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具体と抽象のジェットコースターに乗っているようなエンターテイメント

性にあふれる４時間でした。  

本日は、井上先生の【「経営戦略の基礎」＋「逆転の発想による新市場創造」】

セミナーありがとうございました。 

 

身近な事例、親しみのもてるケースを細部に至るまで説明いただきなが

ら、およそほとんどの人が気づかないであろう抽象度の高い洞察まで連れ

て行ってくださる。いわば、具体と抽象のジェットコースターに乗ってい

るようなエンターテイメント性にあふれる４時間でした。 

 

前半の「戦略」の部分では、「１０年後の非競争を築くのが戦略だ」ということ

ばに、衝撃を受け、後頭部に蹴りを入れられた気分でした。 

毎年・毎年の目標を更新しつつも、いかに、戦略のないビジネス活動を行ってい

たかと（汗） 

 

１０月の前半すぐに丸一日、スケジュールを天引きし「１０年後の非競争」をテ

ーマに山にこもって「ひとり会議」を開くことにしました。 

 

後半の【逆転の発想による新市場創造】は、井上先生の高収益かつ競争を無化さ

せるビジネス設計の要諦は、 

 

①遠いところからの模倣 

と 

②近い世界での反面教師 

の「三角測量」である、ということばに集約されていると思いました。 

 

最後の鮒谷さんのお話の中で、「陳腐化するものを学ぶのは疲れる」とおっしゃ

ってましたが、まさにいまのセミナー業界を取り巻く状況。 

 

時代の移り変わりが早いからこそ、新しいスキルやノウハウと共に、それを支え

る普遍性のある思考法を学ぶのは必須。 

今回のセミナーは、疲れるどころか４時間があっという間。 

 

料理のレシピを一つ一つ習うよりも、 

・和食のおいしい出汁の引き方 

・中華料理の旨味を決める「上湯」の作り方を 
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匠の料理長から教わった方が、料理の腕や料理の質自体が急激に上がります。 

 

本日の井上先生のセミナーは、まさにそのような極上の時間でした。 

 

それにしても「抽象度の高いセミナー」は、ほんと投資対効果は高いです

ね。今回、ご都合で参加できなかった方は、ぜひ音源を手にされることを

強くオススメします。 

 

本日、井上先生いただいたレジュメと自らのメモ、自らの非競争化の転機の日だ

ったと１０年後に懐かしく読み返せるよう励みます。 

 

貴重な機会を設けて下さった鮒谷さん、個人別にカスタマイズされた資料をご用

意くださったスタッフの皆さん、ありがとうございました。 

 

今後とも、よろしくお願いします。  

（永井 堂元 様） 
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まず「逆転」してみる。そして「顧客」を変えてみる。 

という思考が腑に落ちて、身についたと感じました。これを自分の仕事に

当てはめ、アイデアを広げていけると考えています。  

今回のセミナーで学んだことは大きく３点です。 

 

１，「逆転」によりビジネスのアイデアが広がること 

２，「顧客」を変えることにより、価値の軸が生まれること 

３，BtoB のビジネスにストーリーを取り入れる糸口が掴めたこと 

 

１つ目は「逆転」の発想です。 

白を黒にしてみる。上を下にしてみる。といったベーシックな切り口で、ビジネ

スの発想を広げられることがわかりました。 

２つ目は新規の価値軸を出す時には「顧客」を変えてみる、ということです。 

大人向けのものを、子供向けに作ってみる、女性向けのものを、男性向けに作っ

てみる、といった切り口で、新しい顧客が求める価値軸を作れることがわかりま

した。この２つは、文章で読むだけだとありきたりにも見えますが、実際の効果

は絶大で、現にこのセミナーを受けた受講生で、ドラゴンゲート(プロレス)のビ

ジネスモデルの概略が生まれました。この経験により、まず「逆転」してみ

る。そして「顧客」を変えてみる。という思考が腑に落ちて、身についた

と感じました。これを自分の仕事に当てはめ、アイデアを広げていけると

考えています。 

 

最後は質疑応答で、個人的に興味を持っているテーマ「BtoB ビジネスにストー

リー(物語)を取り入れる」という課題へ取り組むきっかけがつかめたことです。 

ストーリーの価値をもう一段抽象化させて、この課題にアプローチしていきたい

と考えています。 

 

締めの鮒谷さんのお話しでは、このような学びの意味を再認識し、抽象度

の高い普遍的な学びを増やしていきたいと思いました。 

 

今回は貴重な機会を頂き、ありがとうございました。  

（半導体エンジニア 蔵本 貴文 様） 
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普段の仕事では自分の業界、分野の方としか接する機会がほとんどありま

せんので、井上先生や鮒谷先生の広く、深い考察と体験、確信を伺い、大

変刺激になりました。  

当日は貴重なお話を伺わせていただき、誠にありがとうございました。 

普段の仕事では自分の業界、分野の方としか接する機会がほとんどありま

せんので、井上先生や鮒谷先生の広く、深い考察と体験、確信を伺い、大

変刺激になりました。 

私は最近現場の仕事から自社の経営企画へ異動となったため、経営企画や経営戦

略、事業戦略等の本や知見、事例を時間を見つけてインプットしていたのです

が、昨日のセミナーは正に「時間をお金で買う」ということだと実感してお

ります 

 

鮒谷先生のおっしゃる「ビジネスプロセスを構築する上でのお作法を一通り抑

え」ながら、自社のビジネス基盤をより骨太かつ柔軟に発展させていく一助とな

るべく、精進する所存です。 

 

井上先生の講義の最後でご紹介がありましたドラゴンゲート（DG）のケースス

タディから、少し思うところがあり考察してみましたので、下記記載させていた

だきます。セミナーの感想として、ご覧いただけましたら幸いです。 

 

■DG のアクロバティックな性質について（古代文明の伝承をケーススタディと

した遺伝的模倣） 

 

DG の一連のアクロバティックな動きは、サーカス等の曲芸の動きにも近いと感

じる。そこでサーカスの起源について検索したところ（"サーカス 起源" で

google 検索。NEVER, wiki など）、 

 

・サーカスの技芸の一つであるジャグリングの起源は古代エジプト、ローマ 

・アフリカでは、戦士の教育の一環として空中での宙返りが課題として与えら

れ、それがアクロバットに発展した。 

・剣闘士→楽士→棒を持った曲芸師が登場。 

・古代サーカスはローマ時代に完成。円形の劇場。（恐らく闘技の余興ではない

かと推察。） 

・サーカスの語源は下記２通り。 

・ラテン語で円周、回転を意味する。 

・古代ローマの円形闘技場（キルクス） 
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プロレスは円形ではなく四角のロープに囲まれたリングだが、狭い閉鎖系空間の

中で戦士が戦うのは、昔のスタイルと変わらない。 

 

「（全・新）日本プロレス→メキシコプロレス（アクロバティック）を取り込む

→DC」の流れ（フロー）は、さながら、「古代文明の闘技→練習の一環として

曲芸を取り入れる→サーカスの流れ」の模倣だという案が成り立つのではない

か。（メキシコプロレスを取り入れる＝メタファー、具体的。古代サーカス誕生

の流れを模倣＝イデア、抽象的） 

 

更に視点を拡大すると、古代エジプトやメソポタミア（西洋・ギリシャ/ロー

マ）、中国等の起源となる文明が存在し、その文明を（統率者の命令や迫害など

の理由で）各々が東へ伝えていき、地元の民族と共生しながらその風土に合せて

変化（メタファー化）して定着した。 

 

元の文明を一旦抽象化（イデア化）し、各地に伝承する中でグローカル化（メタ

ファー化）していった。人類の模倣の起源はそのあたりにあるのではと仮説を立

てられる。 

 

より抽象化した神話の世界では、ジョセフ・キャンベル著「千の顔を持つ英雄」

や見田宗介著「宮沢賢治-存在の祭りの中へ」などで語られているように、「現

実の否定→異世界への旅立ち→神・超自然意識との接触（アーキタイプスとの出

会い）→現実への帰還→宿敵（自我のシャドー）の決着」のステップを踏むこと

が、変革をもたらす必須ステップとなる。（鮒谷さんはこの旅立ちのことを２種

類の言葉で表現されている。"抽象化"、"潜る（ダイブする）"） 

 

本日の講義の後半のテーマである「逆転の発想」の中で、「他業種の常識は同業

種の非常識。逆転の発想をを取り込んで成功するには、より遠い市場・分野・業

界から取り込むほうがインパクトが大きい」という考えは、上記の文明の伝承フ

ロー、もしくは神話の旅立ちのステップを念頭に置くと、より納得感が得られる

のではと推察する。文明の伝承フロー、もしくは神話の旅立ちのステップを総括

して「人類発展のイデア」とするならば、この概念を経営というメタファーに落

とし込んだアプローチの一つが、井上先生の「経営の模倣」であると推察する。 

 

（勝部 様） 
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今後の人生に大きな波及効果がある音源だと思います。  

鮒谷様 

井上先生 

スタッフの皆様 

 

この度は「逆転の発想による新市場創造セミナー」音源の提供ありがとうござい

ます。 

 

未だ消化しきれておりませんが、印象に残ったことを感想としてお送りさせてい

ただきます。 

 

既存のビジネスモデルを深く観察することで、新たな発想ができることが印象に

残りました。これまで常識としていたものを逆転させることで新たな市場を創っ

たドラゴンゲートの事例は、考え方・モノの見方に影響させたい内容でしたの

で、今後も繰り返し音源を聞き、咀嚼し消化し、常識を逆転させて考える習慣付

けをおこなっていきたいです。 

 

そういった意味では、今後の人生に大きな波及効果がある音源だと思いま

す。 

 

この度は、音源提供ありがとうございます。 

引き続きメルマガ、音源のご提供宜しくお願いいたします。  

（Ｋ．Ｇ 様） 
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セミナーを受けて自分の思考の中で、顧客が求めているものを知ることの

重要性が急上昇中です。  

いつもお世話になっております。 

経営戦略セミナーを受講させていただきました木村です。 

 

私は経営を勉強したことが今までに一度もないくせに、経営に興味を持っている

ので参加しました。 

 

今回のセミナーで最も大きな学びは、「すべては顧客から始まる」でしょう

か。これは商売の原理原則のような気がします。 

 

どのような顧客に提供する商品、サービス、によって経営戦略を作る必要があ

る。これは井上先生が使われたハーレーダビッドソンが良い例だと思いました。 

ハーレーダビッドソンはヤマハやホンダとは違った商品を提供すると決めたの

で、他の 2 社とは違う戦略を取らなくてはならない。 

 

私は上阪さんの 10 倍速く書くセミナーにも参加した時に、上阪さんは 

 

「読者によって記事を書く素材を決める」 

 

と仰っていましたが、これと通ずる部分がありますね。 

40 代の男性と 10 代の女性では欲しいものは全く違う。 

 

当たり前ですが、セミナーを受けて自分の思考の中で、顧客が求めているも

のを知ることの重要性が急上昇中です。 

 

鮒谷さんもこの原則の重要性に気づかれているからこそ、「あたたたたたたたた

たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた おぅわ

ったぁ！！」と顧客が知らない間に売り込みをかけ、顧客は「お前はもう買って

いる」状態になるんですね。 

 

だから圧巻レベルのセールスができるのだと納得です。 

 

また次に大きな学びは「戦略の定義」と「良い（悪い） 戦略」の定義です。 

まだまだ精進が必要なので、理解ができているか不安ですが、戦略とは抽象度

の高い目標のようなものだと感じ取れました。 
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会社の仕組みの中のレバレッジポイントを見つけ力を掛け、業界内でのポジショ

ンを作るために、10 年、20 年後のゴールを描きながら、何をやるのかを優先

順位をつけて言葉で表現する。 

 

戦略は定性的に表現するが、目標は具体的に数字をゴールにする。 

 

上記を自分で表現できる言語を獲得できたのは、今回のセミナーに参加して大き

な収穫でした。 

 

最後にセミナーを通して、井上先生の良い人柄を感じ取れました。 

井上先生は絶対に受講者（生徒）の意見を否定されませんでした。 

だから気持ちよく自分の意見（アイデア）を演習中に出すことに不安を覚えるこ

とはなかったです。 

 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（木村 紀文 様） 
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セミナーを受けている最中ずっと自分の仕事へ落とし込めるヒントがどん

どん出てきて、今抱えている課題の答えがどんどん出てきました。  

井上達彦先生のプライベートセミナーに参加させていただきありがとうございま

す。 

 

セミナーを受けさせていただいた感想ですが、楽して、学びが実践に活かせる

最高のセミナーでした。 

 

今回のセミナーに参加して大きな気付きが２点ありました。 

 

その１） 

セミナーを受けている最中ずっと自分の仕事へ落とし込めるヒントがどんど

ん出てきて、今抱えている課題の答えがどんどん出てきました。 

セミナーの内容は抽象度が高いのですが、非常にわかりやすい事例や演習で腑

に落ちていくので、自分自身の仕事の課題へ転換できるのだと思います。 

 

自分の課題に向き合う、自社の戦略を再構築する時間を確保する事は自分ひとり

では中々できません。 

しかし、予定の中にセミナーという時間を天引きしておき、強制的にその場

に自分を置くことで、すべてが自動的に進んでいくということに気づかせて

頂いた次第です。 

 

その２） 

経営者として目指すゴールが明確になったということです。 

それは、"非競争の世界を 10 年かけてつくりあげる"ということです。 

これは仲間の経営者ともぜひ共有していきたいと思っております。 

 

次回、このような機会がありましたら、ぜひ参加したいと思います。 

ありがとうございます。  

（株式会社グレイン 代表取締役 姫松 千秋 様） 
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これまで常識としていたものを逆転させることで新たな市場を創った事例

を聞かせて頂き、自身の考え方・モノの見方を変えていかねばと思いまし

た。 

井上様 鮒谷様 

 

この度は、貴重なお話を聞かせて頂き有り難うございました。 

 

これまで常識としていたものを逆転させることで新たな市場を創った事例

を聞かせて頂き、自身の考え方・モノの見方を変えていかねばと思いまし

た。 

 

仕事では物流センターで現場改善を求められますが、そこでも逆転の発想という

のは活かせると思います。一朝一夕では逆転の発想をすることは難しいと思いま

すが、繰り返し聞かせて頂く事で、逆転の発想を意識して取り組みたいと思いま

す。 

 

現場改善でも独りよがりの改善ではなく、どのような相手なのか、何を求めてい

るのかを意識し、作業者を顧客と見立て、別の作業者に活かせないかなど、聞か

せて頂いた内容を自身の活動にも生かして行けるようにしたいと思います。 

 

まだまだ聞き流してしまっている所も多々ありますので、音源を何度も聞かせて

頂き学びを深めていきたいと思います。 

 

この度は、有り難うございました。 

（林 様） 
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今回は約５時間、セミナー中に「目標」に加える項目をメモしてみると、

相当なアップグレードになりました。今まで以上に加速した日々になりそ

うです。  

本日は井上達彦先生に「経営戦略の基礎」＋「逆転の発想による新市場創造」と

題してお話し頂き、有難うございました。 

 

前回の「模倣とイノベーション」のセミナーに続き、豊富な具体例と明快な論

理、さらにワークも交えた密度の濃い機会を頂きました。 

特に適宜ワークを入れられたおかげで、経営者の経験がない自分でも、具体・日

常の課題に落とし込むトレーニングができたと思います。 

 

今回のメインは、バリューカーブの概念ということで、どのように「新市場」を

開拓するのか、お聞きしました。 

ストーリーとして一連の流れを捉えること、コア・ターゲットが決まることでコ

ア・バリューが明確になること、そして潜在ニーズを掘り当てることが潜在的な

新規顧客の獲得につながること、これが各業界で起きているイノベーションの構

造なのだと理解しました。 

 

今回の結論は、そのバリューカーブを自社として描き、新たな市場を開拓すると

いうことだと思います。 

 

その点で、個人的に印象に残ったのは前半で、「良い戦略」のたとえとして 

 

（１）ボウリングのトップピン 

（２）柔道の技 

 

を挙げられたところです。 

 

ボウリングのトップピンとは、最もレバレッジがかかるところであり、前回の流

れから言えば「１０年後に戦わない」状況を作るために今、すべきことであ

り、その為に大事なのが柔道の技をかける際の「軸足」にあたる、向こう１０年

は貫くミッションを明確に、そしてブレさせないことだと理解しました。 

 

トップピンは１本だけですが、現実にはレバレッジのポイントはいくつかありま

すし、実際にどれも有効であり成果にはなります。 

 



■当音源（井上達彦先生セミナー音源（逆転））はこちらからお求め頂けます↓■ 
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しかし、それがミッションに反するものであったら手を出してはならないことに

なってしまいます。成果を求めるあまりに近くのところ、狙えるところに手を出

したくなりますが、まずミッションは何かを基準として選ばなければならないと

思いました。 

 

その前に、そもそもミッションと言えるものがあるか、考えるとこれも考え直さ

なければならないと思いましたので、この機に内省を深め、変えねばならな

いところは変えてゆくように動いてゆきたいと思います。 

 

他にも、戦略の５Ｐ、ミッション・ビジョン・戦略のレベル分け、良い戦略と悪

い戦略の違い、競争優位性のＶＲＩＯ、利益を左右する３つの対立、などお聞き

しましたが、不勉強さが知らされ、、、 

まず今日のワードを勉強したいと思います。 

 

最後に鮒谷さんのお話しの中で、 

 

「抽象度の高いセミナーに参加して、自問自答の機会を作ることが大事」 

 

とお聞きしました。 

 

実際に、今回は約５時間、セミナー中に「目標」に加える項目をメモして

みると、相当なアップグレードになりました。今まで以上に加速した日々に

なりそうです。 

 

センスとは、「勉強している人が、実践して、身体知化したもの」ともお聞きし

ました。 

貪欲に知識を集めて、そのまま現場で実践して、日々センスアップしてゆけるよ

うに、取り組んでゆきたいと思います。 

 

毎度のことながら、貴重な機会を設けて下さった鮒谷さん、スタッフの皆さん、

有難うございました。 

今後とも、宜しくお願い致します。  

（遠山 哲也 様） 
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あなた様の 

 

「井上達彦先生セミナー音源（逆転）」 

 

のお求めをお待ちしております。 

■お申し込みはこちらから↓■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/8965344 

 


