コーチ、カウンセラー、セラピスト、コンサルタント向け

魅力が伝わる！ 仕事につながる！
ビジネスプロフィールの
書き方ストーリー
ビジネスプロフィールの書き方を
物語で楽しく身につけよう！

ストーリーズ・マーケット

解説
ポイント

1

－ビジネスコーチのミキさんが、PR 誌の編集をしている
タマさんの事務所にやってきました。
ミキ：タマさん、こんにちは。ビジネスコーチのミキです。
サイトを見てやってきました
タマ：どうしました？何かお困りですか

ビジネスプロフィールは自己紹介ではなく、
タマさん

ミキ：ビジネスコーチの仕事、自分をどう PR すればいいのかなって迷ってい
るのです。新しいお客さまと出会いたいんですけどね
タマ：ふむふむ。それでは質問です。ミキさんはなぜ私のところにきてくれた

自分を売るセールスコピー。
お客さまがあなたから買いたくなる
プロフィールを書きましょう。

のでしょう？
ミキ：ネット検索したらタマさんのサイトが見つかり、内容やプロフィールを
読んでいいなって思って ...
タマ：では、ミキさんのサイトってどんな感じでしょう？
－そう言われて、ミキさんは PC を開いて自分のサイトを見せました。
タマ：基本的にはいいですね。でもビジネスプロフィールが単なる自己紹介に
なっていて、ミキさんの魅力が伝わっていないのがモッタイナイ

こんにちは。
「ストーリーズ・マーケット」代表の小関です。
ここでは、プロフィールの書き方のポイントをお伝えしますね。
ビジネスコーチのミキさんにように、プロフィールを単なる自己紹介だと考え
ていた方、いますか？個人ビジネスの場合、プロフィールは自分という商品の
セールスコピー（販売のための宣伝文）なのです。
ストーリーズ・マーケットでは、ビジネスプロフィールを「お客さまに対して、
自分の事業内容、実績、思い、ストーリーなどを伝えることで共感を呼び、商品・

ビジネスコーチ

ミキ・チワワ
東京生まれ。大学卒業後、大手菓子メーカーに10年勤める。在職中にコー
チングの素晴らしさに目覚め、スター・コーチングスクールに通う。スター
コーチ 1 級を取得。2010 年、一念発起してビジネスコーチとして独立。
クライアントの笑顔を励みに、日々、セッション行っている。
ミキさん

ミキ：え！プロフィールって自己紹介じゃないの？！
タマ：はい。プロフィールは自分を売るためのセールスコピー。プロフィール
でサービスが売れるのです。だって、現に、ミキさんは私のところに来
てくれたでしょ

サービス購入につなげるもの」と定義しています。
小関自身、あるカウンセラーのストーリー型プロフィールを読み、書かれてい
る内容に共感したことがきっかけで心理カウンセラー養成のためのメール講座
（約 12 万円）を購入した経験があります。もちろん、その方のメルマガ、ブロ
グも興味深かったのですが、プロフィールが大きな決め手になりました。
プロフィールは、もちろん「自分はこういう人です」と理解してもらうと同時
に、お客さまに「この人に会いたい！」
「この人の商品・サービスを買いたい！」
と思わせる必要があるのです。

ミキ：そうだった！
2

3

解説
ポイント

2

タマ：まず、ミキさんのお客さまは誰ですか？
ミキ：う、うーん。ビジネスで困っている犬、全員 ...
タマ：もっとお客さま像を狭められませんか？

お客さまは誰ですか？

ミキ：うーん。だとすると、自分の強みを知らない個人事業主かな。自信がな

そして、お客さまにどんな商品を

くて、自分の価値もよく分からなくて迷っている。でも、突き抜けたい

提供していますか？

と思っている。あ、昔の自分みたいなお客さまかも
タマ：そうやって、お客さまは具体的に決めるといいのですよ。その方に何と
言ったら『そうそう』と共感してくれそうですか？
ミキ：？
タマ：例えば、昔のミキさんの苦労話などはどうでしょう？同じことで悩んで
いたなら、その話を読んで『ミキさんもそうだったんだ。私のことを分
かってくれそう！』と親近感をもってくれますよね
ミキ：なるほど〜

プロフィールに限らず、セールスコピーを書くときに一番大事なのは「お客さ
まは誰か？」ということ。あなたが商品・サービスを売りたいお客さまは誰な
のか、キチンと決めましょう。なぜなら、そのお客さまの心に響くように書く
必要があるからです。
多くの事業主が「自分の言いたいこと」を伝えようとします。このような自分
目線は、いわば押し売り状態。なかなか共感を得られません。まず、お客さま
が「何に困っているか」「何を欲しがっているか」を考えたうえで、「お客さま

タマ：ねえ、ミキさん。このビジネスで一番売りたいものは何かしら？

が知りたいこと」を書きましょう。

ミキ：最終的には、コーチング 6 か月コース。30 万円

お客さまを理解し、その気持ちを考えること。これが一番大事！

タマ：その 30 万円のサービスを購入する前に買ってもらう手軽なサービスは

その姿勢があれば、あなたのセールスコピーを売り込みと思わずに読んでくれ

何かしら？

るはずです。

ミキ：セミナーや単発セッション ... かな

次にお客さまに売りたい商品・サービスですが、こちらも、お客さま目線で買

タマ：では、プロフィールにはセミナーや単発セッションの話と継続コーチン

いたくなる商品か検討してくださいね。コーチングやカウンセリングなど形の

グなど売りたいサービスの話も盛り込みましょう

ないサービスの場合、フロントエンド（お試しサービス）とバックエンド（本
当に売りたいサービス）を用意しているかと思います。どちらの内容もプロ
フィールでは触れておきます。
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解説
ポイント

3

タマ：ミキさんの強みは何ですか？他のビジネスコーチにはないミキさんだけ

あなたの強みは何ですか？

の特徴は？
ミキ：うーん。自分の強みって分かりにくいなあ
タマ：どんな点が他のコーチと違うのでしょう？またはお客さまはどこを喜ん

そして、今の仕事にいたるまでのストーリーは？
あなた独自の強みとストーリーが

でくれていますか？

お客さまの記憶に残ります。

ミキ：そうね。ビジネスコーチだけど、メンタル面にブロックがあって行動が
できない方のブロックを解消できること
タマ：そうですか
ミキ：心理カウンセリングを学んでいたこともあるけど、自分が不器用で自信
がなくって、能力を発揮するのにさんざん苦労したから。そんな方に寄
り添えるし、相手も話しやすいみたい。そして、その方の強みを引き出
すのが得意です！
タマ：そのミキさん独自の強みは、ライバルと違う魅力なので、
ぜひ入れましょう

く、あなただけが持っている強みで、お客さまが「ここが他社とは違う」と思っ
てくれる点です。
他にはない独自の強みをもっていると、それが欲しいお客さまは、あなたから
買いたいと思います。
「自分だけの独自の強みなんて、ないかも ...」と思われるかもしれませんが、
心配いりません。どの事業にも必ず独自の強み（USP、Unique Selling
Proposition）はあります。お客さま、ライバルをしっかりとリサーチし、

ミキ：はい

分析することで見つかりますので、丹念に探しましょう。

タマ：もしかして、自信がなかったことがビジネスコーチになろうとしたきっ

あなたがその事業を始めたきっかけは思い出せますか？仕事に対する思いや、

かけかしら？
ミキ：実はそう。ダメだった自分がコーチングを学び、自分に気づき、あり方
を変えていくだけで人生がガラリとよくなったの
タマ：その仕事にいたるまでのストーリー、同じ立場や
価値観をもつ方の共感を呼びます。
これも書きましょうね

6

その業界でのあなた独自の強みを、あなたは知っていますか？ライバルにはな

お客さまに役立ちたいと思った経緯など、あなただけのオリジナルストーリー
があるはずです。そのストーリーを盛り込みましょう。
ロジックやデータも大事ですが、それだけでは人の心は動きません。
ストーリーがあると「分かる、分かる！」「私もそうだった」とお客さまが感
情移入し、共感が生まれます。親近感がわいて「この人から買いたい」と思っ
たり、強く記憶に残るため、必要なときに思い出されやすくなる効果があります。

7

解説
ポイント

タマ：ところで、ミキさんの理念って何でしょう？

4

ミキ：え！理念？！
タマ：そう。言い換えると、この仕事をとおして、
社会をどのようにしたいのでしょう？

あなたの理念は何ですか？

ミキ：そうね。みんなが自分の強みを発揮できて、ゆたかになれるといいな。

どんな世界をつくりたいのかが

心と経済、両方がゆたかになる世界にしたいです

人の心を動かします。

タマ：いいですねぇ。自分がなぜこの仕事をしているのか、どういう未来をつ
くりたいのかを入れましょう。その思いに共感してくれるお客さまが来
てくれますよ！

ミキ：分かりました！書き直してみます
－後日、ミキさんが新しいプロフィールをもってきました。
ミキ：新しいプロフィール、書けました！

ビジネスコーチ

ミキ・チワワ
東京生まれ。大学卒業後、大手菓子メーカー営業部に 10 年勤務。3 年間リーダー職に就くが、
部下の能力を上手に引き出せず挫折感を味わう。メンタルがカギだと気づき、心理カウンセ
リング、コーチングを学び始める。自分の強みが「強みを発見すること」と分かり、自信を
得る。部下の強みを引き出し、
「部下の夢」と「会社の理念」をつなぐことにより成果を上げ、
チームで全店舗売上 NO.1 を達成。強みを知って成果を上げられる犬を一匹でも増やしたいと
思い、2010 年、一念発起してビジネスコーチとして独立。起業した個人事業主向けに強み
発見セミナーを開催したり、継続的にビジネスコーチングを提供し、好評である。「強みを生
かし、ゆたかに生きる」を理念に、日々、飛び回っている。[ 資格 ] スターコーチ 1 級

タマ：わあ、すごくいいですねぇ
ミキ：実は、書いていて、とても自信が出たんです。自分が本当にやりたいこ
との原点を思い出しました
タマ：よかったです
ミキ：サイトのアップしたら、すぐにお問い合わせがありました

理念とは「こうあってほしい世界、自分が望む未来（ゴール）
」です。
言い換えると、
理念は「こういう世界をつくりたい」という志や夢のようなもの。
理念を掲げると、同じような価値観をもつお客さまや仲間が集まってきます。
価値観が同じだと、自分が提供する価値に、満足感を得てもらいやすいのです。
例えば、小関の理念は「自分を生かし、
ゆたかに生きる」と「人を成長させるリー
ダーを増やす」です。この理念のもとに、
さまざまなサービスを提供しています。
すると、「自分の強みを知りたい」「才能を生かしたい」「物心ともにゆたかに
なりたい」
「リーダーシップを発揮したい」お客さまがやってきて、サービス
を購入します。
お客さまが欲しいものと、小関がサービスを通して提供する価値が合致するた
め、お客さまは満足してお金を払ってくれます。
理念のほか、
「理念に達するために自分がするべきこと」であるミッションを
書くのもよいでしょう。
さて、タマさんとミキさんのストーリーを読んで、ポイントはつかめましたか。
「さっそく書きましょう！」と言いたいところですがその前に ...。

タマ：それは本当によかったですね。この調子でいきましょう！
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まずはあなたの事業の棚おろしから！
プロフィールを書き始める前に、お客さまやご自身のことをよく知る必要があ
ります。まずは、あなたの事業の棚おろしから始めましょう。次の項目を書き
出してみてください。
・お客さまは誰なのか
・どういった商品・サービスがあるのか
・あなた独自の強みは何なのか
・今の仕事に至るまでどのようなストーリーがあったのか
・理念は何なのか
・仕事に関係する資格、出身校、実績、経験、評価
さて、書けましたか？

この順番でプロフィールを書いてみましょう
それを元に、次の順番で書くとプロフィールとしてまとまります。
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1

基本情報

2

仕事概要

3

今の仕事にいたるまでのストーリー

4

実績・経験

5

理念やビジョン

名前、肩書き、出身地、出身校、資格など

どんな人のために、どのようなサービスを提供しているのか

なぜ今の仕事に就いているのか

どのような実績、どんな評価があるか。あれば数字も

それでは、参考までに小関のプロフィール例です
共感ストーリーで成果を出す

コピーライター / ビジネスコーチ

小関珠緒

東京都出身。1970 年生まれ。学習院大学国語国文学
科卒。主にコーチ、カウンセラーなど形のないサービ
スを販売する個人事業主向けにストーリーの力を使っ
たコピーライティングとコーチングを提供しています。
実用書の編集者を 10 年経験した後、編集ライターとして独立。なかなか仕事
が軌道にのらない中、個人ビジネスの成功には心理面をサポートするコーチと
自分を売り出すコピーが必要だと痛感し、学びつつ実践を重ねてきました。
「どちらも言葉で心を動かす仕事だ！」という気づきから、2012 年、コーチン
グ業とコピーライティング業をスタート。しかし、仕事に誠実に取り組み、お
客さまからの評価も高いのに、事業が思ったほどの成果に結びつかず、行き詰
まることに。
もっと強みを生かせるはず、もっとブレイクできるはず ...。そう思ったとき、
自分の強みは「ストーリーをつくること」だと、
ある方から指摘を受けたのです。
確かに私は、10 歳から小説家を目指して物語を書き続けてきましたし、今ま
でに、ストーリーを盛り込んだライティングが好評価を受けた経験もありまし
た。
そこで、ストーリーを生かしたコピーライティングをクライアントに提供して
みることにしました。ある飲食店では、理想としていたお客さまが次々と来店
し、売上が前年の 2 倍という成果を出し、あるセラピストのランディングペー
ジでは、以前と比べ 5 倍もの集客ができるという実績を残しました。
ストーリーが売上アップ、集客アップ、モチベーションアップにつながること
を確信し、ストーリー型プロフィールの添削コーチング、事業コンセプトづく
り、ネーミング、PDF コンテンツ制作などを専門に行う「ストーリーズ・マー
ケット」事業を立ち上げました。
「自分を生かし、ゆたかに生きる」と「人を成長させるリーダーを増やす」こ
とを理念として、個人ビジネスの成長と発展のサポートに邁進しています。

どのような未来に向かっているか
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形のないサービスを販売するときには、
ストーリー・マーケティングが有効です！
このようにストーリーの力を生かしたマーケティングをストーリー・マーケ

ストーリーを活用するメリット
では、ストーリーをビジネスに生かすと、具体的にはどんなよいことがあるの
でしょう。メリットを 4 つあげました。

ティングと言い、手法自体は多くの企業がこれまでも行ってきたものです。
ストーリー・マーケティングは、特にコーチ、カウンセラー、セラピスト、コ
ンサルタントなど形のないサービスを販売する場合、効果を発揮します。

メリット

1

ファンが増え、商品が売れる。
あなたのストーリを読んで感情移入し、共感した方があなたの
ファンになります。結果的に、商品・サービスの購入につなが

商品・サービスがお客さまに与える提供価値は、大きく分けて 2 つ。

ります。

1 つは機能的価値。性能や機能など物理的な価値です。もう 1 つは情緒的価値。
楽しさなどの感覚や、世界観、ストーリーを伝えて気持ちに訴える心理的な価
値です。

メリット

2

商品イメージが上がり、ブランド力が上がる。
共感できるストーリーにより、商品・サービスのイメージが上
がります。

例えば「こんな苦労の末に生まれたサービスなら、細かい点で
安心して使えそう」などと思われます。この信頼が強いブラン

ストーリーで世界観や価値観を伝え、
お客さまにイメージしてもらうのです
見ることができないサービスは、
「行動が変わりますよ」
「○○式メソッド」と
いう機能的価値だけを伝えたのでは差別化がされにくくお客さまの選ぶ基準に

ド力になります。

メリット

3

はなりにくいもの。

スタッフのモチベーションが上がる。
スタッフがいる場合、ストーリーがあることで、事業主の価値
観が伝わりやすくなります。スタッフ自身もストーリーの一部
となり、仕事のモチベーションが上がります。

あなた自身のオリジナルストーリーや世界観などの情緒的価値を伝えると、そ
の世界観・価値観に共感したお客さまを引き込むことができます。

また、対人セッションが多い仕事の場合、感覚や価値観が一致することが信頼
感を高め、結果的に成果が出やすくなります。

メリット

4

ストーリーを見つけるプロセスで事業主が自信を得て、
ビジネスを力強く進められる。
事業を始めたときの思いや苦労など、ふだんは忘れているもの。
過去を振り返る中で、自分の原点を思い出し、自信がわいてき
ます。これがビジネスの推進力につながります。
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お客さまの声、ご感想
ストーリー型プロフィール添削コーチングを受けた方です

タニグチアヤ さん

無料相談を受け付けております
興味がある方は、お気軽にお問い合わせください
サービスが必要かどうか迷われている方、サービスを申し込みたい方、質問が

実践数秘家

ある方は、一度、お話をお聞かせください。

http://www.asagao-4116.com

対面、スカイプ、メールでの無料相談を行っております。
メールまたは、サイトのお申込みフォームからどうぞ。

自分史の整理ができたのが、一番よかった
自分だけで書くと、くどくどと長くなる傾向にあり、どこがポイントなのかを絞り込
めなかったので、客観的な視点からのポイントが知りたくて、サービスを受けました。
一番よかったのは、まず、自分史を整理できたこと。これは自分一人ではできなかっ
たと思います。インタビューされることで忘れていた、見落としていた部分も明らか
になりました。そして膨大な情報をまとめる、小関さんの力がすごかったです。

伊藤雄治 さん
「伊那厨房藤よし」昼の店長

価格表
サービスの一部をご紹介します。詳細はサイトをごらんください。
http://storiesmarket.com
サービス名

ストーリー型
プロフィール添削コーチング

（期間 : 約 1 か月）

https://fujiyoshi529.wordpress.com

自分のことをこんなに掘り下げる経験は、今までになかった
セッション前は、極々一般的な悩みの「売上を上げるには？」や「どのようにしたら

ルが完成するまでの期間が、本当に一番しんどかった。今までこんなに自分自身に向

ストーリー型
プロフィール制作
（ロングバージョン、
ショートバージョンの 2 種）
（期間 : 約 1 か月）

プロフィールは自分だけで作り上げるよりも自分の中身や経歴を知らない第三者に
コーチしてもらう方が、とても純でスッキリとしたものができると実感できました。
（そのことが、お客さまに見つけていただけるポイントになっています）
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5 万円

・ヒアリング（90 分）、コーチング（90 分）

お客さまへのインタビュー後、ストーリー型プロ
フィールをこちらで制作いたします。
・事前の質問シートへの記入（ご自身の棚おろし）

10 万円

・ヒアリング（90 分）、ミーティング（90 分× 2 回）
・メールでのサポート（終了まで無制限）

事業コンセプトの理念を明確化します。
・事前の質問シートへの記入（ご自身の棚おろし）
・コーチング（120 分）
・メールでのサポート（終了まで無制限）

3C 分析、USP 発掘

・事前の質問シートへの記入（ご自身の棚おろし）
・コーチング（90 分× 2 回）
・メールでのサポート（終了まで無制限）

（期間 :2 〜 3 週間）

やり終えてから「あ〜そうだった ... ！」と思い出したような嬉しい感覚になりました。
な気づきでした。

・事前の質問シートへの記入（ご自身の棚おろし）

事業理念発掘

き合って、自分自身の真の声を聞けるまで掘り下げる経験がなかったのです。ですが、
「自分自身を知ってもらう事」が一番最初に必要なことだと実感できたことが、大き

ストーリー型プロフィールをお客さまに書いてい
ただきます。文章を添削し、ブラッシュアップす
るためのコーチングをいたします。

価格

・メールサポート（終了まで無制限）

こちらのサービスを知ってもらえるか？」などのいわゆる方法論的な部分が気にな
り、根本の「自分の強み」の部分の打ち出しができていなかったようです。プロフィー

内容

5 万円

事業コンセプトの 3C 分析、USP 発掘を行います。
（期間 :1 か月）

10 万円

※他には、ビジネスコア発掘、ビジネスコーチング、ブランド名などのネーミング、キャッチコピー制作、PDF
やメルマガ、ステップメールなどのコンテンツ制作、ランディングページや WEB サイトの制作などのサービスを
用意しております。詳細はお問い合わせください。
※価格はすべて税抜きで、2015 年 11 月現在のものです。サービス内容、価格などは予告なく変更する場合がご
ざいます。ご了承ください。
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