
ガンプラ３視点レポート 

ロジャーです。 

『ビジネス的な視点で物事を見てみよう』 

こんな感じのことを、メルマガでちょくちょく言ってますが、 
このレポートは、まさにその実例です。 

思考している人間にとっては、遊びであろうと、 
恋愛だろうと、目に入るもの、体験したこと、何もかも全てが学びです。 

『思考停止人間』と『常時思考人間』では、やはりインプットできる情報量が違います。 
そして入ってくる情報量が違えば、アウトプットで出せる情報量が違います。 

「記事を書こうとしても手が止まってしまうんです」 
そんな相談をたくさん受けてきましたし、未だにそういう相談を受けますが、 

大抵の原因は 

・そもそもインプットしてないから、話せることが少ない 
・思考の深さが足りてないから、インプットの吸収率が悪く、話せることが少ない 

こんな感じかと思われます、というか、ほぼ間違いなくこれです。 

なので、ちょっと思考の実例をシェアしておこうかなーと思います。 

“何か”に触れて、刺激が入力されたときに、どんな風に“思考”が走るのか？ 
↑これを見せるのに、ちょうど良い事例が最近起こりまして、 

それが『ガンプラ』です、ガンダムのプラモデルですね。 

最近、16年ぶりにガンプラを買って、自分で組み立てて、作ってみたんですけど、 
『マジでおもろいな、すげーなこれ』ってことに気づきまくりました。 



子供も頃は、ガンプラ作ったとしても 
「わーい、できたーやったー！（鼻ホジホジ）」的なノリだったけど 
今は、マジで考えてることが全然違う。 

自分で言うのもキモいけど、やっぱビジネスを始める前と 
今では見えている視点も違うし、思考レベルが違うんだな、と。 

自分でビジネスを勉強して、思考を鍛えてなかったら、 
気づけなかった『ガンプラのマジで凄いポイント』がありまくりで、 

元々は、完全プライベートな遊びのつもりで、ガンプラ買ったんですけど、 
想定外に勉強にあることがありすぎたので、 
気づいたこと・学んだことをレポートとしてシェアしておきます。 

新しい視点が死ぬほどあると思うので、 
ぜひ感想・アウトプット、お待ちしてます。 

読んだ人の反応、何を感じたか、どう思ったのか、気になります。 
ぜひ待ってます。 

では、ガンプラレポートです。 

読みやすいように、物語形式にしたので、 
敬語は省略させてもらいます。 
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ある日、俺は、 

「オススメのアニメ作品とか、自分が見てきた好きな作品を 
　ザーッとまとめて紹介する記事でも作ろうかな～」的なことを思いついて、 

今まで自分がハマってきたアニメや漫画、 
ゲームなどの作品を自分の人生年表にしてまとめていた。 

よーし、じゃあとりあえず見たことあるアニメを 
バーっとチェックしていくかー 



歴代アニメ作品をググりながら、昔の記憶を辿る。 
2000年代のアニメ一覧…うわあ…懐かしっ！ 

やっぱポケモンはやっぱ外せないよなあ。 
捨てられたヒトカゲの話が個人的にめちゃ感動したなあ… 

デジモンも見てたなあ。ぶっちゃけアニメの内容、ほとんど覚えてないけど。笑 
でも主題歌のbutterflyだけは覚えてる、そして俺の世代の人はみんな何故か歌える。 

お！ベイブレード！！めっちゃ懐かしい。めっちゃ流行ってた。ブームすぎて、売り切れまくって
た記憶がある。ドライガー持ってたなあ。小学校の友達にベイブレードをパクられたの、超悲し
かったなあ… 

出ました、NARUTO。俺が小学生の頃、唯一集めてた漫画。数ヶ月に一度、買ってもらえる
NARUTOが超楽しみだったなあ。術を出したくて、印を結ぶ練習とかしてた。 

そして、 
『機動戦士ガンダムSEED』という文字が目に入る。 

うわわあああーーーー！！！！ガンダムかーーー！ 
めっちゃ懐かしいーーーーーーーーーーー！ 

俺は、小学生の頃に、このガンダムSEEDというアニメ作品に出会ったおかげで、 
ロボットや、SF作品に派生して、さらに機械、クルマ、バイクなどが好きになった。 

すべてはガンダムが原点だった。 

アニメで言えば 
マクロス、エヴァンゲリオン、エウレカセブン、ラーゼフォン… 

SF作品でいえば、 
スターウォーズ、ターミネーター、トランスフォーマー、攻殻機動隊… 

ゲームで言えば、 
メタルギアシリーズ、ZOE、スパロボ、アーマードコア、ヴァーチャロンマーズ… 

バイクは、KAWASAKIのH2が最高にカッコいい。でも乗ったら速すぎて死にそう。 

知らない人からすれば呪文だろうなあ。 
でもどれも素晴らしい作品で、その作品たちに出会うきっかけをくれたのはガンダムだ。 



ガンダムを全く知らない人からすれば、 
多分、これ↓を想像すると思うんだけど、 

これだけじゃなくて、実はビビるほどに、たくさんシリーズがある。 

全身タイツで叫びながら闘う、ぶっ飛んだガンダム作品もあるし、 
宇宙海賊的なガンダム作品もあったりします。 

あ、あとちょっとしたトリビアですけど、『黒歴史』って言葉あるじゃないですか。 
今、普通に使われてますけど、あれは元ネタはガンダムです。（∀ガンダムという作品の用語） 

シャアとか渋いけど20歳。 

で、俺が初めて見た『機動戦士ガンダムSEED』のストーリーは、 
割とガンダムシリーズの中でも王道で、『少年、少女たちが戦争に巻き込まれていく話』ですね。 

この作品をきっかけに、俺はロボットが好きになったし、ガンダムが好きになった。 
あと、エロに目覚めた。そして、人の命の重さや正義、戦争、核兵器のことを考えるきっかけに
なった。 

ガンダムというと、子供向けのロボットアニメで 
ただただロボット同士でドンパチするようなイメージがあるかもしれないけど 
実は全然違う。戦争を通して、様々な人間ドラマが描かれる。 

幼なじみに友人を殺されたり、幼なじみの友達を殺してしまったり、 
エースパイロットに彼女を寝取られたり、ドロドロな部分まで、かなりリアルに描かれる。 



ガンダムを見るまで、綺麗に取り繕われたアニメしか見たことのなかった俺は 
戦争、人の死、恋愛、エロ、ロボットが描かれていたガンダムを見て、衝撃を受けた。 

というか、見てると大人になれる気がした。 
ちなみに、俺が初めてエロに目覚めたのはガンダムSEEDに原因がある。 

まず、OPがエロかった。ヒロインが神秘的なノリでおっぱい揺らしながら、真っ裸で登場するん
だけど、当時の俺からすれば、ただのエロだった。 

あと、ラクス・クラインっていうピング髪の清楚系なお姫様のキャラクターがめっちゃ可愛かっ
た。小学生の頃、親のパソコンでエロ画像、検索してた。 

画像引用元：ピクシブ 

まあそれはどうでもいいか。 

そんなわけで、俺は色々な面でガンダムの影響を受けまくって、その世界に引き込まれ、 
他のガンダムのアニメも見るようになって、それから俺は『ガンプラ』にハマった。 

俺にとって『ガンプラ』はとても好都合だった。 

なぜなら、非常にコスパの良いおもちゃだから。 
1500円とか、もっと安くて小さい奴だと、600円とかでプラモデルが手に入る。 

しかも小学生にとっては、作り終わるまでにちょうどよく時間がかかるし、 
組み立てて作ってからもガンプラを動かして、 

「ピュウン！ピュウン！」 
（ビームライフルの音） 

https://dic.pixiv.net/a/%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3


「ピキュルルルリリリーーーン！」 
（ニュータイプの音） 

「ブッピガン！ブッピガン！」 
（ガンダムアニメ特有の、あのSE） 

って言いながら、人形遊びみたいに楽しめた。とてもコスパが良かった。 

そんな昔を思い出して、ノスタルジックな気分になった俺は 
またガンプラを作りたいなあ、という衝動に駆られてしまった。 

あーそういえば、 
もっと高級で、本格的なガンプラ作ってみたかったんだよな、昔の俺は。 

そうだ、子供の頃にやり残したことは、やっておこう。 

昔は買えなかった、ちょっと高級なガンプラ買ってやろうかな。 
そんな気持ちになり、俺はガンプラのサイトをチェックし始めた。 

そしたら、もう痺れるほどに 
かっこいいキットを見つけてしまった。 



画像引用元：プレミアム バンダイ 

か、かっけええーーーー。 

多分、ガンダム知らない人からすれば 
「え？これ、ガンダムなの？なんか違くね？」 
ってリアクションだと思うんだけど、これは敵側のロボット。 

味方ロボットは、白くてツノの生えたガンダムが多いんだけど、 
敵ロボットは大体、こんな感じの『悪そうなデザイン』が多い。 

これがまたカッコイイ。妖艶で悪魔的なデザインに中二心がそそられる。 

で、とりあえずこれをポチって、ペンチも用意。 
ちなみに、数量限定の受注生産品だったので、 
普通のガンプラ相場よりもちょい高めで、6000円くらいだったかな。 

小学生の俺だったら、間違いなく手に入らなかった。 
そういう意味で、俺はとてもワクワクした。 

今では6000円なら別に高いとは思わないはずなのに、 
ノスタルジックな感情の影響で、高い買い物をした気分になって、すごくワクワクした。 

子供の頃に、置いて来てしまった夢を取り戻した感覚。 
あの頃のワクワクな気持ちが蘇ってくる。 

そしてガンプラ、無事に到着。 

https://p-bandai.jp/hobby/special-1000011663/


箱はこんな感じ。結構、箱大きいから、通販で買う方が楽。 
開けると、こんな感じにパーツがついてる。 

↑テンション上がりすぎて、速攻で組み立て始めたせいで 
もうほとんどパーツ切り取っちゃってるけど… 

そして説明書はこんな感じ。 

初めて見た人は「うわあ…大変そう…難しそう…めんどくさそう…」 

そんなリアクションだと思うんだけど、その負の感情がガンプラの逆に良いところでもある。 
（これについては、後述する） 



組み立て自体はすごく簡単だし、説明書もわかりやすく丁寧なので特に苦戦せずに完成。 
３時間くらいで組み立て完了しましたね。 
（小学生の頃だったら、もっと苦戦してたと思うけど） 

出来上がったプラモデルがこれ↓ 

 
めっちゃカッコいい。写真じゃ分かりにくいけど、実物は結構大きくて迫力あるし、細部まで作
り込まれてるから、もう痺れるほどにカッコいい。 

何より、作っていて、楽しかった。 
あまりにもワクワクして、ずっとにやけながらガンプラ作ってた。 



そして、「ガンプラ、マジですごいわ…」と思うところがありすぎて、感動した。 

普通に、ビジネス的にも勉強になったし、 
なんなら、情報発信ビジネスに活かせる要素がありまくりだった。 
ガンプラというコンテンツが持っている威力が半端じゃない。 

ここからはビジネス視点も織り交ぜて、話していこうと思う。 

ガンプラ３視点である。 
コンテンツ視点、コミュニティ視点、仕組み視点の順で話していこう。 

ガンプラ～仕組み的視点～ 
①ヒューマンエラーを防止する仕組み 

これは、子供の頃には全く気づかなかった。というか、気づけなかった。 

けど、これは地味にすごい。実際にガンプラ作ったことある人ならわかると思うけど、 
ガンプラは間違った向きでパーツが組み立てられないような設計になっている。 

これがヒューマンエラーを防止する仕組み。人間の凡ミスを防ぐ設計になってる。 

当たり前ですが、プラモを作るのは顧客であり、人間です。 

当然、凡ミスや間違いを起こしてしまう可能性がある。 
それなら、ミスを防ぐための仕組みを入れたら良い。 

ガンプラはこれがめちゃくちゃ出来てる。説明書を読み違えて、組み立てようとしても、そもそ
もパーツがくっ付かないようになってるから間違えない。 

こういうエラーを防ぐ仕組み化も大事だよな、と再確認した。 

ネットビジネスをやってると、 
『自分がラクになるために』仕組み化しよう！って考えがちだけど、 

自分がミスをしないため、お客さんがミスをしないために、 
システム的に防止するっていう思考も大事。 



ガンプラがこれに気付かせてくれたおかげで、 
俺が使っているITツールのシステムを何箇所か改善しました。 

今まで完全に見逃していた『エラーの可能性』に気づけました、ガンプラ感謝。 

ガンプラ～仕組み的視点～ 
②アニメとプラモの相乗効果が生まれる仕組み 

これも、冷静に考えたら当たり前なんだけど、シンプルに強い仕組み。 

ガンプラ事業の視点から見れば、アニメが集客ツールになってる。 
アニメ事業から見れば、ガンプラが集客ツールになる。 

アニメから入る人もいれば、ガンプラから入る人もいる。 

ガンプラから入るやついる？？って思うかもしれないけど、 
全然あり得る。なぜならガンダムはシリーズがたくさんあるから。 

例えば、俺のパターン。 

ガンダムSEEDを見る→ガンダムSEEDのプラモを買う→ガンプラにハマる 
→別のガンダムシリーズ作品のプラモを作る→原作が知りたくなる、アニメ見る 

こんな感じに、ぐるぐる巡回してる。繋げる。移動させる。 
この思考は大事ですね。 

おそらく、この『移動』を理解してる人は少ないんだろうな。 
繋げるという思考がまずない。移動させるという思考がない。 

顧客の『移動』の構造を組んであげると、うまく仕組みが周ります。 
サイトやってる人はぜひ、自分の構造を見直してみてください。 

あとは、『情報販売』と『物販』の掛け合わせ、これも良いですね。 

↑アニメも情報販売ですからね、結局は。 
TVならタダで見れますけど、広告流れますし。 



で、この情報販売と物販の掛け合わせ。 
ガンダムでいうと、アニメ×ガンプラ。 

このパターンって、世の中でめちゃくちゃ見かける。 

特に、アニメ業界はめちゃくちゃやってますね、このパターン。 
ポケモンで言うと、ゲーム×アニメ×映画×グッズ…みたいな。 

世の中を見渡せば、かなり当たり前に行われていることなんだけど、 

でも意外とネットビジネス業界で、 
「情報販売×物販」が出来てる人はめっちゃ少ないなーと思う。 

↑これ、もったいないですよね。うまく利用すると、めっちゃ旨味あるんだけどなあ。 
気づいてない人多いし、実践できる人少ない。 

ガンプラ～コミュニティ的視点～ 
①顧客同士で競い合わせる。大会イベントを開催する。 

ガンプラって大会があるんすよ。世界大会とか規模の大きいものもある。 
『顧客同士を競わせる』という思考。これも良いなあと。 

やっぱ競技性があると、燃えるし、本気になれるから良い。 
あと『勝ったら認められる』というのも大事なポイント。 

大人になると、褒められたり、認めてくれる場所って少ないから 
大会じゃなくても、ガンプラサークル作って、互いに作品を見せ合うだけでも 
面白くなりそうだし、実際、そういうサークルはある。 

ま、これは俺が割と出来ていないポイントだから、素直に勉強になった。 
というか、やろうと思ってたけど、忘れてた。ガンプラが思い出させてくれた。 

ロジャーブログでも、なんかそういう競技性のあるイベントやりたいなあ。 
みんなで勝負する企画、これはちょっと考えておこう。 

オンライン完結なら、アウトプット大会とか、おもろいかなって思う。 
質の高いアウトプットしてくれた人を、俺が表彰してなんか豪華なプレゼントあげるとか。 



需要があればやろうかな、って感じですね。 

あとはオフ会として、リアルのイベント開催するものアリ。 
なんかおもろい企画、思いついた人は連絡ください。 

ガンプラ～コミュニティ的視点～ 
②奥が深く、理屈がある。プロの技術がある。 

これはコミュニティ的な視点でもあり、コンテンツ的視点でもあるんだけど、 
ガンプラはとにかく奥が深い。いろいろな技術がある。 

例えば、塗装。 

ガンプラは組み立てるだけで、カラフルでクオリティの高いガンダムができるわけだけども、 
コアなファンはオリジナルな塗装を施したり、原作のカラーリングとは全く違う自分だけのガン
ダムに仕上げる人もいる。 

今回の俺の場合は、ガッツリ塗装はしてないんだけど、実は一手間だけ加えている部分がある。 
それが「スミ入れ」と言われているんだけど、パーツの溝にこんな感じに墨を入れる表現技法。 

　　　↑こっちがスミ入れ有り   ↑こっちがスミ入れなしの素の状態 
こっちの方がパーツの溝の影がしっかりと強調されて、リアルになる。墨入れ用のペンでサッと
線を引くだけでできるし、墨入れするだけでかなり印象が変わるのが面白い。 

この他にも、ガチで作り込む人は、 
劇中のシーンを再現するために、わざと外装に傷をつけて戦ってる風のプラモに仕上げる人もい
るし、ジオラマを作る人もいるし、パーツを自作しちゃう人もいる。 

この自由度の高さ、奥の深さがガンプラの魅力なわけだ。 
言わば、ガンプラにガチでハマると、『ゴールのない芸術の世界』に突入する。 



この“ゴール”が存在しない、終わりが存在しないビジネスを作る。 
これもかなり大事な要素。 

なぜなら、“極められる”趣味になるから。 
ビジネスとして考えれば、より長く、熱中し続けて欲しいわけですからね。 

ということは、簡単に満足してしまうようなものよりも、 
奥が深くて、ハマる人はどっぷりハマる世界を作るのが良い。 

そういう観点では、 
まさにガンプラは『どっぷりハマれる世界』になってる。 

そしてこの思考は、情報発信ビジネスにもそのまま使える。 

情報発信ビジネスをするときに、初心者が最初につまづきがちなのは、 
どんなテーマで情報発信をするか？という問題。 

そこに悩んでる人は、 
『どっぷりハマれる世界』をヒントにテーマを考えてみると良いと思う。 

ガンプラ～コンテンツ視点～ 
①顧客に試練を与えている。乗り越えると、圧倒的満足感がある。 

実現するのが大変だけど、めちゃくちゃ大事。この要素があるだけで、ハマる。 
俺は、これをガンプラを作って再確認した。 

ガンプラって本当に模型技術がすごくて、塗装しなくても、最初からプラスチックのパーツが色
分けされてるから、組み立てるだけでカラフルなプラモが出来上がる。これが最高に良い。 

え、それの何がすごいの？って思うかもしれないけど、 

実はクルマとか戦車のプラモは、塗装前提のキットが多くて、 
一色のプラスチックのパーツしか入ってなかったりする。 

これじゃあ組み立てるだけじゃテンション上がらない↓ 



でも塗装するとなると、専用の道具とか色々と初期投資と準備が必要で、初心者にはハードル高
いし、そもそも家の中に塗装作業できる場所を用意するのがダルい。 

でもガンプラは説明書の通りに組み立てるだけで、こうなる↓ 

マジですごいと思うし、このクオリティで完成した時はめちゃくちゃ嬉しくなる。 
要するに、 
ガンプラを買う→説明書を開く（顧客は試練を感じる） 
→乗り越える→かっこいいプラモができる（圧倒的な満足感、達成感） 

これ、超大事。 
満足感、達成感という価値提供をするには、試練を与えなければいけない。 

で、ガンプラが素晴らしい点は 

・説明書を開くと、難しそうに見えるけど、実際やってみると出来る 
・完成したときのプラモのクオリティが高い 

ここにある。難しそうに見えるってのがミソ。 
難しそうって思えるからこそ、乗り越えた時の達成感が激増する。 



↑でも、これを実現できてるガンプラはマジですごいと思う。 

さらっと言ってるけど、 
『達成感を強く味わえる簡単な試練』ってマジで用意するの難しい。 

ビジネス系の情報発信に置き換えて考えてみればわかるはず。 
『初心者でも簡単に大金を稼げる方法』を教えてあげるってことですからね。 

でもこういう試練があると、乗り越えたお客さんは楽しくなってハマる。 
楽しいからやる、楽しいから買うようになる。めっちゃ価値提供だよね、これ。 

こういうハマるほどの楽しさをお客さんに体感してもらうのが理想だなあと思う。 

ロジャーの情報発信で言えば、ネットビジネス＝楽しいの状態を作りたい。 
他にも、恋愛の情報発信で言えば、恋愛＝楽しいの状態を作りたい。 

やっぱこれが、お客さんにとって一番、最高の状態だと思うんだよね。 

ちょっとメタ的なこと言うと、俺がこういう『ガンプラ』をテーマにビジネスの話をするのは、
ビジネスが楽しいってことを知って欲しいから。 

専門用語ゴリゴリの小難しい話より、ガンプラの話の方がおもろくね？って思うし、 
楽しさを知ってハマって、稼げる人間が増えればいいなという考え。 

あ、あとガンプラすげえところは、パーツの材質も、こだわっている点。 

外側からよく見える外装パーツには、光沢があって綺麗なプラスチックが使われていて、 

人間でいうところの『骨』となるパーツには、強度があるプラスチックが使われていて、 

可動する間接部位のパーツ（人間で言うと、軟骨）には、 
柔らかい素材のポリキャップが使われる。 

↑こういう設計になっているから、ガンプラの関節はめちゃくちゃ動くし、壊れにくい。だから
小学生だった頃の俺が、プラモデルを使って、雑に人形遊びなんてことができたわけだ。 

だから、作って楽しい、動かして楽しい、飾って楽しい。 
コンテンツとして優秀すぎる。 



ガンプラ～コンテンツ視点～ 
②日常に溶け込む。部屋に飾る。毎日ガンプラが目に入る。 
物理的な空間を支配してる。愛着があるから大切にする。 

これがガンプラのコンテンツパワーを押し上げてる要因だと思う。 

やっぱ自分が組み立てたプラモって愛着やばい。捨てようとか思えない。 
綺麗にポーズを決めた状態で、飾ってあげたくなるんだよね。 

で、当然だけど部屋に飾っておくと、毎日、ガンプラを目にすることになる。 

毎日、目にすると、どうなるか？ 

「別のガンプラも欲しいな」 

「なんか新製品出てないかな、 
　他のカッコいいやつないかな」 

ってなる。 

存在そのものがCMな訳よ。これ、やばくない？ 
しかもこれって普通のインテリアとかクルマのプラモとかじゃこの現象は起こらないんだよね。 

なぜなら、どんなガンダムも『物語』を持っているから。 
その１機体だけで物語は絶対に完結しない。何かしら、敵や味方の機体が存在する。 
だからもっと欲しくなる、一緒に並べたくなる、コレクションしたくなる。 

ガンプラが目に入ると、ふとアニメのシーンを連想して、物語を思い出す。その物語があるから、
今度は『他のガンダム』も連想し始める。そしたらもう隣に並べたくなっちゃうんだよね。 

分かりやすい事例を出すなら、 
『ガンダム』を買ったら、『ザク』が欲しくなる。 
『ドム』を１体買ったら、３体揃えたくなる。（同じプラモが３つ欲しくなるってすごい） 

これもガンプラのコンテンツパワー、半端ねえ…って思ったところ。連鎖的に欲しくなる。 

これは実質、メディアの力と言っていいと思う。 
そのガンダムの機体の物語を作っているのは、アニメであり、メディアであるから。 



ちなみに、連鎖するのはプラモだけじゃない。 

毎日、ガンプラを目にすることよって、 
アニメを見てみようかな！ガンダムのゲーム買おうかな！という現象も起こりうる。 
（小学生だった俺は実際、こうなった。） 

結果、バンダイは儲かる。 
（アニメはサンライズだけど、バンダイのグループ会社） 

抽象度を上げて言うならば、 
人間が長時間いる空間を物理的に占有できるコンテンツってのが強いなあと思う。 

ネットビジネスだったら、毎秒毎秒、怒涛の速さで移り変わりゆくスマホやPCの画面の中で、い
かにして自社のコンテンツを映し出すか？ってとこでせめぎ合い、戦ってるのに、 

ガンプラはずっと部屋に鎮座してるもんね。 

冷静に考えて、これ、強すぎるわって思う。 
お客さんからお金をもらって、最強の広告を出してるんだもん。 

しかもお客さんは喜ぶというチートっぷり。 

こういう視点で考えると、 
『顧客が長時間いる空間を占有する物を販売する』 
これをやると儲かりますね、という思考ができる。 

↑鍛えてる人なら、これを具体思考して、 
どうやって情報発信に活かすか？が理解でき、実践できると思う。 

うーん、これは、おもろい。 

ガンプラ～コンテンツ視点～ 
③顧客がガンプラ使って、さらに情報コンテンツを作る。 
コアなファンが、宣伝・集客を担う。 

ガンプラってコアなファンがyoutubeでめちゃくちゃ動画出してます。 



・ガンプラの塗装講座 
・ガンプラのキットレビュー 
・ガンプラのカスタマイズ 

↑こういうコンテンツがたくさん出てくる。 

で、こういうファンが作ったコンテンツが更なる新規顧客獲得の入り口なりうるし、新製品の宣
伝になる。コアなファンに働いてもらっている状態。強い。 

１次コンテンツ（ガンプラ）が魅力的だから、二次コンテンツ（ファンの動画）が自然発生す
る。 

え、それってガンプラだから出来ることじゃね？？って思うかもしれないけど、 
そんなことない、良いコンテンツは二次コンテンツがマジで自然発生する。 

他の事例を出すと、 

２chの面白いスレッドは、まとめサイトに記事があがる。 
アニメの同人誌、人気作は二次創作である同人誌がめちゃくちゃ作られる。 
ドラマ・映画の人気作はレビューがブログやyoutube、各種SNSに乱立する。 

さらに事例を出すと、 
コンテンツ的な視点で見れば、芸能人は存在自体が１次コンテンツとして捉えることもできる。 

だから、スキャンダルがコンテンツになるし、芸能人のプライベートな買い物ですら、 
雑誌に記事として掲載される。 

これが仮に、そこらへんにいるおっさんが浮気しても、一切スキャンダルにならないけど、芸能
人が浮気したらスキャンダルになるのは、シンプルに注目度の差であり、 

コンテンツのパワー差である。 

さらにもっとマクロ的な視点で思考すれば、飲食店も同じだ。 

飲食店だって、マジで良いお店は口コミが起こる。飲食店が一次コンテンツであり、二次コンテ
ンツとして、口コミが拡散される。拡散するのは、顧客だ。 

だから、SNSがどうたらで、youtubeがどうたらで、と、細々としたテクニックを鼻高々に語る
連中はいるが、ぶっちゃけ大事なのはそこじゃない。 

本質から考えれば、良いコンテンツを作る。 



ガンプラはこれができてるから、40年もシリーズが続いて、累計で5億個以上も売れてる。世代を
超えて、語り継がれて、愛される。 

それが実現できてるのはガンプラが良いコンテンツだから。 

さらに、少し視点を変えてみよう。 
さっき、良いコンテンツには、二次コンテンツが生まれる、と言ったけど 

発信者側の視点で見れば、良いコンテンツの二次コンテンツを作れば、 
そのコンテンツパワーを利用できるという視点で思考することもできる。 

ガンプラで言えば、さっき言ったような 

・ガンプラの塗装講座 
・ガンプラのキットレビュー 
・ガンプラのカスタマイズ 

↑こういうコンテンツをyoutubeで出せば、動画再生で儲かるのである。 

例えば、Youtubeに吉本プラモデル部というチャンネルがあるのだが、 
そのチャンネルは、吉本芸人のプラモデル好きが集まって、様々なプラモ制作動画が上がっている
んだけど、ぶっちゃけ、有名な芸人はほとんど出てこない。 

吉本なの？誰？この芸人さん？的な、売れてない芸人がプラモを作ってる。 
けど、彼らはプラモの動画を出すことで利益を上げてる。 

芸人として、漫才やコントを入り口にファンがついているのではなく、 

『ガンプラ』というコンテンツパワーによって視聴者が集まり、 
それがいつしか吉本プラモデル部のファンになる。 

まさに、良いコンテンツをうまく利用している。 

そして、またメタ的なことをいうと、 
俺自身も今、この瞬間に、『ガンプラ』のコンテンツパワーを利用したコンテンツを作ってる、 

と捉えることもできる。 



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

さて、どうでしょう。 
新しい視点がたくさんあったんじゃないですかね。 

ま、こんな感じに、ガンプラ一つ作ったら 
色々と言いたいことが出まくり、見えまくりすぎました。 

こういう、自分とは遠い世界の良いところを引っ張ってくると、 
「うわーーネットビジネスってまだまだできることありまくりやんけ～」 
って現象が起こるんですよね。 

だから、自分が目にするもの、体験したことは 
ぜひ『ビジネス的な視点で物事を見てみよう』ってことです。 

たまーーに、 
「ネットビジネスって飽和しないんですか？」って質問をもらったりするけど、 

俺からすると、まだまだできることありすぎだし、伸びしろありすぎる業界だと思うので 
この質問をしてくる人とは、ちょっと感覚が全然違うなあと思うし、見えてないんだろうなあと。 

どんな分野でもそうだけど、オワコンオワコンって騒いでる人って 
シンプルに見えてない、思考が未熟なだけだと思う。 

「ブログはオワコン！！」みたいなことをギャーギャー言ってる人とか良い例。 
マジで見えてないから、かわいそうだなと思う。 

ブログがオワコンなら、メディアがオワコンと言っているのと同じだし。 

まあとにかく、 
日常的に深く思考しながら、インプットしていきましょう。 

あと、ぜひガンプラ作ってみてください。そして感想をぜひ教えてください。 

このレポートで話したこと以外にもいっぱい、学べる点はあると思うし、 
シンプルにガンプラって作るのオモロイんで、やったことない人はぜひ。 

良いコンテンツを作るために、 
良いコンテンツをたくさん知って体験するべきですから。 



ちなみに、2000円くらいでカッコいい奴が作れます。 
あと、ガンダムのアニメも普通にオススメですね。 

今まで全くガンダム知りません、見たこともありません 
って人には、このガンプラをオススメときます→ 
アマゾンのリンク貼っときます 

 
ガンダムUC（ユニコーン）っていう作品に出てくるガンダムです。 
ちょっと悪そうな見た目が好きなら、こっちの敵側のやつを→ 
アマゾンのリンク貼っときます 

ガンダムUCをオススメする理由は、 
比較的、新しい作品でアニメも絵が綺麗で見やすいし、 
動画配信してるとこ多いし、めっちゃ泣ける作品だから。 

このガンプラを作ってから、アニメ見てみて欲しいですね 
それか、順番は逆でもいいです、アニメ見てからプラモでも。 

めーーーーーーーーっちゃテンション上がるはず。 

ガンプラ→アニメの順番なら 
「俺が作ったやつがアニメ出てきたーーー！！！」ってなるし、 

アニメ→ガンプラなら、 
「アニメ出てたロボットが、俺の部屋にいる！！！」ってなる。 

そこまでやると、このガンプラ３視点レポートで話したことが 
リアルに体験できますし、遊びながらもビジネスの勉強になりますね。 

はい、そんなわけでガンダム３視点レポートでした。 
ぜひ感想ください。 

【追伸】 

ガンダム好きの人、ガンプラガチ勢の人は好きなモビルスーツ教えてください。 

俺はこんな感じです。 

https://amzn.to/35kw5dG
https://amzn.to/3m7JRXP


・キュベレイ（悪魔的デザインが好き） 
・サイサリス（そしてガトーが好き） 
・ブリッツ（黒いし、隠密性能高いのが中二心に刺さる） 
・ガンダムXX（月が出てないと打てないロマン砲が好き）


