
コロナ第二波の予測が変わってきたようです 

　 
伊勢です、 

秋から冬にかけて第二波が来ると 
言われていたコロナですが、、 

少し様子が変わってきたようです。 

詳しくは、メンターの塾長と対談をしたので 
それをお聞き頂ければと思います。 

無料で聞けますので、 
楽しみにお待ち下さい。 

で、様子が変わってきた 
理由なのですが、 

どうもその理由はニューヨークにあるようです。 

「第二波とニューヨークが 
どう関係していると思いますか？」 

ちょっと、考えてみてください。 

対談を聞いて、見事、予想が当たっていた人は 
教えてください。 

何か良いことがあるかもしれません（笑） 

・・・・・・・・・ 

さて、 

今の時代というのは、 

「1千万円稼ぐのは難しく」 

「一億円稼ぐ方が簡単」 



という時代です。 

これが、どういう事かというと 
富の二極化が極端に進んでいる 
ということです。 

今の時代は、 
世界の富の半分を 
たった●人の人が持っている時代です。 

世界のトップ●人の人が 
世界のお金の半分を持っているのです。 

さあ、 

ここで、質問です。 

●に入る数字はなんでしょうか？ 

100人？ 
1万人？ 
100万人？ 

正解は、 

8人です。 

世界の大富豪8人の資産の合計金額は 
世界の富の半分を占めている。 

それが、現代です。 

富の二極化が半端ないです。 

これは、年々、進んでいます。 

だから、 
だから、 

頭を切り替える必要があります。 

私達が生きているのは 
そういう時代だということです。 



二極化が極端に進んでいるので 
今までミドルの位置にあった1千万円が 
難しい時代に変わったのです。 

実際、1千万円はかなり難しいです。 

例えば、会社員で1千万円もらうのは 
大企業でも難しいと思います。 

名の通った大企業でも 
なかなかに難しいのです。 

上場企業の役員クラスでも 
1千万円そこそこの会社も 
多いです。 

そして、そもそもあれだけの社員数の中で 
役員になれるのは、ほんのわずかです。 

出世レースから脱落した9割の人の屍の上に 
1千万円の役員の世界がある、 

そんな感じだと思います。 

これを難しいと言わずして 
何というかです。 

逆に、1億円は、 
個人でも、中学生でも 
稼げてしまうのが現代です。 

学生時代にノリでつくったアプリが 
100億で買収された、 

などの話はゴロゴロあります。 

私たちは、そういう時代に 
生きているということです。 

では、 

「根本の部分で何が一番変わったのか？」 



というと、 

「今までの成功法則が通用しなくなった」 

ということだと思います。 

今までの成功法則というのは、 

コツコツ時間をかけて、 
死ぬほど我慢して、 

理不尽なことに耐えて、 
嫌なことも泥を飲んで行ない、 

耐え忍んで、我慢して、 
何十年も経って、 

その結果、 

ようやく、 

1千万円の世界にたどり着く 

という時代でした。 

だから成功法則も 
我慢や、根性や、気合いや 
ごますりだったわけです。 

でも、 

我慢したって、1千万円の世界など 
到達しなくなったのが現代です。 

ゲームチェンジしてしまっているのです。 

では、 

どういう人が、軽々と億の世界に 
到達するかといえば、 



夢中になれることを見つけて 
遊ぶ間も惜しんでガリガリ 
それをやることです。 

そして、世の中に 
貢献することです。 

なので、 

ステップ1　夢中になれることを探す 

ステップ2　それで世の中に貢献してお金を稼ぐ 

という順番になります。 

もはや、誰にでもできることを 
誰よりもやるような時代ではなく、 

（日本の兵隊式教育では 
誰もが同じことを同じクオリティーで 
やれるようになり、 
同じものを正確に繰りかえし作り出すことが 
できる人間を量産していますが 
全くの時代錯誤なことが分かると思います） 

そうではなく、 

自分の個性にあったことを 
自分しか生み出せないものを 
とことんやるしか道がないとも言えます。 

ただ、ここで難しいのが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
自分の個性を活かして夢中に 
なれることで、どうやって 
お金を稼ぐか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という部分だと思います。 

それを実現するのが、 



『マーケティング』 

です。 

マーケティングは夢中を 
マネタイズする手段です。 

実際に、今、アメリカのIBリーグなど 
最先端の大学で、最も生徒に人気がある授業は、 

この夢中をマネタイズする 
『マーケティング』の授業だそうです。 

この話を聞いて、 

「もう20年もマーケティングを 
やってきた私たちは 
なんて先見の明があったんだ！」 

「ただの偶然だけど！」 

と、思いました。 

なんだかんだ言って、 

・コピーライティング力 
・リスト構築力 
・アクセス集め力 

・心理学に基づいたプロモーション 
　ステップ構築力 

などマーケティングの基本は 
ビジネスを立ち上げる上では 
ますます有効になってきているようです。 

もっと、多くの人がマーケティングを 
学ぶ気持ちになってくれたら良いなと 
思います。 

地道に学んで実践して身につける 
しかないのが、マーケティングの辛い 
ところですが、 



やる価値はあると思います。 

次のテーマです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
今は株式投資に向いている時期なのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

多くの人は、 

今はまだ、早いのではないか？ 

二番底が来るのではないか？ 

もう一回、下がるのではないか？ 

と、思っているわけですが、 
去年末から、2月までがそうでしたが 

多くの人は、時期ではないと 
思っているときは、株は上がり続ける 

という法則があります。 

詳しくは、塾長との対談で 
お話していますが、 

世間の人が疑っているうちは 
上がるというのが株の面白いところです。 

次のテーマです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
シアトルの自治区のその後 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

シアトルの市長が 
警察を警察署から退去させ 

そこにバリケードが築かれ 
自治区になった件を以前 



お話しました。 

フェスのように楽しくやっているよ 
という話だったのですが、 

市長によると、段階的に 
元に戻していくつもりのようです。 

市長が訴えられているんですね。 

中に家がある人やお店がある人たちが 
市長を訴えていて、 

方向転換です。 

シアトルの市長は、 
反トランプです。 

バイデンさんが大統領になったら 
副大統領になるとも言われています。 

「なので、暴動を煽り立てて 
軍を出動させて 
トランプの人気を落とそうとしたけど 
逆に自分の人気が下がって、シマッたと 
思っているところ」 

という話もあります（笑） 

どうも、自治区の中で 
少年が殺されたのが 
Foxニュースで流れたりも 
しているようです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
テスラの株価が完全にトヨタを抜く 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

テスラの株価が止まりません。 

最終的に電気自動車で3割の 
シェアを取ると考えると、 



まだ、もっと高くなるとも言える 
状態です。 

トヨタがきちんとした電気自動車を 
未だに米国で出せていないというのは 
よく考えるとかなり致命的です。 

昔、大型書店がアマゾンを 
できなかったように 

トヨタもテスラには 
なれなかったわけです。 

既存の世界のリーダー会社は 
新世界のリーダー会社には 
なれないということです。 

そう考えると、 

ポスト携帯の時代をつくるのは 
アイフォンのアップルではなく 
全く別のところになるのだと思います。 

瀑上がり中のテスラですが 
同時に、ショート（下がるのを 
見越して空売りしている状態）も 
過去最高になっているようです。 

ショートにかけている人は 
眠れない日々だと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
未来を確実に予測して 
自由なお金と時間を手にする方法 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これは、そんなに難しい話ではなく、 
ジェネレーションゼット世代の 
価値観を知っておく事だと思います。 

1995年以降に生まれた 
ジェネレーションZ世代ですが、 



10年も経てば、Z世代の時代が 
やってくるわけです。 

例えば、Z世代の特徴は 
気候変動に興味があることです。 

アメリカですが 
18歳～25歳の若者の 

『95％』 

が気候変動に関心を寄せていて 
環境や地球を守るためなら 

ライフスタイルを変えることも 
厭わないと答えています。 

また、84％以上が持続可能な 
商品をサービスを利用したい 

と、言っています。 

これが、何を意味しているかというと 
この流れは止まらないということです。 

10年後には、確実にスタンダードに 
なります。 

これが教育の賜物です。 

日本では、環境問題は 
左翼リベラルに利用されていて 
真実ではない、 

そんな綺麗事を言って 
気持ち悪い、 

という風潮がありますが、 

確実に10年後には 
認めざるを得ない社会に 
なっていくのが確定しています。 



未来を生きて欲しいので 
参考にしてください。 

環境に配慮していない企業は 
消費者に選択されなくなる 
世の中がもうすぐやってきます。 

ちなみに書くかすごく迷いますが 
書いてしまいます。 

そもそも環境問題は存在しない 
という主張をしている方々の論拠は 
かなり怪しいです。 

気分を害したらごめんなさい。 
http://sh.k2academy.net/nx4yp 

もちろん、正しい意見もあります。 

ただ、気候変動については 
かなりいい加減過ぎる 
主張が多いなと思っています。 

未来のデータについて 
おすすめしたい本は 

「シンニホン」三宅さんの本です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
伊勢が最近ハマっているもの 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

漫画は、「左利きのエレン。」 

動画は、 

マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー 
「The Last Dance」 

この2つにハマっています。 

http://sh.k2academy.net/nx4yp


・・・・・・・ 

それでは、また、メールします。 

伊勢隆一郎 

追伸： 
沖縄合宿、完全に勢いが止まりました。 

残り12名のまま、 
ほぼ1日がたっています。 

せっかく2棟も借りたので 
ぜひ、ご参加いただけたら 
嬉しいです。 

絶対楽しいですよ！ 
↓ 
http://sh.k2academy.net/mo271 

　 
　 
　 

　 
　 
　

http://sh.k2academy.net/mo271

