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もしあなたが上記のようなことでお悩みでしたら、1時間で解決させ

ていただきます。 
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これまでに、「自分の強みや性格が分からない」という方約 100名分

の自己分析代行をさせていただいて参りました。かつて私も「自分が

分からない」と思っておりましたのでこのお悩みはよく分かります。 

 

しかし現在は「私はこういう人間だ」と自信を持って言えますし、自

分の強みが何で、適職が何かも把握しているため、それに基づいて行

動しています。このため、生きるのがとても楽になりました。 

 

なぜかというと、性格分析の手法の一つである「プロファイリング」

というスキルを習得し、自分を徹底的に分析したためです。 

「プロファイリング」とは統計分析データに基づいた 3 兆 9 億通り

のパターンから、その人間に最も近いデータを抽出し性格・適性・強

みなどの資質を割り出す科学的な分析手法です。 
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この技術を用いて、膨大な統計分析のデータに基づいた 

 

★個々人の性格 

★強み・弱み 

★職業適性 

★喜怒哀楽など、感情のスイッチが入るツボ 

★細胞パターンデータ 

 

等のトータル個人分析（自己分析の代行）をご提供しています。 

 

これらを一人分詳しく分析・ご報告すると、普通のペースで喋ってい

ても一時間は話し続けられるくらいの情報量になります。 

 

 

 

実際、分析結果を改めてテキストに打ち直し「ワードにして 13 枚分
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になった」というお客様がいらっしゃいます。別のお客様からもやは

り分析結果をテキストにしてプリントアウトした紙の束を見せてい

ただいたことがあります。 

 

具体的な分析手法は、統計分析学の世界で積み上げられてきた膨大な

データから個人に最も近い固有の性格パターンデータを計算・抽出し、

一人一人分析してご報告させていただいております。 

 

このため、いわゆる“占い”とは異なる科学的分析になりますし、全

く面識のないお客様からご依頼を受けても計算データを出せば正確

に個人分析できます。 

 

実際に分析をお受けいただいた方が、ご友人やご兄弟をご紹介してく

ださることもよくあります。面識がなくても全く問題ありません。 

 

 

 

----------------------------------------- 

本日は詳細な自己分析結果ありがとうございました。 

思い当る節がありすぎて放心状態です。笑 

 

本当にびっくりしっぱなしでした。 

 

自分が○○だということはあまり意識せず過ごしていましたが、小田

さんのおっしゃる通りの傾向があり、新しい気づきになりました。 

 

ここまで正確で詳細な結果になってしまうんですね。 

感動です。 
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常に▽▽を気にすることも少々気にする程度だと思っていましたが、

本日お話しを聞いて結構な比重があったんだなと感じました。 

同時に▽▽が自分の モチベーションであると聞いて目標達成に活か

していけたらと思います。 

 

人の意見に耳を傾ける余裕があればこれからの人生がもっと豊かに

なるという助言を忘れずにこれから過ごしていきたいです。 

 

自分のことが分かってなんだか安心しました。 

これらの特性をどういう形で活かそうか、と考えるとワクワクします。 

 

（会社員） 

----------------------------------------- 

個別分析で私の詳細な説明書を手に入れることができ非常に満足し

ております。 

 

個別分析の結果をマインドマップに書き写しました。 

自分を見失ってしまった時はマインドマップを 

見返してこれからの人生をどう生きるか考えます。 

 

 

私が小田さまの個別分析で 

印象に残っている点は 2点あります。 

 

 

1点目は、私自身の性格について詳細に分かったことです。 

 

私は「楽しいことが大好きな享楽主義」だと知って 

本当にそうだなと笑ってしまいました。 
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先日、手帳を眺めていて「手帳って見ててなんかテンション 

下がるなぁ。よし、手帳の空いたスペースに私の好きなものを 

飾って見ていて楽しい感じにしよう。」と思い手帳に手を入れました。 

 

私は楽しんでいる状態だといい結果が出ることが分かったので 

これからは「とにかく楽しむ○○」として生きていきます。 

 

 

2点目は、私の細胞の動きについてです。 

 

12年周期と 24時間の細胞の動きについて学ぶことができて 

本当に良かったと思います。 

 

 

12年周期の細胞の動きについて学んで 

これからの人生設計が非常にしやすくなりました。 

 

24時間の細胞の動きを学んで 

私の細胞の動きは仕事と勉強を両立されるのに 

非常に適していることが分かりました。 

 

これからは細胞の動きに合わせた効率の良い 

生活をしていきます。 

 

小田さま、私の個別分析を行って頂き 

誠にありがとうございました。 

 

（会社員） 

----------------------------------------- 

小田さんのプロファイリングがなければ今の状況はありません。 
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振り返ると、密度が高いと信じられる情報は、ある程度お金を出して

でも手に入れるべきだと思いました。 

 

情報は武器で、それは今もこれからも変わりません。大事なのは、ど

れが正しい情報なのかを見極める力と、それを吸収して活かしていく

応用力なのだと思います。 

 

これから先、今まで以上に種々雑多な情報を得ることになりますが、

自分にとって何が大切なのかを見極めて吸収し、上手に使って世を渡

って行きたいです。 

 

（会社員） 

----------------------------------------- 

私にとって未知のシステムにより分析していただいたので、現代科学

の権威を持った占い、といった感覚で受けさせていただいたのですが、

結果を聞いたら、すごく、今までの自分の経験における感情の動きの

みならず、外発的な、己のまわりの他者の自分への関わり方なども、

腑に落ちる内容でした。 

 

 

（感情と性質が相反する部分が１ヶ所ありまして、そこが特に面白か

ったのですが、これまでの人生と照らし合わせるとキーポイントだっ

たりするのですよね。笑） 

 

自分の体内の感覚が他者の言葉により腑に落ちるというのは、とても

気持ちの悪いものですね。 

 

自分の心の裏を覗かれたような、暗示にかかったような気持ちで、 

 

えーうそやろーこれ誰にでも当てはまるように言ってるだけでしょ、

小田さんに騙されてるんちゃうかとドキドキしました。 
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つくづく恐ろしいシステムですね。笑 

 

色々な項目に分けて分析していただいたわけですが、中には今までの

自分の中で否定してきた性質もありました。 

 

（案の定、小田さんにはそれを否定するところまで見抜かれていたわ

けですけど。笑） 

 

分析を受けてしばらくそれを片隅に置いて生活していると、確かにそ

ういう性質をもって行動した方が気持ちが良いというか、あまり心に

抵抗感がないというか、素直に動けるんですよね…。 

 

プラシーボなのかもしれませんが。笑 

 

今の己が道も「職業適正」的には悪くないようなので、もう少しだけ、

自分の心と素直に向き合ってみれば、より戦いやすくなるだろうかと

いう気になりました。 

 

今回の結果、今後判断に迷ったときは思考の参考にしようと思います。 

 

（社会人） 

----------------------------------------- 

今回思い切って分析を受けてみてとても良かったです。 

 

分析結果を伺って、「そうそう」と納得するもの、「まさかそんな」と

思ってもみなかったものと様々でした。 

 

「そういうところがあるなあ」と耳が痛い内容もありましたが、そこ

は特に気を付けて生活していくべきものとしてはっきりと分かった

ので、これから先のとても良い指標になりました。 
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正直自分に当てはまるとはとても思えない様な凄い気質もありまし

た。 

もしプロファイリングされなければ絶対に生涯考えてもみなかった

様なものでした。 

 

けれど、折角分析していただいて備わっているというのなら、ちょっ

と自惚れてみてその資質を伸ばしていくよう努力してみようと思い

ます。 

 

細胞周期による調子の良し悪しについても興味深かったです。 

 

12 年周期に、小さくは 24 時間周期もあり、特に 24 時間周期は「そ

ういえばこの時間帯は大体調子でないな～」などと実生活の経験で感

じやすくて面白かったです。 

 

完全に落とし込むことは難しそうですが、何かする時の時間帯を決め

る際のひとつの基準にしていきたいと思います。 

 

今回思い切って分析を受けてみてとても良かったです。 

 

本当にありがとうございました。 

 

 （社会人） 

----------------------------------------- 

あまりの正確さに笑ってしまいました。 

 

この分析は自分の「基本のき」になるので、そこを踏まえて何が必要

で何を振り切れば良いのか自己判断ができるようになる思います。 

 

「好きな事」と「本来の性質気質」がかなりあっていたにもかかわら
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ず、今までそれを自分で選択してこなかったのか！と目が覚める思い

でした。 

 

そして、周期による調子があてはまるのには 

 

誰にも言っていないのにどうしてわかるのかしらと不思議に思い、か

つ「そうだったの、よくぞ言ってくれた」と感激しました。 

 

この分析は一度受けたら一生ものなので、何かを選択するとき、迷う

時はここに帰ってみてから判断する事ができるツールになりました。   

 

小田さんありがとうございました。 

 

 （自営業） 

----------------------------------------- 

先日はありがとうございました。 

途中子供が騒がしくして申し訳ありませんでした。 

 

分析結果は思い当たる所がたくさんあり納得できました。 

ずっと○○○を目指していましたが、結婚出産を機に諦めようかと思

ってました。 

 

しかしもう一度目指そうか、頑張ろうか、しかし本当に私に向いてい

るのか・・・ 

 

悶々としている日々を過ごしていたのですが、分析結果を見たら、や

っぱ向いてるんじゃないか？！と思い頑張ることにします。 

 

当分の間は育児と出産準備で余り動けないかもしれませんが、体調の

良い時に少しずつ進んでいく気になりました。 
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（主婦） 

----------------------------------------- 

初めは半信半疑で、占いや読心術の類なのではないかと思っていたの

ですが、小田様にずばり私の性格を言い当てられて、心底驚いてしま

いました。 

 

小田様に教えていただいた、○○○という性質は薄々感じてはいまし

たが、 

 

はっきりと分析結果として出てくることで、自分に自信を持つことが

出来ました。 

 

一番驚いたのは、○○がある、と言われたことです。 

まさか私に○○があるとは、今まで思ってもみませんでした。 

 

これはこの分析を受けなかったら、知り得なかった情報だと思います。 

この長所をこれから有効活用していきたいと思います。 

 

また、最近、私は自分自身に自信が持てず、くすぶった感じで勉強に

身が入らない状態が続いていたのですが、この個別分析によって今が

調子の悪い時期だと分かり、少し心に余裕を持つことが出来ました。 

 

一念発起して個別分析サービスを受けて、本当に良かったと思います。 

 

これからは体調第一で、小田様に良い報告を出来るよう、淡々と勉強

を進めていきたいと思います。 

 

本当にありがとうございました。 

 

（学生） 

----------------------------------------- 
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この 1年自分の進路、自分の適性を考えていたのですが 

軸がないのか不思議と納得できない自分が存在し進路を決めること

ができませんでした。 

 

ここには何かの原因や少しでも私という人間を知りたいと思い 

プロファイリングを受けさせていただきました。 

 

プロファイリング後の率直な感想を述べさせていただくと 

（丁寧さお許し下さい笑） 

 

超ーーーーーーーーーーーーーーーーハンパないです。 

うわああああああああとなりました。 

 

失礼致しました。伝わりににくいですね。 

 

改めますと、 

 

小田さんに今までの短い人生を全て 

観察されていたのではないかと不思議と感じました。 

 

 

二十数年間、時間に換算すると約 16 万時間を一時間のなかで集約し

ていただけることはこのプロファイリングしかないほど 

 

ハンパなかったです！ 

 

 

自分の生まれもった性質、細胞の動きは 

 この世に私しか存在しません。 

 

だからこそ、その性質を知り 
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それに合わせて進路やこれからの人生を歩んでいくのは 

重要だと改めて感じました。 

 

意外なこと、的中していること多々ありましたが 

ここまで自分の枠組みを目に見える化していただいて 

本当にモヤモヤの雲が晴れてました。 

 

最後に、この一時間は飽きません。 

ここがポイントにもなるかなと個人的に思います。 

 

小田さんのわかりやすく、またユーモアなお話しが最高でした。 

小田さんありがとうございました。 

 

（大学生） 

----------------------------------------- 

大変興味深い結果でした。受けた甲斐があったと思います。 

 

ここまで客観的に提示されると受け入れざるを得ないなあ、と。 

 

優柔不断とか○○が苦手、□□が嫌い・△△が嫌、というのも確かに

その通りです。 

 

それから○○○の話は思わず笑ってしまいました。 

お前普通じゃないでしょ的な扱いになるときが時々あるのも、まあそ

ういう性質、傾向があったのなら納得です。(笑)  

 

なんとなくこなせて、中途半端になってしまいそうな感覚は今までも

ありましたが、そういう人間なんだなというのは今回の結果を聞いて

納得したのでどう活用していくかは本気で考える必要があると感じ

ました。 
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強みというのが生まれつきだとしても、その強みをよく知ることがな

ければ意味が無いんだろうな、と。 

 

今回、早いうちに自分を知れたのは大きいと思います。 

分析結果だけでなく、最後にコメントもあって嬉しかったです。 

 

おおかたは、初めて聞いたことでは無く、今までも言われてきたこと

だったので、自分が納得して受け入れてなかっただけなんだな、とも

思います。 

 

自分について受け入れる、良い機会になりました。ありがとうござい

ます。 

 

（浪人生） 

----------------------------------------- 

 

以下、よくいただくご質問にお答えいたします。 

 

 

A:スカイプ無料通話によるご報告になります 

（通話料はかかりません）。通話時間は 1時間ほどです。 

オフィスにご来訪必要はございません。もしスカイプをご利用いただ

くのが難しい場合は、分析結果を録音したデータをお送りいたします。 

 

 

A：音声による録音データを差し上げております。一度聞いただけで

は聞き逃してしまうこともあるためです。ぜひ何度も聞いたり、聞き

ながらテキストに打ち直したりしてご活用ください。 
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実際「分析結果の音声をスマホに入れて 30 回は聞いている」という

方や「後日テキストに打ち直した」という方も多数おられます。 

 

 

A: アンケートなどを提出していただく必要はございません。事前準

備も特に必要ございません。 

 

 

A: はい。本サービスには 100％返金保証を付けております。 

もし分析結果にご満足いただけない場合は、返金のご連絡をいただけ

れば全額お返しさせていただきます。 

なお、これまでの返金申請件・クレームはゼロ件です。 

 

----------------------------------

（１）とりあえずお試しコース（40分・10,000 円（税抜） 

あなたのお悩みを聞いて、その解決に役立つ適性や才能の情報につい

てお教えします。 

---------------------------------- 

（２）あなたの取扱い説明書作成コース（1時間・28,000円（税抜） 

あなたの性格・性質・才能・適職などを全般的に分析・お調べしてあ

なたの全体像とアドバイスをお伝えします。 
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---------------------------------- 

（３）あなたの取扱い説明書作成＋個別カウンセリング・コーチング 

（1 時間×2 回・期間限定価格 50,000 円(2回分）（税抜） 

分析結果のご報告と、それに基づいた今後のアドバイスをご提案させ

ていただいております。 

---------------------------------- 

 

基本的にはその方の全体像が見える（２）をおすすめしております 

（これまでのお客様の 8割以上がこちらをお申込みされます）。 

なぜなら、自分で自分の適性や性格などの全体像が見えていないまま

仕事を何となく続けている方が殆どだからです。 

 

また、（１）で試してみて、もっと自分を知りたいという方には（２）

のサービスをご提供可能です。 

 

追伸： 

これまで、学生から主婦、フリーターから会社社長までいろいろな方

を分析してまいりました。いつも感じるのは「自分で自分の強みを自

覚していない人がとても多い」ということです。 

 

しかし、これはある意味当然だと思います。 

何故なら、人間は自分で自分のことを見ることができない生き物だか

らです。どうしても主観のバイアスが入ります。 

 

50、60 歳になっても「自分の強みや適性が分からない」と相談され

る方も、珍しくありません。そういう方は分析を受けられた後、異口

同音に「もっと早く知りたかった・・」とおっしゃいます。 

 

万が一の場合を考慮して 100％全額返金保証をお付けしております
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ので、もしご興味がございましたらぜひ一度あなたを分析させていた

だけますと幸甚に存じます。 

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。 

 

小田恵美子

小田恵美子プロフィール： 

玩具小売大手トイザらスにてオンラインマーケティングを担当。その

後、東京大学大学院人文社会系研究科東アジア思想文化専門分野に進

学し、修士課程修了。研究テーマは儒学における心の概念。

 

修士論文は、大儒・朱熹の思想に異を唱えた思想家・陸九淵（陸象山）

の「人心」（陸九淵は朱熹と同じ宋代の思想家。明の王陽明が自説の

補強に陸九淵の思想を持ち出したことにより、のちに「心学の祖」と

呼ばれることもある）。 

 

大学院での研究と並行して民間スクールにてカウンセリング・コーチ

ング・個人分析（プロファイリング）を学ぶ。 

 

統計分析による科学的手法により、これまでに約 100 名の性格分析

を行う。心理カウンセラー。 

Facebook：https://www.facebook.com/odaemi/ 

 

https://www.facebook.com/odaemi/
http://form.mag2.com/drauiaseth


【自己分析代行サービスのご案内】 

-  – 

Copyright (C) Emiko Oda All Rights Reserved. 
19 

 

 

Copyright (C) Emiko Oda  All Rights Reserved. 

 


