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国内ビジコン優勝者との構成類似度 プレゼン内容の構成バランス

83%

聴衆に印象を残せた話題ランキング

【あなたのプレゼンの情報量】
1 NHKの受信料、こんなん払ったら

あきません

△ 少しゆったり
2 100人に1人が投票所に足を運んで

いただければ あなた側の話量は51分が適切と判定されました

3
1枚めの投票用紙は東京都民は、
マスダミキ＊、2枚めの投票シ＊
には、ガーシーと書いて

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が少なめです

4 情報を受け取ることができなかった、
国民の皆さんが被害者

5 NHKに受信料を払うのやめましょう

6 不正がめくられていく、暴かれていく

7 ポスター配ってますから、良かったら、ス
タッフからもらってください

8 選挙対策だけに使ってるんです

9 ガーシーポスター、ガーシーステッカー、こ
れお配りしております

10 メディア、権力者が一斉に都合の悪い報道を
隠してる

一般的に聞きやすい
と言われる

300文字/分換算

COG-PRESENは、AI技術で営業プレゼンを解析し、その特徴とより改善できる点を検出するものです。過去に分析した30,000人のコミュニケーションデータと、国内の
ビジネスコンテストのファイナリスト・優勝者のプレゼンを分析し、その傾向と比較できるようにしました。各項目で検出されている内容について、自分の過去レポート
や他の方のレポートを横に置いて、今回のプレゼンとの違いを理解し、より効果的な営業プレゼンについて考える機会にしてください。
「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示されています。その場合でもこのAI分
析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありません。



プレゼン中のトークのクセを確かめよう

【CHECK1】自信が無さそうに聞こえる表現をしていないか？
-

ここでは、プレゼンのクセとして、あなたがしゃべった「フィラー」を検出しています。
一般的に「フィラー」の多いプレゼンは、自信がなさそうに聞こえます。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。

【CHECK2】指示語がどのくらい使われているか？
ここでは、あなたがしゃべった「指示語・こそあど言葉」を検出しています。
短時間で伝えるピッチや、オンラインでのプレゼンなどにおいて指示語を多用すると、
聴衆の理解と合致していない可能性が高まります。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。



当事者意識を引き出す「問いかけ」を確認しよう

【CHECK3】聞き手に問いかけ・呼びかける表現があるか？
ここでは、自分からの「問いかけ」について
5W1Hを尋ねるようなOPEN質問と、単純にYes/Noを問うCLOSED質問に分けて回数を検出しています。
また、一つの問いが長文でなされているか、短い分でなされているかも特徴が出ます。
「話順」で示されている数字は、CHECK12の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

問いかけ文の長さ（平均）

17語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
2 CLOSED マズイ＊？

6 CLOSED 水道、電気、電話、利用する人がお金払うでしょう？

7 CLOSED 自民党の木原誠二さん、みなさん、ツイッターで写真アップしてますよね？

7 OPEN 子供たちや孫たちにどう説明でき、するんですか、これ？

8 CLOSED 皆さん、ガーシーのいいね、欲しい人いますよね？

8 CLOSED いません？

8 CLOSED こんなの、法治国家じゃないんじゃないですか？

25 OPEN ああ、何分喋った？

25 CLOSED 30分喋った？

25 CLOSED 次のエンジャ＊誰も来てないの？



プレゼンの情報構成と、説明の過不足を確かめよう

【CHECK4】プレゼンの説明構成を確認
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、
論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた割合がどのくらいあるかを示しています。

主にどのような話題が話され、しっかり説明できていない話題は何か確かめましょう。
（説明の少ない話題に　挨拶などが列挙されている場合は気にする必要がありません）
自分の過去のプレゼンや、他の人のプレゼンと比較してすると、あなたのクセ・傾向がわかります。
どの話題にどう説明したかは、次ページのCHECK4で確認できます。

しっかり説明がある　　
話題数　　 11トピック

もう少し、理由や根拠の掘下げが必要そうです

話題の数　16件
話順 説明の少ない話題　5件 話順 説明のある話題　11件

2
ガーシーポスター、ガーシーステッカー、これお
配りしております

4 NHKの受信料、こんなん払ったらあきません

8 日本にいないから好きなことが言えます 7
メディア、権力者が一斉に都合の悪い報道を隠し
てる

13 民主党政権は約束したことを守らず 12
情報を受け取ることができなかった、国民の皆さ
んが被害者

18
情勢調査では＊＊＊イチ＊議席ほぼほぼ間違いな
いでしょうという

14 NHK党がお支払いして、裁判終わらせます

26
人権侵害ですよ、30歳にならないと立候補できな
い

16 100人に1人が投票所に足を運んでいただければ

19 原発＊＊＊なきゃいけませんよ

24
ポスター配ってますから、良かったら、スタッフ
からもらってください

27 不正がめくられていく、暴かれていく
30 NHKに受信料を払うのやめましょう
35 選挙対策だけに使ってるんです

40
1枚めの投票用紙は東京都民は、マスダミキ＊、2
枚めの投票シ＊には、ガーシーと書いて



【CHECK5】各話題の説明量・内容
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた箇所を抽出しています。
ただし、掘下げの掘下げ・掘下げの理由付けなど、ストレートではない話題は、
聴衆にも伝わりにくくなる複雑な話題構成のため省略されています。
ここでは、話題に対して　直接補完した話題が何なのかの列挙がされています。
何の話題をしっかり説明できていたかを振り返りましょう。
話順で示されている数字は、CHECK5の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

何らかの掘下げをした話題数　　 11話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

2
説明の少ない話

題
ガーシーポスター、ガーシーステッ
カー、これお配りしております

話者A：ごめんなさい、ちょっとかぶっちゃいますけ
ど、時間になりましたので。 ヤッテミマス＊、始めた
いと思います。 オソラクハコノナカデ＊ニツイテハ＊
ご容赦ください。 今ね、あの、スタッフが、ガーシー
の...

→ 説明無し

- -

4 説明のある話題
NHKの受信料、こんなん払ったらあき
ません

話者A：えー、という事でね、NHKの受信料、こんな
ん払ったらあきませんって。 公明、自民党に任せてた
ら、金払え、金払え、金払えしか言わないから。 消費
税10パーセントにして、NHKの受信料、これ、年金...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

1→ 具体的説明
コールセンターを設けてるのもNHK党
だけですよ

話者A：3年前にNHK党選んでいただいた、約100万人
の皆さん、ちゃんと仕事してきてるでしょう。 受信料
払わない人、1人からも苦情来てませんよ。 全部裁判
費用全額出してますから。 コールセンターを設けてる
のもNHK党だけですよ。 私は携帯電話の番号を公開し
てますよ。 何でか。 国民の声聞くためでしょう。 そ
れが政治家の仕事なんでしょう。 選挙のときだけ、耳
障りのいいこと言って、何が消費税0にするだ...

3 → 具体的説明
時間がもう2時という、遅くなったんで
す、ので、始めます

あの、後ろで、ずっと自民党さん演説されていますの
で、終わるまで＊＊＊。 一応2時ってイワレ＊。  話
者A：＊ね、もう2時5分になれば、あの、＊被せて、
出ますので。  話者A：＊＊＊。  話者A：＊＊＊。  話
者A：あはは。  話者A：涼しいもんな。  話者A：
＊＊＊。  話者A：ごめんなさい、あの、後ろ、喋って
ますけども、あの、時間がもう2時という、遅くなっ
たんです、ので、始めます。 という事で、...

5→ 具体的説明
判断できない政治、それがこれまで行わ
れてきました

でも、NHKの問題を言い出したらきりがないんです
が、ちょっと、まあ、最近＊ですね、電気、節電しろ
言ってるんですよ。 原発動かせっちゅう話です。 こ
れは、もうね、福島の原発が事故になって、確かに、
何人かの方がお亡くなりになった事は事実です。  し
かし、それで皆さんが、この夏の暑い中、エアコンを
かけるな、節電しろなんて言ったら、何人の人が熱中
症で倒れて、死に至るんですか。 まあね、判断できな
い政治、そ...

6→ 具体的説明
NHK党に投票していただいて、スクラ
ンブル放送しましょう

たかだかNHKの受信料ですら、スクランブルもできな
いって言うから、だったら、皆さんがお金払うのやめ
たら良いんです。 めちゃくちゃ簡単なことじゃないで
すか。 3年間猶予を与えましたよ。 我々、スクランブ
ル放送するべきだって。 多くの人が、我々NHK党に投
票していただいて、スクランブル放送しましょうって
＊。  話者A：＊どの政治家もスクラップ＊のすの字も
機能すらしません。 国民の半分以上は、NHKの受...

- -

7 説明のある話題
メディア、権力者が一斉に都合の悪い報
道を隠してる

で、今、こうガーシーがうちの党から立候補してま
す。 ガーシー、今、ドバイ＊にいます。 日本に帰っ
てきたら、恐らく逮捕されるでしょう。 もう権力者は
何してくるか分からない。 ＊＊＊。 ＊＊＊。 ＊。 
ガ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



9 → 具体的説明 国民を洗脳できる、そう思ってる

でも、ガーシー、皆さんご存知のとおり、ちゃんと根
拠がある情報を証拠付きで皆さんアップしてるでしょ
う。 木村拓哉君に、女の子アテンドした話とか。 中
山＊君に女の子アテンドした話とか。 他にもね、今、
アンジャッシュの渡部君が、テレビ出たけども、一瞬
にしてまた消えましたよね。 渡部君、ガーシーが女の
子アテンドしてたから。 もう、ガーシー砲があっち
こっちに飛びまくってるわけですよ。 でも、テレビ
は、ガーシ...

- -

8
説明の少ない話

題 日本にいないから好きなことが言えます

今日も、朝からここに来るまでにめちゃくちゃけんか
して来ましたよ。 クニノケンリョクシャ＊、ガーシー
と書いて、投票用紙にガーシーと書いてスマホで撮影
しようとしたら、やめてください。 何でですか、って
聞い...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

12 説明のある話題
情報を受け取ることができなかった、国
民の皆さんが被害者

話者A：それこそ権力者、既得権益と言われる権力者
の大暴であり、彼ら自身が自分達が洗脳されてること
に気づいてないのが怖い。 あの報道ステーションでの
事件は、僕は報道ステーション事件と呼んでますが、
一番の...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

22→ 具体的説明
常識という一番危険な洗脳された人が周
りに

あの報道ステーションの席を立ってスタジオから出る
勇気、皆さん分かりますか、分かってもらえますか、
怖いですよ、周りはみんな敵ですよ。 センノウ＊され
て、なぜ俺たちが決めたテーマ通りに喋れないのか、
常識という一番危険な洗脳された人が周りにいる。 そ
こで一人席を立って、やってられるかこんなもんって
出てきたんですよ。 この勇気を、エイベックスのマツ
ウラ会長、あのハマサキアユミさんとかね、エイベッ
クスの会長...

- -

13
説明の少ない話

題 民主党政権は約束したことを守らず

皆さんが政治家に対して、一番頭に来ているのは、
言ったこと、やらないことですよ。 13年前に、民主
党が政権を取りました。 あの時に。 子ども手当、一
人2万6，000円渡す、そんな約束してました。 高速
道...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

14 説明のある話題
NHK党がお支払いして、裁判終わらせ
ます

我々は3年前、言ったことはひとつですよ、NHKにお
金を払わない人を全力で命がけでお守りします、これ
ひとつお約束しただけです。 ＊＊＊放送の実現は、＊
のやってる自民党のせいで、できません、自民党
＊＊＊。...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

15→ 具体的説明
スクランブル放送ができてたらね、立候
補する必要もなかった

で、今回3年経って、＊問題だけでは当然、次の選
挙。  話者A：勝てない。 まだNHKのスクランブル放
送ができてたらね、立候補する必要もなかったです。 
ダカラ＊、まだまだこの国の政治、腐りきってます
よ。 国会ではね、いびきかいてる人だらけです。 本
来、皆さんね、え、国会の中に入って、いびきかいて
る人を撮影してニッキニアップ＊するのがいいんで
しょうけど、国会に皆さん入れないン＊ですよ。 ギイ
ン＊の紹介...

- -

16 説明のある話題
100人に1人が投票所に足を運んでいた
だければ

今回の選挙をね、100万票、1億500万人いる有権者の
中から、100万人の方が、ガーシー、あるいはNHK党
と書いていただければ、我々は国政政党のままでい続
けることができ、ガーシーが国会議員になります。...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

17 → 具体的説明
選挙に行って、ガーシー、モウ＊、書い
ていただければ

3年前は、まさに、タチバナタカシ一人だけの力で、
もちろん協力してくれた人いますけどモ＊、でも、3
年前の選挙、この夏の選挙、有名なのはタチバナしか
いなかったシ＊。 でも今はね、ガーシーもそうだし、
FC2のタカハシさんもそうだし、ホリエモンもそうだ
し、多くの弁護士たちも助けてくれてます。 応援して
くれてます。 頭のいい人は、NHK党やタチバナが言っ
てることはすぐに理解できるんですよ。 あ、タチバナ
さん...

- -

18
説明の少ない話

題
情勢調査では＊＊＊イチ＊議席ほぼほぼ
間違いないでしょうという

話者A：次の衆議院選挙に向けて一気に変わっていき
ますから。 ね、おかげさまで、ま、昨日の新聞社での
世論調査では、情勢調査では＊＊＊イチ＊議席ほぼほ
ぼ間違いないでしょうという情勢が出ています。 
＊＊＊を...

←説明が足りない
　かもしれません



→ 説明無し

- -

19 説明のある話題 原発＊＊＊なきゃいけませんよ

で、もう、ほんとに原発＊＊＊なきゃいけませんよ、
皆さん死んじゃいますよ、高齢者。 あ、有難うござい
ます。 節電なんかしちゃだめですよ、原発はおおむね
安全です。 自動車の方がよっぽど危ないですよ、車の
方...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

20→ 具体的説明 強くなるしかないんです

ウクライナ見たら分かりますよね、ウクライナって世
界第3位の核保有国だったんですよ。 核兵器を手放し
たら、そっから、ニジュウネンゴグライカナ＊、2、
30年後にはロシアに攻められてる。 強くなるしかな
いんですよ、皆さん。 エヌエイチケーのシュウキンニ
ン＊見てたらめっちゃ分かるでしょう。 弱いところ攻
めるでしょう、そんなん暴力団出して、＊＊＊したら
逃げるんですよ。 でもうちお金がなくて厳しいんです
生活が...

- -

24 説明のある話題
ポスター配ってますから、良かったら、
スタッフからもらってください

で、そのためにはね、このガーシー、今、ポスター、
ガーシーのポスター配ってますから、良かったら、ス
タッフからもらってください。 ガーシーポスター。 
ガーシーポスターとステッカー、お配りしてます。 車
のこ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

23→ 具体的説明
腐りきった権力と戦ってほしいという、
皆さんの声

でも、僕の後ろには、この腐りきったメディア、腐り
きった権力と戦ってほしいという、皆さんの声がずっ
と届いてます。 毎日ね、生活保護をもらってる人から
の電話、めっちゃもらいます。 僕は、政治の原点は弱
者を救済することだと思っています。 簡単じゃないで
すか。 政治の力がなかったら生きていけない人を守
る。 これが政治の＊の仕事なんですよ。 だから、生
活保護の人からの電話、出てます。 車が欲しい、めっ
ちゃき...

25 → 具体的説明
大事な時間を奪ってきたのがこれまでの
政党

さあね、これで国民の皆さんが分かって、後ろの自民
党さん入れるんですかっていうことです。 ＊ですよ。 
＊、あの、僕ずっとマスクしてないですけど。 あの、
マスクって、ほんとに必要シタラネ＊、コロナは風邪
だって、ずっと前から言ってましたよ、2年前。 
＊＊＊コロナになって、＊入院しましたけど、めちゃ
くちゃ言われましたけど、それでも、ま、コロナって
風邪だと＊。  話者A：そんな若者の時間を制限してま
で、高齢...

- -

26
説明の少ない話

題
人権侵害ですよ、30歳にならないと立
候補できない

いまね、先ほど僕ここ上がる前に、コウノダイ、コウ
ノタロウさんの演説ちらっと聴いてました。 何て言っ
てたか。 参議院選挙に30歳以上じゃないと立候補で
きないのはおかしいって言ってたんですよ。 うへへへ
へ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

27 説明のある話題 不正がめくられていく、暴かれていく

話者A：＊いっぱいあるんだから。 ごめんなさい、許
してくれるんだったらごめんなさい。 それが駄目だっ
たら、もうお金とか、そういうのでやるしかないんで
すよ。 でも、世の中の人って、偉くなればなるほど謝
ら...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

28→ 具体的説明
ホリエモンは、今、ロケット事業を一生
懸命やろうとしています

今回、ホリエモン＊ます。 ホリエモンは、今、ロケッ
ト事業を一生懸命やろうとしています。 このロケット
というのは、ミサイルの研究にも使われます。 そし
て、日本の産業を引っ張っていく技術にもなります。 
ホリエモンは、国のために一生懸命頑張ってる人で
す。 僕は彼と最近よく話をさせてもらう機会がありま
すが、西村博之さんのようにね、何か、言葉遊びをし
ているレベルじゃないです。 そこは、是非、ホリエモ
ンの＊よ...

37→ 具体的説明
我々ができることは、NHKからの被害
者を守る

でも、3年前に私が参議院議員になり、ツギ＊にホリ
エモンが、ハチ＊。  話者A：＊すごいと言ってくれま
した。  最近ではエイベックスの松浦会長も、立花さ
んすごい、あの報道ステーション事件を見て、分かる
人は分かるんですよ。 テレビ局にごまをする政治家
ばっかりでしょう。 テレビ朝日が決めたテーマジャ＊
しゃべらないと、スタジオから追い出されるから。 選
挙に勝てないから、テレビ局の言うものの発言しかし
ないん...

- -



30 説明のある話題 NHKに受信料を払うのやめましょう

最後ね、僕達の約束は、NHKに受信料を払うのやめま
しょう。 安心してNHKの受信料を踏み倒してくださ
い。 裁判になったらNHK党に裁判書類を送ってもらえ
れば、全額お金を払って、直ちに裁判を終わらせま
す...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

31 → 具体的説明 日本、世界からどんどん遅れていきます

話者A：＊さんのように、思想家というか事業家をす
るんです、お金いっぱいもらえるし、週刊誌相手にし
なくていいから。 あんぽんたんな政治家してるんです
よ、皆さん。 1億円ぐらいの年収が欲しいっていうレ
ベルの低ーい人が政治家してるから。 あえて言いま
しょう、ほんとに頭のいい人がこの国を政治をしない
と、日本、世界からどんどん遅れていきます、という
＊のことを言って。 その辺だと行けますので、写真撮
りたい方、...

32→ 具体的説明
政治家を使って、スキャンダルを揉み消
している

話者A：これね、他の政党の人って国民の暮らし守
るってずっと言ってるじゃないですか。 NHKの受信
料って年間2万6，620円もするんすよ。 ちょっとあま
りにも倒れそうなんで、体勢が悪いけど、ちょっと
しゃがみながらやります、言いたいことを言いたいの
で。 ちょっとほんと、熱中症で危ない。 で、2万6，
620円のお金を誰も言わないじゃないですか。 電気代
をなんか下げるとか、いやいやちょっと待ってくれ
と、N...

34→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
安心して、受信料不払いしてください

コールセンターを設けてるのもNHK党だけですよ。 国
民の声、聞きますって言って、自民党から共産党に至
るまで、お客さまの声を聞くコールセンター作ってま
せんよ。 私は、携帯電話の番号を公開してますよ。 
何でか。 国民の声聞くためでしょ。 それが政治家の
仕事なんでしょ。 選挙のときだけ耳障りのいいこと
言って。 何が消費税0にするだよ。 できもしないこと
言ってだますの、いい加減にしてくれって話なんです
よ。...

- -

35 説明のある話題 選挙対策だけに使ってるんです

我々のお金、活動費、皆さんに投票いただく1票が
250円、1票目マツダミキ＊、2票目ガーシーと書いて
いただければ500円、国からNHK党に支給されます。 
今、NHK党、2億1，100万円ほど1年間でお金...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

36 → 具体的説明
弁済に当てるために、できるだけ選挙費
用を抑えてます

NHKの被害者、これに、この弁済に当てるために、で
きるだけ選挙費用を抑えてます。 そもそも、組織のお
金ちゃんと回せない人に国の金、管理できるわけがあ
りません。 だから、ゆっくりであることだけは間違い
ないです。...

- -

40 説明のある話題

1枚めの投票用紙は東京都民は、マスダ
ミキ＊、2枚めの投票シ＊には、ガー
シーと書いて

ということでね、ぜひともNHK党の政見放送、
YouTube、ご覧いただきまして、今回の選挙、1枚め
の投票用紙は東京都民は、マスダミキ＊、2枚めの投
票シ＊には、ガーシーと書いていただきますようにお
願い申...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

38→ 具体的説明
立花頑張れ、熱い思いの1票入れてもら
えれば、やりますから

でもね、今回の選挙、2パーセント、コッ＊、100人
に1人でいいんですよ。 半分選挙行かないんで。 100
人にお1人、有権者の方が投票所に行って、NHK党、
あるいはガーシーと書いていただければ、NHK党は残
ります。 消えません。 助けてください。 必死にやっ
てます。 命かけてやってます。 怖いです。 苦しいで
すよ。 ほんとはやめたい。 2パーセント切ってやめた
い。 しんどいし怖いから。 でも、僕は能...

- -



プレゼン全体を振り返ろう

【CHECK6】プレゼン全体の流れ・説明内容
話された順に話題のトピックが表示されています。
・話順は、各CHECKで表現されている数値です。
・トピックサマリーは、実際に話された内容のうち　重要と思われる用語です。
・チェックポイントでは一般的なプレゼンと乖離の大きい箇所にアラートが出ています。

「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示
されています。その場合でもこのAI分析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありませ
ん。 -

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1
コールセンターを
設けてるのもNHK
党だけですよ

【自分】3年前にNHK党選んでいただいた、約100万人の皆
さん、ちゃんと仕事してきてるでしょう。 受信料払わない
人、1人からも苦情来てませんよ。 全部裁判費用全額出して
ますから。 コールセンターを設けてるのもNHK党だけです
よ。 私は携帯電話の番号を公開してますよ。 何でか。 国民
の声聞くためでしょう。 それが政治家の仕事なんでしょう。 
選挙のときだけ、耳障りのいいこと言って、何が消費税0に
するだよ。 できもしないことを言って、だますのいい加減に
してくれって話なんですよ。  
【自分】＊＊＊30分＊1時間ぐらい＊。  
【自分】どうかな。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊ますか。

[4]「NHKの受信
料、こんなん

払ったらあきま
せん」について
の具体的説明

2

ガーシーポス
ター、ガーシース
テッカー、これお
配りしております

【自分】ごめんなさい、ちょっとかぶっちゃいますけど、時
間になりましたので。 ヤッテミマス＊、始めたいと思いま
す。 オソラクハコノナカデ＊ニツイテハ＊ご容赦ください。 
今ね、あの、スタッフが、ガーシーのポスタークバッテ
＊＊＊＊ポスター、配ってますので、ぜひ、あの、お持ち帰
り、ソコ＊にもいます、＊ホカニモ＊、そこにもいますの
で。 ガーシーのポスター、欲しい方ぜひ、お持ちください。  
えー、＊＊＊いただく選挙のポスターです。 えー、ちょっ
と、＊＊＊もらうのですが、ちょっとね、2時からというお
約束をさしていただいて＊が、＊＊＊ケッカガデナイ＊ので
＊＊＊。 今、あの、こちら、私のほうから向かって右側、皆
さん、左側のほうで、ガーシーのポスターを＊＊＊ムリョウ
＊というか、選挙ポスターをお配りさせていただいておりま
すので、あと、ガーシーステッカーというのも、ステッカー
もあるの＊、これチョット＊早いもん勝ちです。 ＊売っちゃ
駄目ですよ。  あの、＊ガーシーステッカーね、あの、選挙
のこういったグッズ＊ね、この、おそらくね、売っちゃうと
＊＊＊。  
【自分】マズイ＊？  
【自分】大丈夫＊。  
【自分】人気のガーシーのガーシーポスター、ガーシーシー
ル、あの、選挙用のポスターと選挙用のシール、無料でお配
りしていますので、よろしくお願いいたします。 で、
＊＊＊。 【無音03:34まで】。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】今、通常ですと、＊＊＊左側のところでガーシーポ
スター、ガーシーステッカー、これお配りしておりますの
で、選挙ガ＊ポスター、＊、ガーシーシール、お配りしてお
りますので、こちらのほうで受け取っていただければと思い
ます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



3

時間がもう2時と
いう、遅くなった
んです、ので、始
めます

あの、後ろで、ずっと自民党さん演説されていますので、終
わるまで＊＊＊。 一応2時ってイワレ＊。  
【自分】＊ね、もう2時5分になれば、あの、＊被せて、出ま
すので。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】あはは。  
【自分】涼しいもんな。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ごめんなさい、あの、後ろ、喋ってますけども、あ
の、時間がもう2時という、遅くなったんです、ので、始め
ます。 という事で、行きます。 参議院選挙で＊、NHKを
ぶっ飛ばす。 ねえ、あの、ちょっと、大臣が負けてられない
ので。 この、我々、少数政党なので。 ＊＊＊宜しくお願い
します。  
【自分】いえーい。

[4]「NHKの受信
料、こんなん

払ったらあきま
せん」について
の具体的説明

4
NHKの受信料、こ
んなん払ったらあ
きません

【自分】えー、という事でね、NHKの受信料、こんなん払っ
たらあきませんって。 公明、自民党に任せてたら、金払え、
金払え、金払えしか言わないから。 消費税10パーセントに
して、NHKの受信料、これ、年金の人からも取ってる、おか
しいでしょ。 NHKの受信料は、お金のない、生活保護の人は
無料。 学生も無料。 年金生活者は26620円払えって言って
るんですよ。 もう、こういう政策をしていること時点で、時
点で、大問題なんですよ。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

5

判断できない政
治、それがこれま
で行われてきまし
た

でも、NHKの問題を言い出したらきりがないんですが、
ちょっと、まあ、最近＊ですね、電気、節電しろ言ってるん
ですよ。 原発動かせっちゅう話です。 これは、もうね、福
島の原発が事故になって、確かに、何人かの方がお亡くなり
になった事は事実です。  しかし、それで皆さんが、この夏
の暑い中、エアコンをかけるな、節電しろなんて言ったら、
何人の人が熱中症で倒れて、死に至るんですか。 まあね、判
断できない政治、それがこれまで行われてきましたよ。

[4]「NHKの受信
料、こんなん

払ったらあきま
せん」について
の具体的説明

6

NHK党に投票して
いただいて、スク
ランブル放送しま
しょう

たかだかNHKの受信料ですら、スクランブルもできないって
言うから、だったら、皆さんがお金払うのやめたら良いんで
す。 めちゃくちゃ簡単なことじゃないですか。 3年間猶予を
与えましたよ。 我々、スクランブル放送するべきだって。 
多くの人が、我々NHK党に投票していただいて、スクランブ
ル放送しましょうって＊。  
【自分】＊どの政治家もスクラップ＊のすの字も機能すらし
ません。 国民の半分以上は、NHKの受信料制度変えてくれ、
見る人だけがお金を払う、見ない人はお金払わなくていい、
公共料金の当然の考え方でしょう。  水道、電気、電話、利
用する人がお金払うでしょう？ NHK見ない人から金を取る、
それが＊の腐り切った政治家のやり方なんですよ。

[4]「NHKの受信
料、こんなん

払ったらあきま
せん」について
の具体的説明



7
メディア、権力者
が一斉に都合の悪
い報道を隠してる

で、今、こうガーシーがうちの党から立候補してます。 ガー
シー、今、ドバイ＊にいます。 日本に帰ってきたら、恐らく
逮捕されるでしょう。 もう権力者は何してくるか分からな
い。 ＊＊＊。 ＊＊＊。 ＊。 ガーシーは外国からこの国の権
力者に訴えてくれています。 おかしいでしょ。  明日から綾
野剛のドラマがスタートしようとしています。 17歳の女の
子に酒を飲ませて、これ、その後ホテルに連れ込んでセック
スしたら、準強姦罪ですよ。 普通に考えたら、親御さんニシ
タラ＊頭来るでしょ。 うちの高校生に対して、酒飲ませてわ
けわからないようにして、ホテルに連れ込んで。 そんな人間
が、反省して謝罪してるならオッケーですよ。 でもいまだに
淫行はしてない、そして明日9時から始まるオールドルー
キーというドラマに主演するわけですよ。 これね、これまで
の俳優だったら、淫行したらテレビに10年と出れないです
よ。 極楽とんぼの山本さん、最近やっと出てきましたが、地
上波ほとんど出ません。 小出恵介さんも、もう、消えました
よね。 でも、この綾野剛という人物だけは、あっちこっちの
女性に手を出し、ついには17歳の少女にまでお酒を飲ませた
うえで、イッカイ＊関係を結ぶ。 これを守ってるのが、後ろ
で演説している自民党の偉いさんですよ。 自民党の木原誠二
さん、みなさん、ツイッターで写真アップしてますよね？ 私
のほうで、ガーシーのほうで。 政見放送にも出てます。 官
房ちょ、副長官、木原誠二さんと綾野剛の事務所の山本又一
郎社長、2人仲良くね、写真アップロードされてますよね。 
明らかにもみ消したって言われても仕方ないでしょ。 綾野剛
さんの事務所が自民党の官僚、官僚じゃない、自民党の内閣
官房副長官と会って、綾野剛が淫行したことはもみ消してく
れ、テレビ局に圧力かけてるんでしょ。 私が先週、報道ス
テーションというね、民法の番組、TBS関係ないんですよ。 
そこで、綾野剛という人物が、未成年の17歳の女の子にお酒
を飲ませて淫行した、これを言うことが認められない。 TBS
は、と、当然のようにカットですよ。 で、この綾野剛ってい
うのは、暴力まで振るってます。 ガーシーいわく、違法薬物
までやってると言われてます。 そんな人間が、ほう。  
【自分】＊公共の電波テレビで、明日ドラマの主演としてあ
の半沢直樹と同じ枠で、出てくるんですよ。 子供たちや孫た
ちにどう説明でき、するんですか、これ？ 悪いことをしたら
反省して謝罪をして、誤って、しばらく謹慎するなり、場合
によっては刑務所にいって、それで反省した上で社会復帰す
るんでしょ。 メディア、権力者が一斉に都合の悪い報道を隠
してるんですよ。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



8
日本にいないから
好きなことが言え
ます

今日も、朝からここに来るまでにめちゃくちゃけんかして来
ましたよ。 クニノケンリョクシャ＊、ガーシーと書いて、投
票用紙にガーシーと書いてスマホで撮影しようとしたら、や
めてください。 何でですか、って聞いたら、いや、投票所の
秩序を守るためです。 いやいや写真撮るだけでしょ。 それ
をツイッターにアップするんですよね。 そしてそこでガー
シーと投票してくれた人が、僕やガーシーがいいねを押すん
ですよ。 皆さん、ガーシーのいいね、欲しい人いますよね？ 
誰もいない。 いません？ いますよね。 いや、僕もソコヲ
＊、＊＊＊新しい選挙じゃないですか。 皆さんからしたら、
いくらガーシーにDM送っても見てくれない。 それはごめん
なさい、いっぱい来るから見れないんですよ。 僕もありがた
いことに毎日すごいもう、1，000件ぐらいのDMいただきま
す。 【救急車サイレン】ちょっと救急車来たんで止めます。 
失礼しました、緊急車両、優先させていただきました。 要は
ね、DM送っても返事しないのは、無視してんじゃナクテ
＊、ナイ＊ですよ。 送り返せないんです、見れないんです
よ。 ありがたいことに。 これを部下に任せたら、それは処
理できるかもしれないけど、やっぱり失礼に当たるから、僕
もタクシーの移動中とか見てるんですけど。 あの、ガーシー
はもうこれ多分、10倍ぐらいきてるから無理なんです。  
で、そんな中でガーシーに投票してきましたって、写真付き
でアップすれば当然、ハッシュタグ、ガーシーに1票入れて
きましたとか、ガーシーに投票した、で、今、ガーシー検索
かけてるから、いいねボタン入るんですよ。 これが現代の選
挙運動でしょ。 なのに、広島のシガシ＊市の選管は撮影、駄
目。 さっきもっと面白かったのは、大阪府堺市。 堺市民か
らさっきのネット＊動画アップしてますが、一般の女性が言
うと撮影、駄目。 ところがNHK党の党首のタチバサン＊電話
しますって言って、電話代わってくださいって言ったら、担
当者が集まってごそごそして、結論、撮影してオッケーで
すって言い出したんです。 ちょうど動画上がってます、今上
げました。 おかしいでしょ。 日本国民が全員ガーシーって
書ける権利があるのに、広島市の人は撮影が駄目。 堺市は交
渉をしたらオッケー。 こんなの、法治国家じゃないんじゃな
いですか？ 相手を見て公務員は決めるんですよ。 ＊＊＊で
す。 だからね、どうしてじゃ、公務員がNHK。  
【自分】党のタチバナクルト＊怖がると。 ボク＊に権力があ
るからですよ。 テレビに出てガーシーをシュツエンサセルト
ケン＊権力を、3年前に皆さんいただいたんですよ。 国勢政
党の党首という座を。 イテ＊、僕1人ではもちろんしんどい
です。 いつ捕まるか分からないし。 そこでガーシーじゃな
いですか。 ガーシーは日本にいません。 日本にいないから
好きなことが言えます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

9 国民を洗脳でき
る、そう思ってる

でも、ガーシー、皆さんご存知のとおり、ちゃんと根拠があ
る情報を証拠付きで皆さんアップしてるでしょう。 木村拓哉
君に、女の子アテンドした話とか。 中山＊君に女の子アテン
ドした話とか。 他にもね、今、アンジャッシュの渡部君が、
テレビ出たけども、一瞬にしてまた消えましたよね。 渡部
君、ガーシーが女の子アテンドしてたから。 もう、ガーシー
砲があっちこっちに飛びまくってるわけですよ。 でも、テレ
ビは、ガーシーはいないことにしているんですよ、皆さん。 
庶民は馬鹿だから、俺たち権力者が、裁判官や公務員、そう
いう人たちが情報を流出させないようにさえすれば、国民を
洗脳できる、そう思ってるんですよ。 それを今、我々NHK
党、そしてこの特に候補者ガーシーはぶち破っていってるん
ですよ。

[7]「メディア、
権力者が一斉に
都合の悪い報道
を隠してる」に
ついての具体的

説明

10 皆さんのことを下
に見ている

そもそもNHKの問題1つ見たら分かるでしょう。 なぜ、NHK
の受信料なんか払わなきゃいけないの。 国民の6割が、スク
ランブルしろと言ってるのに、スクランブル放送されない
＊。 NHKにお金を払ってる人は半分ぐらいしかいないのに、
81パーセントも払ってるといううそがテレビや、特にNHKの
放送＊行われてるの＊。 先週僕が、ニュースステーションで
追い出されたあの事件で皆さん、目の当たりにされたでしょ
う。 あいつらは権力者、あい、あいつらはと言いますが、無
自覚に洗脳されてるから、皆さんのことを下に見ているんで
すよ。 ＊、報道ステーションの大越キャスターのあの発言。 
僕の発言に対して何て言ったか、その発言は認められない。 
何様ですか。 大越さん、確かNHKの僕の4つぐらい上の先輩
でしたよ。

[6]「NHK党に投
票していただい
て、スクランブ
ル放送しましょ
う」についての

具体的説明



11
話をしてる最中に
遮るってどういう
ことですか

でも、国政政党の党首が、選挙前に戦争を防ぐために、国民
の安全を守るために話をしてる最中に遮るってどういうこと
ですか。 私は冒頭、テレビは核兵器に勝る武器であり、テレ
ビは国民を洗脳する装置である、テレビは真実を隠す、この
ように抽象的な言葉を冒頭述べ、その後、具体的にテレビ朝
日の担当者が、私の発言を妨害する、私の発言を制限する手
紙が来たことを発言したら、その発言は認められない。

[10]「皆さんの
ことを下に見て
いる」について
の具体的説明

12

情報を受け取るこ
とができなかっ
た、国民の皆さん
が被害者

【自分】それこそ権力者、既得権益と言われる権力者の大暴
であり、彼ら自身が自分達が洗脳されてることに気づいてな
いのが怖い。 あの報道ステーションでの事件は、僕は報道ス
テーション事件と呼んでますが、一番の被害者は国民のお一
人お一人ですよ。 情報を受け取ることができなかった、国民
の皆さんが被害者なんですよ、一番。 そこに多くの人が＊言
いません、でもネットを見て、情報を取る、とてもとても優
秀な人たちですよ、この国の。 理解を示してきてくれてるん
ですよ。 あのNHK＊＊＊ばっかり言ってる、ちょっと頭のイ
カれたおっちゃん。 ゆっくり話を聞いてみたら、めちゃく
ちゃまともな事を言ってるってなるんです。 ボク＊は＊を
装ってるだけですよ、中身はクソ真面目ですよ。 この国のこ
と、この国に生きる皆さんのこと、もちろん自分や自分の家
族、考えてるから正しいことをしていくためには、まず注目
してもらう。 注目していただければ、真面目なこと、皆さん
のお役に立つことを言って、そして言うだけじゃないです、
実行します。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

13 民主党政権は約束
したことを守らず

皆さんが政治家に対して、一番頭に来ているのは、言ったこ
と、やらないことですよ。 13年前に、民主党が政権を取り
ました。 あの時に。 子ども手当、一人2万6，000円渡す、
そんな約束してました。 高速道路は全部、高速道路はウリモ
ン＊にします、そんなことを言いました。 消費税は5パーセ
ントのままで、税率上げません、そこまで言いました。  し
かし、民主党政権は約束したことを守らず、子ども手当も出
さず、高速道路むしろ値上げをし、消費税率を上げまして、
これが国民の政治に対する不信を募らせた。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

14
NHK党がお支払い
して、裁判終わら
せます

我々は3年前、言ったことはひとつですよ、NHKにお金を払
わない人を全力で命がけでお守りします、これひとつお約束
しただけです。 ＊＊＊放送の実現は、＊のやってる自民党の
せいで、できません、自民党＊＊＊。 じゃあ、僕が約束破る
かって言ったら、皆さんに、ちゃんと安心して受信料＊でき
るように、NHKから裁判に訴えられたら、全額受信料、裁判
費用出すって約束してるんですよ、安心でしょう。 毎年2万
6，600＊受信料払わなくていいんです。 万が一裁判になっ
たらすぐにNHK党がお支払いして、裁判終わらせます。 これ
が本来政治家がやるべき、政党がやるべき、国民との約束、
公約じゃないですか。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

15

スクランブル放送
ができてたらね、
立候補する必要も
なかった

で、今回3年経って、＊問題だけでは当然、次の選挙。  
【自分】勝てない。 まだNHKのスクランブル放送ができてた
らね、立候補する必要もなかったです。 ダカラ＊、まだまだ
この国の政治、腐りきってますよ。 国会ではね、いびきかい
てる人だらけです。 本来、皆さんね、え、国会の中に入っ
て、いびきかいてる人を撮影してニッキニアップ＊するのが
いいんでしょうけど、国会に皆さん入れないン＊ですよ。 ギ
イン＊の紹介がなければ入れないようになってるんですよ。 
無茶苦茶なんですよ。 都合の悪いこと隠すんです。 裁判所
見たらわかるでしょ。  本来、裁判所なんて、ネットで中継
してもいいんですよ。 わざわざ国民が＊なくても。 コウカ
イ＊しとけばいいんデスヨ＊。 でも、この国の裁判所、NHK
が受信料払え、こんなガラケーでも受信料払えっていまだに
言ってるんですよ。 普通のテレビと同じ料金払え。 頭おか
しな奴らが、今、この国を牛耳っていて、私やガーシーのよ
うなそれを暴露する人間を、全力でトメニイコウ＊としてる
んですよ。 それをね、気づかれた皆さんが、暑い中、ここに
今立ち止まって、聞いていただいてるんですよ。 ありがたい
話ですよ。  最初、僕がこういう話をしても、誰一人立ち止
まってくれなかったこと、覚えていますから。 でも、もうこ
の国をおかしなことに気づいてる皆さんは、わざわざ、こん
なセイトウノ＊難しい話、立ち止まって聞いていただいてま
す。

[14]「NHK党が
お支払いして、
裁判終わらせま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



16
100人に1人が投
票所に足を運んで
いただければ

今回の選挙をね、100万票、1億500万人いる有権者の中か
ら、100万人の方が、ガーシー、あるいはNHK党と書いてい
ただければ、我々は国政政党のままでい続けることができ、
ガーシーが国会議員になります。 つまり、国民の100人に1
人でいいんですよ。 この国がおかしくなってる、気づいた人
の100人に1人が投票所に足を運んでいただければ、変わって
いきます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

17

選挙に行って、
ガーシー、モウ
＊、書いていただ
ければ

3年前は、まさに、タチバナタカシ一人だけの力で、もちろ
ん協力してくれた人いますけどモ＊、でも、3年前の選挙、
この夏の選挙、有名なのはタチバナしかいなかったシ＊。 で
も今はね、ガーシーもそうだし、FC2のタカハシさんもそう
だし、ホリエモンもそうだし、多くの弁護士たちも助けてく
れてます。 応援してくれてます。 頭のいい人は、NHK党や
タチバナが言ってることはすぐに理解できるんですよ。 あ、
タチバナさんはセイギ＊だ。 何より本当のことを言ってる。 
言っちゃいけないことを言ってしまってる。 これを見抜いた
人が、自分ではコウヒョウ＊しなくていいです、危ないか
ら。 でも、トウヒョウノキリツ＊は守られていますから、選
挙に行って、ガーシー、モウ＊、書いていただければ大丈夫
です。 僕の周りには、非常に優秀な人、集まってきてくれて
います。 これからね。

[16]「100人に1
人が投票所に足
を運んでいただ
ければ」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

18

情勢調査では
＊＊＊イチ＊議席
ほぼほぼ間違いな
いでしょうという

【自分】次の衆議院選挙に向けて一気に変わっていきますか
ら。 ね、おかげさまで、ま、昨日の新聞社での世論調査で
は、情勢調査では＊＊＊イチ＊議席ほぼほぼ間違いないで
しょうという情勢が出ています。 ＊＊＊を＊＊＊するという
可能性が高いという、えー共同通信ですね。 共同通信の情報
がもう出ています。 まだ始まって今日で4日目です。 まだセ
イケン＊放送出てませんよね。 シンニンコウホ＊も出てませ
んよね。 あの報道ステーション事件で一気にタチバナが魔物
だって分かった人が沢山いるんですよ。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

19
原発＊＊＊なきゃ
いけませんよ

で、もう、ほんとに原発＊＊＊なきゃいけませんよ、皆さん
死んじゃいますよ、高齢者。 あ、有難うございます。 節電
なんかしちゃだめですよ、原発はおおむね安全です。 自動車
の方がよっぽど危ないですよ、車の方が。 年間イッセンニン
＊ぐらい死んじゃいます。 いまだに2千人3千人4千人死ん
じゃうんです、交通事故。 1日8人から10人交通事故でお亡
くなりになってるんですよ。 でも車社会やめませんよね、同
じなんですよ。 このまま原子力を使わなければどんどんどん
どんこの国は貧しくなって、弱くなると外国が攻めてくるん
です。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

20 強くなるしかない
んです

ウクライナ見たら分かりますよね、ウクライナって世界第3
位の核保有国だったんですよ。 核兵器を手放したら、そっか
ら、ニジュウネンゴグライカナ＊、2、30年後にはロシアに
攻められてる。 強くなるしかないんですよ、皆さん。 エヌ
エイチケーのシュウキンニン＊見てたらめっちゃ分かるで
しょう。 弱いところ攻めるでしょう、そんなん暴力団出し
て、＊＊＊したら逃げるんですよ。 でもうちお金がなくて厳
しいんです生活がって言ったら攻めてくるんですよ、いや、
法律で決まってますから。 もう国がバインダーで挟んだり、
足突っ込んできたり、エヌエイチケーのシュウキンニン＊見
てたら僕一番分かるんですよ。 憲法9条なんて守ってても平
和は守れません。 強くなるしかないんです。 僕自身が一番
それを体感してます。

[19]「原発
＊＊＊なきゃい
けませんよ」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

21
守りたい国がある
から僕は強くなる
しか

エヌエイチケーを裏切って闘って最初は弱かったんですよ。 
エヌエイチケー辞めてもう18年目になりますが、＊さんのお
かげで日々強くなってます。 守りたい人がいるから、守りた
い国があるから僕は強くなるしかないと思って、自分と闘っ
てきましたよ。

[20]「強くなる
しかないんで

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

22
常識という一番危
険な洗脳された人
が周りに

あの報道ステーションの席を立ってスタジオから出る勇気、
皆さん分かりますか、分かってもらえますか、怖いですよ、
周りはみんな敵ですよ。 センノウ＊されて、なぜ俺たちが決
めたテーマ通りに喋れないのか、常識という一番危険な洗脳
された人が周りにいる。 そこで一人席を立って、やってられ
るかこんなもんって出てきたんですよ。 この勇気を、エイ
ベックスのマツウラ会長、あのハマサキアユミさんとかね、
エイベックスの会長のマツウラさんが褒めてくれましたよ、
ほんと嬉しかったですよ。 怖いんですよ、ああいう場で一人
席を立つって。 最後の。  
【自分】最後まで、悩みましたよ、怖かったから。

[12]「情報を受
け取ることがで
きなかった、国
民の皆さんが被
害者」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



23
腐りきった権力と
戦ってほしいとい
う、皆さんの声

でも、僕の後ろには、この腐りきったメディア、腐りきった
権力と戦ってほしいという、皆さんの声がずっと届いてま
す。 毎日ね、生活保護をもらってる人からの電話、めっちゃ
もらいます。 僕は、政治の原点は弱者を救済することだと
思っています。 簡単じゃないですか。 政治の力がなかった
ら生きていけない人を守る。 これが政治の＊の仕事なんです
よ。 だから、生活保護の人からの電話、出てます。 車が欲
しい、めっちゃきます。 車がなければ病院に行けない、買い
物も行けない。 ＊＊＊じゃないですか。 でもいまだに、
＊＊＊、車を手放さなければ生活保護をあげない。 こう言う
んですよ、僕は。 車持っときなさい、車買いなさい。 ほん
とに生活保護が止まったら、一緒に役所に行って、役場の前
で一緒に寝ちゃると、ソファで寝てやると。 あいつらは、ゴ
ネたらどうしようもできないんです。 もし車が必要で、名義
変えたらいいんだったら、立花孝志の名義にしてあげる、
めっちゃ喜んでくれますよ。 でもそういう生活保護の人を守
るためには、お金稼いでくる人をしっかりと保護しなきゃい
けないんですよ。 だから、全体を見て政治はしなきゃいけま
せん。 今のほんとにこの国の政治家や官僚は、＊＊＊全体
＊＊＊そういう当たり障りのないことしかせずに、たくさん
の給料もらおうと必死です。 これをね、ぶち壊していかな
きゃいけないんですよ。

[24]「ポスター
配ってますか
ら、良かった

ら、スタッフか
らもらってくだ
さい」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

24

ポスター配ってま
すから、良かった
ら、スタッフから
もらってください

で、そのためにはね、このガーシー、今、ポスター、ガー
シーのポスター配ってますから、良かったら、スタッフから
もらってください。 ガーシーポスター。 ガーシーポスター
とステッカー、お配りしてます。 車のこっち側に＊ってます
から、皆さん、ぜひぜひ貼ってください。 ありがとうござい
ます。 ガーシーの放送見てください、ぜひね、YouTube。 
真実語ってますよ。  テレビが駄目でYouTubeがオッケーっ
て、そもそもおかしいでしょ。 基準がおかしすぎるじゃない
です＊。 綾野剛さんが、当時17歳のアイドルに対して、お
酒を飲まして淫行したことは、被害者の女の子がYouTubeに
顔出して自ら言ってるんだから、事実でしょ。 でもテレビ局
は、綾野剛さんからのヒアリングしかしない。 被害の女の子
の証言は聞こえないんですよ。 聞きたくないことは聞かな
い。 そしてついに明日、オールドルーキー、オンエアです
よ。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

25
大事な時間を奪っ
てきたのがこれま
での政党

さあね、これで国民の皆さんが分かって、後ろの自民党さん
入れるんですかっていうことです。 ＊ですよ。 ＊、あの、
僕ずっとマスクしてないですけど。 あの、マスクって、ほん
とに必要シタラネ＊、コロナは風邪だって、ずっと前から
言ってましたよ、2年前。 ＊＊＊コロナになって、＊入院し
ましたけど、めちゃくちゃ言われましたけど、それでも、
ま、コロナって風邪だと＊。  
【自分】そんな若者の時間を制限してまで、高齢者の、ま、
命とは言えない、命と言ってもいいのかもしれないけども、
正直コロナに罹患して亡くなった方の東京都の平均年齢は
79.6歳らしいですよ。 79てん、何歳、つまり80歳の方がコ
ロナに罹患して死亡するっていうのは寿命でしょ、そんなの
は。 それは寿命っていうものなんですよ。 そりゃ子どもが
イチドニ＊10人死んだとか、10代20代の人がコロナに罹患
して死んでしまった、これは行動制限するべきでしたよ。 で
も、命ってなんですかって考えた時に命って時間なんです
よ。 そんな家の中で、じっとステイホームしてたら刑務所に
いるのと一緒じゃないですか。 そんな大事な大事な時間を
奪ってきたのがこれまでの政党でもあります。 だからね、是
非変えていきましょう。 いまね、ガーシーのポスター配って
ますからよかったらガーシーポスター持って帰ってくださ
い。 これね、＊＊＊てまーす。 ああ、何分喋った？ 30分
喋った？ 次のエンジャ＊誰も来てないの？ え？ もうすぐ到
着する、おっけー。 いや、全然大丈夫なんですけど、後ろが
うるさいから大きい声でいくしかないじゃないですか。 もう
同じことしか言ってないと思いますよ。 ま、別に自民党が悪
いとまでは言わないけども、まあ一緒になってエヌエイチ
ケーと一緒になって権力者と一緒になってることだけは間違
いない。

[24]「ポスター
配ってますか
ら、良かった

ら、スタッフか
らもらってくだ
さい」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



26
人権侵害ですよ、
30歳にならないと
立候補できない

いまね、先ほど僕ここ上がる前に、コウノダイ、コウノタロ
ウさんの演説ちらっと聴いてました。 何て言ってたか。 参
議院選挙に30歳以上じゃないと立候補できないのはおかし
いって言ってたんですよ。 うへへへへ、あんたらやんかー、
自民党やんかー30歳以上立候補できへんって決めたのー。 
何で他人事のように言ってんのーって。 人権侵害ですよ、
30歳にならないと立候補できないっていうのは、29歳11か
月の人に対してお前らは政治家になる資格はないって。 29
歳で弁護士やお医者さん、勿論バスの運転手さんや飲食店で
働いて納税してる人だらけでしょ。 何で立候補できないの
よ。 もうね、30歳以下が立候補できないんやったらもう75
歳以上も立候補できない法律作れよって。 もう、どの口が
言ってんねんって話ですよ。 ああやって平気でうそをついて
も自分に天に唾吐いてることすら自覚がないんですよ。 目の
前で拍手してくれる人しかいないから。 僕ね、昨日怒られま
した。 この＊＊＊にイルヤツ＊がね、京都でちょっと選挙妨
害しようか、維新の会の。 めっちゃ怒られましたよ。 そ
りゃあかんと、国民に失礼やと、維新の会の演説を来てる人
の妨害になるから選挙中は喧嘩するなと。 謝りました。 そ
りゃ悪いことしたら素直にごめんなさいって言うのが普通で
しょ。 我々ケンリョクシャ＊だって、政党の代表だって失敗
する。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

27
不正がめくられて
いく、暴かれてい
く

【自分】＊いっぱいあるんだから。 ごめんなさい、許してく
れるんだったらごめんなさい。 それが駄目だったら、もうお
金とか、そういうのでやるしかないんですよ。 でも、世の中
の人って、偉くなればなるほど謝らなくなりますから、隠し
ますよ。 無かった事にして、時間が経つのを待つんですよ。 
森友問題も、皆さん、忘れてしって、しまってますよね。 あ
れ、自民党の作戦です。 時間が経てば皆さん忘れるから、と
にかく答えない。 これが今の権力者のやり方ですが、＊ます
からね。 今回、本当、ガーシー、頼みますよ、ガーシー。 
いっぱい情報を持ってます、本当に。 ドバイに行って、見て
きましたけど。 芸能界だけの事ではありません。 これから
ガーシー、ゆっくりと、この＊の政治界、政治の事、経済界
の事、暴露していきます。 危ないから、日本には戻ってくる
なと言ってあります。 十分でしょう、この国の国民がガー
シーに情報提供する、ドバイにいるガーシーに。 ＊飛んでい
く。 ドバイのガーシーが日本に向けてYouTubeで情報を上げ
る。 それをこの国のこくみ、国民が観る。 こうやって不正
がめくられていく、暴かれていく。 これまでの悪い事してた
人、ありがとうございます、これはもう、生き残っていけな
いんですよ。 だから、なんとか100人に1人、有権者の100
人に1人、100万票が、NHK党やガーシー、投票いただけれ
ば、我々はこれからもゆっくりですけども、見ていきますか
らね。 ありがとうございます。 ホリエモンも、勿論、協力
してくれます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

28

ホリエモンは、
今、ロケット事業
を一生懸命やろう
としています

今回、ホリエモン＊ます。 ホリエモンは、今、ロケット事業
を一生懸命やろうとしています。 このロケットというのは、
ミサイルの研究にも使われます。 そして、日本の産業を引っ
張っていく技術にもなります。 ホリエモンは、国のために一
生懸命頑張ってる人です。 僕は彼と最近よく話をさせてもら
う機会がありますが、西村博之さんのようにね、何か、言葉
遊びをしているレベルじゃないです。 そこは、是非、ホリエ
モンの＊よく見ていただければ、ロケット、エンジンです。  
日本の得意分野、エンジン。 自動車はアメリカの＊で電気に
変わっていってますから、エンジンを使って、日本の経済を
再び活性化させるために、ホリエモン、頑張ってもらってま
す。

[27]「不正がめ
くられていく、
暴かれていく」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

29

松浦会長も、立
花、素晴らしい、
これをYouTubeで
言ってくれてます

そして、エイベックスの社長の松浦さん、松浦会長も、立
花、素晴らしい、これをYouTubeで言ってくれてます。 ま
あ、他にもね、ちょっと、数え上げたらきりがないぐらい、
頭の良い人が、立花はすごい、NHK党はやっぱりすごい、こ
れを言ってくれてます。 という事でね、僕はもう1、2分で
帰ります。

[28]「ホリエモ
ンは、今、ロ

ケット事業を一
生懸命やろうと
しています」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



30
NHKに受信料を払
うのやめましょう

最後ね、僕達の約束は、NHKに受信料を払うのやめましょ
う。 安心してNHKの受信料を踏み倒してください。 裁判に
なったらNHK党に裁判書類を送ってもらえれば、全額お金を
払って、直ちに裁判を終わらせます。 これが1つです。 そし
て、これからの社会、日本が強くなっていくためには、頭の
良い人が政治家しなきゃいけないんですよ。 今、日本で頭の
良い人達は、ホリエモンのよう。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

31
日本、世界からど
んどん遅れていき
ます

【自分】＊さんのように、思想家というか事業家をするんで
す、お金いっぱいもらえるし、週刊誌相手にしなくていいか
ら。 あんぽんたんな政治家してるんですよ、皆さん。 1億円
ぐらいの年収が欲しいっていうレベルの低ーい人が政治家し
てるから。 あえて言いましょう、ほんとに頭のいい人がこの
国を政治をしないと、日本、世界からどんどん遅れていきま
す、という＊のことを言って。 その辺だと行けますので、写
真撮りたい方、ガーシー＊もしくは撮りたい方はあの辺にお
集まりください、ということで、熱いなかご清聴ありがとう
ございました。 ＊よ、参議院選挙に勝って、＊＊＊。

[30]「NHKに受
信料を払うのや
めましょう」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

32
政治家を使って、
スキャンダルを揉
み消している

【自分】これね、他の政党の人って国民の暮らし守るって
ずっと言ってるじゃないですか。 NHKの受信料って年間2万
6，620円もするんすよ。 ちょっとあまりにも倒れそうなん
で、体勢が悪いけど、ちょっとしゃがみながらやります、言
いたいことを言いたいので。 ちょっとほんと、熱中症で危な
い。 で、2万6，620円のお金を誰も言わないじゃないです
か。 電気代をなんか下げるとか、いやいやちょっと待ってく
れと、NHKが今、お金が余ってるって言ってすんですよ。 7
千億円も受信料が入ってきて、値下げするって言ってるんで
すよ。 あれ＊てるから、新しいビル建てるって言ってるんで
すよ。 いやいや、NHKに払うお金ちょっと削りゃいいじゃ
ん。 年金生活者の人とか、所得が例えば年収300万以下の人
とか、無料にしたら年間2万6，620円浮くんでしょう。 なん
で政治家NHKの受信料言わないんですか。 NHKにね、都合の
悪い情報持たれてるんですよ、政治家って。 だからガーシー
が出てきて、うろたえるんですよ。 これまでテレビ局を可愛
がってたら、政治家の悪、＊なんですよ、テレビ局を癒着し
たらね。 ところがユーチューブが出てきた。 ＊はガーシー
のユーチューブを使って、コクセイセイトウ＊の党首になっ
た。 ついにはガーシーのうえに、海外から日本の政治家の不
正を暴き出した。 明日、TBSという放送局が17歳の女の子に
酒を飲ませて、淫行した人間を主演にする＊を放送します。 
国民なめてんのか。 被害の女性、女の子ちゃんとユーチュー
ブに顔出して、私は綾野剛さんに17歳のときにお酒を飲まさ
れて、ホテルに行って、ちょめちょめしたって言ってます
よ。 そんな人間が公共の電波を使って、なにがオールドルー
キーやねん、おかしいでしょ。 よくよく調べたら、綾野剛の
事務所の社長と内閣官房長官、キハラセイジさん、ずぶずぶ
の関係。 政治家を使って、スキャンダルを揉み消している。 
ええねん、ドラマ。  
【自分】＊な話が現にこの日本で起こってるんですよ。 それ
を暴いてるのがガーシーじゃないですか。

[30]「NHKに受
信料を払うのや
めましょう」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

33
気づいた人、ぜひ
ね、投票所に足を
運んでください

それでYouTubeを見て皆さん、気づいたんですよ。 この国お
かしいって。 何か頑張っても認められない報われない。 悪
いことをやってるやつらが、仲間になってというか、お互い
が、悪いことしてる者同士が結託して、まじめに働いてる人
間のお金を搾取してるんですよ。 その一番の例がNHKの受信
料制度でしょう。 何が受信料を払わなきゃ裁判するだよ。 
国民おどすのもいい加減にしろって話ですよ。 これを他の政
党の政治家たちは、指くわえて見てるだけなんですよ。 だか
らこそ、気づいた人、ぜひね、投票所に足を運んでくださ
い。 まだNHK党やこのガーシーが当選しても、すぐには変わ
りません。 でも3年前にNHK党を選んでいただいた、約100
万人の皆さん、ちゃんと仕事してきてるでしょう。 受信料払
わない人、1人からも苦情来てませんよ。 全部裁判費用全額
出してますから。

[32]「政治家を
使って、スキャ
ンダルを揉み消
している」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



34
安心して、受信料
不払いしてくださ
い

コールセンターを設けてるのもNHK党だけですよ。 国民の
声、聞きますって言って、自民党から共産党に至るまで、お
客さまの声を聞くコールセンター作ってませんよ。 私は、携
帯電話の番号を公開してますよ。 何でか。 国民の声聞くた
めでしょ。 それが政治家の仕事なんでしょ。 選挙のときだ
け耳障りのいいこと言って。 何が消費税0にするだよ。 でき
もしないこと言ってだますの、いい加減にしてくれって話な
んですよ。 だから我々は、NHKにお金を払わない人、守りま
す。 裁判になったら全額お支払いしますから。 安心して、
受信料不払いしてください。

[30]「NHKに受
信料を払うのや
めましょう」に
ついての理由・

ニーズ

35 選挙対策だけに
使ってるんです

我々のお金、活動費、皆さんに投票いただく1票が250円、1
票目マツダミキ＊、2票目ガーシーと書いていただければ500
円、国からNHK党に支給されます。 今、NHK党、2億1，100
万円ほど1年間でお金もらってます。 このお金、無駄にして
ません。 他の政党何してるか、選挙のときに選挙事務所を
作って、大きな選挙カー借りて、ビラとか、新聞折り込み
いっぱいやって、自分たちの党の宣伝のためだけにといって
いいぐらい、選挙対策だけに使ってるんです。 我々違いま
す。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

36

弁済に当てるため
に、できるだけ選
挙費用を抑えてま
す

NHKの被害者、これに、この弁済に当てるために、できるだ
け選挙費用を抑えてます。 そもそも、組織のお金ちゃんと回
せない人に国の金、管理できるわけがありません。 だから、
ゆっくりであることだけは間違いないです。

[35]「選挙対策
だけに使ってる
んです」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

37
我々ができること
は、NHKからの被
害者を守る

でも、3年前に私が参議院議員になり、ツギ＊にホリエモン
が、ハチ＊。  
【自分】＊すごいと言ってくれました。  最近ではエイベッ
クスの松浦会長も、立花さんすごい、あの報道ステーション
事件を見て、分かる人は分かるんですよ。 テレビ局にごまを
する政治家ばっかりでしょう。 テレビ朝日が決めたテーマ
ジャ＊しゃべらないと、スタジオから追い出されるから。 選
挙に勝てないから、テレビ局の言うものの発言しかしないん
ですよ。 テレビ局にケツまくれる人じゃないと駄目なんです
よ。 なぜか。 僕にはYouTubeがあるから。 皆さんに、
YouTubeで訴えかけることができるから。 テレビのように、
1分で完結にしゃべってください、国の安全守るにはどうし
たらいいですか。 1分でしゃべれるわけないでしょう。 馬鹿
かっちゅう話でしょう。 だから出た国政政党の党首たちは、
ね、テレビは核兵器に勝る武器だ、テレビは国民を洗脳する
装置だ、テレビは真実を隠す。 このようなお題目を言って、
あとは私のチャンネル見てくださいでいいんですよ。 関心が
ある人はYouTube見てくれます。 これができない人たちが
今、国政政党、他の党首なんですよ。 NHK受信料問題は触れ
ない。 国防についてはあいまいなことしか言わない。 ただ
ちに原発は安全が確認されたものは再稼働しなきゃいけませ
ん。 たくさんの人が死にますよ、コレ＊今日でもこれだけ暑
いんだから。 原発でそんなに人は死にません。 国防、考え
ないと日本もウクライナのように中国という危険な国から侵
略されますよ。 それが、責任のある政治家の、僕は言動だと
思うし、今そんな偉そうなこと言っても、我々ができること
は、NHKからの被害者を守る。 これだけはできます。

[27]「不正がめ
くられていく、
暴かれていく」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

38

立花頑張れ、熱い
思いの1票入れて
もらえれば、やり
ますから

でもね、今回の選挙、2パーセント、コッ＊、100人に1人で
いいんですよ。 半分選挙行かないんで。 100人にお1人、有
権者の方が投票所に行って、NHK党、あるいはガーシーと書
いていただければ、NHK党は残ります。 消えません。 助け
てください。 必死にやってます。 命かけてやってます。 怖
いです。 苦しいですよ。 ほんとはやめたい。 2パーセント
切ってやめたい。 しんどいし怖いから。 でも、僕は能力が
高いから、言えません。 皆さんが、立花頑張れ、熱い思いの
1票入れてもらえれば、やりますから。 立花をうまく使うこ
とができるのは有権者の皆さんです。 もちろん立花を見放す
ことができるのも有権者の皆さんです。 これは今回の選挙、
2パーセント、得票できなければ、いさぎよく政治の世界か
ら身を引きます。 ゆっくりさせてもらいます。

[40]「1枚めの
投票用紙は東京
都民は、マスダ
ミキ＊、2枚めの
投票シ＊には、
ガーシーと書い
て」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

39
淫行問題について
は語ってこようと
思ってます

皆さんの後は判断にお任せするということを申し上げまし
て、次のテレビ局のね、また取材、出演があります。 これ、
BSクロスファイアっていう、田原総一朗さんの番組です。 ま
あ、田原さんの番組はさすがにカットしないと思うんです
が。 さあ、言ってもテレビ朝日ですから、分かりません。 
綾野剛の17歳、少女に対する飲酒、キン＊、あ、淫行問題に
ついては語ってこようと思ってます。

[38]「立花頑張
れ、熱い思いの1
票入れてもらえ
れば、やります
から」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



40

1枚めの投票用紙
は東京都民は、マ
スダミキ＊、2枚
めの投票シ＊に
は、ガーシーと書
いて

ということでね、ぜひともNHK党の政見放送、YouTube、ご
覧いただきまして、今回の選挙、1枚めの投票用紙は東京都
民は、マスダミキ＊、2枚めの投票シ＊には、ガーシーと書
いていただきますようにお願い申し上げまして、NHK党党
首、私、立花孝志の銀座4丁目での街頭演説を終了させてい
ただきます。 えー、ご清聴いただきましてありがとうござい
ました。 参議院選挙によって、NHKをぶっ壊す。 ありがと
うございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。


