
次世代の稼ぎ方 

伊勢です、 

新しいビジネスを考えました。 

ゼロから年収1000万円を狙えるモデルです。 

では、今日のレッスンのスタートです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
今のトレンドは「DX」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今年のビジネス流行語大賞は 
「DX」になりそうです。 

最近だと、一番聞く言葉です。 

DXというのは、 

デラックスの略、、 

ではなく、 

デジタルトランスフォーメーション 
（デジタル変革）のことで 
略してDXと言います。 

DXとは具体的に何かというと、、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
デジタルへのシフト 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という事です。 

コロナが起きてからは 
特にそうなのですが、 

あらゆるものがデジタルに 
シフトしています。 



例えば、 

セミナーやミーティング 
というリアルのイベントは、 

ZOOM（ズーム）のデジタルに 
置き換わりました。 

他にも、 

会社に出社して押していたハンコは 
クラウドサインに置き換わりました。 

会社に行かなくてもWEB上で 
ハンコを押すことが 
できるようになったのです。 

このようにコロナ以降 
あらゆるものがデジタル化 
されて来ています。 

それを「DX」と言います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
DXは大きなビジネスチャンス 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

デジタル化されると 
効率が良くなって 
コストが大幅に削減されます。 

例えば、 

私たちの会社では、 
今まで新しい講座を販売するたびに 
全国説明会をリアルで行っていました。 

東京、名古屋、大阪、福岡、札幌に 
移動して、セミナー会場を借りて 
開催してきたのです。 

新講座を販売するたびに 



だいたい出張費と会場費で 
300万円ぐらいかかっていました。 

お金よりも、体力的にきつくて 
ヘロヘロになりながらやっていました。 

深夜に終わって、早朝に 
移動するので睡眠時間は 
数時間ほどです。 

ちなみに、年間でどれくらい 
セミナー会場にお金を払っていたかと 
いうと、 

年間で、2000万円ほど 
支払っていました。 

それが、ズームを使うと 
月額わずか数万円で行えます。 

このように、 

デジタル化するということは 
コストも時間も大幅に削減できます。 

これは、今後の流れとして 
デジタル化している会社と 
していない会社とでは 

「出てくる利益の額が圧倒的に違う」 

という事になります。 

そして、デジタル化できていない 
会社は、どんどん利益率が低くなって 
厳しくなっていく、ということです。 

2極化が起こります。 

アパレルなどは特にわかりやすいですが 
店舗でなく、ECメインの会社は 
利益率が全然違います。 



だからこそ、今、みんな必死になって 
DXに取り組んでいるのが日本です。 

・・・・・・ 

一方で、ここがポイントなのですが 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
まだ、DXが進んでいない 
業界もあります 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

そこにビジネスチャンスが 
あります。 

例えば、 

今まで東京ビックサイトで 
行われていたような 

「カンファレンス」 

や 

「見本市」 

などは、人が数万人集まる 
イベントなので、当面の開催は 
難しくなってしまいました。 

そして、 

カンファレンスや 
見本市に出品していた人たちは 
広告費を使う場所がなくなって 
困っているのが現状です。 

そこで、 

ひとつのビジネスが生まれます。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
カンファレンスを「DX」する 
新ビジネスの誕生 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

あまりピンとこないかも 
しれませんが、 

これは、大きなチャンスです。 

先にも上げましたが 
DXの特徴は何だったでしょうか？ 

・ 
・ 
・ 

そうです。 

コストがかからない事です。 

今まで、カンファレンスを 
ビックサイトや国際フォーラムで 
開こうとしたら、 

数千万円から億のお金が 
かかっていました。 

安くても、数百万円はかかります。 

つまり、 

今までカンファレンスなどを 
できるのは、資金力のある企業だけで 
個人では手が出せなかったのです。 

カンファレンスや大規模イベントは 
会場費などの支払い額が大きいので 

「個人や素人が手を出せない領域」 



だったわけです。 

しかし、、 

これからの時代は 
こんな事が起きるわけです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「数千人単位の大規模イベントが 
数万円のコストで開催可能に！」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

つまり、 

今までは、ある程度資金がないと 
できなかった大規模な 

・カンファレンス 
・イベント 
・セミナー 

などを、個人が思いつきで 
パッとできてしまう時代が 
やってきた、 

ということです。 

イベントのDX化が 
ビックチャンスを運んで 
きたことになります。 

今年は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
フリーランスの 
イベントオーガナイザーという 
新しい職業が生まれます。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ゼロから年収1000万円ぐらいは 
余裕で狙える新職業になると思います。 



そして、 

今、イベントのDXを実現する 
アプリやサービスが次々に 
生まれています。 

今は、ズームが主に使われていますが 
ズームには弱点があります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ズームの弱点は？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ズームの弱点は、 
参加者さん同士の 
やり取りができないことです。 

リアルのイベントの醍醐味は 
懇親会にあると言えます。 

セミナーより懇親会に価値がある 
というのは、良く言われる話しです。 

しかし、、 

ズームでは、 

懇親会で仲間を見つけたり 
ビジネスパートナーを見つけたり 
することが不可能です。 

そこで、 

今、私が注目しているのは 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「REMO」リモ　です。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（教えてくれたのはお伊勢さん 
メンバーの山縣さんですm(__)m） 



REMOは、 

ステージと観客席に 
分かれています。 

ズームセミナーのような 
講師とお客様に分かれるスタイルは 
ステージを利用することで 
全く同じ事ができます。 

リモが持つ特徴は、参加者さん 
同士がつながれることです。 

観客席にテーブルがあり 
テーブルごとに2人～6人のグループで 
話すことができるのです。 

テーブルも自由に移動できます。 

ですから、 

リアルの懇親会のように、2～6人ごとに 
グールプとなって話をできますし 
好きにグループの移動も可能なのです。 

当面は、このREMOが 
イベントプラットフォームに 
なっていくと思います。 

ズームでは片手落ちだった 
参加者さん同士のつながりを 
実現してくれるからです。 

リモは香港の会社なのですが 
利用者の4割が日本人で 
日本人にとても人気があります。 

なので、まず日本で人気となって 
いくことが予想できます。 

（他のカンファレンスツールは 
たくさんありますし、ますます 



増えていくと思います。 

特にVR時代になると 
大量に出てくるはずです。 

将来的には他のものになるかも 
しれません。 

しかし、当面はREMOかなと 
思っています） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
具体的に、REMOでどうやって 
年収1000万円を稼ぐのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

具体的に、、 

どのようにビジネスになるのかを 
説明しますね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1）DXイベント運営代行 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今後、REMOを使ったイベントを 
やりたい人たちは確実に増えてきます。 

なので、 

REMOイベントの運営を代行 
してあげるのは仕事になります。 

ズームよりも難しいし、 
英語なので、やや障壁が 
高いのです。 

だからこそ、代行や運営が 
仕事になります。 

なので、 



リアルの世界のイベント運営会社のように 
リモイベントを運営するビジネスと 
いうのが生まれると思います。 

1回のイベント辺り5万円～ 
10万円前後は頂けるビジネスに 
なります。 

今から始めればこれだけで 
年間、数百万円は稼げるはずです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2）フリーランスのイベント 
オーガナイザーという新職業 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

セミナービジネスというと 
今までは、自分が講師になるものが 
ほとんどでした。 

しかし、 

これからは、イベントの主催を 
する人（オーガーナイザー）が 
ビジネスとして成り立ちます。 

コストがかからないのが 
大きいです。 

自分たったひとりでも 
千人、二千人のイベントを 
開催可能です。 

これは、 

かなりすごいことです。 

一人で、リアルの千人イベントを 
開催するのは、かなり厳しいですよね。 

しかも、 



会場費もめちゃくちゃ高いです。 

それができてしまう時代が 
来たわけです。 

なので、 

今までは資金力がある会社だけが 
オーガナイザーになれたのが 
これからは、個人でもオーガナイザーに 
なることができます。 

Aさん単体のイベントでもいいですし、 

Aさん、Bさん、Cさん、、、、と、 
複数人を一緒に呼ぶカンファレンス形式でも 
良いですし、 

コンテスト形式も開催できますし、 

様々な形のイベントを主催するだけで 
1回で数百万円稼ぐことが可能になります。 

しかも、 

人をたくさん集めたら 
スポンサーを集めることも 
可能になります。 

REMOには、スポンサーブースも 
用意されています。 

スポンサーブースに興味を持った 
参加者さんが訪れるとスポンサーさんと 
会話をできるようになっています。 

そして、 

///////////////////// 

ネットでのコラボセミナーや 
カンファレンスは、今後 
間違いなく増えていきます 



///////////////////// 

リアルのセミナーやカンファレンスは 
時間と場所の制約があるので 
講師も行くだけで一苦労でした。 

しかし、時間と場所の制約がない 
オンラインでの開催なら 
講師も気軽に参加できます。 

なので、コラボセミナーは 
今後ますます増えていきます。 

特に人気になるのが複数の人たちが 
参加をするカンファレンス形式のものです。 

登壇する人にとっても 
自分をたくさんの人に知ってもらう 
チャンスになるのでありがたいのです。 

ネットカンファレンスは、間違いなく、 
100％増えていく未来が私には見えています。 

なので、 

個人がカンファレンスの 
オーガナイザーとして 
稼ぐ事が可能な時代になっていくと 
考えています。 

極めて近い将来の話です 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
3）3つ目はリモのインストラクターを 
養成するビジネス 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

3つ目は、 



「リモの使い方を 
教えてるビジネス」 

です。 

本人や、スタッフに教えて欲しい 
というニーズは確実に出てきます。 

また、インストラクターを養成する 
講座のようなものも可能だと思います。 

こちらの教えるビジネスも 
年間で1千万円は狙えると思います。 

・・・・・・・ 

このように、 

少し先に流行ることが分かっていると 
それだけで、ビジネスになります。 

とにかく、 

人より先にやっておく 
というのは成功するための 
大きな秘訣です。 

人より先にやっておくだけで 
大きな波が来たときには 
有利になっています。 

なので、 

お伊勢さんメンバーの方々には 
誰よりも早く、 

「REMOを体験して欲しい」 

と、思い次回のライブは 
REMOで開催することとしました。 

↓ 



みんなでリモを体験しよう。 

////////////////// 

6月11日　20時より 

REMOを使ったライブイベントの 
開催を決定しました。 
////////////////// 

「みんなより早くやっておく」 

なんだかんだ、これが一番 
成功の秘訣だと思います。 

そして、動きが早い人は、 
このメールを読んで自分で 
リモをやってみると思います。 

割合でいうと5％ぐらいです。 

そういう5％の人はだいたい 
成功しています。 

95％の人は、5％の人が稼ぎ出したのを 
見て、後から、始めます。 

でも、タイミングが遅くなれば 
なるほど、旨味がなくなります。 

多くの人は、 
ビジネスでも、投資でも 
タイミングが遅いですし 
進めるスピードも遅いです。 

遅いのは、同じ現象を見ても 
そこに意味を見つけ出す力が 
弱いのだと思います。 

意味を見いだせない 
そこから未来を描けないから 



動けないだけだと思います。 

動きが早い人は、今起きている 
現象を解釈し、そこから意味を 
見出す能力が高いのだと思います。 

その違いがスピードの違いだと 
思います。 

物事の解釈力と、意味を見出し 
未来を創り出す力を鍛えるためには 
意味を見出すのが得意な人の 
影響を受けるのが一番だと思います。 

私自身、メンターを持つことの意味は 
そこにあると思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ただ、なかなか一歩を踏み出すのが 
難しい。。。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

そんな気持ちも分かるので、 

そういう場合は、 

手っ取り早く、自分自身で体験 
してしまうのが一番です。 

ですから、 

今回、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
皆でREMOを体感しよう 
ライブセミナー 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

を開催しますので、 
ぜひ、ひとまず体験してみましょう。 



ただし、 

REMOは、人数の上限があるので 
今回は、参加する人は 
事前に登録してもらうことにします。 

こちらから、ご登録ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
REMOライブセミナーに参加する 
事前登録フォーム 
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=bylTbGoow 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

そして、もうふたつお願いがあります。 

ひとつは、新しい試みなので 
運営がうまくいかない可能性がある。 

これは、お許しください。 

ふたつめに、参加するのが英語なので 
少し、難しい。 

です。 

これについては、 
お伊勢さんメンバーの原田さんが 
説明動画をつくってくれたので 
安心してください。 

今の所、日本語で一番詳しく解説 
されている動画をつくってくださいました。 

ライブの詳細などは 
また、次回発表しますので 
楽しみにお待ち下さい。 

それでは、また、メールします。 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=bylTbGoow


まずは、こちらから 
事前登録をお願いいたします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
REMOライブセミナーに参加する 
事前登録フォーム 
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=bylTbGoow 

6月11日（木）20時～22時 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今日も最後までお読みくださり 
ありがとうございました。 

ライブでお会いできるのを 
楽しみにしています。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

田舎暮らしプロジェクトですが 
すごいことになってきています。 

お友達のロンズーさんが 
1億円の土地を無料で使わせてもらえる 
交渉に成功しました。 

沖縄に土地は確保したので 
いよいよ本格的に動き出します。 

ロンズーさん、お伊勢さんサロン、Unityの 
合同企画で、進めていきます。 

これについても、また、シェアしていきます。 

以下、進捗の報告ビデオです。 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=bylTbGoow


～沖縄1億円500坪の土地活用の”妄想”が現実に～ Vol.2～ 
→ https://youtu.be/-eecWC4GF9w 

https://youtu.be/-eecWC4GF9w

