
鈴木英広メンタープログラム 

６期生募集のご案内 

 

こんにちは。鈴木英広です。 

 

本日は私の個別コンサルティングである、 

「鈴木英広メンタープログラム」の 

「６期生」募集のご案内を致します。 

 

「鈴木英広メンタープログラム」は、歴史を紐解きますと 

２０１３年下半期から水面下で少人数制で０期生の指導を 

スタートし、そこから、１期、２期、と回を重ね、 

いままで活動してきました。 

 

今回の募集は、２０１８年９月から本格的に指導を開始します、 

「６期」の生徒募集となります。 

 



前回の５期から実に１年半ぶりの募集となり、 

かなり突然でもあるため、 

「このタイミングで来たか・・・」という方も 

いらっしゃるかもしれません。 

 

優秀だった５期生が卒業してから早１年が経ち、 

起業家として完全に独り立ちして、どんどん高みを追求し 

自走していっているメンバーばかりとなりました。 

 

ということで、私も渇望し、またやる気に満ち溢れた 

これからの起業家を、過去のメンタープログラム出身者よりも

優秀な方々を次々と生み出したい、 

彼らにも衝撃を与えたい、強烈な刺激を与えたい、 

私も本気で指導したいという気持ちが湧いてきましたので 

“このタイミング”での募集となりました。 

 

(個人的に最近本気で育てたいと思う方が出てきたから 

という背景もあります) 



 

私が２０１２年４月に独立したのも、タイミング。 

その半年後に業界で著名な方とお会いし、 

高額コンサルティングの初期メンバーとなり、 

突き抜けたのもタイミング。 

 

２０１３年１月に起業家アカデミーを開校したのも、 

タイミング。 

過去の生徒さんたちがそれぞれのタイミングで、 

メンタープログラムに応募し、 

メンター生に選ばれ、いまブレイクスルーしているのも 

タイミング。 

 

そして、今回の募集もタイミング。 

 

すべては“タイミング”です。 

 

ひとつの出会いや出来事で人生が変わると言いますが、 



それをどう捉え、掴むかどうかは本人次第です。 

 

すぐ“いまのタイミング”は、、、などという人も 

いるようですが 

人生は急遽打席が回ってくることばかりです。 

 

私は２０１９年以降も、５期生をはじめとしたメンター出身者、 

そして、今回の募集で仲間に加わったプログラム生とともに 

今までの私の起業家人生７年間とは数段次元の違うステージで、 

どこかとても閉塞感があるこの業界に対して 

身命を賭す覚悟でビジネスを仕掛けていきたいと、 

そう本気で考えています。 

 

実際にある１つのプロジェクトに関しては 

２０１８年８月頭から既に水面下で 

構想をスタートさせています。 

 

事実、いま毎日その構想に時間を費やしています。 



 

もしあなたが、副業開始から７年９か月、独立して６年５か月、 

最高月収１７００万円超、月収１０００万円を６度達成、 

物販のみでも月収１０００万円を達成、 

現在グループ数社運営、業界では珍しい５年以上と 

長きに渡り継続している 

物販コミュニティ「起業家アカデミー」代表、 

鈴木英広の個別コンサルティングに興味をお持ちであるのなら、 

下記を読み進めていただければと思います。 

 

なお、こちらは私が代表を務め運営しています物販ビジネス 

専門の「起業家アカデミー」とは、完全に別であることを 

先に明記させていただきます。 

 

 

 



まず、始めに、今回募集する理由から 

 

今回募集すると意思決定するに至ったのには、 

複数理由があります。 

 

・業界から求められていると感じるから 

・業界を冷静に見ていて自分がやるべきと考えたから 

・自分がやっぱりやりたいから 

 

です。 

 

ひとつずつ説明していきます。 

 

・業界から求められていると感じるから。 

メンタープログラムは今までもどれだけ頻度が高くても半年に

１回以下でしか募集をしておらず、かつ書類選考、面談選考を

実施しているものであるのにもかかわらず、複数の方から、 



募集をしていない期間にも問い合わせをいただいているという

事実があります。 

 

今回は１年半ぶりの募集となりますが、 

その間にも何件もお問い合わせをいただいています。 

ですが、この１年半は一切お受けしていませんでした。 

 

そんな中、今月に入り、以前から入会を目指されていた方から 

「さすがにそろそろ６期の開催を真剣にお願いします」と 

直談判をされました。 

 

過去にはオフライン募集時にその場の全員が申し込みを 

いただいたこと、また別のときには３日間で２１名に 

応募いただいた実績もあります。 

 

こういった背景から、業界から求められていると客観的に 

感じます。 

 



・業界を冷静に見ていて自分がやるべきと考えたから。 

私のようにコンサルティングを提供している人間は業界に 

数多くいます。 

ですが、その方々の指導した生徒さんの実績は 

いかがでしょうか。 

サポート前後の実績をきちんと公開している人はどこまで 

いますでしょうか。 

 

所謂ブランディングというものの力を借り、見せ方に拘る。 

広告費を大量に投下し、高額なコンサルティングを販売して 

いる人がいますが、本当に実績を出している方でしょうか。 

 

私は、直接指導をした方に紛れもない圧倒的な結果を出させて

こそ、存在価値があり、「コンサルタント」と名乗り指導する 

資格があると考えます。 

昨今業界で起きている状況を、私はどうしても見過ごすことが

できません。 

 



私がメンタープログラムを募集しなかったこの１年半で、 

状況はかなり悪化していると感じます。 

私以外の方の指導に申し込み、圧倒的な結果を出せない人が 

出るくらいなら、私が指導して、意地でも成果を出して 

いただきます。 

 

・自分がやっぱりやりたいから。 

過去のメンター生を指導する中で、彼らから改めて教えて 

もらったことでもありますが、 

私はやはり根っからのコンサルタントです。 

 

直接サポートをした方が成果を上げるという体験は何物にも 

代え難いですし、私にとっては自分や自分のグループで 

仕掛けたプロジェクトがうまくいくこと以上に喜びを感じます。 

 

こちらは私が独立した６年前に宣言した、 

私のミッションステートメントからの一部引用になりますが、 

 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

鈴木英広はここに宣言します。 

私は自分、クライアント、パートナー、取引先及びかかわるす

べての人のために「覚悟」と「思いやり」を持ち、社会に貢献

し、常に進化成長し続けることを誓います。 

 

「覚悟」とは、いかなるときも決断し、挑戦を楽しみ、あきら

めないこと。 

「思いやり」とは、相手の関心事に関心を持ち、相手のことを

相手以上に考え提案すること。 

 

≪自分との約束≫ 

私は常に、男らしいと思う選択をします。 

男らしい選択とは、情熱を注ぎ込める生き様を貫くことです。 

 

≪クライアントとの約束≫ 

私は常に、紳士で誠実な対応をします。 

紳士で誠実な対応とは、クライアントの企業価値最大化を創造



することです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

こちらを宣言してから６年以上経ちますが、 

いまも変わらず宣言した通りの気持ちでいる私がいます。 

 

 

さらに追記しますと、とても個人的な感情になりますが、 

最近私はなんだか物凄くつまらなくも感じているのです。 

 

これは２つの面からありまして、過去のメンター生たちの中に

はとても順調に数値を伸ばしていっている方がいる一方、逆に

メンター期間中は張りのある生活をし、一定の成果を挙げた 

けれども、その後は停滞気味。なんだか活動に対する熱を 

失っていて、同じところに安住しているという人もいます。 

 

後者に関して、強く新しい風を吹かすことで、 

いますぐその状況を打破しなければと考えます。 



 

さらに、私自身においても、毎日これでもかこれでもかという

くらい、ある意味でしつこく、ほどばしる情熱で覚悟を決めた

活動をするメンタープログラム生(起業家)と接する日々を 

送っていたことで、とてつもなく大きな刺激を受けていたと 

いう面があります。 

 

５期の指導が終了してから丸１年。私自身もこれまでの 

７年とは別次元に一気に駆け上がるときに 

差し掛かっています。 

 

というのが今回募集する主な理由です。 

 

私の感情や自己都合の部分も大きいですが、 

様々な点を冷静に検討判断し、 

最終的に、今回募集するという結論を出しました。 

 

前述したことは、いま私の考えている素直な気持ちです。 



有りのままこちらに書くことが、 

どこまでも誠実であると思い、書いています。 

 

そして、過去の紛れもない客観的な実績から、最終的に募集 

することにした自分の結論は、肯定できると考えています。 

 

 

 

起業家コンサルタントとして 

マインドを継承するということ 

 

私はこの業界で自ら「起業家コンサルタント」と名乗り、 

いままで約６年半活動してきています。 

これは私の【覚悟】の表れでもありました。 

 

私は約８年前にインターネットビジネスと出会い、 

人生が変わりました。 



そして、この６年半の間で実に５００名以上の方を 

指導してきました。(教材購入のみの方も含めてです) 

 

その中で、このビジネスによって、その方や周りの人の人生が

変わるということもわかりました。 

 

実績だけで言えば、いままでに主宰するコミュニティからは 

月収３０万円達成者を「１４９名」輩出することができて 

います。 

 

ですが、その一方、ひとりまたひとりと成果を上げる人を 

輩出していく過程で、それ以上の突き抜けた成功に導くので 

あれば、どこまでも接触頻度を多くし、時間を共にし、 

ヒト対ヒトで向き合わないと爆発的な成果は出ないということ

にも気づきました。 

 

アカデミーとは別で、「鈴木英広メンタープログラム」という 

コンサルティング企画を水面下でスタートしてから、 



いま約５年が経ちました。 

 

巣立って行ったメンタープログラム出身者の実績としましては、 

幸いなことに 

・月収１０００万円以上 ２名 

・月収５００万円以上  ２名 

・月収３００万円以上  ２名  

・月収２００万円以上  ７名 

・月収１００万円以上 １６名 

などとなっており、実にいままでに「２９名」を 

月収１００万円以上に導くことに成功しています。 

(この数値が多いか少ないかの解釈はお任せします) 

 

月の利益ベースで２００万円を超える方も「１３名」 

輩出できており、私としてはこのプログラムは圧倒的に 

成功してきていると言い切れますし、 

私自身そういうプログラムだと自負しています。 

 



 

では、なぜ、このような実績を出せているのでしょうか。 

 

私のところだけ、たまたま最初から優秀な人材が集まってきて

いるのでしょうか。 

 

それが出来るのであればそんな楽なことはないのでしょうが、 

いえ、そうではありません。 

 

これは直接指導をする中で、私の起業家としての 

【マインド】が彼らにどこまでも伝わっているのです。 

マインドというと抽象的な表現に思えるかもしれませんが、 

客観的な紛れもない実績がそれを証明しています。 

 

「起業家は常に最前線で戦う、プレイヤーであれ、 

パイオニアであれ」 

という私が大事にしているスタンスがあります。 

 



私は独立をした２０１２年以降、最前線から離れたことは 

１度もなく、５年連続で増益を達成してきています。 

 

また、個人事業主時代を含めると、申告ベースで７期連続で 

右肩上がり、１度も数値を落とすことなく、これまで毎年 

ずっと増益で来ています。 

増益というのは、７期に渡って、利益が毎年上がり続けて 

きているということです。 

 

この結果から、そこらへんの巷にあまたいる、ぽっと出の 

エセコンサルタントとは訳が違う。 

プレイヤーから離れてしまった御託だけを並べている 

評論家的なコンサルタントとは申し訳ないですが、 

完全に一線を画していて、次元が違うと自負しています。 

 

「ビジネスは結果がすべて」です。 

 

この私のプレイヤーとしての背中を一番身近で見、 



常に飽くなき高みを追求してきた私の姿勢がどこまでも 

彼らに浸透して、彼らが信じてついてきてくれたからこそ、 

いままで圧倒的な結果が出ているのでしょう。 

 

これは蛇足ですが、正直申し上げると、私はいちプレイヤー 

としては業界では「上級者」ではなく、せいぜい「中級者」の

レベルに位置しています。 

私よりもプレイヤーとしてすごい人は、業界にはたくさん 

いらっしゃるのが現状です。 

 

ですが、「指導者」として、「コンサルタント」としての実績は、 

この業界でもかなり最高峰に位置していると思います。 

 

勘違いしている人が多いのですが、コンサルタントと 

名乗るのであれば、自らが成果を出すだけでは全然足りません。 

直接指導をした方に紛れもない圧倒的な結果を出させてこそ、

存在価値があり、「コンサルタント」と名乗り指導する資格が 

あるのです。 



 

私は、約６年前、腹を括って退路を断ち、自ら 

「起業家コンサルタント」と名乗り、覚悟を決めて 

コンサルティングをスタートし、いままで指導をしてきました。

結果は改めて言うまでもないでしょう。 

 

以上から、私のマインドは継承するに値するものだと 

言い切れます。 

私だからこそ、コンサルティングをやる「資格」や「使命」が

あるとも言い切れます。 

 

そして、この「マインドの継承」が最も難しいものだと 

経験から言い切れます。 

 

 

 

 



真の起業家を輩出したい 

 

では、際限なく直接指導していけばよいかと言えばそうでは 

ありません。 

超優秀な５期生の指導が終了して１年が経過していますが、 

私の体はひとつですので、 

今回の募集も 

どれだけ多くても「５名」が限界です。 

 

ただ、その方々には毎日接触頻度を多くし時間を共有する中で、 

どこまでも私の起業家マインドを受け取り吸収していただき、 

私がプレイヤーとしてもコンサルタントとしても突き抜けた 

成果を上げてきたその裏打ちされた、思考や行動パターンと 

同じになるまで、どこまでも何度でも思考の次元や質を上げて

いっていただきます。 

 

誤解がないようにお伝えしますが、決して私のコピーのような



人材を輩出したいとは微塵も考えていませんし、コピーを 

目指して欲しいとも思っていません。 

 

あなたにはあなたの今まで生まれてから培ってきた 

アイデンティティーがあり、 

大事にしているものがあるはずです。 

 

成功への妨げとなる習慣や思考、成果を上げるに当たっての 

障壁となるようなものは変えていただきますが、それだけです。 

 

あとは私の指導のもと、自由に存分に暴れてください。 

 

 

過去のメンタープログラム出身者(直近の３—５期)を 

少しご紹介しますと、 

前回指導していた５期のプログラム生の後藤さんは、 

スタート時点でほぼ数値実績はありませんでしたが、 

開始２か月目に月収３０万円を達成し、 



たった５か月で月収１１３万円まで到達しました。 

 

５期生として実績トップの成田さんは、 

現在自社で開発製造した商品が国内有数の家電量販店の 

店頭に並ぶまでになっており、 

数値としても月利益で５８５万円を達成しています。 

 

そのほかにも、国内物販に取り組む高橋亮さんは、 

スタート時こそ平均で月収３０万円程度でしたが、 

いまや安定して月収２００万円を超えるまでに成長しています。 

 

４期生の覚さんは、スタート時は利益７万円でしたが 

３か月後には、輸出物販で月収１０９万円を達成。 

いまは瞬間最大風速とは無縁の安定した月収３００万円を 

構築するまでに至っています。 

 

また３期生に関しましては、スタート段階ではほぼ利益が 

なかったり、月の利益が３０万円程度という方ばかりでしたが、



サポート期間６か月以内で、 

７名全員が月収１００万円を達成していました。 

メンバーとしては平野慎二さんや小平清城さんの期です。 

 

現在取り組むビジネスはメーカー、輸出、輸入、国内物販等、 

多岐にわたりますが 

その後も順調に数値を伸ばした方ばかりとなっています。 

(現在メンバーの平均月収は２００万円を超えています) 

 

前述の数値は、情報発信からの収入、 

たとえばアフィリエイトやコンサルティングからの収入という

ものは一切含まない、純粋なインターネットでの 

物販ビジネスのみからの収入です。 

 

 

その他の過去の先輩メンター生では、もはや紹介するのも 

烏滸がましいレベルに達している方も何名もいます。 

 



数名挙げるとしますと、三浦紘樹さんや花井志穂さんは 

月収５００万円や３００万円という 

プレイヤーとしての突き抜けた実績を残しているだけではなく、 

(いずれも直接指導していた当時の実績数値で、 

現在はともに月収１０００万円を達成しています) 

 

お二人は５００名ほどを集客した大規模セミナーで 

講師も務められました。 

それ以外にも、自らの教材を販売したり、いま自らが主宰する 

コミュニティを持ち、コンサルタントとして１００名を超える

生徒を抱え、指導者としても業界にその名を轟かせています。 

 

大西聡さんは、中国輸入のスペシャリストとして、プレイヤー

として安定的に月収１００万円以上を稼いでいるだけではなく、

中国の現地法人とタッグを組み、日本国内に数名のスタッフを

抱え、何度も展示会に出展し、国内大手量販店に自社商品を 

卸すまでになっています。 

 



江川誠一さんは、輸入プレイヤーとして初心者で始めて 

９か月目に月収１３０万円を達成し、その後自らセミナーを 

開催し、コンサルタントとしての道もスタートされました。 

その後、海外のブランドの総代理権を獲得し、都内の百貨店で

期間限定ショップを出店、売り場の過去最高売上を更新され 

ました。 

現在は、プレイヤーとして、またコミュニティリーダーとして 

活動されています。 

 

そして、彼らの生徒さんからも既に数多くの成功者が生まれて

きています。 

結果的に私の起業家マインドをメンタープログラム生たちが 

継承して、彼らがさらに彼らの生徒さんたちに受け継いで 

いっているのです。 

 

私が副業から始めて７年９か月の間、常に右肩上がりの成長を

続け、業界で生き残り続けた理由は、 

この起業家マインドの強さです。 



これは断言できます。 

 

これなくして、継続的に稼ぎ続けることは不可能です。 

 

今回募集する６期のメンター生にも、私から直接指導を受け、 

私と触れ合うことで、どこまでも受け取っていただき、 

突き抜けた成果を短期で上げるだけではなく、 

前述の先輩メンター生たちのように、 

右肩上がりの成長を続け、業界を牽引する【真の起業家】と 

なっていってほしいと考えています。 

 

さらに、その輪を後輩起業家たちにどんどん受け継いでいく 

存在になることを切に願っています。 

 

ここまで達成できれば、私自身、コンサルタントとして業界に

爪痕を残し、一定の役割は果たせたと言えるでしょう。 

近い将来には、私の後進たちが正のスパイラルを広げ、 

しっかりと成果を上げる起業家たちを輩出し続けて 



くれることでしょう。 

 

冒頭に書いていますが、２０１９年以降には、 

今回の募集で仲間に加わったプログラム生たちも含めて 

今月頭から仕掛けている大きなビジネスをどんどん進捗させて

いく予定です。 

 

前回同様、今回の募集も、 

ビジネスパートナー探しの意味合いも大きいです。 

 

 

ここで、公開募集前に一足先に６期生に加わった 

２名からのメッセージを紹介します。 

(過去の期を見ても、同期の存在は一生モノの宝です) 

 

前者は、現在思うような成果を挙げられていない方 

後者は、さらに突き抜けた結果を出したい方 

になります。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

私が鈴木さんを知ったのは２年以上前のことでした。 

 

以前からいずれは会社員ではなく起業家として 

インターネットビジネスで生きていきたいと考えていた中で、 

偶然他の方のセミナーを受け、まったくノーマークだった 

物販こそが本当の入り口だと感じ、そのインパクトもあって 

鈴木さん主宰のアカデミーへ参加しました。 

 

また、単純に鈴木さんに憧れたというのもありました。 

 

安易で稼げそうなノウハウ、テクニックが蔓延し、 

モラルの欠片もないようなやり方ばかりが目につく 

インターネットビジネスの世界を見ていると、 

王道などないのではないかと絶望するほどです。 

 

しかし鈴木さんのビジネスにおける手法はもちろんのこと、 



起業家精神やポリシーというものは、まさに王道、 

自分が今後起業家として生き残っていくのであれば、 

間違いなくこれだと確信し、それを取り入れたいと 

思うようになりました。 

 

ただ私の結果は順調とは程遠いものでした。 

 

自分が悪いのですが、分かっていてもやる気が出ず、 

たまに気まぐれで活動しては疲れ果ててしばらく休む、 

そんなことをひたすら繰り返していました。 

 

その中でも続ければいずれできると考えてはいて、 

活動は停滞しながらも辞めはしない、 

そんな状態が長く続いていました。 

 

そしてしばらく停滞を繰り返すうちに月日が経ち、 

気が付けば周りの環境が変化しました。 

 



具体的には、同じくらいに始めた周りの人たちが 

どんどん成果を上げ、その方々に触発されることが多くなり、 

段々と自分の停滞に対して焦る気持ちも現れ、 

それは活動にもつながっていきました。 

 

しかし、そこからある程度結果を出すことができても、 

大きく突き抜けられるかというと、そういうイメージでは 

ありませんでした。 

 

いつ達成できるのかも分からないゴールに向けてひたすら進み、 

結局また同じようにある程度で休み、振り出しに戻ってしまう、 

そんな予感もありました。 

 

ただそのような中でも変化は感じずにいられませんでした。 

 

身内の慶事・弔事が続くなど、自分の周りで変化が起こり始め、 

今の自分の停滞もいつまで続けられるか分からない。 

 



そして大抵この後は環境が変わって自分も何かせざるを 

得なくなり、あの時何かやっておけば良かったと後悔する。 

 

そんな毎回のパターンがやってくる予感を感じ、 

もう受け身で生きていくのはやめたいという思いも 

強くなっていました。 

 

そういった複雑な思いの中、このプログラムが目の前に 

現れた時、何かが自分の中で爆発するのを感じました。 

 

この機会しか自分にはないのだと。 

ここを逃したらもう自分にはないのだと。 

 

これを見なかったことにしてしまえば、 

もう自分から人生を動かしていくことはできないのでは 

ないかと思い、その場で参加を決意しました。 

 

お金がない、割ける時間がないという理由は 



決断した後はまったく意味がありませんでした。 

 

決めるのが先、考えるのは後。 

 

後で考えればなんとでもなる壁だったことに気付きました。 

 

大きく稼いでいるわけではないので人生でも１番の決断でした

が、いま思えばそれすら小さなことに思えます。 

 

ビジネスの世界で生き残り続けるための「突き抜ける力」 

王道を往く鈴木さんのマインド。 

 

ここにすべてを賭け、必ず自分のものにしてみます！ 

 

ちなみに過去最高益は１０万円くらいです。 

ですが、これからの３か月で必ず１００万円を達成させます！ 

 

 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

私が、鈴木さんと３年ぶりに偶然再会したのは、 

物販を始めて４年が経ち、独立から３年目のタイミングでした。 

 

それまでは、多くの紆余曲折がありましたが、 

なんとか輸入物販で順調に実績を伸ばしていました。 

 

しかし、この３年目に突入して、思うように勢いがでない。 

 

実績も昨年に比べ、２倍伸びると思っていたものの 

１．５倍ベースの伸び。 

もっと実績を上げたいと心底思っていた一方で、 

競合の多い市場だからきっと緩やかな伸びになってしまうの 

だろうと心のどこかで諦めている自分がいました。 

 

また、ビジネスを成長させる過程で、 

融資を得て在庫を投入する戦略を実行してきたので、 



同じ戦略である程度の規模までは成長させられると 

考えていました。 

 

しかし、その一方で在庫が増え続けることに漠然とした 

不安を感じていました。 

 

物販の拡大を加速させるにはどうすればいいのか…。 

物販ばかりでない、新たなキャッシュポイントを作り、 

財務を強くしないといけない…。 

そのためにはどうすればいいのか…。 

 

難しい悩みを抱え、情報集めに奔走する日々が続いていました。 

 

そんな折です。 

都内で行われた、あるセミナーに参加し、 

その時に偶然鈴木さんと再会しました。 

 

偶然の再会に、正直かなり動揺しましたが、 



独立してからそれなりに修羅場はくぐり、 

ある程度実績も上げていたので、 

それまで雲の上の存在だった鈴木さんと 

話を普通に出来るようになっていたことがとても嬉しく、 

自身の成長を少し感じた瞬間でした。 

 

そして、この再会に何か、これまでの悩み解決のヒントがある

と直感し、すぐに名古屋でそのことについて相談させて頂く 

アポイントを取らせて頂きました。 

 

そこから数日後、実際に鈴木さんと再度面談をさせて 

頂きましたが、その時に、自身の悩みや、漠然とした不安、 

全て打ち明けました。 

 

実は自分の中ではすでにやりたいことは決まっていたのです。 

しかし、それをやるには知識、経験もなく誰かの教えが 

必要でした。 

覚悟もありませんでした。 



 

そこで私自身がどうやって現状を打破したいかをお伝えし、 

なんとか、一緒に解決して頂けないか、お願いしました。 

 

すると話はどんどん進んでいき、ある事業の立ち上げが 

決定しました。 

 

もちろん、あの鈴木さんのお時間を頂くのです。 

決して安い金額ではなかったですが、決断は１分以内でした。 

それほどまでに私自身、現状突破のチャンスに飢えていました。 

(おそらく３倍の金額でも決断したと思います) 

 

あの時の決断は正しかった。 

 

まだ実際に鈴木さんと動き始めてから数日しか経っていません

が、すでにそう思えることが起こりまくっています。 

 

まず、基準値が一気に上がりました。 



 

「この事業を始めるにあたって、目標の数値どうする？」 

と、鈴木さんから聞かれた時に、 

 

「うーん、月１００万くらいですかねぇ」と返答したところ、 

「基準値低すぎ。それだと半年でトータル５００万とか 

でしょ？いやいや、その１０倍はいくでしょ」 

と返ってきました。 

 

想像すらつかないレベルの目標数値に、最初はぽかんとして 

いましたが、その数値をやると決めて以降、それをやりきるに

はどうすればいいのか、具体的に策を考えましたが、 

今ではその数値が実現可能なところまできました。 

 

また、基準値が上がったことで、既存の物販にも良い影響が 

出ています。 

 

これまではある程度毎月売れる金額が決まっていたので、 



何か閉塞感のようなものを感じていましたが、 

自分が無理かもしれないと思える目標数値を設定し、 

それをやりきるにはどうすればいいのか、 

必死に考えて動くようになりました。 

 

これにより、今年一番の稼ぎどころである、年末の繁忙期に、 

今回の投資額の５−１０倍は物販で稼いでいることでしょう。 

 

こうして私はようやく、上昇のきっかけをつかむことが 

できました。 

 

私が起業してからこれまで、ステップアップする瞬間はいつも 

「人との出会い」がきっかけでした。 

 

起業して貧乏個人事業主だった時に救いの手を差し伸べてくれ

たベンチャー社長。 

そこから会社を立ち上げ１期目で年商２０００万。 

 



物販の月商が２００万から伸び悩んでいるときに参加して 

くれた現パートナー。 

それをきっかけに２期目で年商７０００万。 

 

そして現在３期目、年商１億を超えるかどうか、 

融資や在庫の不安をどう解決するか。。 

多くの難しい悩みを抱えている時にチャンスをくださった 

鈴木さん。 

 

原点回帰。ここを掴みにいかなくて、何を掴むのか？ 

 

ある程度稼げていて、そこそこ満足な日常？ 

いや、そんなもの、一切必要なし！ 

突き抜けて突き抜けまくって、上限なしで稼ぎまくる。 

 

普通の人生を激変させるために起業したのです。 

 

起業して、そこそこ稼いで、平穏に生きる？ 



いや、それ、一番ダサい！ 

この半年で一気にステージを２倍、３倍、 

いや１０倍変えてやるつもりです。 

 

程度や環境の差はあれど、同じ気持ちを抱いている人は 

多いはず。 

全てが上手くいかなくて、なんとか現状を変えたい。 

今の生活にはそこそこ満足だけど、このままじゃまずいと 

わかっている。 

…いや、、目の前にチャンス転がっていますけど？ 

 

お金がないから、今回はやめておく？ 

次あるかすらわからないのに？ 意味がわからないです。 

 

…いや、、将来を考えれば突っ込んだ額の何十倍何百倍も 

稼げるように自分が成長するんですよ？ 

なら、やるしかないでしょう。 

 



僕が鈴木さんから指導を賜りたいと思ったのは、 

王道、正道、まっとうなやり方で、 

業界で８年近く長く継続して 

自分の何倍も結果を出し続けていたからです。 

 

瞬間風速でない、本当の意味で稼げる稼ぎ続ける起業家に 

なりたい。 

そう思っているのは私だけではないはず。 

 

今こそ、そのチャンス、掴みに行きませんか？ 

 

２０１８年８月２２日１８時、 

鈴木英広メンタープログラム 

６期の募集開始です。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 



【メンタープログラムの受講期間】 

 ２０１８年９月～２０１９年２月までの６か月間 

 (延長の場合あり) 

 

【メンタープログラムの受講料】 

 １２０万円(決済方法についてはお問い合わせください) 

 

【メンタープログラムのサポート内容】 

  ・月次の個別面談 

 ・２４時間個別チャット 

 ・個別スカイプ 

 ・メンタープログラム生グループチャット 

 ・完全バックアップ(ビジネスジョイント権) 

  過去実績としまして、利益ベースで４０００万円を 

  計上した案件あり。 

  ジョイント案件での単月最高利益は約１０００万円。 

  メンター生以上とのみしかビジネスパートナーには 

  なりません。 



 ・現在進行形で実践中のノウハウやプロジェクトの共有 

    (現在水面下で動かしているプロジェクトは過去最高益を    

  更新する予定となっています) 

 ・鈴木の名古屋オフィスを開放 

  (メンター生に突き抜けていただくため、私の仕事ぶりを 

  間近で感じていただくために、可能な限り開放します) 

 

 不明点や詳細は面談時にご質問ください。 

 

 

 

選考します 

 

この「鈴木英広メンタープログラム」の生徒募集ですが、 

お申し込みをいただいた全員の方が参加できるというものでは

ありません。 

 



まず、書類選考をし、その後直接お会いし面談をした上で、 

実際にメンタープログラム生となる方を決定します。 

 

爆発的な成果を上げていただくために 

本気でひとりひとりと向き合うことが可能な人数には限りが 

あります。 

 

いまの私は以前とは違い、娘を持つ父親となりましたが、 

「プライベート」はほぼなしでビジネスをし、 

私は人生を賭ける覚悟でこの「コンサルティング」という 

仕事をしています。 

(家族に不満を与えているという意味合いは一切ありません) 

 

自分のことを信じてくれる起業家たちのステージを上げ、 

突き抜けた成功に導こうとするのであれば、 

私はそのくらいの覚悟でひとりひとりと 

本気で向き合わないといけないと考えています。 

 



前述もしていますが、今回、メンタープログラム６期生として 

迎え入れる人数は最大でも５名です。 

これが、私が覚悟を決めて直接指導できる人数となります。 

 

 

最後に 

 

「最も強いものが生き残れるわけでもない、 

最も賢いものが生き残れるわけでもない、 

唯一生き残れるものは、変化できる（変われる）ものである。」 

 

本当の意味において、自らの手で人生を切り拓くと、 

独立してやっていくと腹が括れ、 

【覚悟】ができた人しか成功者になることはできないのです。 

あなたには、その【覚悟】はお有りでしょうか？ 

 

その覚悟ができた人には、 



私も覚悟を持ってどこまでもお付き合いをします。 

 

我こそは、私のすべてを注ぎ込む、 

【鈴木英広メンタープログラム】生に 

なりたいという方からの応募をお待ちしています。 

 

ビジネスは勝ち負けではないと私は思っていますが、 

いま徹底的に６か月間、全速力で駆け上がり、 

私なんかを一瞬で抜き去る、 

そういう素質、気概のある方からのご応募を 

是非お待ちしています。 

 

過去のメンター生よりもさらに優秀なメンバーにお会いできる

ことを私は切望しています。 

 

 

 

 



最後の最後に 

 

私の個人的な主観、気持ちの部分が大きいですが、 

今まではこういうことは言ってこなかったわけですが 

せっかくなので書きますと、 

 

いま私が育てたいと思っているメンバーからの応募が 

あるといいなとは思っています。 

 

それでは、面談でお会いしましょう！ 

 

お申込みフォーム 

http://officecrystal.jp/blog/mentor2018 

 

なお、募集は８月２７日(月)までとします。 

(応募状況により、早期にフォームを締め切る場合もあります) 

(もちろん先着順で書類選考をし、面談を実施します) 

http://officecrystal.jp/blog/mentor2018


 

そして、メンタープログラムの指導は相当なパワーを使うため、 

次回募集があるかどうかすら現段階では未定と、 

ここに明記しておきます。 

 

 

                  ２０１８年８月２２日 

起業家コンサルタント 

鈴木英広 

 


