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隅々まで浸透させる「思考のコンパス」



【ご注意とお願い】 
 
いつも熱心に勉強してくださり、 
ありがとうございます。 
 
レポートをお読みになる前に、 
あなたに一つお願いがあります。 
 
村上先生が 
 
「脳がスポンジ状態の 
　寝起き時に音声を聞くのがベスト」 
 
と言われるように 
 
”毎日、寝起きに音声を聞きながらレポートを読む” 
 
これが最強の学習方法です。 
 
もちろん、全ての方に実践できる 
ことではないと思います。 
 
ですが、実践可能な方は是非 
最強の学習効果が得られる 
この方法を実践していただけたらと思います。 
 
また、音声を聞かずにレポートだけ読むのは 
学習効果が半減してしまいますので 
可能な限りやめていただきたいです。 
 
音声を聞く環境を作るのが 
難しい方はこの限りではありません。 
 
是非、実践していただけましたら嬉しいです。 
 
いつも熱心に最後まで確認して頂き、 
ありがとうございます。 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネオ作家スクール運営事務局 
 
 

 



２２、コントロールできるものだけコントロールしろ 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/022jkkawa.mp3 

 

２３、知っている事をやる人間だけが成功する　　　

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/023lkawa.mp3 

 

２４、騙されるスピードを上げろ　　　　　　　 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/024joia.mp3 

 

２５、人間が作った問題は人間が解決できる　　 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/025kwllll.mp3 

 

２６、１０倍の価値を与えろ　　　　　　　　　 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/026jkkw.mp3 

　 

２７、感情ではなく数字で判断しろ　　　　　　 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/027liwa.mp3 

 

２８、愚痴はお宝　　　　　　　　　　　　　　

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/028nkjw.mp3 

 
 
＊皆さまからいただいた感想を 
　各話の終わりに掲載させていただいております。 
 
　ぜひ、ご覧頂ければと思います。 
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億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２２号　コントロールできるもの 
　　　　　　　　だけコントロールしろ 
 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは 
「コントロールできるものだけをコントロールしろ」です。 
 
言ってることは当たり前ですが、 
要は、コントロールできないものは 
「無視する」ということです。 
 
「そんな事当たり前ですよ」 
　と思うかもしれませんが、 
 
多くの人はコントロールできないものに 
時間、エネルギー、労力を使っています。 
 
例えば、 
コントロールできないものに何がありますか？ 
 
一つが「他人」です。 
 
おそらく、あなたが時間を費やす 
ほとんどの事は、他人をどうこうしたい、、 
 
会社の上司であれば、 
 
「部下がもっと仕事ができるように」 
 
家族であれば、 
 
「奥さん、旦那さん、子供に 
　こうなってもらいたい」 
 
ですが他人はコントロールできません。 
 
一生懸命コントロールしたつもりでも 

 



時間と労力の無駄です。 
 
時間もそうです。 
 
「タイムマネジメント」という 
　言葉がありますが、 
 
「タイム」はマネジメントできません。 
 
マネジメントは 
「管理」「コントロール」に 
近い言葉で使われています。 
 
時間はみんな２４時間で、 
大富豪もホームレスも同じです。  
 
時間をコントロールすることは 
タイムトラベラーでもない限りできません。 
 
「何がコントロールできますか？」 
 
と言うと、 
 
「自分自身」です。 
 
多くの人は 
「周りの環境」 
「景気」「他人」「家族」 
 
自分以外のものを 
コントロールしようと 
するから苦しいのです。 
 
「景気が悪いから」 
 
と言っても、 
僕ら一人の力ではどうにもなりません。 
 
世界中の情勢で景気は決まるので、 
コントロールできないです。 
 
そういう情報を読んだり 

 



力を注いでも、もったいないです。 
 
でも、僕たちは自分自身を 
コントロールできますよね。 
 
「筋トレする」 
「コピーライティングの練習する」 
「パブリックスピーキングの練習する」 
「1 日 1 通メルマガ書く」 
 
大変ですが、 
セルフコントロールはできます。 
 
自分で 
１００ %コミットメントして、 
 
「オレはやる」と決めるだけです。 
 
心に１％の甘えも残さないで 
やり続けるだけです。 
 
最終的に、コントロールできるのは 
自分だけで、周り、他人、家族は 
コントロールできないです。 
 
ですが、あなたが背中を見せて 
影響を与えることはできるのです。 
 
なので、僕自身は言葉で何か伝えて 
相手を変えようとは思っていません。 
 
僕が、こうやって毎朝、 
マインドセット音声を録ってると聞いて 
 
「村上さん大変だなぁ‥」 
 
と思うかもしれませんが、 
 
「村上さんでも一生懸命やってるから 
 　私も毎日コツコツやってみよう」 
 
そういう習慣、継続性を、 

 



僕の背中を見て学んでくれたら嬉しいです。 
 
一回３～５通、録り溜めしますが、 
結構、音声を録るのは大変です。 
 
聴いてくれているあなたは 
毎朝のことですよね。 
 
一通一通、集中力が途切れるので 
一回、喋り終わる度に 
自分の中でリセットして 
 
もう一回「おはようございます」 
という気持ちで音声スタートしています。 
 
エンジンをかけては切って 
もう一回かけて、切ってと、 
繰り返しなのですごく大変です。 
 
周りの音、家族もいる中で録ったり、 
会社で社員がいる中で、静かな場所を 
選んで録ったり、すごく大変です。 
 
ですが、 
結局、どんな億万長者でも大富豪でも 
こういう継続があって今がある。 
 
これからも大事なことは継続し続けます。 
 
なので、喋ってることより、 
姿勢や背中を見てくれることで 
影響を受けてくれたらいいなと思います。 
 
結局、コントロールできるものは 
自分自身しかありません。 
 
周りや、他のものは 
あなたが変わったことにより 
 
「副産物」として変わるだけで 
あなたが変えたわけではないです。 
 

 



その事実を知って、 
 
「自分自身に集中」 
「自分自身を管理」 
「自分自身をマネジメント」 
「自分自身をコントロール」 
 
した瞬間にあなたの周りの世界が変わります。 
 
今回のテーマは、 
「コントロールできるものだけをコントロールしろ」でした。 
 
また今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
他人も時間も 
コントロールすることはできない。 
 
コントロールできるものは自分だけ。 
 
大変かもしれないけれど自分だけは 
自分の努力でコントロールできる領域。 
 
他人に影響を与えるとすれば 
自分が自分をコントロールして 
 
変化した背中を見せること、のみ。 
 
厳しいけれど、 
逆に希望に満ちているとも言えますね！ 
 
ありがとうございました！ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「コントロールできないもののひとつは他人」 
 
「時間も実はマネジメントできない。 
　人間皆同じ24時間365日」 
 

 



「唯一コントロールできるのは自分の行動だけ」 
 
実際に起業されてからずっと行動し続けてきた 
村上さんの言葉には重みがありました。 
 
たしかに他人を変えようとするより、 
自分が変わった方が早いですよね。 
 
おっしゃる通り、心から決意して 
1%の甘えも残さず行動すれば、 
今すぐ周りの景色は変わり始めます。 
 
自分が変わった影響が周りに波及して 
結果として変わるものが他人であって、 
 
初めから他人が変わることを期待するのは、 
宝くじが当たることを期待することと 
同じだと思いました。 
 
毎日音声サプリを聞くことが 
習慣になってきました。 
 
ブレそうになるたびに村上さんが 
自分を正しい方向に引き戻して 
くれるのを感じます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
気づけたこと 
・コントロールできるのは自分だけ 
・他人をコントロールしようと労力するのは無理 
・セルフコントロールする 
（5：30起床、朝のルーティンワーク、サプリ音声を聞く、感想を書く） 
・やろうと決めたことはやり続ける 
・億万長者になろうが大切なことは続ける 
・習慣化して継続する 
・他人をコントロールするなら 
　継続し続けている自分の背中を見せて 
　他人をミラーニューロンさせる 
 
私も村上さんから常に追い求める姿勢の 
ミラーニューロンを毎朝いただいて 

 



 
村上さんの思考 
村上さんのパブリックスピーキングと 
村上さんのコピーライティングスキルを 
真似していきたい 
 
私も毎朝継続して 
億万長者のミラーニューロンサプリの感想書きを 
頭をフル回転させて突き抜けたいと思います 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
他人をコントロールしようとするのは 

本当に無駄にエネルギーを 

使うものだと思いました。 

 

また、他人をコントロールしようと 

すること自体が他力本願の思考だと思います。 

 

世の中の9割は他人をコントロールするより、 

自分をコントロールするのが 

大変だと感じているかと思いますが、 

むしろ短期間で成功させる 

潜在能力を秘めていると思います。 

 

他人は他人の感情と思考と行動がある 

自分は自分の感情と思考と行動がある 

 

他人をコントロールするということは 

他人及び自分の感情と思考と行動を 

一致させなければいけません。 

 

しかし、自分をコントロールする 

ということは自分の感情と思考と 

行動を一致させればよいのです。 

 

明らかに自分をコントロール 

するほうが理にかなっていると思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２３号　知っている事をやる 
　　　　　　　人間だけが成功する 
 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは 
「知っている事をやる人間だけが成功する」です。 
 
今は、情報量が多くて 
色んなことを知りたいと思います。 
 
つい、自分と関係ない話だったり 
例えば、雑学の本を買ってみたり 
色んなことをしていると思います。 
 
雑学がたくさんある方が 
カッコイイ、話が盛りあがる 
 
そう思うかもしれませんが、 
そうではありません。 
 
あなたの目標が、 
 
「雑学を話してお金を儲けたい」 
 
「雑学を話して人気者に 
　なってビジネスをやりたい」 
 
そういう目標であれば 
雑学がたくさんあった方がいいです。 
 
ですが、 
 
「今年中に１００万貯める」 
 
「家族を旅行に連れて行く」 
 
このような目標であれば 
雑学はあっても意味がありません。 

 



 
以前、ソクラテスさんの「無知の知」 
 
「何も知らないという事だけを 
　僕たちは唯一知っている」 
 
という話をしましたが、 
 
多くの事は知る必要がなくて 
多くの事は本当に知らなくていいです。 
 
「勝ちパターン」 
「勝てること」 
 
だけに集中して、それだけを 
やっている人間が成功します。 
 
今はもう廃れてしまいましたが 
フォードという車があって 
車業界に革命を起こしました。 
 
貴族しか乗れなかった車に 
僕たち民間人でも 
乗れるようにしてくれました。 
 
彼は、本当に 
 
「知っていることをやる」 
 
それを徹底していたのですが、 
学者さんが集まって、フォードさんを 
叩き上げたことがありました。 
 
フォードさんは低学歴だったので 
みんなにバカにされていたんです。 
 
学者さんたちは 
フォードさんの成功が面白くないので、 
どうしたかというと、 
 
自分よりも低学歴な人間を 
吊るし上げようとフォードさんを 

 



呼び出して、色んな質問をしました。 
 
車の話なので、 
ガソリンはどう、エンジンはどう 
ピストンは、、、タイヤは、、、 
 
と質問をしましたが、 
 
フォードさんは何も答えられずに、 
質問のたびに電話で 
自分の会社の幹部や、詳しい人物に 
 
「ちょっとこんな質問が 
　あるんだけど答えてくれる？」 
 
と、他の人に答えてもらいました。 
知識のある学者さんたちはバカにしました。 
 
「やっぱりフォードは何も知らない。」 
 
でも、フォードさんはこう言いました。 
 
「私は、あなた達が大事だと思う、 
　 
　無駄な知識を頭に入れずに 
 
　大事な脳みそを、自分にしか 
 
　出来ない事に使ってるんです。」 
 
フォードさんは社長であり、リーダーで、 
知識のある人たちをまとめて 
イノベーションを起こす人です。 
 
だから、エンジンやタイヤの 
車の知識はなくていい。 
 
彼はただリーダーシップを取って 
理念を掲げて、多くの人を導けば、 
細かい事は、他の人達がやってくれる。 
 
適材適所で、自分にしかできないことを 

 



やっているという事です。 
 
なので、あなたにも 
フォードさんのようになってほしいし、 
僕も目指しています。 
 
多くを知ろう、何でも知ろう、 
バカにされたくない、 
 
それはどうでもいいです。 
 
「自分の知ってること」 
 
「自分の勝てること」 
 
「自分の過去の経験から得た勝ちパターン」 
 
そういうことだけに 
集中すれば必ず勝てます。 
 
これからは、 
知識をたくさん増やさないでください。 
 
知識をたくさん覚えてるヤツが 
何も成せなくて、恥ずかしいのです。 
 
自分の知ってる事だけに集中して 
その分野で勝てばいいのです。 
 
これからは雑学や多くの事を 
学ばないで、あなたの勝てる分野で 
成功して欲しいなと思います。 
 
今回のテーマは 
「知っていることをやる人間だけが成功する」でした。 
 
また今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
自分の勝てる分野だけに集中する、これは 

 



なかなか出来そうでできないことだと思いました。 
 
誰にでも知識欲というものがあると思うのですが、 
これを捨てて一つのことに集中するというのは、 
確かにすごいパワーとなると思います。 
 
よそ見せず、絞りきって集中します。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
『　知っていることをやる人間だけが成功する　』 
 
自分の勝てること 
自分のやるべきこと 
 
だけをやる 
 
やたらと無駄に知識を増やさず 
任せるところは人に任せ、 
 
自分が知っていて 
自分が注力するべきことをする。 
 
ふらふらしない！ 
目指します、そこ。 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「知っていることをやる人間だけが成功する」 
 
「自分のできることに集中する。ニッチで勝てばいい。」 
 
今回の音声サプリも耳の痛い話でした。。 
自分を振り返ると、知っただけで 
満足してしまうことがすごく多いです。 
 
新しい知識を得るという過程自体が楽しく、 
漠然とした不安を解消してくれる上に、 
知ったという満足感を与えてくれます。 
 

 



ただ、これは一瞬の快楽や現実逃避にすぎず、 
知識が頭の中にあるだけでは 
自分の人生は変わらないですよね。 
 
行動して、再現できて、人に教えられて 
初めて本当に知っていることになると思います。 
 
ただなんとなく聞いたことがあるなぁ、 
程度ではなく、その先にある腑に落ちる感覚 
体感として落とし込む感覚この境地を目指して、 
 
頭でっかちにならずに 
自分のできることに集中します。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
音声を聞くだけでセルフイメージが 

上がるような気がしてなりません。 

 

大体の人は、何でもかんでも手を付けて 

すべて物事をうまく運びたいと思っていますが、 

それでは上手くいかないと思います。 

 

私も実際に、あらゆることに手を付けていた 

時期は全てが中途半端でダメ人間だと思っていました。 

 

しかし、一つに集中して取り組んでいたものは 

現在、リソースとなっていることが今になって 

理解しました。 

 

「二兎追う者は一兎も得ず」 

 

との諺がありますが、まさにそのとおりだと思います。 

 

特にスタートダッシュの時期は当てはまると思います。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
 
 
 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２４号　騙されるスピードを上げろ 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「騙されるスピードを上げろ」です。 
 
色んな人を見ていると 
 
「失敗するのが怖い」 
「完璧にやりたい」 
 
気持ちは分かりますが、 
完璧の定義はパーフェクトです。 
 
一回、完璧になってしまえば、 
その先、進化も成長もありません。 
 
完璧はこの世に何もありません。 
 
１００人中９９人が 
 
「いいね」 
と思っても、一人が 
 
「これはダメ」 
と思えば完璧じゃないです。 
 
スマホだとアイフォン使用者が 
多いですが２０％の人が 
 
「アンドロイドの方が使いやすい」 
 
そう言えば完璧ではありません。 
つまり、この世に完璧なものは一つもありません。 
 
「完璧にしよう」 
「パーフェクト目指すぜ」 
 
できもしない事を言っています。 
なので、完璧主義はやめてほしいです。 
 

 



「じゃあどうすればいいのか？」 
 
というと 
 
「行動しろ」 
 
と言われることが多いですが、 
 
「怖い」「恥かきたくない」「傷つきたくない」 
 
色んなことを恐れています。 
 
しかし、成功者は 
 
「騙されているスピード」 
 
「失敗しているスピード」 
 
「恥かいてるスピード」 
 
更に、それらの数がものすごく多いです。 
 
生まれ持った天才もまれにいますが 
ほとんどの成功者が一般の人よりも 
「騙される」「失敗する」「恥をかく」 
それらの数が多いだけです。 
 
僕自身も他の人より百倍くらい 
失敗して、恥かいて、やっと 
人の５～６倍成功したと思います。 
 
結局、数からしか質は生まれません。 
 
一発目から成功なんて無理です。 
 
実はコカ・コーラも社員が 
偶然イタズラしていたものを社長が 
採用して爆発的ヒットしました。 
 
フェイスブック、グーグル、ツイッターも 
一般的には一撃で成功したようですが 
 

 



彼らはおそらく1000個ぐらい 
ビジネスアイデアを練って、 
そのうちの５～６個採用、それも失敗して 
やっと偶然一つ生まれたものです。 
 
ですから神話やコンサルタントの 
キレイな話を見ないでください。 
 
真実は 
 
「失敗の数、恥かいてる数」 
 
が多いだけです。 
 
一刻も早く騙されて 
一刻も早く成功した方がいいです。 
 
騙されるスピードが遅いと年を取り 
復活できない体力の時だと辛いです。 
 
６０歳でも７０歳でも、 
年齢がどうこうじゃなくて 
 
音声を聞いて「頑張ろう！」と 
思ってる時に騙された方がいいと思います。 
 
勘違いしてほしくないですが 
何でもかんでもギャンブル的なものに 
手を出して騙される必要はないです。 
 
慎重に計画は練る必要があります。 
 
しかし、一刻も早く行動して 
恥かいて、騙されない限り成功はない、 
その真実だけは知っておいてほしいです。 
 
今回のテーマは「騙されるスピードを上げろ」でした。 
また今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 



騙されるスピードは、フルスロットルでした。 
 
よくこれだけ次々と欲しいものが出てくるな、と思うほどです。 
 
でも、強がりを言うわけではないですが、それぞれに学びはありました。 
 
ただ、利益にはならなかっただけです。 
 
確かに今では、これは最低でダメなやつだとわかるし、 
何で以前こんなものに心が揺らいでしまったのだろうと、 
思うものが多くなりました。 
 
今回のネオ作家で、目標を達成したいと思っています。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
物事の価値観が１８０度変わると言っても 

過言ではない内容ばかりで本当に勉強になります。 

 

騙されるスピードを上げることが成功の近道で 

あることは私の中では今まで頭に浮かびませんでした。 

 

でも、確かに騙されたり、失敗したり、 

恥をかく機会が多い時は、自分が急激に 

成長していました。 

 

仲良くしていた友達の勧めるSNSツールに 

大金を払って騙されたり、 

 

ココナラで電話サービスを出品して、 

ダイレクトメッセージで怒られたり、 

 

まだ若いせいか経験が足りないと言われたり、 

その時だけ見ればつらかったかもしれませんが、 

その経験があるから今の自分があるのだと 

深く感じております。 

 

こういったつらい経験をした後は、何があっても 

大丈夫な精神とスキルが身についているような 

気がしてなりません。 

 

 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

成功している人は 
失敗しているスピードや 
恥をかいているスピードや 
騙されてる数がめちゃくちゃ多い 
 
村上さん 
「人の100倍くらい失敗して 
人の100倍くらい恥をかいて 
ようやく人の５〜６倍成功したかな」 
 
１発目から成功・一撃で成功するは有り得ない 
私も1年の間に上手く騙されました 
 
このまま諦めたら 
結果として「騙されました」で終わります 
 
が上手く騙された経験を糧にして 
暗闇を手探りしながら進んでいます 
 
そして村上さんに出会えました 
今明るい兆しが少し見えてます 
 
自分の持っているもので稼げる⁉ 
まだ稼げていませんが 
こんなに楽しいことはありません 
 
自分の長年のコンプレックスを 
ココナラで商品化したので元手ゼロ 
いいねと評価がされると嬉しい 
でも購入に至らないで内容を見直してみる 
 
この繰返しですが単純に楽しいですね 
 
不安＝ヒマ人ではなくなりました 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２５号　人間が作った問題は 
　　　　　　　　　　人間が解決できる 
 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは 
「人間が作った問題は人間が解決できる」です。 
 
これはアインシュタインさんの言葉です。 
 
「家族」「他人」「会社」etc… 
 
あなたの周りには解決できない 
問題がたくさんあると思います。 
 
しかし、人間が作った問題は 
これまで人間が解決しています。 
 
例えば今、未解決の問題だと 
戦争、テロ、色んな事があると思います。 
 
それらは、いつになるか 
分かりませんが解決すると思います。 
 
日本だけでなく世界中が食料危機で 
農家の方が頑張ってくれて、 
 
今は良くも悪くもファストフードや 
人工的な遺伝子組み換えが生まれました。 
 
人間自ら、自然を破壊して 
食物が取れなくなっても 
人間は解決してきました。 
 
イノベーションやビジネスは 
未解決のすごく高い困難な壁に出会い 
それを解決したい少人数の人が起こして 
それで僕たちの生活が楽になりまます。 
 

 



「人間関係」「お金」「健康」 
 
色んな悩みがあると思います。 
 
それが自然災害だと難易度が高いですが 
あなたが作った問題であれば 
あなた自身が必ず解決できるので 
 
僕も色んな悩みがありましたが 
 
「１００％コミットメントしてやる」 
 
と決めて全部解決してきました。 
 
ポイントは「ただ解決する」ではなく、 
僕たちビジネスマンはその問題を解決して 
それをお金に変えたらいいと思います。 
 
僕自身が販売してきた情報商材には 
お金、人間関係の問題、色々ありましたが 
 
「自分の問題の解決法」 
 
を情報として売ってきました。 
 
情報ビジネスは日記みたいなもので、 
今振り返ると過去に悩んでいたことが分かります。 
 
色んな情報ビジネスを出してきた人は 
今までそれを解決して売ってきただけです。 
 
ですから、情報ビジネスはやりがいがあります。 
自分の問題は多くの人が悩んでいる問題と 
同じなのでそれをシェアしてお金に変えるわけです。 
 
問題解決だけではなくお金になります。 
素晴らしくておもしろいビジネスです。 
 
今回一番言いたいことは 
 
「絶対に解決策が見つかる」 
 

 



と言うことです。 
 
解決法が見つからなければ、 
その分野で解決してる人に聞けばよくて、 
それでも分からない場合は 
 
その人に聞いてください。 
 
「この問題どうしても解決したいので 
　他の人紹介してくれませんか？」 
 
その人の先生や知り合いを紹介して 
もらえば必ず解決策が見つかります。 
 
今あなたが悩んでいる事は全て解決すると思います。 
そしてお金に変えていってください。 
 
今日のテーマは 
「人間が作った問題は人間が解決できる」でした。 
 
今日も頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
ビジネスアイデアにつながる基幹となる 

素晴らしいマインドセットばかりで 

毎日、聞くのが楽しみでなりません。 

 

人間はどんな問題でも人間が作ったものは 

解決できる潜在能力を持っていることが 

わかりました。 

 

そして、自分で解決した問題は情報として 

売れるという斬新な発想には驚きを 

隠せませんでした。 

 

また、わからないことは人に聞くという 

ある意味当たり前のことですが、 

 

そういった基本的な積み重ねが 

後に大きな成功につながるのだと思いました。 

 



 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

人間の作った問題で解決できないものはない、 
確かにその通りだと思います。 
 
その時は、ひどく悩んで苦しんでいる 
ようなことでも、時間が経てば、 
何故あんなことで悩んでいた？ 
 
となることも多々あります。 
 
これは、それだけ経験からの 
成長がみられるということなんですね。 
 
悩むことを恐れず突き進みます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「人間が作った問題は人間が解決できる」 
 
今までは解決できないとすぐに 
諦めてしまう事もありましたが 
 
「自分の作り出した問題は 
　自分で解決できる！！」 
 
このマインドセットを持って 
解決方法を根気強く探してみようと思います。 
 
また、自分が悩んでいた問題は 
多くの人が悩んでいる問題と同じという 
ところに大きな気付きをいただきました。 
 
他人に解決法を聞いたりこちらから 
シェアしたりすることも大事だと思います。 
 
毎日のマインドセットが少しずつ 
新しい自分を形成しているようで嬉しく思います。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２６号　１０倍の価値を与えろ 
 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは「１０倍の価値を与えろ」です。 
 
今、あなたはいくら稼ぎたいですか？ 
 
月収「３０万」「５０万」「１００万」 
 
 
稼ぎたいなら、最低その目標月収の 
１０倍の価値を与えなければいけません。 
 
僕たちは与えた価値の 
１/１０のお金しかもらえません。 
 
逆に言うと自分のもらえる金額の 
１０倍の価値を与えれば 
ビジネスは長続きします。 
 
世の中には１００万円の商品なのに 
５千円の価値しかない 
詐欺商品がたくさんあります。 
 
騙せば短期的には儲かりますが、長続きしません。 
サギ師で１０年２０年 
やってる人を見たことないです。 
 
おもしろい法則ですがサギ師は 
もっと悪いサギ師に食われます。 
 
世の中、上には上がいて 
もっと悪いヤツがいるんです。 
 
 
詐欺で儲かった人は 
 
「世の中には甘い話がある」 
 

 



と思い込みます。 
 
自分は人を騙して頭がいいと思い、 
もっと悪いヤツの甘い話に騙されます。 
 
僕の周りには、何十人も悪い事して 
消えた人がいるので、天罰は下ると思います。 
 
あなたが、１００万円稼ぎたければ 
１千万円の価値を与えてください。 
 
「１００万円稼ぐのに 
　１千万の価値なんて与えられません」 
 
と言うと思いますが 
 
価値が何か分かれば１千万円分は 
そんなに難しくないです。 
 
「１００万円稼ぎたいから相手を１千万円稼がせる」 
 
という、お金だけの感情だと難しいですが 
価値が何かを知って、それをお金に換算する 
イメージだと分かりやすいです。 
 
例えば、 
 
「好きな人に何かしてもらって 
　嬉しい気持ちになる」 
 
これはプライスレスで人によっては 
１千万、１億になるかもしれません。 
 
 
あなたがコーチングして相手が 
 
「救われた」 
 
と、１億円の価値を感じたら 
１千万円のチャージができます。 
 
１０倍キッチリではありませんが 

 



だいたい１０倍くらいの価値を与えていけば 
ビジネスも成功して、あなたも儲かります。 
 
「価値とは何だ？」 
 
という、価値の正体さえ分かれば 
ビジネスで勝てて、価値を与え続ければ 
ビジネスで儲かるわけです。 
 
まず最初の１円を稼いで、１０倍の価値を 
与え続ければビジネスが長期的に安定します。 
ぜひ１０倍の価値を与え続けてください。 
 
今日のテーマは「１０倍の価値を与えろ」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
価値の正体が分かればビジネスで勝てる。 
そしてまずは一円稼ぎ、10倍の価値を与え続ければ 
長期的にうまくいくということがとても学びになりました。 
 
これからは、価値とななんなのか、 
宿題を通して、今後も考え、メモして行きます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
10倍の価値を与えろ。 
 
これをもっと早く 
知っていたかったです。 
 
音声をお聞きして 
自分はせいぜい等価交換の発想しか 
持たずに生きてきたと気付きました。 
 
価値。 
 
これについてもっと 
深く考えて行こうと決めました。 

 



 
それはきっと、やってみると意外に 
楽しい事かもという予感がします。 
 
どんな方法、どんな切り口で 
今度は価値を与えようか？ 
 
と常に考えて生きる！ 
 
それは人間理解の訓練かもしれません。 
 
そこが深まれば人生はより良くなって 
行くしかないと感じました。 
 
この視点を頂き、 
本当に感謝いたします。 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
音声を聞くことによって自分が受動的な 

人間から自発的な人間に変化していって 

いるような気がします。 

 

持続可能なビジネスモデルを確立するには 

年収の１０倍の価値を与えるべきだと 

いうのはとても納得いきました。 

 

確かに、稼ぐ値段より価値がなければ 

信用を失われ一時的にしか稼げないけど、 

稼ぐ値段以上に価値を提供すれば 

信頼を構築して商品を買い続けてくれる 

ことがわかりました。 

 

わたしもお客さんがお金を払うのを 

辞められない商品を見つけて、出して 

いきたいと思っています。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２７号　感情ではなく数字で判断しろ 
 
おはようございます。村上です。 
 
今日のテーマは 
「感情ではなく数字で判断しろ」です。 
 
今回のテーマは経営者になれるか 
どうかの大切なマインドセットです。 
 
僕たちはついつい、感情でビジネスしています。 
 
「これ、売れそうだなぁ」 
 
「なんとなくこれ好きだなぁ」 
 
「これは嫌いだな」 
 
例えば、 
コピーライティングで文章を書いていても 
 
「これは、いい感じで書けた」 
 
フィーリングや直感で判断してしまいます。 
でも、最後は数字で判断しないといけません。 
 
「これはいいな」と思うアイデアや 
コピーでも売れなくて数字が上がらなければ 
それは良くないのと同じことです。 
 
それは市場、お客さんたちが 
求めてないということですので 
 
いくらあなたが 
 
「これはいい！」 
 
と騒いでも良くないということです。 
 

 



ビジネスの世界は数学的なところがあります。 
 
僕自身も 
 
「これいいな」「これ売れそうだな」 
 
そこからスタートしますが 
ビジネスの世界でいいものは売れるものです。 
売れてお金をいただけるのは多くの人が 
価値を感じていて、それがいい物の証拠です。 
 
「いいもの＝数字が出たもの」 
 
感情ではなくこの定義でやっていかないと 
ドンドン深みにハマっていきます。 
 
これから色んな 
 
「やりたいこと」「アイデア」 
 
生まれると思いますが、 
とりあえず売ってみて 
 
「売れたらいいもの」 
 
「売れなかったら悪いもの」 
 
ある程度統計的に「％」で見ないといけません。 
 
本当は数字で見ないといけませんが 
感情で判断することがあります。 
 
人間関係でも、人を雇うと分かるのですが 
 
「この人性格が良さそう」 
 
「なんかかわいそう」 
 
という感覚やフィーリングで選んでしまいます。 
でも本当は、 
 
「数字を上げられる人か？」 

 



 
「成績を上げているか？」 
 
ドライですが、そういうことで 
判断しないとあなたが潰れていきます。 
 
これからたくさんのアイデアが生まれた時に 
直感力を信じるのは良いですが、 
 
最後の決断を下すのは「売れたもの」 
 
コピーライティングだと成約率１％以上、 
チラシだと千枚に一件反応があったもの、 
統計が出てるので、それを見ながら 
 
「数字が出たもの＝いいもの」 
 
と判断してください。 
 
是非これから「感情」ではなく「数字」 
で判断してほしいと思います。 
 
今回のテーマは「感情ではなく数字で判断しろ」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。　 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
どうしても、作った文などには愛着が湧いて、 
感情で無理やり押していってしまうので、 
末時で判断する癖をつけないといけないと思いました。 
 
文章をまとめる時に、一番書きたい部分を 
一度消してみると、結構まとまった文になるという 
経験はしたことがあるので、通じる部分があるのかな、 
という感じです。 
 
常日頃からデータを大切にする方なのですが、 
改めて言葉にされると、なるほどと思います。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 



 
 
「いくら自分でいいなと思うアイデアでも、 
　市場が求めてないものは良くない」 
 
「ビジネスにおいて、 
　いいものの定義とは売れるもの」 
 
「最後に判断するのは数字」 
 
先日ココナラに初出品して、 
2日間でお気に入りにも7件登録されたりして 
いい感じかもと思っていたら、 
 
ココナラの規約に反する言葉が入っている 
との理由で運営に取り下げられてしまいました。 
 
出鼻をくじかれて少し落ち込んでいましたが、 
村上さんのおっしゃる通り 
 
いくら自分ではいいと思っていても 
運営のルールに違反していたらダメですし、 
売れなかったら商品としては良くなかった 
ということですよね。 
 
改良して出品し直しましたが、 
一つのジャンルや商品に固執せず、 
モニターさんを見習ってとりあえず 
10種類ほど出してみます。 
 
アカウントを作り直すこともできると知ったので、 
失敗を恐れずどんどんテストのつもりでやってみます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
本日も、朝早くミラーニューロン音声を 
送っていただき誠にありがとうございます。 
 
脳みそがいい意味でリセットされるような 
感じがしてスッキリします。 
 
ビジネスは最終的には数字で判断するのは 

 



とても納得いきました。 
 
確かに自分の感情にはどうしても思い込みや 
価値観の違いが入っているので、現実との 
ギャップがあるように思います。 
 
最初は、自分のリソースで活かせそうなものを 
リサーチしてライバルが弱そうな市場を探して、 
 
そこから売れるか売れないかでそのビジネスを 
やるかやらないかを判断するのが大事かと 
思いました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２８号　愚痴はお宝 
 
おはようございます。村上です。 
今回のテーマは「愚痴はお宝」です。 
 
「愚痴」という字は 
 
「愚」かな、痴呆症の 
「痴」と書いてるので 
 
日本語としてかなり強烈な言葉です。 
 
人の愚痴を聞かされるのは 
みんな嫌だと思いますが、 
 
ビジネスマンは、 
 
「オレはビジネスやるぞ」 
 
と決めたからには 
全部お金に変えていく必要があります。 
 
だから、普通の人が無駄だと思う、 
役に立たないような愚痴ですら 
お金に変えるのがビジネスマンです。 
 
「愚痴」は 
お金の宝庫、お金になる木です。 
 
ビジネスの基本は 
問題があって、それを解決して 
お金をもらうだけの話です。 
 
例えばレストランなら 
 
「お腹が空いている」 
という欲求を満たすために 
 
「ご飯を提供してお金をもらう」 
ということです。 

 



 
すごくシンプルです。 
 
愚痴はおもしろくて、 
 
「解決してないから愚痴になる」わけです。 
 
あなたも愚痴や文句を言うと思いますが 
解決したらもう言わないですよね？ 
 
フラストレーションが溜まって 
ムカつくから愚痴になるわけなので、 
 
これをビジネスの原則に当てはめれば、 
愚痴が出るのは、努力しても解決しない、 
 
誰かに愚痴をぶちまけるほど 
怒りが溜まっている状態です。 
 
要はお金を払ってくれる可能性が 
高い問題というわけです。 
 
つまり、愚痴をたくさん集めると、 
 
「愚痴＝ビジネスアイデア」 
 
となります。 
 
全ての、周りの人の愚痴を 
解決できるわけではないですが、 
 
人の愚痴を 
 
「嫌だなぁ、めんどくさいなぁ」 
 
と思いながら聞くのではなく 
 
「これを解決したら 
　お金もらえるんじゃないかな」 
 
という感覚で聞くと、 
ストレスにならないですし、更に、 

 



愚痴の数だけアイデアが集まります。 
 
これは特に、 
サラリーマンの人に伝えたいですが、 
サラリーマンをやっていると 
嫌なことが多いですよね。 
 
起業家に憧れると思いますが、 
起業家は起業家で大変です。 
 
安定した給料が入ってこないので 
毎月が戦争なわけです。 
 
なのですごく大変ですけど、 
もし、今あなたがサラリーマンを 
やっているのであれば 
会社内にある愚痴を集めてほしいです。 
 
会社にクレーム係みたいなのがあれば、 
そこの人と仲良くなり、お酒でも飲みに行って 
愚痴を100～200個、集めて欲しいです。 
 
クレーマーから集まる愚痴は、 
 
「その会社と取引してる 
　お客様が解決していない問題」 
 
なので、その問題を解決する 
アイデアを持ってきたら 
 
今の会社に、その付加価値を 
加えるだけで、その会社のお客さんを 
全部かっさらえるということです。 
 
倫理的、人道的にどうなのかは抜きにして、 
 
でもビジネスはそういうもので、 
そうやって良いものを作って 
 
今のあなたの会社が更に良いものを作る 
そうしないと市場は良くなりません。 
 

 



 
だから家族の愚痴でも、 
会社のクレームでもいいですが、 
 
「解決すればお金になるものだ」 
 
と捉えると、これから愚痴を 
聞かされてもあまり嫌じゃなくなり、 
 
「愚痴の数だけアイデア」 
 
そう思うと、 
本を読んだり、買うお金を節約できて 
勝手にアイデアが集まるという 
すごく良い環境になります。 
 
愚痴は本当にお宝です。 
僕自身、お酒が飲めませんが、 
会食やミーティングでみんなお酒を飲みます。 
 
お酒飲むと、素が出てきて 
愚痴がこぼれ始めます。 
 
その時、僕は 
 
「なるほど、みんなは 
　こんな問題を抱えているんだ」 
 
と、それを解決する事をやって 
ビジネスが新しく生まれたり、 
 
社員の結束が生まれてたり 
シラフで居酒屋に行くのも 
良いんじゃないかなと思います。 
 
今日のテーマは「愚痴はお宝」でした。 
 
また今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 



私の価値観をポジティブな意味で180度変えてくれる 
素晴らしい音声です。 
 
愚痴はビジネスアイデアという発想はありませんでした。 
 
聞かされて、気分が悪くなり、自分まで嫌になる 
ネガティブな作用しかないと思っていましたが、 
視点を変えることによってポジティブに働かせる 
こともできることに驚きを隠せません。 
 
会社の愚痴もこれからは、ビジネスのアイデアに 
つなげていこうかと思います。 
 
SNSではツイッターは愚痴が本当に多いので 
そこから必要性を見つけて、売れるアイデアを 
出していこうかと思います。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
人の愚痴は、聞いていて気持ちのいいものじゃありませんが、 
ビジネスチャンスと捉えて、どんなことが求められているのか、 
と、聞き耳をたてるようにします。 
 
解決策を一緒に考えることで、自分の発想力も養われ、 
その人からは喜ばれ、良いことづくめですね。 
 
ただ、女の人の場合、聞いてほしいだけで意見や改善策は 
いらない人も多いので、注意が必要かもしれません。笑 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
愚痴はお宝、愚痴はお金。 
 
愚痴は、解決していない・解決したいネタの宝庫。 
 
つまり、そういう視点を持っていると、 
愚痴を聞いても自分の仕事へのヒントが拾える。 
 
愚痴っていうネガティブな物を 
ポジティブ変換してお金に変える材料を増やせる！ 
 
っということですね。 

 



 
これからはその視点で、愚痴にお宝探しアンテナを立てます！ 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 



２２、コントロールできるものだけコントロールしろ 
https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/022jkkawa.mp3 

 

２３、知っている事をやる人間だけが成功する　　　

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/023lkawa.mp3 

 

２４、騙されるスピードを上げろ　　　　　　　 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/024joia.mp3 

 

２５、人間が作った問題は人間が解決できる　　 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/025kwllll.mp3 

 

２６、１０倍の価値を与えろ　　　　　　　　　 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/026jkkw.mp3 

　 

２７、感情ではなく数字で判断しろ　　　　　　 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/027liwa.mp3 

 

２８、愚痴はお宝　　　　　　　　　　　　　　

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/028nkjw.mp3 

 
 
 
ご感想はこちらからお願いします 
　　　↓↓ 
support@neosakka.net 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネオ作家スクール運営事務局 
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