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 【禁断の「落穂ひろい」 

ノウハウ大公開音源】  

 

すべて鮒谷が実践済み！ 

ついに禁断のリリース！ 

 

「目には見えねど、 

すぐ目の前に落ちているお金」を 

手に入れる、 

 

21 個の具体例を通した 

落穂ひろいノウハウ大公開音源 

 

 

セミナーにご参加下さった方ならびに 

音源をお聴き下さった方からの 

ご感想集 
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このタイミングで具体的な音源を聞いたからこそ、少し客観的な観点で多

くの気づきを得ることができたのではないかと考えています。そういった

意味では、具体的な内容には興味がない。という方でも多くの気付きがあ

る音源ではないかと考えております。 

具体的な内容が中心の音源でしたが、多くの気付きがありました。 

バラバラとした内容で恐縮ですが、気付いた内容を感想として書かせて頂きます。 

1. 相手の立場に立つことの重要性 

今まで、ずっと抽象的な内容の音源を出されている中で、「ここまで具体的

な内容に舵を切れるのか」という点がまず最初に感じた衝撃です。将棋では、

定石と言われる打ち筋があり、プロはその打ち筋に沿った形で思考をするため、定

石を逸脱した一手は中々出てこない。と言われているようですが、鮒谷さんの音源

に関しても、今まで抽象が中心でしたので、その流れを踏襲するのが普通であり、

聞き手としても抽象的な内容であることが当たり前、という認識を持っている中

で、ここまでさっぱりと具体的な内容の音源を出される（思考の舵をきれる）

という点に衝撃を受けました。 

 

先入観に捉われることなく、聞き手が何を求めているのか、常に自らをフラットな

立場に置くことの大切さを学びました。 

 

2. 信頼できる師を見つけることの重要性 

音源のご案内で、2 段構造になっているという話をされていましたが、「どのよ

うなオチに着地させるのだろうか」と考えながら音源を聞いていました。ただ、

音源を聞いている中で感じたことは、鮒谷さんの最後の結論が何であったとして

も、その意見を素直に受け入れる体制が整っていた、ということ。 

 

極端な話、「落穂を意識して拾いましょう」という結論でも、「落穂を拾っている

場合ではない」という結論でも良かったということです。個別の事実に目を向け

ることも重要ですが、その裏にあるもの。すなわち、信頼・尊敬できる人の考え

方を完全にインストールする方が大切。ということでしょうか。言い換えるなら

ば、何かを学ぶ際には、絶対的に信頼できる方を見つけることが重要なのだと思

いました。 
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3. 自らの背中で語る重要性 

 

鮒谷さんがなぜこのタイミングで落穂ひろいの音源を販売されたのか。その理由

は色々とあると思いますが、個人的には、鮒谷さんが自らの背中で「これ

が、目標を立て、ものを売るということだぞ」と叱咤激励してくれてい

る。という印象を受けました。目標を必ず達成するべく、常にそのための

手段を考え続ける。その結果として今回の音源がリリースされたのだと勝

手に解釈しておりますが、そんな鮒谷さんの背中を見せて頂き、自分は真

剣に商売について考えているのか。自省の念を抱いた次第です。 

4. 試行錯誤をすること（行動量）の重要性 

 

音源販売されてからのフォローアップ。音源のタイトルの付け方。一つ一

つに対して常に新しいアクションを重ねられていることを感じ、改めて

「凄み」のようなものを感じました。圧倒的な行動量が、圧倒的な成果を生

む。自らも更に試行錯誤を繰り返さなければいけない、と痛感しました。 

5. 実行することの重要性 

今回の音源を聞いた後に、一つでも落穂拾いをしているのか。即ち、実行している

のか。結局のところ、それが大切なのだ、と感じました。イエローハット創業者の

鍵山氏が書かれた本の中に、「歯医者から縦みがきが良いと言われても、ほとんど

の人は横磨きをする」という言葉がありましたが、分かっていてもやらないのが人

間。だからこそ、実行するだけで差をつけることができる。そういった意味におい

ても、「思う」だけではなく、実行しなければいけない。ということを痛感しまし

た。 

 

6. 主体性を持つことの重要性 

 

音源の中で、主体性を持つことが重要と言われてましたが、その中で、ふと、

JAL の再建をされた稲盛氏のエピソードを思い出しました。稲盛氏は、幹部を集

めた会議で出された弁当に対し「この弁当はいくらだ」と質問し、答えられなか

った幹部に激怒したと言われていますが、主体性という意味において、このエピ

ソードと、今回の音源の根底にある考え方は同じと感じています。前の会社で

も、主体性をもって仕事をすることで 100 倍の学びがある。という言葉を貰い

ましたが、音源を聞かせて頂き、どれだけ日頃の行動に主体性を持たせる

ことができるのか。一つ一つの行動にアンテナを張る重要性を再認識致し
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ました。 

 

と、かなりバラバラとした感想になってしまいましたが、結論としては、鮒谷さ

んの背中を見せて周囲を導いていくその圧倒的な迫力。を強烈に感じた音

源でした。。 

 

このタイミングで具体的な音源を聞いたからこそ、少し客観的な観点で多

くの気づきを得ることができたのではないかと考えています。そういった

意味では、具体的な内容には興味がない。という方でも多くの気付きがあ

る音源ではないかと考えております。 

 

改めまして、今回も素晴らしい音源をありがとうございました！ 

引き続き、宜しくお願い致します！ 

（株式会社 CODOR 代表取締役 大橋亮太 様） 
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慎重に受け手に与える影響を考慮して言葉を選びながら、落穂そのもので

はなく、あくまで落穂を拾うというその思考システムについて説明なされ

ているのが流石だと感じました。 

開始まず思ったのが、よく音源化されたなと。 

私もやっていることを人に説明しようとすると、ずるいとか言われそうで、伝え

ることさえ憚られそうなところ、慎重に受け手に与える影響を考慮して言葉を

選びながら、落穂そのものではなく、あくまで落穂を拾うというその思考シ

ステムについて説明なされているのが流石だと感じました。 

 

昔から倹約、節約・得をするの癖があり、少しセコイかな、いくら制度とはいえ

自分だけメリット享受するのは・・・なんて後ろめたさがあったなかでのこの音

源。 

 

人に言う言わないは別にして堂々と趣味：落穂拾いと思えたので、内心ほっと

しました。（本音源の一番の価値かもしれません） 

 

人生普通に、そこそこに、うまくいっていたら何も落穂を拾おうと思う気もな

く、生きていくのでしょうがどっこい色々とイベント尽くしの人生で山あり谷あ

り崖から落ちてみたりしてみると生きるためのサバイバル術のごとく落穂にも目

がとまるようになりました。 

 

こればかりは賢く生きれる頭の良い人か私のような石にかじりついてでも生きよ

うと思った愚かながらも懸命に生きている側でないとなかなか意識が及ばないの

かなと感じています。 

 

この若干の後ろめたさを落穂拾いと称していただき、その力は使うか使わないか

に関わらず、とはいえその眼力は経営のセンスにも通じるものがあるなんて言わ

れると天にも昇る気持ちで心の重たいものが取れました。 

 

分かっているつもりで、自身の行いや行動を正当化させる言葉を持ち合わせず、

無駄にエネルギーを浪費しているあたり実践力が足りなさすぎると猛省しており

ます。 

 

落穂を拾うという行為そのものよりも落穂に気づこうとするその心がけが大

切で、ともすれば後ろめたい気持ちになってしまうこともある他を出し抜い

たかのような状態を落穂拾いという 1mm の罪悪感も感じない言葉へと変換

していただけたこと本当に感謝しています。 
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種もしっかりと蒔きますが、落穂を拾ってセーフティーネットを準備して経営と

共に人生を歩んでいきたいと思います。 

 

【音源を勧めたい方 】 

 

個別具体的な内容そのものではなく、その背景にある思考・洞察、自分で考える

ことの大切さを説かれています。具体例は理解を促すものにすぎず、その個別事

象を追いかけるのではなく、背景を理解して自分ならどうするか？を考える

きっかけが欲しい方にはとても有意義な音源だと思います。 

 

そして、個別具体的な話も聞きたい、と思われた際は、個別コンサルでどうぞ

(笑) 

 

と、最後のほうは回し者のようになってしまいましたが、(笑) 

 

節税も社保も補助金も制度も知っている人だけが得するため少しズルいのか

なと思ってしまっていた心を見事に救っていただき非常に感謝しています。 

 

ルールと制度を知ったうえでの裁定取引だと思えば１つの投資として考える

ことが出来るのかもしれません。 

 

知っているというのは知る努力をしているわけで不正に手を染めていないな

ら何ら恥じることはなく、厳しい言い方をすれば知ろうともしない、知る努

力をしないというのは人生をよりよく生きることを放棄している、と言い換

えてもいいのかもしれません。 

 

少なくとも私は生きる努力を放棄せず、楽しみながら落穂を拾って生きてい

こうと思います。 

 （吉本 勇 様） 
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お金や起業・経営、自分の人生について真剣に考えたいと思っている人、

お金が好きな人、お金に対する工夫をすることが好きな人などには、「黙っ

て買い」と伝えたいと思います。 

今回拝聴した「落穂ひろい」音声は、お金や時間、人生のことを真剣に考え

たいと思っている人には、必聴の音声だと断言できます。 

 

この「落穂ひろい」は、誰もが身に着けるべきスキルや考え方なのではない

でしょうか。また、「落穂ひろい」は、起業や経営などよりもっと基礎的な

ことで、誰もが出来ることではありますが、これが出来ないと、起業や経営

もうまくできないのではないかとまで、私は考えています。 

 

鮒谷さんが音声の中で話されている「落穂ひろい」の例の数々や、それを行えるよ

うになるための考え方については、音声を聞いて勉強するだけではなく、（他の音

声も同じですが）、それらを間髪入れずに実行することで初めて実になるものだと

思います。 

 

私もこれまで、このような「落穂ひろい」的な行動が好きで、本当にいろいろなこ

とを調べて考え、実行してきたと自負しています。おかげさまで、お金については

臨機応変に対応できるようになり、全般的な知識や知恵を持っているという自信

も相まって、これからもそれほど困ることはないように思います。私は大した資産

を持っていませんが、この「落穂ひろい」的考え方があり、さらに今回の音声

を聞いて学んだことで、将来の不安をあまり感じずに生きていけると思いま

す。 

 

ただ、まだ話を聞いたりして知っていることでも、実行していないことがたくさん

あります。「落穂ひろい」の行動は、挙げきれない位たくさんあり、それらすべて

を行うことは難しいですが、最低限これくらいはやっていなければいけないな、と

思うことで、まだやっていないことがいくつかありました。 

 

また、「大した効果はなさそう」とか「やるまでの時間がもったいない」と思

っていることのなかにも、効果があるものがたくさんまだ残っているな、と

いう感想です。 

 

それらのことを、この音声を拝聴して思い起こさせてもらうことが出来まし

た。音声を聞いてから実行に移したことだけでも、この音声を購入した分の

元は取れたかと思います。 
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お金や起業・経営、自分の人生について真剣に考えたいと思っている人、お

金が好きな人、お金に対する工夫をすることが好きな人などには、「黙って

買い」と伝えたいと思います。 

（山本 憲明 様） 
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具体的な「小技」の数々はすぐに陳腐化しますが、普遍的な姿勢そのものと効果

効用についてここまで語られた音源は他にはないのでは？と思います。年間プロ

グラムに参加する前に、散々情報商材やアフィリだのセミナーの養分になってき

た私が申し上げるので、ほぼ間違いないかと。（笑） 

10 月の年間プログラムのセミナー内でひと足早く受講させて頂いており、その

「落穂拾い」パートの感想を送付させて頂きます。（遅くなりすみません） 

 

「落穂拾い→小銭稼ぎ」と見せかけながら、ビジネス、商売に必要なセンス

の筋トレについて後半ふんだんに語って頂いており、毎日「落穂落穂...」と

唱えながら、腰をお婆さんのようにかがめて探しまくるという基本姿勢と習

慣、特に「一時が万事」というワードが刺さりました。 

 

1. もちろん知ってて、すぐにやり切っている 

2. 知っていて、やっているが途中で「こんなもんかな」と途中でやめる 

3. 知っているけど、面倒で難しそうなので先延ばしにしてやらない 

4. そもそも知ってすらいないし、知ろうとも思わない 

 

落穂に対して上記の反応に分かれる、ということについて（ざっくりですが）、私

は上記 3 から 2 の間をウロウロしており、「お金が欲しい」と口にしておきなが

ら、一向に 1 を常態としていない自分に気付きました。 

 

実はこのセミナーの前に、個別コンサルを受けさせて頂いており、「中長期

的に収入を増やしていくためのヒントが欲しい」と申し出ていたのですが、

コンサルのメインテーマは何とこの「落穂」の話でした。「いや、小技系の

話よりも大きな話を知りたいのですけど...」などと内心思いながらだったの

ですが、やはり商売のセンスと習慣の話に繋がり、 

 

「落穂拾いはスクワットみたいなもの」 

「ビーチフラッグを握りに行くようなものですよ！」 

「目先の落穂も拾えない人が商売で稼ぐのは難しいですよ」 

 

という比喩とメッセージを頂き、この「落穂拾い」セミナーの流れだったの

で、フォローアップとしてとても痛み入る思いでした。 

 

「商売に特化した具体→抽象、そこからまた具体的なアクションに落として
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いくピラミッド、システム構築→カオスからの進化」という、とても大きな

テーマに結びつく驚きを覚えたからです。 

 

また、その後で「落ちている落穂があるのになかなか拾おうとしない（拾い切らな

い）理由」についても考えました。私も含め、サラリーマンのような組織に勤めて

いる人間としては、組織の文脈の中でお金を扱い、組織のシステムの中でお金を頂

いているので、その文脈やシステムの枠を超えたお金稼ぎについて、自ら想いを致

すことを無意識に諦めていないだろうか？？ということを思いました。組織から

頂くことに慣れきっていると、自分の認知能力と一挙手一投足を、それ以外のとこ

ろに向けることに不安と恐怖、他人事という状態になっている人は多いと思いま

す。自分で商売を始めた時に、ノミがガラスの天井外してもそこを超えていけない

状態になっていないか？という危機感を覚えました。よって、まずは小さな落穂を

見つける姿勢から始めなければ、独立起業も副業も年収◯千万円、◯億円など、お

話になりませんよ、という当たり前の基本姿勢を指摘して頂いた思いでした。 

 

具体的な「小技」の数々はすぐに陳腐化しますが、普遍的な姿勢そのものと

効果効用についてここまで語られた音源は他にはないのでは？と思います。

年間プログラムに参加する前に、散々情報商材やアフィリだのセミナーの養

分になってきた私が申し上げるので、ほぼ間違いないかと。（笑） 

 

改めて、有難うございました！ 

 

引き続き収入アップに邁進させて頂きます。 

（船津忠文 様） 
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「落穂拾い」を通じて世の中をハックする、すなわち、「ある仕組みを調

べ理解し用いる」という態度そのものが、まさに、問いを立てることがで

きる能力に直結しているじゃないか！！と気づき、感動しました。 

 

この音源はヤバい・・・と。 

ミレーの「落穂拾い」をメタファーにして、世の中の仕組みや間隙につい

て関心を向けるという、世の中に対峙する態度について、学ぶことができ

ました。 

 

自分の辞書に、また一つ新しい言葉を明確に追加することができました。 

確かに私も、本音源を聴く前にも、明確に言語化はできていなかったものの、落

穂を拾うという意識はしていました。 

 

例えば、新電力や格安携帯など、同じサービスで価格が安い場合は、調べ、その

サービスを使用していました。 

 

一方で、それを意識的に世の中に対峙する態度としてまで昇華させ、用いていた

かと問われると明らかにノーです。 

 

「落穂拾い」を通じて世の中をハックする、すなわち、「ある仕組みを調

べ理解し用いる」という態度そのものが、まさに、問いを立てることがで

きる能力に直結しているじゃないか！！と気づき、感動しました。 

 

この音源はヤバい・・・と。 

 

最近、 

 

「昔に比べると世の中にある問題の数は少なくなっているため、問題を解決する

力よりも、問題を発見する力のほうが重要になってきている」と言う様なことが

書かれた本を読み納得する部分がありました。 

 

それでは、どうやって問題を発見すればいいのか分からないままでしたが、なる

ほど、落穂拾いを通じた、その態度こそ、まさに問いを立てるためのヒン

トであり、その能力を高めることができるトレーニングなんですね。 

 

今日、とりあえず、●●●●●●を申し込み、使用していなかった●●●●を整

理しました。これだけで直接的に本音源の元がとれたかもしれません
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（笑） 

 

次の音源も楽しみにしています。 

 

大切なことをまた一つ教えてくださり、ありがとうございます。 

よろしくお願いいたします。 

（営業 Ｄ・Ｋ さま） 
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一見、個別具体的な、お金を拾い集める方法、事例をお伝えいただいてい

るようで、その実、お金のマインドセットを書き換えることができる、抽

象的かつ本質的な内容も兼ね備えた音源でした。 

【落穂ひろい音源】ですが、コンテンツはもちろんのこと、セミナーの構成

においても大変、参考になる音源でした。 

 

一見、個別具体的な、お金を拾い集める方法、事例をお伝えいただいてい

るようで、その実、お金のマインドセットを書き換えることができる、抽

象的かつ本質的な内容も兼ね備えた音源でした。 

 

この、本質部分に「個別具体的な 」 事例を通じて到達することによっ

て、お金のマインドセットが自然と書き換わり、具体的な行動に、移しや

すくなりましたし、「常に落ち穂を拾う」状態に持っていくことができま

した。 

 

さっそく、これまで面倒でしばらくやっていなかった「●●●●●」を久々に実

施して、落ち穂をゲットしていきたいと思います。 

 

壁紙も、ミレーの落ち穂拾いの絵に替えました（笑） 

（Ｓ．Ｉ 様） 
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今回も実益に即し、かつ姿勢の改善まで踏み込んだ内容の音源をいただき

まして、ありがとうございました。 

ひとまず目の前の案件でモトがとれました。 

海外にいたので、やれてなかった●●●●●と●●●●●●の手続きを行うこと

で、おそらく 9～10 万円程度の落穂を拾うことができました。 

 

これも音源を聞いたからこそ、やってなかったことをすぐに実行すること

ができました。 

 

あとはもちろん、このような目の前の落穂だけではなく、常に落穂を探し続ける

姿勢というのも身につけていく必要がありますよね。 

 

例えば、自分の会社では工場建設時の国・県からの補助金というのは馬鹿にでき

ず、10 億円程度の補助金がもらえることもよくあります。また、研究開発投資

減税なども同様だと思いますので、しっかりと落穂拾いを社内で仕組み化し

て進めていくことにしたいと考えます。 

 

今回も実益に即し、かつ姿勢の改善まで踏み込んだ内容の音源をいただき

まして、ありがとうございました。 

 

引き続き、よろしくお願いいたします。 

（医薬品会社勤務 Ｍ．Ｆ 様） 
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今回の音源を聴いたことで、むしろちゃんとしなければいけないのは自分の

方だと痛感しました。結局、心のどこかで拾えるお金のことを軽く見ていた

んだと思います。それよりも、お金を稼ぐことの方が優先されるべきだと。

仮にも商売をする人間として、姿勢が甘かったと反省しています...。 

今回の音源を聴いて、まだまだお金を必要としている人ほど、目の前のお金

を拾えていないという部分が最も印象に残りました。 

なぜなら、自分自身がそうだったからです。 

 

今回のコロナ禍で、身近な自営業者、経営者の中には給付金や融資の制度をつぶさ

に調べたりしている人が何人かいました。その人たちは、別にコロナでたいして業

績が悪化したわけでもありません。ただただ「何か有利な制度があれば利用しなけ

れば損だ」という動機です。その様子を、「別にそんなことに時間使うくらいなら、

ちゃんと本業がんばればいいだけでは？」と、内心、冷めた目で見ていました。 

 

ただ、その人たちは、少なくとも自分よりは、稼いでいる経営者ばかり。今回の

音源を聴いたことで、むしろちゃんとしなければいけないのは自分の方だと

痛感しました。結局、心のどこかで拾えるお金のことを軽く見ていたんだと

思います。それよりも、お金を稼ぐことの方が優先されるべきだと。仮にも

商売をする人間として、姿勢が甘かったと反省しています...。 

 

今後は拾えるお金をちゃんと拾う、ということに対してもっとアンテナをしっか

り張っていきたいと思います。同時に、「すぐに着手」という言葉も反復・実践し

ていきます。 

 

ちなみに余談ですが、この音源を聴いて、早速●●●を 3 件解約しました。解約

前に利用状況を簡単に見た上で、思ったよりも使っていなかったものだけを

選んだのですが、それだけでも年間 5 万円ほどお金が浮くことになります。

（今回の音源の元は取れました！）次は、●●●●●にトライする予定です。

他にも手がつけられていない落ち穂がないか、費用対効果を見た上で、着手を進め

ていきたいと思います。 

 

この度も貴重な音源をありがとうございました！ 

（ＷＥＢ広告業 Ｎ．Ｔ 様） 
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鮒谷さんの膨大な経験を明瞭な言語に落とした今回の音源を提供していた

だいてありがとうございました。私も皆さんのようにこの音源の元を取って

から感想を送ると決めて取り組みましたので、既に元は取れております

(笑)。 

鮒谷さん、スタッフのみなさん、 

 

いつもお世話になっております。 

 

落穂ひろい音源の感想を送らせていただきます。 

 

タイトルから大好きな「カネ」の匂いがしたので購入いたしました。 

 

個人的にあまり縁のない法人絡みの案件以外で、1/3 くらいはやっているという

印象でした。特に●●●●や●●●●●は、本当にやっていない人が多くてタダで

はありますが(笑)かなり布教してきました。 

 

しかし、私もまだまだピンとこないものも多く歯がゆい部分もありましたが、貴

重なヒントをたくさんいただいたので、落穂ひろいヤーとして精進してまい

ります。 

 

そして何といっても「ビーチフラッグ」の喩えが素晴らしかったです。 

振り返ってみると、ご指摘の通りフラッグを掴んでいない、掴み切っていな

いことが多々あると認めざるを得ません。今後は基本 4 動作を習慣とし、

特に掴む、掴み切ることを常に頭に置いて励みます。 

 

あとは、1 回のみではなく何回も繰り返せるようなものか？時給換算して割に合

うか？などの基準を明確にして、●●●●●●のような案件に引っかからないよ

うに(私は手を出してしまいました・・・笑)このゲームを日々楽しんでいきたいと

思います。 

 

それと 8 つのステップの 8 番目が今さらかもしれませんが、目からウロコ

でした。常にこれを考えてコトにあたるからこそ、秀逸な喩えや明瞭な言語

化がなされるのだなぁ、と思いました。私も何事をするにしても常にこれを

意識して取り組んでいこうと決めました。 

 

最後に、鮒谷さんの膨大な経験を明瞭な言語に落とした今回の音源を提供し

ていただいてありがとうございました。私も皆さんのようにこの音源の元を
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取ってから感想を送ると決めて取り組みましたので、既に元は取れておりま

す(笑)。 

 

あと今回の音源では(新作ではありませんが)違う音源も同時に販売されており、そ

こも興味深く拝見しております。今後ともよろしくお願いいたします。 

（Ｋ．Ｋ 様） 
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今年は、給付金や補助金も豊富で、落ち穂拾いの概念があるかどうかが問わ

れる年になっていると感じています。また、節税についてもちょうど考えて

いた時期で、やり方よりも、必要性を考える意義について言及されていて本

当に役立ちました。 

鮒谷さん、セカンドステージの皆様 

 

今回も素晴らしい音源ありがとうございます。起業放談会に関連する音源と

言うことで注目していました。 

 

今年は、給付金や補助金も豊富で、落ち穂拾いの概念があるかどうかが問わ

れる年になっていると感じています。また、節税についてもちょうど考えて

いた時期で、やり方よりも、必要性を考える意義について言及されていて本

当に役立ちました。 

 

●●●●●●、●●●●、●●●については既に始めていました。しかし、

●●●●●については必要か不要かについて調べるのが面倒だったため、二の足

を踏んでいました。そこに関しては、「着手の早さ」について述べられていて、そ

れを聞いた当日に●●●●●のシミュレーションをして早速利用しました。即行

動。気づきも即断も終わっている。という言葉は、以前私がコンサルで教えて頂い

たことよりも進化していて、こちらもすぐに取り入れました。現在は、グーグル、

youtube で調べればほとんど解決するようになった、と思っていました。 

 

しかし、改めて鮒谷さんの音源を聴いて、ネット上の情報は、どうしても視聴者ウ

ケを考えているため、情報の深さが足りないな、と感じました。 

 

今回の内容を意思決定基準としてインストールして、さらに応用していこう

と思います。 

今後もメルマガ、音源楽しみにしています。 

（Ｋ．Ｓ 様） 
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具体的ゆえにすぐに行動できる案件もあり、またすぐに結果が出る内容の

ものでした。実際にちょっと実行することによって音源の元は取れまし

た。 

落ち穂拾い音源の感想 

 

今回の音源はこれまでになく具体的であったと思います。 

具体的ゆえにすぐに行動できる案件もあり、またすぐに結果が出る内容のも

のでした。実際にちょっと実行することによって音源の元は取れました。 

 

ビーチフラッグの例にもありましたように、今回の音源は、「即判断、即実行」の

意識付けの課題であったと思います。 

 

「即断、即決」のトレーニングでありますし、「落ち穂」を集めて、利益を

得る、無駄を省く、垂れ流しの出費を抑えるなど経済的に、時間的もメリッ

トがありました。 

 

もう一つ重要な観点は、落ち葉を拾う探す時間と手間と、実際に得られる落穂の収

穫物のバランスを考えるということです。 

 

1 時間かかって 300 円の落ち葉を拾うそれは良いことなのかどうか人さまざま

と思われます。 

そういった時間の投資と回収についても意識をする習慣づけになると思います。 

 

今回は非常に具体的な内容ではありましたが、その奥底に流れているマインドは、

これまで鮒谷さんが語られていたことと、根源は同じところにあると感じました。 

 

「具体的な行動で習慣づける 」 

 

そういう意味においても今回の音源は、大いに参考になりました。 

 

ありがとうございました。 

（武藤 明徳 様） 
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今回は音源をすぐ聞いて行動したせいか、即効性と効果が目に見えてわかる

音源です。もしかしたら鮒谷さんの音源が気になるけど、どれを買ったらい

いかわからない、効果あるのか？など考える人には一番良い音源かもしれま

せん。 

これまで鮒谷さんの音源を相当数購入していますが、鮒谷さんの音源史上、もっ

とも即行動に移すことができるコンテンツです。 

 

具体的なテクニック論というよりは、落穂ひろいに関することを様々な視点

で投げかけてくれるので、アレもそう、これもそう、と次々に短期アクショ

ンプランが生まれてきます。 

 

私の場合ですと音源を聞いて、落穂ひろいについて軽視していたところがあ

ったのですが自身の行動を猛省しました。 

 

多く稼ぐ前に止血することが先だなあと、即行動に移しました。 

 

・具体的には年会費数万円の見栄を張って作った●●●から●●●●●●へ切り

替え 

・●●●●●●●の見直し。●●●●●●●は見るときだけ加入、●●●●●もサ

ブスクから買い切り。 

・放置していた株式の配当金手続き 

・クラウドサーバー容量見直し 

 

などなど細かい点をあげれば１０項目以上アクションに移してあっとい間

に元が取れました。 

 

鮒谷さんの音源は、少しずつ少しずつ自分の地肉となり半年１年立った時に

効果を実感できるのですが、今回は音源をすぐ聞いて行動したせいか、即効

性と効果が目に見えてわかる音源です。もしかしたら鮒谷さんの音源が気に

なるけど、どれを買ったらいいかわからない、効果あるのか？など考える人

には一番良い音源かもしれません。 

この度はありがとうございました。 

（Ｔ．Ｍ 様） 
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これはお金に関してだけでなく、人生におけるすべてのことにあてはまる態

度であると納得しました。 

鮒谷様、セカンドステージの皆様 

 

今回も素晴らしい音源ありがとうございました。 

 

きわめて具体的なお話でしたが、聞いたことがあるけど詳しいことはよく知

らない、ましてや実践したことがない、ということばかりでした。 

 

まずは、「知らないとどうにもならない」ということを痛感しました。 

お金のことは生きていく上で避けられない重要事項であるにもかかわらず、「まあ

何とかなるだろう」という危機感の薄い、淡い希望とともに何も手を打たず、最低

限のこと以上は知ろうという努力すらしていなかったことを恥ずかしく思いまし

た。 

この音源を聞いて以来、お陰様でアンテナは立つようになってきました。 

 

そして「即実行しないと意味がない」ということも痛感しました。 

ビーチフラッグの例にもありましたが、良さそうな話を聞いたのに、すぐに手を出

さなかったばかりにチャンスを逃すという失敗を、ここ１～２年の間だけでも何

度かしていたことを思い出しました。 

 

とにかく、「即実践」という言葉を頭の中で回し続けようと思います。 

 

また、最後の方でもお話がありましたが、これはお金に関してだけでなく、人

生におけるすべてのことにあてはまる態度であると納得しました。 

 

多くの気づきと行動のきっかけを与えていただいたことに感謝いたします。 

（Ｈ．Ｍ さま） 
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具体から入りつつも、最後はやはり抽象に持っていく。いつもの得意技を見

せていただきいろいろ考えることが出来ました。 

今回の音源をまとめると、"自分の人生は自分でコントロールしよう"あるいは

"ボーっと生きてんじゃねーよ!"でしょうか。 

 

音源の内容は半分以上が各種お金の節税・節約に関する部分ですが実際にど

のテクニック、手法を取り入れるかは個人の生き方に関わってくるなー。と

感じました。 

 

例えば私はこの音源を聞いて、すぐ●●●のプランを安いものに変えまし

た。最近はリモートワークが多く、以前より●●●を見る機会が少ないこと

にうすうす気づいていたものの形にする（ビーチフラッグをもぎ取る）とこ

ろまで出来ていなかったのを見直すことができました。いい気付きを与えて

いただいたと思っています。 

 

ですが、鮒谷さんは●●●の料金は変えない。なぜなら万が一仕事の連絡がつかな

い場合に被る損失のほうが多い。だから私（鮒谷さん）は高い金かもしれないが

●●●●●を使い続けるんだ。とこのように個人によって採用すべき手法、あるい

は立っているステージによって採用出来る/出来ない（x 億円以上持っている人向

けのテクニックはまだまだ縁がありそうにありません^^;）はあるにせよ、肝心な

のは流されるままにお金が漏れていっていないか、そしてそれに気づいているか

ひいては自分の人生を（全ては無理にしろ、できる限り）コントロール出来ている

かなんだな。と感じました。 

 

具体から入りつつも、最後はやはり抽象に持っていく。いつもの得意技を見

せていただきいろいろ考えることが出来ました。 

今回もありがとうございました。 

（システムエンジニア Ｓ．Ｈ 様） 
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例示いただきました、「落穂拾い」例そのものでも、もちろん、音源の価

格の十倍の価値があると思いますが、私にとっては、さらに、「落穂拾

い」を通じてお話しいただいた、姿勢、が重要であると強く感じました。 

鮒谷様いつも貴重な音源、有難うございます！ 

 

本音源、私にとっては、「生きる姿勢音源」だと感じました。（気を入れ

る、類の音源ですね） 

 

例示いただきました、「落穂拾い」例そのものでも、もちろん、音源の価

格の十倍の価値があると思いますが、私にとっては、さらに、「落穂拾

い」を通じてお話しいただいた、姿勢、が重要であると強く感じました。 

 

ビーチフラッグの例、極めて有用な考え方であり、自身の今までの行動を振り返

ると、耳が痛いばかりです・・・ 

 

落穂を見つける 

 

・即、全力疾走！特に、着手を早く！ 

・きっちり、掴むところまで、やる 

 

「気を入れる」と同様に、無意識レベルで出来るように、自分の姿勢（意思決定

基準とも言えますね）に刷り込んでおくと、人生が全く異なるものになると思い

ます！ 

 

・落穂を見つける 

・即、全力疾走！特に、着手を早く！ 

・きっちり、掴むところまで、やる 

 

繰り返し唱え続け、血肉化していきたいと思います！ 

次の音源も、楽しみにしております！ 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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「落ち穂」という言葉を手に入れたからには、意識的に探してゆけそうだと

いう感覚を得ています。 

もう 10 年以上前に『千円札は拾うな。』という本が出ていたことを思い出しまし

た。なるほど目線が下がるから目先の千円札を拾ってはならない、という指摘もわ

からなくはないのですが、サッと拾える千円札ならば（そして遺失物横領の是非を

度外視するならば）拾ったほうがよいことは自明ですし、千円札とれども注意しな

ければ見えない（かもしれない）「落ち穂」に喩えられていう「落ち穂」を拾うこ

ととそれに付随して消費される種々のコストを勘案したうえでペイすると思える

ならなおさら、「落ち穂」は拾うべきであろう、というかたちで解釈することはで

きそうです。 

 

今回の音源の表面的にして直接的な話題は、そうした小金を得ること・小額の損失

を避けることを、個々人の様々な文脈に即して実行していくことが重要ですよね、

ということだったと思います。そうした微小な利益を獲得し・微小な損失を回避す

る可能性が、そこかしこに落ちているからには、拾わない手はない、という次第で

す。 

 

もちろんバランスは必要で、ときに微小な利益獲得・損失回避のために、重要な資

源であるところの時間や個人情報や労力をどの程度使うのか、ということは、考え

る必要があります。この点は音源でも強調されている通りです。例えば 500 円の

商品券をもらうために 30 分かけて単発のアンケートに答えるといったタイプの

小金稼ぎは、時間に比して明らかに利益が小さいので、やってはいけないタイプの

ものと考えられるでしょう。 

 

が、具体的な金額がうまく見込まれないけれども大きな可能性が開けそうな小金

稼ぎや、あるいは少し気合を入れてやりさえすれば成果が出るタイプの小金稼ぎ

であれば、やって損することがないからにはどんどんやった方がよく、各人の置か

れた条件によってはやるべきですらある、ということでした。 

 

■ 

「落ち穂」は、音源で紹介されたものに限らず、それぞれが生きていく中で、あら

ゆるところに見出されるものでしょう。 

 

聴いていて思い出したのは、カネに縁のない生活を送ることが寧ろ倒錯的にヨシ

とされている（？）領域にさしあたって身を置いている私でさえ、時給 350 万

円の「落穂」を拾ったことがあったなあ、ということです。 
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研究の助成金の申請書を出すタイミングを調整するために、一通だけ書面を書い

て事務に提出しておく、それだけのことでした。要した時間はトータルで 1 時間

にも満たなかったのですが、それだけで、後々もらえる金額が 350 万円ほど増え

ました。 

 

あるいはその他にも、海外居住の際に生じうる税制上の問題などについて税

法のテクストを買って勉強したり、役所に書類を出したり、勤務先の経理と

相談したり、といった作業を踏んだ結果、年あたり数十万円程度の損失（？）

を回避できています。 

 

そもそも私の場合は規模が小さく、また意識していたわけでもなしに、単に自分に

関係のあるテクストを細かく読んでいたら拾えそうな「落ち穂」を見つけたという

ことですが、「落ち穂」という言葉を手に入れたからには、意識的に探してゆ

けそうだという感覚を得ています。 

 

■ 

気ままに抽象化するなら、個々人を避けがたく拘束する諸制度に関するテクスト-

---助成金の申請要項とか、税に関する法令とか、あるいは●●●●●●●●の約

款とか----を入念に読んでいれば、誰でも落ち穂に気づき、拾う余地がありそうで

す。 

 

落ち穂があると思って、自分をとりまく諸々のテクストを読みにかかれば、

できることはたくさん見つかるのでしょうし、その中からできること・リタ

ーンの大きそうなことをやってみることになるのでしょう。 

 

仮に自分で調べる時間や能力がないとわかっているなら、教えてくれる人との関

係を持っておく、ということになるでしょう。そもそも落ち穂があると思っていな

ければ拾いようがないからには、落ち穂の在り処・拾い方を教えてくれそうな人と

の関わりを保ちつづけることが、必要になるということです。 

 

或る意味でカネに執着して落ち穂を拾いつづける、という指針があるとすれ

ば、どこまでも私たちを逃してはくれない制度や規則のテクストを読み解く

能力を養いましょう、という手段が立ち上がりますし、自分でそうすること

ができないのであれば、読み解いた成果を共有してくれる人と交流を持とう

と思うことになるわけです。 

 

■ 

とはいえ難しいのは、そもそも落ち穂を拾う（わりと強い）気持ちがなければ落ち

穂を見ようとはしない、ということかもしれません。まっすぐ前を見て歩いていた
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ら、あるいはぼんやりと歩いていたら、足元は目に入りづらいという成り行きで

す。 

 

様々な「落ち穂」があることには誰しも気づきそうなものなのですが、どう

やらそうでもないようです。 

 

私の周りを見てみると、助成金に関する（完全に合法な）裏技についても、そもそ

も調べていなくて知らないという人が多いようです。 

 

税金の分野においても、私のような素人から見ても驚くべき無知ないしは無気力

というものが蔓延しているのかもしれません。純粋な金額で言えばわりと稼いで

いる、であればこそ拾える落ち穂が多いはずの知人についても、徴収されるに任せ

ている人が多いのに驚くことがあります。 

 

特定の落ち穂を拾うことが信念にかなわないから敢えて拾わずにいる、という場

合や、広義の利益にそもそも興味がない場合を除くにせよ、落ち穂を拾わない原因

にもいろいろありえて、拾いうる落ち穂が存在することをまるで知らない（落ち穂

という発想がない）とか、面倒でなかなかできない、とかいう場合もとても多いと

思われるのですね。 

 

たとえば助成金の類の募集はひっそりとかけられていることも多く、探さない人

にはそもそも見つからないことも多いでしょう。研究だけでなく、コロナ下で実施

されていた文化芸術関係者向けの助成金や、厚労省の緊急小口資金なども、知らず

に見過ごしていた該当者は結構な数いたようです。 

 

●●●●●なんかだと、「知らなかった」という人はまずいないはずですが（？）、

知っているのにやってこなかった、という人はかなり多いように思われるわけで

す。 

 

■ 

そうしてみると、落ち穂を拾うかどうかは大部分、真剣であるかどうかの問題だ、

カネという問題に当時者意識を持ち、気を入れているかどうかの問題だ、と言って

しまえば話は簡単になりそうです。 

 

カネに気合いを入れて取り組んでいれば、自分が拾いうる落ち穂も見えてくるの

でしょうし、多少面倒でも頑張って拾おうということになるのでしょう。カネに対

して当事者意識を持っているかということ、カネに対して気を入れているかとい

うことのひとつの指標として、落ち穂を拾っているかどうかという点が挙げられ

るということです。 
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とはいえこんな発展性のない言い方をしていても仕方がないので、ちょっとひね

ってみますと、逆に、落ち穂を拾う態勢を強いて整える中で、カネに関する当事者

意識を養ってゆくことができるのかもしれないな、と思われる面もあります。そし

て、実に自分のできる範囲でカネに関して「落ち穂ひろい」を継続してゆくことは、

可視化・数値化されづらいものも含め、生活の端々に気をみなぎらせてゆくための

入り口としても実に適切であるように思われます。 

 

なぜなら、小金を得る「落ち穂ひろい」はそれぞれの状況に応じて相対的には行い

やすいもので、またリターンが短期的にわかりやすく得られるものだからです。自

分で何か事業を立ち上げたり、株式や不動産に積極的に投資するよりは、規模は小

さいかもしれませんが、よほど簡単に・手堅く利益を得られるケースが多いでしょ

う。 

 

必ずしも些細な金額にチマチマ・くよくよ拘泥するのが良いということではあり

ませんが、特に目先の小金というわかりやすく・数値化しやすく・結果が出やすい

ものについて敏感なアンテナを持って生活することは、気を入れて生活すること

全般の入り口としてアクセスしやすいのではないかしら、ということです。 

 

これは純然たる感想に過ぎないものですが、カネは割と感情を動かす面があるの

で（つまり感動の種になるので）、小金を得るという小さな成功体験を入り口にし

て、もう少し規模の大きな稼ぎや、遠大な目標へと秩序付けられた生活全体へとコ

ミットしてゆく、という道筋もありうるのだろうなと思われるということです。 

 

小金稼ぎにおいては、その都度得られる具体的な○○円といった金額ももちろん

大切でしょうし、小金稼ぎを日常的な気構えとして確立することでトータルの収

入を増やすこともそれはそれで（塵も積もって）大きな利得になるのでしょう。と

はいえ小金稼ぎは、実際に数字としての金額を積みつづけることのみならず、もっ

と大きな金銭の流れ（や、ひいては生活全体）に対して「気を入れる」ことへと、

その後に・多様な領域での豊かさへとつながってゆくのかな、と思わされるという

ことです。 

 

（実証はできませんが、音源で繰り返し言われる、「落ち穂ひろい」をする必要の

なさそうに見える人こそ「落ち穂ひろい」への関心が高い傾向にある、ということ

は、こうしたメカニズムに依存する部分があるのかもしれません。） 

 

さらに言えば、小金を得つづけるのに必要な諸条件を整えていく作業もまた、小金

を得るためにのみ役立つわけではないようです。小金を稼ぐには、「この制度には

どんな落ち穂があるのだろう」とか、「この領域の落ち穂の在り処を教えてくれる
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人と仲良くなるにはどうすればよいだろう」とかいう問題意識を持ちつづける必

要があるわけで、実質としては知識なり関係なりに投資する必要が出てくるはず

ですが、このような「落ち穂ひろい」のための投資は、真剣に取り組めば取り組む

ほど、明らかに他の領域にも波及効果を持つものでしょう。 

 

例えば制度に関するテクストを手ずから読む能力はわりと汎用的なもので

すし、「落ち穂」に興味があり、かつそれぞれの分野に長じた人々との関係

を構築することは、「落ち穂」のみならずたわわに実る穂を刈り取るために

もおおいに役立つものでしょう。 

 

■ 

もちろん、小さく散発的に見える「落ち穂ひろい」と、大きく一貫した態度で稼ぐ

ことの間の懸隔は無視しがたいものですし、どちらにせよカネという人生におけ

る極めて小さな範囲に関係することでしかありませんが、それこそ包括的なもの

でしかない人生全体に対して、効果的に・気を入れて接してゆくための入り口（及

び重要な・永遠の一部分）として、 

短期的な成果が見えやすい「落ち穂ひろい」に邁進する（邁進しつづける）のも悪

くはないよね、というのが、全体の感想になりそうです（というより、音源をその

ままなぞり直しただけかもしれませんが）。 

 

私はさしあたって爆裂して金を稼ぐ立場にはありませんし、目下そうでなくてよ

いという選択をしているわけですが----というより、たとえば企業勤めで副業を

しないなら、規模は違えど私と似た状況なのかもしれません----、であればこそ、

欲のよだれをダラダラ垂らしながら、広義の制度が落としてくれている「落

ち穂」に取り組む面をもう少し意識的に、強く持っていたいなと思われると

ころです。 

 

どうもありがとうございました。 

（R．H 様） 
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今回は「この音源をアフィリエイトするならば」という仕立てでセールスレ

ター風でお送りさせて頂きます。 

鮒谷様  

セカンドステージ 大塚様 

 

【落穂ひろい音源】を聞かせて頂きました。 

今回も貴重な音源をありがとうございました。 

 

さて、感想でございますが気の効いた素晴らしい感想は皆様にお任せすることと

して今回は「この音源をアフィリエイトするならば」という仕立てでセール

スレター風でお送りさせて頂きます。 

 

—————ここから———— 

 

【落穂ひろいヤ—】で人生もお金も思うがままに。 

 

〇知らなかったそこのあなた損してます！ 

 

・「カネがない」「カネが欲しい」 

「高いし買うのは止めとこう」が口癖のあなた 

 

・毎月給料日前に「カネがないカネがない」と言っているあなた 

 

・なんか人生にツキがないなと感じているあなた 

 

・自称高いポテンシャルを持っているのに 

 何故か冷遇されているなと感じているあなた 

 

そんなあなたの悩みを解消する音源がついに出た。 

 

お金が欲しい方、今の現状に不満がある方は 

このまま読み進めて欲しい。 

 

この音源を聞いたあなたは、その内容をきちんと 

実行するだけで、気がつけば当座のお金には 

困ることはなくなるだろう。 
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お金だけでなく充実した人生を送ることも 

出来るかもしれない。 

 

しかしあくまでも＜落穂ひろい＞ 

大金持ちになれる訳ではない。 

 

ただ音源を聞いたというだけでは 

何も変わることはない。 

しかし聞かないで変わる、 

好転することは絶対にありえない。 

 

「落穂ひろい」と聞くと「なんだ小金か」 

「なんだかセコいんじゃない」 

というイメージを持つかも知れない。 

 

しかし考えてみて欲しい。 

小金を拾えない人が大金を掴むことは絶対にない。 

 

この「落穂ひろい」はお金持ちの方でも 

やっていることだ。 

 

どちらかというとお金持ちの人の方が 

積極的にやっている感じがする。 

 

法律を犯すような裏ワザ等ではなく、 

あくまでも合法で落ちているお金を 

拾うにはどうしたらいいのか？ 

 

お金を拾い続けるにはどうすればいいのか？ 

というヒントがこの音源にはちりばめられている。 

 

お金に困っている方、お金に困ったことがない方 

世の中にはいろいろなパターンの方がいる。 

前者と後者の違いはほんの些細なことだ。 

 

後者になるにはどうすればいいのいか？ 

同じ生きていくのであれば、 

わたしならお金に困らない生き方を目指したいと思う。 
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たかが落穂ひろいだと思っても、 

落穂は向こうからは来てくれることは 100％ない。 

ただ黙って待っていても 1 円のおカネももらえない。 

 

例えば行政がからんだものは申請しないともらえないお金ばかりだ。 

説明は広報等に記載されているものが多く、 

小さい文字を読むのも面倒だし書き方は堅いし読みずらい。 

 

しかしこういう物にこそお宝がある場合が多い。 

熟読して分からない時は聞く。調べる。 

この繰り返しであろう。 

 

本気で探す。目を凝らすと見えてくるものがある。 

例えば松茸狩りやタケノコ狩りの要領で、 

必ずあると思ってみることが大切だ。 

 

まずは知らないを知る。 

 

調べても実行しなければ 

いつまでたっても見えることはない 

即断即決からの即実行が大切だ。 

 

〇このような方はこの音源は買わないほうがいいと思う。 

 

・小金なんかカッコ悪くて拾ってられないという人 

・先送りが得意で直ぐに始められない、着手が遅い人 

・調べるのが面倒くさいと思う人 

・調べても実行できない人 

・実行しだしても結果が出るまで続けられない人 

・いろいろと他が気になって一度にあれもこれもやりがちな人 

・地道に結果が出るまで続けられないという人 

・どうせ経費だから奢ってくれという人 

・時給換算で考えられない人 

 

以上の方は買っても音源の効果はかなり薄いと思う。 

買っても無駄金になってしまうかも知れない。 

極薄のものしか得られないはずだ。 

 

本音源にはさまざまな落穂ひろいの案件が収録されている。 
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それはあくまでもほんの一例に過ぎない。 

 

アンテナの立て方次第で世の中に 

無数に落ちている落穂を発見し、 

拾っていくスキルや習慣を 

身に着けることが出来れば将来も安泰である。 

 

そのアンテナの立て方、一生もののスキルを掴んで 

無意識のうちに「息をするように」習慣化できるように 

なるための音源といえよう。 

 

最後にもしあなたがこの音源を聞いて 

立派な落穂ひろいヤーになっておカネに余裕ができても、 

納得のいかないお金は 1 円たりとも払ってはいけない。 

 

逆に納得のいくお金はきれいに払おう。 

そして落穂は堂堂と拾っていこう。 

 

立派な落穂ひろいヤーになれば、 

人生にとってもプラスにもなるであろう。 

—————ここまで———— 

今回は感想は 1 週間以内という制限のもとシングルタスクで朝昼夜と音源を聞き

まくりまだ 30％程度の理解ですが感想をお送りさせて頂きました。 

インプット即アウトプットの学習法は最強です。感想をものしたことでさらに学

習し理解度が増した気がしています。 

今後さらに聞きこんで、実行していき立派な「落穂ひろいヤー」になれる

よう精進していきます。 

学習の機会をありがとうございました。 

（本田透 様） 
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落穂の具体事例だけではなく、それを通じて、改めて経営者としてのあり方

を説いてくださった音源でした。また１つ、新たな視点で世の中を見る楽し

みができました。 

「フリーランスたるもの、まずは経営者たれ！」この当たり前といえば当た

り前のことを、様々な事例を通して、痛切に感じさせていただいた音源でし

た。 

 

パーソナルトレーナーとして独立する前は、専門知識やスキルさえあれば、自ずと

お客さまがお客さまを呼んできて、ビジネスを順調に回していけるものと思って

いました。（今から思えばめちゃめちゃ安易で、短絡的な思考ですね。苦笑） 

 

その後、いざ独立してみると、専門知識やスキルを発揮する前に、そもそもどうや

ってお客さまを集めてくるのか、いかにお客さまにリピートしていただくか、につ

いてのビジネススキルを身につけておかないと、話にならないことも実感しまし

た。（実際に今は、そういったことに苦戦しているトレーナーの方々に、セミナー

やコンサルをしています。） 

 

その間にも、この度の落穂のような話は度々耳にしてきましたが、自分にはあまり

関係のない話、そういったことに認知コストを使うくらいなら、上記のような専門

知識やビジネススキルを学ぶ方が先決だと、見ても見ぬ振り（聞いても聞かぬ振

り）をしてきました。（まさに、当事者意識に欠けていました。） 

 

今回の音源をお聞きして、拾えるものは拾うべきですし、持っていかれずに

済むものは持っていかれないようにすべき、ということを確信しました。な

ぜならば、我々フリーランス（個人事業主）は、専門職である前に経営者であり、

経営者たるもの、利益を上げて、自らの会社（自らの仕事）を存続させなければな

らないからです。そのためには、常日頃から利益の源泉の一部ともなりうる落穂に

アンテナを張っておくべきですし、見つけ次第ビーチフラッグスする必要がある

のです。（この例えは初動の大切さから、最後までやり切る重要性を謳った、本当

にドンピシャな例えです。） 

 

また、落穂を拾うことによって、その裏にある仕組み、カラクリにも精通するよう

になり、ゆくゆくはそれが自らのビジネスにおける学びにもなりうるということ

で、恒久的な金銭の利益のみならず、経営者としての波及的な学びになります。 

 

落穂の具体事例だけではなく、それを通じて、改めて経営者としてのあり方

を説いてくださった音源でした。また１つ、新たな視点で世の中を見る楽し
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みができました。 

 

拾える落穂のステージを上げるべく、これからも精進して参ります。 

この度も鮒谷さんならではの音源を提供してくださり、ありがとうございました。 

（パーソナルトレーナー兼トレーナー育成コンサルタント中野茂徳 様） 
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音源を聞くまでは、ちょっとした収入になるもの（ポイ活、自治体から給付

される類のものなど）にあまり良いイメージを持っていませんでした。チマ

チマ、セコイ、などの言葉を当てていたのだと思います。音源を聞いて、そ

の認識が改められました。 

鮒谷周史様、スタッフの皆様いつも貴重な音源ありがとうございます。 

以下、落ち穂拾い音源の感想になります。 

 

鮒谷さんが挙げていた落ち穂拾いの具体例の中には金額的に大きくないであろう

ものも含まれており、正直、失礼ですが「そんなこと（その程度のこと）をやって

るのか」という驚きがありました。でも、そもそも私のその姿勢がすでに間違って

おり、（費用対効果はあるけれども）小さいものもきっちり拾いきるから結果とし

て大きいものも拾えるようになるのだということを理解しました。 

 

音源を聞くまでは、ちょっとした収入になるもの（ポイ活、自治体から給付

される類のものなど）にあまり良いイメージを持っていませんでした。チマ

チマ、セコイ、などの言葉を当てていたのだと思います。音源を聞いて、そ

の認識が改められました。 

 

落ち穂拾いは筋トレと通じるところがあると思います。筋トレ初心者は重た

い重量を扱うことはできません。トレーニングを日々継続していくことで、

最初には持ち上がらなかった重たい重量のものも扱えるようになるのです。

落ち穂拾いも、最初から大きなものは拾えないかもしれませんが費用対効果

を考えながら、自分のレベルにあった落ち穂を拾い、落ち穂拾い筋を鍛えて

いこうと思います。 

 

以下、音源を聞いて試してみたことを羅列します。 

 

・●● 

 

存在は知っていましたが、一般に公開されるようなもので儲けられるわけがない

と思い、そもそも調べることすらしていませんでした。音源を聞いて、ネットで

調べてみると自分にもできそうなことでした。（調べてないこと自体が、落ち

穂に対する執念が希薄であることの表れだと反省しました）しばらく使う予定の

ないお金がありましたので、早速、今持っている●●●からいくつか●●の申し込

みをしました。 

 

さらに●●●をあげるべく、妻と 3 人の子供の分を含め 30 ほど●●●をするこ
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とにしました。 

 

・●●●●●●●●● 

 

いい機会だと思い見直してみましたが、自分が今の使っている●●より明らかに

コスパがいいものはないことが確認できました。私の場合、●●の●●●●は大き

な金額ではありませんが、落ち穂拾いと思って、取り入れさせてもらいます。 

 

●●●●●●の見直しは、0.5%の還元率 up になりました。たった 0.5%ですが、

年単位で関するとそれなりの金額になりそうです。 

 

・●●●の●●●● 

 

●●●●●●●●●●●●●に乗り換えると基本料金が 1 年間無料になるキャン

ペーンがあり、もともと●●●●●●でしたので、いつか変えようと思っていま

したが、鮒谷さんのビーチフラッグの話でケツを蹴られました。 

 

私が使って問題なければ、妻の分も変更したいと思います。上記のものだけでも

音源の代金は十分に元を取れました。ありがとうございます。 

（中東威 様） 
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今回の音源は、即効性のある方法のヒントをもらい、それを見つけていく過

程で、より大きなステップを踏んでください、という意味合いだと私は勝手

に解釈しています。 

この度の音源は、とても具体的な内容でした。 

ただ、ノウハウをすべて明かすというものではなく、「自分の頭で考えてね」

というところが、単なるノウハウセミナーとは異なります。 

 

私は、たまたま個別コンサルで聞いた情報にて自分で調べて株で利益を得ま

した。これは、「サルでも成功する」という安易なアドバイスではなく、少

しの労力と知恵を使うことで成し遂げたことです。 

 

音源でもおっしゃった通り、コンサルで、金銭的に得する方法を教えてくれ

ることが結構あります。これは、その人の資産状況と活動に応じてアドバイ

スしてくださっているものと確信しています。抽象度の高いコンテンツだけ

でなく、人であるからには飯を食わなくてはいけない、きちんと睡眠を確保

しなければならない、老廃物は、ちゃんと出てもらわないと困る。そういう、

人が生きるための即物的な視点でのアドバイスも織り交ぜてくださってい

ます。 

 

私ごとの話で恐縮ですが、起業する前にある資格を取得するために 7 泊 8 日の出

張を行った事があります。1 週間の研修ですが、会場が定まっていますので、通い

やすく、料金も定まっている決まったホテルを連泊で予約していたら通いがずい

ぶん楽になったことでしょう。しかし、私はある意図を持ち、わざと日替わりで、

宿泊場所をかえてみることにしました。 

 

理由は、私の純粋な探究心です。世界といわず、日本においても数々のホテルが存

在しています。そうしたホテルは、立地が異なるだけでなく、施設の造り、サービ

スの質、部屋の広さや階層により、細かい値段設定がなされています。 

 

私が関心を持ったのは、いわゆる、「ホテルの格」による金額の違いを生でリアル

に体験してみたかったのです。そのために、安いビジネスホテル、安いシティホテ

ル、庶民もとまれるけれど、まずまずよいシティホテル、そして、世に言う高級ホ

テルに分けて宿泊したのです。旅行パックでは、ホテルのランク付けによって、S

ランクから A、B、C、D、E、F などと区分され、値段の差額が発生します。そう

したランクの違いと価格の設定、そして、その根拠を確かめたかったのです。これ

は、私のサラリーマン時代の、最後の冒険でした。 
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少し具体例をあげると、中級のシティホテルは東京ドームホテル、高級ホテルは帝

国ホテルと椿山荘でした。そうして、値段とサービス、居心地のよさを比較した場

合、ハッキリ理解できました。「値段とサービスは相応に、相関関係がある」これ

は、普段行き慣れた定食屋ではなく、ホテルに関して、得た貴重な情報でした。そ

れから、いかによいホテルにお得に泊まることができるか、という方法を開発し、

例えば（今は取り壊されてなくなりました）赤坂プリンスホテルのスイートルーム

に家族 3 人で 3 万円ほどの金額で宿泊する、というような経験もしました。東京

のホテルオークラに宿泊した話をすると、うらやましがられますが、ツインルーム

にて 12,000 円で宿泊できるプランを見つけたことによります。これを夫婦 2 人

でとまるなら、東京のビジネスホテルを使うより割安でしょう、と告げると聞いて

いる人も納得してくださいます。 

 

起業すると、より意識が高まったためか、より多くの落ち穂を拾うことができるよ

うになりました。聞いた音源の中でも半分くらいは、その手法を使っていま

す。それでも、この音源の価値は、もっと上の概念にあります。 

 

「具体的なお金儲け、あるいは、安くできる方法を探らないで、経営ができ

るのか？」 

 

というシンプルな問いかけです。 

 

法人は、金をかけるところにはしっかりとお金をかけて、節約するところはそうし

ています。逆を言えば、それができないと、さらに大きなプランを立案することが

できないのです。 

 

音源に入っていない内容で、私自身が考えた落ち穂があります。現在は、景気が悪

くて高級ワインの売れ行きが鈍っていると思います。そうした中、今後、3 年以降

からインフレが起こると予想しています。（この 2 年間ではデフレが続くと思われ

ますが、現在でも、国債の長期金利はジワジワと上昇しています） 

 

3 年間も経営が持たない飲食店やワイン業者の絡みで、高級ワインが今よりダン

ピングして売られることがあると想定しています。私は、現在、年代の新しいフラ

ンスのボルドーワインの 1 級品を 10 本くらい保有しています。これは、まだバ

ブルの時代の値段ですので、今はお得とは言えません。しかし、下落した時に買え

ば、将来のインフレヘッジになると考えているのです。ワインは、消費財ですので、

もし、日本に財産税が適応された場合でも、これに課税されることがありません。 

 

2015 年のシャトーマルゴーは、当たり年の上、プレミアムがついて他の年代の

ものと比べて 3 倍くらいの値がつけられています。今後、10 年以内に景気が回復
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するならば、数の限られたレアものを所有しているのも悪くない、また価格が下落

した時は、まさに買い時となります。この話を嫁にすると、シャトーマルゴーの話

は別にして、「いずれ上がるから」と、ホリエモンが同じようにワインを集めてい

るという話をしてくれました。本当にそうなるかどうかは約束しませんが、将来の

展望が当たっていたら、これも落ち穂になるか思います。 

 

ワインの話はともかくとして、このような考えを巡らせることは、知的好奇心をか

きたてる頭の体操であります。そして、そこから大きなビジネスプランが浮かんで

くると思うのです。 

 

そういう意味では、今回の音源は、即効性のある方法のヒントをもらい、そ

れを見つけていく過程で、より大きなステップを踏んでください、という意

味合いだと私は勝手に解釈しています。 

（殿山 勇次 様） 
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今後は費用対効果を意識しながら、落穂を見つけ、拾っていくことを楽しん

でいけそうで、とてもいい気分でいます。 

いつもお世話になっております。 

落穂ひろい音源の感想を送付させていただきます。 

 

「落ちている」お金を拾うことを具体例として、生きていくうえで大切なこ

とを教えていただきました。 

 

生きていくとは、「お金を稼ぎつつ日々の生活を営んでいくこと」であり、お金を

稼ぐことは生きていくことと切り離すことができないと考えています。 

 

制度・ルールを調べ、理解し、費用対効果を考慮して実行すること。 

これが、この音源で教えていただいた落穂を拾う（＝お金を得る＝生きていく）こ

との本質或いは原則の 1 つだと思いました。 

 

具体例を多く挙げてもらったことで上記本質・原則がより理解しやすく頭に

入ってきました。これまで、マニュアルをきちんと読んだり制度を理解する、

調べる、ということは「めんどくさい」という認識だったのですが、音源を

聞いた後は「楽しいこと」に変わっていました。パラダイムシフトが起きて

いたのです。 

 

今後は費用対効果を意識しながら、落穂を見つけ、拾っていくことを楽しん

でいけそうで、とてもいい気分でいます。 

 

毎度素敵な音源をありがとうございました。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

（Ｋ．Ｄ 様） 
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今回の音源では、様々で具体的な落ち穂拾い事例を教えて頂き、「即実行！」

を唱えながら取りかかったところ、３つほど即実行！出来ました。 

音源代金のもとはこれで取れました。 

セカンドステージ 鮒谷様 

 

今回も、貴重な音源をありがとうございます。 

 

即実行！ 

 

この言葉がズシリと響きました。 

 

落ち穂拾いをしていく上でも、即断・即決・即実行のうち、印鑑押すなりクリック

するなり実行に移すこと。 

 

「即実行！即実行！即実行！」を唱えまくりながら実行に移すこと。 

 

今回の音源では、様々で具体的な落ち穂拾い事例を教えて頂き、「即実行！」

を唱えながら取りかかったところ、３つほど即実行！出来ました。 

 

音源代金のもとはこれで取れました。 

 

さらに調査をしているので、期限が迫っているモノもあり年内には２～３つ

ほど実行できます。 

 

音源を聞くたびに、具体的な手段の前に、どう考えているか？というＯＳの

部分と、そもそもどうありたいの？というバイオスの部分の両方が試されて

いる感じがします。 

 

多くの音源を聴いてきましたが、音源前と音源後では私の中もＯＳもバイオ

スも少しずつバージョンアップされているのを実感できています。 

 

それと同時に、鮒谷さん自身はさらに光速のバージョンアップを繰り返され

ているのが伝わってきました。 

 

音源案内メールが届いたら即買いの方が多いのも、きっと同じように感じて

いらっしゃるのだと思います。 
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そして、それこそ私自身の人生や商売にも活かすべきロールモデルと感じます。 

 

今回も貴重な音源をありがとうございました。 

（整体師・ヤマグチ 様） 
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これは商売のセンスを作る訓練です。副業を目指す人も、最初に聞くべき音

源です。 

鮒谷様 

お世話になります。 

 

毎回、「グサッ」とくる気付きをありがとうございます。 

最大の収穫は、「カッコ悪い」と思わなくなった事です。 

 

長年、零細企業の経営者をしていると、何か小さな収益にこだわることが間違いで

あると錯覚にとらわれます。これは経営者としてはあってはならないことです。 

 

ある大手の経営者は 1 円の収益にこだわるます。トヨタ自動車でさえ、1 円のコ

ストカットに全神経を注ぎます。自分自身を含め、零細企業経営者は面倒臭い、カ

ッコ悪い、効率が悪いと自分自身に言い訳をし、大きなビジネスを目指したがる傾

向があります。 

 

奇跡的にそんなビジネスに巡り会えたとしても、長続きすることなどありません。 

瞬間風速で、その仕事が消えていく事は自明です。 

 

零細企業経営者は「落穂ひろいヤー」経営者となるべきです。これは商売の

センスを作る訓練です。副業を目指す人も、最初に聞くべき音源です。 

 

１円を拾えない経営者は、１億も拾えない。 

 

この基本的な事柄を、今回の音源によって、気付かされました。 

正確に言えば、薄々気がついていたが、敢えて見ないようにしていた自分が

います。 

 

零細企業経営者は、何故か皆、大きな商売や大儲けした話が大好きです。 

その中で、「落穂ひろい」の話題は勇気が入りますが、しかし私は、今ここに宣言

します。 

私は「落穂ひろいヤー」 経営者になります。「金トレ」大好き経営者です。 

 

この音源の最大の収穫は、「カッコ悪い」と思わない自分の確立です。 

 

経営とは「商い」である。「商い」とはまさしく「飽きなく、落穂ひろい」の追求

である。 
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気づきのある音源をありがとうございます。 

 （A.S SPORTS CO,.LTD.代表 下平ヨシタカ さま） 
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音源はお金儲けの話ではありますが、何度か聞くうちに、そもそも自分が掲

げている目標全般に対して、このような取ることのできる手段や利用できる

リソースがあるかどうか調べ、貪欲になりふり構わず活用しているか？とい

うことを自問自答し、意識することが多くなりました。 

今回の音源案内のメルマガを読み、お金儲けに対してハングリーさがないことに

気づかされ、音源を購入しました。 

 

音源で仰られていた事例のように、聞いたことあるけどよく調べない、調べ

たけどもどうしようかな～と考えているままそのまま放置、、と具体的な行

動に至っていないことが多くあり、 お金に対する姿勢をあらためようと思

いました。 

 

まずはやはり知らなければ始まらないということで、いつも調べる、深く掘り下げ

る習慣を身に着け『腰を曲げた落穂拾いヤー』で落穂探し、チャンスを見つけては

『ビーチフラッガー』の行動力でいきたいと思います。 

 

アドバイスのように早速、パソコンの壁紙に落穂拾い、ビーチフラッグスの写真を

入れてリマインドするようにしました。 

 

音源はお金儲けの話ではありますが、何度か聞くうちに、そもそも自分が掲

げている目標全般に対して、このような取ることのできる手段や利用できる

リソースがあるかどうか調べ、貪欲になりふり構わず活用しているか？とい

うことを自問自答し、意識することが多くなりました。 

 

音源を繰り返し聞き、思考・行動の習慣化をはかっていきたいと思います。 

色々と学ばせていただく音源のご提供、ありがとうございます。 

（Ｇ．Ｎ 様） 
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細かい内容を織り交ぜながら、落穂ひろいに限らず自分がプラスになるシ

ステム作りの有用性を学べる音源でした。 

鮒谷様 

 

いつもお世話になっております。 

 

メールマガジンを時には楽しく、時には胸にグサリと刺さりながらも拝読してい

ます。数年前に個別コンサルを一度受け、その後日記の音源を購入させていただ

き、久しぶりの音源購入となりました。 

 

落穂という普段聞きなれない言葉と、メールマガジンで案内を読んでいる

と、まるで昔に雑誌の袋とじの中身を覗きたくなったときのような衝動がわ

いてきて、気が付くと音源購入しておりました。 

 

約 3 時間の音源ですが、とてもスピーディーな展開であっという間に聞か

せていただきました。聞いていて知ってるもの、知らないものがありました

が、何となく調べて途中になって終わってしまっているということが、多々

あることに気づきました。 

 

●●●●は以前から知っており、有効性も何となく理解していましたが、改めて調

べなおし活用することで、1 年で音源分は元が取れることが判りました。 

 

また細かい部分では●●●●●●なども普段自分のよく使うサービスと連携を考

えていけばそこも有効活用できそうです。また●●●の件も何もしなければ増大

していく一方なので、調べて手を付ければいい落穂となりそうです。音源を聞き終

わり、自分に足りていないのはビーチフラッグを追うように目標を定めたらそこ

に到達するまで一気通貫で完遂させる、もしくは行わないと決めて次に向かうこ

と、アンテナを立て初速を上げて実験を繰り返し PDCA を回していくことに気が

付きました。 

 

面白かったのはちょうど音源を聞き終わってすぐに、自分の弟が予約サイトでく

ら寿司の予約を大量にとっていたと知ったことでした。それが将来的な利益に繋

がるかどうかは別として、制度を知りそれを活用するための行動力に驚きました。 

 

細かい内容を織り交ぜながら、落穂ひろいに限らず自分がプラスになるシス

テム作りの有用性を学べる音源でした。 
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これからもメールマガジンを読ませていただき、音源の購入やコンサルでも

お世話になりたいと思います。 

 

遅い感想となり申し訳ございませんでした。ありがとうございます。 

（渡辺 健文 様） 
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ビーチフラッグによる例えは、本当に秀逸でこれこそが言葉の使い方およ

び、聞き手の理解を促進する、鮒谷さんの真骨頂でしょう。 

最初にですが、めちゃくちゃもったいないことをしていた！と気付かされま

した。というのも自分はかなり高レベルなプロ落穂拾いプレイヤーだったのです。 

この音源を聞くことで、自分のレベル感＝持っているものの貴重さを気付か

されたのが最初の大きなリターンです。 

 

２つ目ですが、鮒谷さんがおっしゃっていたことは、個人事業主なので会社系以外

はほとんど実践していました。であれば、そこで思考が止まるべきではなく、それ

を誰かに還元したり、それこそ音源にして売る方法もある。 

そして思いつくべきというのが、ビジネスパーソンとしてあるべき姿でした。 

 

鮒谷塾（って勝手に呼称しますが笑）に入塾してはや 10 年になりますが、鮒谷さ

んが口酸っぱくおっしゃっていたことを理解しているようで理解しておらず、実

践していなかったことを恥じております。 

 

要は個別具体の落穂拾いよりも、それをどう見つけ、自分で実践するのはもちろ

ん、その思考、方法、はてまたフレームワークをどう活用するかが大事である。 

繰り返しになりますが、こうやればお得！というのはほんとに些末なことな

のでしょう。（その上で落穂拾いを実践するのはめっちゃ大事！） 

 

また、ビーチフラッグによる例えは、本当に秀逸でこれこそが言葉の使い方

および、聞き手の理解を促進する、鮒谷さんの真骨頂でしょう。 

 

今年末から来年に向けて情報発信のためのメディアを仕込んでいくので、うまく

活用していけそうです。 

本当にありがとうございました。 

 

追伸 

経費だから～と言う不届きな後輩ではありません笑 

メルマガの見出しで、後輩に激怒！と書いてあったので、聞くまで理由もなくビビ

ってました笑 

（金子 雄太郎 様） 
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仮に「落穂を拾わない」と選択したにせよそれは最低限、落穂の仕組みを理

解して上で「拾わない」という選択をしなければ、自分の知らないところで

得をしている人がいるという事実を理解することができません。 

 

これ、自分個人の生活ならまだしも。会社の経費単位で考えると。。。恐ろし

い話です。 

落穂を拾うという行為自体、ほぼまったくやってこなかった自分自身には一

番衝撃的な内容でした。 

 

最初、なんでわざわざ落穂を拾わないといけないの？その理由を知りたくて購入・

拝聴したのですが、自分自身が落穂を拾わない理由が 

 

・システムを理解するのが面倒 

・理解したとしてもやるのが面倒 

 

その言い訳を隠すために落穂を理解しようとしない拾おうとしない自分に

気づかされました。 

 

仮に「落穂を拾わない」と選択したにせよそれは最低限、落穂の仕組みを理

解して上で「拾わない」という選択をしなければ、自分の知らないところで

得をしている人がいるという事実を理解することができません。 

 

これ、自分個人の生活ならまだしも。会社の経費単位で考えると。。。恐ろし

い話です。 

 

鮒谷さんが例にあげていたいくつかの落穂をじっくり勉強して世の中の落穂を発

見できるようにしていければと痛感しています。 

 

学び多き音源をありがとうございます！ 

（株式会社 北日本消毒 代表取締役社長 湊亨 様） 
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「知っているけどやっていないもの」について、改めて調べてみました。

すると（中略）今の私ならば「落穂」として拾えそう、と思われるものも

チラホラ。ことあるごとに見直しをする心がけやセンス、大事ですね。で

は早速、落穂を拾いに行って参ります（笑） 

鮒谷 様 

 

「落穂拾い」音源、拝聴しました。 

 

いつもの抽象の世界の話から一転し、個別・具体の「落穂」を紹介する内容とのこ

と。 

先に購入されたみなさんの感想を読んで、さてさて一体どんな「落穂」が紹介され

ているのか、気になって購入してしまいました。 

 

音源を聴き終わって。紹介されていた落穂のうち知っているものが過半数、実際に

やっているものはそのうちその半分ほど。なお「知っているけれどやっていないも

の」は、昔調べたけれど条件に合わなかったり、当時の自分とっては労力に見合う

ものではなかったり、というものでした。 

 

こんな職業（公務員）ながら、意外に知ってるじゃんオレ、と思いました。しかし、

知っているだけでは実利（カネ）にはならないですよね...。それらの「知ってい

るけどやっていないもの」について、改めて調べてみました。すると、 

 

・自分の年齢や家族構成などが変わった 

・年収が増えた 

・制度や仕組みのほうが変わっていた  

 

etc.等の変化によって、今の私ならば「落穂」として拾えそう、と思われるも

のもチラホラ。ことあるごとに見直しをする心がけやセンス、大事ですね。

では早速、落穂を拾いに行って参ります（笑） 

 

なお、鮒谷さんはスルーするとおっしゃっていた●●●●●●。私は自分にとって

落穂と判断し、先ほど家族３人で計 21,000 円分拾得完了。当方の勤務先では、

●●●●●の機能を●●●●●●●●へ載せ替える予定とのこと、すでに●●●

●●●●●包囲網はすぐそこまで...。どうせ逃れられないのならばと、拾えるもの

は落ちているうちに拾っておきました（笑）。 

 

当方は法律で副業が禁止されているので、本音源で紹介されている落穂の一定種
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には触れることさえできず残念ではありますが、入手可能な落穂がないか普段か

らアンテナを伸ばし、引き続き拾って参る所存です。 

 

ところで、私が職務上知り得た、美味しそうな落穂がここにあります（笑）もちろ

ん合法なもので、条件をクリアできれば誰でも堂々と拾うことのできる種類のも

のです。ただし、元手の関係で残念ながら自分には拾うことができません...。これ

を誰かに教えて差し上げたら、徳を積めるのでしょうか。 

 

落穂を見つけ、ビーチフラッグスのごとく手を伸ばす...この表現は自分にもツボで

した。私、実は元ライフセーバーでして（関係ないですね汗） 

 

雑駁ですが、以上、感想としてお送りさせていただきます。このたびもありがとう

ございました。 

（地方自治体勤務 Ｈ．Ｎ 様） 
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まだ一度目なので、再度聴き直しより理解を深めて落穂拾いヤーになるべく

直ぐやる、見直すと愚直に取り組んでいきます。 

今回初めて鮒谷様の音源を購入しました！ 

 

メルマガを３年くらい拝読させていただいてます。ほぼターゲットを絞られた言

葉選びで女性は NG かしら？と感じてました。 

 

今回は落穂拾いというわりとマイルドかつキャッチャーな内容表現にサク

ッとささりポチりました。 

 

音源でメルマガ以上の熱量と語彙力に圧倒されました。鮒谷様の声が好みで

したので聞きやすかったです。（元アニオタなので声質は重要) 

 

私は実家と夫が自営業で、最初は会社勤め、その後、両方の会社で経理事務をして

います。分かりやすい零細家族経営です。経営には直接は関わっていませんが、当

事者意識は常に持つためにビジネスを学んでいる次第です。 

 

不動産関連業を営んでおり社長の父はやはり落穂拾いヤー（仕事中毒）です。同じ

社長でも夫はまだまだなのでこの音源を聴かせてやりたいです。（聴かせて

●●●●●をします！） 

 

一事が万事。ビジネスは全てこれ、と改めて思いました。とにかく気がついたら拾

っていく、それが筋トレの習慣化になり次第に大きな金額を拾えるようにまる。 

 

父のちっさいことにも重箱を突く、執念深く拾い上げるところが脱サラ起業で成

功した基礎と痛感しています。不動産に関する税法は税理士よりも詳しく必ず自

分で手書きで試算しています。 

 

夫の方は●●●●●の申請を躊躇っていたのですが、私と税理士で押してさせま

した。満額給付いただき、感謝です。なんで申請すればいいだけなのにしないの？

かマジ謎でした。 

 

とはいえ、私自身もまだまだです。●●●●、●●●●●、●●●など気になって

いるけれど見直ししてなかったり。●●●●●は良く買うお店で作り夫も●●や

●●●●●●で貯めたポイントを商品券にします。 

 

最後の質疑応答の回答、ブツがあると奥様が喜ぶというのも秀逸でした。モテる男
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性は必ず実践されてることですよね。私も夫が持ち帰るお客様からの贈答品でど

う評価されているか想像します笑 

 

失礼な言い方ですが贈り物は贈り主のレベル（思考や生活）がはっきり反映される

ものですよね。またそれがわかるように私も常にアンテナを張っています。普段買

わないバカ高いお菓子とか大好きです！笑 

 

まだ一度目なので、再度聴き直しより理解を深めて落穂拾いヤーになるべく

直ぐやる、見直すと愚直に取り組んでいきます。その実践で、取り急ぎ感想を

書いた次第です。 

 

今後とも熱量の高い音源を宜しくお願いします。貴重な時間をありがとうご

ざいました。 

（不動産業 経理事務 Ｓ．Ｋ さま） 
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まさかまさか、音源を聴いてたまたまチェックした●●●に、●●の間違

いで拾い損ねそうになっていた落穂があったとは・・・ 

いつもお世話になりありがとうございます。 

今回もたくさんの学びある音源を販売して戴き誠にありがとうございまし

た。 

 

今まで、●●●●、●●●、●●●●●●●、●●●●、●●●●●、●●●●●、

●●●●、●●、●●などいろいろと落穂拾いをしてきました。●●も興味があっ

たのですが、学んでいる途中で止まってしまっているので、これを機会に●●落穂

を最後まで取りにいこうと思います。 

 

たまたま、音源を聴いた後に●●の●●●が届きました。いつもなら見ないでスル

ーしていましたが、「●●●にも落穂がある」という話も音源でありましたので見

てみたところ、「●●●●●●●（１０万円）」なるものがありました。９月中旬に

第三子となる長男が生まれていたので、どうやら対象になるとのことでした。「対

象者には郵送で書類を送る」とありましたが、待てど暮らせど来ませんでした。よ

くよく確認して●●に問い合わせてみると、本来なら郵送で送られる書類が、何か

の手違いで「私のところ」だけ送られていなかったとのことで、色々な手続きを経

て戴けることになりました。●●なので間違いなどないと思っていましたが、ま

さかまさか、音源を聴いてたまたまチェックした●●●に、●●の間違いで

拾い損ねそうになっていた落穂があったとは・・・ 

 

これだけでもうすでに音源の元以上にとらせて戴きました笑ありがとうご

ざいます。 

 

まだまだ世の中にはたくさんの落穂がありますね。カラーバス効果のように、ある

と思えば見えてくるので、しっかりアンテナを張って、さらに落穂拾いヤーとして

の実力を磨いていこうと思います。また、こういうことも一事が万事ですね。何事

も「即断・即決・即実行」「素直に学んで素直に実行」が大切ですね。 

 

今回も貴重な学びをありがとうございます。 

また次作も楽しみにしております。 

（桑原孝太 様） 
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言語を回す前（無意識）に走っている"落穂ひろい中毒"、"プロ落穂ひろいや

ー"になるべく自分を躾け、成長させます。 

鮒谷様、セカンドステージの皆様、音源リリースありがとうございます。 

 

以前頂いた割引クーポンの有効期限が切れるのに伴い、新たな音源を探しており

ました。まんまと鮒谷様の仕組みに誘導されました。 

 

普段の生活水準を上げすぎない、収入が減った時でも致命的にならないように支

出をなるべく抑える（出血を抑える）ことを念頭に入れ日々過ごしてきたつもりで

した。しかし、さらに自分が気づかない落穂があるのではないか、また、鮒

谷様はどのような落穂を拾われているのかと気になり音源を購入させて頂

きました。 

 

鮒谷様がご紹介して頂いた落穂は私自身もほぼ認識しておりました。しかし

"一番おいしい部分を食べそびれていた"と痛感しました。 

 

Go to travel でも Go to eat でも世間が動き出して話題になってから利用してい

ました。 

これは予想できる未来があるにもかかわらず全力疾走していない。言い方を悪く

すると、みなさんが食べた後の食べかすを頂いていたのだろうと感じました。 

 

これからは 

ビーチフラッグ、旗が見えたら全力疾走！！！初速を早く、着手を早く、全力で走

る、しっかり旗をつかむ！！！ 

 

言語を回す前（無意識）に走っている"落穂ひろい中毒"、"プロ落穂ひろいや

ー"になるべく自分を躾け、成長させます。 

 

音源リリースありがとうございました。 

（自動車部品メーカー勤務 Ｍ．Ｋ 様） 
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「落穂ひろい」はまさにお金を拾い集める具体的な話で、それ自体がお金を

入れてくれるシステムにもなり得ますが、自分としては、今回の音源はかな

り具体的にお話しいただいたために自分と経営者の見方や考え方の違いを

つぶさに知ることができた点が大きな収穫でした。 

鮒谷様 スタッフの皆様 

 

今回は「落穂ひろい」の音源ありがとうございました。 

 

「ポケットにお金を安定的に入れ続けてくれるシステム」というタイトルのメル

マガに心惹かれメルマガで紹介された「落穂ひろい」音源をタイトルと音源の関係

性は何なのかと思いながら購入いたしました。 

 

「落穂ひろい」はまさにお金を拾い集める具体的な話で、それ自体がお金を

入れてくれるシステムにもなり得ますが、自分としては、今回の音源はかな

り具体的にお話しいただいたために自分と経営者の見方や考え方の違いを

つぶさに知ることができた点が大きな収穫でした。 

 

それを以下の３点にまとめたいと思います。 

 

まず落穂に気づくという点です。 

 

音源で教えていただいたものはまさに誰が見ても落穂なのですが、たいていの落

穂は落穂として落ちている可能性は低く、普通の人は通り過ぎるようなものなの

ですが、経営者というか商売人というか、お金儲けを考えている人は、お金に対す

る嗅覚や感受性、世の中に対して張っているアンテナの感度が高く、一見落穂に見

えない何かを拾い上げ、 

 

「あいつに持っていったらこれも落穂になるよね！」 

 

と言った発想が湧いて実行できるという点です。 

 

この能力は是非とも必要で、身に着けるためには自分も「なにかないか？」「どう

にかならないか？」とシビアに本気で落穂を探し続けるしかないかと思いました。 

 

次に落穂を取捨選択するという点です。ビジネス脳をお持ちの方は、金額の多寡で

はなくて、額が少なくても自動的に継続的にお金をもたらしてくれて総額が大き

いかどうか？また、それを得るために投資する時間と比較して割に合うかどう



■当音源（禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

か？で落穂の価値を判断していることがわかりました。金額はそれなりでも１回

きりで手間がかかるものは費用対効果を考えてザックリ切り捨てる場合もある、

逆に継続性のある案件についてシステム化することにより費用対効果を高める場

合もあるなど、自分が時間当たりどれだけ稼ぎたいのか常に明確に意識しており、

費用対効果、システム化・そして継続性に敏感であることがわかりました。 

 

忙しいと、つい目の前のことに対処してしまいますが、これから何をするにしても

費用対効果、システム化、継続性を日々の行動の判断基準として明確に使っていこ

うと思いました。 

 

最後に取捨選択した落穂を自分のものにする点です。ビーチフラッグのたとえを

とおして、即行動して「つかむまで一気にやる」ということを教えてもらいました。 

 

●●●●など、数年前から知っていましたが、結局色々あって、やったのは今年・・

手を付けても最後までやり切れない、というかエネルギーが続かないこともしば

しばあります。 

 

一方で、瞬発力のある人は、全エネルギーを投入して、やめる言い訳を考える前に

行動を完了してしまう。つかんでから、わからないところを調べなおして、修正す

る。確かに一気呵成にやった方がメンタル的にも楽です。即実行！掴むまでやる！

そしてニンマリして習慣化する！を行動習慣にしたいと思います。 

 

以上の３点が心に残ったところで、自分の中では「ポケットにお金を安定的に

入れ続けてくれるシステム」を構築するために「落穂ひろい」を通して教え

ていただいたことが非常に重要で、２つがつながった感じです。経営者や商

売人の考え方は、自分は興味があり身に着けたいものなので、音源で学んだ

ことをこれからも実行していきたいと思います。 

 

乱文ですいませんこの度もありがとうございました 

（Ｅ．Ｏ 様） 
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この音源を繰り返し聞き、個人としてお金を稼ぐにはどうすればよいのか

常に考え、失敗しても良いから即実行して、少しでも前進していけるよう

にしたいと思います。 

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。 

 

具体的な事例をもとに、それ自体ではなく、そうやって発想をしていくこと

が大切であることを教えていただきました。知っていることも沢山ありました

が、じゃあそれを実行しようとしたかというとほとんどがまったく具体的に調べ

もせず、やっていないものばかりでした。 

 

他の音源でも繰り返しおっしゃている即実行ということが、いかに大切かと

いうことを繰り返し仰っていたことが印象的でした。 

 

お金を稼ぐにはどうしたらよいか常にアンテナを立て、情報収集したり、考えるこ

と、そしてそれを実行に移すこと。単純なことですがそれができていないことで、

いつまで経ってもお金が稼げるようになれない。 

 

現在のいつ崩れるかわからないサラリーマンという立場なのに、なぜかいつ

までも安定してお金が入ってくると思っているから、なかなかアンテナも立

たないし、実行にも移せないのだと思います。 

 

この音源を繰り返し聞き、個人としてお金を稼ぐにはどうすればよいのか常

に考え、失敗しても良いから即実行して、少しでも前進していけるようにし

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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自分が向き合うべき点、やるべき事、わかりやすくおっしゃられていたよう

に感じます。 

気をつけていないと世にあふれるマーケティングによりどんどんお金が奪われて

いく。 

気をつけていないと小さな傷口から少しずつお金が漏れていく、そして傷口が増

えていく。 

 

本当に必要なことやモノを選択する力を養わなければただ食われていく弱者にな

る。 

知識や情報を身につけ、微差を積み重ねていく、すぐにやる。 

 

自分が向き合うべき点、やるべき事、わかりやすくおっしゃられていたよう

に感じます。 

 

定期的に鮒谷さんの音源に触れて、"よし、頑張ろう"と心地よいモティベー

ションを頂きます。 

 

ありがとうございます。 

（Ｓ．Ｏ さま） 
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音源でお話いただいた中で、「目の前に落ちているお金」を拾えていない部

分がまだまだたくさんあることを実感し、目から鱗がボロボロ落ちる思い

でした。 

こんにちは。 

今回は、緊急事態宣言以降、新しいことに対して腰が重くなってきているな

と感じたため、喝を入れるべく「落ち穂拾い音源」を購入しました。 

 

「アンテナの立つものと立たないもので精度が全く違っていて、たくさんの

取りこぼしがあることは薄々分かっているのに目をそらしてしまっている」 

 

というお言葉が、まさに今の自分の状態そのもので、グサッと刺さりました。 

 

「『難しそうだからいいです』という人の方が、経済的に厳しい人が多い」 

「コスト削減したほうが生活が楽になる人のほうがやらない。しなくていいくら

いの生活レベルの人の方がよくやっている」 

 

という部分も、つい最近実感する出来事があり、さらに刺さりました。 

 

音源でお話いただいた中で、「目の前に落ちているお金」を拾えていない部

分がまだまだたくさんあることを実感し、目から鱗がボロボロ落ちる思いで

した。 

聞いてすぐに 

 

▼●●●・●のものの見直し 

▼●●●●●（主人分は行っていたのですが、自分の分は副業分の計算が面倒でつ

いつい後回しになっていました） 

 

に着手し、早速これだけで音源の元は取れました。 

 

あとは、今抱えている案件を終わらせてから 

 

■知っているのに手をつけていないもの 

 

▼●●● 

▼●の見直し 

 

■知らなかったもの・考えもしなかったもの 
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▼●●●からの●● 

 

についても着手する予定です。 

 

また 「難しそう・面倒くさい・わからない」と少し調べてすぐに逃げ出してしま

い、以降つい避けてしまっている「税金」についても、よりしっかり「向き合う」

と決めました。 

決めたそばから逃げ出したくなる気持ちが湧いてくるくらい、苦手意識が深刻で

すが、避けては通れない道だと薄々分かってはいるので、なんとか踏ん張りたいと

思います（笑） 

 

着手すればいい結果が得られることは経験上わかっているのに、緊急事態宣言以

降、新しいことに取り組む気力を持てず、漫然と日々を過ごしてしまっていまし

た。 

 

なぜこんなに腰が重くなっているのか考えてみたのですが、一つには「面倒・不快

が先に立つ」ことに対しての耐性が下がっていたこと。もうひとつは、今回の音源

を聴いていて、最後の方にお話になっていた 

 

■落ち穂をひろうということは、経済的な果実を拾ったということは、 

 

「自分を褒めて愛でなくてはならない」 

 

■まず言葉で自分を褒める 

 

■さらに２割くらいは（10 万円→２万円くらい）はご褒美にしていい 

 →いいことあるな、と脳に植え付けなくてはならない 

 

という部分を聴いて、コロナ以降、自分のご褒美になるようなことが全部封じられ

てしまっている部分が大きかったのかなと思い至りました。（お恥ずかしい限りで

す） 

 

■習慣化するには「意味・理由・意義」が必要。 

 

というお話についても、「意味・理由・意義」が見いだせれば推進力が得られるの

はわかっているのに、自分の中で確立できていないのも、突き詰め方が足りなかっ

たのかな、とこの音源を聴いて感じました。 
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「なぜ習慣化しなくてはならないのか ７か条」を見直そうと思います。 

 

「運動より習慣化しやすい」 

 

という鮒谷さんのお言葉を信じて、一歩ずつ進んで参りたいと思います。 

 

引き続き、よろしくお願いいたします。 

 

■追伸 

 

最近プロのサッカー選手やアスリートをケアしているトレーナーさんにお世話に

なっているのですが、鮒谷さんから学んだ言葉が「共通言語」となっています。 

 

また彼に、鮒谷さんから 3 日セミナーで教わった内容等をお伝えすることもある

のですが、とにかく着手・実践が早く、みるみる目に見える結果を出してこられる

ので、「即実行」の有用性を目の当たりにし、かつ「徳を積む」結果にもなってい

ます。 

 

鮒谷さんに教わったことの確かさ、即効性と有用性、再現性の高さを、改めて実感

する日々です。 

 

副業の案件が増えてきたので、いただいた仕事を一つ一つ積み上げ、鮒谷さ

んの音源をさらにたくさん買えるよう、精進したいと思います。 

これからもよろしくお願いいたします。 

（Ｋ．Ｏ 様） 
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自分の人生におけるお金儲けに対する戦略のようなものを確認できたこと

が、自分にとってのこの音源の最も重要な価値です。 

鮒谷さん 

 

今回の音源は、正直に言いますと、見送ろうと思っておりました。 

落穂拾い的なことはした方がいいとは分かっておりながらも、面倒くささが

勝ってしまっており、「より重要な仕事優先」という言い訳を繰り返してお

りました。ただ、メルマガの内容で、「落穂拾い音源を聴いてみて、お金に

関してどのような感情変化が起こるのかを確認してみてはどうか」という文

言を読み、今回もつい「ぽちっ」としてしまいました。 

 

今まで自分の感情変化を確認するためだけにお金を払ったことはなかった

のですが、それが一体どういうものなのかを体験するだけでも、この音源を

買う価値があるのではないかと思ったからです。新しい行動への腰が重い私

にとっては感情を誘発させることが大事だと常々考えておりましたので、自

分の感情変化を見るだけにお金を払うという行為は、何か象徴的な意味があ

るようにも思えました。 

 

こう言った心持ちで音源を聴き始めましたが、正直にお伝えしますが、私の落穂拾

いに対する面倒くさいという感情は思った以上のものでした。それはすなわち、常

日頃もう少し収入を上げたいと思っていながらも、そのことを本気で思っていな

いという証左であると思いました。そしてこのことに気づけたのは、自分の中では

結構重要なことでした。「この面倒くさい落穂拾いをやってまで収入を増やしたい

か？」というような強烈なリトマス紙を当てないと、自分の中でどれくらい収入を

増やすことの優先順位が高いのかは見えなかったように思えます。 

 

ただ、自分にとって大変感情を動かされたことは、鮒谷さんがこの音源、ならびに

メルマガでさんざん言われたいたように、落穂拾いスキルを身に付けることは生

き延びる力を身に付けることだということです。そして落穂拾いスキルは一朝一

夕で身に付けられるような甘いものではないので、スキル化・習慣化を目指して

日々努力を続けていかないといけないということです。さらにその修行の過程を

ゲームとして捉えて楽しんで落穂ひろいヤーを目指すというのは、とても魅力的

な方策に思えました。 

 

こうしてみると、自分のお金に対する思い（こみ）としては、お金を得ることその

ものを目的としてしまうと、気分が盛り上がらなったり、あるいは本業以外のこと

に時間を投入することへの罪悪感のようなものすら感じているように思えます
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が、目的としてではなく、結果としてお金が得られる行為に従事することには特に

強い思いが無いように感じました。ですのでそう言った行為を習慣化・ゲーム化し

ていうことが、自分のお金に対する思いに即した方策なのではないかということ

が分かりました。このように、現時点でのということになりますが、自分の人生

におけるお金儲けに対する戦略のようなものを確認できたことが、自分にと

ってのこの音源の最も重要な価値です。 

 

また、落穂を拾ったら、自分を自分で褒めて愛でて、さらにご褒美まであげること

により、「落ち穂を拾うといいことがある」と脳を学習させる、という話は大変印

象的でした。当然この話は落穂拾いのことに限らない、大変汎用性が高い話ですの

で、とてもためになりました。早速実践します。 

 

具体的なことは書きませんでしたが、今まで全く知らなかった落穂の情報や、

知っていても試してこなかったこと、忘れていたことなどもあり、そういっ

た意味でも大変お買い得な音源でした。今回もいい買い物でした。 

 

どうもありがとうございました。 

（Ｙ．Ｈ 様） 
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私は所得がそれほど多くなく、コスト削減しなければならないし削減したほ

うが生活水準が良くなると思われる人にも関わらずやっていないものが多

いと改めて思いました。 

今回も有用な情報をいただき誠にありがとうございました。 

 

私は所得がそれほど多くなく、コスト削減しなければならないし削減したほ

うが生活水準が良くなると思われる人にも関わらずやっていないものが多

いと改めて思いました。 

 

「千円札は拾うな」という本がありましたが大きな金を稼ぐ人は、こういう小さな

ことに囚われないで大きなことに目を向けることが大事だと思っていました。 

 

落ち穂を拾う人は姑息に見えるしかっこ悪いのではという思いも心の奥底

にはあったように思います。しかし小さなことも疎かにしないことが物事を作

り上げるにおいて必要なことは間違いないのでまさに「一事が万事」だなあと思い

ましたしそれこそ稼いでいる人ほどそういうことに興味があるということ

を今回知ったので稼いでいる人になるために迷わずやっていきたいと思い

ます。 

 

ただアンケートサイトで 500 円もらうのは鮒谷さん的には違うとは思っていま

したのでどこからがアンケート案件でどこからが落ち穂にあたるのかの見極めに

ついて提示していただいたのは「やる」「やらない」が明確になったのでありがた

かったです。 

 

また落ち穂の存在を知っていたものの中で最後までやり遂げたものと存在を知っ

ていて理解したけど、最後のフラッグを取らなかったものと存在を知っていたけ

れど理解する前に、やめてしまったものというように自分の行動にパターンがあ

ることに気づきましたので鮒谷さんの例をヒントに自分の過去を振り返ってみて

なぜ中途半端に調べて放置したのかを考えてみました。 

 

あまりにも簡単に出来てしまうものはあまり知的好奇心が刺激されることがなく

「こうやってこうやれば誰だってできるよね」とフラッグを取らない傾向にある

ように思います。 

 

またある程度組み合わせてやればできるものについてもハックして問題が解けた

ところで満足してフラッグを掴まずに終わっていることがあることがわかりまし

た。 
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自分には難しすぎるものやアンテナ足りずに知らないことはもっと精度を高める

しかないですが少なくとも簡単すぎるものと、ハックしきったのに最後に形にし

ていなかったものは明らかに残念なものですので今後行動の渦中にいるときに解

けただけで満足せずに掴み取っていきます。そこからはずみをつけて領域を増や

していきたいと思います。 

 

また通帳残高を見て終わり継続しないというモチベーションについて悩んでいま

したが祝杯を上げていくのはなるほどと思いました。確かに金額だけ積み重なっ

ても臨場感ある刺激にはならないので実際のブツを手にとって五感で身体に刺激

を送り次への活力にして 3 連勝を増やしていくそんな循環をイメージしながらや

っていきます。 

 

落ち穂拾いに限らず一事が万事ですので今回の話から基本動作の型を躾け

ていきたいと思います。 

 

長くなりましたが今回も有用なお話をいただきまして誠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。 

（企画 Ｄ．Ｍ 様） 
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鮒谷さんの音源は、聴けば聴くほど聴くたびに効果が出るのですが、この音

源は中でも即効性があるといえるのではないでしょうか。一度聴いただけで

も元はとれ、活用すれば落穂拾い筋を充分に鍛えることができます。 

鮒谷様、大塚様 

 

いつも大変お世話になり、ありがとうございます。 

 

また先日は嬉しいサプライズありがとうございます。 

早く次の音源を聞きたいのをこらえ、数回づつは聞かなければと自制しておりま

す！ 

 

早速ですが、今回の「落穂拾い音源」は、具体事例が多いゆえにどんな人が

聞いても、最低限満足できる音源といえるのではないでしょうか。 

 

私もめんどくさくて申込み書類を取り寄せたまま放置プレイとなっていた

●●●●にとりかかりました。 

この程度なら単なる気づきの問題だけですが、果たしてこのまま簡単にすすめる

だけでいいのか？という疑問がわき、調べ、聞き取りしたことで別の●●●で●●

を開けばその特典により、年間 50000 円程度のコストを減らすことができるこ

とが判明しました。 

 

あっという間に元をとることができました、ありがとうございます。 

 

●●●●●●も重い腰をあげ、見直し、まとめを実施しました。これも積み重な

れば相当の実益です。 

 

わかっていたけどできないことに対して、痛すぎず腹の立たない程度の絶妙

な力でケツを蹴っていただけたと思います。 

 

しかし鮒谷さんの音源の本当の価値は別の所にあります。 

今回でいえば、三時間かけて語られた話を「落穂拾い」というキーワードだ

けで、思い出し行動に移せるようになるということです。 

 

音源を聞いていなければ「落穂拾い」と聞いてもなにも引っ掛からないです

が、音源を聞いてさえいれば今後毎日「落穂拾い」という単語を見るように

するだけで、お金への執着及びそれを手に入れるための学びへと行動できる

ようになるのです。 
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鮒谷さんの音源は、聴けば聴くほど聴くたびに効果が出るのですが、この音

源は中でも即効性があるといえるのではないでしょうか。一度聴いただけで

も元はとれ、活用すれば落穂拾い筋を充分に鍛えることができます。もちろ

ん熟聴すればするほど他の音源とも結びつきより効果が出るのでしょうけ

ど。 

 

あと個人的には「徳を積む」も心に残りました。金にならなくても徳になる。とて

もいい考えだとすなおに思えましたね、逆に「徳のマネタイズ」はこれまた秀逸の

表現で笑えました。 

 

いつも学び地蔵にならないように心がけています。今回も聴いて終わりになら

ないように即断即決即行動で動きます。ありがとうございました。 

（Ｍ．Ｙ 様） 
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1 度聞いただけで、すぐに恩恵を受けることができるものでした。 

今回の音源はこれまでの音源と系統が異なりますが、1 度聞いただけで、すぐに

恩恵を受けることができるものでした。 

 

特に●●●●●については、これまでそのような制度があることは知っていまし

た 

し、やった方が良いと知人からも勧められていましたが、単純に面倒で、その手間

を超えるメリットも感じなかったことから、全く気にも留めていませんでした。 

 

しかし、音源を聴いて、そのメリットを理解した途端に、実施せずにはいら

れなくなり、即実施。早速メリットを享受することができました。 

 

これまで実施しなかったのは、そんなにうまい話は無いという先入観もあり、面倒

で制度の内容を十分理解しようとしなかったため。他にもこのようなことはたく

さんあるのではないかと思います。 

 

細かいことに時間を掛けないように注意する必要がありますが、 

取り組む価値があるか判断できる程度には、内容を理解し、価値有りと判断したも

のは即実行して、落穂拾いヤーとして、拾えるものは確実に拾っていきたいと思い

ます。 

 

ちなみに●●●●●●については鮒谷さんの評価は低いようですが、（ビジネスの

規模から考えれば当然ですが）自分では、それにかける時間と得られるメリットか

ら、十分実施する価値があるものと判断して、即メリットを享受しました。 

 

取り組むか否かの判断基準は金で時間を買うという意思決定基準に照らして違和

感を感じないことだと思います。 

 

即効性のある音源をリリースいただきありがとうございました。 

（Ｋ．Ｎ 様） 
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今まで支出のことにまるで無頓着だったのでそれに気づかさせていただい

たことは大変ありがたいです。 

鮒谷さん 

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。 

 

落穂ひろい音源を拝聴させて頂きました。 

 

今回は具体・個別の話が中心で、抽象度の高い内容になれた者としては当初音源を

聴き終えたときに戸惑いを感じましたが、 

 

いつも「お金がない、ない」とつぶやいている割には何もお金のことを考えていな

かったなと思いました。 

 

お金持ちになるには 

 

収入を増やすこと 

支出を減らすこと 

 

とごくシンプルな図式が成り立つわけです。 

 

それに資産運用を加えれば資産が増えていくのですが資産の過多にもよるので運

用に関しては今後の課題としたいと思います。 

 

今まで支出のことにまるで無頓着だったのでそれに気づかさせていただい

たことは大変ありがたいです。 

 

高額賞金を稼ぐプロスポーツ選手が引退後に自己破産で無一文になるケースがあ

ることはよく知られた話です。 

 

自分は無駄な出費や贅沢はしないから関係ない話だなと思っていたのです

が、自分の支払いをつぶさに調べてみていかに無駄な出費が多いことに愕然

としました。 

 

贅沢をするお金がないだけで、自己破産するひととお金の扱い方のレベルは同じ

だなと感じました。 
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●●●ひとつをとってみても、なぜ支払っているか自分でうまく説明できないの

です。 

 

「自分が死んだときに家族を守る」 

 

という純愛の物語にすり替わっているので●●を見直すことに躊躇してしまうの

です。 

 

ですが、よくよく内容を調べてみると●●●●は●●●で十分だなと思いました。 

 

もう一つは●●●です。 

積立金が最後に支払われるだけで 

 

こんなことに使うなら●●●●に投資したほうが手数料の面や所得税の減額もあ

りかなりお得だと分かりました。 

 

いままで何も知らなかったというかめんどくさいから知りたくなかっただけで

す。 

 

「金持ちはケチ」ではなく「ケチだから金持ち」の意味がだんだんと分かってきま

した。 

 

収入と支出の管理ができないものはゲームに参加できないのです。 

 

●●●●●で申し込んだ●●●が届いたら鮒谷さんの言葉をかみしめて味わいた

いと思います。 

 

今回も貴重な音源をありがとうございました。 

（歯科医 Ｉ．Ｇ 様） 
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落穂を拾うことで、ビジネスに必要な筋力が培われるというのはもっともだ

と、腹落ちしました。自分のため、家族のために、落穂ひろいヤーとして活

動していきます！ 

同じ情報に触れていても、そこを掘り下げていけるかどうか？本音源でいう

ところの「即実行」をするかどうか？で、その後得られる果実が大きく異な

るのだな、という感想を持ちました。 

 

本音源で紹介された●●氏の「●●●になれる●●の●●の●●●」は、私も

2007 年前後に読んでおりましたし、そこで私になりに「サラリーマンの●●●●

ってこういうことなのか」という衝撃を受けた記憶はありましたので、それなりに

インパクトを受けた本でしたが、スピードラーニングばりにただ「読み流しただ

け」で結局何一つ実行せずに今に至っております。 

 

読んだ時期の差はあれど、あの鮒谷さんと同じ本を読んでいたのに、結局そこから

何に気づき、何を見出し、何を自分事としてとらえて、「即実行」していくのか？

なのだなと。 

 

私がやっていたのは「あ、その本読んだよ。いい本だよね」とチャンスがあれば誰

かに言いたい（ともすれば、いう相手もなく、ネットかもですが汗）だけの見栄の

ための読書野郎「見栄晴くん」なのだなと、と思い知らされた次第です。 

 

そこから落穂ひろいで紹介された落穂の内容を振り返ってみますと、 

 

・●●●● 

・●● 

・●●●●●●● 

・●●●●●●●で●●●● 

・●●●●● 

などなど、「あ、それ知ってるよ。お得になるよね」と、確かに聞いたことがある

落穂が結構あります。 

 

しかし、「実行」していたのは●●●●、●●●●●●●のみ。 

●●は少し調べて結局申し込まず。●●●●●は一回こっきり少額で実行したの

みでまったくメリットを享受せずの状態でした。 

 

一事が万事、自分はやはり、聞きかじったうわべだけの知識を収集して満足するど

ころか、それを知っている（だけで実行もしていない）自分を誇らしく感じてすら
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いる「知識コレクター系見栄晴くん」なのだと思います。（自分で書いていてヤバ

イなこいつ、と思います汗） 

 

こういう自分が「いずれは副業や起業もやってみたい。。。」なんて思いもあって鮒

谷さんの音源を聴き始めているのですが、鮒谷さんのおっしゃっていた「落ちてい

る落穂を拾うことすらできないのに、副業や起業などできるはずがない」という言

葉はある意味本質であり、ショックでもありました。 

 

私は仕事柄エンジニアと話をよくします。 

エンジニアの世界では CAD（Computer Aided Design）というパソコン上で動

作するソフトを使用して設計をすることが今の世の中スタンダードです。 

 

CAD はともすれば単なるツールとしてとらえられがちですが、優秀なエンジニア

ほど、そのツールを馬鹿にせず、きっちりと使いこなそうとしています。なぜなら、

彼らのアウトプットは、CAD の操作スピードやスキルに依存するからです。 

 

優秀なエンジニアは、しょせんツールだと馬鹿にせず、きっちりと CAD に向き合

う。 

優秀な落穂ひろいヤー（プロビーチフラッガー）は、しょせん微々たる落穂

だと馬鹿にせず、全速力でその落穂を拾いにいく。 

 

落穂を拾うことで、ビジネスに必要な筋力が培われるというのはもっともだ

と、腹落ちしました。自分のため、家族のために、落穂ひろいヤーとして活

動していきます！ 

（金兵 孝太郎 様） 
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お客さんはこういった話を期待する人も多いので、落穂ひろいを実践し語れ

るようになると、自分自身の金銭的メリットの他、お客さんに対してもその

期待に応えることができるのでは、、というふうに思い至ったので、今回、

音源を購入させていただきました。 

今回は落穂ひろい音源、ありがとうございました。 

今回も楽しく、さりとて、真剣に聞かせていただきました。 

 

自分は職業上、節税やら補助金やらはそれなりに知識があります。ですが、音源で

いうところの「わかっているけど、やっていない人」になっていたところはありま

す。 

 

しかしながら、よくよく考えると、お客さんはこういった話を期待する人も多

いので、落穂ひろいを実践し語れるようになると、自分自身の金銭的メリッ

トの他、お客さんに対してもその期待に応えることができるのでは、、とい

うふうに思い至ったので、今回、音源を購入させていただきました。 

 

音源の中では、●●（●●）、●●●●●●●、●●、●●●●●、●●●●、●●

の見直し、●●●、●●●、●●●、●●●●、●●●、●●・●●（●●●●●●）

等々、これから落穂拾いヤーとなるための様々なキーワードをいただきまし

た。 

 

また、落穂拾いのベースとなる在り方である、ビーチフラッガー。すなわち、落穂

を探し、落穂を見つけ、見つけたら全力で調べ、落穂を拾いきる、という、ことも

印象的です。途中まで調べてあとは放置する、では、なんにもならないと。 

 

最初のうちは面倒臭いが、習慣化すれば空気を吸うように落穂を拾える、そんな水

準まで到達したいものです。 

 

それと、落穂ひろいをすることの意義として、直接的な金銭的なメリットはもちろ

ん、制度を知ろうとするから視野が広くなる、怪しげな案件にひっかかりにくくな

る、ビジネスセンスが磨かれるということがあり、これを聞くと、 

 

「よーし、落穂ひろったるでー」 

 

という気分になりました。 

 

そうですね。まずは、現在着手している●●の見直しで●●を下げることを最初の



■当音源（禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

一歩とします。そこから、●●●●●●●の見直し、●●●●●、●●の見直し、

あたりから粛々と落穂を拾っていくようにして、目指せビーチフラッガーを最終

的な目標に据えたい、と思います。 

 

 

（公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 
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音源を聞いて、何か、すっきりした気持ちになりました。 

これまで、「こんなことをやっても・・・」なんて前向きな気持ちになれな

かったこともありましたが、「やっていいんだ」と背中を押されたというこ

となのでしょうか。この類の行為のお墨付きをもらった安心感ということ

でしょうか。位置づけもわかったからでしょうか。いずれにしても、聞い

てよかったです。 

いつも大変お世話になっております。 

 

メルマガの案内を拝見し、これまでで聞いてきた音源と異なり、ずいぶん具体的な

音源だなと思いました。 

 

もしこれが、鮒谷さんの案内ではなく、他者であったら、素通りしていたか

もしれません。しかし、購入したのは、この類の具体的な話を、鮒谷さんは

どう捉えているのかが気になってしまったのです。 

 

音源を聞いて、何か、すっきりした気持ちになりました。 

 

これまで、「こんなことをやっても・・・」なんて前向きな気持ちになれな

かったこともありましたが、「やっていいんだ」と背中を押されたというこ

となのでしょうか。この類の行為のお墨付きをもらった安心感ということで

しょうか。位置づけもわかったからでしょうか。いずれにしても、聞いてよ

かったです。 

 

●の●●が最近おりましたので、早速通知が届き次第、●●のものに申請したいと

思います。この音源を聞いていなかったら、もしかしたら、申請できていな

かったかもしれません。 

 

また、他にも利用できそうな●●をいくつか自分で探しました。 

 

この音源で「落穂拾い」「ビーチフラッグ」という言語が脳内に入りましたので、

今後の生活、活動において実践していきたいと思います。 

（Ｋ．Ｕ 様） 

 

  



■当音源（禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

 

社会の仕組みの中で拾えるものは有るので、先入観無しにササッと調べて

快を得たいと思いました。 

音源受講させていただきました。 

 

平成進化論のバックナンバーは良く見ていたのですが、ようやく音源を試させて

もらおうと思いました。 

 

しかし、値段を見てしまうとまとめ買いも出来ず、どの音源を購入するか購入さ

れた方の感想を読み比べるのに１週間かかりました。また、買ってから全て聞き

終えるまで更に１週間かかり、小さな３連勝を得るにもまだ１週間はかかりそう

です。（先送り癖があります）この行動力が緩いズルズル感は、ヤバイと思いま

したが、今の自分を少し客観的に見れ始めた気がしています。 

 

今後、どの音源を聞いて、どんな人生を送りたいのか。勉強したい、出世したい

と云う焦りを置いて、まずは自分について考えたいと思うようになりました。 

（なぜ勉強して出世したいのか、どのくらいお金が欲しいのか、なぜそれが欲し

いのか。。。） 

 

聞かせて頂いた落穂のお話は、とにかく小さな３連勝を得て、快を転がしたいと

思いました。目の前の落ちているモノも、ササッと調べて拾えない自分は、この

ままでは何も成せないと思います。 

 

昨年妻が●●●●●を始めたのですが、まったく信じる事もせず、「ふりまわさ

れているだけじゃないか」としか見ていませんでした。（少しは調べたのです

が、あまり理解出来ず放置。） 

 

今回、良い機会と思い、小さな３連勝を得るために、もう一度理解しようと調べ

たところ、概要がわかりました。これは、やらないという理由が理解できないと

思いました。 

（?????の●●で値段差を比べて、悩んでいる場合では無いとも思いました） 

 

既に妻がやっていたので新たな落穂を得たわけではありませんが、●●●●●に

対する自分勝手な不信感は払しょく出来、久々にすっきりしました。 

 

また、社会の仕組みの中で拾えるものは有るので、先入観無しにササッと

調べて快を得たいと思いました。 
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以上、すばらしいきっかけを与えていただきありがとうございました。 

簡単ではありますが、感想を送付させていただきます。 

（Ｓ．Ｆ 様） 
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そもそも、与えてもらえるという考えが間違いであり、「落穂拾い」という

名前の通り、自分で拾わないと得られないものだと、やっと分かりました。

それでも十分具体例を挙げてヒントを下さっており、心新たに取り組もうと

思いました。 

２ヶ月で３本の音源を購入させていただき、可処分所得の少ない私自身にとって、

清水の舞台から飛び降りる思いでした。３本目は落穂拾い音源。前半を聞いて、 

 

「あ、これは全然具体性がないぞ、やばいな」 

 

と感じました。つまり、少額でもお金が稼げる具体的なアドバイスがもらえると期

待していたのです。 

 

「やっちまったなー、せっかくの課金が」 

 

と思っている自分がおり、最後まで聴き終えると、恥ずかしい限りでした。 

そもそも、与えてもらえるという考えが間違いであり、「落穂拾い」という

名前の通り、自分で拾わないと得られないものだと、やっと分かりました。

それでも十分具体例を挙げてヒントを下さっており、心新たに取り組もうと

思いました。 

 

早速、●●で、「●●●●●●●●●●●●」キャンペーンをスルーしていた

ことを思いだし、３分くらいで登録完了。これで年間約６０００円が浮いた

計算になります。「あ、こういうことか」と実感しました。 

 

ついでに●●●●●●●を意味もなく●●●●●●にしているので（●●は

多めにたまりますが）これも●●●●にしようと申し込みました。手続きは

本音は面倒くさいですが、年間で２００００円程度浮きます。あら、音源代

が回収できました(笑) 

 

ありがとうございます。 

 

これから、落穂拾いヤーとなれるよう、アンテナを立て、そこここのフラッグを掴

みにいきたいと思います。 

（田中直樹 様） 
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「魚はくれないけど、釣り方を教えてくれる音源」でした。 

やっぱり小銭稼ぎはしたいわけで、こんな内容かなと想像しながらも購入しまし

た。聞く前から、 

 

「マイナポイントとかしっかり拾いなさいと」 

 

言われると思っていたのですが、早速 

 

「マイナポイントとかやってちゃダメって」（笑） 

 

早速裏切られました。こういうことをやると儲かるよという話を期待していた

ならば、期待はずれになると思います。 

 

この辺にあるから、あとは自分で探してねということでした。つまり、 

 

「魚はくれないけど、釣り方を教えてくれる音源」 

 

でした。 

 

話を聞いていき、「時間の切り売りではなく」「システムに投資しなさい」というこ

となのだと思いましたそのためには、そのシステムを理解する必要があると。 

 

「落穂も拾えないやつに、ビジネスなんてできない」 

 

つまり、物事の本質を理解して行動をしろということなのかと思いました。 

 

ビーチフラッグの比喩がよかったです。今回この音源を購入したのは、1 日限定

30％のときでした。その時に、パッと飛びついた自分は落穂を拾えていたのかな

と思いました。（拾ったものは落穂以上ですが） 

 

あと、ふるさと納税を実施すると「家族からの評価が高まる」よくわかるーって感

じでした。お金儲けが習慣化（中毒化）できるようにしていきたいです。 

 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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今回の音源は、その気になりさえすればすぐに回収できるという、そんな謳

い文句に惹かれて、たまにはそんな買い物もいいかも、そんなことを思って

購入に至りました。 

ご無沙汰しています。久しぶりの音源購入です。 

 

数年前に受講した 3 日間セミナー以来、音源はいくつか購入していましたが、

それらはすぐにリターンが望めるというよりも、長期でじわじわと効いてく

る、そんな性質のものだと思っています。 

 

ですが、今回の音源は、その気になりさえすればすぐに回収できるという、

そんな謳い文句に惹かれて、たまにはそんな買い物もいいかも、そんなこと

を思って購入に至りました。 

 

ということで、１回目を聞いた感想です。事例として挙げられた落穂ひろい、けっ

こうやってました。●●が必要なものは現実的ではないのですが、それ以外の

●●●●●や●●●、●の●●、●●の●●、●●●●は取り組み済で、実際に恩

恵を受けています。 

 

一方で、●●は以前に調べた際にはあまり効果がないように感じられたのですが、

時間が経った今、再度確認してみます。また、●●●●●●●や●●●●●●も、

定期的に調べる必要があると感じました。 

 

●●については、やってはいるのですが、単なる運頼みですね。。。10 年位前まで

は申し込めば当たることもありましたが、すでにそんな状況ではない中、持ってい

るリソースを活用してシステム化すること、そんなストーリーと受け止めました。 

 

さて、全体を通じて感じたのは、どの音源にも通底しているテーマでした。キーワ

ードとしては、一事が万事、パターンの切り出し、習慣化の習慣化、一時の効果よ

りも継続効果、構造は繰り返す、とっととやる等々、結局のところ、同じことを言

っているように感じます(笑)しかし、それは重要だからこそであり、まさにパター

ンの切り出しということなのでしょう。 

 

●●という言葉は新鮮でした。私自身は会社員にしてはこういった落穂ひろいに

割と目端が利くようで、人に紹介することもあるのですが、反応が薄いのが常で

す。。。そこまでの信頼がないのか、それとも、受け手の問題なのか、いずれにして

も、徳を積むつもりで今後も続けようと思っています。 

 



■当音源（禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

自分をしつけることについては、五感を使った実感について紹介されていました

が、その視点はなかったので、意識して取り組んでいきます。 

 

それと最後に、、、●●●●●をすると家族の評価が高まる、●●●●●●に関する

「トラップ感」というコメントには笑ってしまいました。 

 

今回もありがとうございます！ 

 

----以下、フォローアップ音源をお聴き頂いたのちに頂戴したご感想です---- 

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

落穂ひろいフォローアップ音源のご提供、ありがとうございます！ 

メルマガでのフォローアップには慣れていたものの、音源で来るとは思いも

せず、予期せぬ価値をご提供いただいた気がします。 

 

さて、フォローアップ音源はというと、どこか既視感のある内容でした。 

そう思って考えてみると、過日にメルマガ本文でご紹介いただいた私自身の初回

の感想が、意図としてはほぼ同じように思えます。などというのは、自尊心を高め

たいが故のあえての言語化だったりしますので(汗)、それ以外のところで思うとこ

ろを書いてみます。 

 

まずは、落穂ひろい音源は順番を入れ替えてタイムリーに出したということ。 

もともと予定していた順番通りにリリースするのではなく、そのときの時事に沿

って出したということで、ビジネスにはまず環境ありきという、商売の基本的な姿

勢を感じました。 

 

また、自尊心やあり方などといった堅いものばかりではなく、あえて生々しいテー

マを投入するということには、緩急をつけ、硬軟織り交ぜ、具体と抽象を行き来し

て、飽きさせない意図を感じます。 

 

その意味で言うと、最近のメルマガタイトルは男性向けに大きく振れているよう

で、こういうふうに使うのかと応用事例を見せていただいたいる印象です。 

 

もっともそれは、女性向けにはどのような表現をするのかという、期待、もしくは

心配？が織り混ざったものですが(笑) 

 

3 つ目は御礼です。 
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落穂ひろい音源を聴いてから、●●の手続きを済ませました。 

そろそろ契約が切り替わる頃で、2 年経てば間違いなく音源の元は取れるはずで

す。 

 

また、●●●●●●も使い始めました。とはいっても、新たに会員登録したわけで

はなく、もともと持っていた●●●●●●の●●●が増えるタイプです。 

 

また、職場の後輩に●●と●●●●●を紹介したところ、面倒くさがりな方なので

すが、ついに始めてくれました！結果として徳が積めているというのはまず間違

いないと思います。 

 

ということで、あっという間に終わってしまう音源でしたが、いくつか気付

くこともあり、また、最近のメルマガも考慮すると、各音源の位置づけもな

んとなく見えてくる感じがしています。 

 

それでは、今回もありがとうございました！ 

（須賀 崇博 様） 
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あっという間に元が取れてしまいました（笑） 

以前、お金に対する認識を変えるセミナーを開催されたと思うのですが、地理的に

参加が難しくて見送ったことがずっと気に掛かっていました。 

 

内容が内容なだけに、音源化は決してしないと明言されていましたが、いつか違っ

た形でもお金について語る音源が出るのでは、と考えていたところ、今回の落穂拾

いがまさにそれだと思い、購入させていただきました。 

 

個人的に、自分の行動に何かブレーキが掛かっている要素がある気がして、特に、

お金に関しては強いメンタルブロックが存在していたと思います。 

 

HUNTER×HUNTER で、兄のイルミが弟のキルアに釘を埋め込んでいて、思考・

行動に制限をかけている描写がありましたが、まさにそういうイメージです。 

 

今回の音源では、「落穂拾い」とあえて矮小化する言葉を使われていましたが、 

 

「落穂を拾って何が悪いのか」 

「落穂さえ拾えない人間に事業が作れるのか」 

「余裕のある人ほど拾える落穂をしっかり拾い切っている」 

「面倒臭がって落穂を調べようとしない人ほど貧している」 

「調べるだけで満足して行動しないのも無意味」 

「落穂を拾うことで制度に対する意識が研ぎ澄まされる」 

「傍観者から当事者へ」 

「つべこべ言わずにまずは落穂を拾ってみる」 

「落穂拾い中毒、金儲け中毒を目指す、それが収益逓増ということ」 

 

といったさまざまな言葉を叩き込んでいただくことで、今までの自分の意識

の低さ、行動の遅さを考え直す契機になりました。 

 

実際、ヒントをいただいた案件で動いてみると、 

 

・●●●●●●：夫婦で 10 万円程度の●●を実行 

 

・●●●●●：本社・子会社の 2 社で申請して 400 万円を受給 

 売掛金が大きい顧客にも手続きを教え、200 万円の売掛金を回収 

 

・●●●●●●●：本社で申請して 450 万円を受給 
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・●●●●●●：夫婦・子供 4 人で申請、自分は●●●●●で 5,000 円還元 

 妻と子供 4 人は●●●で 7,000 円×5 人＝35,000 円還元 

 

と、あっという間に元が取れてしまいました（笑） 

引き続き、●●●●●の削減や●●●●●も考えていきます。 

（会社経営 Ｉ．Ｈ 様） 
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購入前は、今回の音源は落穂拾いについての具体的なノウハウについての音

源ということで、いつもの音源と違った印象でしたが、音源の後段で落穂拾

いの事例を通して、抽象度の高い話になり、なるほどなーと納得させられま

した。 

購入前は、今回の音源は落穂拾いについての具体的なノウハウについての音源と

いうことで、いつもの音源と違った印象でしたが、音源の後段で落穂拾いの事例

を通して、抽象度の高い話になり、なるほどなーと納得させられました。 

 

落穂拾いを習慣化してる人の方が商売センスがあるというのは、自分の周りにい

る人を思い浮かべてもその通りだと思いました。大金を欲しいと思って大金ばか

りに目がいって、落穂を疎かにする人は結局は何も得られず、逆に落穂のような些

細なものをしっかり拾える人が大金を掴むのではないかと。 

 

その傾向は何事にもあてはまり、些細なものを大切に、執着するから、大きな成果

が得られるということをこの音源を聴いて強く思った次第です。 

 

また次の音源も楽しみにしております。 

（Ｎ．Ｋ 様） 
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今回は即、私の利益に直結するお話、本当にありがとうございます！ 

鮒谷さん 

いつも貴重な学びをありがとうございます。 

 

今回はいつもの音源とは若干趣が違い、より具体的な落穂ひろいについての話に

興味があり、購入させて頂きました。 

 

私自身ここ 1 年ほどで落穂ひろいヤー（！？）として既に行動していまし

たので、既に実施している取り組みもありましたが、まだまだ行動の甘さに

気づかされました。 

 

●●●●●の話では、実はまだ●●●●に届かない状態で放置しておりましたの

で、今回の音源を聞いて●●いっぱいまで●●●●●したので、この行動だけで

音源の金額以上のリターンが得られそうです W 

ありがとうございます。 

 

その他●●●●についても以前から見直しを検討していましたが、なかなか行動

に移せてなかったので、●●の●●●●に手続きを申請しました。 

 

その他●●●に関しても年払いしておりますので、来年以降見直しを行いたいと

思います。 

 

以上の行動だけで年間数十万の削減ができそうです。 

 

鮒谷さんが音源でおっしゃっていた、目の前に落ちている落穂も拾えずに、ビジネ

スで益を出すことは難しいという言葉が非常に刺さりました。 

 

まずは落穂ひろいヤーとしてビジネス筋を鍛えていきたいと思います！ 

 

今回は即、私の利益に直結するお話、本当にありがとうございます！ 

引き続き音源、メールマガジン等で勉強させて頂きます！ 

（宮山英明 様） 
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費やした時間やお金を考えると、「もっと早くこの音源を聞いておけば良か

った」と思わずにはいられませんが、「今日が 1 番若い日」なので、そうし

た思いは捨て、●●●●、●●●●●●など、自らが着手しやすいものから

手をつけていきたいと思います。 

これまで、家計簿をつけて、お金や健康の管理をしてきました。情報を視覚化する

ことによって、正確に「原因」を突き止めることができ、少しは成果が出たと考え

ておりました。 

 

しかし、音源を聞くと、落ち穂は日常の中に、まだまだたくさんあり、お金に余裕

がある人ほどそういった情報に敏感で、即断即決即実行を繰り返していることに驚

いた次第です。 

 

音源を聴くまで、そうした行動に奔走するのは、「セコい」とか「疎まし

い」と思っていましたが、決してそうではなく、「ゆとり」や「安心」の一

部を形作るものだと思うに至りました。 

 

加えて、試行実験を繰り返すことで、感覚が磨かれ、「何もしなくてもゆとりが生

まれる」仕組みが自動的に出来上がっていくのだと理解が深まりました。 

 

偶然ですが、この音源を聞く少し前に、利用していたサブスクサービス（メルマガ

やオンラインサロン）をほぼ全て解約した経緯があります。毎日、良質な情報が送

られてきますが、あまりにも膨大で可処分時間だけが取られてしまい、その後の行

動に繋がっていないと感じたからです。 

 

費やした時間やお金を考えると、 

 

「もっと早くこの音源を聞いておけば良かった」 

 

と思わずにはいられませんが、「今日が 1 番若い日」なので、そうした思い

は捨て、●●●●、●●●●●●など、自らが着手しやすいものから手をつ

けていきたいと思います。 

 

どうもありがとうございました。 

 

（Ｙ．Ｎ 様） 
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この音源を購入しなければ、落ち穂の存在に気が付くことが無かったような

気がしています。 

鮒谷様 

スタッフの皆様 

 

この度は、落穂拾い音源をご提供下さりありがとうございました。 

 

この音源を購入しなければ、落ち穂の存在に気が付くことが無かったような

気がしています。損をし続けたことに気付いて「今までのは何だったんだ！」と

思うことを過去に何度も経験していたにもかかわらずです。これまで専門外と他

人事のように考えていましたが、意識しなければ落穂を拾うことはできないとい

う大きな学びがありました。 

 

稼ぎも少ないし自分には関係がないと思っておりましたが、過去には●●●●へ

の切り替えという落穂拾いを行っており、私にもできる落ち穂拾いもあると思い

直しました。 

まずは、今すぐできる●●●を変え検討したいと思います。 

 

他にも、●●●や●●●●●はすでに行っていましたが、その制度の仕組みを隅々

まで理解しているとはいいがたいため、この週末に、それらについて調べる時間を

確保しました。 

 

世の中には、仕組みを知る（ルールを知る）を知らない為に、恐怖や不安といった

負の感情が増強されている人が多くいるように思います。しかし、私を含めた、ほ

とんどが調べずにいるではないかと、自戒の念に駆られました。 

 

この音源を聴き、これまでとは違う意識を持つことができたと感じています。 

これからは社会の制度や仕組みに目を向けます。 

改めて、落穂拾い音源をご提供下さりありがとうございました。 

（Ｋ．Ｇ 様） 
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●●●●●●だけでも音源代の半分以上は回収できる見込みであり、その事

実により生まれる快感自体を「調べる→精査する→意思決定→やり抜く」と

言ったプロセスをより早く回していくためにも軽視すべきものではないと

感じました。 

「落穂拾い音源」を購入させて頂きました、大嶋厚裕です。 

 

落穂を探し、自分の今のレベル感にあった落穂を拾い続けていく、いきなり高いレ

ベルの落穂を拾うことはできないというところが深く腑に落ちました。いきなり

高いレベルの落穂を拾えずとも、日々落穂拾いを習慣とし、無意識に落穂を探し続

けるようにまでなれば、ビジネスのセンスにつながるものが磨かれる。●●●●、

●●●●●●の●●●●● 

、●●、●●●の大幅カットなど具体例として挙げられた中のいくつかは過去に実

践しておりましたが、改めて見直しをしました。 

 

中でも●●●●●●に関しては「もっと早く知っていれば...」と後悔したのも事実

です(苦笑)とはいえ今から切り替えれば半年ほどは高還元の恩恵を受けられるた

め、急いで申し込みをしました。 

 

また、●●●●●に関してはちょうどファイナンシャルプランナーの方と別件に

てお会いする機会があったため、制度のメリットや具体的な仕組みについて詳し

く教えて頂き、今の自分が利用するとすればどのくらいの恩恵が得られるのかな

ど詳しく教えて頂くことができ、意思決定に大きく役立てることができました。 

 

自分なりに調べて、でもそれですべてと思わず専門家に判断を仰ぐという姿勢も、

今までの自分は怠っていた部分だったので、落穂以外にも、重要なことから、この

ような姿勢を徹底していきたいと身をもって感じました。また、●●●●●●だ

けでも音源代の半分以上は回収できる見込みであり、その事実により生まれ

る快感自体を「調べる→精査する→意思決定→やり抜く」と言ったプロセスをより

早く回していくためにも軽視すべきものではないと感じました。 

 

人間、感情が動いてこそ身体も動くものであり、理屈をこねている間に、実行でき

ることを実行する、調べずに何でも手を出すのはご法度といえど、調べた上でいい

と思ったら、やり抜くところまで面倒がらずにやれば、快感が待っている。そのこ

とを、落穂拾いを通じて自分に教育していきたいと思っています。 

 

先日、「自尊心音源」を購入させて頂きましたが、落穂を拾おうというエネルギー

が生まれてくる人と、なんとなく見送ってしまう今までの自分のような人の間に
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ある差の一つに自己肯定感の高低も関係あるのではないか、と思うようになりま

した。自分を利する、得するための行動にエネルギーをかけるというのは、人の顔

色を伺うことが先行し、主体感、当事者意識を持って生きることができないがため

に手を出すことを億劫に感じている、ということも自分の場合にはありました。そ

ういったこともあり、落穂拾いを続けることによって自己肯定感が増していき、ま

た自己肯定感を増すためにも(実利とは関係なく)落穂を拾う姿勢を身につける、そ

んなことを考えています。 

 

自分なりのレベルで、「落穂拾いヤー」としてレベルアップしていきたいと思って

います。 

今回も、非常にためになる音源を提供して頂き、ありがとうございます。 

 

時節柄、体調を崩しやすい時期ですので鮒谷様、セカンドステージ の皆様におか

れましてもご自愛頂き、お過ごしくださいませ。 

（大嶋 厚裕 様） 
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この音源は、多くの人にとって、主体的に人生を送る第一歩になるかもしれ

ない。そんなことを、具体事例が全て終わってからの最後の 1 時間を聞き

ながら、考えておりました。 

月並みですが、「塵も積もれば山となる」これに尽きるんだなぁ、と。 

 

逆に、聞けば聞くほど、「穴を埋めねば谷となる 」とも。気づかぬうちに、どんど

ん穴が深く広くなり、気づいたときにはもう手遅れ、なんてことにならないよう、

まずは身の回りの出費を見直し、止血するのが第一歩だと感じました。 

 

会社でも、売上を伸ばすのは大変ですが、コストの見直し、削減は、割と簡単にで

きます。個人ももちろんそうでしょう。急に昇進、昇給は見込めなくても、日々の

無駄をなくすことは、案外簡単にできそうです。 

 

卑近な例で恐縮ですが、私はしばらくの間、500ml の水を毎日コンビニで買って、

オフィスで飲んでいました。あるときふと、「２L も同じ値段だし、これを 4 日に

分けて飲めばよくないか？」と気づいて以降、そのようにしています。これで、水

のコストが 4 分の 1 になりました。1 日あたり 75 円の得。 

 

月に 20 日オフィスにいるとすれば、毎月 1500 円、1 年間で 18000 円も浮き

ます。このような落穂が、他にもたくさん、落ちているはず。この音源を聞きなが

ら、改めて、日々のコストに思いを致しています。 

 

音源で紹介されていた数々の事例は、法人関係のものを除けば、およそ 9 割、実

行できていまして、そこは安心できました。仕事柄、数字には割と敏感だと自覚し

ているので、ホッとしています。 

 

音源を聴いてから実践したものは、 

 

・年末に向け、●●●●●の追加。 

 

・●●●●●●は見逃していたので発行 

 

・●●●●●●●（やっていると思い込んでいた）の設定です。こういったものは、

即実行即実行即実行と唱えながら即実行しないと、忘れてしまいますので、即、手

続しました。 

 

各種音源のお陰で、瞬発力はついてきたと感じます。 
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富める者はますます富み、貧する者はますます貧する時代。アービトラージの餌食

にならないよう、アンテナを高く張って活きていきます。 

 

この音源は、多くの人にとって、主体的に人生を送る第一歩になるかもしれ

ない。そんなことを、具体事例が全て終わってからの最後の 1 時間を聞き

ながら、考えておりました。ありがとうございました。 

（公認会計士 尾崎智史 様） 
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今回のショートセミナーは具体的な事例が中心の内容でしたが、その具体的

な事例の連打のおかげで自分ができていることが一つ二つあってもまだま

だ全く足りていないのだ、ということを実感させてもらいました。 

今回のショートセミナーは具体的な事例が中心の内容でしたが、その具体的

な事例の連打のおかげで自分ができていることが一つ二つあってもまだま

だ全く足りていないのだ、ということを実感させてもらいました。 

 

お話しされていたテーマは無駄な支出を減らす・収入を増やすということに

関するものであり、全ての事例が、そのものとして参考になるものでありま

したがそれ以上に、以下 3 つの点で勉強になりました。 

 

ひとつめが、前回の年間プログラムでのお話し「習慣化を習慣化する」とはこ

ういうことか！と、理解を深めさせてもらったこと。 

 

二つ目は、抽象度を上げることの重要性を感じさせてもらったことです。21

個の事例を一つ一つを追いかけているだけではそれぞれやっている、ということ

に過ぎないかもしれませんが「落穂拾い」という概念にまとめて抽象度を上げるこ

とで新しい事例も積極的に包含していくことになるように思いました。 

 

例えば、自分は筋トレは習慣化しつつありますが、筋トレの抽象度を上げて「健康」

とすると、今鮒谷さんが実行されているように食事も口腔ケアも習慣化すること

になるのでしょう。一方「筋トレ」の習慣化では、筋トレしか習慣化できないので

す。抽象度を上げることが大切だとは分かっていましたが、今回のショートセミ

ナーで、波及効果の違いということを実感させてもらいました。 

 

そして三つ目には、当事者意識を持った行動ができているかどうかの判定基準と、

どうすればいいかを教えていただいたことです。当事者意識を持っていれば、調べ

る。持っていなければ調べない。面倒だ、という以前に「どうせ関係ない」と思っ

てしまうこともある。「もし自分に関係があるとしたら？」と想像して、想定して、

シミュレーションしてみる、というお話でした。それを聞いて、「次の角から車や

自転車が出て来るかもしれない」と思うのか「出てこないだろう」と思うのかで事

故にあう可能性が変わる、ということを思いだしました。 

 

何事も、自分には関係ないかもしれないけど、もし関係があるとしたら、という想

定をすることは「車がでてくるかもしれない」と思うことと同じで望ましくないこ

とを避けることにもなるのだろう、と思いました。 
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いずれも、まったく初めて伺ったというお話しではなかったかと思いますが、今

回もまた、新たな気付きを得ることができたり、今までの理解を深めること

ができました。分かっていたと思っていたのに、、、と残念に思うこともあります

が、これからも焦らずに理解を深め、拡げていきたいと思います。 

 

いつもありがとうございます。次回も楽しみにしております。 

（中安 さつき 様） 

 

  



■当音源（禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

 

そもそも社会構造や世の中のルールを知らなければ、ビジネスチャンスを見

つけることすら困難であって、逆に足下をすくわれる可能性も高いと思われ

ます。 

今回は、落ち穂拾いと称されておりましたが、全体的に見て金融リテラシーの

話だと感じました。 

 

チャットでも書きましたが、私の実感ですと習慣化を行うべき分野の中でもす

ぐに金額という数字によって結果が観測できることから、非常に成果が出や

すく、頑張っている実感を持つことがたやすい分野だという印象がありま

す。 

 

「１、調べて形にする人→２、調べるだけで行動することなく終わる→３、調べよ

うと思ったがめんどくさいと先送り→４、そもそも知らなかったの４パターンが

各テーマによって分布している。 

 

１番目の人はだいたい１番目だったりする。４番目の人はだいたい４番目だった

りする。行動習慣を１番目に寄せていかないといけない。４番目の人は金に縁があ

るわけがない。これができないとビジネスしようが無い、副業・復業しようがない。

とにかくこれを躾けましょう」 

 

という話が本当にその通りであると感じました。最後の方のお話にもあったと

おり、そもそも社会構造や世の中のルールを知らなければ、ビジネスチャン

スを見つけることすら困難であって、逆に足下をすくわれる可能性も高いと

思われます。 

 

いきなり起業するという動きに出るのではなく、曖昧でも良いのでこのよう

なルールに関する感度を鍛えておくことは生きる力そのものにつながりま

すし、非常に重要だと考えています。また、地味ながら、マネタイズするのみ

ならず、情報発信によって徳を積むという観点の話もちらっと出てきており、それ

が個人的には面白かったです。 

 

私はほぼ常に税金のことを気にしているのですが、そもそも補足されやすい「売

上」や「所得」というものを得る必要があるのだろうか、意味も無く無駄に高くな

っても困るのではないか、ということも同時に考えております。 

 

他人からの信頼などはなかなか目には見えないため、実感がわきにくいのですが、

私は同年代のサラリーマンの友達などに税金のアドバイスをすることも多く、そ



■当音源（禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

れが楽しかったので、徳を積んでいるのだなと考えるようにします。 

ありがとうございました。 

（弁護士 Ｍ．Ｙ 様） 
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「落穂」というのは、鮒谷さんが日頃おっしゃられているアプリ的なものに

相当すると理解しますが、それら自身はすぐに陳腐化してしまうものです

し、そもそもアプリを動かす OS（即ち「１、アンテナを立てること」、「２、

行動すること」、「３、上手くいかなければ改善すること」といった本質的な

こと）がきちんとアップデートされていなければ活用できないということ

を、改めて分かりやすく学ぶことができる音源だったと思います。 

鮒谷さんが、今回は具体的な「落穂」について語ってくださるということで、一体

どのようなすごい事を教えてくださるのだろうと思い、音源を購入しました。 

 

実際に聞いてみたところ、具体例については以前にどこかで聞いたようなこ

とが多かったです。では実際に自分で調べたり、行ったりしたものがあるか

と言えば皆無でした。 

 

まず出来ることをとして、使っていない●●●●の整理を行いましたが、

「●●●●●●●に金を払い続けるのは無駄」という、それこそ足元に落ちている

穂を一生懸命探すまでもなく自明のことで、すぐに●●●する以外の選択肢はな

いはずです。 

 

しかしながら、前から気にはなっていたのにも関わらず、今まで長期に亘ってほっ

たらかしにしてしまっていました。結局これは普段から自分を躾し切れていない

から起こることであり、普段、基本を疎かにしているツケを払っていると反省して

おります。 

 

「落穂」というのは、鮒谷さんが日頃おっしゃられているアプリ的なものに

相当すると理解しますが、それら自身はすぐに陳腐化してしまうものです

し、そもそもアプリを動かす OS（即ち「１、アンテナを立てること」、「２、

行動すること」、「３、上手くいかなければ改善すること」といった本質的な

こと）がきちんとアップデートされていなければ活用できないということ

を、改めて分かりやすく学ぶことができる音源だったと思います。 

今回もありがとうございます。 

（Ｔ．Ｕ 様） 
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今回も、有益な音源をありがとうございました。 

今回の音源は、私なりに一言で表すならば、「アービトラージの徹底追求」かなぁ

と感じております。 

 

別の音源で、「アービトラージ」＝「裁定取引」という定義に触れて、語っていら

っしゃったことがありました。私自身は、「アービトラージ」＝「鞘取り」の方が

しっくり来ており、情報の非対称性等をうまく活用して鞘を取る（あるいは抜く）、

というイメージを持っておりますが、これはある意味、商売の基本中の基本である

との認識を持っています。 

 

万人に開かれていながら、十分に知られていない情報をこまめに拾い、その情報を

活用して自ら鞘取りしつつ、その情報が活用できる他の人にも教えて差し上げる。

そうすることで、「三方よし」にもつながるだろうと思うのです。具体的な「落穂

ひろい」アイデアについて、どこまで自分が知らないものが出て来るかという点

が、割と大きな興味・関心の対象でありました。 

 

●●●●●とか、●●●●とか、●●●●とか、実際に使っているものや、知って

いるけどあえて使っていないものたちが半分程度ある中で、知っているだけで止

まっているものや、そもそも知らなかったものというのもチラホラ。 

 

これらに対する反応を、面倒だからと後送りにするか、即座に何らか手足を

動かすかが、その後の中長期的な波及効果につながることは間違いありませ

ん。すぐに音源の元を取るべく作業に移ります。 

 

こういったことを知っている OR 知らない実行している OR 実行していないの軸

で、２×２のマトリックスにした場合に、１知らないし、実行していないこれは論

外２知っているが、実行していないこれは勿体ない３知っていて、実行もしている

ここが目指すべきところということになろうかと思います。 

 

ここでふと、４知らないが、実行はしているというエリアの存在もあるなと気にな

りました。知らないことには実行はできないので、４象限の表を作ったらここは墨

で塗りつぶすところ。しかし、音源内で語られていた「顧問団」を然るべき形で持

てたなら、この４に近いことも実現可能になるんだろうな、なんてことも考えまし

た。 

 

実際には、「顧問団」が「知らない」を「知っている」に変えてくれるので、４で

はなく３になるわけですが。いずれにしても、表現は違えど、自分の目標にも入れ
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ている「顧問団」的な人脈の維持・構築が大切であることを、改めて肝に銘じた次

第です。 

 

今回も、有益な音源をありがとうございました。 

（Ａ・Ｈ様） 
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いろいろと具体例を示して頂けたので、その内容を足掛かりに行動に移しま

す。（まずは、音源代を回収いたします） 

メルマガは、長年読ませて頂きましたが、今回、初めて音源を購入しました。（見

えざる力が働いたようです。） 

 

メルマガを読んでいて描いていた人物像があるのですが、音声を聞いてちょっと

びっくりいたしました。（こんな乗りで話されていたとは・・・。いつか実際にお

目にかかりたいです） 

 

ここから本題に入ります。 

今回の音源を聞いて強く思ったことは、「いろいろとアンテナ張って、自分

の利益になりそうなことは、即行動でとりに行け」ということでした。いろ

いろと具体例を示して頂けたので、その内容を足掛かりに行動に移します。

（まずは、音源代を回収いたします） 

（ミレーの「落穂ひろい」と「種をまく人」の写真を印刷しました。毎日見ていま

す） 

 

■実際に行動したこと 

 

●●●●●●の契約見直し、●●●●●の実施●●●●●●の●●●購入 

 

また、音声を聞いた後に、フォローのメルマガを読むと、いい感じで背中を

押してくれます。 

 

今回、音源を購入したことで、次回以降の音源購入の敷居が下がりました。 

これからも、よろしくお願いいたします。以上です。 

（Ｍ．Ｉ 様） 
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ただシンプルに落穂を拾えばいい話が、一回一回地球を持ち上げるようなイ

メージをしてしまっては、そりゃ拾えるものも拾えないですよね。改めて、

今の自分がそういった勝手に作りだした思い込みに縛られていないか見直

す機会になりました。 

今回の音源の中で私的に衝撃を受けたのが、 

 

「会社をいくつか作って、いくつか畳んだ」 

「法人を何個作ってもかまわない」 

 

というところです。 

 

会社勤めをしている、もしくは個人としてでも事業をし始めたばかりのころは、ど

うしても「会社は何かとてつもないものである」という認識を持ってしまいます。

このイメージがどうしてついてしまうかはまた考えどころがあるものではありま

すが、会社をまるでおにぎりを作るがごとくポンポン作れる人と会社を作ること

が、地球を一から作るぐらいのイメージをしている人とで、ずいぶんと人生に差が

ついてしまうのではないかと思いました。 

 

もちろん会社が簡単に作れるとも経営が簡単にできるといいたいわけではないの

ですが、私自身もどうしても「会社（法人）を作る」となる大きなことをするとい

うイメージがあり、結果、例えば起業をすることにたいして一歩目が動き出せない

ようなうなことが多々あると思います。 

 

ただシンプルに落穂を拾えばいい話が、一回一回地球を持ち上げるようなイ

メージをしてしまっては、そりゃ拾えるものも拾えないですよね。改めて、

今の自分がそういった勝手に作りだした思い込みに縛られていないか見直

す機会になりました。 

 

ありがとうございました。 

（匿名 様） 
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普段の行動にどれだけ落とし込めているか、その結果が金銭的余裕に繋が

っているという投資脳で早速行動を回しはじめました。 

今回の落穂ひろい音源で重要なことは常にアンテナを張り、どれだけ思考実験を

行うことができるかという部分と感じました。 

 

知っているだけで大きく差が出る部分（情報アービトラージ）もあるし、どの部

分でサヤを抜くかというセンスは思考実験という筋トレをやった上でないと血肉

にならないですね。 

 

思考実験という範囲においては、あらゆる思い込みを取り払って（倫理観さえ

も、あえて）フラットな視点で可能性を探るという観点も重要ですね。金銭的に

余裕がある人ほど落穂を拾っているくだりも納得です。 

 

普段の行動にどれだけ落とし込めているか、その結果が金銭的余裕に繋が

っているという投資脳で早速行動を回しはじめました。 

 

使用頻度の少ない●●●の解約、●●●●●●●見直し、●●などなど、金額の

大小ではなく考え方を身につけること意識しています。 

（エンジニアＭ．Ｍ さま） 
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これまで聴いた音源は、抽象度の高い音源だったのに対して、今回の音源は

具体例がたくさんあったからです。そして、多くの事例を聴くことで鮒谷さ

んが実際にたくさんの手数を打たれていることを知り、自分の中で、改めて

鮒谷さんのイメージが変わりました。 

今回も、音源のご提供ありがとうございます。 

 

拝聴させていただいた感想を以下に記載させていただきます。 

 

まず、今回の音源はいつもとテイストの違う音源だなというのが最初の印象でし

た。これまで聴いた音源は、抽象度の高い音源だったのに対して、今回の音

源は具体例がたくさんあったからです。そして、多くの事例を聴くことで鮒

谷さんが実際にたくさんの手数を打たれていることを知り、自分の中で、改

めて鮒谷さんのイメージが変わりました。 

 

音源でもおっしゃっていましたが、超具体的な人なんだなと！！！ 

 

具体例な中では、●●●●●はもちろん言葉は知っていましたが、「では、具体的

に何かしたか？」と言われると、何もしてきていませんでした...●●●●●に対し

て、アンテナが立っていなかったです。●●●●●は、ほぼリスクがないとのこと

でしたので、早速調べて取りかかろうと思います。アンテナが立っていなかったの

は、当事者意識が足りなかったからだと思います。もっと森羅万象に対して、当事

者意識を持つことが必要だなと思いました。 

 

そして、当事者意識を持つためにも、自分の中に新たに「落穂をひろう」を

意思決定基準に追加します。自分の身の回りのお金に関すること（●●●や

●●、●●など）も改めて再確認しようと思いました。そして、少しでも支

出が減らせるものがあるなら、手を打っていこうかと。 

 

また、具体例で終わらず、そこからのまとめで、ビーチフラッグの例えは分かりや

すかったです。たしかにビーチフラッグは、スタートダッシュ（初速）が大事です

よね。 

 

※テレビ等でビーチフラッグを見ると、スタートダッシュが遅い人は、大抵フラッ

グをつかめていないですよね。あとは、フラッグをきちんとつかむところまで手を

抜かずにやることですね。いくら落穂があることを知っていても、実際に落穂をひ

ろわないと徒労に終わってしまいますしね。それこそ、もったいない。 
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まずは、今の自分の身の回りでひろえる落穂はないかを探して、ひろえるものを１

個でも２個でもひろっていくようにします。そうやって、落穂ひろい力を高めてい

き、稼げる人になっていきたいと思います。 

（Ｍ．Ｙ 様） 
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ビーチフラッグの例えが非常にしっくりきたので、小さくスピーディーに実

行していきます。 

ビーチフラッグの例え秀逸でした！ 

プロ落ち穂拾いヤーになるべく、自分のできるレベルの落ち穂拾いを実施しなが

ら、落ち穂拾いヤーのレベルをあげていくようにします。 

 

以前個別コンサルティングの際に「お金を稼ぐという事に焦点が合っていな

い！」とご指摘を頂いて以降、お金を稼ぐことに焦点があってきて自分なり

に落ち穂拾い活動実施してきていろいろ見つかるようになってきました。 

 

焦点があい過ぎてしまって FX でやらかしたという事もあるのですが・・・ 

船津さん音源をもっと先にリリースしていただきたかったです（笑） 

 

ビーチフラッグの例えが非常にしっくりきたので、小さくスピーディーに実

行していきます。（変な投資案件にふらふらと引っかからないようにしながら） 

 

今後もよろしくお願いいたします。 

（Ｒ．Ｓ 様） 
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わかっていて面倒だからと動かなかったことが多々思い出され、小さなこと

ではありますが、そこから始めるべきであることがよくわかりました。 

落穂ひろい音源を拝聴いたしました。うまい言い方が思いつきませんが、利益にな

るものに関して、感度を高めることの重要性を認識いたしました。 

 

わかっていて面倒だからと動かなかったことが多々思い出され、小さなこと

ではありますが、そこから始めるべきであることがよくわかりました。 

 

これから身の周りのことをひとつずつ検証していきたいと思います。 

貴重な気付きを与えていただき、ありがとうございます。 

（Ｈ．Ｋ 様） 
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今回の音源は更にそこに加えてもうあらゆることが詰め込まれコンサルを

受けて聴いていたにも関わらず「ほんとそうだよなー」ということがたくさ

ん。如何に自分が意識をしていなかったか耳が痛い話でした（笑） 

鮒谷さん 

セカンドステージの皆さま 

 

いつもお世話になっております。音源聴かせて頂きました。 

 

なんだか全てが昨年の１１月に始めて鮒谷さんのコンサルを受けた時を思い出し

ました。 

 

「都さんまず血を止めましょう」 

 

ん？と思ったのですがよくよく考えてみると確かにそうだよなー。とそして

実践●●●●●を辞める●●●●●●、●●●●●交渉●●●の見直し等々

そこで上手く立ち直る事が出来ました。 

 

今回の音源は更にそこに加えてもうあらゆることが詰め込まれコンサルを

受けて聴いていたにも関わらず「ほんとそうだよなー」ということがたくさ

ん。如何に自分が意識をしていなかったか耳が痛い話でした（笑） 

 

早速いくつか実践しています。そして、これからも落穂を拾い集めていく所

存です。 

（都 章 様） 
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この音源は、落穂拾いを通して人生の不都合な真実を学び、どうすれば良い

のかまでを事例を交えてご説明いただいております。聞き方次第で後に人生

が変わる可能性大です 

「気付いたことや深く学んだこと」 

 

▼この音源は、落穂拾いを通して「多くの気づきを得るためにアンテナを立てよ

う」「欲しいならば、自らがトクする仕組みを学ぶ」「待っていても何も始まらない」

を語って頂いている様に思えました。 

 

「特に印象に残ったこと」 

 

▼ビーチフラッグの例え気付く→即全力疾走→目標まで走り切る→目標を確実に

取り切る。 

 

▼知らない情報を調べて取捨選択する。知っているとやっているには大きな差が

ある。 

 

「今後活用できると思ったこと」 

 

▼お金に限らず何事に対しても素直に向き合う。自分自身お金などが欲しいもの

があるならば恥ずかしがることなくかつルールの範囲内で行動する・勉強する・教

えてもらう。 

 

「決意したこと」 

 

▼お金に限らず、何事も自ら調べ・学び・拾いに行く 

 

「これから行動しようと思うこと」 

▼即断・即決・即実行の内「即断・即決」の後に「即実行」を必ずセットしてまず

はやり切る姿勢を自分自身に叩き込む 

 

「これまでに参加・購入した他のセミナー（音源）との違い」 

 

▼他に例えの無いセミナー・音源でした。 

 

「弊社セミナー音源の購入を迷われている方へのメッセージ」 
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▼この音源は、落穂拾いを通して人生の不都合な真実を学び、どうすれば良

いのかまでを事例を交えてご説明いただいております。聞き方次第で後に人

生が変わる可能性大です。 

（河野徹 様） 

 

  



■当音源（禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

 

この音源代はさることながら、今まで鮒谷さんから購入した全ての代金以上

の金銭的な価値が、これ一本で得られるような気もしております。表面的な

情報は雑誌のマネー特集のようなものなのに、この話をここまで昇華させる

鮒谷さんの話力に、あらためて感服させられました。 

今回は即効性の高い音源で、特に私にとっては大変価値が高かったです。 

 

鮒谷さんの言われる「落穂ひろい」は、金銭的に得であることは理解していた反面、

面倒くさいであるとか、セコい、といったようなネガティブなイメージが先行して

いました。 

 

音源の中でも触れられていましたが、実際、ルールをよく調べておかないと逆に損

をしてしまうこともあり、面倒だと感じていました。しかし、この音源を聞くこ

とにより、「落穂ひろい」に金銭面だけでない意味づけをしていただきまし

た。ビジネス感覚を磨くこと、世の中の仕組みを理解すること、生きる力を養うこ

と、といった意味づけがあれば、モチベーション高く、落穂ひろいに向かえます。 

 

この「意味づけ」が本音源の一番の価値でした。 

 

とりあえず●●●●●●は始めます。これで音源の元はとれてしまうでしょう。さ

らに、●●に関す●●や●●●の●●を調べてみようと思います。以前は●●が面

倒そうで敬遠していましたが、この音源を聞いて頑張ってみようと思えました。 

 

もしかしたら、この音源代はさることながら、今まで鮒谷さんから購入した

全ての代金以上の金銭的な価値が、これ一本で得られるような気もしており

ます。表面的な情報は雑誌のマネー特集のようなものなのに、この話をここ

まで昇華させる鮒谷さんの話力に、あらためて感服させられました。 

 

鮒谷さんのいう「落穂ひろい」は、筋トレならぬ、金トレとでもいうべきも

の、なのでしょう。トップアスリートは、普段歩いているときにも体を意識して

いるといいますが、私も日ごろの生活からお金を意識する、つまり金トレをしてい

るビジネスマンでありたいと思いました。 

いつも、良質なコンテンツのご提供ありがとうございます。 

これからも期待しております。 

（半導体エンジニア蔵本貴文 様） 

 

  



■当音源（禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源）はこちらからお求めいただけます■ 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

 

音源の内容は収入が低い人や伸びていない人への警告や基本を徹底しなさ

いよ、という鮒谷さんからのメッセージの様に感じました。この音源を聞い

てトレーニングを習慣づけようと思います。 

〇●●●、●●●●は半年、年に 1 回は見直すべき。 

 

〇誰が言っているかも重要。 

 

〇手元にあるものを抜かれているけど気づかない。これ問題！ 

 

〇落ちている金さえ拾えないので無→有に出来るはず無い。（副業、起業など） 

 

〇こうじゃ無かったというのも含めて学び。しっかり調べていますか？ 

 

〇●●の●●も注目！ 

 

〇やらなくていい人がやっていてやらなければいけない人がやっていない現状。

投資脳があるかどうかの話。 

 

〇旗を見つけて走って。 

 

〇着手早く、仕事の処理も早く、きっちりと旗をつかむ。 

 

〇ビーチフラッグの話 見つける→即走り始める→全力で走る→フラッグを掴む。 

 

〇直接、提示されることは無い。（当事者意識を持つ） 

 

〇即断、即決はやるが、即実行はやらない人が多い。 

 

〇短い時間でリターンが得られる事から始めたほうが良い。 

 

〇落穂拾いのメリット→世の中の仕組みが分かり騙されにくくなる。 

 

〇多様な視点から見る。小さく始める。 

 

〇落穂はいつでも拾えるなと思えばビジネスにも強くなる。ほとんどの人が拒絶

しているから金溜まらない、儲からない。生きる力といっても良い。 
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その他、まずルールを知ることなどの基本的な事から受講者の方からの「どうした

らそんなに落穂ひろいが出来るのですか・・・」みたいな質問に鮒谷さんが「中毒

だから」とおっしゃっていたのが印象に残りました。 

 

私自身も●●の誘いを 3 か月前に●●さんに提案されて良いと思っていた

のですが、申し込みをしようと思ってまだ申し込んでいなかったので明日に

申し込もうと思います。大丈夫だと思っていても即実行をしていませんでし

た。 

 

音源の内容は収入が低い人や伸びていない人への警告や基本を徹底しなさ

いよ、という鮒谷さんからのメッセージの様に感じました。この音源を聞い

てトレーニングを習慣づけようと思います。 

 

久しぶりに音源を購入しましたが、事例を含めお話の内容が楽しく今回も

色々活用できそうです。 

（Ａ．Ｋ 様） 
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あなた様の 

 

禁断の「落穂ひろい」ノウハウ大公開音源 

 

のご購入をお待ちしております。 

お求めは下記リンクよりどうぞ。 

https://form.os7.biz/f/62c600ff/ 

 


