
今、密かに売れていそうです 

伊勢です、 

密かに流行っていそうな商品を 
考えてみました。 

妄想ビジネストレーニングの時間です。 

それでは、どうぞ。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1）ワークアウト器具販売 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

自宅をジム化した人が 
多数出ていると思います。 

ジムに行く人というのは 
人生の最優先事項が 
ジムに行くことなのです。 

つまりは、 

コロナさんでジムにいけなく 
なったことは当人にとって死活問題。 

ということで、 

家庭用にトレーニング 
用具を揃えた人はかなり 
多かったと思います。 

↓ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2）自宅用ジム用具の月額レンタル 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということは、 

少し拡張して考えると、 



自宅用のジム用具を月額で 
レンタルするサービスをやると 
儲かりそうです。 

自分で全部調べて 
購入するのは 
大変です。 

できれば、 

スペースや用途に合わせて 
パッケージとしてまとめて 
届くと最高です。 

「1畳用」 
「4畳半用」 
「ヒップアップ重視用」 

など。 

しかも、 

いつやめるか、分からないので 
月額のレンタルが利用しやすいです。 

となると、 

↓ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
3）倒産したジムの用具を買取 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これから倒産するジムも 
多いですので、 

そこから、安く買い取って 
レンタルできると良いなと思います。 

それから、 

↓ 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
4）自宅ジム造りコンサルタント 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

レンタル事業までの規模感で 
できなくても、 

コンサルはすぐにできます。 

「自宅でどんな器具を買えばいいの？」 

「私のオススメは何？」 

「安くて早く届くネットショップを 
知りたい」 

そういうニーズは 
あると思います。 

すぐに広告を出して集約開始です。 

LINEやチャットボットで聞いて 
答えてあげるのが良いと思います。 

LINEでやり取りできると便利ですし 
募集ページもシンプルにできるので 
すぐにテストできます。 

ということで、 

この業界の方は、直ぐに 
広告出してテストです。 

ニーズがありそうだったら 
仕入先まで抑えて 
安く出せると最高です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
5）エステに変わる自宅商品 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ジムもそうですが 



エステに行く人も 
熱烈なエステ信者が多いです。 

しかし、現在行けなくなっている人も 
多いはずです。 

ですから、 

その穴を”何か”で 
埋めようとしている人たちがいます。 

そこで出てくるのが、 

『高級美容家電』 

です。 

↓ 

ということは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
6）高級美容家電の月額レンタル 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というのが面白いと 
思います。 

しかし、 

このサービスは実在します。 

去年の今頃、このサービスを 
やっている社長さんから 
プレゼンを受けて出資の相談を 
されたことがあります。 

で、 

その後、このサービスは 
辞めてしまったようです。 

もし、今のタイミングだったら 



かなり面白かっただろうなと 
思います。 

やはりタイミングというのは 
成功を分ける大きな要因です。 

↓ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
7）もちろんコンサルもあり 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

もちろんですが、 

コンサルもありです。 

高級美容家電でなくても 
個人のアドバイザーになることは 
できます。 

これもまた、 

エステ業界の人たちが 
フリーランス化する一歩になると 
思います。 

エステの店舗経営をしている人は 
器材販売や、コンサルを 
新規事業として立ち上げるのもありです。 

今なら、助成金ももらえますので 
広告費や、WEBサイト制作のお金も 
負担が安くすみます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
8）サウナもDIY需要がありそう 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

サウナも熱狂的な信者がいます。 

『熱烈にリピートしている 
お客さんがいる市場』 



というのは、 

何かしらの新規ビジネスが 
現在生まれている可能性が高いです。 

もはや、 

サウナーにとって 
サウナは汗をかく場所だけではなく、 

人生の一部であり 
外せない習慣であり、 

自分を表現する 
アイデンティティーですらあります。 

ということで、 

自宅にサウナを作ろう 
としている人もまあまあ 
いると思います。 

これらの販売やコンサルは 
ニーズがありそうです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
9）釣り市場も熱そう 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アウトドア全般ですが、 

釣りの市場も伸びていそうです。 

うちの前のビーチでも 
大量の釣り人が出現しています。 

泳ぐのに邪魔で迷惑ですが。。 

釣りも今なら新規ユーザの獲得が 
容易にできそうです。 

ということは、 



↓ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
10）新規の人向けのサービス展開 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

新規の人が獲得できるときは、 

「初心者が気軽に体験できる」 

そんなキャンペーンを 
展開するのがおすすめです。 

お試しが今ほど効果的なタイミングも 
ありません。 

新規の人と接点を持てるというのは 
10年に一度もないようなチャンスなんです。 

普段は、どれだけお金をかけても 
どれだけ、がんばっても、 

見向きもされないのが 
新規の集客です。 

それが、向こうから 
反応してくれるなんて 
どれほど恵まれている状況か 
分かっていますか？ 

と、問いただしたいです。 

普段から集客を仕事にしているからこそ 
集客の大変さが骨身にしみているからこそ 
20年ビジネスをしているからこそ思います。 

普段は、お金を払うから来て欲しいと 
言っても、無視されているんですから。。 

で、 

これは個人やひとつの 



会社レベルでやってもいいのですが、 

↓ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
11）業界全体でやるとより効果的 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

業界全体で合同で 
キャンペーン展開できると 
もっと効果的です。 

こういうときに、 

業界関係者に声をかけて 
みんなで協力してできると 

業界のリーダーになることができます。 

業界全体の範囲で物事を 
考えられる人を目指しましょう。 

他にも、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
12）美容師さんの発信が爆発 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

友人の美容師の奥さんが 

・髪の切り方や 
・まとめ方を発信して 

何万の再生になっています。 

素晴らしいです。 

自分の持っているスキルを使って 
業種を変えた挑戦をしている人は 
結果を出しています。 

色々な業種の人が 



フリーランスとして 
自分の国造りをしています。 

・・・・・・・ 

これらのことを考えると 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
消費は消えるのではなく 
他のものに置き換わっている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということです。 

だからこそ、 

こういう時期に大事なのは 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
お客さんの変化に目を凝らす 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ことだと思います。 

新たに生まれた欲求や 
不満が必ずあるはずです。 

そして、 

その欲求や不満は 
必ず何かの方法で解消されています。 

つまり、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
今までと消費のスタイルが 
変わっただけで 
消費自体が消えたわけではない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということです。 

『お客様の気持ちに目を凝らす』 



そうすれば、 

現状にあった形での 
消費を生み出すことが 
できます。 

突破口は必ずあるので 
信じてください。 

諦めずに目を凝らして 
やれることを考える事 

です。 

正解はどこにも無いので 
手探りでいいので失敗を恐れずに 
しかけることです。 

・・・・・・・・ 

お伊勢さんサロン参加者さんの中でも 

オーダーメイドの 
ウエディングドレス会社を 
15年経営されている広瀬さんは 

ウエディングの需要がなくなったので 
4月に素早くオーダーメイドのマスクを販売 
したそうです。 

100万円売れたそうです。 

ただ、100万円といっても 
一等地の青山にスタジオがあり 
スタッフさんもいますので 
出ていく固定費を考えると全然足りません。 

そこで、今度は、 

家で着心地も良くて 
おしゃれもできて 



ズームでの見た目も良い 

「ホームドレス」 

を作られるそうです。 

私もズーム用に上着だけ 
たくさん買ったので 
確実にニーズがあると思います。 

動きが早く、 
必死に頑張っていて 
心を打たれました。 

国内で生産している 
オーダーメイドの 
手作りウエディングドレスは広瀬さんの 
会社ぐらいなのかなと思います。 

刺繍やレースの使い方と 
技術がさすがです。 

ぜひ、広瀬さんをみんなで 
応援してあげましょう。 

マスクをオーダーしたり 
ドレスが気なる方はコンタクトを 
とって聞いてみてください。 

特に、講師業をズームで 
している方などは良い投資に 
なりそうです。 

広瀬桃世さんのFB 
https://www.facebook.com/momoyo.hirose 

広瀬さんのオーダーメイドマスク 
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000103318 

それでは、長くなりましたが 
また、メールします。 

https://www.facebook.com/momoyo.hirose
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000103318


最後までお読みくださり 
ありがとうございました。 

伊勢隆一郎 


