
今後のビジネストレンドを解説 

伊勢です、 

アメリカの株価が 
下げ止まりました。 

感染再拡大について 
ネガティブなニュースも 
出ていないので、 

一度ここまでで 
未来の暗い話は織り込んだ形に 
なりそうです。 

想定内で収まりそうですね。 

ただし、月末までは、 
引き続き注視していきたいと 
思います。 

さて、今日は、 

今後のトレンドについて 
お話をしていこうと思います。 

ずばり、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
小さな会社、少予算がトレンド 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

これは、今に始まったことではなく 
不景気になるたびに、 

小さな会社、 
少予算 

が、トレンドになります。 



小さな会社というタイトルが 
入った本も不景気のたびに売られます。 

そして、 

少予算の部分では 

「少予算マーケティング」 

が、必ず取り沙汰されます。 

いわゆる 

「ダイレクトレスポンス 
マーケティング（DRM）」 

と、言われるやり方です。 

聞いたことが無い方も 
説明しますのでご安心ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
DRM（ダイレクトレスポンス 
マーケティング）とは？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

DRMは、私たちが最も得意とする 
マーケティングの手法です。 

簡単に説明すると、 
外国の保険会社のCMを 
イメージしてもらいたいのですが、 

1.「がん保険に興味がある方は 
今すぐ資料請求を！」 

というように、とにかく資料請求や 
電話に誘導します。 

これはつまり、興味がある人に 
手をあげてもらうということです。 

2.手をあげてくれた人だけに 



郵便やEメールで案内を送ります。 
何度も送ります。 

3.その人たちだけにセールスをします。 
何度もセールスをします。 

というように、 

まず興味がある人に手をあげてもらい、 

その人と関係性を構築するのに集中して、 

その人にだけセールスをする 

というやり方です。 

関係性を構築する人と 
セールスをする人を絞ることで 
効率が良くなります。 

この手法のポイントは、 
最初にお客さん側から 

「手をあげてもらう」 

というところです。 

つまり、 

ステップ1で、 

お客さんになりそうな人か、 
はたまた、 
ならない人かを選別している 

というのが特徴です。 

なぜ、そうするかというと、、 

認知を広めるための広告が 
一番お金がかかることだからです。 

全ての人に広告を出し続け 



全ての人にセールスをし続けるのは 
とてもお金がかかります。 

合コンに置き換えると 
わかりやすいです。 

合コンのゴールは、 

「ラインを交換すること」 

だと思います。 

DRMを使わないやり方を 
合コンでやるとすると、 

ラインをゲットしないで 
合コンの場で、毎回告白をして 
恋人になってくれる人を探す 

ということになります。 

1.毎回、告白して恋人を探す 

と 

2.まずはラインを交換 

だと明らかにお金がかからないのは 
ラインを交換だと思います。 

毎回告白は、成功確率が低いので 
365日、合コンに参加するので 
時間もお金もかかります。 

精神的にもきついです。 

ひとりでは足りないので 
何人も合コンに参加して 
成功数を増やそうとします。 

これはつまり、社員を増やす必要が 
あるということです。 



こう考えると、DRMの手法で 
まず、興味がある人とつながる事から 
始めたほうが効率的です。 

そして、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
お客さんにとっても優しい 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

まずは、無料の資料請求や 
お試しから入りますので 

お客さんにとっても 
障壁が低い設計になっています。 

突然の告白で、交際を迫られるより 
ラインの交換から始めたほうが 
障壁が低いですよね。 

少しずつ、お互いを知っていこう 
というやり方です。 

ビジネスに置き換えると、 

いきなりセールスをしてくる人は 
遠慮したいと思います。 

まずは、お互いを知るところから 
ゆっくり進めていきましょう、 

という方が、お客さんにとっても 
良いですよね。 

ただ、 

一部例外もあります。 

それは、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
緊急性が高いビジネスは 
DRMに向いていない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

具体的には、 

トイレが詰まったり 
家の鍵をなくしたりしたときに、 

まずは、お互いを知るところから、、 

とか言ってられません。 

今目の前に、便器から溢れ続ける 
水があるときに、 

まずは、お互いを知るところから 
どころではありません。 

まずは、この溢れ出てくる 
水を止めなくては！です。 

「早く解決できれば何でもいい」 

そういうビジネスについては 
DRMではなく、ダイレクトにその場で 
成約するやり方をします。 

以上が、DRMの説明でした。 

一部例外もありますが、 

DRMが、最も予算をかけずに 
お客様とつながる方法です。 

たくさんのお客さまと 
つながる必要はありません。 

小さな会社で、 
固定費をかけない 



ビジネスですので、 

売上よりも利益を 
目指すスタイルでいいのです。 

不景気というのは、 

どれだけ売上があるかよりも 
どれだけ利益があるかが評価される 
時代です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
不景気＝売上＜利益が評価される 
好景気＝売上＞利益が評価される 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

景気がいいときは逆で 
利益がなくても 
売上が大きくなっていれば 

投資家がどんどん集まります。 

銀行もお金を貸します。 

人材も集まってきます。 

景気が良い時は、 
小さな会社をやっているところは 
不利なのです。 

人が集まらないし 
投資も集まりませんから。 

そこで、 

大きくする方に舵を 
切ってしまう人がたくさんいます。 

私もそういう経験をしてきました。 

ただ、タイミングが数年ズレただけで 
うまくいくものも、うまくいかなく 
なってしまいます。 



ほんの2年のズレが 
致命的になるのです。 

それを当時、理解できていませんでした。 

今は、長年の経験でサイクルが分かるので 
どのタイミングで舵をきるのが 
ベストなのかが分かるようになりました。 

もし、今後拡大ビジネスを目指すなら、 
1年後ぐらいから拡大モデルをつくって 
最終的に6年後ぐらいにバイアウトする 

というつもりでやるのが 
良いと思います。 

バイアウトというのは会社を 
売却することです。 

その事で、何億から何十億の 
現金を手にすることができます。 

大事なのは売却のタイミングです。 

天井で売るのではなく 
腹7分目で売却できれば 
十分という考え方が大事です。 

どれだけ素晴らしいビジネスでも 
タイミングを間違えると 
倒産してしまうのも今では 
良く分かります。 

だから 

・スタートのタイミング 
・売却のタイミング 

これをしっかりと経済サイクルに 
合わせる必要があります。 

タイミングが本当に重要だなと 



この20年で骨身に染みました。 

大きなビジネスに興味がある方は 
ぜひ、個別で相談してください。 

では、話を戻します。 

・・・・・・・・ 

景気が良い時というのは 
予算をふんだんに使うことが 
できます。 

ですから、 
お金も人も大量につかって 
広告展開をすることができます。 

しかし、 

小さな会社で、 
小さな人数で 
小さな予算で、 

と、なってくると 

DRMを使わないと効率的に 
お客さんとつながることが 
できなくなります。 

なので、 

マーケティング、 

特にDRMの時代が 
再びやってきたなと 
思っています。 

起業して20年が経ちますので 
トレンドのサイクルがあることを 
しみじみ感じています。 

ただ、少し変わってきている 



部分もあります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ユーチューブなどの巨大 
個人メディアの登場 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ユーチューブなど 
巨大な個人メディアが出てきて 
変わってきている部分もあります。 

ラインや、メールアドレスを 
獲得しなくても、 

フォロワーを増やせば十分 
という変化も起きています。 

それは、それで 
変化に対応しなくては 
いけないと思います。 

なので、 

このSNSを効率的にビジネスに取り入れる 
ことについては、弊社でも 
新しい企画を考えています。 

ただ、 

これも長年見てきたので 
分かるのですが、 

ユーチューバーも 
ずっと成功し続けている人 
ばかりではありません。 

名前を出すのは控えますが 
5年前に結構な勢いのあった方で 
ほとんどフォロワー数が伸びていな方も 
たくさん見てきました。 

SNSは、飽きられやすいという 
特徴があります。 



特に、瞬間的にめちゃくちゃ 
バズった人に関しては 
飽きられるのも早いです。 

一発屋の芸人さんや 
歌手のような感じです。 

長年、ユーチューブも他のSNSも 
見てきましたので、 

飽きられるとそこで終わってしまう 
のだな、というのも分かっています。 

なので、長年、インターネットの世界を 
見続けてきたので言えるのですが、 

やはり最後は、DRMの仕組みを使って 
メールアドレスを獲得した人が強いです。 

5年単位でみると、 

メールアドレスやラインを 
獲得しない方が上手くいっているように 
見えると思います。 

5年単位で見て、DRMの時代は 
終わったという人もたくさんいます。 

しかし、15年単位でみると 
残っているのは 
DRMをやっていた人が多いです。 

これは、私同様に20年やっている人に 
聞くと、だいたい同じ事を言うと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
5年でみるか、15年でみるかで 
全く異なる正解がある 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということです。 



投資家の人でも5年や10年 
上手くいっている人がたくさんいます。 

ただ、30年以上となると 
かなり数が限られてきます。 

そして、多くの場合、 
30年残っている人がいうことは 
地味で、手堅くて面白くありません。 

DRMについても 
同じような部分があるなと 
思います。 

なので、 

SNSや巨大個人メディアの 
トレンドにのりつつも 

仕組みとしては、 

DRMの仕組みを上手く混ぜて 
取り入れた方が長期的には 
うまくいく確率が高いです。 

・・・・・・・・ 

今日は、ビジネスのトレンドについて 
お話しました。 

いかがでしたでしょうか？ 

感想や、分からない部分など 
ありましたら、教えていただけたら 
嬉しいです。 

それでは、また、メールしますね。 

伊勢隆一郎 


