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ＤiＳＣ®診断を始める前に 

 

ＤＩＳＣ®とは？ 

人を行動特性によってパターン分けする DiSC ツールは、毎年世界中で 100 万以上の人々に活用され、世界中

の大小何万もの組織で利用されています。 

自分の行動スタイルを明らかにし、自己成長の手助けとします。また、他者の行動を理解することで、適切なコ

ミュニケーション方法の習得を目指します。チームビルディング、マネジメント戦略や、営業の顧客戦略、採用時にも

活かせます。 

 

（※使用上の注意） 

ＤｉＳＣ®は商標登録されており、セミナー等の開催やＤｉＳＣ®という名称を使うためには認定講師の資格取得が必

要です。開発元は米国Wiley社、綿貫智香は日本代理店である HRD社とパートナー契約を結んでいます。 

無断にＤｉＳＣ®の名称を外部に発信すると罰せられる場合がございますのでご注意下さい。 

 

今回の特典レポートでは 

（１）自己分析（自己理解） 

（２）DiSCのそれぞれの行動スタイルの理解 

（３）集客への活用( アクションプラン) を展開します。 

 

次ページより、いよいよ診断が始まります！楽しんで取り組んで見て下さいね。 
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【 DiSC®行動分析によるノーストレス集客診断 】 

①主導特性（Dスタイル） ②感化特性（Sスタイル） ③安定特性（iスタイル ） ④慎重特性（Cスタイル）の４つに

分類しています。それぞれ、・重視するもの・動機づけのポイント・嫌いのことなどの、動機や欲求が異なります。

 

◆さあ、ではあなたのＤｉＳＣ®スタイルを簡易的に見ていきましょう。 

  答えた中で多いスタイル（Ｄ，ｉ，Ｓ，Ｃ）のいずれかが、あなたの基本ＤｉＳＣスタイルの可能性が高いです。 

 ※しかし複合スタイル（Ｄと Iの複合など）が 85％を占めますので、どちらでもない場合もありますが 

危機的状況の時はどっちの行動を取りやすいか？で判断してみて下さい。 
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（１）自己分析（自己理解） 

① 質問：１ 

あなたは人と話すの好きですか？それともタスク思考ですか？ 

 ・答え「人が好き」 ⇒Sスタイル or iスタイル 

    「タスク思考」⇒Ｄスタイル or Cスタイル 

 

②質問：２ 

あなたは危機的状況にあるとき、すぐ動く方ですか？それともじっくり考える方ですか？ 

・答え「すぐ動く」⇒Ｄスタイル or iスタイル 

     「じっくり考える」⇒Ｓスタイル or Cスタイル 

 

③質問：３ 

あなたはチームワークや人の支援を好みますか？ 

・答え 「はい」⇒Ｓスタイル or iスタイル 

     「それほどでもない」⇒Ｄスタイル or Cスタイル 

 

④質問：４ 

あなたは日常に変化がある方が良いですか？（挑戦や冒険が好きですか？） 

・答え「はい」⇒Ｄスタイル or iスタイル 

     「安定を好む」⇒Sスタイル or Cスタイル 
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⑤質問：５ 

あなたは分析や情報を集めることが好きですか？ 

・答え「はい」⇒Ｃスタイル 

    「いいえ」⇒iスタイル or Cスタイル or Sスタイル 

どのスタイルのアルファベットが多かったでしょうか？チェックしてみましょう 
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あなたのホームベースがわかりましたか？ 

ではさらに、複合スタイルを見分けてみて下さい。 

同じＳスタイルでもＣに寄っているか、iに寄っているか、日頃の自然な振る舞

いや危機的状況のとっさの行動から 

診断してみましょう。 

 

 

◆複合スタイルを見分ける◆ 

基本がＳスタイルでも、Ｃの要素もある場合あなたのＤｉＳＣ®スタイルはＳＣとなります。 

また円の外側に来れば来るほど強度が強いです。 

 

※正確なＤｉＳＣ®スタイルを出すには、ＷＥＢテストが必要です。(有料) 

もしご自身の正確なスタイルや、対策と傾向が知りたい場合は綿貫までご連絡下さい。 

 

私のＤｉＳＣ®予測スタイルは            です。              
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（２）自分のＤｉＳＣ®スタイルによる行動を見てみる 

※今回は、ビジネス面に特化して見ていきます。 

① あなたが Ｄ スタイルの場合： 

行動的で成果を求めるあなたは、行動で切り開いて行くタイプです。成果を出すための努力は惜しまないため、目

標達成しやすいスタイルです。 

しかし状況により、どう動いて良いのか分からない場合は大きなストレスとなりますので、適切なサポートは必要に

なってきます。何をすればいいか分かった場合、あなたは成果に向かって突き進むでしょう。 

〇注意する点： 

・イライラを周りにぶつけない。（言葉が直線的すぎるので誤解を招く場合があります） 

・周りの人から見たら行動が早すぎることが多いです。しっかり状況を説明をし、周りの理解を得ることでさらにやりや

すくなるでしょう。 

 

 

② あなたが I スタイルの場合： 

楽観的で人が好きなあなたは、自分一人でやる作業よりも、周りに人が居て和気藹々とした雰囲気で実力を発

揮できるタイプです。 

〇注意する点 

・気が散りやすいため、時間を区切って集中してタスクに取り組みましょう。 

・気持ちの浮き沈みがやや激しいので、気分を落ち着ける技術を身につけましょう。 

・華やかな場所や人との交流を好むので、やるべきことをやらずに出かけてしまうことがあります。 

タスクリストを作って、自分でやるべきことを管理する力を付けましょう。 
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③ あなたが Ｓ スタイルの場合： 

心優しく穏やかで、どちらかという控えめでとおとなしい印象を与えるでしょう。変化を好まないので、安全な安定

した環境で実力を発揮出来るタイプです。 

〇注意する点 

・人間関係で思い悩みやすいです。相手のことを気にしすぎて行動が止まってしまうことがありますから、対策を

しっかり練って下さい。 

・チームや人の穏やかな環境を好む傾向にあります。ということは逆に、一人ビジネスを始めたときは孤独感に

襲われる場合があります。適宜仲間とコンタクトをとりながら、安心して取り組める環境作りをしましょう。 

・突発的な出来事やトラブルへの耐性が低い場合があります。起業時は予測不可能なことも起こりうるので、しっ

かり心構えをしたりメンターを付けて対策しておきましょう。 

 

④ あなたが Ｃ スタイルの場合 

冷静で分析を好むあなたは、他のスタイルよりも情報を扱うのが得意でしょう。一人静かに落ち着いて、専門的

に取り組める環境で実力を発揮出来るタイプです。クォリティの高いコンテンツを作るのに向いています。 

〇注意する点 

・じっくり分析し考えたいあなたは、素早い決断が苦手なことがあります。そのためビジネスチャンスを逃す可能

性もあるということを分かっておきましょう。 

・正確さを好むため、他の方の作業のずさんさが許せない時があります。クォリティの高さを他の人に求める場合

は、批判的にならないようにしましょう。 

・騒がしい人や状況が苦手でしょう。そういった場所で仕事をする場合は、穏やかに心を落ち着けることのできる

心の技術を身につけましょう。 
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（３）集客へのそれぞれのスタイル別アクションプラン 

① あなたが Ｄ スタイルの場合： 

成果を重視し行動的で、主導スタイルのあなたは「すぐ成果が見えるもの」を好む

でしょう。 

人前に立つことも得意とするので、フロントセミナーからの収益化などでは実力を発

揮するでしょう。 

セミナーへ集めるための日々のＳＮＳでの発信は、尊大にならないよう相手に寄り

添うようにすると成功率が高いです。おそらく数多くの情報を集めていますね。結果

がすぐ出なくても、じわじわ効いてくるものにも、長期的に取り組むようにしましょう。 

 アクセス数や集客数など、数字目標を立てるとやる気が出ますね。結果が出ないときの焦りさえ乗り越えられれ

ば、起業家向きといえますので、基本何をやっても成果を出す行動を取れるでしょう。 

 苦手な緻密な作業に関しては、人に依頼するなどしてください。人と接するときに、言葉が直線的すぎ辛辣になり

がちなので、その点を気をつけて人の力も借りるようにすると、より大きな成果を出せるでしょう。 

 

② あなたが i スタイルの場合： 

 華やかな場所が好きで、人の交流を好みますのでズバリ「交流会」「お茶会集客」な

どが向いているでしょう。誰か気の合う人や華やかな人を数人確保し、ひとり感を感じ

ないように楽しんでやってみて下さい。 

 人との交流は苦になりませんが、「楽しかった～」だけで終わらないよう、きちんとビ

ジネスの仕組みを組み立ててから集客することが大切です。人と交流する目的をし

っかり忘れずに、ゴールを定めて動きましょう。 

 オンラインサロンなども向いていますが、緻密な web設定が苦手な場合、放置しがちになるので誰か得意な人と

組むか、自分が「楽しい」と思えるまで慣れるようにしましょう。 

 また、外へのプロモーションが得意なのでＳＮＳ発信や youtube投稿などは日頃からされていますね？ビジネスの

仕組みに則って、あまり関係の無い話題や感情的な投稿は避け、成果に直結するような投稿を心がけると良いでし

ょう。 

 感情的な発言を好まない人もいることを理解し、全てのスタイルの人に響くように意識してみてください。 

そうすると、他のスタイルからの反応が上がり、あなたのファンが増えていくでしょう。 
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③ あなたが Ｓ スタイルの場合： 

 変化を好まず、知らない人が多く集まる場所が不得手で、人の反応が気になるあなたは、

あまり外部へのプロモーションを得意としません。そのことを前提として動いていきましょう。 

ＳＮＳの発信が苦手なら「何なら私は大丈夫かな？」と自分に問いかけ、出来るところから

少しずつやってみましょう。いきなりハードルが高いであろう youtube出演などは、後からにし

た方が賢明です。 

少しやっては慣れる、やっては慣れるの繰り返しで、苦手なことも少しずつ得意になってき

ます。安心出来る仲間と一緒に動くと、チームに貢献できるので、仲間と励まし合える環境を作っておきましょう。 

 また、起業時にいきなり外部発信するよりまずは「知り合い」から水面下で、1対１で動いていくのが望ましいでしょ

う。誰か知り合いをお茶に誘う、食事に誘うなどで相談に乗り、セールスの場とするといった具合です。 

磨くべきは発信能力よりも、セールス能力です。1対１でしたら十分実力が発揮されます。 

 1対１で成約が取れてきたら、自分のサービス内容に自信が出てくるので、ＳＮＳ投稿なども苦ではなくなってくるで

しょう。起業時ゆくゆくは、どうしても自分からの発信が必要となります。自分の心のブレーキを日々外しながら、自分

で日々のタスク設定、手順をマニュアル化しましょう。 

発信時には「反応が無い、批判される」ことを過度に怖れがちになりますので、起こりうる事態を予測し、先回りし

て対策を練っておくと行動が止まらず安定して発信できるでしょう。 

発信が慣れてきたら、オンラインサロンは向いています。サロンのメンバーとのチームワークから、お客様というより

チームメンバーとして見てみましょう。そこから 1対１でセールスを仕掛けていくと、うまくいく場合が多いです。 

 

⑤ あなたが Ｃ スタイルの場合: 

初対面の人に数多く会うことは、非常にストレスになりやすいですね？緻密で分析が得

意なあなたは、WEB集客が向いているでしょう。ご自身の分析結果や、緻密な研究結

果をメインに、専門ブログを作っていくのも向いています。完璧主義を抑えて、少しエンタ

ーテイメント色を付け加えると、人気の記事になっていくでしょう。 

その際に、ＳＥＯキーワード対策など、Ｇｏｏｇｌｅの数ある機能をを使いこなしてみてくだ

さい。どんなワードがヒットするのか？情報を集め、分析し、ご自身の記事にキーワードを

入れて行く作業は苦にならないと思います。 
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そうすることでブログ等からの集客も可能となるでしょう。基本あなたは、知らない人とすぐ打ち解けたりするのが苦

手ですので、しっかり時間をかけてWEBの構築をしておくと有利でしょう。 

プライバシーを非常に重視するのでご自身が出演する youtubeなどは好みませんが、可能であれば youtube検

索なども分析してトライしてみて下さい。ご自身が顔出ししなくても、スライドや写真で zoomの録画機能を使い簡単

に作業できます。 

きちんとしたビジネスモデルを組み立て、人に合うのはセールス時だけという、きちんと流れを作っていくと成果が

大きく出やすいです。そこに障害となりやすいのがやはり、完璧主義なので どのコンテンツも 6割の出来でＯＫと思

うようにしましょう。実践改善の取り組みで、あなたの魅力がより世に広まることでしょう。 

 

さて如何だったでしょうか？今日から出来そうなことを、書き留めておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（無断転用・複製を禁じます） 

発行元：ＭＢＳカウンセリングセンター 綿貫智香 

問い合わせ：plenum.ken@gmail.com 




