
はじめまして、維新起業家の菊⽥です。

【投資】についてお話していきたいと思います。

よく巷で投資という⾔葉をよく聞きますが、

世間⼀般の投資のとらえ⽅というのは、

お⾦にまつわる事



というイメージだと思います。

ただここで稼ぐ⼈間と稼げない⼈間の

決定的な違いが⽣まれているのをほとんどの⽅が知りません。

この世の中の社会のシステムを本質から

分解していくと、たった三つの事から成り⽴っています。

「たった三つって少なすぎでしょ︖」

そう思われたかもしれませんが、

実際にこの三つの事から考えていくと

全てがシンプルで単純に⾒えていきます。

さぁこれから僕がお話するのは

ビジネスを基本にとても分かりやすく説明していくので

しっかりと読んでいってくださいね。



あなたや僕が⽣きる世界というもので

所有出来るものというのはこの三つです。

【時間】【⼈】【お⾦】

たったこの三つです。

では【時間】ついて…

【時間】というものは、そもそも

あなたの時間の事です。

それは僕らの周りで近くにあって

当たり前すぎて気づかないんですが、

これは、

【命】



そのものです。

あなたの時間、

あなただけの時間、

あなただけが選択できるあなたの時間…

イコール

あなたの命

あなただけの命、

あなただけが選択できるあなたの命…

という事です。

つまりあなたはあなたの命を消費する事で

今を⽣きている訳です。

時間は命なのです。だからこそ

時間を⼤切にする事ほど、命を⼤切にする事と



まったく同じ事だという事です。

ただ多くの⼈がこれを無駄に使い

安く売り渡し、残りの時間を初めて実感した時、

慌てたり…

怖くなったり…

混乱したり…

最悪、⾃分から命を落とす⼈もいます…

昔、僕の友⼈で、それで命を落とした⼈がいます。

僕はそんな⼈を⼀⼈でも多く救いたい︕

僕とかかわる⼈は全員幸せになってもらいたい︕

そんな思いでこの話をしています︕

なのでしっかりと読んで理解していってください。

あなたの時間は【命】です。



これは決して増えたりしないモノですから

⼤切に使っていくようにしてくださいね。

では、次に【⼈】です。

この【⼈】というのは、【信頼】を意味します。

信頼とはあなたへの信頼。

あなたとのつながり。

あなたの仲間の事。

僕は昔から「⼈は⼒です」

そう⾔ってきました。

⼗代の頃は、単純に仲間が⼤事という事で

使っていただけなのですが…



ナゼ︖って聞かれれば、当時は明確な意味は出ませんでした。

ですが、今なら明確な意味をお話出来ます。

たとえば、

ある 20 代前半の若者が起業しようとしました。

勢いで起業したのはいいが運営資⾦に余裕が全くなく

マーケティングの「マの字」も知らず、

借⾦も増えていき…そのうち追い詰められ…

「⽣きていけない…死ぬしかないかも…」

そう悩んでいると…

彼にはそれまでに仲良くしていた友⼈や

前の仕事やお客さんとして可愛がってくれた⽅たちに、



顧客の紹介も資⾦調達も助けてくれて

全てが解決に向かい。

そこからその起業した若者は、

借⾦も完全返済︕

そして⾃分の⾜らなさを

死をイメージ出来るほど感じた若者は

本当に死ぬほど勉強する事を決意しました。

それが今の僕です。

ただここで⽣きていて、あなたに

⼤切な事をお伝え出来ているのは

全て⾃分以外の他の⼈のおかげです。

それは⼈であり信頼であり繋がりです。



これは最⾼の資産です。

⼈がいれば、知識も⼒も⼼のゆとりも

お⾦も、正直⾔ってどうにでもなります︕

僕はビジネスをする以上、

【信頼】をとことん⼤事にします。

たとえば、あなたが僕からなんらかの商品を

買ったとします。

その時から僕は決してあなたから逃げも隠れもしませんし、

全⼒で対応いたします。

よく、商品だけ売って終わりって⽅いませんか︖

僕はそれって詐欺だと思う訳です。



詐欺師とビジネスマンの違いというのは、

売った後に死ぬまで付き合えるかどうかです。

少なくとも僕はその信念でビジネスをしています。

だからこそ、当時のまったく経営に関して無知な僕が

今は 500 ⼈以上をコンサルし、事業者グループの代表として

幅広く活動して、現在は時間もお⾦も

コントロール出来るようになっているのは

この【信頼】を⼤切にしていたからです。

それはネットの世界でも同じ事です。

ネットの向こうにはあなたやほかの【⼈】が

確実に存在しています。



その本質を理解すればリアルであろうが

ネットであろうが同じ事です。

とても⼤切な事なのでしっかり胸にいれてくださいね。

■【お⾦】について

【お⾦】の話っと⾔いたいのですが、

【究極の成功思考〜その１】の

話をしっかり読んだあなたなら

もう理解できてますよね︖

お⾦というものはイコール【資本】

http://www.ariose.jp/2014/01/13/究極の成功思考-その１/


あなたの命を使って出来た信頼から⽣まれる

⼈、お⾦、⼒、知識、他にも…

資産【会社、店舗、地位、知名度…】

そもそも皆さんが欲しがる

【お⾦】っていう存在はこの本質の理解と

それを実⾏するためのマインドセット出来れば

あとはノウハウという技術や術(すべ)を

実⾏すれば、誰でも量産することは可能です。

ただノウハウを⾝につけても稼げない⽅が多いのは

その本質の理解とマインドセットが出来てないからなのです。



あなたはとても重要な事をしている…

その⾔葉の意味が分ってきましたか︖

あなたはこの⼆⽇で、そのマインドセット

そして世の中の本質を理解して、

今あなたはその知識に【時間】つまり【命】を

しっかりと【投資】して、【⾏動】出来ているという事です。

では【投資】について

話をしていきたいと思います。



あなたは今、重⼤な【投資】をしています。

それはあなたが今、

命という時間を知識に【投資】をしているという事です。

あなたは無料でこのブログを読んでくれているので、

確かに⾦銭的な【投資】は⽀払ってはいません。

ですが理解して欲しいのが、

あなたは今、命を【投資】しているという事です。

なので、僕はその対価としてそれに⾒合った価値を



あなたに提供しなければならない責任があります。

動画のコンテンツにしても、この⽂章にしてもです。

そして何をする上でも結果が出る⼈と

出ない⼈との違いというのはこの事をしっかりと

理解しているどうかがキモになっていきます。

たとえば、あなたが⾃転⾞に乗りたいと思った時に

すぐに乗れませんでしたよね︖

ですがそれが出来るようになっているのは、

あなたがしっかりと【時間】と【労⼒】を



【投 資】した事で乗れるようになったんです。

他にも資格を取ったりだとか、

⾔葉をしゃべれるだとか、

今の仕事の業務を覚えているとか、

得意なスポーツがあるとか、

アニメには詳しいとか、

釣りに詳しいとか、

ガンダムに詳しいとか(コレ僕です(笑))

そういった⾝についている事っていうのは

全てあなたが他の⼈以上に【時間】と【労⼒】を

使ってきた証です。



結論、誰もが⼈以上にやれば、

⼈以上になれるという事です。

そこで僕からあなたに⼤事な⾔葉をおくります。

この⾔葉は僕が常に意識している事であり、

これを意識出来るか出来ないかで、

後々の結果が⼤きく変わります。

その⾔葉とは、【凡事徹底】です。



この意味は、

誰もが出来る事を誰もがやらないレベルまでする事です。

例えば、ブログを書いたりする事って

誰でも書く事は出来ます。

ただし、三ヶ⽉は毎⽇書き続けて

更新してください。

と⾔われるとさぁ、どれくらいの⼈が出来ると思いますか︖

これは 100 ⼈中 5⼈にも満たないです。

誰でも出来る事を誰もがやらない事を

愚直(ぐちょく)にやれるか、やれないかが



決定的な違いです。

100 ⼈にテレアポをしてアポが取れなかったなら

200 ⼈にテレアポをすればいいんです。

ただここで多くの⼈は辞めてしまいます。

昔、僕が営業の仕事をしていた時に初めはテレアポからでした。

その時、他のみんなは途中で諦めたり

他のリストにアポイントしたりをしていました。

その時、僕は愚直にアポをしまくってました。



確かに僕がアポをしていたリストは全てが⼤⼿企業で

なかなか直接アポが取れるようなところではないのですが、

他の⼈がやらないレベルで数をこなしてました。

そこから⼀ヶ⽉でやり続けて取れたアポは⼀件。

他の同僚達は 20 件や 40件など数百万、数⼗万のアポを

決めていましたが、僕は⼀件。

ですが、その⼀件は数⼗億のアポです。

他の⼈が諦めてまうところをただ愚直にしただけです。



それがたった⼀件でも他の⼈の年間売上の

10⼈分をたったの⼀ヶ⽉で達成したわけです。

コレが凡事徹底の凄さです︕

ただし、ここでマインドセットのお話になるのですが、

この凡事徹底させるにも⼤事な要素が必要不可⽋です。

それは、

■【明確な⽬標】を持つ事です。

では今回は【明確な⽬標】です。

それはハッキリとイメージが出来るほどの



明確さが必要であること、

お⾦を稼ぎたいと思っているのなら

「お⾦稼ぎたいなぁ〜」とか

「稼げたらいいなぁ〜」とか

「稼げるようになる︕」とか

それでは達成はできませんし、僕から⾔わせれば

⽬標とも⾔えません。

【明確な⽬標】というのは、たとえば

僕がネットビジネスで稼ぎたいと思って始めた頃というのが



⾃分で経営していた店舗や会社は順調だった時に

ある友⼈からあるの会社を任せれてから急激な

借⾦まみれになった訳です。

その時の借⾦が 1800 万円で、なんだかんだで

2000 万近くあった訳です。

⾃分が経営してる資産からお⾦をながしても

⽉々の精算が間に合わないくらいになっていました。

その当時は

有り得ない程のストレスでうつ病になっていたくらいです。

そこで僕は⾃分のメンターからしっかりとマインドセットや



ネットビジネスに対してのノウハウを更に借⾦をしてその知識に

【投 資】して学びました。

その当時、僕が⽴てた【明確な⽬標】が…

「三ヶ⽉までに会社ではなく個⼈で、

ネットビジネスで、⽉収１００万を達成する︕」

この⽬標です。

実際、三ヶ⽉もたてば、⽣きていけなくなるほどの

状況だったので、期間をハッキリきめました。



三ヶ⽉移⾏は⽣活出来ないので⽣きれない

イコール「死」だったからです。

ただコレがいい経験でして、

明確な⽬標の⼤事さを知れた訳です。

それから⼀ヶ⽉で１００万以上をすぐに達成し、

そのノウハウとマインドが出来上がると、

⾃⾝のビジネスにもネットを使ってレバレッジを効かせて

⽉に最⾼２８００万円を稼ぎました。

それで借⾦もチャラになり、

⾃⾝の会社や店舗はスタッフや夢を持った若い⽅へ譲渡し、



都会から⽥舎へ移動し、ネットで⽉に数百万を稼ぎ

ネットビジネスならではの特徴でもある、

⾃動収益化やレバレッジにより、

普段の作業は、２時間程度になっています。

もちろんお⾦も時間も⾃由です。

あなたがこれから【資産】を構築していくうえで

求める場所というのは、⾃分がやるたい事の為の

時間とお⾦の余裕を作る事がメインだと思います。

あなたが今決めておくべき事は



【明確な⽬標】と【凡事徹底】です。

更に次回は、

【インプットとアウトプット】の話をしていきますね。

このインプットとアウトプットは

どう⾔う意味なのか︖

これっていうのが、たとえば

僕ら⼈間がパソコンだとすると、

産まれた時は何もデータが⼊っていない

ただの箱と同じ状態です。



ここから⾊々なもの…

親の声や⾔葉を聴いたり、

⾊々な景⾊を⾒たり、

モノを触って⾒たりして

そんな様々な経験が…

どんどんデータがインプットされていき

今のあなたを構成しているのです。

つまり、

僕が話しているインプットとアウトプットとは、

新しい事を覚えてそれを実⾏出来るまでの事を⾔います。

なので次回は、



・インプットとアウトプットの成⻑率

・最速最短で成果が出る⽅法

其の⼀

インプットとアウトプットの成⻑率

其の⼆

最速最短で成果が出る⽅法

これを理解する事によって

あなたの⽬的までの最短最速で成果が出るようになります。

ということは、ビジネスにおいて

収益が出る為には⼤事なマインドセットですので

しっかり読んでくださいね。



では其の⼀

インプットとアウトプットの成⻑率

コレっていうのが、単純に成⻑過程の事です。

僕はそれを５つの段階に分けて考えます。

知っている

理解している

やったことがある

やっている

教える

この５段階です。

この１から 5までの間で⽉収にしたら、

１００倍以上の差が⽣まれます。



いいですか、１００倍以上です︕︕

これは【菊⽥塾】の塾⽣の⽅は理解しています。

「何それ︖」って気になる⽅は

ぜひ僕の無料のメルマガから⾒ていってくださいね。

ですが、もし⾃分で稼ぐ気がないのなら

僕のメルマガに登録しないでください。

僕はやる気も⽬標もないのに

時間という【命】を無駄にさせたくないので(^^︔



ただし︕︕

本気で稼ぎたい︕稼ぐんだ︕変わるんだ︕

そう思う⽅は

ぜひ続きを読んでくださいね。

其ノ⼆

最速最短で成果が出る⽅法

これについては、とても簡単です。

インプットしたら、すぐにアウトプットする事。

たとえばどういう事なのか︖

今あなたが教わった事を誰かに話をしたり

明確な⽬標を決めてください。っと⾔われた時に



すぐに明確な⽬標を決めたりする事です。

たとえば、

僕のメルマガの動画コンテンツの感想を書いてみる。

こう⾔った事は全てアウトプットです。

知識を得たらすぐ⾏動︕

理解したらやってみる︕

やったら教えてみる︕

世界でも有名な頭のいい⼈種、

ユダヤ⼈がやっている勉強法です。



ユダヤ⼈とは、軍事⼒も⼈⼝も少ない⼈種です

しかし、

世界の財政をコントロール出来る⼒をもっているのは何故か︖

それは、【知識】への【投資】に

この部族は⻑けているからです。

【知識】に【投資】する事により

彼らは世界に何を作り出したのか︖

それは



銀⾏とういうバンクシステムです。

銀⾏をいうシステムを作った彼らは

全ての⾦融財政をコントロールする事が出来るのです。

それほど、勉強法に⻑けた部族なのです。

このすぐにインプットする習慣を⾝につけると

どうなるのか︖

僕は元々、

学校の成績もほぼ⾚点という落第⽣だったのですが、

この習慣をつける事で何回も落ちそうな資格試験にも、



新しく覚えないといけない物事でも

すぐに⾝につくようになりました。

例えばこれは、有名⼤学なのに

合格する学⽣の勉強習慣にも影響します。

有名⼤学にいく⼦供のほとんどが

リビングで勉強するわけです。

これを聞いたあなたは、

「リビングじゃ集中出来ないんじゃないの︖」

そう思われたと思います。



しかし︕

これが全く逆で、リビングというのは

⼈通りや⼈が集まる空間です。

そこで勉強や宿題をすると、

家族の誰かが、「今⽇は何の勉強してきたの︖」

っと聞きます。

それによって先ほどお伝えした、

５の教える というインプットを⾏う訳です。

⼈に教える事によって完全に

その知識は知恵に変わっていくんです。



これを「ユダヤ式勉強法」といいます。

そして今⽇はもう⼀つあなたに

教えとかなければならない事があります︕

これは成功する⽅が全員といっていいほど、

持っている成功への最強の思考法です。

決して年収 500 万未満の⽅達の中にいると

⼀⽣⾝につく事のない考え⽅です。

という事はこの考え⽅を⾝につければ



あなたの思考そのものが変わり、

⾏動がかわって⾏きます。

僕もこの考え⽅になってからすべてが

変わったと⾔っても過⾔ではありません︕

その最強で最⾼の成功思考とは…

【上⼿くいったら他⼈おかげ、

上⼿くいかなかったら⾃分のせい】

これです︕

⼈間はそもそも、防衛本能というものがありますし、



それはどの⼈でも最初から持っている事です。

だからこそ、この考え⽅を持ってない⽅の多くは

【愚痴(グチ)】を⾔います。

愚痴とは、⾃分の周りの出来事を

全て他⼈のせいにして、⾃分を守る⾏為です。

ただこの他⼈のせいにしている間は厄介で、

何か都合の悪い事や、失敗した時、

たとえば、⼈⾝事故などで電⾞が遅れて

会社に遅刻した時、

おそらく多くの⽅が、



「電⾞が⼈⾝事故で遅刻してしまいました。」

と⾔うでしょう。

これは完全に⾃分ではなく、事故を起こした他⼈、

または電⾞のせいにしてしまっています。

ではこれがビジネスやあなたがこれから

何かを成したいと思った時はどうでしょう︖

たとえば

お店を開店したけど、お客さんが来ないのは

場所が悪いからだ。。

⼈⼝が少ないからだ。。

⾬が降ってるからだ。。



他にもお客さんからクレームが来た、

嫌な客だな。。

そのお客が店の良さがわからないだけだ。。

こんなふうに完全に【思考が停⽌】してしまいます。

ただココで他⼈のせいではなく、

全て⾃分のせいにする事とどうなるか︖

場所がお客さんにわかりにくいから、

案内や送迎、またはHPや広告を出そう︕



⼈⼝が少ないなら、⼈が集まるい市場に

商品を出店しよう︕

⾬が降ったらその⽇は特別に

⾬の⽇キャンペーンを開こう︕

クレームが⼊ったら、なぜクレームになってしまうのか︖

お客さんに聞いてみよう︕

聞いたらそこを改善していこう︕

そう考える訳です。

他にもネットビジネスを始めて

アクセスが集まらなかった時や



登録が上⼿く出来なかった時なんかも

「私には向いてないんだな…」

っとツールのせいにするのではなく、

どこが上⼿くいかなかったんだろう︖

もう⼀度、説明も読んでやってみよう︕

何か⾃分が間違っているに違いない︕

そうするとインプットとアウトプットを繰り返して

思考を⽌める事なく、成果が出るまで【⾏動】し、

完全にあなたのモノになります。



なのでコレは常に意識するようにしてください。

この成功思考というものは…

聞いたから出来るものではなく、

常に意識するアウトプットが⼤切だからです。

この思考が習慣になり、無意識な状態…

つまり⾝に付いた状態になるとあなたは確実に

成功を【⾃由】を⼿に⼊れる事が出来ます。

最後まで読んで頂きありがとうございました。



僕のメルマガでは、

ビジネスに関してもインターネットの初⼼者でも

稼げる⼈のマインドセットからビジネスの本質

そしてネット初⼼者でもまずは 10 万円稼ぎ、

そこから

100 万円を稼ぐ⽅法︕

読者参加型のセミナー式動画コンテンツ︕

更に僕が⽉収 2800 万円稼いだすべてを案内しております︕

無料で登録出来ます是⾮参加してみてくださいね(^^)

メルマガ【ゼロからビジネスを成功させる⽅法】

http://ishinkigyouka.chips.jp/sklp/

著者紹介

EXECUTIVE GROUP Ariose

http://ishinkigyouka.chips.jp/sklp/


代表︓菊⽥慎也

18歳までは⾼知の三原村という農村で育ち

学校の勉強は⾚点番⻑と⾔えるくらい「ダメ学⽣」

そこから⾳楽の専⾨学校での勉強に⼤阪へ上京。

半年通うが周りのペースに合わせるのが嫌いで中退し

あらゆる仕事を経験していこうと多種多様の職種を経験する。

25歳の頃 BAR を開業し

２年半で飲⾷店系列の１１店舗のグループ化に成功。

その後、外部からの経営依頼を受けた時

依頼を受けた会社の多額の借⾦を負う。

当時はうつ病にもなりながらも何か打開策はないかと



模索に苦しんでいる時に「この究極の成功思考」を学ぶ

更にそこからインターネットビジネスと出会い

借⾦をしてまで数百万の⾃⼰投資を⾏い実践。

ネット業界参⼊初⽉に⽉収 100 万円を達成し、

更に半年後には⽉収 2800 万円を達成する。

⼤阪にあったグループ店舗を育成したスタッフ達に譲渡し

現在は⽣まれ故郷の⾼知県で「維新起業家」というネーミングで

地元への事業貢献やインターネットを活⽤し全国の⽅へ

コンサルティング業やネットのコンテンツ販売や

物販などの様々なビジネス展開し最近では、

⾃⾝の起業ノウハウ全てを網羅した起業の運営に⼒を⼊れている。


