
 

 

 

 

【あなたの 

「お金についての思い込み」を 

完膚なきまでに打ち壊し、 

 

お金に対する認識がもたらしてきた、 

経済的制限や束縛から 

あなたを解き放つ放談会】 

 
ご感想集 

 

  



 

今回参加した事で、思考の OS をぶっ壊す重要性を「腹落ち」レベルで実

感出来たことは今後の人生の展開の中での大きなきっかけとなりました。

このきっかけによって生まれた「勢い」を止める事なく、二歩三歩とつな

げて行きたいと思います。  

鮒谷様、 

 

先日は半日ありがとうございました。 

 

正直、今回参加するにあたり、自分にとっては非常に高価な金額だったため 

 

「今の自分が参加して本当にいいのだろうか？果たして、この金額を出して行く

価値があるのだろうか？」 

（失礼な表現ですいません。。。） 

 

と、かなりの葛藤がありました。 

 

しかし、 

 

「お金は、経験を得るために使うべき」 

 

との、自らの意志決定基準から参加を決意！ 

 

最後の最後まで手が震えながらも、思い切ってポチッとした自分を褒めて

あげたいと思います！笑 

 

やはり、何事も実際に経験することが大事だということを、懐を痛めながら参加

した事で、実体験として感じる事ができました。 

 

今回参加した中で、特に印象に残ったことは、 

 

「チョロいと思え」 

 

と言われてたお話です。 

これは、自分が他者を見て「この人は凄い！」と思う人を見たときにどう反応す

るか？と言った話でしたが、 

 

今までの自分を改めて思い返すと、凄い（と思う）人を見ては、ただただ「凄

い！！！」と思って「あの人はあの人、自分は自分」的な思考に無意識、無自覚

で考えていたように思います。 

 

「チョロいと思え！」 

 

という言葉をいただいた事で、これからは、今までとは違う反応をしそこか

ら新しい思考が生まれることでその後の行動が変わるのではなかろうかと



いう「予感」が出てきております。 

 

やはり、こういった新たな言葉を自分の中にインストールする事により今までと

は違う「新たな視点」が生まれこれから先の未来を変化させていけるところまで

繋がって行くのだと感じました。 

 

これからも、視点を変え、セルフイメージを書き換えられるところまで何度も何

度も何度も何度も、自分の中で言語を回し続け、自分の目指す方向性に、躾続け

て行きたいと思います。 

 

長々と書いてしまいましたが、今回参加した中での 1 番の収穫は 

 

「思考の OS をぶっ壊す」ことです。 

 

お金のことに限らず、これができなければ、変化変容などするはずもなく、同じ

思考、同じ言語を回すだけの何も変わらない毎日が、ただただ訪れるだけだと痛

感しました！ 

 

今回参加した事で、思考の OS をぶっ壊す重要性を「腹落ち」レベルで実感

出来たことは今後の人生の展開の中での大きなきっかけとなりました。こ

のきっかけによって生まれた「勢い」を止める事なく、二歩三歩とつなげて行き

たいと思います。 

 

本当に参加して良かったです！！！ 

 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。  

（メーカー勤務 Ｓ．Ｍ 様） 

 

  



  

しばらくは開催がないとのことですが、もし将来開催されるようなことが

あるならば、即断即決即実行で申し込みすることをオススメします。多く

の人にとって決して安くない金額だと思いますが、それ以上の価値を感じ

られるはずです。  

会計に関わる仕事をしていることもあり、今まで割とお金のことについては学ん

できたつもりでしたし、しっかり向き合って考えてきたつもりでした。 

 

しかし、今日の話を伺って、まったくもって考えられていないことに気づきまし

た。 

 

考えられていないというのは、言い換えれば、お金というものについてきちんと

言語化できていないということです。考え続けることで、初めてしっくりくる言

語が乗っかってくると思うので、これを機に「お金」が意識に上がってくる仕組

みを作ります。（さっそく Facebook に投稿してしまい逃げ道がなくなりました

笑） 

今回は、お金について、プラスの面だけではなくマイナスの面からも考えてみる

ことで、臨場感がわいてくるという大きな発見ができました。考えるほど恐ろし

くなってきますね。。。時間を天引きして、もう少し具体的に考えてみることに

します。 

 

セミナー全体の印象として、やはり鮒谷さんが大切にしていることは、どんな分

野であれ、「言語」「言葉」「比喩」なんだなぁと再認識できました。 

 

しばらくは開催がないとのことですが、もし将来開催されるようなことが

あるならば、即断即決即実行で申し込みすることをオススメします。多く

の人にとって決して安くない金額だと思いますが、それ以上の価値を感じ

られるはずです。 

 

この値段のセミナーが、「命懸け系」ではなく「スタバ系」さらには「うまい棒

系」「五円チョコ系」になるまで、日々全力で価値提供していきます。 

 

最近は音源に慣れてしまっていましたが、リアルで聞くのは衝撃が違いま

した。。。 

 

貴重なお話をありがとうございました！  

 

（尾崎 智史 様） 

 



 

セミナーが終わって家に着く間に、同じ家路なのに 見えている景色が変わ

った気がして「ああ、これが今までの世界観が壊された状態か」と身体で

感じることができました。  

この度は、初めて直に参加させていただきました。 

ありがとうございました。 

 

目標についての音源を聞かせていただいて必要なお金は being doing having に

紐付かないと臨場感が出ない旨のことを仰っていて、目標を思いつくまま書いて

いく中でそれを手に入れるためにどのくらいお金が必要なのかと出しては見たも

のの、どうもしっくりきませんでした。現実感がないというか、自分で書いた欲

しいものが本当に必要なのかピンとこなかったのです。どうすればいいのかと思

う中で放談会に参加させていただきました。 

 

今振り返る中で、自分の中でそのヒントをいくつか頂いた気がしております。 

 

・自分はお金について考えるのを無意識のうちに避けていたということ。 

・私の OS が節約モードにあること。 

・現状維持であることがコンフォートゾーンであること。 

・金メッキつけている自分の状態が嘘か誠か、自分を見失っている中で、自信を

持てなかったということ。 

 

今回、質問にお答えいただく中で、金メッキ状態は正常だということのお墨付き

をいただきました。ありがとうございます。 

 

今は過渡期だと自分に言い聞かせて自信を持って金メッキ状態でこらえていろん

な力を使って自らを鼓舞しながらあっち側に飛ぶ日をイメージしながら打ち勝つ

まで続けていきたいと思います。 

 

セミナーが終わって家に着く間に、同じ家路なのに 見えている景色が変わ

った気がして 

 

「ああ、これが今までの世界観が壊された状態か」 

 

と身体で感じることができました。 

この感覚を忘れないようにしたいと思います。 

 

この度は本当に価値あるお話をいただき誠にありがとうございました。 

これ以外にもうまく言語化できないまでも沢山のものを受け取ることがで

きました。 



OS 書き換え含めて纏め直して系統化順序化して生活に埋め込んでいきたいと思

います。 

 

本当にありがとうございました。 

今後とも宜しくお願いいたします。  

 

 （医療機器製造業 Ｎ．Ｍ 様） 

 

  



 

心を動かすために、お金の使い方を変える。この大切さを強く認識させて

いただきました。  

過去の行動や体験によって、形づくられた思い込みが自分の行動を制限している

のは間違いありません。なかでも、もっとも強固で頑固な思い込みは"お金"に関

するものかもしれません。その思い込みを壊さなければ世界は広がらないこ

とをあらためて認識しました。 

 

同時に、もし思い込みを壊すのであれば、"お金"に関する思い込みを壊す

のが、一番波及効果が高いのではないかとも感じました。なぜなら、お金

に関する思い込みが、行動を制約することが圧倒的に多いと感じるからで

す。 

 

特にお金は減るものという思い込みは、相当に行動を制限します。自分の内的世

界が変わらない限り、行動は変わらないと思います。そのためには、これまでと

は全く世界を実際に見て、体験することが必要です。 

 

おそらく、自分のこれまでの枠を越えた行動をすると、激しく心が動くと思いま

す。失敗したと後悔することもあれば、こんな世界があるのかと、パラダイムシ

フトが起こることもあると思います。心が動かない限り、行動は変わりません。 

 

心を動かすために、お金の使い方を変える。この大切さを強く認識させて

いただきました。 

ありがとうございました。  

 

（Ｓ．Ｋ さま） 

 

  



 

普段身の周りにあり、自分でも使っているにも関わらず、その本質につい

てあまり考えていなかったお金について、その自分が勝手に想像している

桁も含めて、問いが生まれたのは来た甲斐がありました。  

本日もたくさんの気づきを得ることができました。 

まず、冒頭から「お金って何ですか？」の問いから始まり、 

 

お金に対して思索の時間をどれだけ取っていますか？ 

何か出来るようになりたいといったときには勉強し、かなりの時間を費やすこと

になるが、あなたはお金についてどれだけ考えたことがありますか？ 

どれだけ語れますか？ 

また、「お金の定義とは？」との話があり、自分自身、お金についてこのよう

な本質的な問いを考えたことがなかったことに気づかされました。 

 

まさしくこの問いに気付かされただけでも元は取れたかなと思います。 

おそらく今回の放談会に参加しなかったら、このような問いに気づくこと

は当分なかったでしょう。 

 

目標設定し、日記も書き続けていますが、そもそもその目標設定も自分の勝手な

お金に関する思い込みで、制限をかけていないか？ 

とはいっても、お金はないし、もしくは、お金を使わない範囲で出来ることをや

ろう等の言語を回していなかったか？もちろんお金をかけずに出来ることもたく

さんありますが、お金を使うことでレバレッジをかけたり、無駄(時間)を省くこ

とができます。そのことを改めて気づかされたことで、これからの波及効果(もち

ろん行動しないと何も変わりませんが)を考えると、今回背中を押していただき参

加しましたが、来て良かったなと。 

 

普段身の周りにあり、自分でも使っているにも関わらず、その本質につい

てあまり考えていなかったお金について、その自分が勝手に想像している

桁も含めて、問いが生まれたのは来た甲斐がありました。 

 

鮒谷さんの思うツボにはまってよかったです。 

ありがとうございました。  

（菅 智教 様） 

 

  



 

長文のまとめは他の参加者さんにお任せして、世界観、認識をぶっ壊すこ

とができたご報告で締めたいと思います。  

セカンドステージ 

鮒谷さま 

大塚さま 

 

今日は放談会に参加させて頂きありがとうございました。 

 

何とか 21 時新宿発の特急に乗れました。 

 

興奮したままで今日の振り返りと感想をお送りいたします。 

 

『で？？』ということだという総括でしたがテクニックやスキル、ノウハウ系の

セミナーでないからこその価値今の自分が感じ取れるもの、から将来の自分が感

じとれるもの、へ意識を跳躍させてみたい！！ 

 

3 年後、5 年後、10 年後、もっと言えばその先にふとしたときに今日開通した

獣道が役に立てば元が取れたのかと。 

そう信じて、そう脳内言語を回して変化変容をしていく。 

 

強く残ったこと(認識の書き換え)として、88 万円の高額セミナーにお申し込

みいただいて会場で椅子 4 つ並べて寝てても(寝ててすら)価値を提供した

と思ってる。お申し込みを通じてそれまでの価値観、世界観をぶっ壊すき

っかけになったことこそが『価値』である。 

何という強烈な自信、自負であろう。そんな世界観に生きている人(鮒谷さ

ん)に直に話を聞けていることが価値。 

 

チロルチョコ、100 円のチョコ、1000 円のオモチャ、子どもの時は 100 円の

チョコですら買う奴はどんな財閥だよ！と思ってたのが大きくなり、数 1000

円くらいの金額では感情は揺れ動かない。スタバのコーヒーと数 100 万円の値

段で感情が揺れ動かないのも同じこと。 

使うときに痛みを伴わない空気になる。というのが理解できた。 

 

『たかが』という言語を味方にして桁が違う感覚が身に付けばスルッといきそ

う。まずは脳内の言語の書き換えから躾ます。 

 

懇親会で『異な世界の住人の方々』とご縁をいただけたこと、これまた無

上の価値でした。どこの階層？に居ても安住してしまったら成長は止まる。 

リアルな人間を見たことで、 

 

『今の自分と確実に異なる世界』 

 

を覗くことができた。 

 



今後、明日からの行動に対して決意表明。 

獣道が太くなる活動に意識を向け、今の認識に混乱が起きそうな選択をします。 

手元の音源聴きまくりで新たな無数の気付きが掘り起こせそうです。 

 

長文のまとめは他の参加者さんにお任せして、世界観、認識をぶっ壊すことが

できたご報告で締めたいと思います。 

長時間の放談会、懇親会ありがとうございました。  

（Ｔ．Ｈ 様） 

 

  



 

今まで他の音源やセミナーでの話でも、現状へ引き戻す力の強さを聞いて

いましたが、今回違う角度からお話しを聞いてより強く実感できました。  

昨日は、放談会へ参加させていただきありがとうございました。 

セミナー本編および懇親会と長い時間鮒谷さんの言葉を浴びて最後は頭がぼ～っ

としてしまいました。 

 

実際どれだけ自分が理解できていたのか、また、今後どれだけ実践していけるの

か、習慣化できるまで継続できるのか、未知数の部分が多くありますが、それは

成長できる余地がまだあると前向きに考えて行動していきたいと思います。 

 

世間のお金に対する認識は、幼い頃から親兄弟、友人、新聞、テレビ、雑誌など

で語られていることがベースになり刷り込まれているということをあらためて認

識できました。世の中で常識として語られていることが、真のお金持ちの人の世

界認識とはずれているということ、また、そういう世界があることをまず認識す

ることがスタートラインだと分かりました。そういう世界を知らなければ、気づ

かなければ疑問をもつこともなく、変わることもできません。 

 

また、自身の世界認識に亀裂を入れる方法も教えていただきましたが、それは今

まで培ってきた世界を壊すことで、ある種自身の土台を崩すことだと思います。

土台を失った自分は立っていられるのだろうか、ずぶずぶと沈んでいくだけで浮

き上がることはできないのではないだろうか。前に進もうと踏み出した一歩が前

に進んでいるのかもわからなくなってしまう、そんな暗闇の中に歩みを進める恐

怖があるのだと思います。 

 

そう考えた時に、今までの生活を繰り返すことがどれだけ楽なことか、そし

て変化しないといことの誘惑がどれだけ強いのかということにあらため

て、気が付きました。今まで他の音源やセミナーでの話でも、現状へ引き

戻す力の強さを聞いていましたが、今回違う角度からお話しを聞いてより

強く実感できました。この抗うべき強い力を感じたからこそ、どれだけ踏

ん張って力強く押し返さなければならないかということがわかったような

気がします。 

 

だからこそ、ここで天井を打ち破る覚悟を決めます。良い習慣を多く持つ

チャレンジをもう一度始めます。 

 

今日この時から新たな一歩を踏み出す決意表明をすることをもって感想に代えさ

せていただきたいと思います。 

あらためて、お礼申し上げます。ありがとうございました。  

（Ｔ．Ｋ 様） 

 

  



 

毎度、年間プログラムの中でも近いお話は伺っておりましたが、改めて商

売、ビジネス、投資(時間とお金)の本質までお話が聞け、(鮒谷さんの狙い

通り(笑))改めて私自身、考えるきっかけを頂く事が出来ました。  

鮒谷様 

 

本日も貴重なお話、誠に有り難うございました。 

本日のお話は、年間プログラムでも何度か言及されていらっしゃったので、(とい

うか、図図しく根掘り葉掘り質問させて頂いたので苦笑)そして別サービスもお申

込みさせて頂いたこともあり、正直「参加しなくても良いかな？」などと(奢りも

甚だしく)考えていたのですが、やはり参加して大正解でした。 

 

今日のお話で印象に残ったのは、 

 

「彼我の差→感情が動く→真空状態→行動誘発」 

「覚悟の問題」 

「信頼という無形資産から有形資産が生まれる(先義後利)」 

という所でした。 

 

元水泳選手のハギトモさんのお話などは、私も元々スポーツをやっていて、レベ

ルは違えど、そういった「一見空回っているように見えない空回り」のような状

態を経験していたので、非常に分かりやすく、印象的でした。 

 

毎度、年間プログラムの中でも近いお話は伺っておりましたが、改めて商

売、ビジネス、投資(時間とお金)の本質までお話が聞け、(鮒谷さんの狙い

通り(笑))改めて私自身、考えるきっかけを頂く事が出来ました。 

 

これを機にもう一度自分の方向性を見直したいと思います。 

 

本日も貴重なお時間、誠にありがとうございました。  

（西方 良之 様） 

 

  



  

私にとって、今回のセミナーはまさに（納得づくの）「高額セミナー」でし

たが、活発な質疑応答の空気に圧倒され（皆さん、真剣に元を取ろうとさ

れていました）、懇親会では、日常の生活では絶対お会いできる機会のない

方々とお話しする場も恵まれ、新たな刺激をいただきました。  

鮒谷さま、昨日はいろいろありがとうございました。 

 

私がセミナーに参加したいと思ったのは、起業するにあたって、今までの 

消費者的な発想ではだめなのかなと感じたためです。 

そもそも身近に経営者（しかも 1 億円稼いでいる人）がいない。 

身近な経営者である筈のかかりつけの医者とも、お金の話ができる関係に 

なっていない。こんな環境で今まで過ごしていたため、今日のお話は新鮮に感

じました。 

 

特に印象に残ったのは 

 

・信用・信頼・客観的評価・能力を地道に積み重ねる（無形資産） 

・今の実績は、組織の力なのか個人の力なのか、厳しめに見つめなおす。 

・価格は 2 回審判を受ける。 

・「いい人」と「すごい人」 

・期待値のコントロール 

・今扱っている金額の 1 桁、2 桁上を考えたことがあるか？ 

・大言壮語し、場を作る力のある人だけを、次のステージの人が助けてくれる。 

・高額セミナーの 2 つのメリット 

・実体経済と、ものがたり経済 

 

などなど。 

私にとって、今回のセミナーはまさに（納得づくの）「高額セミナー」でし

たが、活発な質疑応答の空気に圧倒され（皆さん、真剣に元を取ろうとされてい

ました）、懇親会では、日常の生活では絶対お会いできる機会のない方々と

お話しする場も恵まれ、新たな刺激をいただきました。 

 

懇親会では、セミナーの復習（言葉に出して説明する）機会があり、帰宅後も高

額セミナーへの参加を心配していた長男から電話があり、今回のセミナーで一体

何を学んだか、また今後私はどうしたいのか、必死で説明（釈明？）。 

おかげで自分自身の考えもまとまり、私自身の資産のポートフォリオも、見直す 

ことができました。遠くから参加された方々の熱意に頭が下がり、私も頑張らな

ければだめだと感じています。 

 

どうもありがとうございました。  

（Ｋ．Ｓ 様） 

 

  



 

なぜお金がほしいのか、の why を強化する 3 つのアプローチの中では

「地獄絵図」が特に印象に残っています。楽観的な考えに"無意識に"飲み

込まれていました。かなり危険な状態です。  

今回はお金についてのどストレートなお話をありがとうございました。 

 

今回お話をうかがって 

 

・そもそも「お金」とはなんなのか 

・自分は普段どれだけ「お金」について考えているのか 

・「甲子園に行きたい」と言い続けて具体的な練習はなにもしていない球児のよ

うになっていないか 

・「お金」に対して本気になっているのか？ 

 

など、たくさんの問いが自身にインストールされました。 

 

なぜお金がほしいのか、の why を強化する 3 つのアプローチの中では

「地獄絵図」が特に印象に残っています。楽観的な考えに"無意識に"飲み

込まれていました。かなり危険な状態です。現状の外にゴールを定めて、ス

トレスを感じつつコンフォートゾーンを底上げしていきます。 

 

また、自身を振り返り「価値提供」という言葉を仕事の中で回していないことに

気づきました。セミナー後、高井先生の著書を拝読し 

 

「価値提供(という概念)が当たり前の基準になっている」 

 

と感じるとともに、自分に圧倒的に足りていない部分だと感じています。。 

 

セミナーを終えて一週間、打算的でなく心の底から「価値提供」を実行で

きるよう、相手が喜ぶイメージを常に膨らませながら人と接しはじめたと

ころ今までよりもコミュニケーションが円滑になる部分がありました。(逆

に言えば、今までどれだけ自己中心的な接し方をしていたのか！ということです

が。涙。) 

 

これから、本を読み、人と会うことで自分のイメージの幅を広げ、価値提供の幅

も広げていきたいと考えています。 

 

改めて、今回は貴重な時間をありがとうございました。  

 

 （Ｍ．Ｍ さま） 

  



 

寝る隙も与えさせてくれない濃い内容でした。  

今回は実はもともと東京で所用があったため、早朝に広島から東京に行き、午後

の東京の予定をキャンセルしてすぐ大阪まで来てセミナーを受けて正直疲れてい

て寝てしまうんじゃ無いかと開始時間には心配していたのですが、寝る隙も与

えさせてくれない濃い内容でした。感想と言うより自分の心に響いた内容とし

ては以下になります。 

 

お金を探しに行くと結局ノウハウ探しになるが、その方がわかりやすいが、本質

的ではないので望んだ結果は出ない。 

自分にとっての 2 桁違いの金額について考える。 

目標を言い続けたからといって達成できるわけではないが、言わない人には絶対

達成できない。 

すごいと言うな、ちょろいと言え！ 

巧遅より拙速 

陳腐化する最先端のウエブマーケティングなどは自分で勉強するよりできる人に

外注する 

お金よりも時間が大事 

ミニマム 3000 万収入 

リスクを考えると怖くて仕方が無い 

原材料+人件費+物語=三ツ星 

良いワインを飲むというのは物語を飲んでいる 

その金が誤差の範囲になるように稼ぐ 

 

等です。どれもすごく良い話でしたが、ちょろいと言え、と誤差の範囲に

なるように稼ぐはすごく面白いなと思いました。 

鮒谷さんのように 100 万単位でも誤差と言えるようになるようにやっていきた

いですね。  

（歯科医 Ｔ．Ｔ 様） 

 

  



 

放談会で話はオマケで、金銭感覚を壊すのと人と出会うのがメインと言わ

れていましたが、まさにメインを味わうと、払ったお金は安いなと思えま

した。  

先日はお金についての放談会ありがとうございました。 

お金って何だろうと真正面から考える切っ掛けとなりました。 

 

放談会が終わって、走り書きしたメモを見ながら書き直したり、思い返したりし

て色々と考えていました。 

 

×10 倍という発想。 

年収の 10 倍とはどういうものだろうと考えた時に思ったのはまずは今のお金と

いうのをしっかり見ないと思考にモヤが掛かりすぎているなと感じました。 

 

自分自身も幼少の頃にお金に関するトラウマと言いますか、そうしたものと無意

識のうちに共に育ってきておりどこかお金にはあまり触れたくない、関わりたく

ないとか罪悪感というものも少なからずあり、直視してこなかった部分がありま

す。 

 

10 倍の収入というのを考えるとしたら今のお金と向き合わないと絶対に

出来ない。 

そうなった時に今回の金銭感覚の破壊が大事になったと言いますか、むしろ

参加している方々のお金の使い方に更に殴られたという感じです。 

 

今回の放談会で何が一番良かったかと言われると懇談会だなという部分も

あります。これは音源では得られないとてつもない価値だと実感できまし

た。 

 

同席させて頂いた方々はまさに三者三様。 

セミナーの振り返りもでき、 御三方からしか聞けないお話も聞かせて頂

き、楽しく有意義な時間を過ごす事ができました。 

 

特に H さんが鮒谷さんに最後に行った質問への回答が今回のセミナーの総括とい

う事でしたがこれが 10 倍という数字について真剣に考えようとなった瞬間で

す。 

 

前述の通り、お金を直視していない人間でしたから最初話を聞いて 10 倍！なる

ほどなるほどと思っても、なるほどなるほどで終わりそうな気配がありました。 

 

H さん自身が体験したダブル・トリプルのお話を同じ席のご縁で聞かせて頂いた

事もあり、そんな H さんが一番引っかかった 10 倍のお話はコレ自分が感じてい

る以上に、めっちゃ重要な所ではと思わせてもらいました。 

 

そしてホテルに戻って 10 倍を考えようとした時にまずは今の自分のお金と真剣

に向き合わないと何倍であってもイメージする事は難しいと気付きました。 



自分 1 人で聴いていては拾い損ねてしまう重要な要素も他の方から気付か

せてもらえる。 

 

放談会で話はオマケで、金銭感覚を壊すのと人と出会うのがメインと言わ

れていましたが、まさにメインを味わうと、払ったお金は安いなと思えま

した。 

 

鮒谷さん、スタッフさん 

同席して下さった方々、他の参加者の方々にも感謝の放談会でした。 

本当にありがとうございました。  

（Ｎ．Ｓ 様） 

 

  



 

富める人に一歩でも近づけるようなりたい自分の目標に向かって、まずは

セミナーや音源の購入等自分が可能な原資の範囲で購入することから行動

しているところですが、今後はもっと加速していかねばと改めて感じた次

第です。  

お話を聞いて思ったのは、自分を含め多くの人はお金のことにせよ、それ以外の

ことにせよ世間の常識的なことが正しいことと思い込みをしているということで

す。自分で自分を枠にはめてその枠からはみ出さない、はみ出してもほんのちょ

っとといった状況だということです。 

 

これはノミとコップの話と同じではないかと感じました。常識にとらわれて行動

しているとチャンスがあってもそこから大きくはみ出した行動が取れなくなるた

めチャンスもつかめないことになるということです。 

 

ではノミが元のように大きくジャンプできるようにするのはどうするか。

良質なセミナー等への参加により知識を蓄え、それをアクションにつなげ

ていくことなのでしょう。 

 

「富める者はますます富み」なことは事実であり、原資の乏しい私には金額を気

にせずセミナー等の申し込みを行える方々は羨ましい限りではありますが、それ

を羨んでいても何も解決しないわけでして。 

 

富める人に一歩でも近づけるようなりたい自分の目標に向かって、まずは

セミナーや音源の購入等自分が可能な原資の範囲で購入することから行動

しているところですが、今後はもっと加速していかねばと改めて感じた次

第です。 

 

皆様方にますますのご活躍と毎日発信されるメールマガジン楽しみにしていま

す。 

 

引き続きよろしくお願いいたします。  

（Ｈ．Ｋ 様） 

 

  



  

今回お金について、今までになく正面から向かうことができたのが大きな

収穫です。  

鮒谷様、大塚様、セカンドステージ の皆様 

 

いつもお世話になっております、大嶋厚裕です。 

 

本日は「お金についての思い込み放談会」に参加させていただき、ありがとうご

ざいました。 

 

自分にとってお金というテーマは、今まで無意識のうちに正面から向き合うこと

を避けてきた問題である、ということにまずこの放談会のご案内を頂いた時点で

気が付きました。幼少の頃、お金に恵まれない家庭で育ったこととか、またお金

が絡むことによって人の態度が豹変する様などの原初の記憶があったことが、無

意識のうちにお金に関わることは厄介事を抱えることであり、なるべくならお金

に関して考えることなく生きていきたい、というのが無意識のうちにあったのだ

と思います。 

 

そういった意味で、まずはお金というものに対し、もっと具体的なイメージを描

いていくことが先決だと感じました。なんのためにお金を稼ぐのか？を考えて今

回特に響いたのは、欲しいものを買う、などの「クリーンエネルギー」だけでな

く、恐怖などの感情や、病気や事故、加齢によるもの、マクロな経済状況の変化

に伴うリスクなどのリスクヘッジなどの「ディーゼルエンジン」系のほうが、特

に最初は気持ちが強く乗るから行動につながる、というところでした。 

 

自分自身、クリーンエネルギー系の信念を持って来たつもりでしたが、行動にい

まいちパワーが乗らないことも感じていました。それはおそらく、本来土台とな

るディーゼルエンジン系のことから目を背けて、なかったことにしてきたから、

クリーンエネルギー系の信念、行動に気持ちが乗り切っていなかったのかもしれ

ません。一度、考えられる限りのリスクを洗い出し、それに対して最大限に有効

な手を打つ、ということをする時間を設けようと思いました。 

 

リスクをすべて潰すことは不可能にしても、できる範囲で最大限に潰す努力はす

べきものであると感じました。今までなかった視点だったので、非常に新鮮に感

じています。たまたま今までなんの大きな病気、金銭的トラブルなどのアクシデ

ントもなくやってくることができましたが、それが今後もいつまでも続くと考え

るのは危険。それを示すたくさんの事例に触れるたびに、きちんと向き合い、自

分の人生に照らし合わせて考えることが結果的にクリーンエネルギーの産出に対

する集中力を高めることにも繋がり、ひいては QOL の最大化に寄与することは

間違いのないことだと思われました。 

 

とはいえ過度にリスクに執着するのも人生を楽しめないライフスタイルになって

しまうような気がするので、そこはうまく自分なりのバランスを見つけていきた

いところです。 

 

他にもたくさん気づきがあり、今回お金について、今までになく正面から向



かうことができたのが大きな収穫です。世の中のタブーとされる、ある種残

酷な現実もあると思いますがそれらに関しても正面から向き合うことが重要だと

感じました。 

 

今回の内容も、何度も反芻して自分のものとしていきたいと思います。 

今回、また新たなベクトルからの気づきを頂き、ありがとうございました。  

（大嶋 厚裕 様） 

 

  



 

個別具体の「金持ちになる」ための方法ではなく、*最初に理解すべき「認

識」について、学ばせて頂きました。  

今回のセミナーも、個別具体の「金持ちになる」ための方法ではなく、最初に理

解すべき「認識」について、学ばせて頂きました。 

これは、鮒谷さんが常々、仰っている、とにもかくにも最初に認識を変えること

が大切。それが変わって初めて、具体的行動（テクニックやスキル）を学ぶ意味

が出てくる。認識の変化なしに、スキルを学んでも何も意味がない。 

ということ、鮒谷さんの一貫性を感じました。（いつも一貫性が大切と仰って

いるので、まさにそれを思いました） 

 

具体的に学ばせて頂いたことを下記に記載させて頂きます。 

 

【金持ちになる（＝お金が空気になる）ためのステップ】 

 

ステップ 1 

人は、見たもの、聞いたものしか想像できない。これによって行動を規定されて

しまっている生き物である。だからこそ、お金持ちになりたければ、金持ちを見

る、触れる。そして、彼らが何故その行動をしているのか？その行動の原理原則

を理解しなければならない。金持ちには金持ちの原理原則、ルールがある。 

見たことも聞いたことも、触れたことも、あるいは考えもしたことがないから知

らないだけ。金持ちでない誰もが、「そんなもんあるのかよー」って思ってい

る。仮に触れたとしても、自分には無理。関係ないものだと思ってしまってい

る。 

だから、金持ちになるファーストステップは、その「原理原則」があることを理

解しようとすること。そして、出来るところから実践していくこと。 

 

その原理原則は、最初は理解できないはず。びっくりするはず、違和感を覚える

はず。というよりもむしろ、違和感を覚えない方がおかしい。 

でも、その違和感から逃げないで、向き合う。体に取り込もうと努力する。 

例えていえば、未知のウィルスが体に侵入してきて、最初は、体が言うことを利

かない。でも、それに耐えられる抗体が生まれるまで頑張る。それを克服すると

バージョンアップしている。 

あるいは、ドラゴンボールでいう「超神水」を飲んだ時の悟空のイメージ。カリ

ン様から吐き出すように言われても吐き出さなかったからこそ強くなった。 

 

であるならば、自分がモデルとする金持ちは誰なのか？ 

も同時にとても重要になる。 

 

ステップ 2 

お金とは何か？ 

提供した価値に対する代価。 

信用信頼（＝無形資産）の積み重ねによって貯まっていくもの。 

信頼を積み上げていくと、それが評価・評判を呼んで、それは、雪だるま式に増

えていくもの。 



だからこそ、黙々と、自分の一剣を磨き続けること、行動し続けること 

が大切。（ステップ 2） 

だからこそ、毎日、昨日よりも無形資産が増えているのか？ 

を問うことが大切。 

それを続けていると、必ず次のステージがくる。人生のオプションが増えてく

る。 

なぜなら、上の世代は、常に優秀な後輩（次世代）を探しているから。 

信用信頼残高を積み上げていると、彼らが声をかけてくれるから。 

すると、次のステージの人と出会い、触れ、新たな原理原則を学部ことが出来

る、そこで彼我の差（真空状態）に気づき、そこに当たり前にいることが出来る

人物になろう自らを磨く。 

このループに入ることが出来ると、おそらくというか間違いなくお金がある人物

になれる。逆にいうと、このステップ以外で、お金を稼ぐことは出来ない（と言

っても良い） 

お金は、一朝一夕で貯まるものでは決してない。 

そういった簡単に「お金」が欲しいのであれば、宝くじでも FX でもやればよ

い。 

運よく当たったとしても、それは一時出来なもの、再現性のないもの。 

簡単に手に入るものは、大切にすることは出来ないので、簡単に失ってしまう。 

そんなものを追っても金持ちにはなれない。 

 

【金持ちになるために持っておくべき理解しておくべきことについて】 

 

・人のお金に関する意識は、二つのモードしかない 

 

①節約モード 

②稼ぎモード 

 

②の人間しか金持ちにはなれない。 

なぜなら、①の人間は、既に自分の稼ぎの上限を決めてしまっているから。 

今の自分の稼ぎは、自分自身の自分に対する見積金額通りになっているから。 

だからこそ、見積金額を見直し、リミットを取り払って、 

②のモードに切り替える。 

そして、例えば、どうしたら 100 万以下が誤差と思えるようになるのか？ 

を考え続け、行動し続ける。 

 

・二つの経済（＝価格決定）の考え方 

①物語経済（労働時間/量ベースではなく、意味付け/物語ベース） 

②実体経済（原価ベース） 

①の経済でビジネスをすべき。価格が高くても取引されているものは、須らく物

語が付与されている。 

こちらに属するものの例は、 

ワイン。 

ワインは脳で飲むもの。そのワインは、 

誰が作ったのか？ 

どの畑で作られたのか？ 

何年もののビンテージなのか？ 



誰がいくらの評点をつけたものなのか？ 

などなど、 

 

このような本来の味以外の「ストーリー」によって値段が決まっている。 

このようなストーリーが多ければ多いほど、具体的で、魅力的であればあるほ

ど、良い先入観が購買者にインストールされ、購買確率が高まることはもちろ

ん、高い価格で取引されるようになる。 

 

取引は、 

 

提供価値＞提供価格 

 

となった時に成立するものだから。 

 

・課金の審判は二度下る。 

 

一回目：最初の購入時 

二回目：購入したものを消費した時 

二回目の方がはるかに重要。なぜなら、リピート率が上がるから。 

当たり前だが、リピーターが多い方がビジネスは安定する。同時に、マーケティ

ングコストも抑えることが出来る。いいことしかない。 

であるならば、どうしたら、お客様がリピーターにならずにはいられない状態に

なるのか？ 

という問いを立て、そういった商品開発、販売システムを作り上げることが大

切。 

 

・投資利回りが一番高いのは、教育。若ければ若いほど、時間が味方に付くの

で、複利で効いてくる。だからこそ、認識・経験に投資すべき。  

（Ｍ．Ｎ 様） 

 

  



 

セミナーでは、参加者の皆さんの様々な角度からの質問も脳の刺激になり

有難かったです。  

私にとっては高額、且つ、どのような内容なのか不明？（スミマセン）なセミナ

ーでしたが、場所が大阪のラグジュアリーホテルのスイートルームとの事で、ど

んな所？との好奇心と、今までの価値観を破壊できそう？と思い、迷いつつも、

ポチッと申込みした次第です。 

 

■お金とはそもそも何か？ 

 どれだけ研究してきたのか？ 

 どれだけ時間を使ったのか？ 

 どれだけエネルギーを注ぎ込んだのか？ 

 どれだけ語れるのか？ 

 

お金とは目的ではなく、QOL を高める手段→私自身は、もっとお金が欲しいと

言う想いだけで、これらに関し、不十分である事を認識しました。本セミナーで

意識改革しようと気合いが入りました。 

 

■お金の定義提供している価値が帰ってくる。 

 

『信用、信頼』が一番重要である。これがないと長続きしない。お金は結果とし

て生まれてくるものであり、常に相手の期待値を超える認識を持つことが大事で

ある。良い事で良い結果が返ってくる。1 日 3 人から、ありがとうと言われる活

動で、信用、信頼を築く。→お金と信用 信頼の関係が、なかなか腑に落ちずこ

こで脳がフリーズしてしまいました。 お金儲けのためには、事業戦略、投資な

どの目利きが重要と考えていたからです。 あまりにも固まってしまい、質問も

できませんでした。私のお金に関する思考回路が破壊された瞬間でした。 

 

■お金は投票と同じすごい人より、良い人の方が大事。 

 

あなたから買いたいと思ってもらえるか。ビジネスはリピートが大事、そのため

には、人間関係つまり信用 信頼が重要。次のステージに行くためには、次のス

テージにいる人に出会う必要がある。信用残高の高い人は、出会う確率が高くな

る。→ここで『信用、信頼』の重要性が腑に落ちました。 

鮒谷さんの実体験のお話もあり、間違い無いと実感しました。ありがとう活動を

実践し、日々の行動も、信用 信頼を念頭に置きます。 

 

■金銭感覚をぶっ壊す自分が扱っている金額の二桁上を考えて、感覚を変える必

要がある。 

 



人間は無意識に自己の持っているイメージに合わせ、自分の行動を規定する。よ

って、目標を言い続け、自己洗脳し、自分自身の価値を書き換える必要がある。

お金持ちを見ても、自分を下に置く事になる、すごいやオーラは言うな、チョロ

イと言え。→目標を言い続け、掲げ続け、幽体離脱を起こし、脳回路をぶっ壊す

事の重要性を認識しました。その後に起きる『でっ？』の感覚を大事にし、予感

〜実感〜確信 のプロセスを楽しみたいと思います。 

 

■人は物語に対してお金を払うどう言う意味を付与するのかが大事であり、差別

化につながる。 

 

これは人についても同じである。自分が物語のパターンを持つことが重要であ

る。→自分の価値を高めるために、信用信頼に加え、物語を言語化する能力を高

めたいと思います。 

 

以上、ここまでです。 

セミナーでは、参加者の皆さんの様々な角度からの質問も脳の刺激になり

有難かったです。参加者の皆様 有難うございました。 

 

また、懇親会では同席頂いた方々との意見交換や鮒谷さんへの追加質問な

どとても有意義な時間でした。このような機会を設けて頂いた鮒谷さん、セカ

ンドステージの皆様に心より感謝しております。有難うございました。 

 

チョロイを言い続け、『でっ？』で幽体離脱します。 

 

今後とも宜しくお願いいたします。  

 

（鵜木 重幸 様） 

 

  



 

音源化はしないと書いておきつつ、音源販売するのでは？？と推測してい

ましたが、確かに音源化できなさそうな裏側や過去の黒い(?)お話やメルマ

ガ販売の考え方などがあり、それがまた学びある内容だと感じました。  

■印象に残ったポイント 

□お金に対する認識のバグ 

・普段使い慣れた金額の、2 桁違うお金を使ったとして、稼ごうと思えるか？ 

 

・もうバグがないと思われるレベル人が、バグがないかをチェックするために話

を聞きに来てくださってる 

 

□お金が空気になる感覚 

・金持ちになる＝お金が空気になる 

 

・8 万円をスタバのお茶飲む感覚や、チロルチョコを買う感覚で買う。120 万

円のセミナーもスタバ感覚。 

 

□お金持ちに会う重要性 

・お金持ちに会って、感情が動くことが大事。自分の世界認識に亀裂が入ってい

るということ。 

・最初は違和感しかないはず。 

 

・金持ち というか、"自分と異なる価値観で魅力的に生きている人" 

に会いに行くべし。度肝を抜かれるくらいの人に。魅力的な人のやってることな

ら、模倣しようと思うから。 

 

□お金についてどこまで考えているか 

・お金のこと、何時間も喋れるくらい、真剣に考えていますか？ 考えている時

間と金額は比例する。 

 

・年収 1 億 と宣言したとして、それを時事刻々と考えていますか？？ 

 

□最後は覚悟、正面から向き合う 

・最後覚悟を持つかどうかで、壁を超えられるかが決まる 

 

・欲しいんだったら、怖いかもしれないけど、正面から向き合え！ 斜に構えて

いてはいけない。(AKB と付き合いたいと思ったらどうするか も全く同じ) 

 

・正面から向き合うと足りないことが多すぎることに気づく。スカスカレベル。

真空状態。これを埋めることを考える。 

 

□コミュニティ 仲間の重要性 

・真空を埋めるためにあがく時間はけっこう長い。 

 

・それに対して、みんな考えてる時間軸が短すぎる。 

 



・あがく時間は長くキツいから、肯定してくれるコミュニティ・場に所属すべ

き。 

 

・はじめは肯定してくれる少人数の仲間でいいから言う。 

 

・否定して来る人は友達じゃない 

 

□その他 

 

音源化はしないと書いておきつつ、音源販売するのでは？？と推測してい

ましたが、確かに音源化できなさそうな裏側や過去の黒い(?)お話やメルマ

ガ販売の考え方などがあり、それがまた学びある内容だと感じました。 

また、販売の話・お金をいただく話を突き詰めると、最終的には当たり前の、道

徳の話になっていくことも印象的でした。 

 

今回のセミナー後は、「で、どうしたらいいの？ 」となるとおっしゃっていまし

たが、私のなかではいくつか まずやることが浮かびましたので、まずはそ

れらを即実行モードで進めていきます。 

 

今後も引き続き、よろしくお願い致します！  

（Ｋ．Ｄ 様） 

 

  



  

今回のセミナーはこれから自分の中で自問自答が続くよいきっかけになり

ました。  

最終的には今回のセミナーはこれから自分の中で自問自答が続くよいきっか

けになりました。一度受けたセミナーが自分の中で波及効果の高くなるように

これからずっと今日感じた様々な違和感、自分の中でしっくりこない点、気づき

を日常生活の中でしっかりととりいれて生かしていけるように動いていければと

思っております。 

 

自分の中で特に為になった項目について列挙させていただきます。 

 

・継続してお金に対する自分の認識のバグをつぶしていきたいと思います。 

・お金が空気になっている状態を目標に進めていきます。お金を使う事が苦にな

らないようにするという明確な目標を持てたのが大きな収穫でした。 

・ニーズを聞くと宿題が生まれるのでめんどくさいが、これらを即断即決でさば

いていくと言う事は自分自身の中でできることだと感じておりますので現在の環

境の中でもぜひ取り組んでいきたいと思います。 

・自分と異なっているが惹かれる人に会いに行くと言うのが明確な方向性として

頂けました。 

・本気で勝ちに行こうと思っているか、覚悟はあるのか？という言葉が身にしみ

ました。少々どころか、かなりアバウトにお金が増えればというふうに考えてお

りましたので、認識を新たにしました。 

・現在の年収の 10 倍を意識する、嘘から出た誠。嘘も 10 回言えば本当にな

る。 

・全然足りていないのを気がつくことが重要。 

・朝から晩まで数字のことを考えている、毎日進捗を確認する 

・お金をもらうこと＝お客様へ価値提供をすることだから躊躇なくやることがで

きる。 

・人間は節約モードの人と稼ぎモードの人しかいない。どうやって稼ぐかを考え

るのが重要。投資して大衆意識を働かせると言うサイクルをまわしていきます。 

・全ての購入で意思決定をする。使う金に意味があるかを考える。 

 

自分の中で一番心に残ったのは 

 

「全ての自分のお金と時間を一番利回りが高いところに投下する」 

 

というルールのもとに行動すると言う事でした。 

今後自分の時間を優先順位をつけて投入していきたいと思います。 

今回のセミナーをきっかけに少しずつ変わり続ける人になっていけるよう

に自分をしつけていきます。 

このたびは有難うございました。  

（Ｒ．Ｓ 様） 

 

  



  

今回の放談会においても、今までのお金に対する思考回路から新しい回路

を見て形成するきっかけを頂いた事が一番の収穫だと思っています。  

復習のつもりで感想を書かせて頂きます。 

 

冒頭の放談において、日々の現象は「結果」であり、なぜその「結果」になった

かは日々の「行動」に原因があり、なぜその「行動」になったかは無自覚・無意

識つまりバグが存在している。 

そのバグは顕在化していない・目に見えないために自分では気付かない。 

まずはバグに気付くために金持ちに会い、意識して模倣する。その際、金持ちの

結果ではなく行動を見た上で。 

人は見たもの聞いた事しか想像できない、金持ちを現実世界で見る事で感情が動

き自分の認識に亀裂が入る事で気付きが起こる。 

 

という話を聞きました。 

ここまででお金に対する認識を変えるための方法論が得られたと思います。 

 

その後は具体的な話を頂きましたが、特に印象に残った話をまとめます。 

 

見るべき「金持ち」の定義は、今回はお金がテーマのために「金持ち」ではある

が、実際には「自分が魅かれる人」、「度肝を抜かれる人」かつ「自分とベクトル

が合う人」、「模倣したくなる人」。 

会う距離感によって見える範囲が広がる。本→講演→会食→旅行、と進むことで

日常のタイムマネジメント、コミュニケーション、ビジネスのすすめ方、人との

付き合い方などが深く見えるようになる。 

 

お金が欲しいとはみんな思っているが、「真剣」に考えてきたか？お金に意識が

向いていなく、消費のルールや意思決定の基準がない。金儲けをすることに覚悟

を決めているかどうか。お金に真剣に向き合う事で覚悟が決まる。感情が動き、

スイッチが入り、目標が決まる事でアンテナが立ち、人からパクるようになる。 

 

目標は、今の年収の１０倍等まずは今では信じられないものを立てる。うそも１

００回言えば本当になる、ということで言い続ける、外も内もうそで固める、付

き合う人も変わる。 

まずはお金が目標に対して全然足りていないことを自覚する（無知の知）。そし

て、そこに到達するために考え始めるようになる。目標を立てない事には無知の

知にすら気が付かない。 

 

目標の売上に達成した際に、締めまで速度を緩めずに残り稼働日を全力で上げ

る。最高記録を更新する事で、次のクールで目標を達成しても「しょぼい」と思

えるようになり、お金に対する認識をどんどん更新していける。 

 

節約モードと稼ぎモード、節約系の人は何か大きくお金を使った際に「これから

は○○で節約するか」、稼ぎ系の人は「これでもって稼ぐか」と思う。節約モー

ドをぶっ壊すためには、普段より１桁２桁大きいお金を使い、その分をどうやっ

て稼ぐかと考えるようにする。１桁２桁大きな投資をすることで変身しなければ



無理だと気付き認識が壊れる、また「この位対価をもらっても良いだろう」と思

える自尊心になる。 

 

人に対して「お役立ち」の行動をすることで信用・信頼が積み重なり無形資産が

増える。その結果として回り回って有形資産となり返ってくる。すぐに返ってく

るわけではないので長期的な視点が必要であり、その人から返ってくるわけでは

ないために１対１対応ではないことを念頭に置く。お役立ちの種をまいてもほと

んどは芽が出ない、それでも多方面にまき続ける事である方面から後になって返

ってくる。大切な事は目の前の人を喜ばせる事。 

先義後利、まずは自分から人様に価値を与え続ける。何も与えずに先に自分だけ

がもらう事ばかり考えるのは虫が良すぎる。 

金儲けは「簡単だ」と思うように。なぜなら金儲けは困り事を解決する事であ

り、困り事は世の中からなくならないから。 

「どうやって売ろうかな」という自分目線ではなく、「どうやったら買う事に抗

えないかな」とお客様目線に幽体離脱して考える。 

原価積み上げビジネスの値付けに対して根拠不透明ビジネスでは物語に対して値

付けを行う。中小零細個人が勝負するべき所は脳内妄想を追求し、物語に価値を

つける。 

 

一部ではありますが、上記内容が印象的でした。 

 

各論的な事を具体例を用いて説明して頂きましたが、やはり本質的な部分を毎

度主眼に話されることが最も価値があると思っています。 

 

今回の放談会においても、今までのお金に対する思考回路から新しい回路を

見て形成するきっかけを頂いた事が一番の収穫だと思っています。 

始めはすぐに切れる回路、非常に細い回路ではありますが、回路があるかないか

の違いは全く別次元だと思います。 

今後日常の出来事にアンテナを張る事で回路が日々太くなっていくことを実感し

ていこうと思います。 

どうもありがとうございました。  

（Ｓ．Ｎ 様） 

 

 

  



 

今の目標には明らかに変なブレーキがあります。これが放談会で得た最大

の気づきでした。そして、これが大きな転機になると確信しています。  

「お金についての思い込み放談会」に参加させていただきありがとうございまし

た。この放談会を通じて、お金に対する認識が大きく変わったことを感じ

ています。 

 

私はお金のかかる趣味を持っているわけでもなく、親の教育のおかげで無駄なモ

ノを買いませんし、見栄のための消費もすることはありません。 

ですので、サラリーマンの給料でも、大きな不自由は感じていませんでした。 

Being 目標は金銭的なものはないし、Doing 目標、Having 目標さえも、もちろ

ん今のお金では実現できませんが、数割から２倍の増加で十分なものです。 

だから、私は「節約モード」の人間ですが、それに特に大きな不満もないのが現

状でした。 

 

ただ、家族もいるため、完全にお金からは解放されません。だから、お金に関わ

る時間やアテンションを下げて、他の目標の達成に集中したい、というのが、今

回の放談会に参加した目的でした。しかし、今回の放談会に参加して、この一

見悪くないと思われる状態こそが、自分のコンフォートゾーン、壁なのだ

と認識しました。 

 

今の数割から２倍の収入で十分ということは、所詮、その程度の金しか使えない

器ということで、これは快適どころか残念なことです。金の呪縛から逃れるとい

う消極的な目標ではなく、お金をどんどん稼いで、そしてそれをどうやって有意

義に使っていくかと思考を切り替えます。 

 

まず、収入が 10 倍になった状態を想像し、意識をそちらに飛ばします。 

その前提で To do や To have 目標を見直してみます。今の目標には明らかに

変なブレーキがあります。これが放談会で得た最大の気づきでした。そし

て、これが大きな転機になると確信しています。 

 

また、質問させていただいた、鮒谷さんが（お金に不自由していないのに

も関わらず）非常に高いお金の目標を掲げる理由は、本当に参考になりま

した。私もこの考え方を目標に取り入れていきます。 

いつもながら、良質なコンテンツのご提供、ありがとうございました。  

 

（半導体エンジニア 蔵本 貴文 様） 

 

  



  

「稼ぐ」事に対して変なリミットを掛けている自分がいる事に気付きまし

た。  

鮒谷様、セカンドステージの皆さま 

 

本日は、暑い中放談会と懇親会でお話頂き、有難うございました。 

現在私は、病気（適応障害）で休職が長引き、会社を退職することになりまし

た。 

いわゆる「失業者の身」となったため、否応にもお金に対する認識、思い込みを

何とかしたい！という気持ちで、今回のセミナーを申し込んだ次第です。 

 

特に印象に残った言葉として 

 

・自分では何のメガネをかけているか気付かない。 

 だからこそ、外の世界へ出て自分を客観視すべき。 

・金持ちになりたければ、実際に金持ちに会って仲良くなれ。 

・今の年収の 10 倍を当座の目標とすれば、脳の回路が書き換わるのでは？ 

・年収 1,500 万円で生活できますか？ 

・金銭感覚のリミッターをブチ壊せば、新しい出会いが待っている。 

 

などなどの言葉が刺さりまくり、事前に「秘匿性の高い」「過激な」内容と

謳われていた通り、脳内に新たな言葉がグルグルして帰路についていま

す。 

 

今は失業中なので、何よりも今後生活に必要なお金を用意するために、苦心して

いるところですが、それでも、「稼ぐ」事に対して変なリミットを掛けてい

る自分がいる事に気付きました。 

 

価値観の問題と言われればそれまでなのですが、周りを見て「普通の収入

額でいいや」と片付け、自分の欲求に正直に向き合わずに、彼我の差を感

じる痛みから逃げ続けた自分がいたことは否定できません。 

 

今まで「どうせ無理だろう」と、荒唐無稽な目標を掲げる事から目を背け

ていました。 

失業したのでお尻に火が付いた事もあり、今度こそ目標を紙に書きまくっ

て、良い習慣を身体知としていきたいと決心しました。 

 

改めて、放談会のご縁を頂き有難うございました。 

 

追伸： 



懇親会では「『チョロい』と言え」について解説してくださり、有難うございま

した！ 

セルフイメージを上げるために、死んでも「すごい」「オーラがある」類の言葉

を発しないようにします。  

 

（船津 忠文 様） 

 

  



  

音源のなかでも色々と価値ある考えの提供を頂いていますが、今回もビジ

ネスや人生を成功させるのに必要な肝となる原則的な考えを惜しみなく提

供していただき大変感謝しております。  

鮒谷様 

 

昨日はありがとうございました。 

今回はじめてセミナーに参加させていただきました。 

 

長時間のセミナーでしたので、最後まで集中力が続くか心配しておりまし

たが、あっという間の 5 時間半でした。 

 

音源のなかでも色々と価値ある考えの提供を頂いていますが、今回もビジ

ネスや人生を成功させるのに必要な肝となる原則的な考えを惜しみなく提

供していただき大変感謝しております。 

 

・うまくいっている人は、その人のリソースも含めてシステム。 

・自分にとってのあたりまえ（基準）が無意識に制限している。 

・コミュニケーションの基本は、相手のペースに合わせ最初は相手の欲している

ことを渡す。 

・節約モード・稼ぎモード 

 

今回のセミナーでは、これらの言葉が特に惹かれました。 

 

それから、どこかの音源でも言っておられましたが、 

 

「自分にとっては日常でも、お客様にとっては非日常」 

 

のお話しは、何度聞いても心にしみますね。 

 

今後とも宜しくお願いいたします。  

 

（佐久間 様） 

 

  



  

今後とも、ご指導のほどよろしくお願いいたします。  

鮒谷 様 

 

この度は、お金についての思い込み放談会に参加させていただきありがとうござ

いました。 

 

今回のお話で印象に残ったこととして、お金持ちを見るということ。どうすれば

接点を持つことができるかという点で、お客になるということ。また、お金が動

いているところにお金持ちがいるわけだから、そういうところに行ってみる。そ

うやって接していくうちに、お金持ちのセンスが身についてくるということ。 

 

次に、妄想たくましくして理想形をもつということ。とりあえず今の所得の 10

倍を目標にするということ。さらに、このままいくとどうなるんだろうという地

獄絵図を見せつける。どうやったら詰ませることができるかシュミレーションし

てみる。このギャップの大きさにより動機づけが生まれてくる。 

 

そう考えると、お金持ちに会うということを意識したこともないし、お客になる

とか、お金の動いているところに行くということも意識したことがありませんで

した。また、厳密にお金がいくら必要か計算したこともないし、最悪をシュミレ

ーションしたこともありませんでした。 

 

まずは、月１回でもいいので、そういうところに行ってみる。 

年収の１０倍を目標に掲げる。どうやったら自分を詰ませることができるかシュ

ミレーションしてみる、ということをやってみたいと思います。 

 

今後とも、ご指導のほどよろしくお願いいたします。  

 

 （Ｙ．Ｍ 様） 

 

  



 

「カネ」という興味の強いテーマであったためかこれまでの「目標」「日

記」「物語」・・・音源で得た学びが有機的に繋がっていく感覚を覚えま

した。  

鮒谷様 

セカンドステージスタッフの皆様 

 

私の妻は一族経営の会社社長の家の出で、サラリーマン家庭に育った私とは「カ

ネ」に対する思考が全く異なり、結婚後は経済的な事で揉めることも多々あった

のですが、台湾駐在後は経済的な余裕が生まれ、多くの金持ち台湾人ファミリー

との交流にも恵まれました。 

 

彼らの生活を羨ましく思いながらもその一端を共有させてもらうことで、日本で

は体験できないような楽しい時間を過ごしてきました。しかし、サラリーマン駐

在員である以上は自分の人生をコントロールすることはできません。それを認識

しつつ、いつ帰任令が出るかびくびくしながらも居心地の良さに決断を先送りし

てきましたが、遂に辞令がおりた事で独立を決心することができました。 

 

これまでの延長線上で、日台企業の間を取り持つ B2B のビジネスを継続するた

め仕事自体には自信はあるのですが、収入の事を考えると決心が揺らぎそうにな

り、信頼できる台湾人・日本人のビジネスフレンド達に独立宣言しまくり、逃げ

られない環境を整えています。 

 

独立への不安を軽減させるためには私自身がボトルネックと考える、「カ

ネ」に対する認識を変える必要があると思い、無理を承知で門外不出音源の

ご提供をお願いさせて頂きました。失礼お詫びいたします。 

 

3 つの音源は、同じテーマ、文脈で語られているにもかかわらずそれぞれ

が新鮮で、それぞれ固有の気付き、学びがありました。3 放談会を一気に

聞けたことで最初の放談音源で「!」「?」が立った文脈が二番目の音源で

は「うんうん」「そうだよな」となり最後は完全理解できているつもりに

なれたことで潜在意識の中に落とし込めた気がしています。 

 

また、「カネ」という興味の強いテーマであったためかこれまでの「目

標」「日記」「物語」・・・音源で得た学びが有機的に繋がっていく感覚

を覚えました。 

 

早速、カネを使うごとにその価値を深堀し、投資的浪費として回収できるものに

は一桁上の金額を惜しまず価値ないものにはビタ一文払わないというこれまでの

私にはなかった意思決定基準を習慣化する取組を始めています。 



 

これまで独立後も今の年収を維持するにはどうすればよいかと悩んでいま

したが、今の年収の 10 倍を目指す、という言葉を頂いたことで悩みが期

待に変わってきています。そもそも、帰任して役員になったところで天井

は見えており、目標に掲げた人生を手に入れる事はできないのですから、

独立して稼げば良いというだけの話ですね。 

 

稼ぎモードの方の考え方を聞き、これまで妻と揉めた事は全て彼女が正しかった

と気付くことができたのも、今回の音源で得た大きなメリットの一つです

（笑）。 

（こちらで金持ちファミリーと仲良くなれたのは、彼女が彼らと共通言語をもっ

ていたからでもあります） 

 

今は来年 4 月の独立に備え、会社業務の傍ら、独立後に協力頂けそうな方々との

会食を重ね、価値提供をすることだけを意識し潜在顧客の開拓に励んでいます。

どのビジネスも信頼がベースなることは同じですが、企業との取引が主となる私

のビジネスは私個人への信用、信頼を得なければ成り立ちません。 

 

その意味においても、この度、鮒谷さんが私にして頂いたご対応を大いに参考に

させて頂きスポンジの最大化に努めてまいります。私がぶらぶらと歩いているだ

けで日台間に新たなビジネスが生まれていく、そんな日を一日も早く実現させた

いと思います。今後ともよろしくお願い致します。 

 

追伸：6/24 放談会での AKB の例えは、目標設定~実現までのプロセスの判り易

さという点で圧巻と感じました。（私は AKB のメンバーを殆ど知りません

が...）理想の異性の恋人像を想定し、ロールモデルとすることで、今すべきこと

を直にする Being 目標を実現させるためのロールモデルを持つことの重要性が改

めて深く腑に落ちました  

 

（Ｙ．Ｋ 様） 

 

  



 

 

 

 

 

あなた様の 

 

【＜少人数・双方向性セミナー＞ 

  あなたの「お金についての思い込み」を 

  完膚なきまでに打ち壊し、 

  お金に対する認識がもたらしてきた、 

  経済的制限や束縛からあなたを解き放つ放談会】 

 

のお申し込みをお待ちしております。 

次回以降の開催予定は以下をご確認下さい。 

https://shinkaron.buyshop.jp/ 
 


