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『夢を夢で終わらせない方法』 
 

 

 

みなさん、簡単に経歴のほうだけご紹介を申し上げたいと思います。 

 

あの、もともと私は高３の頃、親父が会社を潰して蒸発をしてしまったんですね。 

そこで新聞配達をやって、夜間の大学に行って、大学３年で会社を興して、その会社

を３年ほどでＩＰＯするかしないかと持っていって。 

 

売却をして、お金を頂戴をして、まぁどうしようか～って思った時に、やはり国や地方

に対して、親父が会社を潰して蒸発した時に何もしてくれなかったということが、強い

思いがあって、まぁ３年ほどある国会議員の下で、勉強させていただいて、２８才で衆

議院という選挙にチャレンジをして、間違って勝てないかなぁと思ったんですけど、間

違わずに落選をして。 

 

で、２年ほど浪人生活で、こちらの事業もあまり芳しくなくなったので、戻ってきて今は

いくつか会社をやらせていただいているという状況です。 

で、今レジュメでお配りをしておりますが、あの『夢を夢で終わらせない方 

法』ということで本日、テーマを頂戴しています。 

 

まずは、夢っていう概念を皆様方どう思われているかだと思うんですね。 

で、よくいろんな研修に伺った時に、夢ってなんか大きなモノに感じていらっ 

しゃる方、多いんですね。 

でもまず、皆様方が単純にじゃ真剣に何になりたいか？って思っているか。 

その前提をちょっとお考え頂きたいんですね。 

じゃあ頭の中で、皆様方が仮に宇宙人になりたいと真剣に思われますかね？ 

あ、あのニコニコされてますけど、これあの～宇宙人ホントの宇宙人になりたいと思う

かっていうと、これ絶対思わないと思うんですね。 

なぜかって言ったら、“絶対に出来ないから”なんですね。 

何があっても、宇宙人になれないからなんですよ。 

でも、例えば皆様方が、例えばある一定の車が欲しい、ある一定の家に住みたい、あ



る一定の事業を興したい、何かをしたいっていう時に、自分の中でやりたいと思ったこ

と自体、全部叶うんですよ。全部。 

だからつまり、夢イコール絶対叶うものだっていう意識をまず持たなきゃいけない。 

意識改革ですね。 

ですから、よくこうなるのは無理だ～こうしたら無理だ～って、ようするに 

無理だっていう前提で何かになりたいっていう思いがあるってことは、当然そ 

れは実現可能なんですよ。実現可能。 

 

例えばですね、２番目のテーマ、ちょっと下をご覧になっていただくと、あの成功体験

の繰り返しってありますよね？ 

例えば、私も娘がいたりですねしますけど、今ハイハイとかね、なんか立ったり倒れた

りとかしているわけですけど、例えば今日皆さん方、ハイハイして来ている人います

かね？  いないですよね？ 

一人くらいいるかもしれませんけど、でもあの思うのが、赤ちゃんのちっちゃい頃って

どうかっていったら、倒れても倒れても立ちますよね？ 

で、なおかつ、例えばハイハイに何度失敗しても泣きながらやるじゃないですか？ 

で、これって失敗体験がその行動を抑止してない状況なんですね。 

つまり何があってもやってやるんだっていう気持ち自体、持ち続けていたんですね。 

だが、つまり皆さん方、立って直接この場に来ているってことは、そういった苦しい思

いをしながら、失敗をしながらも、でもね立ち上がって今２本の足で歩いて来ていらっ

しゃるわけなんですよ。 

つまり、赤ちゃんの頭に戻すっていうのは非常に重要。小さい頃の頭にですね。 

僕があの、よく言われるのが「子供だね」って言われるんですね。 

もう嫌いな人とは一切付き合わない。 

またやりたくないことは絶対やらないんですね。 

例えばこの人と、例えば付き合ったら１億儲かる、でこの片一方の人と付き合ったら、

１０００万しか儲からないとしますね。 全て僕は人間で選んでいます。 

もうその細かい９０００万、１億ってお金ではなくて人間として信頼していれば、この人

と付き合うし、で逆に信頼していなかったら一切付き合わないんですね。一切付き合

わない。 

だから、しっかりと物事の判断として、皆様方の原点に返ったらですね、まず絶対に死

にものぐるいで、何があってもやり抜くんだっていう気持ちの切り替えをしなきゃダメ

なんですね。切り替えですね。 

それが出来てきたんですよ。 

だって立って歩いて来てるし、いろんなことも実現してきてますよね？ 

でもそれを今いろんな失敗体験で、例えば小学校の頃点数が悪かった、中学校の頃



点数が悪かったとか、高校の頃受験失敗したとかなんやら言うわけですね。 

そうした失敗体験が全ての行動の抑止になっているから、そこら辺のところは絶対出

来るんだっていうことをまず前提に考えなきゃいけないっていうのが、 

まず夢を夢で終わらせない方法の前提なんですよね。前提です、はい。 

 

で、その次にですね、夢がわからない人って結構いるんですよね。 

夢が分からない・・・ってですね。 

あの～一昨日かな・・・なんか若い方々が３０人くらい集まって、そこでなん 

かしゃべってくれみたいなことでですね、皆様方の夢ってなんですか？って聞い 

たら、なぜかシュンとするんですね。シュンと。 

「何やりたいかわからんわ！」 

みたいなですね、でも先ず何でもいいんですよね。 

 

例えば、ベンツを買いたいでもいいんですよ。 

例えば、極端な話いいお店に行きたい、三つ星のレストランに行きたい。 

なんでもいいから、先ずその何かをしたいっていう思い自体を、しっかり沸々と煮える

ような思いっていうのを持たなきゃいけないんじゃなくて、それちっちゃいことでもいい

んですよ。 

例えばコンビニに行ってね、皆様方が極端な話、あの給料のこと考えたりしてね、 

なんかあの～まぁ１０００円の弁当が食べたいんだけど、じゃあちょっと、妻からもらっ

たお小遣いが３万円しかないから、ね、あのじゃ５００円の弁当にしようかって決めたと

しますよね。 

でもその時に、その１０００円の弁当を食べたい！っていう思いだけでいいんですよ。 

その繰り返しが、大きな夢になっていくわけなんですね。 

ただ、その出来るだけ車を買いたいって言ったんだったら、小さい軽自動車を買いた

いとかじゃなくて、何があってもベントレーに乗りたい！ 

ベントレーってありますね。あのデカい車。 

絶対ベンツに乗りたいとか、そういった思いを先ず持てるかどうかなんですよ。 

だからなんでもいいんですよ。 

このジュースを飲みたいとか、このエビアンを飲みたいとかね。 

なんでもいいから、絶対にこれを飲みたいとか、絶対これを買いたいとかそういう気持

ちが重なっていくと、絶対人間って行動に移っていくんですよね。 

例えば、僕なんて絶対金持ちになりたいと思ったんですね。 

メシも食えなかったし、住むところもなかったし、あの国や地方に相談しに行ったらね、

まぁお前に住むとこなんて無くてもいいよって言われたわけですよ。 

すごい辛かったんですよ。 



でもその時に、母親と車で２人で乗って、まぁ一緒に死のうかって話をしたんですよ

ね。 

でも、やっぱりこう～死んでもしょうがないなっていう気持ちと、でもその時にある法律

家に助けられて、まぁお前だったら出来るよって一言言われた時に、荷物１つまとめ

て東京に出てきて、新聞配達を始めて・・・。 

それまですごい坊ちゃんだったんですね。 

建設業者の大社長の息子だったんですよ。車は家に４台も５台もあるしですね。 

もう何もかも手に入ってたんですよね。 

それが言わば親父が消えた瞬間に家は取られ、高校からいわば戻った時なんか 

ガラスを割られてですね、差押えの紙を貼られ、もう全てを失ったと思ったんですよ

ね。 

でも絶対に僕は母親を幸せな生活をさせるんだ！っていう思いと、何があってもカネ

を稼ぐんだっていう思い、一心だったんですよね。で、そこで思いっきりアクセスを踏

んで行ったら、絶対誰かが助けてくれる。 

例えばですね、あの～まぁ原点に返ると実は、僕高校にも行けなかった人間なんで

すね。 

あの～実は中学の頃、世に言うタイヤが２つしかないものですね。 

それが好きでございました。 

ですから昔の写真とかも２チャンネルでですね書かれたりですね、なんやらってことも

あったんですけど、で中学で本当におバカをやっていて、高校にもどこにも行けなくて、

でその時に必死になって勉強したんですね。 

そしたらたまたま、その予備校の塾長からお前は地元の学校に行けないからね、 

遠い学校に行けってことで、え～まぁ寮があるですね学校を勧められて、僕はその進

学校に入れたんですよね。 

つまりそこでアクセルを踏んできたからこそ、僕はその塾長に助けられた。 

 

さらに申し上げると、高校で絶対にじゃあ地元の人間を見返してやろうと思って、散々

勉強したんだけど、でそれで実は医学部に行きたかったんですね。 

でも結局、親父が会社を潰して蒸発してしまった。 

で、全く何もなくなったと。 

でもね、その時そういった法律家に助けてもらって、それで僕が新聞配達をやって、

夜間の大学に行って、さらにそこでたまたまね、僕は法律を勉強しようと思って大学

入ったわけですから、法律事務所とかに勤めたいなと思ってたんですよね。 

 

そしたらなんかクラスの、後ろの子が突然僕に対して「今度弁護士の先生と 

ご飯食べに行くけど行く？」って言われてですね、これもうまだ若いから勘違いします



よね。  あ、勘違いしませんかね？（笑） 

あの僕勘違い人生って言われてまして、それでこう誘われてですね、赤坂行ったんで

すね。 

そしたら突然、「僕法律事務所に勤めたいんだけど、どこかある？」って聞いたらです

ね、「だったら門馬ちゃんのとこ行け！」って言われてですね、ある法律事務所を紹介

されて、法律事務所に入れたんですよね。 

つまり、その時々にシミュレーションしながら何かを絶対やりたい！これをやっていき

たいんだ！って思いを続けてアクセルを踏んでいると、絶対誰かが助けてくれる。 

っていうのがまず、大前提でございます。 

 

ですから先ほど申し上げた、夢っていうのは絶対叶うんだと。 

で、その夢を持たない方が、小さな夢でも持ち続けてアクセルを踏むことによって、 

確実に誰かが助けてくれるようになる。 

でその結果、絶対に次のステップアップっていうものがあるんですよね。 

だからもう、今日から考えてほしんです。 

もう今からでもね。 

本当に自らが何をしたいのか？原理原則に立ち返って、自分がやりたいって思うこと

は全部叶う。それに向かってアクセルを踏む。 

で、そのアクセルを踏んだ結果、誰かが絶対本気でやったら助けてくれるから。 

ってことがステップアップになっていく。 

ってことは夢に近づいていくんですね。 

その中でじゃあ、夢を叶えるためにどうするかっていうところで、あのシミュレーション

が大切なんですね。 

 

だから例えばね、僕は衆議院で落選してるんですけど、あの～その落選した日もです

ね、じつは総理大臣になる夢を見てるんですね。 今、心の中の叫びが聞こえます

ね！ 

あのアホだな～ってですね、未だに３日に１回「早川周作君、総理大臣に指名する」っ

ていう夢を見るんですね。はい。 

皆さんもアホだな～っていう視線がね、痛いですけど。 

でもその痛い人生ですよ、僕のね。 

でもホントにねその成功までのシミュレーションまでがすごい重要で、そのシミュレー

ションを、シミュレーションノートを皆さん持って下さいって、いつも言うんですね。 

 

たとえば、私が尊敬する経営者がいるんですね。 

これがレックスっていう牛角とかやってますね。 



あの元ＣＦＯ、財務責任者なんですけど。 

で、彼なんか常に言っているのが常にシミュレーションだと。 

で、一点一例をあげるとですね、アメリカから牛肉の輸入停止になりました。 

で、９時から会議があって２時間遅れてその会議に入ってきました。 

で、他の役員は右往左往してるわけですね。 

「どうしたらいいんだー。肉も出せなくなるー！」っていう時にね。 

でも彼が入ってきた瞬間に、「この問題、Ａという問題はこう解決して担当役員は誰で

す。で、この問題については言わば担当役員が誰で、こう処理して下さい。」と言って、

理路整然と３分で解決したっていう伝説があるんですね。 

でこれはなぜ出来たか？って言ったら、シミュレーションしてるからなんです 

ね。常にどんな状況になったとしても、常にシミュレーションをしきっていると、何にも

怖くないんですよね。 

僕が選挙に出るとアクセルを踏む時に、もう落選した時のシミュレーション、当選した

時のシミュレーションっていうのは、常に描いてるんですね。 

寝ないで描いています、僕は。 

怖いのがシャワーとか浴びてるじゃないですか。 

で、その時にいいシミュレーションとか湧いたら、めっちゃめちゃお風呂から 

早くあがるんですね。 それ、忘れちゃうから。うん。 

だから常に考え続けていって、そのシミュレーションっていうのを繰り返していけば、

絶対に新しい道が開けてくるんで、絶対考えなきゃいけない。 

だから今日帰る時も、またエレベーター乗ってる時も、常にシミュレーションして 

いったんだったら、どんな立場に置かれたとしても、クリアできる。 

そのシミュレーションをしていない若い方が多すぎるんですよ。 

単純にね、あぁこれやったらいいわ～！みたいなですね。 

アホか！って思うんですね。 

例えばあの～質問放り投げるじゃないですか。 

放り投げても全然答えられない方って多いんですね。 

それは全くシミュレーションしていないから。 

だから常にシミュレーションで模造紙でもなんでもいいから、そのある状況に 

なった場合の解決策っていうのを、ひたすら書いておくと何があっても怖くな 

いから、僕はだいたい出来るんですね。 

事業でもなんでもそうです、はい。 

そういった意味で、常に皆様方も今取り組んでいる目の前の仕事で、もう絶対こうなっ

たら、こうなるだろうっていう断定的なものではなくって、常にＡパターン、Ｂパターン、

Ｃパターンっていうのを考えながら、常にシミュレーションしとくと、どんな状況でも対

応できるから絶対仕事はうまくいくし、さらには夢に近づくことになるんですよ。 



だから常に考えなくてはいけないっていうのは、僕のなんか思いでございます。 

 

そういった意味で、考えはしているとは思うんですけど、もう１回ちょっと考えて欲しい

んですね。 

本当にぼぅ～としてる時間はないのか、平等に与えられた２４時間の中で、寝る時間

以外皆様ぼぅ～っとしてテレビを見ている時間、パソコンで変な画像を見ている時間

とかもですね、そういった事がないのか？ってことは重要なんですね。 

まぁもう、時間は平等に与えられますからね、この点を抑えていただきたいと 

思います。 

それがですね、次に書いてますですね、より具体的な夢の描き方ってことで、 

シミュレーションを繰り返していくと、あとはもう次の発信し続けるってことですね。 

で、結局ね、言い続けていると、叶うんですよね。 

んーこれね、僕が１９（才）の頃からね、言ってたんですよ。 

メシも食えない時からね。 

あの～もうなんともいえない、風呂無しトイレも共同でね、車が通ったら揺れるんです

けど、そういったところがあったんですけどね、 

でーその頃から僕、「２０代で絶対、国政選挙に出る！」って言い切っていたんですね 

周りはね、バカにしましたよ。 

「あんなね、人間がね、あのー国政選挙に出る？ はぁ？」ってね。 

カネもなくて、縁もない人間がね、アホかって思われてきたんですね。 

でもね、言い続けてきたら、必然的にこれ引き寄せがあるんですよ。 

いろんなチャンスがくる。 

だからもう僕は毎回スタッフにも言う、企業研修でも言いますけど、絶対自分が無理

だーと思ってる、先ほど申し上げたその夢。 

それについて１日１人に対して語り続けることによって絶対に、その責任が伴ってくる

から、やらざるを得ないんですね。 

例えばじゃあ、２８才の僕が１０個選挙区解散の時に与えられたんですね。 

なんとか何区、なんとか何区、なんとか何区ってですね。 

でも正直、でもこれで本当に出ていいのかな？って思った時に、言わば５分も経たず

に行きますっていう話をしたんですね。 

なぜかって言ったら、今まで１０年言い続けてきて、これで出なかったらウソになるな

って話になるじゃないですか。 

つまり自分に対するプレッシャーなんですよね。プレッシャー。 

僕は従業員に対してもそうだし、その他いろんな会合でも、僕は絶対発信し続ける。 

例えば今やっているのが、ベンチャーマッチング交流会っていう、ベンチャーの 

日本一の経済団体を創るっていって、昨年１月に立ちあげてですね、今会員数が 



２２００～２３００社になってるんですね。 

一応まぁ、関東 大であると言われている状況になってます。 

でこれもね、昨年１月からもう 初は２０人しか集まってないのに、ガムシャラに 

僕が言い続けてきたんですね。 

もう絶対何があっても付いてきてくれたら、日本一のベンチャーに特化した経済団体 

を何があっても創るんだ！と。 

もう、絶対創るから！って言ったら、もうそれを信じてくれて付いてきてくれる人は、 

絶対いるんですよね。 

それでその信じてくれて付いてきてくれた人間をしっかり大切にしていくと、 

必然的に叶っていって、でそれが実現できなかったら、これはウソモノになるからって 

ことになったら、これは自分にプレッシャーが与えられて、結果的にアクセルを踏む 

ようになるってことになったら、さらに情熱で人が付いてきて 

くれるようになるわけですね。 

でそういった意味で、皆様方無理だって思うことでも発信し続ける。 

恥ずかしいと思っちゃダメなんですね。 

あの～僕もね、今日入ってきた時、恥じらいもないと思いますよね？ 

どうもどうも、こんにちは！ってね、名刺をねペコペコね、頭下げてね。 

もうどうでもいいんですね、僕にとってみたら。 

もう根底にある、絶対に自分が負けないものっていうのが絶対叶えたいものって、 

いくつかあるんで、そんなことになったら笑われようが、けなされようと、軽蔑を 

されようと、もうどうでもいいんです、僕。 

絶対にその絵を描いている段階の中で、皆様方に出会って、皆様方ひょっとして僕を 

応援してくれるのかもしれない。 

また事業において僕に助けてくれるかもしれない。 

で、その思いを持っているんだったら、恥とか云々なんとか一切関係ないと思うんで 

すよね。絶対１日僕は1 人に対して、こういうことをしたいんだ！ってね。 

何があってもやり抜くんだ！って言ったら、積み重ねがプレッシャーになって、 

必然的にアクセルを踏むようになるから、それを実現をしてほしいと。 

僕は思います。 

ですから常に発信しなきゃダメですよ。公言する。うん。 

それが大胆な夢でもいいんですよ、大胆な夢であっても。 

でそうすると絶対責任が伴ってきます。はい。 

でこれは、ぜひご理解を賜りたいと思います。 

あとですね、ムチャムチャなことほど効果的っていう、ちょっと幼稚な表現ですけ 

ど・・・。  あの～ムチャしなかったら、手に入らないんですよ。 

あのこれ、ぶっちゃけた話ですね・・・。 



例えば、じゃあ僕がですね、高校全て落ちて、まぁ１回働いてですね、高校生羨ましい

な～って思って、メチャメチャ勉強をしました。 

で、結果が出て高校にも行けた。 

でまぁ、メチャメチャ勉強もして国立の医学部に現役で受かるぐらいの力を付けて、 

でも父親によって、メチャメチャな人生になって、新聞配達で 

ガムシャラやって、大学１年でね、そういった縁に会った。 

でもね、その時の面接だってメチャメチャですよ。 

パソコンできるの？て言われて、パソコンも１回も触ったことないですよね、僕、うん。 

それでどうしようか～って思って、パソコン出来なきゃダメだよって言われて、 

思わず履歴書に書いたのは、趣味パソコンって書いたんですよ（笑） 

１回も触ったことないのに（笑） 

もうあのどうでもいいんですね、そんなの。うん。 

それで別に入ってから考えればいいんですよ、そんなの。うん。 

それで入ってから、言わばパソコンを借りてきてひたすらブラインドタッチの 

練習とかね。まぁ先ほども申しましたけど入った時なんてね、 

「一太郎って知ってるよね？出来るよね～？」って言われてですね、一太郎って人の 

名前かな？なんてですね。 

「ワードできるよね～？」って言われて、言葉かな～？？って感じですね。 

でそんな状況だったんですね。 

だからそこにねじ込みをしたいと思ったんだったら、どうしてもその世界に行きたいと 

思うんだったら、ムチャムチャな方法でもやんなきゃなんないですね。 

さらにたとえば、さきほど一回総理になった人間の秘書になれたんでね、たかが事業 

家としては成功してました。若干、カネもありました。 

で、経済的な成功も収めて、言わばある一定の230 平米くらいの家にも住み、 

あと車でセンチュリーで送り迎えも付き、で他から見たら羨ましい生活をしてたと思う 

んですね。でもじゃあ、国会議員の先生の方々が認めてくれるか？って言った時に、 

これわかんないわけですね。 で、いろんな本見たんですよ、僕。 

で、そこでなんか大きく見えたのが細川・羽田っていう人間が大きく見えたんですね。 

そうそうたる国会議員とＳＰを 

引き連れて歩いているわけですね。それで思ったんですね。 

あ！これだーー！！！って思ってですね。 

「僕を国会議員にして下さーーーい！！」って言ったんですね。 

そしたら、おやっさんがなんて言ってくれたかって言ったら「おまえ、目が違う。 

国会議員になれるぞ！」って言われたんですよ。 

つまり、そういったことも普通に考えたら、なんかＳＰも付いてるしね、国会議員に抱き 

つくなんてね。 



でもそれが、やっぱり道を切り開いたわけなんですよ。 

だから絶対無理だって思ったら、 

例えばね・・・会いたいって人間いませんか？ 

例えば皆様方。 

経済人でもそうだし、誰でも、いません？ 

いませんかね？いますよね？ 

じゃあ例えば誰だろ・・・ 

回答者Ａさん；「斎藤一人さんですね～。」 

斎藤一人さん。あ～、すぐ会えますね。 

例えば講演に行ったらすぐ会えますね。うん。 

でもその時にね、思うのが・・・自分は絶対相手にされないとか、自分が今 

こういう立場だから話を聞いてくれないって、思っていること自体が皆様方の 

言わばレベルはそれはダメなんですね。 

なぜかって言ったら、１対１の人間だから相手も同じ人間ですよね。 

だから立場なんて関係ないんですよ、どうでもいい。 

で、しっかり会った時に自らをどうやってアピールして、どうアポイントを 

取るかなんですよね、全てが。うん。 

で、僕は結構大物の方に気に入れられちゃうんですねど、勢いでドーンといっ 

ちゃうんで、例えばじゃあ・・・一人先生に会った時にですね、じゃあどうい 

う風に名刺を渡しますか？ 

また次のアポイントをどう取りますか？っていうところもすごい重要なんですね。 

例えば僕なんて、ＶＩＰの方に付いていたから、ホテルだったらこのパーテ 

ィーだったらどこからＶＩＰが入ってきて、どこのエレベーターを使って、ど 

ういう風にその会場に行くかってわかるんですね。 

そこに６００人、７００人の人がいる。 

ってことになったら、先頭に行くことは出来ないから、裏の調理室から入ってって、 

裏の厨房から入って行って、一番前に着くんですね。 

ってことになったら、どこで車着けをして、どういう風な形で言わば同行していって、 

そこのところまで行くってみんなわかるんですね。 

ってことになったら、そこの車着けで待ってたらいいんですよ。 

待ってて、僕なんてあの～正直言って日銀の前総裁いますよね？ 

あの人にね、どうしてもね～、量的緩和政策についてどうしても言いたいこと 

があったんですね。 

それでその当時はまだ、秘書やったばっかりでしたから、どうやって会 

おうと思って、言わばＶＩＰの人間たちが行くとこって、全てセミナーでもそうだし、 

パーティーでも、その主催者側がなんとか大臣来ますっておもてなししてたら、 



結果的にどこに行ってどういう行動を取るも全てわかるんですよね。 

ってことになったら、そこのホテルの前の車着けで待っていて、どうするか 

って言ったら、僕は深々と頭を下げて、「お待ちしてました！」って言うんですね。 

で、「お待ちしてました～。」って言って、言わばそう言ったＶＩＰの方は足を 

絶対に止めちゃダメなんですね。止めちゃいけない。 

だってもう時間も決まってる、秒単位で動いている人間もいるわけだから、うん。 

あとは例えばＶＩＰ口っていうのがあって、どっから入ってって、 

どういうような形で新幹線に乗っていくて決まってるわけですよ。 

そこら辺のところで、絶対足を止めちゃダメなんですよね。 

その中でしっかりアピールできて、次のアポイントをどう取るのか？なんですよね。 

それがすごい重要なんです。 

ですから僕、常に皆さんに申し上げているのが、名刺を渡す時にいかにインパクトが 

あって、胸の中にストンと入っていけるか？なんですよね。 

これ、名刺渡す時にフレーズを決めてらっしゃいますか？ 

フレーズを。 

絶対に忘れられない。 

例えばですね・・・僕なんてほらこんな立場ですから、まぁいろんな人と名刺交換 

月に２０００枚、名刺配りますからね。 

「あの～、すいません～アホ早川です～」って、「前回僕の親父が会社潰して蒸発して 

ね、新聞配達して大学行ってね、事業会社興してね、１回ボロ儲けして 

ね、まぁ前回間違って国会議員になれないかと思って出馬した早川です・・・」 

なんて言ったらね、親父が蒸発？・・・何言ってんだ、この人？？って。 

２０代で国政選挙・・・何言ってんだ、こいつ？って、こういう形でインパク 

トってスポーンって入っていきますよね。 

そういったフレーズで圧倒的にぎゅって掴まなきゃなんないですよ。 

雰囲気でもいいから、オーラでもいいからぎゅって掴んで、そこでしっかりと 

次のアポイントを取れるかどうか。 

じゃあもう１点聞くと、そういったＶＩＰと会った時に名刺交換して、皆様方がどんな 

メールを送られるか？なんですね。どんなメールを送るか。 

よくあるのがね、お礼とかね、今日はありがとうございました！とかね。そんなメール 

が多いんですね。 

じゃあそういったＶＩＰな方々ってどうかって言ったら、メールを自分で見ていると 

思いますか？ 

見てないですねー。 

だいたい秘書止まりですよ、これ。 

例えば僕がいろんなＶＩＰな方に秘書さんとか、色々話してきている中でも、 



これだいたい秘書さんがメール受信をして、お礼っていうメールとかはあると 

ころにカーソルを合わせて、朝連打することになります。 

でそのカーソルが合わせてる先って“削除”っていうボタンなんですね。 

つもりもうお礼とかいうメールっていうのは、たくさん彼らのようなＶＩＰ 

な人間たちは何千枚という名刺を配っている。 

例えば、僕が秘書時代に１泊２日で京都旅行に行って、何枚の名刺をさばくかって 

いったら、これ何枚くらいだと思います？ 

これは 低５００枚持って行きます。１泊２日で、はい。 

でそうなったら、彼らのことは知ってますよ。経済人でね、みんな「どうもどうも～」って 

ね。それでどうするかって言ったら、もらった人はね、家宝の如く家に持ち帰ってね、 

誰だれさんと名刺交換したんだよ～って花を咲かせるわけですね。 

バカかって思うんですね。 

じゃ、そのＶＩＰが覚えているかっていったら、絶対覚えてないですよ。 

１００％覚えてない。 

でもその時に、そういう状態で、じゃあどうやって覚えてもらって、どういう風なメール 

を送れば、これはアポイントを取れるかってことなんですね。 

どんなメールがあると思いますか？ 

どんなメールを送ったら、アポイントが取れるか？ 

・・・・（会場内、沈黙） 

あら？どうぞ！ 

回答者Ｂさん；「堅く見えるような感じじゃない、友達のようなかたちのメール 

じゃないですか。」 

あの～、社長・・・金属バットをお持ちじゃないですか？ 

（会場；爆笑） 

ああ、申し訳ございません、すみません（笑） 

あの～それね、友達・・・たしかにいい案ですね。 

すばらしい！って言っておきます。はい。 

あのこれはね、秘書の段階で結論が付かない件名にするんですね。 

えーつまり僕は、上場企業の役員の方々に、何十人も会ってきてるんですけど、 

例えば今日お会いするとしますよね。 

例えば９月１６日ですね、ってことになったら来週の９月２４日、１０時から議員会館で 

よろしいですよね？とかね、本社でよろしいですよね？ってね、メールを送るわけ 

なんですよね。 

そしたら、秘書はどうするかって言ったらね、予定を見だすわけですよね。 

僕の秘書時代もうこうね、あ～おやっさん、９月２４日、１５時議員会館・・・ 

あ～そうかそうかってね、こう見るわけですね。 



こう見るわけですよ。 

これで予定が入っていなければ、どうするかって言ったら、なんたかった予定入れ 

やがって！って、こんな５分しかないのに！ 

移動で考えたら、絶対１０分しか時間ないよってね。 

そう思いながら、あるところにカーソルを合わせて僕はカーソルをクリックすることに 

なります。これは“印刷”っていうボタンなんですね。 

で、そうするとね、それを印刷して持ってね、じゃあ、後部座席に乗ってね、 

車に乗った時にね「あの～おやっさんね、これ９月２４日の３時にね、アポイント取って

ね、取ったんですよね？」って、この日ってね、「メチャメチャ忙しいからね、これどうす

るんですかぁ～？」って言って、それがおやっさん見た時、どう思うかって言ったら、た

くさんの人に会ってきているから、どこでどういうアポイントを取ってきたかって、混乱

しているんですね。混乱しているんですよ。 

ってことになったら、その時間にだいたい行けば、会えるんですよ、これ。 

会えるんです、これ。 

でこれね、１０回中だいたい７回くらいは成功してるんですよ、僕。はい。 

とんでもないアポイントの取り方ですよね。 

でもそれでいいんですよ。 

あのー、でそこで僕は正式になくなったら、著名な社長のとこに行ってね、 

散々語って、でもこれを実現するためにお金が必要ですからって、 後に政治 

資金管理団体の口座番号渡して、お気持ちだけでいいですからお願いしますっ 

て言って、９０００万くらい集めてきたんですね。 

もう、とんでもないですよね。 

 

でもそんな形でメチャメチャに見える手法でもやっていかなかったら、今の 

資本主義では絶対勝てないですよ。 

人よりお金を稼いだりとか、人より例えばいい生活をしたりとかって、絶対出 

来ないんですよ。 

これ恐縮な申し上げですけども。 

ですから、これメチャメチャだな・・・って思ったことはやるべきなんですよ。 

やるべき！ 

これ普通だなって思ったことはやっても意味がないから、無駄だからやんない 

ほうがいいんですよ。 

で、夢を叶えるため、もしくは自分がやりたいこと実現するためだったら、 

どんなメチャメチャな方法だって使わなきゃなんないってことが前提です、はい。 

そこら辺のところは、皆様方にちょっと肝に銘じていただければ、なんかあり 

がたいなと。 



いいですね、あの～皆様方何か商材作ろうと思ってね、よくいるんですねあ 

の、あ～この先生にどうせ言っても無理だろうってね、心の中でね、営業の方 

が思ったりする方って、結構いると思うんですけど、相手にされないんじゃな 

いかとかね。 

でもそんなのねー、会ってしまったらこっちのもんですから、あのそれで会 

ってしまって、それで説得出来ないんだったら力不足です。 

一番心が動くのが『情熱』ですから、情熱。 

何があってもそのお金が欲しい、何があってもこれをやってくれって頼んだら、 

だいたいＯＫです。 

例えば８月１５日の健さんのね、本田健さんとね一緒にセミナーやりました。 

普通に例えばそのお二人にですね、講演依頼したらどうかって言ったらですね、 

普通に５０万１００万取られますよ、これ。取られる。 

でも心でつながっていれば、絶対にこれ利害関係とかじゃなくって、それを飛 

び越えたかたちになるから、絶対にこう・・・ 

あ、更にね、ぶっちゃけていいですか？ 

世の中で人と会ったら、一般的に商売上はですよ、これ２つの種類しかないんです。 

この２つって切ないですけど、“味方かカモ”なんですよ、正直ビジネスの世界。 

味方かカモなんですね。 

でそのカモになったら、絶対ダメなんですよ、絶対ダメ。 

だからビジネスの世界で例えばお金を出すとか、なんらかの人間関係でお金 

を出すって時に、絶対にカモになっていないか？ってことが、すごい重要なん 

ですね。重要なんですよ。 

でそういった意味で、皆様方いろんな人間環境作るに当たって、味方を増や 

していくのと同時に、これはカモを増やしていかなきゃ、これダメなんですね。 

いや～ここまで聞いたら、ここだけね外に流されたらえらい性格の悪い人間だ 

と思われると思いますけど、それが原理原則なんですよ。 

そうなんですね。 

そういった意味で、皆様方情熱で、名刺の渡し方、夢を叶えるためには、い 

ろんな人脈が必要です。 

そん時は名刺の渡し方で、もうワンフレーズで絶対ストンと入ることをひたす 

ら考えないといけない、シミュレーションを考えなきゃいけない。 

で、それでシミュレーションで名刺交換できたあとは、絶対にそのアポ取りで 

会いに行く時にじゃあ、メールをどうするのかって言うのを考えておかなけれ 

ばいけない。 

でそのアポイントを、じゃあ取れたんだったら、その後でじゃああるところ 

に持って行きたいんだったら、そこまでのシミュレーションを全て考えておけ 



ば絶対にこれはゴールまで行けます。 

間違いなく行ける。 

でそこら辺も、ちょっと皆様方お考えいただければなぁ～なんて思っています。 

その次にですね、あの限界がさらなる限界を作るっていうのがあってですね。 

あの僕ね、すごい恐縮なんですけど、急性腸炎から胃かいようから帯状疱疹ま 

でみんなやってきてるんですね。 

不健康か～ってぐらいやってきてるんですけど、 初の創業期にあの～本当に 

体がボロボロになるまで働きました。 

もう１日１時間、２時間しか寝てなかったし、でも本当にどうしても僕、お金 

が欲しかったんですね。 

なぜかって言ったら母親を３年以内に迎えに行くっていう約束をしたんです。 

で、秋田から地元から出てきた時に、あの僕は新聞配達をやって、母親を温泉 

の住み込みに行ってね、住み込みで働くってことは、すごい辛いんですよ。 

あのお風呂の掃除でもそうだし～、５０人の宴会場の茶わん蒸しとかねぇ、こ 

うやってセッティングするとかね、これは腰が痛くなりますよ。 

僕は何度も手伝いに行ってますからね、あの結構きついんですよ。 

絶対にもうその年齢だから、あと３年以内に何があっても母親を迎えに行くっ 

て決めてたから、絶対お金が必要でしょ。必要ですよね？ 

まさか母親とはね、ワンルームに住むわけにいかないしね、８万９万のワンル 

ームに住むわけにはいかないっていうんで、なんかね～こう『一杯のかけそば』 

じゃないんだからね。 

ってことになったら、稼ぐことしかなったわけなんですね。 

でもね、人間の限界ってどんどん変わっていくんですよ。 

例えば、今皆様方がある仕事にね～、こう夢中になっててね、絶対思うんで 

すね。あ、ここまででいいや！みたいな。うん。 

あ～ここまでやったし、よく頑張ったみたいな。 

そういった人間って、あのすいません・・・結構辛口になっていきますけど、 

僕これ会社内でもないから恐縮なんですけど、あの本当そういう人間は絶対伸 

びない。 

だってここが限界だって、もう決めているわけなんですよね。決めてる。 

まだ行ける、まだ行ける、絶対まだ行けるんだって思い続けなかったら、その 

限界っていうのは、どんどんどんどん低くなっていく。 

でも本当にまだ行けると思ったら、限界っていうのはどんどんどんどん高くな 

っては行くからってことになったら、いろんなことが実現できるんですね。 

そういう時ってね、結構涙が出るんですよ。 

例えば、僕は２８才で選挙に出たわけですね。 



その時に選挙戦の 終日にね、点滴を打ってね、選挙カーに乗ってるわけなん 

ですよね。 

死にものぐるいでしたからね～。 

でも本当に公に認められた唯一の戦だって言われてるものですから、すごいで 

すよ、熾烈なね。 

そりゃ保守地盤がメチャメチャ強いとこで、やってましたんで、でもね 後の 

選挙カーの時に、演技とかじゃなくて涙が止まらないんですよ。 

ホントもうね、号泣なんですね。 

ホントもうなんだろ～と思ってですね、後援者に演技だって思われないか？ 

っていうくらい涙が出るんですね。 

なぜかって色々考えたんですね、そしたら自分ってこんなに頑張れるんだぁー 

っていう思いの涙って、あとで気づいたんですよ。 

つまりその限界を超えた時の感動を、もしくはその限界を超えた時の成功体験 

っていうのが、人をその限界のバーを上げていくから、どこまでも行けちゃう 

んですよね。うん。 

だから目の前の仕事に本当にここまでいいのか？自分が限界じゃないのか？っ 

てことを常に考えて意識して、生きていかなかったら、それは限界がそのまま 

だから、成長しないから。 

だから明日からでもね、今日からの仕事でもそうですし、こう取り組んだ時 

に本当に眠いっていう時は、本当に眠いのか？っていう。 

水を１杯飲んだら、これ実は頭がまわり出したりする。 

もしくはすごい疲れていても、５分例えば椅子に座っていたら、これ復活する 

ってよくあるじゃないですか。 

だからその限界のバーっていうのは常に上げ続ける意識っていうのが、絶対 

必要だって思っています。 

あのーホント限界なのー？って。はい。 

この前あの～、ある社内研修で、じゃあ合言葉は何にしようって言って、じゃ 

あ常に夕方になったら「限界なのー？」って聞きあおうぜって言ってね。 

お互いね、そのパートナー同士が絶対「限界なのー？」って「それ限界なのー？」 

「それ限界なのー？」って言い合って、それで限界のバーを乗り越えて行った 

ら、その会社は限界のバーは外れるから、もう急成長していくわけなんですよね。 

で、その会社の成長とともに絶対皆様方も成長出来るんですよ。 

あとね、更に申し上げると、会社と自分は別物だって思ってたりね。 

あとね勘違いしている若い方が多くて、この会社では認めてくれないけど、他 

の会社に行ったら認めてくれるんだって、大きな勘違いをしている人が多いん 

ですね。 



それって大きな間違いで、絶対今与えられた試練に対して、そのバーをクリア 

できない人間はどこ行っても絶対無理です。うん。 

なぜかって言ったら、その限界が違うところに行っても限界を感じているわけ 

だけども、結果的にそのバーを越えられないから、成長しないから。うん。 

だから何があったとしても、今与えられたものを絶対こなしていくんだ、この 

バーを絶対高くするんだっていう思いを、その企業に入って給料をもらってやってるん 

だったら、そのバーをお互い越えていくんだ！何があってもやってやるんだ！っていう 

ような生活をしていかなかったら、成長は絶対ないと。 

それがね、夢に近づく限界のバーを越えていくっていうのを、皆様方にご理解を賜り 

たいと思います。 

あとですね、良い人脈には良いビジネスチャンスがあると言ってですね、あの定番 

なんですけど、いい人にはいい人脈があり、いい人脈にはいいビジネス 

チャンスがあるっていう定番ですからね～。 

結局ね、いい人ってね、自分より出来る人はみんないい人なんですよね。 

でもそういった人間を付き合っていかなかったら、 

例えばね、新橋とかね、僕たまに勉強のために行くんですけどね、あの立ち呑み屋 

とか行くんですけど、だいたいいますよね。 

「えー今日、部長がよ～」とか言ってね、なんかいますよね。 

アホかって思うんですね。 

 

あのようは、同類項の人たちと付き合ってるようだと、結果的に成長も何もないんです 

よ。はっきり言って。 

絶対自分より力を持っている人間たちと付き合っていかなきゃダメですよ。 

背伸びしてまでも。うん。 

僕もね、大変な思いをしましたよ。 

大学３年とか４年とかで不動産業興してね、不動産会社の方々はね、ホントとんでも 

ない店とかに行くわけですね。 

その当時っていうのはね、目がビックリするようなね、僕の一ヶ月分の生活費じゃない 

かーとかね、思うようなね、とこに行くわけですけど、でも何があったとしても、 

その人間たちの同レベルになっていくためにはカネを使わなきゃいけない時も 

絶対あるし、ねぇ。 

でもそういった人間たちと付き合っていかなかったら、そのレベルに行かないんです 

よね。 

だから正直申し上げて、ナーナーになっている関係だとか、もしくは仕事になんない 

関係って言ったら、みんな切ったほうがいいです。人脈は。 

これはよく『人脈の棚卸』って僕言うんですけど、あのはっきり申し上げて、 



今成長していない人間でも成長出来る可能性があるってこと、そうなったらデータを 

蓄積していく。そうした中で、自分が何かイベントをやる、何かを企画してるっていう 

状況になったら、一括メールを送ります。 

それで反応を見て、相手の状況を見ながら、じゃあお付き合い始めようかっていう 

選択をしていくことなんですけど、しっかりと自分の同類項の人間たちといると、 

すごい安心なんですね。 

なんか傷のなめ合いですね。 

でその、傷のなめ合いをやっているような人間には、もう明るい将来はなくて、 

絶対もっと上の人間、もっと上の人間、もっと上の人間っていってステップアップして 

いって、もうホント雲をつかむような人間たちと付き合っていけば、絶対そのレベル 

まで行くし、教養もいくし、知識も付いてくる。 

だから僕は原則社長さん以外とは付き合わないですね。うん。 

普通のサラリーマンの方とは、一切お付き合いは僕はありません。 

うちの従業員とかもビックリしてると思うんですけど、あのー会いたいって言っても 

会わないです、僕。 

いろんなメールが来ますけどね、一切会わない。 

なぜかって言ったら、その傷のなめ合いをしてる人間の、傷のなめ合してるとこに行く 

と負の連鎖で引きこまれちゃうんですね。 

絶対、プラスのところの状態の人間と付き合っていかなかったら、マイナスになっちゃ 

う。 

だからもう一切僕は、連絡が来てもすいません、メールも無視をするし、また 

電話がなっても出ない。 

もう徹してるんですね。 

だから絶対に自分より上の人間たちと付き合っていって、夢の実現に近づいていく人 

脈っていうのをこれは持っていかなかったら、叶わないよってことは思いますね。 

はい。 

あとですね、好かれているうちは三人前ってありますね。 

野村監督って、僕すごく大好きなんですけど、あのーようは敵を作んなかったら、 

本当にいい味方って出来ないんですよ。うん。 

だから僕は、１００人中５１人から支持されて、４９人から嫌われてもいいって、 

いつもあちこちで言ってるんですけど、あのーこれね、鉄則で誰からも好かれようと 

思ったら、個性なくなる。 

ってことになったら、結果的に人って付いて来ないよってことなんですよ。 

一番いいのは１００人中４９人から「あいつアホや！」って言われ続けてきて、 

でも実際本当に自分のことを理解してくれている人が５１人の方が付いてくるっていう 

ような生き方が僕は一番いいと思っています。 



でなかったら、他から抜きんでることは出来ないんで、だから嫌われることが怖いと 

思って情報発信しないとかね、嫌われることが怖いから、例えばこういう行動を 

しないっていうことになると、絶対に先には進めないんで、もういいんです。 

嫌われたらいいんですよ。自分の人間性出して、ダメだったらもういいんです。 

こっちから願い下げだっていうような環境で付き合っていったほうが、いいと思いま 

す。 

そういう人間に限って、夢っていうのはどんどん叶っていってるんですね。 

だから僕、どこ行ってもこうですよ。 

あの、おエライのね、あの国会のね「どうも～どうも～、どうも～どうも～って、 

あははっ～そうですかぁ～どうも～どうも～」っつって、どこ行ってもこうなんですよ。 

どんなおエライ人間の前でも「ああ～そうですかぁ～、ああ～そうですかぁ～」 

って、さっき言った原点で、同じ人間だから、みんな。 

どんな立場であろうとも、同じ人間だからどうでもいいって思ってますんで、 

そう言った意味で自分を出して嫌ってくれる人間はさよならってね、自らね、 

じゃあーはいはい、頑張ってよっていうかたちでいいんですよ。 

ですから、本当に誰からも好かれようと思って生きていくと、絶対に成功しない。 

夢って叶わないと思うんで、なおかつ敵を作っていったほうが燃えるでしょ。 

あ、燃えないか？ 

あ～皆さん方は結構Ｓかもしれませんね（笑） 

僕は結構Ｍなんですね。 

もうトコトンいじめられたんだったら、すごく燃えるんです。うん。 

正直言って、先ほどの選挙、なんであの地元じゃなくてね、秋田とかじゃなくてね、 

出てるかって言ったら、すごい自虐的なんですね。 

で、どんな自虐的かって言ったら、１０個選挙区与えられて、相手が知事の息子か 

大臣の息子と僕はやりあいたいと思って、出馬したんですね。 

これ結構メチャメチャですよね。 

超自虐的ですよね。 

でもやっぱりそういうところに身を置いていくと、やっぱり限界っていうのを 

越えていけると思ったんですよ。はい。 

そう言った意味で皆さんも、全然気にしない。 

もう嫌われてもいいやーみたいな。 

でそういった方のほうが、伸びていってるんですよね。 

だからやっぱり、嫌われてもいいやって、嫌われることを怖いって思っていたら、 

絶対ダメですよ。絶対ダメ・・・って僕は思います。はい。 

さらにですね、『負けるが勝ちの時がある』っていうですね、あのこれね～、 

常に勝ちを意識しろって、いろんなセミナーとかで言うんですけど、でもじつは負けて 



も勝ちの時って実はあって、今勝たなくてもいい戦いの時って、その勝ちを意識する 

必要ってなかったりするんですね。 

例えばある一定の企業同士のプレゼンの争いがあるとしますね。 

その時負けたとしても、 終的に大きなものが取れればいいっていう案件っていうの 

はあるわけであって、その時に一回プレゼンで負けた、一回何かを叶えようと思って 

叶わなかったっていう時に、逆にねプラス思考になんなきゃいけないんですよ。 

例えばね、こうやって歩いてて、仮に皆さん落とし穴にハマったとしますね。 

落とし穴にハマりました。 

まぁ、なかなか今落とし穴とか、ないですけどね（笑） 

まぁ仮に私がハマったとしますね。 

その時に僕がどう思うかって言ったら、その落とし穴にハマった瞬間、うん、 

あ～良かったぁ！こんな小さな穴でって思えばいいんですね。 

例えばゴミ箱とか、例えば家で、立つのが面倒臭いからってゴミをポイっと投げると 

するじゃないですか。仮にそれが入らなかったとするじゃないですか。 

あ～良かったぁ！入らなくて～ってね。 

明日いいことあるわ～って僕は思うんですよね。 

絶対、いい事があったら悪い事があるんだから。あるんですね。 

そう言った意味で１回何かにチャレンジして、ダメだと思ったとしても、それがあとで 

実はプラスに転じる時ってあるんであって、さらに僕が好きなのは相田みつをっていう 

詩人がいるんですよね。 

いや、今はもう亡くなられていますけど、彼の詩でね『受け身』っていう詩が 

あるんですね。 

柔道は負ける練習、投げ飛ばされ投げ飛ばされ、負ける練習と。 

でもそれが人間の根を深くするんだっていう詩があるんですね。 

それは負ける練習をしてきてる、負けてきてる、じゃあ例えば１０回中９回負けた 

としても、１回大勝すればいいんですよね。 

ですから何かに失敗した時に思うのが、この失敗の数が多いほど成功の大きさが 

大きいっていう実感を持てるかどうかなんですね。 

夢を持って、向かっていってシミュレーションしていく中で、イヤなこともあるだろうし、 

言わば非常にきついこともあると。 

その分、大きな夢を実現するための過程なんだから、だから逆にその時負けたとして 

も、あとで大きな勝ちがあるんだっていう意識を持たなきゃいけないですね。 

悔しい思いをしながらやっていくっていうのが、まぁ基本的に夢を絶対に実現するって 

いう過程では必要なんですよね。 

で、そこら辺も皆様方のご認識としてお持ちいただければ幸いです。 

その次にですね、あの～これももう繰り返しになりますが、『失敗と成功は表裏一体』 



ってありますよね。 

ですから先ほど申し上げた、ある一定の戦い・プレゼンその他で負けたとしてもね、 

結果的に言わば勝てればいいわけです。 

で、そういった意味であの一回コケたんだったら、ラッキー♪って。 

でね、その中で次勝てばいいやってね、どうそのプラス思考をどうやって持っていけ 

るかっていうのは重要ですんで、そこら辺も抑えて頂ければありがたいと思います。 

後にですね、まとめて参りますとですね、えーまず夢という考え方としてですね、 

あの夢っていうのは非常に大きなものに感じるけれども、自分がシミュレーション 

できるものは全て叶うっていうことを常に意識して下さい。 

何があっても叶うんだと。 

例えば皆様方、じゃあちょっと一例をちょっと出しましょうか。 

じゃあ～何か買いたいものがありますか？ 

何かしたいものがありますか？したい事あるかな。 

回答者Ｃ；買いたいものはグランドピアノ。 

グランドピアノ？ 

そんなの明日買えますね。明日買えます、はい。 

え、いくらするんですか？ 

回答者Ｃ；今普通に１０００万円くらい・・・。 

あー１０００万円しかしないんですねー。 

でそれね、例えばね今の表現をね、『１０００万も』っていうイメージなんですよね。 

『１０００万も』じゃないんですよ。 

まぁだってね、日本銀行に行ったらいくらのお金があるんですか？ 

あのね、例えば銀行の富裕層の方々はいくら持っているんですか？ 

でこれね、『１０００万も』って考えたら絶対ダメなんですよね。 

『１０００万しか』しないんだから、絶対叶うんだってね。 

もう何があっても自分が今、グランドピアノを買いたいと思ったら、その瞬間 

絶対買えるんですよ。 

何があっても買えるんだけど、そのシミュレーションができて、１０００万を 

貯めるための手段っていうのをシミュレーション出来ていないから、実現できない。 

だから絶対シミュレーションしていけば買えます。 

買える、はい。 

あとですね、成功体験の繰り返しね。 

しっかりシミュレーションして、チャレンジしていったら、いろんなものが見えてきて、 

いろんなものの繰り返しでなれるようになるっていう。 

あと、夢がわからない人ね、この夢がわからない人については、小さなものでもいい 

から、小さい成功体験を増やさなきゃいけないわけだから、なんでもいいから 



何が起きてもいいからどんどん持っていく。 

それをどんどん書いていけばいいんじゃないですか。 

例えば、ずっとしたいことってずら～と書いていって、成功体験っていうのを 

どうやって増やしていくのって考えればいい話でございます。はい。 

あとですね、具体的な絵の描き方、シミュレーションですね。 

あと絶対お約束してほしいのは発信し続けることですね。発信し続ける。 

だから今日から、あの～例えば今ですね、隣の者同士で隣の方同士で、例えば 

夢って言ったらなんですか～？って言ってね、恥ずかしくないですから。 

あの、恥ずかしくて言えないって人多いんですね。 

であの、恥ずかしくて言えない人は僕に言ってください。はい。 

あの、笑うかもしれませんけど。 

でも、そのねその笑いで悔しいと思ってもいいと思うんですね。 

でそのままとりあえず発信し続けるってことが、重要です。はい。 

あとですね、メチャメチャなことでも絶対にチャレンジしていく。 

あと、限界は更なる限界を作るんで、絶対限界バーを上げていく。はい。 

あと、よい人脈にはよいビジネスチャンスがあるっていうことは、つまり余計な人脈は 

切っちゃう。で、その次、あと好かれているうちは三人前だから、もう敵を作っていけば 

いいんです。敵を作ろうとも何をしようとも、自分の意識で絶対やってやるんだって 

思ったら、いいんです。 

 

あの１００人中５１人から支持されて４９人から嫌われてもいいんだっていう 

気持ちでやらなければ、絶対叶わないですね。 

で、敵を作んなかったら、誰からも好かれようと思ったら、絶対勝てませんこれ。 

あと、負ければ勝ちの時も、失敗の時にどうプラス思考に持っていくかって 

いうことでございます。はい。 

ちょっとざっとですね、申し上げてきましたが、こんなあの夢を夢で終わらせ 

ないってことを無理やりなことでございますが、なんか今日、あまり調子が出 

なかったんですね。はい。 

やっぱり人数的なところもあるかもしれませんけど。 

僕ですね、人数がいればいるほど燃えるんですよね。 

でもこれだけ多くの皆様方に、これだけつたない話を聞いていただいてありがたい 

な～と思いながら、またの機会にぜひお会いできれば幸いでございます。 

本日はわずか１時間ですが、ご清聴賜りましてありがとうございます。 

すみません、ありがとうございました。 

（会場内拍手） 

__ 


