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毗偏
爕魏

に今やビジネス書といえばココ0
の発言

1冊目の企画が たった1人の熱狂 見城徹
箕輪 よく聞け 無理はなあ通す あるんだよ

マスにヒットするコンテンツというものは 突き詰めると

特定の誰か一人に鮮烈に突き刺さるもの

30で営業マン向けのビジネス書みたいにザクリ

if
とした小手先の で行でグー が作った本は

一
売

れない
c in

て その営業マンがランチに は食べるのか 唐揚げ
も
勝 定食なか コンビニ弁当なのか 特定の誰か
て

よま て自分に憑依させるが ごとく そこまで
えさ 液底的に想像し その一人の人生が変わるな に良 も ようなもので下る
憶円 と
孫
あ そういった超個人的にでたったものが 結果的に
も マスに広がっていく
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共通項探してまとめる X
皛聶

麗麗麗な𧄹
が 蜊 な

い 予定調和にロジカルに考えても計算通りのもの
しか生まれない 無難に生きても円も葒らない
誰かが作った道を踏み外す カオスにこそ まだ
見ぬ景色がある あらゆる事故やトラブルに
自ら身を投げ3
思いっきりバッに振れば 熱狂は伝播する
バカにして 笑っていた人たちも次第に巻き込まれて
いく 無難に ていたら人はついてこない 人は
危うさに魅せられる 地面に頭から突っ込む
とっさに足が出る その 画 で駆け抜けるしかない
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自分の手で金を稼げ 闚
齵 くらい高く持て 世の中の最前線で起き
てな動きに五感を研ぎシ登ます
知っているということが いずれかず武器になる
分断された世の中だからこそ 情報を 浴び 知
を獲得し3 意詠らい戸一
どんなに都合よく上手く いているように見える人
でも 実は地道な男って 俵 Rseeeftsceegttcetssheoeltt
期的に会社も人間も 金 と 感情 で動く
これを押さえていれば 凝り固まった会社でも前
例を変えていくことは可能
でも 人間は感情の生き物 生意気な人間
には協力しない こいつだったら 協力してやって
もいい か と思ってもらうことが

自分はその仕事でなし 禄 でいるが 明確に
言語をすべき 幻冬舎 ブランド コンサル 金
地方講演 未来
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トラブルが起きたときに なるに相談しまる と
言わず 洪がなとかするんで余裕ですよ と

その場で返す あとでつじつまを合わせれば
いい お前はどれだけ単語を持っているか
それだけと人は見ている 会社の看板など
間でなく て国人として 生きているか と At
れ ー

べ になる名前を売れ闚 ことの重要性

fr

たフルで

実力よりも評判 売上よりも伝説 柱端にいえば
そんなパンクな生き方をする人に大衆は魅せられる

自分の名を刻むまでが仕事
物があふれる時だもはや物を選ぶこと自体に
疲れる 自分がな短する人のおススメを選ぶよう
になるのは時代の必然 インフルエンザの力は ど
んどん強くなる

e これが 物を選ぶ直準は 物語 になる
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実現だ世界や価値感を表明し体現する
多くの批判と 世間からの返り血を 浴びな
がら それでも共感 してくれる 人と集め
巻き込んでいく そんな教祖力を持っている
人が これからの 時 FN つくっていく

手を動かせ郾
自分で平を動かし 物を作って 人 の々リアルな反応
を見て 一喜一憂しながら 成長していくのが 一

番手っ取り早い つまり いい 組間とは 元次
が反得 られる質問

一 時間には限りがある どこで差がつくか それ
は 昨日までできなかったことをできるようにする
ということと日に積み重ねること 今やれ
昨日までできなかったこと とやる その実践を繰り返
した先にで0ないに計ルがある
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スピードは熱を生み 量は賢を生む 週刊文春
編集長 新谷学
柱限までに時間がない状況は人の集中力を
飛躍的に上げる 時間があればいいという
ものではない 制伋がイノベーションを生む
ダラダラと居心地の良いスピードでな事2していては
この世にあらざるものは作れない スピード
スピード スピード 誰も見えない速さ で 駆け
抜ける

過量量 圧倒的な量を制圧して初めて
見える世界がある 絶対に無理 どんな方法
を ても不可能だというくらいの負荷を自分に
かける すると苦境を乗り越えようとの防衛
本能が芽生え 𥻘する 進化は 危材から
やってくる 量だけは裏切らない 誰よりも
動け 介

真鑭



一

黄金の果実をつかまえるためには
あいつならすぐに走り出してくれる そう思われる
存在で なければならない

各業界の縦の壁が とけていく これからの 時代
において 1つの仕事に縛られず あれもこれも

手を出してみる力は間違いなく重要ではある
が 臣局 1つ の道で頭角を現さないと
どうしようもない

く こ でも屋ー さんに見とを手掛け てる

ような人でも トップに居続ける人は 地味な
ことを誰よりもやり 続けて
まずは何かに入れ込め 剛 が引くくらい
没入して 夢平になて 一点突破で突き
抜け3

変わり続けることとやめない 落合陽一 どう
意思を持ち続けられるかどうかがまず2 はれれる

と



癒着せよ 大事

相手がなはめているか どんな本性なのか と
相手自身が 気づいて いないところまで想像し

理解し 言語にすることが できれば なんの
実績もなくても治頼を勝ち取ることができる
そうなって初めて人間と人間として冷粒して
もなる 相手が自分に憑依してくるまで

想像して 想像したくせ

闇熱狂な NASA

努力 は 夢中に

勝て ない

好きなこととやるのは重要 そこから逃げるな
しかし そのために数字から逃げるな
金禄げ 金を稼いでロマンを語れ



多動力の本盛とは不動力 自分にしかできない
こと以外は 周りにふりまくる力のこと

情報の価値が限りなく 0円になっている
今 本は 体験を売るしかない

と 今ほど挑戦する人が楽しい時ではない
死ぬこと以外かすり湯と叫びながら
ただ狂之

R 佟わりに

大事なことは行事するかどうか それたけ
が 道を分ける 落合陽一も 前田裕
二も毎日 誰よりも行動している 他の30
代 と持っている情報や気体が 数 では
ない 命を燃やしながら走っている

失敗こそが最高 のでうげだ s


