
【文章】2021年後半ガチの未来予測 

伊勢です、 

本日12時からライブです。 

会場はこちらです。 
http://sh.k2academy.net/oh2ev 

お待ちしております。 

さて、 

去年、日本は好景気だったようです。 

かなり、意外ですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2020年度（20年4月～21年3月まで） 
は税収がアップした 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というニュースがありました。 

税収が増えたということは、 
2020年度は景気が良かった 
ということになります。 

「伊勢さん、景気が良いなんて 
ありえないです」 

と、感情的になる方も 
いるかもしれません。 

飲食店や旅行関係の方 
アパレルの方などは、 

「冗談じゃないよ！」 

と、思う気持ちも分かります。 

http://sh.k2academy.net/oh2ev


そうなのです。 

実際に、業種によっては 
過去最悪だったと思います。 

つまり、 

2020年は「K字経済」でした。 

Kの字のように、上と下が 
はっきりと分かれる経済だった 
ということです。 

そして、全体を俯瞰して見ると 

「上に行った会社や人の方が多かった」 

とうことです。 

だから、税収が増えました。 

税収が増えたということは 
景気が良かったということなのです。 

その理由を整理してみます。 

ソニーの利益が始めて 
1兆円を突破したように 
好調だった会社には特長があります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
理由1：巣ごもり消費は伸びた 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

巣ごもり消費関連の企業は 
かなり伸びました。 

ある意味、教育ビジネス業界も 
巣ごもり特需でしたね。 

ここで、気をつけたいのは 
今回はあくまでも 



『特需（ボーナス）』 

であったということです。 

ボーナスタイム、ラッキータイムは 
終わりが来ますので、今後の 
対策を立てていく必要があります。 

SNSも特需でした。 

巣ごもりで見られる時間が 
増えた「特需」だったので 

広告面でも、コンテンツ面でも 
美味しい思いをした人も多かったです。 

このボーナスタイムは 
時間と共に「消滅」します。 

ビジネスをしている人は、 

「ボーナスタイム後の戦略」 

を、この機会に考えてみましょう。 

ひとつは、ヒントを与えるならば 
今後は、 

------------------------------------------------------ 
リピート戦略、ロイヤルカスタマー戦略 
------------------------------------------------------ 

を重視していく方向性が 
出てきます。 

新規顧客の開拓よりも、 

リピートしてくださるお客様、 
ロイヤルカスタマーになってくださるお客様と 
楽しく時間を過ごしながら成長していく戦略です。 

おそらく、そのようなビジネス書も 
今後、売れていくはずです。 



・リピート 
・口コミ 
・紹介 

などがキーワードです。 

しかしながら、180度の 
方向転換は危険です。 

今やっている事は 
そのまま続けましょう。 

基本は、今の路線で 
ただし、精度を上げていくこと、 

精度にこだわる事が 
大事ですね。 

簡単にまとめると、 

『進化を止めない』 

ということです。 

そうすれば、上昇気流は続きます。 

「勝って兜の緒を締めて」 

もっと楽しい局面を作り出しましょう」 

次です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
理由2：後半から中国向けの 
輸出をしている製造業が伸びた 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

中国が20年度の後半からコロナを 
克服して、一気に伸びました。 

それに伴い、日本の製造業も 



中国ボーナスが発生し 
かなり儲かりました。 

技術のある日本企業で精密機器をつくり 
それを中国と韓国が輸入をして 
製品に組み立てて輸出する 

というのが今の製造業の流れです。 

この製造業の好調さが 
税収アップにつながりました。 

日本の製造業は、輸出の大部分を 
締めていて、日本経済にとって 
馬鹿にならない割合をしめています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
理由3：ドーピングが効いた 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本は、バラマキが足りないと 
私も言っていますが、 

そうは言えど、去年はばらまきました。 

零細企業でも、数千万円単位で 
お金を借りられましたし、 

助成金や、補助金もかなり 
引っ張れました。 

助成金や、補助金で高級外車を 
買ったり、時計を買ったりする 
欲望丸出しの憎めない経営者も 
多かったです。 

つまり、経済のバランスとして 

---------------------------------------- 
ドーピング＞コロナダメージ 
--------------------------------------- 

ということで、ドーピングが 



コロナのダメージを上回った 
ということです。 

・・・・・ 

さて、2020年度、今年の3月までは 
そのようなボーナスタイムが 
あったわけですが、 

2021年度については、どうでしょうか？ 

ここからは今の日本経済についです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
現状の日本経済はやや停滞気味 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

明らかに、消費が落ちてきています。 

これは、国の発表する数値も 
そうなのですが、 

もっと身近な肌感覚として 
リアルに落ちているのを感じます。 

オーナをしているアパレルの会社からの 
報告を聞いても新年度に入ってから 
急激に落ち始めています。 

おそらく、数カ月後の経済指標の 
発表ではっきりすると思います。 

4月の新年度から景気は徐々に 
落ち込み始めているようです。 

一発免許のときに、練習のために 
先生を付けていたのですが、 
その先生が、中古車マニアでした。 

練習用の車を買わないといけないので 
長年ずっと中古車市場を追っているの 



ですね。 

その先生曰く、 

「去年は、中古車はすぐに売れて回転が 
めちゃくちゃ早かった。 

今は、だいぶ落ち着いてきて、去年の 
2倍～3倍ぐらい売れるまでに時間が 
かかっている」 

とのことでした。 

こういうところからも、 
景気の動向を読み取ることが 
できます。 

これは、この先生の感覚値ですが、 
実際、中古車業界どうなんでしょうね？ 

（坂井さん、教えてくださいm(_ _)m） 

まだ、気づいていない人も多そうですが 
少しずつ、マイナスに入ってきていると 
思われます。 

日本の景気が落ちている理由も 
整理しておきましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
理由1：中国製造ボーナスが終わってきた 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

去年後半は、世界中で生産が止まり 
中国だけが、生産を再開しました。 

なので、中国の製造業が一人勝ちの 
ボーナス確変状態になりました。 

フィーバーです。 

その結果、日本にも良い影響が 
ありました。 



今は、世界がだいぶ正常化しています。 

なので、ボーナス終了となりました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
理由2：中国の内需も元気がない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

どうも中国の内需がまあまあ 
弱っているようです。 

長年続いた中国の好景気も 
切り返しの時期が来ているのかも 
しれません。 

そうなると、日本の経済にも 
影響があります。 

たしか去年、日本の最大の輸出先は 
アメリカを超え、中国になりました。 

米中冷戦で、デカップリングが進んで 
いますが、実際、日本経済にとって 
中国は大きすぎるほどの影響がある市場です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
理由3：ドーピングが足りない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ここが、一番言いたいところですが 
政府は、なぜ、ドーピングをしないの 
でしょうね。 

日本はコロナ対策予算規模は 
世界的にも大きかったですが実際には 
ぜんぜん、予算を消化していません。 

口だけ番長ですね（笑） 

なにより、先回りして 
対策をしないのが残念な 
ところです。 



景気が4月から落ち始めているのは 
目に見えているのに、 

数カ月後の経済統計が出るまで 
何も動かないんですよね。 

それどころか、出ても動かないで 
しょうね。 

財源がないの一点張りですから。 

アメリカなどは、最後まで強烈な 
ドーピングを続けたので、 

今、コロナが明けて、一気に景気が 
爆発しています。 

経済回復の初速をつけるために 
コロナが開ける寸前で 
大量のお金を投下したわけです。 

先回りのブースター作戦です。 

・日本の消費が落ちてきている事 
・中国が落ちてきて日本にも影響がある事 
・緊急事態宣言が長引いてヤバすぎること 

そんなことは、政治家も官僚も 
わかっていると思うのですが。。 

結局、勝負所のタイミングで 
動かないので、 

上昇気流をつくれない、 
上昇気流にのれない、 

のが今の日本です。 

こうして考えると、ビジネスでも 
全く同じだなと思います。 

タイミングを掴んだ人が 



上昇気流に乗れる、 

去年動けた人は、結構、上昇気流に 
のれたのではないでしょうか？ 

特に大きな流れでしたから。 

とはいえ、次の大きな流れまでは 
待てないので、今できることを 
やりながら、 

良いタイミングを見つけたら 
素早く乗ることだと思います。 

日本でいえば、秋にコロナが明けたら 
そこが、ひとつタイミングですね。 

・・・・・ 

以上、日本の経済レポートでした。 

コロナが明けたら、 
一気に動く、 

という予測でしたが分析をすると 
急激な回復には至らないかも 
しれません。 

理由としては、 

・4月からの下り坂に対して 
何の対策もしていない 

・オリンピックのために 
8月後半まで非常事態宣言を 
ひぱってしまった 

・まさかのワクチンが足りなくて 
打ちたい人も打てなくなっている 

この3つの失策で、アメリカのような 
コロナ明けの爆発的な景気急浮上は期待 
できなそうです。 



もちろん、リベンジ消費は 
日本でも起きます。 

10月11月からは、一気に活気づきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ビジネスをしている人は、そこで、 
何をしかけるかをシュミレーションして 
おきましょう。 

その活気ある空気にふさわしい仕掛けを 
今から頭の片隅で考えておくと準備できます 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ただ、 

「当初の想定よりは 
爆発しなそう」 

というのが見えてきました。 

実際に、 

「株価は未来の先取り」 

なのですが、 

日経平均は、この2ヶ月ほど、 
完全に下がり続けています。 

株価の動きからも明らかに 
日本の景気は下り坂に入りはじめて 
いると思われます。 

未来のことですから、 
今もまだ、下がっているということは 
今から数カ月先は、どんどん景気は 
悪くなるということです。 

株が上がりはじめて数カ月後に 
日本の経済も少し浮上を始めることが 
予測できます。 



・・・・・・・ 

タイミング、仕掛け時というのは 
大事だなと思います。 

日本政府を見ていると 
タイミング、仕掛け時が下手で 
困ってしまいますね。 

さて、今日は、ライブです。 

今回案内している巨大SNSについても 
まさに、タイミングだと思います。 

去年の段階で、ギリギリのタイミングかと 
思われましたが、 

予想に反して、一昨年の受講生より 
去年の受講生の方が、圧倒的に結果が 
でました。 

数倍くらいです。 

その様子から、まだまだ、チャンスの時期は 
続いていると判断しました。 

そこで、今年も開催することにしました。 

きちんと分析したので、 

「今がチャンスのタイミング」と 
自信をもって言えます。 

まだ、登録していない方は 
ぜひ、登録ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
人生最大規模のSNS参入チャンス 
http://sh.k2academy.net/t71bn 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

それでは、本日12時にお会いできるのを 

http://sh.k2academy.net/t71bn


楽しみにしています。 

会場はこちらです： 
http://sh.k2academy.net/oh2ev 

12時にお会いしましょう！ 

伊勢隆一郎 

http://sh.k2academy.net/oh2ev

