
【ビデオ】誰でも資産1億円になる方法 

伊勢です、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
普通の人が1億円の資産を構築する方法 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

についてです。 

まず、可能なのか？ 

ですが、可能です。 

ただ、多くの人が想像しているやり方とは 
少し違うと思います。 

まず、一般的に言われるいくつかの 
例を検証してみましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
月3万円を30年間「アメリカ株」に 
積み立てると1億円を超える 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

過去のデータだと、月3万円を 
30年間積み立てると1億円を超えます。 

--------------- 
30年で1億円シュミレーショングラフ 
https://rise-land.com/oise/content/0918sl .png 
--------------- 

世界で一番買われている投資銘柄は 
S&P500というアメリカ株ですが 
S&P500だと1億超えになります。 

ということは、 

若いお子さんがいる場合は 
絶対にやらせた方が良いですよね。 

https://rise-land.com/oise/content/0918sl


月に3万円を銀行に貯金をしても30年で 
1千万円にしかなりませんが、アメリカ株なら 
1億円になる可能性が高いのです。 

とはいえ、私も含め年齢が高い人には 
30年は長すぎます。 

もっと早く知りたかった、というのが 
本音だと思います。 

これが金融リテラシーのある国と 
ない国の違いです。 

ということで、次の事例です。 

今度は30年ではなく15年です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Appleの株を15年前に買っていたら 
今は1億円超えになっている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アップルの株を15年前に 
いくら買っていたら 
今、1億円を超えていると 
思いますか？ 

正解は、 

150万円です。 

凄いですね。。 

--------------- 
アップルシュミレーション 
https://rise-land.com/oise/content/0918slap.png 
--------------- 

これなら15年ですし可能性が 
ありそう、、、 

とも、、言えないですよね。 

https://rise-land.com/oise/content/0918slap.png


次のアップルが、何かを探して 
更にそこに150万円投資するのは 
なかなか難しいです。 

10個の個別株のうち、仮にひとつが 
アップルのようになったとしても 
元手が1500万円必要です。 

なかなか難しいですよね。 

となると、これも難しい 
ということになります。 

では、次です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
有名企業のサラリーマンになる& 
医師や弁護士などの特殊スキルを仕事にする 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

外資系の有名企業に就職すれば 
給与も高いので、1億円の資産を 
構築できる可能性も高くなると思います。 

また、医師や弁護士、最近だと 
プログラマーなどです。 

しかし、これも年齢がある程度いった人は 
今更感があると思います。 

私も100％無理筋です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
起業をして高給取りになる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これもひとつの手です。 

少なくとも、起業は学歴も 
職歴も関係ないですので、 

正直、ここまでの中だと最も可能性が 



高いのはこれになると思います。 

仕事で高額収入を得て 
資産を構築しようとすると 

ほぼ二択で、 

・高学歴で外資系に就職する 
・起業をする 

このどちらかしかないかと 
思います。 

簡単ではないですが、 
起業は不可能ではないですので 
挑戦して欲しいです。 

しかし、 

ここで、少し考えてみて欲しいのですが、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
そもそも1億円の資産は必要なのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということです。 

なぜ、多くの人が1億円の資産を求めるのか 
というと、年率10%で投資をすれば、 

毎年の投資収入が1000万円なので 
かなり余裕がある引退生活ができる 

ということかと思います。 

しかし、 

「この1億円の資産を持つ必要がある」 

という考え方自体が実はズレていると 
言えます。 

「1億円をまず貯めなければ」 



と、思うのでハードルが高くなりすぎるのです。 

年間1000万円の投資収入を得るために 
1億円が必要というのが間違いです。 

金融リテラシーがないとここを間違えます。 

具体的にいうと、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
年間1000万円の投資収入なら 
2000万円ぐらい元手があれば 
十分実現可能です。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

なぜ、そんな事ができるのかですが、 

「レバレッジ」を使った投資をすれば 
2000万円で、最大25倍、 
5億円分の投資ができます。 

しかし、さすがに25倍フルフルで 
5億円分の株を買うのはアウトです。 

やれば分かりますが 
簡単に破産できます。 

しかし、 

しっかりとレバレッジ投資について 
勉強すれば、 

5倍～7倍のレバレッジなら 
リスクをコントロールできます。 

ただし、しっかりと勉強をして、経験を 
積まないと無理です。 

しっかり勉強をして、1年以上控えめに 
3倍ぐらいのレバレッジで経験を積めば 
という話です。 



レバレッジ5倍というのは 
普通のやり方だと 
やりすぎの域ではあります。 

誰でも思いつきで、簡単にできる 
世界ではありません。 

少し金額が大きいので 
下げて考えてみましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
100万円の元手が1億円になるまで 
たったの○○年しかかからない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

100万円から1千万円の元手をつくるのは 
5,6年あれば可能です。 

説明します。 

最初の年に100万円で5倍のレバレッジを 
かけて500万円の投資をすると 
年率10%でも550万円になります。 

50万円増えましたので 
実質150万円の元手が 
できたことになります。 

2年目は、150万円の5倍のレバレッジで 
750万円分の投資ができるようになります。 

年率10％で75万円資産が増えます。 

3年目は、75万円がプラスされて 
225万円の元手になりますので 
5倍だと1125万円分投資できます。 

すると約112万円の利益になりますので 
元手は225万円から337万円に増えます。 

4年目は、1685万円の10％ですので 
168万円の利益となります。 



すると、元手は337万円から 
405万円になります。 

5年目は405万円の5倍のレバレッジで 
2025万円で運用できます。 

年率10％で約202万円増えます。 

6年目は405万円の元手が 
607万円に増えているので 
5倍のレバレッジで3035万円の投資が 
可能です。 

すると、303万円の利益が出ますので 
翌年は910万円の投資が可能になります。 

7年目は、910万円の元手で 
5倍のレバレッジで 
4550万円の投資が可能です。 

すると、450万円の利益がでますので 
この時点で、1350万円の元手になっています。 

----------------- 
7年で100万円が1000万円に 
なりました。 
----------------- 

ここでは税金などは計算していませんが 
むしろかなり低めに見積もっていますので 
実際には、もっとリターンが見込める年も 
ありますので、うまくすれば 
5,6年で1000万円は十分に狙えます。 

8年目は、6750万円運用して 
670万円の利益ですから、 

元手は2000万円を超えてきます。 

8年あれば、100万円から2000万円に 
元手が増えて、更に毎年1千万円の 
投資収入が見込めるようになるということです。 



----------------- 
1000万円の投資収入を目指すなら 
9年目でゴールに到達します。 
----------------- 

9年目は、1億円の運用で 
1000万円の利益ですから 
元手は3000万円になります。 

10年目は、1億5千万円の運用で 
1500万円の利益で、 
元手は4500万円です。 

11年目は、2億2500万円の運用で、 
2250万円の利益で、元手は6750万円に 
増えました。 

12年目は、3億1250万円の運用で 
3125万円の利益です。 

元手は7625万円に増えます。 

13年目は、3億8千125万円の運用で 
3812万円の利益です。 

元手は、1億1337万円ということで、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
13年目で資産1億円突破 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ということになります。 

100万円から始まった投資の旅も 
13年目には資産1億円を超え、 

年間5000万円以上の利益が 
見込めるようになってきます。 

もちろん、 

もっと増えるときもあれば、 
そこまで増えないときもあります。 



リーマンショックのような 
大暴落も13年の間には1度は 
あると考えた方が良いです。 

（大暴落回避の方法はあります。 
そこは安心してください。） 

大暴落はありつつも、 
だいたいこんな感じで 
資産は増えていきます。 

実際はもう少し複雑ですが 
だいぶざっくりと説明すると 
こんな感じです。 

こういう話を聞くと、 

レバレッジ最高と思うかもしれません。 

最高なのです。 

しかし、繰り返しになりますが 
レバレッジは、使い方を間違えると 
確実に資産ゼロになります。 

そして、5倍のレバレッジというのは 
かなりかなり大きい金額です。 

初心者には危ないです。 

きちんと学んでいない人に 
やるべきかと聞かれたら 
やめておけ、と即答するレベルです。 

本当にしっかり学び、経験をしないと 
できない世界です。 

実際、、 

多くの人が、FXや仮想通貨で 
レバレッジを使って 
資金ゼロ、もしくは、破産をしています。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
FXや仮想通貨はやるべきではない理由 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

仮想通貨ですが、 
値動きが激しすぎるのです。 

激しすぎる値動きの場合は 
レバレッジを使うと 
リスクが高すぎるのです。 

なので、実質、仮想通貨で 
レバレッジは不可能です。 

ある程度、株や債権のように安定しているから 
レバレッジをかけて大きな金額を動かしても 
元本を割らないのです。 

このあたりは、経験がないと 
意味がわからないかもしれませんが、 

例えば100万円で、レバ5倍で500万円分運用する場合 
開始した次の日にマイナスが20％になったら、 
100万円の元本がなくなるのでゲーム終了です。 

これは、株の世界ではまずありえません。 

しかし、仮想通貨の世界ではありえます。 

10％～20％の値動きが 
頻繁にあるような仮想通貨では 
レバレッジ5倍は一瞬で終了するので 
不可能ということです。 

株で20％下落というのは 
10年に1度かあっても2度なので 
頻繁ではありません。 

世界で一番投資される銘柄のS&P500だと 
リーマンショックは50％以上の下落ですが 
コロナショックは20％未満です。 



仮想通貨だとこうはいきません。 

10％、20％の変動はしょっちゅうです。 

なので、仮想通貨ではレバレッジを 
使えないのです。 

この意味が分かりますでしょうか？ 

株だと月単位で10％の下落も 
年1回あるかどうかです。 

更に、持つ銘柄の組み合わせで 
リーマン・ショック級でも 
落ち幅を20％以内にすることが 
余裕でできます。 

なので、レバレッジ10倍でも 
うまく管理をすれば 
できない数字ではありません。 

詳しくは話しませんが 
やり方はあります。 

繰り返しますが値動きが激しい 
仮想通貨でレバレッジを使うことは 
ほぼ不可能ということになります。 

仮想通貨でレバレッジをしている人も 
たくさんいますが、私からすると 
完全に頭がおかしい人です。 

危なすぎます。 

まだで生まれてからまもなく 
わずか数年分しかデータもないのが 
仮想通貨の世界です。 

予測も不可能です。 

つまり人生の基盤をつくる投資ではなく 
博打でしかないのです。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
それでも仮想通貨をやるなら 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

仮想通貨をやるならレバレッジを 
使わない現金投資になります。 

今説明してきた通りです。 

そうなると、限られた元手で 
勝負するしかなくなります。 

そうなると、何百倍に跳ね上がる 
コインに賭けるしかありません。 

結果、全く価値が分からない、草コイン、 
もしくはクソコインにかけることになります。 

ある程度、お金に余裕がある人が 
応援の気持ちや、遊び半分でやるなら 
かろうじて理解できます。 

（普通に固く投資した方が絶対良いと思いますが。。） 

しかし、元手がない人が 
お金を突っ込むには、 

次のアップル株を探すよりも難しく 
当たる確率が低すぎると思うのです。 

また、仮に大化けした宝くじコインを 
引いたとしても、一瞬で暴落するリスクが 
高すぎて、精神的なストレスで心が壊れる 
可能性が高いです。 

クソコインも当たる確率は、 
まあまああるので一瞬は100万円が 
億を超える経験をする人もたまにはいます。 

しかし、その後に来る不安はどうでしょうか？ 

100分の1になったりするのですよ。 



いいのでしょうか？ 

それで。 

既に莫大な資産を持っている人や 
起業家の人などで、自分で収入を稼げる人なら 
まだ、どうなっても生きていけるので良いのです。 

サラリーマン場合、激しい値動きに 
メンタルがやられて、まともに生活ができなく 
なっている人をよく見かけます。 

ここまで読んでもらうと分かりますが 
どう考えてもこれは、投資ではなく 
ただの博打です。 

そんなものに将来をかけていいわけが 
ないのです。 

FXはかなりしっかりと勉強をすれば 
多少のレバレッジなら対応できますが、 

ゼロサムゲームで勝ったときは 
逆側に損をしている人がいるので 
長期的に精神的によくありません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
クソコインではない、ある程度しっかりした 
仮想通貨ならいいのではないか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

という意見もあると思います。 

しかし、ビットコインやイーサリアムでも 
動きが激しすぎます。 

1日で、3％～4％は当たり前に動いています。 

その状態だと、やはりレバレッジは 
使えません。 

そうなると、お金をかなりもっている人なら 
とにかく、そこまでない人には既に旨味が 



ありません。 

仮にめちゃくちゃ運良く 
メジャーコインが3倍になったとしても、 
レバレッジなしで、 
手持ちの現金で3倍です。 

こんなにリスクしかないのに 
たったそれだけのリターンしかないのです。 

激しい値動きで、精神を削って 
眠れなくなり、ハゲて、下痢をしながら 
それだけのリターンです。 

一方、株や債権をしっかりレバレッジを 
かけて購入すれば、 

この1年であれば、1千万円が元手で 
5倍～7倍ぐらいレバレッジをかけて 
運用して、3千万円の資産に 
普通になっているのです。 

コロナ直後から開始した知り合いは 
1千万円が6千万円に既になっています。 

仮に同じ3倍なら、確実で安全な 
株のほうが圧倒的に良いです。 

仮想通貨に1億円を入れている 
お金持ちは、株でレバレッジをかけて 
5億円を運用した方が良くないですか？ 

先程の100万円が1億円になる13年間を 
見てもらえたら分かりますが、 

1億円を13年間で100億円に固くした方が 
良いと思います。 

「13年後の未来は分からないし株式市場が 
崩壊している可能性もあるじゃないか！」 

という人がたまにいるのですが 



「いやいや、それを言うなら仮想通貨が 
崩壊している可能性の方が遥かに高いと 
思うのですが、、」 

です。 

なので、私からすると、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
わざわざリスキーな仮想通貨投資で 
お金を増やそうとする意味が分かりません。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

50年以上の過去データから分析できて 
予測がしっかりできる株式市場があるのに 

なぜ、わざわざ危ない橋を渡って 
一か八かでお金を増やそうとするのか 
わからないのです。 

人それぞれなので、別に良いのですが 
分かってやっている気がしないのです。 

そんなリスクをとるよりも、 
普通に安全な投資先で 
資産を増やした方が 
全然良くないですか？ 

冷静に考えると、そういうことに 
なるはずです。 

それが、考えられないとしたら 
きちんと比較をできていないからです。 

つまり金融リテラシーが低いから 
そうなっているとしか思えません。 

（繰り返しになりますが 
10倍のレバレッジはやりすぎの域です。 
そこだけは、理解してください。） 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
贅沢しなければ1億円は可能 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

このように1億円は金融リテラシーさえ 
あれば、不可能な世界ではないことが 
理解できたと思います。 

そして、 

そもそも1億円必要なの？ 

ということでもあるのです。 

1億円必要なのが、年間1千万円の投資収入が 
欲しいからという事であれば、 

そんなに元手はいらないことも 
理解できたと思います。 

さらに、 

引退していない限り、労働収入があると 
思うので、数年は投資での収入に手を 
付ける必要がないと思います。 

そうなると、 

贅沢をせずに、今と同じ暮らしを 
していれば、気づけば資産は増えています。 

・・・・・ 

ということで、 

資産が欲しいなら、勉強すれば可能です。 

それが、今まで一部の銀行や証券会社が 
独占していた金融の世界が、 
インターネットとパソコンによって 
全世界の普通の人々に開放された現代なのです。 

世界最先端のウォール街のファンドマネージャー 



と同じ事を沖縄の田舎からでもインターネットと 
パソコンや携帯があればできるのです。 

勉強だけでは足りません。 

勉強して、経験して、失敗もしながら 
少しずつマスターしていけば可能なのです。 

弁護士になるより、余程簡単です。 

小学生高学年の算数で理解できる話です。 

外資系コンサルや、GAFAに就職することは 
生まれ変わっても不可能な自信がありますが、 

金融リテラシー、投資の勉強は 
ほぼ、普通の人である程度のレベルには 
到達できます。 

今日の話は、日本人の1％も理解していない話ですが 
投資のレベル的には、小学1年生ぐらいの話です。 

それでも、十分に将来の資産構築の道が 
見えてきます。 

・・・・・ 

ということで、 

今日は普通の人が1億円の資産を 
つくるまでの道筋でした。 

いかがでしたでしょうか？ 

伊勢隆一郎 

追伸： 

塾長のセミナーですが 
昨日の朝の時点で1367名が 
ご参加くださることになりました。 



塾長は、投資の大学院卒レベルですが 
私のような幼稚園児にも分かり易く 
教えてくれて、 

しかも、その人のレベルに合わせて 
余計な事は教えないので、 

きちんと一歩一歩消化しながら 
ステップアップをすることができます。 

そんな先生いますか？ 

さすが、ご自身の子どもたちや、近所の子どもを 
ゴルフの世界チャンピオンに育て上げることは 
あります。 

教えるのが、めちゃくちゃうまいのです。 

ということで、 

話を聞く方は楽しみにしていてくださいね。 

私もとても楽しみです。 

一人でもきちんとした投資を 
理解してくれる人が増えたら良いなと 
思います。 

まだ、参加間に合います。 
https://k2pro.jp/2021laterhalf/thanks/main.html 

https://k2pro.jp/2021laterhalf/thanks/main.html

