


■何かを成そうとした時に最もパワーを使う瞬間

人が何かを成そうとした時…

例えば、

今の状態から抜け出したい。

昔からの夢を成し遂げたい。

こんな人生を送りたい。

その中で僕ら人間は

もがきます…迷います…恐れます…

そして学びます。

でもそこで最も大事で

最もパワーを使うのは？

あなたはなんだと思いますか？

.

.

.

お金を作る事ですか？

時間を作る事ですか？

技術を磨く事ですか？

僕が一番最もパワーを使う事だと考えるのは、

【決断】する事です。



この【決断】が出来てしまうと

その全てが吹っ切れて突っ走る事が出来ます。

今の自分の人生は結局

自分の【決断】した結果にしか過ぎません。

人間の一生の中で自分が望む理想や夢や志…

その選択をそれに対して幾つ【決断】出来るかだと思う。

事が成せる人間に必要な事は

【決断】する事だけなのかもしれない。

■今まで後悔した事はありますか？

「後悔した事はありますか？」

そう聞かれた時、

「あります。」と

答える人の数はほぼ１００％です。

ただその後で大きな分かれ道があるのを

どれだけの人間が理解しているだろうか？

今まで僕は一つの職場に、

例えば 10年くらい長く務めた経験はありません。

コレは世間一般から言わせれば…

地に足のついていないと言われる



場合が多いのではないでしょうか？

確かに、何も目的も無く

フラフラするのは良くない事だとは思います。

では逆に、

コレが何かを成すため、

達成する為に行う行為であれば

僕は問題無いと考えます。

実際に僕の場合は、

【サービス業】【営業】

【販売】【飲食業】

【インストラクター】等…

腐る程【体験】してきました。

ただ食いつなぐ、

食べて行く為などでは無く、

【勉強】してるという感覚です。

成せる術を知る

そのマインドで行動してきました。



なので、それが今の仕事や

コンサルに至っても【財産】になっています。

それは何故か？

知ってるだけより、

経験者に聞いた話より、

自分が経験した事だからです。

経験したからその気持ちが

誰よりも理解してあげられるんです。

確かに、昔は色々な職場に勤めてた頃は

後悔に感じてしまいそうな時もありました。

だけど、僕には夢がある。

【僕と関わる人全てを幸せにする】

そんな夢があります。

今その仕事が出来ている事が

本当に幸せと感じます。

確かにまだまだ完璧とは言いません！

だからこその成長【日進月歩】なんです。

夢は大きく明確に持ちましょう。

ビックアイディアはビックビジネスになります。

(誰かが言ってたような…(^_^;))



３年以内に 1000人以上の成功者(人生を構築出来る人)に変え

〇〇に温泉街を作って育った地域へ貢献する！

もうプランはガチガチに固めてあります。

まだ行動や決断への迷いや恐怖がある方は

ぜひ明確な目標…

【自分の人生の時間割】を決めて見てはいかがでしょうか？

■キッカケって何ですか？

以前、クライアントさんに

『菊田さんの起業のキッカケって何ですか？』

と聞かれました。

コレって僕自身も

人によく聞く内容なんですが、

大きく分けて【3つ】あります！

■其の一

僕が子供好きだからです(^^)

時間とお金を自身で

コントロール出来るのなら、

参観日…運動会などの地域行事や祭り事

そういったモノに参加しやすくなる事。



他にも旅行や子供の誕生にも

お祝いしてあげられる。

■其ノ二

勤めていた会社が急な倒産。

ビビる！あわってる！どうしようもない！

そんな現実を突きつけられた瞬間、

人任せだけではダメだと実感。

■其の参

身近な人を失って…

大切な人が環境に振り回され亡くなり

もうそんな人間を作りたくないと思った。

この【３つ】ですね。

最後の 3つ目はシェアしようか迷いましたが、

もう僕の周りでも数人亡くなっています。

その数だけ、悔しい思いをしました。

まだまだだ…まだまだだ…

そう思いながら日々進歩していきます！

あなたが今、志(こころざ)してる事を

始めたキッカケって何ですか？



■行動出来る人と出来ない人のたった一つの違い

何故自分は成功出来ないんだ…

何故行動出来ないんだ…

何故上手くいかないんだ…

そう考えた事はありませんか？

僕も昔はそんなふうに考えていました。

一回の挫折や失敗から出来ないとか

やり方がわからないから諦めるとか

もうどうしようもないと思うとか

正直、全てくだらない事です。

これをしたら世間的に恥ずかしいとか

こんな事いっても通らないだろうとか

そんな時間、お金、余裕がないとか、

全てが言い訳、「逃げの思考」

前に進まないのに勝ちも達成も存在しない。



恐らく、この事を聞いて

「わかってるけど…」

言ってしまう…

これも「逃げの思考」

分かっててやらないのは何故？

結局誰がやらなければならないのか？

そう、それは自分。

それ以外ない。

それを達成する為に

自分を行動させないといけないのなら

どうすればいいのか？

簡単な事。

細かすぎるくらいの目標を持つこと、

時期も時間も事も詳細も何もかも

細ければ細かいほどイイ。。

更に言うとデカイほどイイ。。



例えば、

焼肉を食べたいと思えば、

どこどこの焼肉屋に今日の夕方

8時に食べにいく。

どこどこで焼肉の食材買って

家で 7時半からバーベキューを始める。

これは全部未来の目標を明確にしてるからこそ

実行出来て達成出来る事だ。

細かくした目標に対して

あとは自分が一歩踏み出す【決断】さえ

あればいい。

僕はそう常に意識している。

皆さんはどうだろうか？

■変化、成長する時の真実

考え方が変われば行動が変わる。

行動が変われば人生が変わる。

何て事を口にする方は多いが、

実際にそれを理解だけでなく、



【実感】

している方はどれだけいるのだろうか？

事実、変化や成長をする際に起こる問題は

変化に合わせて考え方や視野が変わった時、

今まで気にもしてなかった事が

気になりだしたり、

違和感を感じたり、

不愉快に感じたりと様々である。

僕も変化の途中、今も尚成長中だが

変化の段階で今まで一緒にいた人の

言動や行動に違和感を覚えたりしてきた。

あなたもそう言った事はないだろうか？

例えば、

「お前変わったな…」とか

「それってありえない」とか

逆に、

話をしていたら無駄に感じて

イライラしてしまったりだとか、

今まで仲良かった人との会話の時間が

空虚に感じてしまったりだとか、



実際これは最初の段階で、

まだ自分自身のマインドも未熟すぎる時である。

ほとんどの人はここで変化を止める。

もしくは下がる。

ですが、もう少し進むと

自分の事をしっかりと【分解】…

つまり受けとめるようになってくる。

そうなると今までの違和感から開放される。

それは発散ではなく、しっかりとした

【解決】になる。

単純にまとめると…

価値観の差が出てきた時に起こるハプニングで

やっと自分変化を実感できる場面に出会う。

という事である。

または【無知の知】、

本当に自分が無知な事を知るタイミングという事。

もしこのタイミングで止まってると

感じたのでしたら、ぜひその先を体験できると思って

進み続けてはいかがでしょうか？

■紅葉～自然に学ぶ



あなたは紅葉を見て

感動を覚えるだろうか？

彼らは僕ら人間と違って

素晴らしいほど素直で

現実や現状に敏感に反応する。

季節【時代】の流れに逆らわず、

気温や空気や水【環境】に合わせ

変化【進化】するし、

更に住めなくなれば他に種をまく。

それに比べて僕ら人間は屁理屈が多い…

変化すればいいところで変化しようとしない、

その事に薄々気付いているのにやる事を変えない

気づいているのに変えようとしないから愚痴を言う

「なぜ？」っと聞くと

【時代】【環境】

勝手に創ってしまった

【常識】のせいにする。

確かに

素晴らしい景色を見て

感動する心の余裕は素晴らし(^^)



だが、

もっと気づくべきは

そこで何を得て学ぶかだと僕は思う。

僕は【常識】よりも、

【モラル】が大事だと思っている。

常識ってそもそも…

【その時々の時代の中のモラルから出来たモノ】

僕はそう考えるからだ…

だからこそ、

人は【感動】するのだと思う。

■成功へのステップと順序】

あなたは何か達成したい時に

何から始めていい？

とか

どうやったら？

とか

悩んだ事はありませんか？

単純な話、

成功する事や何かを達成する事って



一体何からすればいいのか

迷う方が多いんです。

これまで営業職やＢａｒの接客

コンサルのカウンセリングと

数え切れない方の相談を受けました。

よく言われるのが、

【健康】

↓

【マインド】

↓

【技能(ノウハウ)】

↓

【道具(ツール)】

この順番と言われています。

ハッキリ言えばその通りだが、

人に伝えるという面では

これだけでは足りないと感じる。

現状、この事を伝えても

出来る人間と出来ない人間が

まだいるからだ。。。

じゃあどうすればいいのか？

少し伝え方を変えて見ればこうなる。

【健康】に対しての行動

↓

【マインド】に対しての行動



↓

【技能(ノウハウ)】に対しての行動

↓

【道具(ツール)】に対しての行動

その一つ一つに対しての

【行動】が不可欠なのだ。

僕自身は一起業家、経営者として

出来が悪い方なのかもしれない。

だけど、

【僕と関わる人全てを幸せにする】

そんな成したい事が明確な僕には

その本質を追求する義務がある。

誰かに決められた訳でも無く

それは自分が決めた事だから。

あなたも〇〇に対しての行動を

意識してみてはいががでしょうか？

■ビジネスマンと詐欺師の違い

よく商品やサービスを受ける際、

「あれは詐欺だ」

「騙された…」

とか色々な事件があります。

あなたは「詐欺ってなんなのだろう？」っと



本質を考えた事はあるだろうか？

僕も裏切られたり、

お金を騙し取られたりした経験は

たくさんある。

ただその事態に陥った時、

「詐欺だ！」とか

「騙された！」とか

言うのだが…

じゃあ 100円の商品を仕入れて

160円で販売しているお店を

「詐欺だ！」とか

「騙された！」とか

言うだろか？

恐らく大半の方は言わない。

じゃあ何故言わないのか？

この話をすると色んな方から…

お店だから？

そういうものだから？

そういうビジネスだから？

満足してるから？

様々な意見が飛び交います。

ですが

僕はこう考えます…



【その関係が続いている事】

例えば、

売ったら終わり、

申し込んだら終わり、

何かあったても知らぬ存ぜぬ

売る前はあれだけ必死にやったのに

売った後に逃げる。

食品を買ってから

その食品が少し腐ってたのに

交換してもらえない。

イコール関係が続いていない。。。

■結論

ビジネスはもちろん、

人間関係も同じく。

価値と価値の交換ではなく

価値と価値の繋がりだと僕は思う。

サービスを行う方も

サービスを受ける方も

しっかりと本質を理解していけば

誤解している事や良質なモノの

見極めが出来るのではないでしょうか？



■もうそろそろ言い訳するのやめませんか？

あなたはネットで稼げてる方ですか？

あなたは今後ネットを使ったビジネスを

したいと思っていますか？

やっているけど成果が出なくて悩んだりしてませんか？

もう稼いでるのであれば見なくても結構ですが、

もし思った以上に成果が出ていないのであれば

ぜひ見ていってください。

同じ事してるはずなのに成果出ない…

やりたいと思っても一歩が進まない…

今だに稼げていない…

昔は僕もそんな感じでした。

もしそれを解決したいのなら

思い切ってここに踏み込んでみてはいかがでしょう？

稼いでる人から直接教わり稼げるようにする事！

単純にそれだけです。

ですが、

稼げていない方、成果が出ない方に多いのが

踏み出せていない方がほとんどのようにみえます。



・稼ぎたいけど教材や塾（教えてもらう事）に

お金をかけにくい…

・やる為の時間が無い…

・昔にツールを勝手みたが使っていない。

（使いこなせていない）

そう言った内容がほとんどです。

『もうそろそろ言い訳するのやめませんか？』

■お金がないから出来ない

お金をかけて教えてもらい、

『そこから稼げなかったらどうしよう…』とか

考えてる時点で一生稼げません！

10万でも 30万でも 100万でも払えばいいんです。

大事なのはそれ以上に稼ぐと決断する事です！

例えば、食べ放題に行って

払った代金以上に食ってやる！！と思う事とに似ています！

決断して傷つかないと人間はやりません。

昔僕がノウハウを教えた方で

無料で教えてしまった方は成果を出せてません。

■時間がない

誰だって時間は 24時間です。

誰だってやることはあります。

誰だって最初から時間に余裕はありません。

ですが、

誰だって時間は作れます。

誰だってやれば出来ます。



誰だって最初はゼロからです。

『時間がない？…なら作ればいい』

■ツール（道具）を買っても使ってない

道具は利用してこそ道具です。

稼げない方に多いのが、考え方【マインドセット】が

しっかり出来ない方が多い。

例えば、目的地に向かう為に

外灯もない夜道を歩いていては迷います。

だから懐中電灯を使って歩きます。

距離があるなら車を使います。

コレが道具（ツール）を使うという事です。

こう言った考え方をあなた自身で考える事が出来ますか？

もしこのマインドセットが出来ていないのであれば

まずマインドから付けるべきです。

順番で言うなら…

▼マインドセット

▼ノウハウ

▼ツール

です。

是非この順番で挑んでみてください。

僕の Webセミナーでもマインドから作り

その後、ノウハウを教えています。



マインドセットが出来ないとノウハウを教えても

やらない…続けない…利用しない

このような事が起こります。

稼げる方法教わって稼げないのは

教わっただけで終わらせてる人だけです。

だからマインドセットは大事なのです。

僕自身が昔そうだったからこそ

自信を持って言えます。

もしあなたがマインドセットから

稼ぐところまで最短で行きたいのであればこちら

■ゼロからネットビジネスで起業し、

参入たったの一ヶ月で 100 万円以上を稼ぎ!!

時間とお金を量産し続けてる秘密！

⇒ http://zerokigyou.jimdo.com/

http://zerokigyou.jimdo.com/
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高知県幡多郡という三原村という

田舎で祖父も親も自営を営む商売家系の家柄に生まれる。

自営を営む家の生まれの為、商売を肌で感じ、

人のつながりに大きな力を感じ成長していく。

■幼少期

三人兄弟の末っ子で姉が二人、

女兄弟の中で育った為なのか、

話す事が苦手で小学校一年の頃

イジメを体験する。

しかし、話す事がヘタな私が話す事を

何を言わず聞いてくれた親のお陰で

話すのが苦手な事が解決しイジメ解決する。

■中学時代

中学生になりソフトテニスやミニ四駆にハマる。

その他にも格闘技…特にブルース・リーの

ジークンドーにハマって近くの神社で筋トレや

組手に励み、ミニ四駆の大会では優勝する程だったが

学校の勉強はサッパリだった。

■高校時代

高校時代には、学校の勉強嫌いがたたって

ギリギリ入れそうな高校へギリギリ入学。

そこでは工業高校で自動車科に入学し



タバコや暴力事件で停学を数回体験。

その頃ハマっていたのは

バイクと音楽で、単車の改造や

音楽制作に没頭。

その制作費やバイクの改造費を

学校内でタバコの販売や

解体屋の使わないパーツを

仕入れて販売して高校生ながら

月収 10 万円稼ぐ。

その後、音楽制作の勉強をする為

卒業式終了と同時に大阪へ向かう。

■専門学校時代

他の生徒が一ヶ月かけて制作する作品を

一週間で仕上げる程入学から勉強に熱心に励む。

しかし、興味がある事は貪欲に学びたい性格から

周りのスピードに合わせる授業に嫌気がさしてくる。

次第に学校には行かず、自身でライブハウスを周り

作曲や編曲の依頼を受けてフリーでの仕事と

バイトでの生活へ移行していく。

その頃、年に一度か二度

地元高知に帰る機会に昔の旧友達と集う。

その際、今後の人生についての不満や

現状の不安を聞き危機感を覚える。

そして自分自身も仲間も

迷惑かけたりお世話になった人や

地域に貢献出来るような人間になろうと誓う。

■社会人



成したい事と成りたい人間になる為

あらゆる職業を経験する事を選ぶ。

【サービス業】【営業】

【販売】【飲食業】

【インストラクター】等…

色々な仕事や人間と触れ合い多くの失敗をしながらも

一つ一つの職種で自分が納得の行く

業績を上げるまで奮起し成長していく。

20 代中盤に店の借金 300 万の赤字店舗の

ＢＡＲの店長を任されるが

わずか３ヶ月でこれを復活させる。

コレがキッカケで実績と自信をつくるが、

過労や骨折などで管理店舗の業績が悪化。。

回復した後に管理店舗を回復させるが、

個人のプレイヤーとしての限界を感じていた頃

それまでの実績を買われコンサルを依頼を受け

店舗利益を引き上げる事に貢献！

後にコネクションを通して実績を上げ

そのノウハウ実績を活かし自身で起業

■起業

独立、起業、育成をメインとした

グループ【EXECUTIVE GROUP Ariose】

を立ち上げる。

主にグループ全員が経営者であり

店舗開業の支援やコンサルティングを

グループで行い、更に経営者を育成にも取り組む。

しかし事業が拡大する中、



育成と規模のバランスが取れず

多額の負債を抱えてしまう。

やむなく規模を縮小して

打開策を探す事に没頭。。

その中でネットビジネスに出会い

どん底からの復帰を掛け後に

メンターとなる方からマインドと

技術を学ぶ。。

そして参入一ヶ月目には月収 100 万円以上を達成し、

更にレバレッチを効かせ起死回生に成功し復活。

現在のビジネスモデルを構築し

今も尚、時間とお金を量産し続け

高知出身の維新起業家として

店舗開業・集客コンサル・コンテンツ販売

インターネット広告代理業や、

自身で人生を構築出来る人

【成功者】の起業塾の

運営など幅広く活動している。

【好きな事・趣味】

■語り合う事 ■ガンダム全般 ■水曜どうでしょう

■三国志 ■知らない事探索■自己啓発

■カラオケ ■仮面ライダー ■映画鑑賞


