
 

 

 

 

 

 

 

 

■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 

https://hair-este.me/jise_men/

初・中級者向け 上級者向け 

３年の沈黙を破り、 

あの起業成功者を量産した 

次世代起業家育成セミナーが完全復活!! 

そして新章"MENSA"シリーズ新たに解禁！ 

今回、登録者全員に 

次世代型起業の初・中級者コンテンツ[特別編]と、 

新シリーズ”10 億円シリーズ”(50 万円相当)を 

両 方 無 料 で プ レ ゼ ン ト ！ 

あなたも１年以内に年商 1億円超えの事業を立ち上げ、最

終的に10億円の利益を残すための“王道”かつ“最強”の

起業知識をマスターして、最短・最速で脱サラを果たし、

成功している起業家の仲間入りをしませんか？ 

加藤将太またはだいぽんの         登録＆視聴期間： 2016 年 6 月 11 日(土)「夜 21 時」迄 

メルマガ読者だけへのシークレットプレゼント！ 
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■講師プロフィール(経歴) 

 

ココデ・グローバル株式会社 代表取締役 

加藤将太 

経歴 

京都大学工学部電気電子工学科卒業 

京都大学経営管理大学院経営管理専攻事業創再生マネジメントコース終了 MBA取得 

（株）NTTデータ 第一公共事業本部 第二公共システム事業部 勤務後、独立 

 

京都大学大学院にてMBAを取得後、 

(株)NTTデータ等での勤務を経て、26歳の時に起業。(元手 20万

円) 

 

1年目で年商1.1億を達成し、延べ1,000名以上を面接し社員数十

人を使う社長になる。 

２年目で年商 2億 6千万円を達成。 

 

書籍流通支援システム、法人向けデータマーケティング支援システ

ム等の開発・販売を行う一方で、 

MBAで学んだ知識や、実際にゼロから短期間で事業を軌道に乗せ

た経験を伝える活動を行う。 

 

2013年より開始した「次世代起業家育成セミナー」は 

これまでに 5回開催され、累計 3,000名の法人代表・法人代表候

補・起業家の卵が参加。 

 

 

【 次世代起業家育成セミナー風景 】 



はじめに：新章"MENSA"シリーズとは何か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※MENSA シリーズは、MENSA 会員を対象に行われたセミナーシリーズです 

※MENSA とは？・・・IQ148 以上が入会条件の高知能者集団 

 

実は MENSA 会員(IQ148 以上が入会条件)でもあった加藤将太が、 

2016 年、MENSA 会員向けにたったの２回だけ、 

初・中級者にも分かりやすく 

10 億円の稼ぎ方を解説したクローズドセミナーを開講。 

それが次世代起業家育成セミナー”MENSA シリーズ”です。 

 

2013 年から、一切のセミナーを封印し、 

ひたすら本業の IT 企業経営に専念していた加藤。 

 

その思索と実証の結果辿り着いた、 

誰にでも出来る「10 億稼ぐ方程式」とは…？ 

そして 

今まで誰も解説する事が無かった、 

「今ベンチャー起業するならここしかない」と言われる携帯ゲームやアプリ開発に

目もくれず、 

「ブルーオーシャン事業」と「10 億円以上の利益を出すこと」が両立できる 

“秘密の事業領域”を誰でも機械的に発見できる方法とは…？ 

更には 

少数の生涯の盟友・事業パートナーをかなり高い確率で見つけ出し、 

失敗なしに見極め、そして強みを活かし合う事で今の１０倍稼ぐ、 

秘密の事業パートナー探しの方法と、破綻しない事業パートナーとの組み方 

も伝授。 

 

これらセミナーのうちの一つ「“MENSA”シリーズその１」を、 

今回あなたは、メールアドレスを書くだけで全て手にできるとしたら、 

メールアドレスを書き、50 万円の価値のあるセミナーを今だけ無料で手にしますか？ 

それとも、ページを閉じ、50 万円の価値がタダになるチャンスを無駄にしますか？ 

■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 

https://hair-este.me/jise_men/ 

ココデ・グローバル株式会社 

代表取締役社長 加藤将太 
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次世代起業家育成セミナー【特別編】も無料進呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴代最強の起業初級～中級者向けコンテンツが、完全無料で手に入る！ 

 

累計参加者数 3,000 名超。 

 

これが僕が今まで起業・経営を 

指導してきた人数です！ 

 

その中の誰一人として、 

無料参加者はいなかったのです。 

 

有料・有料・有料・有料・・・ 

 

全員、最低数千円～最大 20 万円もの 

お金を払って、これらのセミナーに 

参加してきました。 

 

あなたは、今回、その 3,000 名超の次の 

最もラッキーな１人として、 

起業・経営の初心者に 

一番人気だった起業初・中級者向け 

セミナー「特別編」を手にできるのです！ 

 

さぁ、遠慮せず、以下リンクからどうぞ。 

 

 

■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 

https://hair-este.me/jise_men/
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全員に進呈！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更に、感想を送ってくれた全員に、初心者向けに起業・経営について丁寧に解説したコンテンツ 

●映像の視聴期限が無期限になります！ 

→今回請求された映像については、6/11(土)の 21 時をもって特設サイトを閉鎖しますが、それま

でにどちらかの映像について感想を送付してくださった方は、両方の映像を永久に視聴できる視

聴アカウントを差し上げます。 

●次世代起業家育成セミナー特別編未公開映像と全編書き起こし PDF・全音声・特典映像 

→特別編セミナーのうち、未公開になっている大阪セミナーの１章・２章と、音声、そしてセミ

ナーの臨場感そのままに全編 PDF にしたもの、更に清書された板書 PDF、更に特典映像【起業

家のための勉強法(起業家の５つの卵)】を差し上げます。 

●2016 年最新版の未来予測図を手にするための小話「人工知能は感情を持つか？」及び「ディ

ープラーニングとは何か？」(録画映像) 

→MENSA シリーズその１で未公開になっている 2016 年度版の最新未来予測講義を２つのテー

マについて差し上げます。 

期間中(～6/11(土)21 時)、どちらかのセミナーの 

感想送付者全員に豪華プレゼント有！ 
（以下の特典は特別編もしくは MENSA シリーズその１のどちらか１つを見た方に進呈します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋ 

視聴期限無期限 
特別編セミナーを既に持っている

場合、まだ持ってない次世代起業家

育成セミナー１つ(その１～その４

のうち持っていないもの１つ) 

OR 

特別編セミナーの未公開映像 

(東京セミナー第１＋第２章) 

※特別編購入歴が無い場合。 

未公開映像 新規セミナー１つ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を差し上げます！  

 

更にダブルチャンス！ 
セミナーの感想を送ってくれた方から、各セミナーにつき、抽選で３名(合計６名)の方に、 

●iPad2(新古品)、Wi-Fi、シリコンカバー を差し上げます！ 

抽選で各３名・計６名の方にプレゼント！ 

(ダブルチャンス)(3～5 万円相当) 

 

2016 年最新の未来予測図…①人工知能は感情

を持つか？ ②ディープラーニングとは何か？ 

次世代起業家の勉強法(インプット法) 

映像 

＋ 

特別編(その０) 

音声・PDF 

10 億円シリーズその１ 

音声・PDF 

＋ 

＋ ＋ 



 

更にトリプルチャンス！ 
 

セミナーの感想を送ってくれた方から抽選で５名の方に、 

●次世代起業家育成セミナーその１～その４までの全てのセミナーの視聴権(50 万円相当) 

と 

●次世代起業家育成セミナー“MENSA シリーズ” その２(6/12(日)東京で開催)への現地参加権 

を差し上げます！ 

 

抽選で５名の方にプレゼント!(トリプルチャンス)(100 万円相当) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更にクワドラプルチャンス！ 
 

セミナーの感想を送ってくれた方から抽選で１名の方に、 

●起業家応援！最新版 MacBook または起業資金１０万円 

をプレゼントします！ 

 

抽選で１名の方にプレゼント！(トリプルチャンス) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代起業家育成セミナー５部作フルセット(50万円相当) 6/12の 10億円シリーズその２セミナーに

無料でご招待(50万円相当) 

＋  

新しい MacBook(定価 148,000円) 起業応援資金(現金 10万円) 

OR  



 

更に!!感想送付者全員に、簡単 10 分でできる

「起業家センス」無料診断アンケート実施！ 

クインティプル(５つ目の)チャンス！ 
今回、感想をくれた全員に、「起業家センス」無料診断結果をプレゼントします！ 

あなたの起業家のセンスを無料診断！ 

成功した起業家との差は？起業センスが分かる！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このアンケートでかなり正確に分かる事 

○今回受験者全体の平均の分布に対する、あなたの相対位置と、起業可能性 

○加藤の知り合いの起業家や、起業家成功者との差がどのくらいあるか分かる 

○受験者全体との比較 

○あなたが組織の中や、組織を作って出世するタイプか、一人で出世するタイプか 

○あなたは一人起業すべきか、組織を作って出世すべきか、大企業を作るポテンシャルがあるか 

 

■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 

https://hair-este.me/jise_men/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※諸事情により図は消しています 
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■特別編参加者の声 
次世代起業家育成セミナー特別編は、 

リアルタイムで 1,450 名が、 

その後も 1,000 名以上が 

オンラインで学んでいる、 

今やネット上で最も学ばれている 

起業・経営の入門～中級者向け教材です。 

 

あなたが、起業・経営について全く知らなくても、サラリーマンであっても、このコンテンツを

持っているだけで、起業・経営についてより深く知り、税金や会社設立法から、初めの 1,000 円

の稼ぎ方といった事、インターネットを使ったお金の稼ぎ方から、飲食店やサービス業、税理士

や司法書士などの士業、アフィリエイト等、あらゆる業態での稼ぎ始め方の基礎・基本・セオリ

ーを知ることができます！ 

 

論より証拠、その圧倒的に熱狂的な参加者の感想をご紹介します。 

■大垣元紀様・・・４章の雇用と税金の話は本当に為になる話でした！ 

東京編の動画を見ながらノートをとる作業を全て終えたので感想を書かせていただきます。 

東京編は大阪編と被っている内容もありましたが、本当に違う内容を話されていて驚きました。 

1 章の仮説の精度の話から勉強になりましたし、4 章の雇用と税金の話は社会に出たこともない

私からしたら本当に為になる話でした。今の段階で動画を見返すとまた違った視点から勉強にな

ると思いますので、少なくともあと 10 回は見返そうと思います。本当に勉強になり、自分の起

業にまた一歩近づいている実感が持てます。本当にありがとうございます。 

 

■S.Y 様・・・もっと早く知っていれば大成功を収めていたに違いないと思います！ 

私は、大学を卒業後、ある経営コンサルタント会社に就職し、その後独立しました。独立後、ソ

フト開発会社を経営していました。 ピーク時には約 30 名の社員を雇用していました。 2 年前

に会社を手放してしまったのですが、加藤さんの考え方を知っていれば、大成功をおさめていた

に違いないと実感しました。1 億円ビジネスを必ず立ち上げます。ありがとうございました。 

 

■合田清隆様・・・この値段でこの内容はありえないものです！ 

成功するには、何年もかけるものだという固定観念があったので、成功するまでに要する時間は

1 年未満、また 1 年以上かけてはいけないという意見は、少し驚きでした。また、これは、短時

間に集中して学ぶことの必要性を感じております。 

話は変わりますが、映像、音声、PDF と至れり尽せりの内容で、この値段でこの内容はありえ

ないものです。これだけのものをこの価格で提供していただいた、加藤様、またこの教材を紹介

してくださいました、だいぽん様に感謝しております。 

 

■青木陽平様・・・知恵熱が出そうになるほどの刺激を受けました！ 

どの章も非常に興味深く知的好奇心が刺激されましたが、中でも私は特に３章が強烈に印象に残

っています。構成要素をみいだし、素材を集め、実行するというコンサルの手順、そして次世代

起業に応用できる５つの事業系統。知恵熱が出そうになるほどの刺激を受け、今、私の脳内では

多量のアドレナリンが分泌されているように感じます。次世代起業、システム化に必要不可欠な

思考の流れを確実に自分のものとし、自信の事業に最大限昇華させていく所存です。 



手書きの感想も多数頂いています(会場参加者より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 

https://hair-este.me/jise_men/ 
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特別編セミナーのメリットと演目 

その０(特別編)を見るメリット 

 

１：起業・経営の基礎・基本を知ることができ、０からでも稼げるようになります 

→あなたが起業・経営の初心者であっても全く差し支えありません。むしろ、起業・経営の初心者であっ

ても、用語が全く分からなくても、ネットを活用してビジネスを構築するまでに必要な知識を、０からプロ

レベルにまで、たっぷり１４時間のセミナーで完全習得できます。もちろん、気になる章から、時間の空

いている時に少しずつ学べるから、忙しいサラリーマンでも、持っておくだけで生涯役に立つコンテンツ

です。 

 

２：稼げる金額が常識の１０倍になります 

→時短起業という概念をマスターすることで、稼げる金額が従来の１０倍レベルに跳ね上がります。１日

３時間の経営でも１年で月商 4,583 万円を達成した加藤将太だからこそ話せる、”時短起業”を知って、

あなたも最短・最速で資金０からリスク０で成功しませんか？ 

 

３：労働時間が５分の１になります 

→同じく、時短起業とは「労働時間を１日３時間にしつつ、それまでの１０倍稼ぐことを両立する概念」で

す。詳しくはセミナーでお話しますが、この概念を知ることで、あなたは１０倍の金額を稼ぎつつも、労働

時間を１日３時間にする、ということが両立できるようになります。 

 

４：現役の起業家・経営者であっても、経営の本質を知ることで更に経営を加速で

きます 

→経営の本質的な概念を分かりやすく、詳しく説明しますので、既にプロ経営者であっても、目からウロ

コが落ちたと感じられるような、経営という概念の再構築がなされるはずです。実際に、プロ経営者で、

会社を畳んだ後にこのセミナーを見て、「もっと早く出会っていれば、違う結果が出ていた」という感想を

くださる方もいらっしゃいます。あなたも今からこのセミナーを視聴し、更に経営を加速しませんか？ 

 

その０(特別編)の演目 

 

～起業 1 年目で 1 億円事業を売り上げた加藤将太が教える、 

時短起業で１年以内に最短・最速・リスク０で成功する方法～ 

 

[第 1 章]1 日 3 時間の経営でも、1 年以内に 1 億円事業を創る“時短起業”  

[第 2 章]最短・最速・リスク 0 を実現する次世代の起業テクニック  

[第 3 章]これが何でもない事業を 1 億円に育てる具体プランだ!!  

[第 4 章]誰でも簡単に経営者になれる！ 人の雇用と税金の知識  

[第 5 章]資金 0・人脈 0・副業から始めて、リスク 0 で 1 億円事業オーナーになる方法 

 

■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 
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次世代起業家育成セミナー視聴者の成果実例 

愛知県名古屋市の医療法人 つゆくさ歯科医院院長・小塚義男様提供 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

加藤さん 

こんにちは、小塚です。先日のセミナーの後、アドバイス通り実行していったところ、ど

んどん結果でてきましたので、経過報告をいたします。 

まず、求人用のホームページです。セミナーでの教育より求人のほうが断然大切というお

話は目から鱗でした。そして、メインのホームページとは別に求人ホームページを作った

ほうがいいということで、あれから早速作ってみました。（私の動画はまだ作っていない

です、どうも動画は得意じゃなくて・・） 

まだ求人広告をだしていないのですが、このページを先週末に公開したところ、いきなり一人衛生士の子から応

募がありました。このホームページを見て、ぜひとも当院で働きたいとのことでした。 

 

現在名古屋では、衛生士は募集しても全然来ないという状態なのに驚きました。 

歯科業界では、求人専用のホームページをつくっているところはほとんどなく（特に名古屋では）、さりとて、

衛生士や歯科医の求人ではどこも苦労している現状があり、ほかの医院に先んじて大きな一手を打てたことにと

ても満足しています。 ありがとうございます。 

また、前回のセミナー後のコンサルで議論していただいた小冊子ですが、筆不精の私のために、加藤さんをは

じめ精鋭陣の作ってくれたフレームがとても役立ち、先日やっとライティングがほぼ完了しました。たぶん、加

藤さんたちに手伝っていただいていなければ、来年になっても完成していなかったと思います。このまま完成さ

せてしまっても良かったかもしれませんが、ここまできたら完成度の高いものにしたいという欲求が生まれ、プ

ロのコピーライターであり、かつ歯周病患者で４０代の女性に、文章の手直しと一部漫画化をお願いしました。 

やはり、患者さん目線で書かれたものの方が響くだろうということと、またターゲットでもある４０代以降の

女性自身が書いたものが、患者さんの心に響くかなって考えました。また、活字だけだと読まれない恐れもある

かと思い、大切な部分だけは漫画化することで、お気軽に読めるように工夫もしてみようと思いました。こちら

も、また完成して結果がでましたら報告します。 

あと、医院全体としても、この半年間、セミナー等で教わったシステム化ということを念頭においていろいろ

取り組んできました。まだまだ足りない部分も多いのですが、だいぶシステム化ができてきて、私の雑務が減っ

てきました。 

先日、友人の歯科医が当院を見学に来たのですが、うちのスタッフが自分で考えてテキパキ動いている様を見

て驚いていました。以上、まだまだ足りないことも多いのですが、この半年で大きく進化したことに本当に感謝

します。ありがとうございました。 



■次世代起業家育成セミナー"MENSA"シリーズについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MENSA”シリーズその１：システム化０からの 10 億円事業最短・最速構築セミナー 

→加速する情報化社会で発生する"ブルーオーシャン"かつ"10 億稼げる領域"を一発で見抜き、０

から一瞬で 10 億稼ぎ、数年先を行くライバルをごぼう抜きにする方法 

[開催]2016 年 5 月 29 日 参加人数：８名限定 

“MNSA”シリーズその２：システム化スーパー魅力セミナー：魅力とパートナー、人生とお金、

コンプレックスと成功 

→世界で１％の配偶者を見つけ、好かれ、結ばれる。人生に必要なお金を手にし、人生史上最高

の充足感を得る。どうしようもないコンプレックスを克服し、戦わず成功者になる。 

[開催]2016 年 6 月 12 日 参加人数：10 名限定(予定) 

→これらのセミナーのうち、その１セミナーを今回、無料で差し上げます！ 

 

MENSA シリーズその１で得られる４つの力とは？ 

今回無料で配布するその１セミナーでは、“４つの力”と呼ばれる、 

10 億円事業を作る上で欠かせない起業・経営のエッセンスをお伝えします。 

 

○第１の力：未来予測力→世界レベルの未来学者とも意見を異にする加藤のオリジ

ナル未来予測観 
 

○第２の力：ビジネスモデル力→あえて１兆円未満のブルーオーシャンで王者にな

るための独自戦略 
 

○第３の力：商品開発力→高収益大企業をモデルとして更に現代風にアレンジした、

利益１０億円とブルーオーシャンを両立する独自ポジショニング 
 

○第４の力：組織構築力→歴史上登場した組織図全てを踏まえた上での現代型最適

組織(オリジナルモデル)の提案と、一見定性的な面接時の人材の見極め方・雇い方を

定量化・データ化・類型化し、採用や組織構築における失敗リスクを極限まで圧縮 
 

以上により１０億円の利益を最短・最速で出せる戦略を世界で初めて語りました。 
 

■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 

https://hair-este.me/jise_men/ 
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“MENSA”シリーズその１を見るメリット 

MENSAシリーズその１の内容を知っておくと・・・ 

 

・０から初めて 10億稼げるようになります 

→10億円事業を作る方法は知りたくありませんか？！累計利益で 10億以上、そして単年度利益も間も

なく 10 億円に到達見込みの加藤が語る、現在、及び将来実行する戦略を余すところなく公開。戦略を

作るための考え方や、具体例を豊富に話しますから、あなたも今から初めて、数年かけて０から１００万、

100万から１億、１億から 10億・・・とステップバイステップで稼ぐための指針を手にできます。 

 

・資金 0から初めて年 10万・100万・1000 万・1億・10億・100億・1000億稼ぐ方法を知る

ことができます。 

→実際に資金 0から年 10万・100万・1000万稼いだ後に年 1～10億の間で利益を出していて、年 100

億・1000億については高収益大企業の分析や長期に渡る定点観測から導かれた、年 10億稼ぐために

必要な"利益額に応じた最短・最速の戦略"をお伝えします。 

 

・最強のビジネスモデルが手に入ります 

→今までの戦略は、ただ巷にある「儲け話」を拾い上げて解説していただけなのですが、今回のセミナ

ーでは、そもそもその事業が「１億円を超えられるか」「10億円を超えられるか」といった重要な問いに答

えることを出発点とした、今までとは全く違うアプローチのビジネスの作り方を解説。つまり、今回お伝え

するビジネスモデルは、ある明確な基準を元に「その事業は利益で 10 億円出すのに妥当なのか」にシ

ッカリ答えられるものになっています。これは恐らく世界初の視点で、これを知るだけであなたの起業・

経営人生に大きな影響があると思います。 

 

・かなり正確で世界最先端の未来予測図が手に入ります 

→私は著名な未来学者の最先端の書籍等も読んでいますが、自身の論理思考から得られた結論とし

て、まだ世界中のどの未来学者も予言していない事実があり、それは実現すると確信しています。あな

たも、世界の最先端を超える加藤の未来予測図を得ませんか？セミナーで教えます。 

 

・コンサルタントになれます！ 

→まだほとんど誰にも知られていない理論をご紹介していますので、丸パクリはダメですが、視聴するこ

とで、他の人へのビジネスへの指導ができるようになります！つまり、これは、コンサルタントになってお

金を取れるようになるということです。もしあなたがネットビジネスでお金を稼ごうとしている場合、何らか

の形で顧客にビジネスを教えることになりますので、ハイレベルな起業・経営理論を知っておく事は、マ

ネタイズへの近道です。 

 

・揉めないパートナーシップの組み方と、組織の作り方を理解できます！ 

→パートナー選びはとても大事です。特に、組織を持つとなると、事業の急加速が期待できる反面、責

任の増大や、無能な社員を雇ってしまった時の損害、そして時間の無駄が甚だしいものです。通常

MBA でも扱われることが少ない採用の方法論について、机上の空論ではない、加藤が実際に１億円以

上と 5 年間を投資して得た、現時点で最高のパートナー選びの定量的な方程式をあなたにお伝えしま

す。 



“MENSA”シリーズその１ 演目 
【はじめに： "力の戦略ピラミッド"】 

（★）本日は【４つの力】を身に付けて、最短・最速で 10億円事業を稼げる最強の武器を手に

入れて頂きます 

 

【第１の力：未来予測力】 
（１）未来予測の最強ツール①：「四資源収束・高度化モデル」で人類の三大革命を読み解け!! 

（２）未来予測の最強ツール②：「サルから分かる人類情報史」でシンギュラリティ(知能爆発)

をさらっと知って 10億稼げ!! 

※生物→サル→ヒト(文明→農業→工業→金融→情報)→新人類 

（★）小話：２つの小話から究極の未来予測ビジョンを得よう in2016 

①人工知能は感情を持つか？ ②ディープラーニングって何？ 

 

【第２の力：ビジネスモデル力】(ドメイン(領域)を決定) 

（１）：年 10万円稼ぐ方法・年 100万円稼ぐ方法・年 1000万円稼ぐ方法・年１億円稼ぐ具体

的な方法とステップアップ法 

（２）：実践と理論から読み解く、年 10億円稼ぐ方法・年 100億円稼ぐ方法・年 1000億円稼

ぐ方法と、あなたが選ぶべき手段 

 

（途中休憩：実在の大手企業を知って、起業に強くなって経済ニュースにも明るくなる！ 

「14の高収益企業のビジネスモデル」を加藤が裏側までシッカリ分解して詳しくご紹介！） 

 

（３）：ビジネスモデルの最強ツール：「経営者６タイプ」で 10億のブルーオーシャンが簡単

に見つかる!! 

★オペレーションマネジメントタイプ ★組織マネジメントタイプ ★財テクタイプ ★政

治・保護産業タイプ ★ビジネスモデルタイプ ★商品開発タイプ(課金ポイント１個タイプ) 

 

【第３の力：商品開発力】 
（１）：商品開発の最強ツール：これで起業しても食いっぱぐれない！「製品ライフサイクル論」

であと何年飯が食えるか計算し、うまく波乗りして大金持ちになれ！ 

（２）：商品開発にイノベーションは必要は無い。既に今あるお金稼ぎの方法をシステム化すれ

ば商品になる！じゃあ、「どんなお金稼ぎにも共通する法則」と「システム化」をマスターすれ

ば、商品開発と経営には困らない！果たしてそれは？！  

 

【第４の力：組織力】 
（１）：これ１つ知っておけば OK!!MBAに通わなくても戦略が上から下まで分かる"MBA戦略

ピラミッド" 

（２）：これでもう組織図で迷わない!これが 10億円の利益を叩き出す次世代の組織図だ! 

①MBA式 ②ドラッカー式 ③シリコンバレー式 ④起業家式 ⑤次世代起業家式 

（３）これでもう親友と起業して揉めない!!パートナーシップ・利益や株式配分・最適スタート

人数 

（４）たった 10分の特に答えがある訳ではないアンケートでスター人材だけを見抜き採用失敗

確率をほぼ０にし、しかも右腕を見つけて 10年節約する方法 

 

【まとめ：「10億円と上場の科学」】 

（★）世界で初めて創られた利益 10億円以上や上場をブルーオーシャンで成し遂げる方程式が

これだ！！ 

 

■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 

https://hair-este.me/jise_men/ 
 

MENSA シリーズその１に参加した方の感想は次の通りです。
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セミナー参加者の声①Y.I さん(中小企業診断士・起業家・福岡県)



セミナー参加者の声②T.K さん(ビジネススクール大学院生・東京都) 



■今すぐ次世代起業家育成セミナー特別編＋”MENSA”シリーズその１を無料で手に入れる！■ 

https://hair-este.me/jise_men/ 
 

最後に：価値が 50 万円以上のセミナー群を、何故今回無料で配るのか？ 

 

…僕が日本に「ベンチャー企業」が増え、経済を活性化して欲しいと思っているからです。 

 

だから、あなたにもし起業の才能があるのなら、ぜひ起業して、 

お金持ちになりつつも、同時に、日本の経済を活性化して欲しいと思っているのです。 

 

ちなみに、僕の今の目標は年間利益２５～１００億円、時価総額で１０００億円相当の 

いわゆる「ユニコーン企業」を作り、教育における発言のプレゼンスを高めることです。 

 

そしてその「ユニコーン企業」が出来たら、 

その方法をみなさんにシェアしたいと思っています。 

 

現状の僕が３社経営する企業グループの 

合計年商は２．５～５億円。 

 

利益で数億円前後のレベル。 

 

まだまだ、１０億円には届いていませんが、 

そう遠くないうちに届くと思っています。 

 

そうなれば、同世代 No.1の起業家を名乗れると思っています。 

 

すると、ますます日本にベンチャー企業を増産するための 

発言のプレゼンスが高まります。 

 

そうなれば日本にとっても良い事なので、 

良いループがどんどん回り初めます。 

 

ユニコーン企業は、アメリカで毎年４社、 

日本で毎年１社現れています。 

 

日本とアメリカの人口差は２倍なので、出現率は２倍。 

 

でも、アメリカの時価総額ランキングトップ１０のうち半数以上が新興企業でテック関連。 

日本だと携帯会社以外はほぼテック関連も新興企業が無いという深刻な状況です。 

 

一つには IT 教育の差ですが、 

それ以上に巨大企業を優先し、小さな企業を叩き潰す日本の出る杭を打つ 

文化的風土が影響していると思います。 
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元々日本は２００年ほど鎖国していて、徳川家が反乱を恐れて 

同じく長い間統治に成功していた中国の儒教・特に朱子学の「恥ずかしい」という 

トライの精神をくじく分化を導入したと言う分析もあります。 

 

要するに出る杭が出ない。 

 

だって、出る杭が順調に出るならユニコーン企業→トップ企業になる会社が 

アメリカの半数はあるはずですからね。 

 

ということで、僕が新章のセミナーで教える作戦は、「元々出ない杭作戦」です。 

 

今回の最新セミナーでは、「市場 1兆円を超えるような大企業のいる領域じゃなくて、 

市場 1000億～1兆の微妙なブルーオーシャンでとっとと 10～100億儲けて、 

それ以上は狙わない微妙なブルーオーシャン戦略」をお伝えします。 

 

僕は、次世代起業家育成セミナー（通常の）シリーズ全５部作（その０～その４）で、０から利益で 1 億

円事業を作る方法を話しました。そして、新シリーズでは、利益で 10 億円事業を作る方法を話します。 

 

次に開催する次世代起業家育成セミナー“ユニコーン”シリーズは、 

僕が正真正銘、１０～２５億円稼いだあたりにお話しようと思いますが、 

利益で２５億～１００億円事業を作るための戦略をお話しようと思っています。 

 

そして、利益で１０～２５億ほど稼ぐユニコーン企業を日本で量産し、 

今日本に出現するユニコーン企業が１年で１社というのを、１年で２社レベルにしたいですね。 

 

そうなれば、文化はともかく、時価総額１０００億円という 

「大企業の入り口」の企業の出現割合で、現在経済１位のアメリカと戦えますね。 

 

ということで、僕は今後もしばらく、起業家教育・社会人教育していきます。 

 

あなたも、今回のセミナー群を見て、初心者は０から１億円稼ぐための最短・最速の方法論を得

て、中級者以上は、そろそろ１０００億円事業を作る入り口に立ってみませんか？ 

 

そして [お金を得て自由になる]✕[社会貢献]を両立し、充実した人生を過ごしませんか？ 

 

ちなみに、今回の MENSAシリーズの「その２」のセミナーで、この経済的な 

富と人生の豊かさを両立させるための面白いセミナーを実施します。 

 

以下にご登録の方にはその２シリーズもご案内するかもしれませんので、 

もし興味がありましたらまずは以下フォームから登録してみてください。 

 

ここまでお読みくださりありがとうございました。 
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加藤将太 
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■加藤将太のこれまでの歩み 
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