
今井

今日メルマガで配布していた音声聞きました。

PDFも読みました。

やはり全体の俯瞰が大事という事でしょうか？

現在位置を知っておかないとふらふらするって事でしょうか？

和佐

というより、「構造」っていう視点が無いと

広がらないですよね

俯瞰もそうだけど、俯瞰するための概念っていうか

俯瞰はもっと大きいものなんですよね

今日話したのは「ビジネスの構造」っていう一部だけを抜き取ったものなんで、俯瞰になっ

てくると、理念だとか、もっと個人の感情が入ってくると思いますよ

どちらかと言うと今日の話は完全にビジネス寄りなんで、システマチックですね。

今井

なるほど、俯瞰っていうと人生観みたいな感じで今日のは今後の戦略ってイメージですか。

こういう風につながっていくんだよっていう。

和佐

そうですね

今井

例えば今私は○○○サイトをやり始めましたけど、最終的には会員制サイト構築のノウハ

ウを持つ人間って立場の確立を考えているじゃないですか？

そんな流れですかね？

確立したらセミナー、DVD販売って流れの。

和佐

それは俯瞰に近いと思いますよ

構造は１つのビジネスにあるものですから

もちろん、２つがくっつく時はありますけど



俯瞰は「目的があってそれに向かうもの」

構造はなんていうか、俯瞰のパーツですよね

だから、もっと細かいものですね

○○○のビジネスでどうやって広げて行くか？深くして行くか？っていう

対ビジネスであって、対人生・目的ではない

もちろん、ビジネスは人生・目的のためのものですけど

今井

では構造は○○○サイトの中で完結する流れの事ですか？

無料で会員を集める

先生を探して商材を作る

有料会員制にする

DVDなどを販売するって流れ。

これで１パーツとする

俯瞰はこれを何パーツか組み合わせてもっと大きな物を

作る。

和佐

そうですね

そーゆーイメージでいいと思いますよ

構造ってある程度機械的なものっていうか、

まさに「メカ」ですよねw

ビジネスを回すための

今井

エンジン組み立てて、ギャ作ってタイヤ持ってきて、最後の最後に車が出来上がるって感じ

ですかね？

和佐

そうですね

で、どこまでカリカリにチューニングできるか？ってことですw



今井

なるほどなるほど、軽でいいのか、バリバリに時間かけてもするのかって感じですね。

今私はタイヤを運んでるぐらいですね。

先が長いですね（笑）

和佐

そうですね

組み立てて行けばその内形にはなるし

形になったら次はどこまでスピードが出せるかですよねw

今井

そこまで組みあがってくると楽しいし、ぐるぐる回るでしょうね。

でも多くの人がここまで疲れて辞めてしまうんでしょうね。

それか1パーツうまく出来たら満足して終わり。

和佐

そうですね

というか、組み上げるって視点が無いですよ

点でモノを見てるんで

今井

目先だけって事ですか？一攫千金。

和佐

商品／広告／メルマガ／アフィリエイト／etc

繋がっていない

部品だけを見ているって感じです

今井

私も頭では分かっているもののテンションが持続出来ない時があるんですよ。

先が長くてめげそうになるっていうか、目先に走りそうになるのです。なのでアフィリに手を

出してみたり、わき道にそれてしまいそうになるときがあります。



そこら辺を強く持つにはどうしたらいいのでしょうか？

和佐

んー

今井

結構私レベルの人間には多い悩みだと思うのです。

和佐

でも、１０年先までかかることだったらいやになりますけど

せいぜい１年ですよね

今井

そういわれればそうですね。そんなにかからないかもしれないし。

和佐

ですよね

それで先が長いって言われるともう・・・w

今井

今は和佐さんについてもらって○○○サイトから順番だ！って思えるのですが、一人でやっ

てる時はふらふらしてました（苦笑）

和佐

別に色々やってみることはいいと思いますけど、何のためにやっているのかを忘れるのは

だめですよね

それと、なんていうのかなー

「こっちの方が楽そう」「これなら出来そう」とか、そーゆーネガティブな考えでふらふらする

のはだめですよね

「やってみたい」と思えることならいくつもやればいいんですよ

「こっちの方が楽そう」は、言い訳が聞くんですよね

「あの人が楽だって言ってたし・・・」みたいな



「やりたい」は自己責任

その違いは重要だと思いますよ

今井

自分でやると決めたんならやれ！って事ですよね。

和佐

そうですね

だめならそれでもいいし

問題なのは言い訳によって自分の決断を否定してることですよね

そうやって自信とか尊厳とかが失われて行くんですよw

今井

なるほど！結局うまくいかず俺は駄目だとか情報起業なんて下火だとかって言い出すわけ

ですね。

和佐

だめなら「じゃあどうするか？」ですよね

それが健全な思考回路だと思いますよ

石油の値段が上がって漁に出れないからといって、ストライキした漁協とかがダメな例です

よねw

それで状況は改善するのか？って話なんで

今井

あー分かります。私の場合システム構築に不可能は無いと思ってるんです（笑）

そんなのは出来ないとは言いたくないし、実際なんとかやってきたし。

だからシステム構築には自信があるのです。

和佐

はい



今井

人間が考えた機能は人間が作れないはずがないと思っているのです。

その意気ですね。

和佐

そうですね

僕は常に「建設的」で「生産的」だと今の自分の行動を考えて判断出来ればそれでいいと思

うんですよね

結果はどうあっても

後悔先に立たずって言うぐらいですからw

今井

凄いですね。その若さで（笑）私なんて40年生きてますが、全然そこまで行けてないですね。

でも嫁さんが亡くなってから少し変りました。

明日には自分も死んでいるかもしれないのだからやりたい事をやっておかないと死に切れ

ないって思うようになりました。

和佐

そうですね

そうだと思いますよ

今井

そして前向きに生きている父の姿を娘に見せようと思うようになりました。

なので毎日が楽しいですね。

よく先を見ろっていいますが、どこまでを見てればいいんですかね？

最終ゴールじゃなくてまずはパーツ部分のゴールですか？

和佐

最終って「死ぬまで」ってことですか？

僕はそこまで見てないですよ

まだまだ変わるだろうし



今井

いえ、私の場合会員サイトノウハウの取得した立場のっていうビジネスでの最終ゴールで

す。

和佐

１年、２年ぐらいですね

具体的にっていうと３ヶ月

それ以上は具体的にたてても意味が無いと思います

状況が変わるんで半年から１年の大まかなアクションプランを考えて、具体的なものは３ヶ

月単位で考えていますね

１個の思いつきで大幅に予定が変わることもあるんで

今井

なるほど、それなら捉えやすいです。

先が見えるって感じがしますね。

まずは会員200とか、そのぐらいの具体的な目標ですか？

和佐

そうですね

で、計画を立てたとしても

それを絶対守らなきゃいけないってものでもないんですよね

何か面白いアイディアが思いついたり

「こっちの方がもっといい」と思ったのであれば

そっちを優先した方が僕はいいと思います

もちろんこれも、ネガティブな理由で変えるのはだめですけどね

僕の場合はいつでも楽しいと思える方向に進んだ方が結果的にいいと思っているんで

今井

まさしくドライブと同じですね。高速で行くって決めていても渋滞してれば下に下りる。

休憩しないつもりだったけど、降りたついでに少し休みみたいな。



和佐

後悔もしないしw

「楽したい」とか「妥協」とかはだめですけどね

これもさっき言ったように「建設的」で「生産的」って言うのが基本です

あ、もちろん「自分基準で」ですけどね

今井

私で言うとこのパチンコに1万使うならサーバーレンタル代にするってとこですね。

その場しのぎの快楽は嫌いなのです。

自分に投資か、ビジネスに投資なら全然突っ込めます。

和佐

はい

結局は全て自分基準での判断ですから

自分で判断するってこととそれを否定しないってことが全ての基本になりますよね

今井

でもそういえば成功している人はやはりそういう考えの人が多いですね。

というかそうで無いと成功しないって事ですね。

和佐

まあ、自分の基準を持っていない人、自信のない人に何かをやり遂げられるかって言った

らそれは難しいですからねw

今井

前に和佐さん木坂さんの音声で聞いた覚えがありますが、自信をつけるには小さな成功を

積んでいくって言ってたような気がしますが、やはりそうなんですかね？

和佐

そうですね

それは「決断する」ってことなんですが

みんな自分で決断しないから自信がなくなって行くわけです



で、小さなことでもいいから率先して自分で決断する

そうやって小さな成功体験を積んで行くってことですね

その決断が良い悪い関係なく、どちらにしろ自信になるんで

今井

なるほど、そういえば和佐さんにコンサルしてもらってますが、私のスタイルってどうなんで

しょうか？

一応自分で考えて和佐さんに見てもらったりしているのですが、和佐さんのアドバイスを聞

くっていうのは自分でじゃそれでいこうと「決断」している事になりますか？

なんでもかんでも聞いてるのかなぁ？って思ったりしてたのです。

和佐

決めるのは最終的に今井さんですからいいとおもいますよ

だから、僕がこういったからとかって基準だとだめなわけですけどねw

今井

あーそれはないです。和佐さんのせいにするつもりは全くないですね。

あくまで「アドバイス」をもらっていると思っているし、そのアドバイスを毎月購入していると思

っています。

今まで自己流でやってきて結果が出てないのはやはり変な方向に行っていたと思うので、

これではいかんと思ってお願いしたのです。

和佐

はい

今井

散々失敗したけどそのお陰で今度は間違いなさそうな確信というかこれこそ「自信」なんで

すかね？

それが持てています。

勝手に自信持ってるだけなんですけどね。



和佐

自信なんて勝手に持つものですからねw

子供が良い例ですよ

小学生とかの時は何でもできる気がしてましたよねw

今井

そうですよね。それが大人になって、出来ないって言い訳してるだけで。

人間やれない事って無いはずなので。

でも和佐さんはへこむ時は無いんですか？

和佐

ありますよもちろんw

今井

でも「しゃーないか」で済むんです？

和佐

それは誰でも同じじゃないんですか？

へこんで悩んで、最終的には悩んでも仕方が無いから前を向くわけですよね

今井

そこが分かれ道だと思いますよ。

転んだから帰るのか、起き上がって進むのか。

結構帰る人は多いと思います。

和佐

んー戻る進はどちらにしても、前は向いてるわけで、ずーーーーとへこんでるわけではない

ですよね

すーーーーとへこんでたら僕は多分死んでると思いますよw

今井

そうですね。へこむのも大事だとは思いますがへこんでいて目的地には着きませんからね。



でも何度も転ぶと、もう帰ろうかな・・って時もありますけどねｗ

和佐

んー「帰る」ってどこにです？

今井

帰るっていうか、目的地に行くのをあきらめるって事ですね。

それこそさっきの妥協です。

でもそれだと何時まで経っても目的地にはいけないので休憩したらまた進むしかないです。

和佐

なるほど

今井

サラリーマンという身分が「帰る場所」で目的地が「起業して成功した自分」ですね。

へたに帰る場所があるから帰りたくなるんだと思います。

和佐

僕には変える場所が無いですからねw

止まっていたら死んじゃうし

どうしようもないw

今井

そうですよねｗでもそういう人の方が本気度が高いですよね。

背水の陣てやつですね。

和佐

リアルなんですよね

ビジネスがより「生」に近い

あたりまえに存在するものなんですよね



今井

生きる為にはって事ですね？

和佐

そうですよ

息を吸わないと生きて行けないように

リアルに自分で稼がないと生きて行けない

「息を吸わない」なんて選択肢は無いんですよw

そして、息を吸うのに必死にならないように稼ぐってことにも必死にはならないんですよ

今井

なるほどそうですよね。自分の甘さがどこから来ているか痛感しました。

長くサラリーマンやればやるほど甘くなってしまいますね。保守的になるというか。

サラリーマンはいくら冒険しても最後は会社がありますから。

和佐

そうかもしれませんね

今井

和佐さんは一度もサラリーマンをされていないというのは返って幸せな事だと思いますよｗ

和佐

僕もそうおもいます

今井

サラリーマン根性から和佐さんに近づくのはかなり大変です。今もそうですけど。

しかも子供や家庭を持ってしまうとなおさらですね。

和佐

はい



今井

でも和佐さんも大黒柱ですよね？そういう意味では私より大変だと思います。

和佐

でもサラリーマンも同じですよね

生きて行くのに必要で、いつ会社が倒産するかもわからないし

僕ら起業家って

「どうせ食うならうまい飯が食いたい」と思うのと同じで「どうせお金を稼ぐなら楽しいほうが

良い」って本気で思えるんだと思いますよ

「安定」なんてものはこの世に存在しないんだし

「永遠」なんてものもないんですよw

今井

そうですよね。

サラリーマンの一番のメリットは会社で寝ててもお金がもらえる事ですね。

でもそれもいつまで続くか分からないですね。

しかしみんな何もしてません。

起業家って大変だけど全て自分で決めれるじゃないですか？

そうやって私も生きたいのです。全て自己責任で。

和佐

じゃあサラリーマンって言う状態は本当に

「おいしい」のか？

ってところですよね

今井

自分の人生を会社が握っている訳ですからこれほど怖いものは無いですね。

私も予定では再来年で契約打ち切りなので。

和佐

よく考えた時にこれほど恐ろしいことはないと思うんですよねw

自分の人生の価値がそこで決まってしまうわけですからw



「寝てても」って言うのは極一部ですよね

時間もお金も権利も全てが失われている

そしていくらがんばっても上限は知れている

そう考えた時に自分の価値が失われて行くという現実がそこにあるわけですよね

なんて恐ろしい・・・w

今井

でも日本ではそれが一番の幸せだと教えられているから怖いですね。

こつこつ真面目に地道に生きる。それは悪いとはいいませんが、大企業に就職を成功とし

てますよね。

そして誰もそれを疑わない。

和佐

まあ、それが幸せと思えるのならそれでいいと思いますけどね

全ては自分が基準なんで

僕は文句ばかり言ってる人しか見たこと無いですけどw

今井

サラリーマンから起業すると言うと誰もが「えーなぜ？」って言いますね。

こっちからしてみたら「なぜ起業しないの？」って言いたくなります。

この先どうするの？って。

和佐

まあ、その辺は人それぞれの考え方がありますからね

そーゆー人はそっとしておいてあげればいいと思いますよw

というか、言っても絶対理解されないし、自分で気づくしか無いんですよ

かといってサラリーマンがいなくなったら困るんですけどね

ある意味僕らはそーゆー人たちに支えられて生きていますから感謝しないと

そこがジレンマですね



今井

最初は私も周りに起業して成功してやるって言ってたんですが、あまりにもネガティブな話

ししか出てこないのでやめました。

1億稼ぐっていうと起業家ならどうやって？何をする？ってなりますが、サラリーマンでは大

爆笑がオチですね。

和佐

そうですね

今井

今日は大変為になりました。

遅くまでありがとうございました。

そろそろ寝ます。

まだサラリーマンなので出社しないといけないので（笑）

和佐

はい

では、おやすみなさい＾＾

今井

では失礼します。お休みなさい。


