
どうも、神楽です。 

 

今回の RE7 なんですが、 

ちょっと⽣々しい話になってます。 

 

⾃⼰投資がテーマですが、 

 

基本、この考え⽅で⾃⼰投資すれば、 

絶対に間違わないし、 

 

費⽤対効果が抜群になる。 

 

けれど、この考え⽅以外で⾃⼰投資すれば、 

⾼確率で無駄になってしまう。 

 

という内容のメールになってます。 

 

 



後者をみんなやりがちなので 

 

夢や⽬標が叶うお⾦の使い⽅を 

⾒ていきましょう。 

 

 

【まず現代は選択肢が多すぎ問題について】 

 

⼤前提として、 

 

⼈は選択肢が多いと迷って⾏動が⽌まる 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

という性質を持っています。 

 

 

恋愛で結果を出したければ、 

 



A さん「まずは⾒た⽬を磨こう」 

B さん「いや、トーク⼒を鍛えよう」 

C さん「いやいや、マインドだよ」 

 

なーんて⾔われると 

 

初⼼者ほど、迷って⾏動が⽌まります。 

 

 

あれだけ、グーグル先⽣や、YouTube で、 

恋愛の情報が蔓延しているのに、 

 

モテ男で⽇本が埋め尽くされないのは、 

 

いろんな⼈が、いろんなことを⾔って、 

 

選択肢が多すぎて迷ってしまい、 

⾏動が⽌まってしまう⼈が多いからです。 



 

誰もが⾃由に発信できる現代において 

 

顕著に現れていると⾔えます。 

 

 

【結論。情報は 1 つに絞るべし】 

 

なので、僕らは 

（恋愛のチャレンジ問わずですけど） 

 

A さん「まずは⾒た⽬を磨こう」 

B さん「いや、トーク⼒を鍛えよう」 

C さん「いやいや、マインドだよ」 

 

こういうことを⾔われるより 

 

「モテたいならまず⾒た⽬変えること⼀択」 



 

って、ハッキリと断⾔される⽅が 

 

安⼼して、⾏動できるわけです。 

 

 

僕が筋トレでパーソナルを選択したり、 

 

英語で RIZAP イングリッシュを 

選んだ理由もここにあるんですが、 

 

本、YouTube、我流、いずれの場合も、 

 

⽬の前に⼤量の選択肢が広がって、 

⾏動すら始めることができない。 

 

継続もクソもないと、わかっていたので、 

 



プロ 1 ⼈に絞って、 

 

学び、実践することに決めたんです。 

 

 

筋トレも英会話も、 

 

正解が⼈によって、違うからです。 

 

たくさんの情報に振り回わされていては 

キリが無いわけです。 

 

 

繰り返しにはなりますが、 

 

⼈は選択肢が多いと迷って⾏動が⽌まる 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

だから情報は 1 つに絞るべし 



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

これを知っておくのが⼤事です。 

 

 

今までの RE シリーズと話が繋がりますが、 

 

この⼈間の⼼理を理解している⼈ほど、 

 

絶対に我流でやらないし、 

真っ先にプロ 1 ⼈に頼るという 

 

合理的な選択ができるようになります。 

 

 

【ゆーて、ポジショントークやろ】 

 

「ゆーて、神楽の RIZAP企画的なものを 



買わせたいから、 

 

ポジショントークやろ！」 

 

って、思うかもしれません。 

 

もちろんそれもありますが、 

 

でも単なる事実でもあります。 

 

 

僕は今までリアルで、100⼈以上、 

SNSも合わせると 1000⼈以上は、 

 

何かしらの⾃⼰実現 

（恋愛とかビジネスが多い） 

 

を、⽬指す⼈達を⾒てきましたが 



 

・プロ 1 ⼈に絞って⾼額な⾃⼰投資する⼈ 

・あれこれと少額なものに⼿を出す⼈ 

 

両者では、 

 

前者の⽅が圧倒的に結果を叩き出す 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

という事実を⽬の当たりにしてきました。 

 

 

というか、後者の⼈で結果出してる⼈を 

 

僕は知らないです。 

 

⼤体ノウハウコレクターか、 

アンチになってしまって、 



 

いずれはどこかへ⾏ってしまいます。 

 

 

【成功者ほど、⾼額商品を買ってる事実】 

 

事実、成功者と呼ばれる⼈ほど、 

 

⾼額商品を買うのを知っていましたか？ 

 

 

たとえばですけど、 

 

筋トレでガチっている⼈であれば、 

 

サプリに⾷費、⽉に 10 万とか 20 万とか、 

それくらい当たり前に使って、 

 



⾁体を改造して仕上げていきます。 

 

あとはパーソナルで、 

増量や減量のアドバイスをもらったり、 

 

⾁体のコンディション確認してもらったり。 

 

⾁体改造でも本気の⼈は、 

これくらい⾼額なお⾦を使っています。 

 

 

恋愛でも、本気の⼈は⾼額コンサルを 

当たり前に受けてるし、 

 

マッチングアプリの 1 つである 

 

バチェラーデートというサービスの 

最上位コースは⽉額 10 万くらいしますが、 



 

それにお⾦を⽀払う⼈もいます。 

 

恋愛に対して本気の⼈は、 

 

そこまで投資するでしょう。 

 

 

⾃⼰実現を 100％達成する⼈ほど、 

 

何かしら⽬標に関係あることに、 

⼤きなお⾦を惜しまず使っている事実が、 

 

彼らを知れば知るほど⾒えてきます。 

 

 

そんなこと⾔わずに、 

 



サラッと、しれっと、 

結果出しているのがカッコ良いとか、 

 

先⽣ポジションを取る必要があるから、 

わざわざ⾔わない⼈が多いですけど、 

 

世の中で結果出している凄い⼈の 

ほとんどが、これを実はやってます。 

 

 

僕も、パーソナルのときも、 

RIZAP イングリッシュのときも、 

 

やはり⾼額な⾃⼰投資をしています。 

 

パーソナルが 100 万円以上、 

英会話が 50 万円以上かけてきました。 

 



 

過去を振り返って、 

 

恋愛のコンサルも合計で 100 万以上、 

ビジネスは 500 万〜600 万 

 

くらい使ってきました。 

 

 

結果出す⼈は、使うべき部分で、 

 

ガツンとお⾦を使うことができる⼈です。 

 

 

【⼤⾦を使うことの本当のワケ】 

 

ちょっと考えてみてください。 

 



「毎⽇の継続が⼤切だ」 

 

と、書かれている 1000 円の本と、 

 

「毎⽇の継続が⼤切だよ」 

 

と、⾔われる 100 万のコンサル 

 

どちらがこの⾔葉を 

 

より真剣に咀嚼しようとするでしょうか？ 

 

答えは、明確に後者だと断⾔できます。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

 

⼤きなお⾦を使って⾃⼰投資する。 

 



これの⼀番の⽬的は、 

 

実は質のよい知識を 

プロから得ることではありません。 

 

 

もちろんそれも当たり前にありますが、 

 

そっちよりも、 

 

⾔われたことを⼤事にして、反復して、 

⾃分の⼈⽣により本気で活かそうとする 

 

「姿勢」がそのもの⼿に⼊ること。 

 

これが⼀番のメリットになります。 

 

 



1000 円の本があれば、 

 

恋愛、ビジネス、⾁体改造、などなど 

 

学べるには学べるでしょう。 

 

極端に間違った情報も 

 

そこまで多くは無いと思います。 

 

 

でも学ぶ側が、受けとる側の姿勢が 

 

1000 円じゃ本気になれないんです。 

 

物事の上達には、 

 

何度も勉強し、実践し、振り返り、復習して、 



また学習して、実践して、また振り返って、 

 

これらの過程が必須です。 

 

 

でも、1000 円の本にマーカー引いて、 

付箋を貼りまくって、 

 

ボロボロになるくらい読み込んで、 

 

丸暗記するレベルで、⼤切に扱える⼈って、 

まあ、化け物なわけですよ。 

 

99％いないんじゃないかなと。 

 

 

僕も本はたくさん買ってきましたが、 

 



何度も擦り切れるほど、読んでるのは、 

ジャンプ系の漫画だけです。 

 

活字の本は良くて 2、3回読むくらいで、 

内容も覚えていません。 

 

 

受け⼿の本気スイッチを⼊れるために 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

⾼額の商品というものは存在している 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

ということが⾔いたいです。 

 

 

RIZAP イングリッシュのレビューで 

50 万円は⾼すぎる。 

 



⾃分で学習できるやろ www 

 

みたいなレビューあるけど、 

 

⼈間の性質を 

なーーんもわかっちゃいないわけです。 

 

 

朝起きて、⾝⽀度して、仕事に⾏って、 

帰って飯⾷って、そこからさぁ英語やるぞ！ 

 

と、寝る間を惜しんで 

 

せっせと勉強できる⼈には、 

 

確かに不必要かもしれませんが、 

 

そんな⼈間、僕も含めて、 



まあそうそう居ないわけですよ。 

 

 

⼤⾦払ってコミットするから、 

やらんと勿体ないって気持ちが芽⽣えるし、 

 

我流でやって、変な⽅向に向かって、 

タイムロスしないことも、勿論あるけど、 

 

それ以上に、 

 

受け⼿の本気スイッチを⼊れることが、 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

⼤きなお⾦を使うことの本当の意味です。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

 

【そんなお⾦無いんだけど・・・】 



 

じゃあ、恋愛を学ぶのに 100 万かかりますと。 

 

クレカ 24 分割があって、 

⽉々4 万ちょっとで学べますよと。 

 

「・・・いや⾼すぎ。4 万も払えんわ」 

 

って、思うのであれば、 

 

それは恋愛をマスターするメリットを 

 

本当の意味で理解できていないからです。 

 

 

たとえば、恋愛を 30 歳でマスターして、 

 

⽣涯死ぬまで、恋愛スキルを駆使して、 



 

⼥性を魅了できるとしましょう。 

 

 

そしたら⾃信付きまくるし、 

⼥の⼦を選べる⽴場になれるし、 

 

仕事も上⼿くいくようになって、 

 

⽂字通り⼈⽣が変わりますが、 

 

 

ここで⽉ 4万円ちょっとが捻出できない⼈は 

 

（借⾦とか、特別な事情は除く） 

 

そんな⾃分になれる可能性<<<⽉々4 万円 

 



という不等式になっているので、 

 

うーん、⾃分や恋愛の可能性を 

 

過⼩評価しすぎなのでは？ 

 

と、思います。 

 

 

僕は恋愛、ビジネス、⾁体改造のスキルを 

 

「1億で買い取るよ！」 

 

って、⾔われても 

 

絶対に売りたくないです。 

 

 



RIZAP イングリッシュの 

美⼈トレーナーさんも 

 

「英会話スキル 1億でも売らない」 

 

と、⾔っておられました。 

 

 

恋愛、⾁体、ビジネス、英会話 

 

この辺のスキルを極めることは、 

 

1億円より価値があるってことです。 

 

 

銀⾏預⾦＝円の将来性を信じる 

株式投資＝企業の将来性を信じる 

仮想通貨＝仮想通貨の将来性を信じる 



⾃⼰投資＝⾃分の将来性を信じる 

 

だと思ってますが、 

 

100 万円（24 分割でも⽉々4 万円ちょい） 

 

⾃分にお⾦をかけられないということは、 

 

⾃分の将来のポテンシャルを 

信じきれないということなので、 

 

そういう⼈に、 

⾃⼰実現は厳しいかなーと思うのが、 

 

ぶっちゃけた本⾳です。 

 

 

ってか、そういう基準の⼈が、 



 

何かを成し遂げてるのを、 

 

僕は、⾒たことが無いんですよね。 

 

 

結果出す⼈は、こうやって、 

⾼額商品にお⾦を払うときに考えて、 

 

GOするか、しないか判断しています。 

 

⾃分の将来に明らかに 100 万円以上の 

リターンをもたらす⾃⼰投資なら、 

 

迷わず GOできるんです。 

 

 

正直、⽣々しすぎて 



このメール公開するか迷ったんですが、 

 

でも、成果出す⼈の真実を 

 

RE シリーズでは、 

暴露していこうと決めたので、 

 

公開することにしました。 

 

 

・・・ということで 

 

RE⑦は以上になります。 

 

感想やアウトプットがあればぜひください。 

 

それでは！ 

 



 

【追伸】 

 

6 ⽉ 29⽇（⽔）から 

 

神楽の RIZAP的、企画がスタートします。 

 

今までの RE シリーズが、 

グサグサ来てる⼈は、絶対にオススメです。 

 

サービスの内容的に、⾼額にはなりますが、 

かなりの⾶躍をお約束できます。 

 

楽しみにしていてください。 

 


