
これは 
テーマが変わるときなどに使うと 
非常に有効なのですが、 
やることを簡潔に言うと、 
整理をするということです。 
１、順番にまとめる。 
２、アクションプランでまとめる。 
と、いう２つのまとめ方です。 
 

伝わるテンプレート５：背中を押す。 

 
これは、本題が終わり、 
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みんな行動変えようね！と 
最後の一押しをするためのテクニックですが、 
３つのテクニックをお伝えします。 
１、自分自身の経験を話す、 
２、Q&Aで話す。 
３、フィードバックを受け付ける。 
 
 
この５つのテンプレートを使えば、 
とても簡単に、伝わるシナリオが完成します。 
 
では、 
実際にシナリオを０から作るステップをお伝えします。 
 
私は、今まで何かを書くときや、 
セミナーのテキストを作る時、 
執筆する時も 
この方法で作ってきました 
というテンプレートなので、 
正しいかどうかは、 
わかりませんが、 
私が今までやってきた方法です。 
 

シナリオを作るステップ１： 

全てを完全アウトプット 

 
まずは、 
最初から構成を考えても、 
いいシナリオは、できません。 
これが、私が今まで、 
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約 80回セミナーをしてきて、 
全て０からテキストを作ってきて、 
確信していることです。 
 
まずは、全てを 
完全アウトプットすることです。 
 
思い浮かんだ言葉や、 
内容をどんどんアウトプットしていきます。 
私は、これに大体２〜３日間とります。 
この時に使うツールが、３つあります。 
 
ツール１：付箋 
付箋は、便利ですが、 
最近はあまり使わないようにしています。 
なぜならなくすからです。 

←付箋 

どれだけノリが強力なものでも、 
なくすので、最近は、使っていません。 
が、あなたにとって 
一番馴染みのあるものだと思いますので、 
シェアしておきます。 
 



 
 

 24 

難しいことを簡単に伝える方法 

株式会社アドバンスシフト info@advance-shift.jp 

使うなら、必ず黄色にしてください。 
理由は、脳の話になるので、またいずれ。 
 
ツール２：パワーポイント 
 
パワーポイントは、 
パソコンに抵抗がない方だといいかもしれませんね。 
 
私も使いますが、 
最近は、 
意識してパソコンを使わないようにしているので、 
あまり使いませんが、 
パワーポイントのメリットは、使いやすい。 
 
設定は、デフォルトのままで、 
タイトルと、本文を箇条書きします。 
これは、そのままテキストにできるので、 
いいかもしれません。 
 
しかし、必ず印刷する必要があるので、 
気をつけてください。 
 
ツール３：インデックスカード 
私の秘密兵器がこのインデックスカードです。 
昔は、単語帳を使っていましたが、 
最近は、amazonで 1000枚入りの 
インデックスカードを購入して使っています。 
 
すでに 3000枚を超えています。 
 
インデックスカードは、 
保存しやすいのが特徴です。 
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←インデックスカード 
 
私のように整理が苦手な人は、 
インデックスカードがオススメです。 
 
注意点は、貧乏根性を出して、 
両面書き込まないこと！ 
 
 

シナリオを作るステップ２： 

マインドマップでグルーピング 

 
マインドマップを使って、 
インデックスカードをグルーピングしていきます。 
この段階では、まだ全てを振り分けます。 
 
※この作業が最も重要です。 
 
振り分けながら出てきたことは、 
違う色のペンでマインドマップに書き込みます。 
 
私は、これに最低でも 2日使って、 
必ず１日は、寝かせます。 
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そうすると 
ドンドンアイデアがここに増えていきます。 
 

←このレポートのマインドマップ 

 

シナリオを作るステップ３： 

整理整頓 

 
マインドマップを 
整理整頓していきますが、 
整理とは、物を捨てることです。 
 
ですから、 
まずはいらないものを省いていきます。 
省く時のポイントは、 
セールスか教育かです。 
 
教育の場合は、 
核になるスライドが必ず必要ですが、 
セールスやプレゼンの場合は、 
相手にとって核になる１枚だけは、 
捨てます。 
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そうすれば、 
セールスの成功確率がグーーーンと上がります。 
勇気がいりますが、 
是非、挑戦してみてください。 
 
次に、整頓とは、整えるということです。 
ここでメタを意識して 
伝える順番を決めていきます。 
 
以上このステップが 
０からシナリオを作るやり方です。 
 
さて、 
ここまで伝え方をお伝えしましたが、 
いかがでしょうか？ 
 
かなり、 
巷で言われている 
なんちゃって伝え方講座とは、 
違うと思います。 
 
もう気づかれたかもしれませんが、 
このレポートも 
テンプレートの流れに沿って 
書き下ろしています。 
 
気づかれた方は、OKですが、 
気づかなかった方は、 
ぜひ、テンプレートを意識しながら 
もう一度レポートを読んでみてください。 
 
新たな発見があると思います。 
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これが実践的であり、 
本当にあなたが 
社会人として 
責任を持ってやるべき 
使え方なのです。 
 
これから、日本には 
教育者が必要になります。 
 
教育者とは、 
コンサルも 
先生も 
メンターもそうですが、 
先生だけではありません。 
 
あなたが、会社のメンバーに 
何かを教えるとき、 
あなたはすでに教育者なのです。 
 
あなたが、商売として、 
お客さんに何かを伝えるとき、 
教えるとき、あなたは 
教育者なのです。 
 
商品にも、人にも、サービスにも 
物語があって、心を和ませる背景があるのです。 
それを人に伝えることがすべて教育なのです。 
 
また、 
あなたが 
人に何かを伝える 
先生のようなことが 
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仕事として、 
必要になってくる時代でもあります。 
 
そうなった時、 
あなたが難しいことを 
きちんと相手にとって 
ベストな方法で 
わかりやすく伝えられるどうかで 
人気度が変わってきます。 
 
人は、すぐに結果が出ることを 
求めています。 
 
あなたには、教育者として、 
短期的欲求を満たすことよりも 
長期的欲求を満たすことに 
悦びを持って欲しいですが、 
集客ということを考えると 
短期的欲求を満たすことも 
必要になります。 
 
その時、 
簡単に、わかりやすく 
相手に結果を出させることが 
できる人の独壇場になります。 
 
ぜひ、あなたには、 
そういったことができて、 
あなたらしい自由な毎日を送り、 
自分の人生の主人公として 
満喫してもらいたいと思います。 
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これから 
日本の経済動向が 
大きく変わります。 
 
元気な日本は、 
経済によって 
創造されます。 
 
つまり、私たち一人ひとりが 
元気な日本の中心となるのです。 
 
あなたが、 
あなたの地域の中心になるのです。 
 
あなたが、 
あなたの業界の中心になるのです。 
 
私は、本気で 
商売の活性化によって 
元気な日本を創造できると 
思っています。 
 
ぜひ、 
これからも一緒に頑張っていきましょう！ 
 
最後までありがとうございました。 
 

濵田将士 
 
最後に・・・ 
一つお願いがあります。 
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このレポートは、 
今のあなたにとって 
これからのあなたにとって 
役に立つことを願って 
時間をかけて作成しました。 
 
あなたが 
このレポート面白い！ 
役に立った！ 
と、思われたら、 
ぜひあなたの周りの方にも紹介していただきたいのです。 
 
「こんなスキル、自分だけで独占！」 
と、いう方もいるとは、思います。 
私も昔は、そうでした。 
 
自分が知ったことを他人に教えるなんて 
もったいない！そう思っていたのです。 
 
ですが、今の私は、 
いい知識や知恵があれば、人にシェアします。 
 
なぜなら、 
シェアをしたら悦ばれるからです。 
 
それだけの理由ですが、 
誰かがよろこんでくれることが 
いつか、時間を超えて自分に返ってくる。 
そんなことが起きればいいなと思っています。 
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濵田将士の紹介・経歴 
 

濵田将士（はまだ まさし） 

株式会社アドバンスシフト	 代表取締役社長 
ワンオリマーケティング発案者 
経営コンサルタント・集客コンサルタント 

大阪生まれ。 

大学卒業後、日本最大級の経営コンサルティング会社・船井総合研究所に入社。

2013年に独立し、株式会社アドバンスシフトを設立。 

これまでに日本全国で149社の業績アップコンサルティング、54店舗の立ち
上げプロデュースを行う。 

フィットネス	 スイミング	 介護施設	 リサイクルショップ	 パチンコ	 お土

産屋	 旅館	 家具屋	 アパレルショップ	 飲食	 酒屋	 ホテル	 保険代理店	

占い師	 カウンセラー	 経営コンサルティング業	 エステティックサロン	 病

院	 クリニック	 歯科	 カーディラー	 ネイルサロン	 ホットヨガスタジオ	

パーソナルジム	 コーチング	 一般社団法人	 放課後等デイサービス	 デイサ

ービス	 リハ特化デイサービス 美容室など今までに 33業種に携わる。 

新規顧客獲得のコンサルティングを多数手がける。対象とする企業は、年商

3000万円規模の小企業から、東証一部上場企業まで幅広い。 

講演やセミナーで、毎年約 500名以上の経営者に講演を行っている。 

経験に裏付けられ、事例を公開しながら伝える講演では、「やることが明確に

なった」「即効力がある」と大好評を得ている。 

 


