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 著者自己紹介

プチ修羅場をサバイバルする中で

「見る前に跳ぶ」ことの大切さと

ご縁のありがたさを学びました
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創業期ベンチャー：イマジニア
誰も売れないと思った株式投資ファミコンソフト

入社初日に緊急全社会議
リストなき飛び込みセールス
開口一番、返品リクエスト
夜はゲーム嫌いがデザイン
自分で作って自分で売る
誰も買ってくれない
マスメディアは賛否両論
結果は．．．．売れた！http://www.imagineer.co.jp/
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大企業の社内起業　日興證券
ファイナンシャルプランニング営業用システム

株屋体質の中で新サービス

外人部隊で社内営業から開始

文系なのにシステム責任者

独創的な相続診断システム開発

懐疑的な社員向け研修

一億総楽観の中でバブル崩壊

その直後に支店で講師の重荷
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システム化も情報発信も後進的

金融機関の眼・社会の眼

情報を出さなければ存続不能

環境対応を打ち出して苦難

３年前に第二創業のスタート

自社ブランド産みの苦しみ

まずは社員の意識改革から

日本でこそ創りえるＴシャツ

モノからコトへ

日本から世界へ

http://kume.jp/

老舗第二創業　久米繊維工業
ネットでの情報発信がなければ存続不可能

http://t-galaxy.com/
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それは、ふるさと日本で育てた素材を使って
着心地のよい「国産Ｔシャツメディア」を創ること

綿を育てた人、糸を紡いだ人、生地を編んだ人
裁断した人、ミシンを踏んだ人、プリントした人
そこに思い思いの絵や言葉を描いた人...
一枚のＴシャツに「みんなの笑顔」が浮かぶ

美しくて元気がでる「大切な宝物」を創りたい。

Ｔシャツで、自然と人と世界と

全部つながる喜びを子供たちに伝えたい。

　■わたしたちの夢～LOHASPAS企業へ
　　Lifestyle Of Health, Art, Smile , Peace And Sustainability

健
美
和
笑
環
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１０年続く１日１通の「縁尋奇妙」メール

学会や勉強会で出会う人に

毎日出すお礼状として開始

一個人として、無料の

メルマガ発行サービスで

日々知り合う異業種の

ネット縁者に向けて

今日感動したメールを選び

コメント付で1日1通配信

日経ベンチャー経営者

クラブにも連載されていためろんぱん「縁尋奇妙」

http://www.melonpan.net/mag.php?003030
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縁尋機妙　１対 ｎ
    n < 100 ?

縁尋奇妙　n 対 ｎ
   n < 1000×1000 ?

縁が尋ね巡って、その先々でまた新たな縁が結ばれ
そこにまた別天地の花が咲くこと

安岡流「縁尋機妙」安岡流「縁尋機妙」  とと  電脳「縁尋奇妙電脳「縁尋奇妙」」

縁尋奇妙 （経営よもやま話）の不思議

▼縁尋奇妙メール登録窓口

http://www.melonpan.net/mag.php?003030



9

Amazon.co.jp 最高位

　　　　　総 　合　2位

ビジネス・経済・キャリア

投資・金融・会社経営
コンピュータ・インターネット

           各部門　1位

おそらくは縁者による

ありがたいブログコミ

メルマガコミ・口コミ

のおかげです。深謝。

ネットコミだけで「メール道」重版の不思議

http://tinyurl.com/gwyrz
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■ All About　Ｔシャツガイド

その道のプロが

ユーザをガイドする

生活総合情報サイト

オンラインショッピングサイト

『All Aboutスタイルストア』

オールアバウト「Ｔシャツガイド」

http://allabout.co.jp/mensstyle/tshirt/
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http://itpro.nikkeibp.co.jp/watcher/kume/

日経ＩＴＰｒｏWatcher
「企業経営に活かすブログ道」

日経ベンチャー経営者倶楽部

 「経営者のためのＩＴ道場 」

http://nvc.nikkeibp.co.jp/report/tech/doujyou/
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http://blog.mutow-ms.jp/marketing/communication/

ムトウマーケティングサポート
「メール道/ブログ道/メディア道」

日経パソコンONLINE
 「商売繁盛　ITの焦点 」

http://pc.nikkeibp.co.jp/pc/netit/kume/
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CANPANブログで公益活動の自立を！
日本財団CANPANセンター理事+ブログ大賞審査委員長

http://blog.canpan.info/blog_award/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20061010/250206/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20061204/255729/

もちろん無料でスタート可能
社会性と志の高い人が集う
著作権なども守られる
アフィリエイトなどのリンク自由
　　　　　　　↓↓↓
賛同者・参加者が増える
公益法人の自立基盤

３つの大切な審査基準

１．思わず家族にも読ませたくなる
２．思わず自分も書きたくなる
３．思わず応援したくなる
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　■１億人のグリーンパワー。呼びかけ人
　▼１億人のグリーンパワー。
　　あなたのクリック（無料）が日本を+グリーンにします
　　http://www.1okunin.net/

　▼１億人のグリーンパワー。Tシャツスライドショー
　　東急ハンズ銀座店で流されたプロモーションビデオです
　　http://web.mac.com/nobukume/i/GreenPowerTshirts.html

　▼amazon「１億人のグリーンパワーTシャツ販売ページ」
　　全国どこからでもamazonで全作品を購入できます
　　http://tinyurl.com/6nxk98

　▼オールアバウト「１億人のグリーンパワー×ロフトワーク」
　　グリーンパワーへの思いを込めて23枚のＴシャツが生まれた物語
　　http://allabout.co.jp/mensstyle/tshirt/closeup/CU20080707A/
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「ARTによる地域おこし」
ヨソモノ・ワカモノ・バカモノの

新しい知恵とパワーを集めて

墨田区を活性化する私案

↓

花村えい子×ボンマルシェ

墨田北斎アートフェスティバル



16

経営者会報ブログ

社長の社長による社長のためのブログ道

社長のためのブログ道
http://board01.keikai.topblog.jp/

久米繊維社長「Tシャツ道」日記
http://kume.keikai.topblog.jp/
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明治大学商学部「ブログ起業論」講義ブログ
学生たちがブログで「ネットあきんど」体験

１年間かけて参加型講義
CANPAN無料ブログを活用
各人がブログで店を持つ
アフィリエイトでお手軽起業
ほれ込んだ商品を熱く語る
　　　　　　　↓↓↓
知情意よし・三方よし・
ＩＣＴよしの商人を育てる
ブログ公開＋書籍化

明治大学商学部「ベンチャービジネス論/
起業プランニング論」 講義ブログ
https://blog.canpan.info/meiji_venture/
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明大生との毎週一問百答

http://editors.keikai.topblog.jp/blog/g/
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明治大学の講義をまとめた本
「すぐやる！」技術がベストセラーに

見る前に跳ぶ＝まず行動するのが
苦手な日本の若者のために書いた本

７＆Y・アマゾンなどネット書店や
三省堂、紀伊国屋、有隣堂などの
ビジネス書ランキング上位にランクイン

http://blog.canpan.info/suguyaru/
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Part1 相手の懐にすぐ飛び込む！
Part2 周りを気にせずすぐやる！
Part3 失敗を怖がらずにすぐやる！
Part4 「自分」に負けずにすぐやる！
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みなさんのすぐやる度チェック！
本日、書名や私の名前で事前にネット検索しましたか?
すぐやる！技術の公式サイトやブログを読みましたか?
私の個人ブログや連載コラムを読みましたか?
すぐやる！技術を買って読みましたか?
私の好きな映画や本を知っていますか?
毎回、一番前の席で授業を受けていますか?
毎回、1つは質問をしますか?
毎回、講師と名刺交換をしますか?
毎回、今日の感想などを自分のブログに書いています?
毎回、お礼状やお礼メールを書いていますか
講師のメルマガやブログに登録して読み続けますか?
時には、ブログにコメントや感想メールを書きますか?
本やブログが面白ければ、また講演など聴きに行きますか?
いつか、会社などを訪ねて会いに行きたいと思いますか?
いつか、自分も本を出したいと思いましたか？
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Part1 相手の懐にすぐ飛び込む！
Q1 自分から率先して声をかけられない
Q2 いきなり電話をかけられない
Q3 最初のメールをどう書けばよいかわからない
Q4 出会いが「おつき合い」につながらない
Q5 忙しそうな先輩・上司に質問できない
Q6 上司や同僚とケンカできない
Q7 飛び込み営業ができない
Q8 断られると、食い下がることができない
Q9 相手が大物だと、つい遠慮してしまう
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Q1
自分から率先して
声をかけられない

Ａ１
１日１０人の
知らない人に
あいさつする
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Q3
最初のメールを
どう書けばよいか
わからない

A3
ググってウィキして
メールをしてから
面談する
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Q6
上司や同僚と
ケンカできない

Ａ６
「三方よし」を
確認したら
正々堂々と
ケンカする
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Q9
相手が大物だと
つい遠慮して
しまう

Ａ9
ググって
ウィキして
今週中に
大物にコンタクト
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Part2 周りを気にせずすぐやる！
Q10 真っ先に手を挙げられない
Q11 最前列に座れない
Q12 パーティ・懇親会などで浮いてしまう
Q13 「知識のなさ」がバレるのが怖い
Q14 人に聞かないと決断できない
Q15 空気を読みすぎて行動できない
Q16 周りにお願いや働きかけができない
Q17 周囲の眼が気になり行動できない
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Q11
最前列に
座れない

A11
最前列に座り
最初に挙手
一番に講師と
名刺交換
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Q12
パーティ・
懇親会などで
浮いてしまう

A12
名刺を熟視。
話のツボを
質問で探して
会話を弾ませる
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Q13
 「知識のなさ」
 がバレる
 のが怖い

A13
あえて初めて
の店に入り
知らないメニュー
を頼んでみる
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Q17
周囲の眼が気に
なり行動できない

A17
ブログで秘密を
明かしてみて
世間の反応を
確認する
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Part3 失敗を怖がらずにすぐやる！
Q18 一度失敗すると諦めてしまう
Q19 一気に加速できない。ブレーキをかける
Q20 タイミングを狙いすぎて動けない
Q21 めんどうくさいことはしたくない
Q22 大勢に反対されると自信をなくす
Q23 まずインターネットで調べないと行動できない
Q24 過去の失敗を引きずってしまう
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Q18
一度失敗すると諦
めてしまう

A18
１日１回は
失敗して、
その数を「貯金」
だと思って
記録する
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Q20
タイミングを
狙いすぎて
動けない

A20
すぐやる場合と
やらない場合の
「成功率推移表」
をつくる
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Q21
めんどうくさい
ことはしたくない

A21
誰もやりたがらない
ことに　手を挙げて
みる
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Q22
大勢に反対されると
自信をなくす

A22
みんな同じメニュー
をオーダーしたら
自分だけ
変えてみる
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Part4 「自分」に負けずにすぐやる！
Q25 プレッシャーに負けてしまう
Q26 段取り通りに実行できない
Q27 ゴールが見えないと途中で止まってしまう
Q28 経済的な理由で行動できない
Q29 ここ一番でアイデアが出てこない
Q30 安定している現状を壊したくない
Q31 自分の言葉で意見を言えない
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Q26
段取り通りに
実行できない

A26
自分「事業計画書」
をつくり
行動基準を決める
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Q27
ゴールが見えない
と途中で止まって
しまう

A27
やめようと思ったら
あと５分だけ
続けてみる
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Q29
ここ一番でアイデア
が出てこない

A29
課題と締切を
インプットしたら
忘れる
人に会う
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http://blog.canpan.info/suguyaru/
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「すぐやる！技術」著者×編集者対談
編集者：佐藤聖一さん

1977年新潟県生まれ。
明治大学卒業後、2000年、日本実業出版社に入社。
雑誌編集部を経て、現在ビジネス書の企画編集を担当。

主な担当書籍として、

久米信行『考えすぎて動けない人のためのすぐやる技術』

三宅裕之『いつでもやる気の英語勉強法』

大石哲之『３分でわかるロジカル・シンキングの基本』

がある。
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http://blog.canpan.info/suguyaru/
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＜連　載＞
日経パソコン
焦　点

経営者会報
社長のためのブログ道

日経ベンチャーONLINE
経営者のためのIT道場

ITproWatcher
企業経営に活かすブログ道

日経パソコンONLINE
商売繁盛！ＩＴの焦点）

All About Japan
Ｔシャツガイド

ムトウ通販ブログ
「メール道」　「ブログ道」

＜書　　籍＞
「メール道」　「ブログ道」
(NTT出版)

「すぐやる！技術」
（日本実業出版社）

ご清聴ありがとうございました


