斎藤一人 人間力

一人さんと二人で語った
信長著

480 分
信長出版

（ はじめに ）
この本は日本一の大富豪である斎藤一人さんと歌舞伎町のナンバーワンホスト
が作り上げた前代未聞とも呼べるべきもので我ながら物凄いコラボが実現した
と思っている。斎藤一人さんは「銀座まるかん」の創業者で 2003 年累積納税額
は 200 億円超で日本一位となって以降・日本一位の大富豪として知られている。
一方の僕はホストとして歌舞伎町で働きいわゆる“NO1 ホスト”を 28 回獲得し
“歌舞伎町ナンバーワンホストの信長”として名前を覚えていただいている。
現在僕の血となり肉となっている知識は読書から得たものが大きく海外の成功
哲学なる本を読み漁り、ホストという仕事で生かすことで NO1 という最高地位
に就くことが出来て読書は私の人生を変えてくれたものである。
一人さんとの運命の出会いはお弟子さんの高津りえさんの投稿インスタグラム
で何気なく“いいね”のご縁で、私の近著「成功は“気にしない人”だけが手に
入れる」を読んでいただき、一人さんに推薦していただくと大変気に入って帯に
推薦の声を寄せていただくことになり、最初は“あの一人さんから？”と信じら
れない気持ちでいっぱいだった、更に「選ばれる技術」朝日新聞出版・という本
にも推薦の声を頂き大変な売れ行きとなった、この出会いをきっかけに 15 年振
りに一人さんの本を読み漁って強烈な後悔の念、改めて一人さんの本から沢山
の事を学べたので僕は断言したい西洋に成功哲学の祖と言われるナポレオン・
ヒル、東洋に日本の斎藤一人という人物がいる、日本の財産ともいえる一人さん
の成功法則は絶対に後世に伝えるべきだ、と思っているタイミングでりえさん
が“一人さんが信長さんにお会いして、そのことを本にしたらいいのではと提案
を頂いているわ”と驚きの連絡を頂いた、これが今回の対談の運びとなった。
一人さんのようなお金持ちになりたい人、大きな成功を収めたい人もその夢を
叶えてくれるヒントや答えをあちこちに見つけることが出来ます、一人さんの
パワーをたっぷりとお届けします！

（ 対談の前に）2017 年 2 月のある日 JR の新小岩井駅に約束の 1 時間前に着
き約束の時間に斉藤りえさんのカウンセリングルームで待つこと 5 分、冷や汗
をかきながら“一人さんが来ましたよ！”の声で、そこにはメチャめちゃカッコ
のいいおじさまゴッドファーザーのようなドッシリトシタ存在感、その表情に
優しさがにじみ出て、とても若々しい、えっ！一人さんは 70 才に近い筈では？
僕よりちょっと先輩世代の 40 歳位にしか見えないダンディで素敵だった。P １

第1章 二人の出会い、そして成功のルールとは
信長～私の本のどこが良かったのでしょうか
一人～役に立ちそうなことが簡単に書かれてあるから、これからの時代はドン
ドンスピード時代になっているから役に立つことを簡単に書いているものしか
売れなくなるのでは、信長の場合はきちんと自身で体験したり実践したことを
書いているからいいんだよ、成功する法則って簡単なものだよ、本物っていうの
はとても単純なものだよ「話をする」だけに関していえば世の中には ①普通の
話を普通にする人と ②普通の話をわざと難しくする人と ③難しい話を簡単
にできる・3 つのタイプの人がいる、そもそも話す内容をどれだけ自分の中で
こなし難しいことを理解して簡単に説明できなきゃ駄目だね、基本的なやり方
はどんなビジネスだって大きな違いはなく全てのことは単純なんだよ。
成功への鍵
一人～成功の法則はリアルな実践から生まれる、本を書くときには“面白く、為
になり、読みやすい”こと。
成功と大成功の違いとは
一人～1 年分の仕事だったら 5 秒か 10 秒で終わっちゃう楽しく過ごしていれば
そんな楽しい気分の中から出たアイディアは絶対に上手くいくことばかりな
んの仕組みを作りたいときには仕組みが出来るし、商品を作りたいときには
商品ができる。
信長～人生で一番楽しかったことは何ですか
一人～毎日が最高に楽しい、でも今日よりは明日の方が楽しいよね！
信長～そんな生き方をするにはどうしたらいいの
一人～楽しい事しか考えないからだ
信長～人生で後悔したことはありますか
一人～ないね、自分が自分の人生の鍵を握っていることに気が付かないとダメ
僕は中学しか出ていないけれど高校の 3 年、大学の 4 年、あわせて 7 年間早
く社会に出て皆が大学を卒業する頃にはすでに大金持ちだった、大切な事は
他の人が嫌だと思うことを押し付けない事、うちの会社にはコンピュータも
なければインターネットもない。
江戸時代の商人だった紀伊国屋門左衛門なんて百万両も残した、彼は学校へも
行っていないし当時は電話もなかった “人からムリだよ！とか不可能だと云
われるほどに、じゃあ、やってやるよ！って、本当にポン！と、やっちやう”

～成功への鍵～大成功を目指すなら、自分を変えない、
故スティーブ・ジョブズ（アップル社の元 CEO）は
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“素晴らしい仕事をする唯一の方法は、それを好きになる事、情熱のないまま何
かを続けることは難しい”と。
一人さんは何度も“自分に向いていることをやるべきだ”
“自分だけの生き方
を追求する事で幸せになる事は可能なのだ”と。
人の心には愛と恐れしかない
信長～人生で怖いと思ったことはありませんか
一人～失敗する事は大切な事なのだ、人生って失敗から始まるものなんだよ！
失敗が怖くなくなったら人生って怖くなくなる、多くの人は失敗してはいけ
ないと思っているから自分を追い詰めてしまう、俺の中には失敗という概念
がない、パット閃く・神の閃きに失敗はない。
人間の心には愛と恐れしかない愛から生まれるものに失敗はない、自分のやる
ことが正しければ上手くいく筈なのだよ。
諸葛亮孔明に勝った斎藤一人！？
信長～いちばん最初に読んだ本は
一人～小学校の時に水滸伝。ある人は俺に「三国志」を読ませたかったがいきな
り大作だと難しいと教えられたから俺の架空の敵は諸葛亮孔明だった、こい
つより頭のいいやつはいないと言われたのでよし彼にできる事は全部やって
やるってね、荘子から老子から全部読んで諸葛亮孔明をやっつけようと勉強
して 20 歳を過ぎた頃に彼に勝ったと思う瞬間が来た（納税日本一の方が簡単
だった）どうやって彼に勝ったか？あいつは面白みに欠けたヤツだよ、勝負事
と言うのは自分の得意な事を相手の弱みにドンとぶつける。
彼の最大の長所は無欲、でも一番の弱みも無欲、ほかのやつらは慾があるから
その慾を刺激した方が勝てる、大将自ら浮気しないお堅い人間だと下にいる奴
らは息苦しくて仕方がない、俺だったら戦の前に女性達を連れてきてパッと盛
り上げてやる気を出す、相手の部下たちだって俺の所へ来るよ。
信長～若い人達に本を好きになってもらうには？
一人～良い本よりも面白い本を読ませるようにする、学校ではいきなり世界文
学全集なんて読ませるけど、それって逆に本嫌いにさせる事に、1 冊の本から
一つのことだけでも勉強になればそれで十分だ、昔は 1 日に 3 冊位は読んだ、
でも今はあまり読まない、本屋に行く時はエロ本を買う時ぐらいだ。
一人さんに男性ファンが多い理由
一人～コンビニでエロ本を選んでいたらファンの女性が近づいてきて「エロ本
を買うって本当なのですね！」って声をかけられたから、あんたのお師匠さん
は嘘をつくような人じゃないと言ったらすごく安心していたよ。自由に生き
てきたから金持ちになれた、ブランド物を買える様になっても百円ショップ
が好き、回転ずしの美味しさもあり食べ物に差をつける人は
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職業にも差をつける、それが良くない。
信長～お薦めの本とか作家は
一人～司馬遼太郎の本は面白くて為になる、世の中の仕組みと歴史が分かる
信長～一人さんに親近感を覚えた瞬間→一人さんは素の状態でエロ本を読む人
だった、完璧で近寄り難いという一人さんのイメージが、こんなにお茶目な一
人さんの素顔が見られ一気に距離感が縮まった気がする。

第2章 沢山の人を引き付ける一人さんならではの“人間力”
信長～お金持ちになる為に一番大切な事は
一人～人が係らない限りどんな物だって売る事はできないよ、だから“人間
通”になるしかないよね！この人はどんな時にお金を使うのだろう、どんな店
に行くんだろう、どんなものが好きなんだろうと相手の立場になりきって考え
る事だね、最終的に自分が好かれる人間になることで、21 世紀は自分の魅力
をアッピールする時代だよ。
信長～お金が欲しい人は人と仲良くなる、人間通こそが人生を制するのだから
ビジネスに欠かせない人間の感情が学べる良書“俺だったら 3 秒で売るね”
（フォレスト出版）を是非読んで頂きたい。
魅力的な人ってどんな人
一人～自分がどうしたら魅力的になれるか自分で考えられる人だよ、商品が売
れないなら、その商品に魅力が足りない事を考えられる人のこと。
信長～歌舞伎町にはホストが 5 千人いてお店が 200 店位で、その気になれば女
性は行きつけの店 10 店舗位、何人ものホストを指名して選ぶことが出来る
一人～魅力がある人っていうのは笑顔が違う、ただその笑顔に会いたくなる、そ
れがプロの笑顔、プロは人の心をとらえる話をして、それが極まってくると会
うだけで、ニコット笑うだけでもうその人は全てを解決してしまう。
本当に魅力ある人なら、その人が会場に入ってニコッと微笑むだけでもうその
人は全てを解決してしまう、会場に居る人達はもうその人に心を奪われて惚れ
惚れとしちゃうものなのだよ
～鏡の前で笑顔の練習をしよう！魅力的な笑顔になれるその日まで～
800 通のメッセージから感じた事
信長～最近本が売れて 2 ヶ月で 800 通以上のメッセージを頂いた、凄く嬉しく
てほぼ全員に返信、でももう少し相手の立場に立った方が良いというものも
あった。
一人～その人達を変えようとするより有料のセミナーにする事で本当に真剣に
学びたい人が集まってくる、何よりもお金ってエネルギーなの、本当に真剣に
学びたい人はいる、一人さん塾をやっているけど 1 ヶ月に
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1 万円で３千人位参加する、その人達はやはり真剣に話を聞いてくれる。
組織における理想的な人間関係とは
一人～俺は人間関係というものは怒ったりしなくても上手く行けるものと思っ
ているの。最終的に部下がいなくても、俺一人でやっていくからっていう 覚
悟があるかどうか、その境地に至ることが出来たら怖いものはない筈だよ、腹
が据っていない人間は人の上に立つ人間になれないのだよ。
“俺が皆を守るから、皆も俺を守”ってよく言うの、親は子を守り・子は親を
守る事で関係が成り立っているのだよ、その代わり俺が困るようなことをす
るなよ！つて、それが人間としての最低の仁義なのだよ。自分が部下にできる
事は全力で全部やってあげる、その代わり俺ができない事が出てきたりする
とお弟子さん達には得意な事を任せるようにすると相互に上手いく、部下の
立場の人は自分が経営者になったつもりで働けば一番いい、上司になったら
部下が働きやすい事をすればいいだけ。
成功へのカギ～部下を守り、部下から守られる親子のような関係を目指す
信長～どうしたら一人さんに怒られないの
一人～イライラしたり怒ったりするのは恐れや不安を感じるからなのだよ、
俺の場合、斎藤一人と言う自分を絶対信じているから恐れや不安はない
信長～イラっとしている人と仲良くやる方法はありますか
一人～ないね、遠ざかってあげると本人が気づくから、これも愛なのだよ、怒ら
ないのと教えるのは別だよ「ちょっといい話があるから」と呼んで「お前さ、
これだけはやめろよ」って教えるね、説教ではなくて相手が良くなる話だから、
もし上司だったとしても思う事を伝えるね、自分に困難な事が起きているの
は自分の魂レベルをアップさせる為に起きているのだから自分からそういう
行動をしないと何も変わらないよ、一発目にガツンとやらないと駄目なんだ
絡んでくる人って本当に弱い人なの。
成功へのカギ～上手くいかない人からは遠ざかることも愛
信長～一人さんは強い女性が好き
一人～俺は落ち込むことってないのだよね、もし落ち込みそうになったら面白
い事を考えのだよ、どうしようもなく笑っちゃうくらい面白い事をね。
部長に怒られて愚痴るより「部長なんか怒っても全然怖くないですよ、うちの
娘の方が怖いですよ！」と云える人、泣きごとを言う人より「俺、仕事が大好
きだよ！」って言える方が絶対に格好がいいよね、俺にとって優しい女性って
いうのは社会に出ても同じように通用する人だ、バリバリ仕事出来て稼げる
人、俺の彼女になるような女性で素敵だと思えるような女性は社会の荒波の
中で皆をなぎ倒すぐらい強い人。
信長～成功へのカギは男女ともに強い人であれ、自立している人
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何でもこなせる、その上で他の人への優しさや包容力を持つ事、銀座まるかん
は女性がパワフルに働き、全国の特約店の半数以上が女性スタッフだ、そんな
パワーのある女性達を纏めているのが一人さんなのだ、これからの日本は女性
の力を如何にうまく活用できるかが課題だ・・・
信長～どうやって自信をつければいいの
一人～子供時代に親から無償の愛を十分に受けていないと、大人になってもそ
れを他人に求めてしまう、ところが大人になると人間関係は無償の愛ではな
くなる、自分が何かを受け取る為にはこちらも何かを見返りにあげないと成
立しない、愛情を受けられなかった人にそのことをきちんと教えてあげない
と駄目だよ、そのままの自分に自信を持つしかない、本当に自信がある人はい
つも謙虚でいられる人だよ
成功へのカギ～ありのままの自分に自信を持て

第 3 章 ビジネスが上手くいく “四方良し” とは
一人～① 自分 ② 中間に入ってくれる人 ③ 商品・サービスを買ってくれるお客様
④ 世間もそれを見てよしと思ってくれる事 の 4 つが揃えば失敗はない
～価額設定は自分良しばかり考えていてもお客さんが納得しないと来ない、お客さんが
来ても自分良し、を考えていないと最終的に失敗する。
～成功へのカギ～ビジネスに関わるすべての人をハッピーに
信長～どうして 「銀座まるかん」 の社員は少数精鋭なの
一人～本社には 5 名しかいない、10 人でやる仕事を 7～8 人でやる、そうすると怠け者
は逃げていく、そして働き者だけが残る、俺の下には 5 人しかいなくて定年もないの。
俺は安心してみんなに仕事を任せ、みんなは安心して経営を俺に任せている。
信長～仕事をする上で一番大切にしている事は
一人～黒字を出すここと、自分が仕事を楽しむこと、二つが揃うこと。
ビジネスは固定費を賭けないで “小さく” が基本だよ
信長～本当のリーダーシップとは
一人～リーダーなら下にいる人達に親分の事を大好きになってもらう事が大事、やる気
のあるものを伸ばし、やる気のない人はやる気のある人と入れ替えてしまう、人を雇う
人は断る勇気も必要だ、人を育てるなんておこがましい。
信長～信頼出来る人かどうかの見分け方
一人～全てを割り勘にする、元々がお金持ちだった人は 「お金が無くなったらみんな
が去って行った」 と、無計画に散財する自分が悪い。
信長～失った情熱を取り戻す為には
一人～一度自分というものの原点に返ってもらう、その人の好きな事をドンドン聞くこと、
人は誰でも情熱がある、情熱を取り戻したい時は好きな事を思い出してみる P ６

ワクワクする事を追求すれば全てがうまくいく～成功法則の基本中の基本
第 4 章 今から未来を切り開いていく人々の生き方の参考
信長～お金持ちの近道はあるの
一人～手っ取り早くお金持ちになる方法なんてないの、時代の変化にきちんと対応して
いかないと、自分が根っこから好きな事をやっていれば自然と道は開かれて、成功
するようになっているもの、お金には稼ぐ能力と維持できるという 2 つの能力が必要で
それぞれ全く別の能力だよ。
信長～自分の弱点をどう克服するの
一人～今やりたいのは “自信のない人に、自信を持たせてあげる事” で “答えは一
つではない” という事を教えたい、一人一人に幸せがあるという事、ウツの苦しみを
知っているのはウツの人だけ、だからウツの本を書いたりするといい。
弱点こそが最大の武器になる事を知っておく、自分に優しくする事。
信長～若者たちはどんな生き方を目指すべき
一人～大人こそ勉強する事で、他の人と凄く差がつくよ、失敗しても、この方法が駄目
だという事が分かったなら、それはある意味では成功では！人はその瞬間には最高
の判断でやっているから、さっさと前を向いてやり直す。
信長～人生の目標について
一人～頭で考えた目標はダメ “心から湧き上がってきた目標” じゃあないとね！
エネルギーも内側から挙がって来るもの、なんだ
信長～成功する人の性格は
一人～諦めずに改良し続けることが出来る人は必ず成功する
信長～一人さんはどうして話が上手の
一人～どうしたらもっと他の人に分かり易く自分の話を伝えられるか思っている、それと
“親になりきる” こと、親だったら放っておかないよね
信長～人前で話すとき大事なことは何ですか
一人～たどたどしくても、途中でつかえても、失敗してもいい、やって開き直る事。
とにかく全体的に楽しい事が 8 割で、為になる話が 2 割位かな 「笑う事に関して誰も
傷つけない事」 が私のルールだ、勿論・自分も傷つけない事
信長～嫉妬心が沸き上がったらどうするの
一人～嫉妬や妬みは不安や恐れの感情があるからでそんな感情を持つと結果は必ず
悪い方向へ行ってしまう、どんな時でも必ず相手を肯定してあげるの。
一人さんのモットーは “自分に優しく、人にやさしく” 自分が出来る事をできない人に
向かって “大丈夫だよ！こういう方法があるよ！” ってね。
信長～モテル男、モテル女になるには
一人～モテルとか持てないは次のことでマイナスのものを取り去ってゼロにする。 P ７

お金と女は自己責任なの、結婚すると浮気が出来るの、でも彼女は一人でも大変な
のに二人になると 100 倍も千倍も大変になる。
信長～一人さんが政治家になったら
一人～楽しく稼いでキチンと税金を払えることが政治家になるよりも必要だと思ったから
事業家になった、法人税が上がろうがサッカーのルールと同じで、そのルールに従い
ながらきちんと勝てばいい。
信長～一人さんがホストクラブを作るなら
一人～仕事をしていても女性といても、誰といても楽しくしたいし、今こうして話している
時間も楽しんでいたいから、いつもどうしたら楽しくいられるか考えているよ。
信長～この世で人生を終えたとき、神様から “人生を楽しみましたか？” って聞かれ
るかもしれませんね
一人～絶対に聞かれる！それから “人に親切にしましたか？” と、
とにかく生きている内に精一杯楽しまなきゃあ駄目だよ
信長～成功へのカギ～楽しむことが全て、今日の対談で一番の収穫は一緒にいて驚く
のは常に前向きで明るく、一緒にいるだけで楽しくなってしまうこと。

（ おわりに ）
信長～「失敗したことは」
一人～“ないね”
全て瞬時に迷いもなく鮮やかな即答、一人さんの事を “どれだけの人” という一言で
ぴったりの言葉を見つけた “天才” という言葉だ、では何の天才で？ 商売の天才？
いや、きっと “人間の天才” なのだと思う、人間力が積み上げられピッカピッカになる迄
磨き上げられた “人間の天才” なのだ。
最後に僕の人生に突然登場してくれた斎藤一人さんに感謝を込めて “どうもありがとう
ございます！”
（ 追って ）
私のホスト人生で培った全てを 「メルマガ」 で公開しています。
公式サイト http://www.r-nobunaga.com/ 感想をお待ちしています。

