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はじめに 

 

交渉とは、２人以上の人がお互いの「YES」を求めて話し合うこと。 

つまり、交渉はコミュニケーションです。 

わかってもらうだけではなく・・・その人から求める何かがあるのです。 

 

価値がある何か、「お金」や「物品」、「時間」や「労力」、あるいは「好意」。 

このような「価値」をもらったり、与えたり。 

交渉とは、こういうことを目的とした大事な大事なコミュニケーションなのです。 

 

例えば、こんなことも交渉です。 

 ・旦那様に夕飯の支度を頼むとき♪ 

 ・忙しいので同僚に仕事を手伝ってもらうとき♪ 

 ・隣人さんに邪魔になっている車を移動してもらいたいとき♪ 

 

そうです！交渉って「お願い」みたいなものです！ 

皆様も、身近な誰かと交渉していませんか？ 

 

 

 

 

  



第１章： 欲しいものは明確に 

 

愛され交渉術の１つめの基本は、自分の望みをハッキリさせること！ 

 

つまり、人に頼む前に、何が欲しいのかを決めることですね。 

 

たとえば・・・ 

 彼に夕飯を作ってもらいたい？ 

 本当に作ってもらいたい？ 

 彼が美味しくないカレーライスを作っても？ 

 それは嫌だと思うなら、外食はどう？ 

 それとも「オムライスを作って！」とメニューを決めて頼む？ 

 

頼みごとを明確にするということは、相手への親切でもあるのです！ 

はっきりしておかないとこんな感じに・・・ 

「ねえ、今日の夕飯さぁ～。私疲れているから作ってくれない？」 

 「ああ、いいよ。僕の特性カレーでいい？」 

 「えっ！あの中華っぽい味の！？うぇ～」 

 「なんだよ～。じゃあお好み焼きは？」 

 「ええー！先日食べたばかりじゃん！」 

 「じゃあどっか食べに行こうよ」 

 「う～ん、もう疲れたから出かけたくないのよ」 

 「じゃあどうしたいんだよ！！（－－＃）」 

  

こんな結果になったこと、ありませんか～？ 

そう、幸せに解決するコツは、はっきりしてから頼むこと！ 

 

例えば、「ステーキを焼いてほしい！」とか、 

「美味しそうなお惣菜を買ってきて！」とか。 

 

ちゃんと最終的な結果をハッキリとイメージできていたら、 

もっと良い頼み方が思いつくわけです。 

 

そのほうが相手もずっと楽で、「YES」と言いやすいですね♪ 

 

以下、理想的な展開♪ 



「ねえ、美味しいステーキが食べたいな～！」 

 「あ、いいね！」 

 「でも私さぁ、疲れちゃったから、あなたが作ってくれると、嬉しいな～♪」 

 「お、いいよ。肉ある？」 

「それが無いの（＾＾）。スーパーに行って買ってきてくれる？ダーリン♪」 

 「しょうがないな～。わかったよ。他に何かいる？」 

 「ええと、ロールパンと赤ワインと、付け合わせのサラダも！」 

 「オッケー！じゃあ行ってくるよ。」 

 「ありがとう！お願いしま～す♪」 

 

交渉は、上手に進めると、とても楽しくなり、相手との距離も縮まります！ 

自分の望みを叶えてもらいながら、相手にいっぱい愛情をそそぐチャンスです♪ 

 

私たちは、人に頼り、頼られて、幸せを実感していく生き物です。 

なので、けっして遠慮しないで、思いはちゃんと伝えて、 

愛されながら交渉上手な女性になっていきましょう♪  

 

 

 

  



第２章： ダメもとで、なんでもトライ♪ 

 

交渉って、本当は「NO」と言われてから始まります。 

だから、交渉を練習したい人は、 

「NO」と言われそうな場面にチャレンジ！ 

 

交渉上手な女性は？ 

交渉的なことを日ごろから実践して

います。 

「YES」がもらえないかもしれない！ 

そんなことで恐がりません！ 

 

「ものは試し♪」 

「ダメもとでいいじゃん♪」 

「もしかしたらＯＫかも♪」 

このように軽～く考えて「言ってみる」の

です！ 

 

我が家では、夫が私の肩、背中、足などを 

マッサージしてくれるのが 

今は当たり前になっています（＊＾＾＊） 

 

まるでアメリカ人みたいですよね～（笑） 

でも日本人です。 

 

結婚した当時は、家では何でも妻に甘える人でした！ 

 

私が妊娠していたころに、むくむ足が辛いので、 

ある時軽くお願いしたのです♪ 

 

最初は「え？」って感じでしたが、 

仕方なく対応してくれた彼にいっぱい感謝しました！ 

 

それから頼めばいつでもマッサージしてくれて、 

娘が生まれたころには毎日の日課でした。 

 



娘が 2才のころは、「ママ、マッタージ？」 

と、サービスしてくれる人が 2人に♪ 

 

あなたを大切に思ってくれている人はいますか？ 

 

彼氏、旦那様、お子様、お友達？ 

特に可愛がってくれている先輩や上司や先生？ 

 

そんな人がいれば、 

まずその人に何かを頼んでみては？  

人は他人の役に立つのが好きです。 

好きな人からの簡単なお願いは、喜んで引き受けます！ 

 

頼んで、頼まれて、そこに感謝が生まれて、 

一緒にハッピーになれるのですから、 

遠慮しないで頼みましょうね。 

 

頼むということは、 

「あなたを頼りにしています」と伝えること。 

 

だから結果を心配せずに、 

あれこれ頼んでハッピーにしてあげましょう！ 

 

 

 

  



第３章： できる女性は無理しない！ 

 

交渉上手な人は、無理をしません。 

 

無理をしない範囲で、 

周囲の人に愛情を注ぐのが得意です♪ 

 

一方、優しすぎて、交渉が苦手な人は、 

ついつい相手のために無理をしてしまいがち！ 

 

そんなことを続けていると、 

疲れたり、ストレスがたまったり、 

ひどい時は・・・ 

「なんで私ばっかりこんなに頑張っているの？」 

「なんでお礼の一言もないの？」 

「周りは私から奪う人ばかりだわ！」 

と、被害者妄想に走ってしまいます。 

 

だから無理は厳禁！ 

 

例えば、疲れたから夕飯作りたくない時、 

 

友だちから電話が入って、 

「あなたの得意なお好み焼きを作って！」 

と言われたら？ 

 

できる女性は無理をしません！ 

 

「ごめんねー。今日はクタクタなのよ。 

お好み焼きが欲しいなら、 

近くのモールに美味しいお店があるよ！ 

そこへ行かない？」 

 

恐縮したり、プレッシャーを感じることなく、 

明るく別の方法を提案します♪ 

 



「作ってあげれば良かったかな～」 

とか「がっかりさせたかな～」 

なんてちっとも思いません！ 

 

だって疲れているのに無理したら、 

相手が逆に恐縮するでしょう？ 

 

勝手に無理して、相手を恨んだりしたら、 

どっちがかわいそうかしら？？？ 

 

でも、もし・・・ 

「今日は仕事が早く終わってルンルン気分！ 

帰りに買い物をする時間もあるし、 

腕を振るって手料理でも作ろうかな?♪」 

 

と、そんな時に友だちが「お好み焼き食べたい！」 

 

交渉上手な女性は、 

こんな素晴らしい「与える」チャンスを見逃しません！ 

 

「お好み焼きねー。うーん、 

今日はカレーライスと思っていたけど・・・ 

 わかったわ！私のお手製作ってあげる！ 

 その代わり、材料を買ってきてね♪」 

お友達も自分も、ラッキー！ 

 

人に奉仕するのは、良いこと！ 

チャンスがきたら、喜んで与えてあげましょう♪ 

ただし、無理しない範囲で！（＞＜） 

 

いつでも「できること」と「できないこと」を上手に区別して・・・ 

 

できないことはしないけど、 

できることはどんどんやって差し上げましょう！ 

 

これが、無理をしない女性のルールです♪ 

 

  



第４章： 心を動かす会話術♪ 

 

本当の交渉力とは、自分と相手の心がつながって 

深い絆が芽生えたときに、とてつもない力を発揮します！ 

何をすれば、どんな瞬間に、心がつながるのでしょうか？ 

 

私は音楽が好きで、大学生のころは 

暇とお金があればコンサートに行きました。 

 

アカペラのジャズボーカルが大好きで、 

当初人気だった「マンハッタン・トランファー」 

のコンサートに行きました。 

 

でも、誰と一緒に行くか？にこだわったのでした。 

仲良しの友達とか、好きな男性とか、 

そういう基準ではだめだったんです！ 

 

条件は、私と同じぐらい「マンハッタン・トランファー」 

が好きで好きでたまらない人！ 

 

友達の友達にそんな女性がいて、一緒に行くことに（＾＾） 

その日は、大盛り上がり、彼女とは大の親友に！ 

 

人には「喜びのツボ」があって、 

これを誰かと分かち合えると、幸せなのです！ 

 

相手の「喜びのツボ」は何か？考えたことはありますか？ 

 

わが娘は、いま中学生。 

年齢的には、親との会話が激減する年頃ですねー。 

 

でも、私は娘とたくさん会話します。 

ただ、話題についていくのが大変！ 

娘がはまっているマンガとか、映画とか、 

アニメのキャラや主題歌･･･世界が違います！ 

 



「学校はどうだった？」なんて聞けば、 

つまらなさそうに「ふつう」としか答えません。 

 

でも、話題を変えて、 

「あ、この子が主人公のユアちゃん？かわいいよね？」 

と言ってみれば、 

「ママ、違うよ！ユアじゃなくてユイだよ！」 

と、指摘しながらも嬉しそうにおしゃべりしてくれます♪ 

 

あなたも、日ごろの生活の中で 

自分の思うように動かしたい人はいますか？ 

 

その人の「喜びのツボ」は何ですか？ 

釣りが好きな上司？ 

サーファーな先輩？ 

宝塚ファンなお姑さん？ 

 

「宝塚は、よくわからないけど･･･」 

と言いながらも、ちょっと質問してあげてみて♪ 

 

その人が大事な相手であれば、努力は報われます。 

その人の大切なことに興味を持つことで、 

信頼関係ができて、絆が深まります。 

 

そして、いつしかあなたの意見や主張を 

ちゃんと聞いてくれるようになりますよ♪ 

 

相手の「喜びのツボ」を刺激することは愛情です。 

 

愛情を注ぐことも労力ですが、 

愛情は、お金とは違って限りなく注げます。 

（疲れていなければね！） 

 

自分に返ってくるものが大きいので、 

ぜひやってみてくださいね（＾＾）／ 

  



第５章： 自然な笑顔は秘密兵器！ 

 

笑顔の威力をご存知ですか？ 

交渉上手な女性は、この笑顔の効果を知っています！ 

 

嬉しいとき、素敵な何かを見てほっこりした時、 

そんな時の笑顔は「緊張」ではなく「リラックス」の 

状態だということをご存じでしたか？ 

 

笑顔は、ストレスや緊張のない「リラックス」状態の象徴です！ 

 

逆に言えば、緊張、心配、恐怖、怒りなどで 

リラックスした状態が消えると、自然と笑顔も消えています。 

 

そんな時に「笑って」と言われても、 

よほど演技が上手でなければ笑えませんよね？ 

 

だからでしょうか？ 

笑顔は、その人のこういう状態も意味します。 

「自信」 

「余裕」 

 

自信と余裕は、 

その人の「交渉力」の証でもあります。 

交渉が弱い人、説得力がない人、 

そんな人は自信も余裕もなく、笑顔もないのです（＾＾） 

 

だから、誰に対しても「笑顔」でいられると、 

「私は自信と余裕があります」 

という印象を与えることができます！ 

甘く見られることなく、ちゃんと話を聞いてもらえます♪ 

 

女性は特に男性から甘く見られないようにと 

ちょっとクールな顔を見せる人がいます。 

 

でも女性は、人に優しくあたたかく接することが 



当たり前に期待されるのです。 

 

男性は特に笑顔がなくても信頼を得られますが、 

笑顔がない女性の評価は低いものです。 

 

とはいえ、作り笑顔ではだめです。 

 

わざとらしいと余計にネガティブ感が増しますので、 

なるべく心から自然とわきあがる 

「自然な笑顔」を作る練習をしましょう♪ 

 

仲がいい相手なら、 

その人に対する愛情を思い出せばよいと思います！ 

 

そうでない相手でも、その人の感情を理解して、 

受け止めてみてください。 

 

「あ～あ、怒っちゃったのね」とか 

「そんなに孤独なの？」とか、 

「そうとうがっかりしたのね！」と。 

 

理解したところで何も口にしなくて大丈夫。 

心の中で「あなたの気持ちがわかります」と、 

そう思いながら話をよく聞いてあげてください。 

あなたの顔がリラックスしてくるはずです♪ 

 

理解、感謝、共感。 

そんな気持ちになれれば、自然と笑顔になれます。 

 

自然な笑顔で接した相手は、 

不思議とあなたを尊敬してくれます。 

そして本当に親切丁寧に対応してくれます。 

 

この現象、私は何度も体験しています。 

 

皆さんもぜひ試してみてくださいね♪ 

 

 



第６章： 固執せずに成功！ 

 

こだわりと固執の違いをご存知ですか？ 

 

こだわりは、何かを選ぶ時の指針ですね。 

でも、固執は選択肢を奪ってしまいます。 

 

子供のころの私は、かなり「固執」するタイプでした（＾＾；） 

 

プレゼントは赤毛のお人形！赤毛じゃなきゃダメ！ 

まあ、わがままな子でした～。 

 

なので、結局のところ、 

願いが叶ったという経験は少なく、いつも不満だらけ！ 

 

幸いなことに、私の娘は固執しません。 

娘との会話は、こんな感じです。 

 

「ママ、今度の誕生日は土曜日だから 

ディズニーランドに行きたいな～。 

できればホテルにお泊りしたいの！！」 

 

「あ、名古屋でお仕事なのよ！お誕生日なのにごめんね！」 

 

「じゃあ、名古屋でお泊りする！ 

ママのお仕事中はパパと観光する！どうどう？」 

 

Aがだめなら Bと、柔軟に考えてくれる子で 

とてもとても助かります♪ 

 

願い事は具体化したほうが叶いやすいと言われます。 

でも、それが人の力を必要とすることならば、 

具体的にイメージするけど、固執しないこと！これが重要です！ 

 

私が若い会社員だったころ、 

会員制の英語クラブを紹介する雑誌広告を企画していました。 



 

毎年作っていたのは、 

格好良いモデルさんを使った 

楽しそうな会員生活をアピールする広告でした。 

 

私は、ある時上司に「本物」の会員さんを募って、 

実体験を語らせるインタビュー形式の広告を提案しました。 

 

でも、ものの見事に却下されました！ 

 

上司の考えを聞くと、却下された理由はこういうことでした。 

 

・実際の会員に、広告映えする外見のいい人が少ない。 

・インタビューだとテキストが多く、読んでもらえない。 

・読者に響くキャッチコピーはプロにしか書けない。 

 

なんだか「だめ、だめ、だめ」と言われた感じ。 

でも、自分の考えた案の全体に固執することなく、 

部分的にでも行けるかな～？ 

と企画を練り直してみました。 

 

・会員の中から上司のイメージに合う格好良い人を選び、 

・スタイリスト、メイクなど、プロ仕様で磨き上げ、 

・原稿はコピーライターに書かせる。 

これを上司に再提案したところ、すんなり通りました！ 

 

交渉する時には、自分が求める結果を明確にします。 

 

でも、実際に交渉して得られる結果は、 

決して自分が思い描いたものではないのです。 

 

自分と相手のそれぞれが 

思い描いていた結果を融合したものになります。 

結果は化けるのです。 

 

思い描いた結果がどう変身するか、 

その変化を楽しめるようになったら 

自分の交渉の腕が上がったと思ってくださいね♪ 



第７章： 与え上手は交渉上手♪ 

 

交渉だからと言って、奪うことが目的ではありません。 

本当の目的は「与えること」なのです♪ 

 

もちろん、何かを買うときはなるべく安く買いたい。 

そして自分が売り手ならなるべく高く売りたい。 

肝心なところで与えてばかりだと困りますね。 

 

では何をどのように与えるのでしょうか？ 

 

交渉が上手な人は、大事な部分は譲りません。 

でも、自分が簡単にできることなら快く与えます。 

量としても、たくさん与えます。 

 

私が交渉のプロに初めて出会った時のお話です。 

 

英コンサルティング会社の交渉力プログラムを 

日本に導入したいという相談がきました。 

 

営業も交渉も苦手な私は悩みました！ 

交渉術のプロと会う！ましてや仕事を一緒に？！ 

怖すぎて、会う前から「仕事は断る」と決めていました。 

 

その社長さんの名前は、リチャード。 

キリっとした背の高い、ハンサムなイギリス紳士でした。 

 

私がアプローチすると、 

あたたかく両手で握手をしてくれて 

「Very nice to meet you, Yumi-san」 

と、優しく微笑み、 

「Yumi さん、どんなお仕事が一番好きです

か？」 

「将来的に何がしたいですか？」 

と、私自身にとても興味をもってくれました。 

 



私は本来の目的をすっかり忘れて 

幸せな気分で、この素敵な方との会話を楽しみました。 

 

リチャードさんとの会話は楽しいだけではなく、 

嬉しいことだらけでした！ 

 

私の話を熱心に聞いて、感心してくれて、たくさんほめてくれました！ 

「すばらしいお仕事ですね！」 

「それができるのは、優秀ですね！」 

「ぜひとも、Yumi さんとお仕事がしたいです！」 

 

気づくと私は喜んで、お仕事を引き受けていました♪ 

リチャードさんとお仕事できるなんて、最高！ 

心からそう思っていました（＊＾＾＊） 

 

人間って単純なんですよね！ 

 

熱心に話を聞いてもらい、自分の能力を認めてもらい、 

そして必要とされる。こんなに嬉しいことはありません！ 

お世辞？と思っても、言葉にして表現されるとやはり嬉しい！ 

 

そんな喜び、本当は毎日でも実感したいのに、 

そう毎日言ってもらえませんよね（＾＾；） 

 

これこそが、与え上手な人の「幸せ」プレゼントなのです！ 

 

それは、あまり親しくない人に対する笑顔かも？ 

いつも意見が合わない相手への優しい言葉かけかも？ 

忙しそうにしている人に手を貸すことかも？ 

または、ただ「がんばってね」と励ます言葉かも？ 

 

「幸せ」という素敵なプレゼントを与える機会はたくさんあります。 

チャンスを見つけたら、ぜひ与えてみて！ 

それを実践するたびに、あなたは「与える極意」を身につけます。 

 

そして、いつしかあなたもリチャードさんのように、 

最高の交渉力を手に入れることでしょう！ 

 



おわりに 

交渉は、結果を求めた人間関係です。 

無意識に行動しているだけでは、なかなか思う通りにいかないことも、ありますね？ 

 

“愛され交渉術”では、この冊子で紹介した「７つの基本」の他に、人の信頼を得る方法や 

上手に説得するテクニックをたくさん学びます。 

 

価値観が違う人や気難しい人、まだ会って日が浅い人とのコミュニケーションを楽にして、 

ぎくしゃくする心配や不安から解放されたいですよね？ 

 

交渉力を身につけることで、人間関係力がアップして、自分も相手も幸せにできますよ！ 

ご興味あれば、ぜひ学びにきてくださいね♪ 

 

                          交渉コンサルタント 平原由美 

 

 

 

 

 

 

”愛され交渉術🄬”の無料メルマガ 『女神通信』 では、 

日常生活のなかで役に立つワンポイントレッスンを毎週水曜日に配信しています。 

講座や交流会情報も合わせてお届けします。ぜひご登録ください♪ 

 

 

お問合せ先： 

パラス・ネゴシエーション・アカデミー http://joseinokosho.jp 

PNA 事務局： pna@pallasnet.com 

 

 

 

 

愛され交渉術🄬 

いつでも言葉には愛情を♪ 

http://joseinokosho.jp/

