
ライブメソッド®基礎編

ＳＴＥＰ０
コンプリーション＆
オリエンテーション

２０２１年６月６日

テラさん（寺沢俊哉）定例セミナー

BLOOMING COURCE（第１期＞第２期）
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第１週
ライブメソッド®基礎編

“BLOOMING COURSE”
基礎を固め、研修プログラム
を開花させる ３ＳＴＥＰです。

第２週
エンタメから学ぼう

マジック、研修ゲーム、ストー
リーテリングの技術を、専門家
とともに学びます。

第３週
ライブメソッド®実践編

人前で話す教える技術につい
て、応用的な内容や実践的な
内容を学びます。

第４週
ビジネスを学ぼう

講師、ファシリテーターとして
押さえておきたい、ビジネス知
識を学びます。
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ライブメソッドⓇ基礎編

ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＣＯＵＲＳＥ

ライブ講師Ⓡ実践会

３カ月で、あなたのプログラムをオンライン化しましょう



本日のご案内

１ ＢＬＯＯＭＩＮＧコース（第１期）
を終えて ～コンプリーション

２ オンラインセミナービジネスの
基礎知識

３ ＢＬＯＯＭＩＮＧコース（第２期）
のご案内 ～オリエンテーション

モデル参加者募集
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３ＳＴＥＰ

【STEP1】 メッセージを明確にする ～あなたにお金を払うと私はどうなるんですか？

【STEP2】 プログラムと自分をつなぐ ～なぜ、あなたがふさわしいのですか？

【STEP3】 体系をストーリーにする ～どんな冒険の旅なのでしょうか？

テストセミナーを開催する！

ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＣＯＵＲＳＥ

２月

４月
４月～５月



【STEP1】 メッセージを明確にする
～あなたにお金を払うと私はどうなるんですか？
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【事前にお願いしたこと】
①ワンシート企画書 （たこさあかす）
②独自の選ばれる価値発見シート

【ＳＴＥＰ２までにお願いしたこと】
③自己紹介シート
④ＬＰ整理シート

【STEP1】 当日のスクーリング
●上記の内容をご発表いただきながら講義・相互フィードバック
●ＳＴＥＰ２にむけての解説



【STEP2】 プログラムと自分をつなぐ
～なぜあなたがふさわしいのですか？
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【事前にお願いしたこと】
③自己紹介シート
④ＬＰ整理シート

【ＳＴＥＰ３までにお願いしたこと】
①～④の整理
⑤ストーリーライン（目次だて）

【STEP２】 当日のスクーリング
●上記の内容をご発表いただきながら講義・相互フィードバック
●ＳＴＥＰ３にむけての解説



【STEP3】 体系をストーリーにする
～どんな冒険の旅なのでしょうか？

10

【事前にお願いしたこと】
①ワンシート企画書 ②独自の選ばれる価値発見シート
③自己紹介シート ④ＬＰ整理シート ⑤ストーリーライン

【STEP３】 当日のスクーリング
●上記の内容をご発表いただきながら講義・相互フィードバック
●ＳＴＥＰ３にむけての解説

テストセミナーを開催する！

【開催の準備】 ⑥テキスト等の用意、日時、告知、他



＜経営者の方へ＞
従業員が笑顔になり、自然に育つ！

理念変格メソッド
ご紹介セミナー

ライブ講師®実践会特別セミナー 2021年４月１６日２１時～

今回限定無料

初めてのセミナーです。改善を進めていきたいので、ぜ
ひ、アンケート＆フィードバックをお願いいたします。



４０代から、人生を後悔しないために
やっておくべき

未来を手に入れる

ブレークスルー・フォーマット
体験セミナー

ライブ講師®実践会定例セミナー 2021年４月２２日２０時～

初めてのＷＥＢセミナーです。改善を進めていきたいので、
ぜひ、アンケート＆フィードバックをお願いいたします。



＜Caitell ベーシックコース ＳＴＥＰ１＞

発達障害を体感しながら理解する

３つの目線ワーク
体験セミナー

ライブ講師®実践会定例セミナー 2021年５月２日１４時～

初めてのセミナーです。改善を進めていきたいので、ぜ
ひ、アンケート＆フィードバックをお願いいたします。



本日のご案内

１ ＢＬＯＯＭＩＮＧコース（第１期）
を終えて ～コンプリーション

２ オンラインセミナービジネスの
基礎知識

３ ＢＬＯＯＭＩＮＧコース（第２期）
のご案内 ～オリエンテーション

モデル参加者募集
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ライブ講師®実践会 live5.jp

超重要！マーケティング・ファネル
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レベル１ 通りすがりのお客様

レベル２ 継続中のお客様

レベル３ 購入いただいたお客様

レベル４ ともに成長し続ける仲間

メルマガ

ＦＢグループ

名刺交換ブログ（ＬＰ）・ＦＢ・Ｙｏｕｔｕｂｅ

ＬＩＮＥ登録

フロント商品

本命商品

無料オファー

リスト

リスト

リスト

優良商品優良商品有料商品

優良商品優良商品有料商品

レベル０ あなたを知らない
お客様候補



ライブ講師®実践会 live5.jp

マーケティング・ファネル①
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紹 介広 告



ライブ講師®実践会 live5.jp

マーケティング・ファネル②
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レベル１ 通りすがりのお客様

レベル２ 継続中のお客様

レベル３ 購入いただいたお客様

レベル４ ともに成長し続ける仲間

メルマガ

ＦＢグループ

名刺交換ブログ（ＬＰ）・ＦＢ・Ｙｏｕｔｕｂｅ

ＬＩＮＥ登録

フロント商品

本命商品

無料オファー

リスト

リスト

リスト

優良商品優良商品有料商品

優良商品優良商品有料商品

レベル０ あなたを知らない
お客様候補

関係性



ライブ講師®実践会 live5.jp

マーケティング・ファネル③
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レベル１ 通りすがりのお客様

レベル２ 継続中のお客様

レベル３ 購入いただいたお客様
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優良商品優良商品有料商品

優良商品優良商品有料商品

レベル０ あなたを知らない
お客様候補

購 入



ライブ講師®実践会 live5.jp

今回のコースでは、何と！
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レベル１ 通りすがりのお客様
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ＬＰ、メール配信（ステップメール）
（決済システム） → リスト（リード）
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３ＳＴＥＰ

【STEP1】 メッセージを明確にする ～あなたにお金を払うと私はどうなるんですか？

【STEP2】 プログラムと自分をつなぐ ～なぜ、あなたがふさわしいのですか？

【STEP3】 体系をストーリーにする ～どんな冒険の旅なのでしょうか？

テストセミナーを開催する！
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スケジュール
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14：00～16：00 テーマ

STEP0 ６月６日 コンプリーション＆オリエンテーション
第２期生 募集開始

STEP1 ７月４日 メッセージを明確にする
～この研修で何を伝えるのか？

STEP2 ８月１日 プログラムと自分をつなぐ
～なぜ私がふさわしいのか？

STEP3 ９月５日 体系をストーリーにする
～どんな冒険の旅なのか？

セミナー
実 施

9月6日～
10月2日

テストセミナー を開催する
～この1月間でテストセミナーを実施します

STEP0 10月3日 コンプリーション＆オリエンテーション
第3期生 募集開始



モデル参加者募集
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ご自身の研修・セミナーを見直して、「オンラインセミナー」 （30～90
分程度） 化したい方を、モデル参加者として募集します。モデル参加
者の方は、ご自身にセミナーを３カ月後に実施していただきます。
【参加のメリット】
①オンラインセミナーの企画・進行の一通りが体験できる

（募集～ランディングページ～リスト～当日ＺＯＯＭ～オンデマンド）
②ご自身の研修・セミナーの内容をもとに実践的な学びが得られる

（途中、寺沢やメンバーからの個別コーチングなどがあります）
【参加条件】

条件① ZOOMでのオンライン参加（配信）ができる方
条件② 上記日程すべてに、オンライン（ZOOM)で参加できる方

（特別な事由は考慮します）
条件③ 何らかの研修・セミナープログラムをおもちの方
条件④ 「やってみたい！」 「モデルとして、実践会の他のメンバー

に貢献したい！」と思っている方



【STEP1】 メッセージを明確にする
～あなたにお金を払うと私はどうなるんですか？
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【事前にお願いしたこと】
①ワンシート企画書 （たこさあかす）
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●ＳＴＥＰ２にむけての解説



【STEP2】 プログラムと自分をつなぐ
～なぜあなたがふさわしいのですか？
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【事前にお願いしたこと】
③講師紹介シート
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【STEP3】 体系をストーリーにする
～どんな冒険の旅なのでしょうか？
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【事前にお願いしたこと】
①ワンシート企画書 (word)②独自の選ばれる価値発見シート
③自己紹介シート ④ＬＰ整理シートword) ⑤ストーリーライン

【STEP３】 当日のスクーリング
●上記の内容をご発表いただきながら講義・相互フィードバック
●ＳＴＥＰ３にむけての解説

テストセミナーを開催する！

【開催の準備】 ⑥テキスト等の用意、日時、告知、他



コースで使用する資料のイメージ
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①ワンシート企画書
②独自の選ばれる価値発見シート
③講師紹介シート
④ＬＰ整理シート
⑤ストーリーライン

⑥ご自身が使用するテキスト等



①ワンシート企画書

●ストーリーライン
（

●参加者・ビフォー

●根拠（開催の趣旨）

●アフター

そのために、こうなって欲しい！

ビフォー・アフターをつなげる
ストーリーを構成していく

こ

さ あ

●環境・テキスト類

す

か

●タイトル（副題）

た

オンラインで実施

まずは箇条書きでＯＫ



②独自の選ばれる価値発見シート

【１】 あなたの得意な知識やスキルで、相手の方に
最大限のベネフィットをご提供できるものは？

＊ベネフィット その知識やスキルを習得すると、相手の方は
どのようなよい状態になるのか、どのような望ましいことがで
きるようになるのか

【２】 【１】の中でも、習得された方が手に入れられる
最も大きなベネフィットを、１～２つ程度に絞り、
あなたの研修に参加された方が、最終的に手に
入れられる『理想のゴール』として、１～２行の
短い文章でまとめてください。



②独自の選ばれる価値発見シート

【３】 【２】の『理想のゴール』を手に入れることができない
方が抱えている、悩みや痛みを、口で話しているよ
うな言葉（会話文）で、２～３つあげてください。

（例） 「やろうと思っても、続かないだよな～」

【４】 【３】の状態の方が、【２】の状態になるために、
どのような『あなた独自の解決策』が必要でしょうか。
２～３つあげてください。



②独自の選ばれる価値発見シート

【５】 【４】の解決策による実績を挙げてください。

【６】これまでの言葉を、以下の順番でコピペしてください

【３】・・・ でお悩みのあなたに （悩み・痛み）

【５】・・・ という実績のある 【４】・・・によって、
（実績のある独自の解決策）

【２】・・・ になりましょう （理想のゴール）



③講師紹介シート



④ＬＰ整理シート（ユニット１・キャッチ）
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●タイトル
●キャッチコピー（ヘッドライン）
●悩み１
●悩み２ 参加者が話しているような表現で
●悩み３
～でお悩みのあなたへ

●独自の○○メソッドによって
●すばらしい未来
●実績 権威など
●具体的ゴール・成果品（手に入るもの
① ② ③・・・



④ＬＰ整理シート（ユニット２・声と紹介）
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●参加者の声 ×数名

●講師紹介シート
●なぜ、このテーマは私でなければならないの
かの理由づけ

・お名前、属性
・タイトル（一言キャッチ）
・体験、推薦の言葉（３行程度）

・お名前、属性
・タイトル（一言キャッチ）
・体験、推薦の言葉（３行程度）



④ＬＰ整理シート（ユニット３・目次）
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●紹介用目次 ３～５項目程度

・小見出し
・副題（キャッチ）
・概要＋効果（３行程度）

・小見出し
・副題（キャッチ）
・概要＋効果（３行程度）

・小見出し
・副題（キャッチ）
・概要＋効果（３行程度）



⑤ストーリーライン
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進行内容 そのときの参加者の状態

00：00～ オープニング
・オリエンテーション
・アイスブレイク

面白そうだ
他の人は

05：00～ テーマ１「○○○○」
・クイズ ・解説
・シート記入

○○について納得した
自分でもやってみたい

20：00～ テーマ２「○○○○」
・クイズ ・解説
・シート記入

○○について、新しい知
識が得られた
どうやって取り入れるか

40：00～ プレゼンテーション
・各自から発表
・承認とフィードバック

他の人はこんなことを

講師からフィードバック
はためになるな

50：00～ エンディング
・まとめとＱ＆Ａ
・アンケートのお願い

さっそく帰ってやってみ
よう



ライブメソッド®基礎編

ＳＴＥＰ１
メッセージを明確にする
あなたにお金を払うと私はどうなるんですか？

２０２１年７月４日
テラさん（寺沢俊哉） 定例セミナー

BLOOMING COURCE（第２期）


