
カッコよく見られたい派ですか？ 

伊勢です、 

嬉しいニュースが届きました。 

ミャンマーの丸山大使が、 
直接、ミャンマーの国民の前に出て 
訴えを聞き、話をしてくれました。 

こちらがその様子のビデオです。 
https://www.facebook.com/100012509580609/videos/1060226417737668/ 

丸山大使が話している内容ですが、 

「ミャンマーの国民の声を無視しません。 
手紙も日本政府にきちんと渡します。 

スーチーさん他リーダーの方々を 
開放してくれるよう、 
民主主義であることを願っています。 

皆さんも命を大事に守って下さい。」 

というような内容だそうです。 

ミャンマーの方々に日本の声が 
伝わったようで、良かったです。 

個人的にはすごく遅いという 
不満もありますが、まずは良かったです。 

「沈黙は、支持をしているのと同じ」 

ということが今回の大きな学びです。 

シェアくださった方、ありがとうございました。 

これからも、 

毎日闘っているミャンマーの国民の皆様に 

https://www.facebook.com/100012509580609/videos/1060226417737668/


日本の声と具体的なサポートアクションが 
届くように、 

私たちもできることを 
していきたいと思いました。 

ありがとうございました。 

・・・・・・・・・ 

さて、 

先週は、色々なビデオを送ったので、、 

すっかり影が薄くなって 
しまいましたが、 

アンケートをくださった方に 
好評だったのが、このビデオです。 

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

マーケティング高校一年生編： 
https://youtu.be/IZqBs3luNwk 

まだの方は、ぜひ、週末の時間を利用して 
ご覧ください。 

※見終わったら感想をお願いします 
https://docs.google.com/forms/d/
1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/ 

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

このような感想を頂いております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

マーケティングスペシャル講座の感想です。 

今まで、「次は何が来るか」という世の中の流れに 
合わせたアイデア発想法は、全く持ち合わせていませんでした。 

https://youtu.be/IZqBs3luNwk
https://docs.google.com/forms/d/1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/
https://docs.google.com/forms/d/1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/


しかし、今回の講座はとてもわかりやすく、 
腑に落ちて、脳みそが揺れました。 

フラストレーションや振り子で考えることを、 
具体例を挙げて説明されていましたが、 
まさにその通りで、見事に螺旋的発展を遂げていました。 

これは、とても参考になる考え方で、 
自分が今後ビジネスを提供していく上で 
どうすればいいかがボンヤリと見えてきたので、 
もう少し深堀していきたいと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

とても嬉しい感想を 
ありがとうございます。 

「もう少し深堀りしていきたい、、」 

これが、とても嬉しいです。 

脳みそが動き出しているのを感じました。 

自分で考えるようになると、 
独自性のある商品が生まれます。 

そして、自分のアイデアなので 
自信を持っておすすめできるように 
なります。 

流行を追いかけるフォロワーから 
流行をつくるパイオニアに 
なっていきます。 

ぜひ、引き続き、深堀りして 
考えていってください。 

楽しみにしています。 

ビデオの補足的な解説を少しします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



1.フラストレーションの振り子は自分の 
　商品ストーリーでも使える 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ビジネスをやっている人なら 
何らかの商品を販売していると思います。 

そして、その商品を販売した 
ということは、 

必ず、逆側で大きくなっている 
フラストレーションが生まれている 
ということです。 

つまり、 

「自分が商品を出すことで 
新たなフラストレーションを 
産み出してもいる」 

ということです。 

この現実を直視するのは 
痛いかもしれませんが、 

商品を販売するということは 
必ず、フラストレーションを生む 
ということなのです。 

どれだけ、完璧な商品サービスだと 
自分が思っていても、 

その商品が売れれば売れるほど 
大きなフラストレーションは生まれる 
ことになります。 

ということは、 

「次の商品は、前の商品のフラストレーションを 
解決するものを出すべき」 

ということです。 



そうすることで、 

商品展開にストーリーが生まれます。 

お客様にとっては、 

「なぜ、今この商品が出てきたのか？」 

というのは、実はとても 
気にしていることなのです。 

そこに納得感があるかどうかは、 
販売者への信頼にも関わります。 

連続性こそが、バックエンド商品を 
開発するときに、大事にすべき事です。 

商品展開に連続性をもたせること、 

前の商品のフラストレーションを 
新商品でしっかりと解決していること、 

これをするだけで 
売上はかなり上がります。 

・・・・・・ 

こういう話をすると、 

マッチポンプをしかけている、 

お客様を大切にしていない、 

と、怒り出す人がいるのですが、 

そうではありません。 

逆です。 

大切にしているからこそ、お客様の 
フラストレーションに気づくのです。 

大切にしていない人は、 



自分が褒められている意見だけ聞くので 
フラストレーションに気づきません。 

逆なのです。 

大切にしているからこそ、 
自分の商品の落ち度を 
痛くても認めることができます。 

大切にしているからこそ、 
フラストレーションを取り込んだ 
より良い商品を出すことができるのです。 

ぜひ、フラストレーションの法則を 
自分の商品ラインのストーリーに 
付加してみてください。 

驚くほど、反応が変わるはずです。 

次です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

僕は、個人で筋トレ関連の情報発信をしていますが、、 

（中略） 

数年前に24時間格安ジムが日本で急速に広がり、 
ジムに通う人がかなり増えました。 

しかし、ほとんどの人は数カ月で 
リタイアをして、元の生活に戻ってしまいました。 

その中で、コロナが起き、自宅にいる時間が増え 
宅トレ民もかなり増えました。 

それによって、激太りをした人が増えましたし、 
宅トレはモチベーションが続かずに、 
しっかりとトレーニングできていないです。 

しかし、多くの人は「身体を動かさない 
といけないのはわかっている、でも、 
ジムに通うのは難しい。 



家でやりたいけど、モチベーションが…」と 

思うだろうと僕は考えています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

その通りですね。 

現状のフラストレーションを 
考えると、 

【宅トレは諦めてジム通いに戻る】 

という流れは必ずありそうです。 

しかし、今までのジム通いに 
そのまま戻るのではありません。 

振り子の法則では、 
螺旋的に少し変化して 
振り子は戻ります。 

おそらく、それが、今までのジムとは違う 

「個人スタジオでのパーソナル 
トレーニング」 

なのだと思います。 

今現在すでに、流行の兆しがあります。 

コロナでマスクをしてジムに行くのが 
嫌なので、パーソナル空間での 
パーソナルトレーニングが 
人気になっているのです。 

これが、ひとつの出口です。 

ただ、これはこれで、 
新たなフラストレーションを 
生み出すことにもなります。 



【金額が高くなってしまうので 
普通の人が受けるのは難しい】 

というフラストレーションです。 

なので、 

このフラストレーションに 
ご自身の新サービスを当てに行くのも 
良いと思います。 

ただし、 

『そこまで流行していないので 
ご自身の発信でフラストレーションを 
事前に認識してもらう必要があります』 

大きく流行っているときは 
カウンターパンチを出すだけで 
強力なパンチになります。 

しかし、パーソナルトレーニング 
ぐらいの流行だとそこまで 
そこまで強力なパンチになりません。 

なので、 

自分自身の発信で少し勢いを 
つける必要があります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ステップ1：パーソナル空間トレーニングの 
フラストレーションを自分発信でしっかり伝える 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「誰でも受けられるわけではない 
というフラストレーション」 

についてを自分から発信することです。 

自分から発信することで、 



フラストレーションを持っている人に 
しっかりと届ける事ができます。 

その上で、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ステップ2：振り子のカウンターとなる 
ご自身の新サービスをロンチする 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という流れになります。 

新サービスとは、 

【金銭問題をクリアーし、かつパーソナル同等の 
強制力があり成果も出せるオンラインでの新サービス】 

などです。 
（専門家として素晴らしい 
サービスをご自身で考えてください） 

多くの人が商品を販売するときに、 
事前情報として、フラストレーションについて 
しっかりと発信していません。 

なので、せっかく良い商品を作っても 
お客様が、受け入れ体制になっていないので 
買ってもらえません。 

・・・・・・・ 

少しナイーブな問題なのですが、 
上記のような発信は、 
問題意識を植え付ける事に 
なるのでは？ 

という見方もあります。 

問題意識を植え付ける事が 
良いことかというと 



あまり良くないと私は思います。 

しかし、上記の例については 
OKだと思っています。 

なぜなら、無から問題を 
生み出しているわけではなく、 

実際フラストレーションを 
感じている人がいて、 

その人たちに明確に伝わるように 
メッセージを出すと、 

結果的に周りの人たちにも 
伝わっているからです。 

ポイントは、 

パーソナルトレーニングを 
敵視して問題を生み出すのではなく、 

パーソナルをリスペクトして、 
だからこそ、誰でも同等の効果を 
得られるようにしたい、 

というマインドで 
取り組む事だと想います。 

要するに、 

やり方ではなく、 

どんな気持ち、 
どんな動機が、 

裏側にあるかが 
大事なのです。 

ちなみに、 

私の見てきた感じだと、 



きちんと説明をせずに商品売ろうと 
している人というのは、 

カッコよく見られたいというエゴが 
優先している人がほとんどだと感じます。 

なので、カッコつけている人の 
カッコ良さそうな意見に左右されず、 

きちんと、自分の商品の良さが伝わるように 
工夫をして発信をしましょう。 

・・・・・・・ 

話を戻します。 

【この商品は今年の 
大テーマにも沿っている】 

更に、金額問題は、格差社会の 
フラストレーションという 
今年の大テーマにも沿っています。 

ビットコインが上がるのも 
ゲームストップ騒動も 

根本には、普通の人は一発逆転の 
ボラティリティーが高い 
（上がり下がりが激しい） 
投資をしないとお金持ちになれない、 

というフラストレーションが 
あると思います。 

例えば、 

資産10億円の人が年10％の利回りで 
運用すると、、 

年間1億円の利益になります。 

それだけで十分だと思えます。 



しかし、資産10万円の人が 
年利10％で運用をしても、 

1万円しか利益がないので、 

「1万円増えても意味がないから 
上下動の激しい投機をしよう」 

と、思ってしまいます。 

なので、ボラティリティーが高い 
仮想通貨や、ゲームストップなどに 
個人マネーが殺到しています。 

この格差の大テーマは、とても強いので 
例にあげた新商品も多くの人の心に響くことに 
なるはずです。 

・・・・・・・・ 

もう少し考えてみたいと想います。 

オンラインパーソナルという出口以外にも 
色々な可能性が考えられます。 

【エンターテイメント要素を 
追加できないか？】 

宅トレが楽しくなるように 
エンターテイメント的な要素を 
入れるのもいいかもしれません。 

エンタメという螺旋の上り方です。 

ペロトンやミラーは、 
「繋がり」というエンタメ要素が 
入っています。 

しかし、まだ、真面目と言えば 
真面目です。 



もっと大きくエンタメに振って、 

【宅トレでキャラを育てる】 

トレーニングするほどに 
キャラが進化するアプリはいいかも 
しれません。 

たまごっちやポケモンにあれだけの 
時間をつぎ込めるのが人ですから、 

キャラを進化させることに 
情熱を持つようになるかもしれません。 

トレーニングでキャラのレベルが 
あがったり、ステータスがあがったり、 

そして、それを自慢でき 
人と繋がれる出会いがあると、 

トレーニングのモチベーションに 
つながると思います。 

【時短トレ】 

トレーニングはがっつり時間を 
取られますから、 

スキマ時間に一日何度も 
簡単なトレーニングをするような 
螺旋的進化もあるかもしれません。 

【ペロトン、ミラーを日本で】 

という意見もいただきました。 

もし、日本で自分でつくるとすると 
お金がかかります。 

考える上で、まず、ペロトンと 
ミラーのビジネスモデルを知っておく必要が 



あります。 

ペロトンもミラーもお金が 
かかります。 

商品の開発から、宣伝広告まで 
莫大なお金がかかります。 

なのに、なぜ、やっていけているのか？ 

それは、お金を出す人たちが 
いるからです。 

そして、お金を出しやすい 
ビジネスモデルだからです。 

ビジネスモデルを解説します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1.サブスクモデルになっている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

携帯電話は、本体ではなく 
毎月の通信量で稼いでいます。 
（最初は本体無料でした） 

ネットフリックスも 
アップルミュージックも 
みんな毎月の課金です。 

今度は、電気自動車が 
同じ形に変化しようとしています。 

テスラは、数年以内に車体では 
利益をとらずに、 

毎月のソフトウエア課金で利益を上げる 
ビジネスに変えようとしています。 

その時が、トヨタの終わりとなるかも 
しれないと言われています。 

サブスクモデルは、毎月の利益が 



積み上がるので、美味しいのです。 

同じように、 

ペロトンもミラーもサブスクで 
毎月課金で、最終的には 
利益をあげる設計になっています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
サブスク、そして、サーズモデル 
でもある 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

そして、サーズモデルというのですが、 

ネットフリックスのように 
ネット上にコンテンツをアップして、 

それを全員が利用する 
ビジネスモデルになっています。 

サーズモデルは、参加人数が増えても 
コストがあまり増えません。 

例えば、昔のように 
ネットフリックスのコンテンツを 
一本一本DVDで届けていたらどうでしょう？ 

莫大な送料、DVD代、サポート代が 
かかることになります。 

つまり、参加人数が増えても 
それだけ出ていく経費も増えていきます。 

しかし、 

ネット上（クラウド上）に 
ドラマコンテンツをアップして 
見てもらう場合は、 

サーバ代と回線代は増えますが 
一人あたりで増える金額はたかが 
しれています。 



なので、参加者が増えるほどに 
信じられないような利益が出るように 
なります。 

これがサーズモデルです。 

ペロトンもミラーも 

1つのレッスンを 

1人が見ても、 
1000人が見ても、 

たいしてコストが 
変わらないサーズモデルです。 

ある程度人数が増えると、 

携帯電話会社のように 
ネットフリックスのように 
莫大な利益が出るようになります。 

ドコモ、AU、ソフトバングが毎年 
いくら利益を出していると思いますか？ 

数千億円の利益が自動的に入ってくるのです。 

ネットフリックの2020年の売上はなんと、、、 
「約2.6兆円」です。 

利益が約4767億円です。 

これがサブスク、サーズモデルの強さです。 

最初は儲からなくても、ペロトンもミラーも 
台数が増えるととんでもない利益が毎月 
でるようになります。 

なので、上場したあかつきには 
そうとうな価格が付きますので、 

投資家としては、お金を出しやすい 



ビジネスということになります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2.個人の健康データを蓄積 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

世界でも大きな産業といえば、 
医薬品業界になります。 

グーグルやフェイスブックは 

個人の検索データーや興味データを 
分析し、企業の広告出稿に活用することで 
莫大な利益をあげています。 

個人は無料で使えますが、その結果集まった 
個人のデータを広告主の広告出稿に 
活用することで、莫大な利益を出しています。 

同じように、 

ペロトンもミラーも、 
「個人の健康データ」という 

これからの時代の「お宝データ」を 
持つ企業になります。 

個人の健康データは 

バイオ業界、 
ヘルスケア業界、 
医薬品業界、 

にとっては、 
のどから手が出るほど 
欲しいデータです。 

なので、 

サブスクモデルの収益以外にも 
「データカンパニー」としての 
収益も見込めます。 



その将来性があるので 
ますます、投資家のお金が 
集まりやすくなっています。 

・・・・・・ 

以上のような理由で、 

ペロトンも、ミラーもガンガンお金が 
集まるので、拡大しています。 

なので、日本でやるとしても、 

上記のような部分を加味して 
何か独自性が必要になってくると思います。 

各国ごとに独自性というのはあって、 

例えば、日本で電気自動車が 
売れないのは、 

「アメリカのように家のガレージに 
車を置いておくのであれば、電源確保が 
容易だけれど、 

日本の郊外では借り駐車場に 
止めているので、家から電源を 
取ることができない」 

という特殊事情があります。 

逆に言えば、この独自の問題が 

日本で新たなサービスが 
生まれる可能性にもなります。 

独自性についてなどは 
ぜひ、考えてみてほしいです。 

また、スタートアップ型ではなく 
個人ビジネスで応用する場合は、 



ペロトンとミラーの要素を 
分解して、できる範囲で自分の 
商品サービスに取り入れる 
ということになると思います。 

・・・・・ 

以上、まだ、ビデオを見ていない人は 
ぜひ、ご覧ください。 

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

マーケティング高校一年生編： 
https://youtu.be/IZqBs3luNwk 

まだの方は、ぜひ、週末の時間を利用して 
ご覧ください。 

※見終わったら感想をお願いします 
https://docs.google.com/forms/d/
1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/ 

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

それでは、明日、ライブで会えるのを 
楽しみにしてます。 

伊勢隆一郎 

追伸： 
明日のライブ会場はこちらになります。 
https://us02web.zoom.us/j/82351462223 

マジで楽しみにしているので 
ぜひ、生でご参加ください。 

https://youtu.be/IZqBs3luNwk
https://docs.google.com/forms/d/1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/
https://docs.google.com/forms/d/1N9NRKDzdW8eCN8OVkljXyPirEYOpKW4XbbjdpC4Vjh4/
https://us02web.zoom.us/j/82351462223

