
【テキスト】サロン1周年記念 

伊勢です、 

本日20時から 

「デンマーク視察ツアーFINAL！」です。 

今回は、 

デンマークの教育、 
環境対応、 
農業、 
政治、 
全てを学びながら 

日本の未来を共に考え、 
今ここに未来を照らす光を 
生み出そう！ 

という会になります。 

北村ニールセン朋子さんと 
デンマークから生中継でつないで 

フリートークと質疑応答の 
120分となっています。 

私は思うのです。 

私たちの可能性は、常に 
情報によって広がっていくと。 

世界の様々な実情を知ることで 
私たちの可能性は広がっていきます。 

人生の選択肢が増えていきます。 

「こんな人生も、こんな国もあるんだ！」 

そんな気づきをきかっけに 



自分の人生が良い方向に向かいます。 

「今まで想像すらできなかった」 
そんな未来の選択肢が人生に出現します。 

海外に行きづらい 
こんな時代だから 

このような機会を利用し 
刺激を入れて 
人生をアップデートする、 

そんな機会にして 
いただきたいです。 

20時からぜひライブにご参加ください。 

来てくださったら嬉しいです。 

楽しんでまいりましょう。 

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

デンマーク視察FINAL！ 
未来に光を灯す120分 

https://us02web.zoom.us/j/84225162306 

ゲスト：ニールセン北村朋子さん 

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

さて、今日は、記念すべき日です。 

実は、1年前の3月30日に 
お伊勢さんサロンはスタートしました。 

なので、一周年ということになります。 

「おめでとうございます！」 

「ありがとうございます！」 

https://us02web.zoom.us/j/84225162306


謎（笑） 

4月には、また、改めて一周年企画なども 
やっていこうと思っています。 

ひとつだけ言えるのは、 

何をやっても長続きしない自分が 

1年間続けることができたのは 
あなた様のおかげです。 

本当にありがとうございます。 

そして、 

2年目に突入した初日3月31日に 
今回のデンマーク視察FINALライブが 
開催されます。 

もうひとつ、報告もあるので 
そちらは、ライブでお伝えします。 

さて、、 

サロンがどんな形で始まったのか？ 

昔のメールをみて確認してみました。 

そこで思ったのは、 

「変わってない」 

ということでした。 

去年の3月29日に送ったメールです。 

あのとき、あの状況での発信は 
勇気がいりましたが、宣言をして 
良かったなと今は思います。 



--------------------------------- 

件名：題名のない独り言（ホントの本当の本音） 
2020/03/29 7:02 
　 

伊勢です、 

本来公開すべき内容ではないですが 
出すことにしました。 

これがたぶん最後です。 

文章が荒いのですが 
チームメンバーに送った 
内容をそのまま 
送ろうと思います。 

・・・・・・・ 

ぼくが投資、投資というと、 
今がチャンス、チャンスというと 

「なんか、伊勢がお金狂いしている」 
「恐怖につけこんで煽っている」 

みたいに思われるかもしれません。 

ちなみに、 

つい２，３年前までは私も 

「投資は財産に余裕のある人が 
やるもの」 

だから、自分には関係ないと 
思っていました。 

やるのは事業投資のみ。 

自分が得意なのはビジネスなので 
ビジネスに投資をするのが一番。 
脇目も振らず、ビジネスをする。 



とにかくビジネス以外をしないのが 
安全で、まっとうな生き方 
と、思っていました。 

プレイヤーの段階から、 
次のステージにいくときも 
新規事業の会社へのエンジェル投資を 
してきました。 

人を応援したかったからですし 
自分の経験や人脈も活かせて 
誰かの成功の手伝いを 
できると思ったからです。 

お金というより、やりがいと 
応援の気持ちで、 
事業投資をしてきました。 

繰り返しますが、 
金融投資、不動産投資などは、 
大金持ちがやること。 

苦手で興味がない分野を 
やるのは良くない。 

そう思ってきました。 

他の人にも伝えてきたのは 

これから自分の人生を 
自分自身で作りたい人がやるのは、 

まずビジネス、 

そして余ったら 
全部自己投資、 
それでも余ったら広告に投資、 

という考え方で 
投資反対はでした。 

本気でそう思っていたし 



そう伝えてきました。 

そんな私が変わったのは 
4年前から世界を注意深くみるように 
なってからです。 

北欧や欧州の視察で 
政府の人と話をしました。 

なぜ、幸せなのか？ 
なぜ、給与が高いのか？ 

知りたかったのです。 

初任給がこの30年で 
日本はほぼ変わっていませんが、 

世界の多くの国では 
数倍になっています。 

50万円、60万円は 
ざらにあるんですよ。 

大臣にも会い、 
話を聞かせてもらいました。 

アイスランドでは大統領にも 
会って話を聞かせてもらいました。 

その間、日本の一人あたりのGDPは、 
バブルのときの世界2位から 
10位、21位、、、と恐ろしく 
下がっていきました。 

なぜなんだ？ 
なぜなんだ？ 

なぜ、日本人は一生懸命働いているのに 
世界で貧乏になっていくんだ。 

日本人の何が悪いんだ。 

生産性が低いのはなぜなんだ。 



日本人が劣っている？ 
日本の教育が悪い？ 

買い物に行って日本のレジほど 
スムーズなところをぼくは知りません。 

日本人ほどせっかちな人を知りません。 
生産性が低い？ 

嘘だろ！と思います。 

日本の何が悪いんだ。 

・・・・・ 

そう考えていった時に 
さまざまなアイデアが生まれ 
個人的に日本のためにと思って 
小さいながら活動してきました。 

例えば、日本は起業家が少ない。 

世界に通用する新規のビジネスが生み出せない。 

などに関しては、独自のアプローチを 
自治体に投げかけるなどしてきました。 

絶賛、続行中です。 

教育に関しては、中原さんや白井さんを始め 
日本の将来を担う人たちを育ててくれる人を 
応援しながら関わることにしました。 

で、 

そういう事もやってきましたが 
世界を見てきて 
やっぱり外せないと思ったひとつは 
これでした。 

日本の何が悪いかというと、 
一番は、投資をしていないことじゃないかと 



思ったのです。 

世界を生で見て感じたときに 
思ったことです。 

日本が買い叩かれている現状をみたときに、 
海外で普通のランチで2000円を払う時に、 

餃子定食が北欧で4000円して 
NYの一風堂でランチに6000円払ったときに、 

ボリビアのマックで水が日本より高かったときに、 
セットの値段がそんなに変わらなかったときに 

アマゾンプライムの値段が 
アメリカより激安な事を知った時 

思いました。 

政府のせい、教育のせい 
と言っていてもはじまらない、 

投資もしないと、 

それが２，３年前の出来事です。 

ただ、そのとき、 
既に市場はバブルの天井に近く、 

今ではないことは明白でした。 

今はできない、 
だからずっと時期を待っていました。 

振り返ってみれば、 
あのリーマンショックのとき 
メンターが言っていたように 
インデックスファンドを買っていたら4倍には 
なっていた事実があります。 

時期を逃した経験は 
深い理解につながりました。 



ところで、、、 

多くの人が投資の話をしだしたのは 
去年の夏以降です。 

主婦が株の話をしだしたら 
天井で弾ける 

という格言がありますが、 

あの人も、あの人も、 
投資に興味がなさそうなあの人も 
みんなが投資の話をしだしました。 

実際、多くの主婦から 
投資やお金持ちになるために 
勉強しているという話をたくさん聞きました。 

雑誌を見ても、拝金主義の日本バンザイ的な 
記事が溢れてしまいた。 

それを見て、ああ天井が来たなと 
思いました。 

そして、情報発信をしている人たちも 
投資、投資と色んな人が案内をしていましたよね？ 

仮想通貨以来、多くの人が 
投資、投資と言い出しました。 

影響力のあるあの人も 
この人も投資投資 
言ってましたよね。 

ところが、 

ここに来てぱったり 
みんな言わなくなりました。 

目をつぶっています。 

投資と言わなくなりました。 



あんなに言ってたのにですよ。 

だから、 

ぼくは今の時期だから 
目を閉じるなといいたいです。 

目を開いて、 
逃げるなと。 

なぜなら、更に10年後までは 
日本人のみんなは待てないですし、 

日本自体もこのままだと 
もうもたないと思うからです。 

ETFでいいから、このあとのタイミングで 
買っておけば、だいぶ資産は増えるわけです。 

労働収入だけで日本が今後も 
やっていくのは厳しくないでしょうか？ 

私は、そんな気がしています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アメリカ人の年間収入の25％は 
投資による収入です。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

労働収入との割合は 
労働収入3 
投資による収入1の割合です。 

日本はといえば、 

労働収入8 
投資収入1 

の割合です。 

これ、全然違いますよね。 

これを変えることは 



とても日本の未来のために 
重要なのではないかと思うのです。 

労働人口が減り続ける日本では 
お金に働かせるのは大きな希望です。 

・・・・・ 

ちなみに、 

ぼくは、今でも金融の世界が 
好きではありません。 

何も生み出さず 
お金でお金を生み出す事に 
意味が見いだせないからです。 

だからといって、 
無視をしていいのか？ 

日本の近未来を想像したときに 
これでいいのかと。 

「アメリカ人の年間収入の20％以上は投資で 
日本人は何％に過ぎないんだよ」 

という話です。 

この差を詰めない限り 
労働人口が減り続ける 
日本の未来はないわけです。 

投資が好きとか嫌いとか 
本質的とか、本質的じゃないとか、 

そういう話で片付けられない事を 
世界をみる中で、その差をリアルに感じるなかで 
ぼくは感じました。 

だから、ぼくも今しかないと 
思っています。 

自分は投資に関しては素人だけど 



必要性は誰よりも 
世界を見て分かっているつもりです。 

目を背けることはしたくない 
そう思っています。 

日本のためにも今しかないと思っています。 

上場投信のETFでもいいんです。 

株式投資のお金は 
企業を強くします。 

ぼくも含めて投資から 
目を背けてきた日本人に 

今度は、目を背けないで 
失敗しても痛い目にあっても 
一歩前に進もうといいたいです。 

どれだけリスクがある 
発言かも理解していますが 
そう思うのです。 

もしかしたら、 

世界の金融経済は完全に 
壊れるかもしれません。 

これだけじゃぶじゃぶお金を 
刷りまくっていますから。 

もしかしたら、 

もう、二度と高値を 
更新しないかもしれません。 

その可能性はゼロではありません。 

そのリスクはあります。 

それでも、色んな事を差し置いて 
今回はやるべきかなと思っています。 



間違ったらごめんなさい。 

で、 

うまくいったら 
早めに、金とかにした方が 
いいかもですが。 

最後は自分の意志と自由です。 

それでも、リスクをとって 
50年分のデータを信じて 
一歩を踏み出すことを 
ぼくは選択しようと思います。 

これは、日本の未来と 
密接している話だと思っています。 

・・・・・ 

多くの人の行動には 
間違いがあります。 

多くの人は、投資で稼いでいる人が 
多く出てきたタイミングで 
投資投資と騒ぎ出します。 

この数年がそうでした。 

そして、多くの人が損をしている 
今のような時期はやっぱり怖いから 
やらないと言います。 

ビジネスも同様です。 

ビジネスをして成功している人たちが 
たくさん出ている時期は 
ビジネスビジネスと騒ぎます。 

IT長者がもてはやされたこの 
2年くらいの状況です。 



でも、今のように、 
多くの企業が倒産している時期には 
自分でやろうとは思わず目をつぶります。 

これからもっと倒産しますから 
もっと目をつぶります。 

危ないから怖いから辞めようと。 
だって、あの大企業だって潰れるんだからと。 

そこが間違いなのです。 

多くの人が理解しなければならないのは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
『成功とは逆張りである。』 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということです。 

成功者が1割いないのは、 
9割の人とは違う行動を 
デキる人が1割いないからです。 

変化の時に、チャンスは生まれます。 

混乱と混沌の時期にしか 
凡人にはチャンスがないんです。 

安定しているときは、 
金持ちだけが成功して 
普通の人が成功するのは難しいのです。 

これが本質です。 

でも、多くの人は 
世間でIT長者がもてはやされた 
この数年のようなタイミングで 
起業しようと考えます。 

で、 

こうなった今現在は 



おとなしくしていようと 
思っています。 

そこが間違いなんです。 

私がいう12年に1度のチャンスとは 
そういうことです。 

投資にしろ、ビジネスにしろ、 
混乱期が一番、凡人が成功しやすいのです。 

お金がないから多くの会社が 
広告を出せないから 
コピーライティングで 
工夫をしたら少額でビジネスが 
立ち上がります。 

マーケティングが最も効くのは 
世界が混沌としている時期なんです。 

現にユーチューブも画像の質を落とすほど 
アクセスが集中していますし 
フェイスブックもそうですが、 

『逆に広告の出稿は減っている』 
という報告が先日ありました。 

この事実を見てチャンスを 
見出すのが真のビジネスマンであり 
マーケッターです。 

今は、おとなしくしていようとか 
冷めた目で見ていようとか 
内面だけ見つめていようとか 
精神世界にどっぷり入ろうとか 
投資の世界を遠ざけようととか 

そういう事を言っているのは 
真のビジネスマンではないし 
マーケッターでもなし 
プロモーターでもないです。 

なんちゃっての人の言動です。 



多くの人がうまくいっているときに 
その尻馬にのっているような人たちです。 

本質を理解できている 
ビジネスマンや 
マーケッターは 
今だと言うし 
既に今まで以上に 
行動を起こしているはずです。 

もし、そうでないなら 
そういう人は 
ビジネスやマーケティングを 
教える資格がない 
とすら思います。 

「伊勢さんは、今がチャンスと言えば売れると 
思っているから煽っているんでしょ」 

と思っている人がいるようですが 
そうじゃないです。 

↑結局、そこも言いたかった 
自分の器量の狭さ（笑） 

でも、本当にそういう 
薄い話ではありません。 

今が、凡人で弱小な人たちが 
のし上がるチャンスなのです。 

でも、それを分かって 
もらえないです。 

分かってもらえなくてもいいのですが 
また、分かってもらえるとも 
思っていないのですが 

それでも、 

少し寂しいし孤独を感じます。 



・・・・・・ 

この数年間のように良い時にだけ 
わーわーいうのは本質が分かっていない 
ビジネスマンであり、マーケッターです。 

今いうと、引く人も多いことも 
分かっています。 

「それどこじゃないでしょ、 

今は攻める時じゃないでしょ」 

という空気があるのも分かっています。 

でも、そこで攻めた人だけが 
大成功しているし 
それは、個人でも企業レベルでも 
たくさん知っています。 

ぼくは凡人ですので 
たいした成功はしていません。 

でも、こういう人が動かない時期に 
積み上げたからなんとか能力もないのに 
生きてこれたと思っています。 

基本的な能力ないですから。 

時期というのはとても 
大事なんですね。 

だから、ここは、嫌われても 
口うるさく言い続けることが 
自分ができることだと思っています。 

アパホテルが成功したのは 
どん底の時期に土地を 
買いまくったからです。 

それほど成功とは 
シンプルですが 
今、ぼーっとしている人は 



今は、時期じゃないと引きます 

精神的に引きます。 

ぼくらができることは、 
その引いているなかで 
攻めろと言い続けることだけかと 
思います。 

・・・・・・・・・ 

この10年、ビジネスを教えきて 
年々難しいと思うようになりました。 

それは、多くの企業がうまくいくので 
じゃぶじゃぶ広告を使うし、 
成功者のお金持ちが、 
お金にものを言わせて 
ガンガン攻めてくるので 
一般の人が成功するのは 
どんどん難しくなった10年でした。 

それが、チャラになって、ゼロになって、 
今から焼け野原に立ち上げることが 
できるのです。 

それが今です。 

その今の価値を分かって欲しいのです。 

多くの人を成功させられるのが今です。 

今しかないのです。 

今、教えるのが一番多くの人が 
成功します。 

投資でも、ビジネスでもです。 

今が一番、私達の 
存在価値があるんです。 

だから、今なら多くの人を 



成功させられる。 

今ならどれだけ批判されても 
やるのが正義だと思っています。 

それが起業してから経済サイクルを2回通ってきた、 

そして、ビジネスを教える分野で1回を 
通過したぼくのサイクルからみる 
信念であり、使命感です。 

---------------------------- 

1年前と想いは全く変わって 
いないなと思いました。 

それでは、本日20時に 
お会いできるのを楽しみにしています。 

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

デンマーク視察FINAL！ 
未来に光を灯す120分 

https://us02web.zoom.us/j/84225162306 

ゲスト：ニールセン北村朋子さん 

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

楽しく学び、未来をつくる 
きかっけにしましょう！ 

伊勢隆一郎 

https://us02web.zoom.us/j/84225162306

