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☞ このレポートを読むべき人
このレポートは、「次世代起業家育成セミナー・特別編」を

これから視聴する人＆すでに視聴した人を対象としています。

☞ 閲覧条件
当ブログ経由で特別編セミナーの無料キャンペーンに登録すること。

↓↓↓まだの人はこちらから登録！

https://s.kato-premium.com/l/lp/sp/?a10=6c087&m=m00&e=
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こんにちは、ずーみーです！

僕は常々、起業・副業で成功するための方法として、次のふたつを推奨しています。

①：次世代起業家育成セミナー・特別編を映像と音声で20回リピートすること

②：僕のブログの起業講座をすべて読むこと

ところが・・・

読者さんから話を聞くと、「①：次世代起業家育成セミナー・特別編を映像と音声
で20回リピートすること」に関して、以下の問題点があることがわかりました。

✓ 最初の動画を見たところで挫折してしまった

✓ セミナーの見どころがわからず、注意散漫になってしまった

✓ 感想に何を書けばいいかわからなくて挫折した

✓ 起業センス診断テストまでたどり着かなかった

✓ 音声教材をもらうことを忘れていた

はっきり言って、こういう状態は非常にもったいないです！

せっかくビジネスを本格的に学べるチャンスを手に入れたのに、そのチャンスを生
かさないのは本当にもったいない！！！
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ということで、そんな読者さんをお助けするために、このレポートを書くことにし
ました。このレポートの目標は次の２つです。

目標①：挫折を０にして、かならず起業センス診断テストを受けてもらう

目標②：特別編セミナーからの学びを倍増させる

♤  【目標①：挫折を０にして、かならず起業センス診断テストを受けてもらう】  

「起業センス診断テスト」は、あなたのビジネスの今後を占う上で、非常に価値あ
るものです。

起業センスを測定すれば、あなたがこれからなにを学べばいいかがわかり、モチベ
ーションアップにもつながります。

しかし、起業センス診断テストを受けるためには、セミナー動画の感想を9回も送
信しなければいけません。

「毎日会社で大変なのに、７時間分のセミナー動画を視聴して、さらに9回も感想
を送るなんて大変すぎる！」

そう感じて挫折してしまう人も多いのではないでしょうか？

そこで、このレポートでは、そういった挫折を０にします！

では、具体的にどうするのかというと・・・
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挫折防止策①：セミナー動画の見どころを全部教えます！

ずーみーが、セミナー動画の見どころをすべてお教えします。

これにより、セミナー動画の視聴に慣れていない人でも、見どころがわからず注意
散漫になって挫折してしまうことがなくなります。

また、一刻も早く起業センス診断テストを受けたい人は、見どころ（の一部）だけ
を視聴して感想提出するのでも構いません。

なぜなら、理想は映像＋音声で20回リピートすることなので、１回目の視聴が多
少おろそかになったとしても、その後の19回でその分を取り返せばいいからです。

一番大切なのは、とにかく１回通して特別編セミナーを見ることです！！！

挫折防止策②：ずーみーの感想文をこっそり見せちゃいます！

感想提出にハードルを感じる人のために、ずーみーが書いた感想文をこっそりお見
せします。

ただし、当たり前ですが、コピペ厳禁です！！！

本当は、なんでもいいから１行以上感想を書けばいいので、挫折なんてしないはず
なんですけどね。。。

♤  【目標②：特別編セミナーからの学びを倍増させる】  

特別編セミナーは単体でも非常に学びになる教材ですが、このレポートでずーみー
が見どころをお伝えすることにより、その学びを倍増させます！

また、あなたがこれを読めば、どこを重点的に学べばいいかが手に取るようにわか
り、効率アップと時間短縮につながるでしょう。
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以上、お分かりになったでしょうか？

目標①：挫折を０にして、かならず起業センス診断テストを受けてもらう

目標②：特別編セミナーからの学びを倍増させる

これらの目標を達成するために、あなたにこのレポートをプレゼントします！

ぜひ、特別編セミナーから徹底的に学び、あなたの起業・副業での成功確率を格段
にアップさせてください！！！

3
ここから先の内容を読んでいいのは、当ブログ経由で特別編セミナーの無料キャン
ペーンに登録した人に限定させてください。

↓↓↓まだ特別編セミナーを持っていない人は、今すぐ以下からご登録ください！

https://s.kato-premium.com/l/lp/sp/?a10=6c087&m=m00&e  =  
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42 7 8
☞ https://youtu.be/gQ5EbUdz9w0

まずはじめに、このレポートの概要を説明した動画をご覧ください。

特に、「7:10～」の「音声教材の受け取り方」は必見です。

ときどき、音声教材の存在自体を忘れてしまう人がいます。

それはもったいなすぎるので、かならず入手してください！！！

3
徹底的にセミナーを学び、ビジネスでトップクラスの結果を出したいという本気の
方は、次の記事をお読みください。

僕が600人中1位の成績をとったことがある、最新の脳科学にもとづいた勉強法
をお教えします。

☞ https://zoomy01.com/study

3
ここから先はネタバレ要素を含みます！！！

まっさらな気持ちでセミナーを楽しみたい方は、セミナー視聴後の復習用にこのレ
ポートをご活用ください。

逆に、セミナー視聴に慣れていなかったり、自信がない人は、先にこのレポートを
読んでからセミナーを視聴することをお勧めします。
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4  
☞ https://youtu.be/_PM6K3FpP2E
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）

♤  【ずーみーが提出した感想文①】  

「6:50～アセットの平均リターンは投資した場所による」という話に思わず頷いて
しまいました。

なぜかというと、僕は平均リターンが少ない業界に間違って就職してしまったため、
給料が低く、とても苦労した経験があるからです。（テレビマン時代の話です）

また、「8:50～NTTデータを脱サラした話」も面白かったです。

話にでてきた加藤さんの先輩のようにはなりたくないと思いました。

それから、「15:16～1日３時間経営で１億円事業を作った」という話にとても興
味を持ちました。

本当にそんなことが可能なのでしょうか！？

・・・とはじめてこの動画を見たときに思った記憶がありますw

次回の動画も楽しみです！

4
☞ https://youtu.be/FYALS7sgs5g
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）
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♤  【ずーみーが提出した感想文②】  

全体を通して、特にサラリーマンにとって非常に勉強になる内容だと思いました。

「5:06～感想をもらえば商売になる」という話は、僕も実際に応用したことがあり
ます。

無料の電子書籍を使ったマーケティングで、感想をくれた人に対して映像制作サー
ビスをオファーし、月収50万円を達成しました。

「13:10～ワインソムリエを１億円事業にするには？」という話の中で、「大事な
のはお客さんの代わりに困ること」という話がありました。

これは本当に大事なことで、僕も現在のビジネスの基本にしています。

「22:24～1000人中１人になる方法」は、どんな分野でも応用がきく内容だと思
います。

また、今回改めてセミナーを見てピンときたのは、「まず先に方法論を知れば、相
乗効果で目標の精度が上がる。だから最初に勉強しろ」というお話でした。

僕も、最初に起業の勉強からはじめていれば、きっとドキュメンタリー映像制作で
起業なんてせずに、もっと成功しやすい目標を選んでいたと思います。

いまとなっては、大きな反省点ですね。。。

「36:14～目標の立て方」の話も、とても大切です。

起業・副業で失敗する人の多くは、ここで語られる目標の立て方を知らないから失
敗するのだと思います。

「39:20～アマゾンの倉庫をパンクさせた話」はスケールがでかいですね。笑

僕もいつか、加藤さんのようにスケールのでかい男になりたいです。

「43:50～モチベーション管理の方法」も、万人にとって有益な話だと思いました。

次回の動画も楽しみです！
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4
☞ https://youtu.be/qiJp9P-dOps
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）

♤  【ずーみーが提出した感想文③】  

インターネットビジネスの基礎知識に関わる内容と、仮説思考について学ぶことが
できました。

「19:40～インターネット活用系ビジネスについて」ですが、実際に僕はここで語
られるアクセス→リスト化→メールで教育→・・・という流れを使って起業したこ
とがあります。

今回、改めて自分のビジネスを客観的に振り返ることができました。

「36:40～用語の解説」は、クイズ形式でネットビジネスの知識を再確認できてよ
かったです。（ちなみに全問正解でした^^）

「1:00:00～写経の方法」を生かして、僕も実際に54万字写経したことがあります

確か、毎日１万字をノルマにして、2ヶ月くらいかけて達成したと思います。

あの基礎訓練があったから、現在のブログの成功があるのだと思います。

「1:04:20～構造化の話」「1:23:35～KSFの話」「1:26:35～仮説思考の話」は、
どれも非常に重要だと思いました。

僕はこれらの概念と思考を徹底的に身につけた結果、物事を抽象的に捉えることが
できるようになり、その結果、成功しました。

これからこの映像を見る人には、ぜひマスターしてほしい内容だと思います。

今回も非常に学びになる動画をありがとうございました。

次回の動画も楽しみです！
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4
☞ https://youtu.be/nNpl5AKMa2E
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）

♤  【ずーみーが提出した感想文④】  

抽象的な話が多い回ですが、１億円事業を作るための核となる内容だと思いました。

「7:25～マーケティング＝拡げること」「23:40～１億円事業は５分で思いつく」
という話は、初めてこのセミナーを見た頃はあまりピンときませんでしたが、今と
なってみれば、「確かに！」という内容でした。

今回の動画の最重要ポイント①「31:10～システム化の手順」は、本当に重要です。

僕は実際に、これを意識することで、労働時間を劇的に減らすことに成功しました。

今回の動画の最重要ポイント②「45:25～その問題は解決せんでええ」は、エッセ
ンシャル思考についての話です。

この思考回路をマスターすれば、問題解決能力が飛躍的にアップして、起業・副業
で成功できます。（経験者談w）

次回の動画も楽しみです！

4
☞ https://youtu.be/Z0ys9dtxe4Y
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）
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♤  【ずーみーが提出した感想文⑤】  

めちゃくちゃ面白い回でした！

やっぱり、即興コンサルはエキサイティングですね^^

「24:30～ビジネスのプロになれ」というのは、まさにその通りだと思いました。

なぜなら、僕は映像制作のプロだったので映像制作で起業しましたが、ビジネスの
プロではなかったので苦労した経験があるからです。

「32:20～失敗する人は仮説思考ができない」という話を聞いていて、新たな気づ
きがありました。

モデリングをしても失敗してしまう人は、仮説思考ができない故に、「実行」のみ
にフォーカスしてしまい、目的を見失って挫折するのだと気づいたのです。

今後、コンサル生にモデリングを指導するときに使おうと思いました。

「1:05:15～整体師の即興コンサル」は圧巻です。

会場で即興コンサルを受けられた人はラッキーでしたねw

「1:42:50～その商品は流通量を10倍にするのに今の仕組みでいいか？」という
話は、自分も昔失敗した点です。

僕は映像制作で起業しましたが、流通量を10倍にすることが不可能なビジネスモ
デルだったのです。

だから、先にこのセミナーを見ていれば、もっとうまくいったと思います。

今回も非常に有益な動画をありがとうございました。

次回の動画も楽しみです！
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4
☞ https://youtu.be/CPmSMmD6dsc
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）

♤  【ずーみーが提出した感想文⑥】  

前回に続き、具体的なマーケティングの話を聞けて、すごく面白かったです！

「10:53～次世代起業できる５領域」の話は、我が身に刺さりました。

なぜなら、僕は次世代起業できない「現場系」の映像制作で起業して、とても苦労
したからです。

「22:40～テニスコーチのマーケプラン」は、コーチ系ビジネスを志す人必見の内
容です。

「1:08:58～ビジネスは構造化してKSFを置いて仮説の実行⇄見直し＋自動化がシ
ステム化」「1:19:30～KSFは常に2つか3つ」も、非常に重要です。

これらを理解できれば、ビジネスでの成功がとても簡単になるでしょう。

「1:25:00～あなたは今日何を仕組み化しましたか？」は、僕も常に考え続けてい
ます。

僕は、毎日1つでも仕組み化しようとコツコツ作業を続けてきました。(無意識レ
ベルですが）

そういう小さな積み重ねが大きな成果につながってきたのだと思います。

次回の動画も楽しみです！
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4
☞ https://youtu.be/_txs5_gDEi8
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）

♤  【ずーみーが提出した感想文⑦】  

今改めて見ると、北原さんが加藤さんの思考回路をインプットして成功したことが
よくわかります。

具体的には、エッセンシャル思考（その問題は解決せんでええ）、仮説思考、論理
思考の3つです。

それらの思考回路をインプットするために北原さんがしたことは、一日中音声学習
できる環境を整えたことでした。

やはり、音声学習は大事だと再認識しました。

その後の北原さんの活躍ぶりもよく知っているので、大変興味深かったです。

次回の動画も楽しみです！

4
☞ https://youtu.be/kX9zoSIhnMQ
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）
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♤  【ずーみーが提出した感想文⑧】  

【東京第４章】

起業手続きに関する話でした。

人の雇用を考えている人は必見の内容だと思いました。

「1:00～採用＞＞教育」という話はめちゃくちゃ大事です。

僕は、今のところ人を雇用する予定はありませんが、雇用するなら採用に力を入れ
ようと思います。

（ちなみに、なぜ僕が人を雇用しないかというと、雇用すると事業の拡大スピード
が遅くなるからです。また、雇うことによって責任やリスクが増すので、自分の幸
福のことも考えて、雇用しない方が身のためだと考えています。）

【東京第５章】

「これからはフリーエージェントの時代だ！」という内容でした。

会社ではなく個人で戦っていきたいという自分の感覚は間違っていなかったと再認
識しました。

次回の動画も楽しみです！

41
☞ https://youtu.be/fUnnoO6qYEQ
（動画の中で、セミナーの概要＆見どころ＆感想を語っています）
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♤  【ずーみーが提出した感想文⑨】  

起業家が成功するまでに割らなければならない「5つの卵」の話でした。

僕は、その中でも１つ目の「自己啓発卵」と4つ目の「ロジカルシンキング卵」が
特に重要だと考えています。

それらの卵を割るために必要なのは「音声学習」なので、これから起業・副業で成
功したい人は、ぜひ音声学習に取り組んでもらいたいと思いました。

「32:30～なぜあなたが成功できないか」という話も必見ですね。

それにしても、ここまで8時間分のセミナー映像を見るのは結構大変でした。。。
（パソコンで真剣に視聴するのは久々だったので^^;）

次は、いよいよ、お待ちかねの「起業センス診断テスト」です！！！

その後にもらえる追加コンテンツの数々も楽しみです！^^

以上で、このレポートは終了です。

ここから先は、「起業センス診断テスト」→「その１セミナー」→「その他追加コ
ンテンツ」というふうに続いていきます。

今回の「特別編セミナー」は、必ず何度も音声リピートして学び続けてください。

そうすれば、あなたの起業センスが上がり、起業・副業での成功確率も格段にアッ
プするでしょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました^^　　　　　ずーみー
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