


※この電子書籍では、僕が転売ビジネスから情報発信を学んで 
　経済的・時間的自由を実現するまでのストーリーをまとめました。 

　この書籍をご覧のあなたが何のジャンルで情報発信をしたいかは 
　わかりませんが、そのスキルや強みを活かして情報発信をしていけば 
　理想の収入・働き方は絶対に手に入ります。 

　つまり、あなた自身のこれからの未来の話でもあるので、 
　理想の生活をイメージしながら読み進めていってみてくださいね。 

-はじめに- 
僕は現在、「情報発信ビジネスの指導」をメインに 
月収300万円を超えて多くのクライアントや仲間、 
家族に囲まれて幸せに暮らすことができています。 

空いた時間や休日では娘と無限に遊んだり、 
アラサーに近づいたボディをジムでいじめ抜いたり、 
時には朝から銭湯に行きお酒を嗜（たしな）んだりもします。 



おかげさまでお仕事の方もいい感じで、 

・月収300万円超え 
・2019年にコミュニティ運営も経験 
・中卒～65歳まで幅広い教え子に囲まれる 
・月収100万円超えや脱サラする人も多数 
・サロンやトレーナーなど法人コンサル案件も経験 
・日本でTOP5に入る広告のプロから直接学ぶ 
・年収億超えプレイヤー3名から直接ビジネスを学んでいる 

という状態になれてはいますが、 

僕は人に自慢できるような学歴や資格もスキルも 
何ひとつ持ち合わせていませんでした。 

おまけに新卒として入社した会社もサボり散らかして辞めています。 

ネットビジネスの世界では 
「落ちこぼれだった僕が・・・成り上がりドリーム！！！」 
みたいな既視感のある話がよくありますが、 

お恥ずかしながら、僕は本物の落ちこぼれ学歴ド底辺だったのです。 

「こんな漫画みたいな落ちこぼれいないでしょ」と思って 
ビジネスブログを読み漁っていた時期もありますが、 

「あれ・・・？俺じゃね？」と気づくまでに、 
そう時間はかかりませんでした。 

正直、信じたくなかったです。 



でも冷静にそれまでの人生を思い返してみると、 
本当にロクでもない人生でした。 

親のお金で入ったFラン大学では酒とタバコに明け暮れ、 
「如何に楽して単位を取るか？」しか考えてこなかった人間です。 

しかも今でも、少しでも自分のことを信用してもらうために、 
すぐに奥さんや娘がいる話を出したりします。僕は卑怯者かもしれません。 

なので、僕の言葉は簡単に信用しない方があなたの為です。 

この書籍に関しても、一言一句、 
細心の注意を払いながら読み進めることをオススメします。 

・・・ただ、 

もしもあなたが 
何かしらのスキルや強みを活かして情報発信で大きく稼ぎながら 
イチビジネスマンとして、真の起業家として、 

プラットフォームや外的要因に左右されせずに 
半永久的に稼ぎ続けられるだけのスキルを手に入れたいと思うのであれば、 
確実に力になることができます。 

僕は情報発信を学ぶだけでも2000万円以上のお金をかけてきましたし、 
今でも毎日、情報発信のことを考えて生活をしています。 

自分で言うのも何ですが、ここまで研究をしている人間はそういません。 



肩書きを言うなれば「プロフェッショナル」なのか「研究者」なのか、 
別の角度から言えば「ヲタク」とも言えます。 

ただ、何か新しいことを学ぶ時には 
ヲタクほど優れた先生はいないと思いますので、 
ぜひこの書籍もこのまま読み進めていってもらえると嬉しいです。 

僕がどのようにして、 
ただのイチ転売プレイヤーから情報発信という分野に出会い、 
ステップアップすることができたのか？ 

なぜ、新卒から25歳という若さで同い年の妻を専業主婦にできたのか？ 

なぜ、元Fラン大学卒の学歴底辺のしょぼしょぼ野郎だった男が 
サロンやトレーナーへの法人コンサルティングなどもできるのか？ 

なぜ、平日から帰りの切符も取らずに家族を連れて北海道や全国各地に 
旅行に行けるほどの自由度を手にできたのか？ 

なぜ、日本を代表する大物アーティストのLIVEにVIP招待されるほどの 
人脈を手にすることができたのか？ 

なぜ、ここまで資本主義の階段を駆け上がることができたのか。 

全ての鍵は「情報発信」です。 

その裏側をこの書籍では全て丸裸にしていきます。 



Yusukeの経歴 
まずは簡単に僕のプロフィール（経歴）を紹介すると・・・ 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
22歳：バイナリーオプションで人生一発逆転を狙うも 
　　　  奥さんとの結婚資金150万円を全て溶かして無事死亡（ガチ涙目） 

23歳：ネットビジネスに出会い「せどり転売ビジネス」を始める 

24歳：本業を1日7時間サボる基準値で副業にコミット 
　　　 Amazon転売で副業月収50万円を達成して鼻が2km先まで伸びる 

25歳：年商6000万を超え、脱サラ 
　　　 転売も完全外注してほぼ自動収入で月利120万円を超える 

26歳：情報発信ビジネス開始 
　　　 転売のコンサルティングやコミュニティ運営を開始して 
　　　 月収200万円を超えて一度プチセミリタイヤを経験 

　　　 暇すぎて病む 
　　　 しかし娘にダサいパパの姿は見せたくないと思い 
　　　 ビジネスの再開を決意 
　　　  
　　　 だが、転売がつまらな過ぎてモチベが一切わかず 
　　　 月収200万円を生み出す転売の仕組みを全てぶっ壊す 
　　  （当時はこれがカッコいいと思ったが今は死ぬほど後悔している） 

27歳：情報発信ビジネスを狂ったように研究して再起を図り 
　　　 情報発信の指導者として活動を再開する 
　　　 1年で月収300万円を突破し不死鳥のように復活 



　　　 転売系だけでなく、ギター、占い、コーチング、恋愛等 
　　　 あらゆるジャンルの情報発信やマーケティングに携わる 

28歳：エステサロンやトレーナーのコンサルティング等、 
　　　 法人案件にも手を出し始める 

　　　 日本で5本の指に入るWeb広告のプロから学び始め 
　　　 Youtube広告、Facebook広告、リスティング広告を学び 
　　　 Webマーケッターとしての道を本気で歩み始める 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

僕のブログ記事にも書いていますが、 
ゼロからのスタートでここまできました。 

スキル、才能、人脈、学歴、全てがゼロのうえに、 
なけなしの貯金もバイナリーで全て消し飛ばしてからのスタートなので 
むしろ心はマイナスの状態からここまで駆け上がってきました。 

ここからは僕の過去をもう少し詳しくお伝えするので 
しばしお付き合い頂けますと幸いです…！ 



エリート家系の 
バグと呼ばれた幼少期 

僕は静岡県静岡市という田舎町で生まれました。 

静岡と言えば、そう、お茶の街です。 

少し山の方に行けば広大な茶畑が見渡す限り広がっており、 
地元ではお茶を題材にした民謡「ちゃっきりぶし」という歌が 
よく各地で歌われています。 



学校の給食では毎日「緑茶」が絶対に出るという徹底ぶりです。 

まあ僕は緑茶より麦茶の方が好きなのですが。 

そんな静岡という土地で生まれた僕のルーツは 
実はかなりのエリート家系でした。 

叔父の兄弟は5人中4人が東大だったり、 
親戚には一部上場企業の元社長もいたりします。 

親族が集まる葬式に行った時も「マンション何棟持ってるか忘れた」とか 
言ってるよくわからないおっさんもいたりしましたし、 

僕には実の兄も2人いますが、 
その兄たちも生徒会長をやったりするようなタイプでしたし、 
今では医療系の国家公務員として働いていたりもします。 

国の中枢にいるような上級国民ではないにしろ、 
いわゆる「一般家庭」の中ではかなり恵まれた方だと思います。 

しかし、その中で僕だけが完全に落ちこぼれていました。 

もう自分でもドン引くくらいに。 

兄弟いる人はあるあるですが出来のいい兄弟と比べられることが多くて、 
それが原因で中学時代には不治の病である「厨二病」を患い、 
教育にうるさい家族への反発も込めて深夜徘徊を繰り返し、 
海で焚き火をして補導されたりもしました。 

学校の勉強なんて1mmもマトモにやった覚えはなく、 
高校時代もお腹が痛いフリをして 



50分授業のうち45分をトイレで過ごすような人間でした。 

当時は「トイレの神様」という曲が流行っていたので 
完全に僕はイジられまくる対象でしたが、 
強靭なメンタルでトイレにこもり続けました。 

僕はそんなことよりも 
トイレで携帯をイジることの方が大事だったからです。 

当時は「mixi」と「デコログ」に夢中でした。 

暇さえあればマイミク申請、 
プリクラを撮りに行くとデコログ用のフッター画像みたいな 
「よんだ＆コメントしてね！」みたいなのもありました。 

※世代じゃない人はスミマセン。。。 

また、家では親の見えないところでエリートの兄たちから 
「おまえは橋の下で拾われてきたんだよ」と言われまくり、 
毎日、外で隠れて泣いていました。 

その時にずっと慰めてくれていたのが、 
愛犬の「ジュン（♀）」です。 

超可愛いシェルティーと柴犬の雑種です。 
今は天国に行ってしまったのですが、 
外を歩いていて散歩している犬を見ると今でもジュンを思い出します。 

唯一の友達だったジュンへの恩返しをするためにも、 
将来は保護犬をなくす活動を本気でやる予定です。 



そのためのネットビジネス、そのためのWebマーケティングスキル 
と言っても過言ではありません。 

今でも地元に帰省すると死んだ婆ちゃんの墓参りは行きませんが 
ジュンの墓参りだけは必ず行きます。 

犬好きに悪い人はいないと信じているので 
愛犬家の方は仲良くしてください。 

※生前のジュン。 
母方の実家の千葉県市川市の梨の箱に入ってます。超かわいい。 



Fラン大学で「ちゃんと」 
酒とタバコに溺れる 

そこから僕も大人になる階段を登り始め、18歳になりました。 

「いい大学に行って、いい企業に就職するんだよ？」 

僕が住んでいた静岡県では、 
こんな田舎特有の同調圧力がひどかったです。 

「誰々さんの息子さんは〇〇銀行に行ったらしいわよ」 
「誰々ちゃんは県庁にいるらしいわよ」 
「あの子は市役所に受かったらしいわ」 

こんなことを日々言われるわけですが、 
こっちからしたら正直「知らんがな」という感じです。 

確かにここまで育ててくれたことは感謝してる。 

「お父さんお母さんありがとう。」と素直に言える。 

だけど、 
そんな親同士のマウント合戦に巻き込まれるのはごめんだ。 

育ててくれたことに対する感謝と、 
あなたたちの望む人生を歩むことは決してイコールではない。 



そんな思いを胸に、この住み慣れた静岡という街を離れて 
僕は1人でやっていこう。そう決意をしました。 

そして、僕は逃げるように隣の愛知県にある◯◯学院大学に進学をします。 

しかし、 
イキって他県の大学に進学して念願の一人暮らしを始めたものの、 
実際に両親との別れの瞬間は想像の100倍ほど寂しく、 
大学1年生の頃はホームシックがヒドくなり月イチで帰省していました。笑 

お恥ずかしい限りです。。。。 

だがしかし、次第に大学で気の合う愉快な仲間たちもできてきて、 
ホームシックも段々と改善してきたので 
念願のキャンパスライフを謳歌し始めます。 

・バイト 
・サークル 
・酒 
・タバコ 

に埋め尽くされる毎日。 

それはもうひどいものでした。 
「THE・Fラン大学生」の名に恥じない生活を1年中送っていましたから。 

高卒で就職した方などは大学生活をイメージしづらいかもしれませんが、 
ぶっちゃけ大学で真面目に勉強してる人なんて1％もいません。 

残りの99％は遊んで、酒飲んで、寝てるだけです。 



人としての底辺を味わうのが大学だと、そう信じています。 
（真面目に勉強していた方はスミマセンw） 

所属していたバレーボールサークルの先輩に、 
「これはうちのサークルの公式タバコだからお前も吸え」 
と言われて差し出されたキャスターマイルド（タバコの銘柄）は、 

その後7年間にも渡って僕の肺を汚してくれました。（今は禁煙中） 
 

今思えば「公式タバコって何やねん」という感じですが。笑 

そうして文字通りゴミみたいな学生生活も終わりに近づき、 
働きたくはありませんでしたが 
他に方法を知らなかった僕は泣く泣く就活を始めることになります。 

ブラックスーツ。 
量産型の髪型。 



「御社の企業理念に感銘を受けました！」と 
企業理念も知らない企業に嘘をつく毎日。 

違和感は自分が一番感じていました。 

面接でガクチカ（学生時代に力を入れたこと）を何度も聞かれましたが、 
そんなものは1つもありません。むしろあるわけないだろと自信満々です。 

せいぜい「コンビニの夜勤バイトで廃棄弁当を持って帰るテクニック」か、 
「飲み会でピッチャーイッキを煽られても巧みに回避する方法」 
くらいのものでしたから。 

しかし、今のように起業とか副業とかビジネスなんて選択肢は 
1mmもありませんでしたので、 

他に世の中を生き抜く方法を知らなかった僕は 
安い居酒屋で「一生大学生がいいよな！！！」と 
友人と愚痴をこぼす毎日。 

ですが、就活を続けていくと、無数のお祈りメールを頂く中で奇跡的に、 
学生人気No.1（2016年当時）と呼び声高い 
「商社」に何とか入社することができました。 

志望動機も当然なかったので、面接で何と言ったかすらも覚えていません。 

社長に「この業界はお客様から怒られることも多いですが 
耐えられますか？」と聞かれたので、 
笑顔で「YES！！」と答えたことだけは覚えています。 

ちなみに商社が何をする会社かを知ったのは入社後3ヶ月のことです。 



エリートだらけの商社で 
落ちこぼれ認定 

基本的に英語が堪能なエリートばかりを採用する会社でしたが、 
僕は毎年設けられている「脳筋（脳ミソ筋肉）枠」に 
滑り込むことができました。 

後から人事部の人に聞いてみると 
入社時の英語テストは「100点満点中3点」だったらしいので、 
もう少し人は選んだほうがいいとは思います。笑 

僕が働いていた会社は年収こそ割と高めだったものの、 
それと引き換えにしっかりブラックでした。 

朝の8時始業で、遅い時だと日付が変わるくらいまで働いたり。 

しかし、会社のブラックさもキツかったのですが 
僕が何より嫌だったのは「社会の歯車感」でした。 

毎日決まった時間に起きて、決まった時間に出社して、 
毎日上司に詰められ、毎日クライアントに詰められ、 
心と体を擦り減らす毎日。 

僕らが生きている「社会」という大きな仕組みを構成する 
一つの部品でしかないという事実を受け入れるまでには 
かなりの時間がかかりました。 



おまけに僕のいた会社は自動車部品を製造する工場が取引先でして、 
その工場で使う機械系の部品を納品するト◯タ系の会社だったのですが、 

「ベアリング」という部品をお客様に納入する時に 
「あ・・・これ俺じゃん」と思った時が一番辛かったです。 
 

休みの日もお構いなしに鳴る営業用携帯。 
破壊して桃鉄のぶっとびカードさながらに南の島に逃げ出したいと 
何度思ったことか。 

「部品がないと機械は動かない！」 
「部品にも大切な役割がある」 
と自分に言い聞かせて頑張ってもみましたが、 

やっぱり僕は部品ではない人生を歩みたいと思いました。 



土日休みの多くの人が、 
休みが終わる日曜の夜に始まるサザエさんを見ると、 
明日からの仕事が憂鬱になる「サザエさん症候群」を罹患します。 

しかし僕は、土曜の夜には既に憂鬱になっていたので 
「満点青空レストラン症候群」を罹患していました。 

完全にステージ5。 

※満点青空レストラン＝毎週土曜 18:30～ 放送されている番組 

上司に詰められて精神を病み、 
そのまま辞めていく同期も何人も見てきました。 

僕も何度も辞めようかと思いましたが、 
僕が入社した頃とかはまだ世の中の風潮的に 
「すぐ会社を辞める奴はクズ・根性なし」みたいな感じでしたので 
辞めるに辞められませんでした。 

加えて、僕自身も高校までは結構ゴリゴリにバレーボールをやっていたので 
根は真面目な体育会系みたいな側面もあり、 
余計に「3年も働けない俺はカスなのか…？」と 
毎日自分を追い込んでしまっていました。 

感情はどんどん死んでいきました。 

この先の人生が面白味もないルーティン化されてしまったような気がして、 
「40になっても50になっても同じ生活をしているんだろうな」 
と思うと辛過ぎました。 



会社の先輩たちに「社会人つまんなくないですか？」と 
相談したこともありますが、 

パリピの先輩達は「そんなの当たり前だろ！俺だって思ってるよ！ 
とりあえず嫌なことはクラブ行ってテキーラでも飲んで忘れようぜ！」 
と言われて終わりました。 

彼らとは今でも仲良くさせてもらってますが、 
真の陽キャには敵わねぇや…と思った瞬間でもあります。 

名古屋では有名な「アイディー、サンゴ、オルカ」といったクラブに 
よく連れて行かれ、レッドブルウォッカという悪魔のような酒を飲まされ、 
現実から目を背けるというルーティンが生まれつつありました。 

※パリピと思われたくないので言っておきますが、 
　クラブ自体は全く好きではありません。 
　銭湯やサウナの方が1億倍好きです。 

と、最高に愉快で大好きな先輩たちでしたが、 
僕は現実を酒で流すことを続けることはできませんでした。 

入社1年目に 
脱サラを決意 

そして不満を抱えながらも、 
抜け出す方法を知らない僕は我慢しながら働き続けていましたが、 
その違和感が確信に変わる出来事がありました。 



当時の会社の直属の上司である「Nさん」が、 
海外転勤を言い渡された時のことです。 

このNさんはコミュニケーションが下手で部下への指導もキツく、 
鬼軍曹みたいな上司でした。 

僕も厳しい指導を受けていたので、 
毎日「こいつだけはいつか絶対ぶっ○ろす」と思いながら 
一緒に働いていましたが、 
しかし、そんなある日、Nさんががタイに転勤することが決まりました。 

Nさんはマイホームも建てたばかりで、娘も2人。 
それなのに海外への辞令。 

海外転勤は基本的に行ったら5～6年は帰って来れません。 

すると、普段鬼のように怖かったNさんが急に優しくなり、 
牙を抜かれたような声で「会社ってこういうもんだぞ」と言った時に 
流石の僕も同情しました。 

「なんで自分の人生を会社に決められなきゃいけないんだろう？ 
　それを受け入れるのが社会人かもしれないけど、僕には無理だ。」 

心からそう思いました。 

また、別の日に、 
転勤などを決める権利を持つ取締役と喫煙所で一緒になり、 
こんな会話をしました。 

「Nは家を建てたばかりだったからな～。 
　やっぱり海外に飛ばす奴は家とか建てて辞められない奴に限るな。 
　お前も家族はいるのか？海外楽しみにしておけよ！」 



シンプルに「は？」と思いました。 

お偉いさんなので「勘弁してくださいよ～ww」と愛想笑いをしましたが 
心の中でははらわたが煮えくり帰るような思いでした。 

人の人生を何だと思っとんねん、と。 

なんでこんな見ず知らずの禿げたデブのおっさんに 
僕の人生の貴重な5～6年という時間が 
奪われなければいけないのか？？？？ 

僕は本気で疑問でした。 

このことを父親に相談したこともありますが、 
父親自身もNT●という大手企業に勤めていて転勤族だったこともあり、 
全く理解してもらうことができませんでした。 

「社会人なんてそんなもんだぞ。特に男はな。」とか言ってましたが 
僕はゆとりだったので言っている意味がわかりませんでした。 

確かにそれが社会人として当たり前なのかもしれないけれど、 
それが社会人なら僕はゆとりでいいや、と本気で思いました。 

完全にナルトに影響されていたと思います。火影になりたい人生でした。 

ちなみにナルトではシカマルが一番好きで、その次にカンクロウですね。 

僕はゴリゴリ主人公の人気No.1とかよりも 
ちょっとサブキャラっぽいのに渋い奴が好きです。 
 



確かに転勤などで新しい土地に触れて、経験を積み、 
人生としてプラスになることがあると思います。 

実際に僕も地元の静岡県から愛知県に移り住んで、 
かけがえのない仲間やたくさんの友人に出会いました。 

でも、嫌なもんは嫌です。 
旅行で行くなら楽しいけど仕事でなんか行きたくない。 

今思えば社会人としてあるまじきワガママな精神でしたが、 
リアルな感情でした。 



これらのことから僕は自分の性格やスタンスに気づけたのですが、 
どうやら僕は「他人に主導権を握られたり」とか 
「何かを押し付けられる」というのが本当に嫌いということです。 

一言で言えばガキですし、違う言葉で言えば社会不適合者です。 

でも、僕、思うんですよね。 

社会不適合者ってみんな言うけど、 
僕からしたらこの今いる社会がデフォルトであって、 
世間一般で言う社会に適合している人たちの方が 
僕から見たら社会不適合者ですよ。 

まあそんなことはどうでもいいんですけどね。 

どんな事実も見方を変えたら正義にもなり、悪にもなるわけですから、 
正しい正しくないなんてのは正解がない世界です。 

話を戻すと、この時も取締役や会社に対して 
「僕の人生を勝手に決めるな」という思いが抑え切れず、 
本気で脱サラすることを入社1年目にして決意しました。 

「このままでは僕も家族ができて家を建てた瞬間に飛ばされる。 
　そんなのごめんだ。」 

そう感じた僕は、当時住んでいた会社の独身寮に住む同期たちと 
夜な夜な「会社脱獄計画」を目論んでいました。 

実際に当時、同じ寮に住んでいた同期は全員会社を辞めています。 



※本当に愉快な仲間たちでした。 
マルチにハマる奴もいれば、メキシコで毎日パーティしてる奴もいるしで、 

みんな今でもたまに集まって飲んだりします。 

あらゆるビジネスに 
チャレンジするも大火傷 
そこから僕は現実的に会社を辞めるためには 
何かしらの収入源が必要だということを考え、 
色々なビジネスに手を出し始めます。 



手始めに営業をサボって近所の書店に行き、NISAの本を買いました。 

当時知っていた言葉が唯一「NISA」だった為、 
ドヤ顔で購入して読み進めてみるも、 
1文字も理解できずにそっと鞄にしまうハメになりました。 

リアルに3ページも読んでいません。 
 

この時に僕は、自分の学力が低いことを思い出しました。 

そのままネットで投資について調べていると 
「キャッシュが1億くらいないと投資では食っていけませんよ」 
という情報も見つけ、投資は断念。 



こうして僕のビジネス人生はいきなりつまずくわけですが、 
次はインスタで情弱を狩っていたバイナリーオプション軍団に 
カモられることになります。 

彼等はインスタで情弱を狙います。 

借りてきた高級外車や高級時計と一緒に、 
「一瞬で爆益wwwwwww」みたいな投稿をして 
「え！僕もこうなりたいです！」と反応してきた人をDMに誘導します。 

そして、実際に会って自動売買ツールの営業をする流れ。 

僕はこの流れにまんまと引っかかり、 
まずはよくわからないツールを50万円で買います。 
 

「これで俺の人生は変わる」と確信をしていましたが、 
しっかり詐欺だったので違う意味で人生は変わりました。 



奥さんとの結婚式費用で貯めていた150万円を全て溶かし、無事終了。 

もちろん自分自身の情弱っぷりが招いた結果ですが、 
今でも書いていると当時を思い出してきて、 
「俺の150万返してくれよぉぉぉぉ！！！」と辛くなります。 

当時は狂ったようにPCに張り付いてチャートを見ていたので、 
奥さんに「もう普通の生活でいいからやめて」と泣きながら言われ、 
バイナリーを引退しました。 

投資や積み立てNISAでつまずいて、 
倒れたところにバイナリーでギタギタに斬られた感じです。瀕死。 

僕はもう諦めようか迷いました。 

メンターに弟子入り 
「転売」に出会う 

しかし簡単に諦めきれなかった僕は、 
「流石に人生はそんな簡単に変わらないな・・・」と思いつつも、 
次のビジネスを探していました。 

次に取り組んだのは「せどり転売」と呼ばれるビジネスモデルです。 
ネットや店舗で仕入れた商品を、Amazonで販売する。 

非常にシンプルなビジネスモデルですが、 
「これなら流石に僕でもできるっしょw」と思いスタートします。 



しかし、ここでも最初は全然うまくいきませんでした。 

利益の取れる商品をリサーチする作業でいきなりつまずき、 
「なんだこれ。全然稼げないじゃん。やめちまうか。」となりました。 

そしてある日、 
地元に帰省して兄と喋っている中で衝撃の言葉を言われることに。。。 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yusuke：最近、副業で転売やってるんだけど全然うまくいかないわ。 

エリート兄：クソ転売ヤーかよwwキッショ。PS4流してくれよw 

Yusuke：うざ。俺の転売はそういうのじゃないから。 

エリート兄：知らんがな。でも成果出てないのか？ 
　　　　　　てか何で、お前は馬鹿なのに自分でやろうとするの？ 
　　　　　　バカの頭でいくら考えても正しい答えなんて 
　　　　　　求められるわけないだろ。バカなんだから。 

Yusuke：（クソうざいやんこいつ・・・）まぁ確かに。それは正論だな。 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

という会話が印象的で、 
バカバカ言ってくる兄には心の中で中指を立てながらも、 
「なるほど」と思っている自分がいました。 

確かに学生時代から勉強にも先生がいて教えてくれたし、 
部活でもコーチや監督がいたし、 
何で俺はビジネスになった瞬間に1人でやろうとしてるんだ…？ 
と気づいたイメージです。 



そこから僕はもう失敗したくなかったので、 
「先生」的な存在を探して転売にもう一度チャレンジすることに。 

そして、色々ネットで探しているうちに、 
千葉に住む元トラックドライバーのメンターを見つけました。 

そのメンターのブログを読み漁り、 
自宅で作業合宿をやっているとの情報を見つけ、即申し込みました。 

緊張と、不安と、期待と、 
色々な感情が入り乱れていたことを覚えています。 

確かあの頃は雪がパラつく12月でしたが 
名古屋から車をぶっ飛ばして会いに行きました。 

ノーマルタイヤでしたが、 
もう僕を止められる人はいません。 

結果的にこれが大成功。 

メンターが横で一緒に作業をしながら教えてくれるので、 
疑問点などが一瞬で解決していきました。 

やはり「自分の頭で考えてもうまくいくわけないんだな」と気づき、 
今まで何をやっても成果が出ない理由がわかった気がしました。 

何の知識もない自分が幾ら考えても正しい答えなんて出せません。 

野球未経験なのにいきなりバットを握って 
ホームラン打とうとするようなものです。 



そして、最初のスタートで「これはイケるぞ」と確信を得た僕は、 
会社での本業もサボりにサボりまくり、 
会社を辞めるためにできる限りの全ての時間を物販に使いました。 

通勤中も、仕事中も、ご飯を食べる時も、シャワーを浴びている時も、 
奥さんと話している時も、休日も、トイレで踏ん張っている時も、 

転売のことを考えてフルコミットしました。 

どれくらいコミットしていたかと言うと、 
作業中にリアルに寝落ちするくらい。（↓実際の写真アリ） 

寝落ちは小学生の頃にやっていた 
スーパーマリオサンシャインぶりでした。 



とにかくこの頃はもう、リサーチ。リサーチ。リサーチ。リサーチです。 

物販系の皆さんならわかると思いますが、 
やはり稼いでいる人はみんな死ぬほどリサーチをした経験がありますよね。 

僕もやっていました。 
当時は会社に行く時も運転しながらスマホでリサーチ。 
（危ないからマネはしないでくださいね。） 

会社に着いてもリサーチ。 
昼休みもリサーチ。 
何なら本業をサボってコメダにこもってリサーチ。 
家に帰っても深夜までリサーチ。 

この生活をずっと続けていました。 

リアルに1日の睡眠時間は3時間みたいな日々が 
約半年間くらいは続いていました。 

完全に本業と副業が入れ替わっていた状態だったと思います。 

副業月収50万円を突破 
鼻が2km先まで伸びる 

その甲斐もあってか、かなりトントン拍子に進んで、 
開始から3ヶ月が経つ頃には 
副業だけで月収30万円を稼げるようになっていました。 



開始して半年が経つ頃には利益も50万円を超えるほどに。 

この時、僕は死ぬほど調子に乗りました。 
わかりやすいくらいに。 

調子に乗り過ぎて自分のことを最強の副業戦士だと思い込んでいましたし、 
本業と合わせると毎月70万円くらい利益があるわけですから、 
もう上司の話なんて全く聞けない状態になりました。 

イキった調子こき青二才の誕生。 

上司に怒られても 
「あー俺より月収低い人に言われても聞く気になれないなー」 
とか思っていたくらいです。 

本当に恥ずかしい。 

誰かにブン殴られて1回イタい目を見ればいいなと本気で思います。 
そもそも月収とかどうこうじゃなくてお前の人間性が終わってるわ、 
って感じです。 

ついに脱サラ 
月収120万円突破 

そして2019年の4月、 
このまま会社員として働いていても自分が甘えて腐るだけなので 
ついに脱サラすることにしました。 



ずっと「自由になりたい！」と思って副業に取り組んでいたので 
ここは自分の中でも1つの区切りとなる瞬間です。 

直属の上司に「相談したいことがあります」と言い 
時間を取ってもらい「辞めたいと思っています」と告白をしました。 

かなり僕としてもドキドキしていました… 

「テメェなめてんのか！！！！！シバくぞ！！！！！」 
と言われないか内心ビクビクしていましたが、 

意外とすんなり「そうか。わかった。」という感じでした。 

実は、辞表を出す時はめちゃくちゃ悩んでいたんですよね。 

勤めていた会社はかなり給料もいい会社で 
新卒2～3年目で年収は500万円を超えていましたし、 
天下のト◯タ系の企業だったので業績も安定していました。 

この書籍をお読みのあなたも、 
もしかしたら脱サラを考えているかもしれません。 

でも、僕の本音としては「安易に脱サラしない方がいい」ということです。 

実際に脱サラして後悔は1mmもないわけですが、 
もう少し基盤を整えたタイミングで辞めてもよかったかなとも思います。 

少なくとも僕みたいに「副業で本業の給料を超えたから」という理由だけで 
脱サラをしてしまうと、思ったよりも手元にお金が残らないからですね。 



会社を辞めたら社会保険から国民保険になりますし、 
退職金もなくなりますし、資産構築とかも自分でしていく必要があります。 

まあ今の時代は会社員でもしっかりと中長期目線で 
自分の人生設計を考える必要はあるとも思いますが。。。 

今の僕が過去に戻ったなら、 
少なくとも月収200～300万円くらいは稼げるようになってから 
会社を辞めると思います。 

このネットビジネス業界では「すぐに脱サラすることが正義」みたいな 
風潮が色々なところで見受けられますが、僕は賛成でもあり、反対でもある 
というイメージです。 

そんなの人それぞれです。 

・・・でも、心の声がもう早く辞めたいと言っているのであれば 
それに関しては止めません。 

何よりも大事なのは「自分の本音」だとも思いますので。 

話を戻すと、 
僕は脱サラしてからしばらくは本当にクソみたいな生活を送っていました。 

「ヒャッホイ！俺は自由だぜ！！」とか言って 
仕事なんて何もせずに朝から釣りに行って昼から酒を飲んで、 
気の済むまで昼寝なんかしちゃったりして。 

誰か本当にぶん殴ってほしいです。 



まあそんな生活をしていると、 
脱サラしているのに月利が20万円とかまで落ちてきて 
流石に自分でもマズいなと思う瞬間が来ました。 

そこから再び転売を真剣にやり始めて、 
月利120万円を超えるまでになりました。 

更に高みを目指して 
情報発信を開始 

ここから、ついに僕の情報発信ストーリーが幕を開けます。 

転売を始めた時からメンターに教えてもらったりしていたので 
「情報発信をしてる人は稼いでる」というイメージは持っていましたし、 
どこかのタイミングでずっとやりたいとも思っていました。 

転売だけに限らずですが、 
何かしらの分野やジャンルでゼロイチを突破できたら 
なるべく早く情報発信を始めるなどしていって、 

・労働単価を上げる 
・自動収入を作っていく 

のどちらかは、または両方を、絶対に構築していくべきです。 

ずっとプレイヤーとして活動していくだけでは 
経済的・時間的な自由は手に入らない仕組みになっているからですね。 



僕も転売で月収120万円を超えましたが、 
それをずっとやるのもぶっちゃけシンドいですし、 
夢のない話をしますが単月で100万円以上稼ごうが 
正直人生は変わりません。 

もちろん個人でそれだけのスキルを手に入れられたのは凄いことですが、 
そこからしっかりとステージを上げていって 
更に収益を伸ばしていかなければ本当の自由は手に入りません。 

だからこそ僕も、本気で情報発信に踏み切りました。 

当時所属していた転売コミュニティのメンターの知り合いで 
情報発信を教えている人がいると聞きつけ、 
累計300万円くらいのコンサルフィーを支払って教わりました。 

「うおおおお！やるぜ！更に成り上がるぜ！！！」と意気込んでいましたが 
結果は本当に散々でした。 

そのメンターは人間的にはめちゃくちゃいい人だったのですが 
如何せん教える内容が「脳筋根性論寄り」と言いますか、 
「とりあえず頑張ってブログ書きましょう！」みたいなタイプなわけです。 

しかし、当時の僕も情報発信のことは何も知らなかったですし 
「情報発信＝難しい・時間がかかる」みたいな印象はあったので、 

「やっぱりそれくらいの努力は必要ですよね…！」とか言って 
ガムシャラに取り組みました。 

それからというものの、暇さえあればブログを書き続けました。 



・・・しかし、 
ある時を境に「あれ？これ大丈夫か？」と思うようになります。 

ブログ300記事書いて 
１円も稼げない地獄 

そうです、ブログ300記事を書いたタイミングで 
1円も稼げていないことに気づいてしまい、 
次第にそのメンターへの不信感が募っていったのです。 
流石に情報発信は時間がかかると言っても、これはやばくね・・・？ 

みたいな感じでした。笑 
 

※今は恥ずかし過ぎて全部非公開です。 
　見たい人がいれば個別に連絡をください。笑 

そこで「もっとちゃんと教えてくれる人がいるかもしれない」と思い 
色々な情報発信者のブログを読み漁っていた時期に、 
ある元アフィリエイターの方のブログを見つけました。 



結果的にその方が僕の最強のメンターになるわけですが、 
そのブログに書いてあったことが衝撃的過ぎて今でも覚えています。 

「僕はブログ1記事で3000万円稼ぎました。 
　正しい知識やノウハウがないのに無駄にブログ記事を量産しても 
　無駄です。寝てた方がマシ。」 

みたいなことが書いてあったのですが、 

「ああ・・・俺じゃん・・・」となりましたね。 
グサグサ刺さって正直辛かったです。。。 

でもこれ、今冷静に考えてみると本当にその通りだなと思います。 

当時の僕はブログを書くにしても 
「その記事の狙いは何なのか？」とか、 
「何のためにブログを書くのか？」という意識が欠けていました。 

ただ「ブログ書けばいい」と思っていただけだったんです。 
そんなカスマインドで稼げるほど起業の世界は甘くありません。 

自分が今取り組んでいることは何のためにやっているのか？ 
目的は？意図は？最終目標は？ 
どのような状態になりたくて今を過ごしているのか？ 

その辺りの戦略とか設計をしっかりとしてから 
情報発信に臨まなければ出る成果も出ません。 

出たとしてもそれはただのマグレであり、 
再現ができないので稼ぎ続けることができません。 

だから、僕が稼げなかったのは必然でした。 



野球とかサッカーのスポーツでも一緒だと思うのですが、 
ただ言われたことを脳死で適当にやるだけの練習しても 
うまくなるわけがないですよね。 

それと一緒で、情報発信も気合いと根性だけで 
「ただ続けていれば稼げる」というような甘い世界ではなかった 
ということです。 

そこから僕はスパッとメンターを変更させて頂いて、 
元アフィリエイターの方のコンサルを受けることに。 

コンサルフィーは1回で数百万円でしたが、即決でした。 

そのメンターは情報発信のプロフェッショナルで 
20代で累計2億円以上を情報発信だけで稼ぎ出す猛者でしたし、 

この「どれだけ作業しても一向に光が見えない」という状態から 
抜け出せるのであれば数百万円なんて安いものだと思ったのです。 

そして、そのメンターのもとで学び始めると 
あっという間に成果が出るようになりました。 

今まではなかったメルマガへの返信だったり、 
ブログからのお問い合わせだったり、 
全く反応がない状態から面白いくらいに反応が来るように。 

「これは本物だ…」とドンドンのめり込んでいきました。 

それもそのはず、そのメンターから受け継いだ情報発信スキルは 
「小手先のノウハウ」ではなくて「人間の本能に基づいたテクニック」 
だったからです。 



・人はどんな言葉に反応するのか？ 
・人が商品を購入したくなる時はどんな時なのか？ 

などの、心理学とかに近い技術を学ぶことができたので 
僕の情報発信も反応が得られるようになってきました。 

ぶっちゃけこれを学べた時点で僕の頭の中から 
「食いっぱぐれないか不安だ…」みたいなお金の悩みは完全に消えました。 

だって「人間心理」がわかれば何をしても稼げるからです。 

ネットがなくなってもやりたくはないですが、 
営業とかすれば死ぬほど売れるからです。やりたくはないけど。 

余談ですが、 
よく「長くその人から教えてもらっているから」とか、 
「仲が良いから」とかの理由でメンターを選ぶ人がいますが、 

ビジネスであれば「その人の元にいて自分の理想が叶うのか？」という 
部分からは逃げてはいけないと思います。 

メンターは「自分の悩みを解決してくれて道筋を示してくれる人」 
でなければいけないのですから、そこはシビアにいくべきです。 

ビジネスはおままごとじゃありませんので。 



コミュニティ運営も経験 
ついにセミリタイヤ 

そして次第にコンサルティングの依頼も舞い込んでくるようになり、 
ついに情報発信だけで月収100万円を超えるレベルに到達。 

調子も出てきてコミュニティ運営なんかもやったりして 
完全に情報発信で稼ぐ感覚を掴めるようになってきました。 

コンサル生たちもガンガン結果を出してくれて 
中には上場企業を脱サラするような人もいたり。 

ちなみに、コンサル生がたくさんいたりすると 
忙しいというイメージを持っていましたが、 

この時は質問されることを全てコンテンツに落とし込んでいたので 
コンサル生からの質問はドンドン減っていきました。 

・・・あれ？全然コンサル生から連絡が来ない 

大丈夫かな？ 

そう思いましたが、みんな頑張ってやってくれていました。 

共通の悩みや課題を音声や動画コンテンツに落とし込むことで 
コンサル生もイチイチ聞かなくてもいいし、 
本当に困った時だけアドバイスを求めてくるみたいな状態でした。 



僕としては質問に来る回数が減ってしまって 
少し寂しい気持ちもあったのですが、笑 

それでも結果を出してくれる人はちゃんと増えていったので 
これはこれで正しい形なのかなとも思ったりしましたね。 

そして、転売の方もほぼ自動化していましたし 
情報発信の方も負荷がなくなってきたので、 
ここで一度セミリタイヤ生活に突入することになります。 

セミリタイヤ生活と言えば！みたいなことをたくさんしました。 
自由っぽいことも一通りやってみました。 

例えば海鮮を食べるだけに北海道に飛んでみたり。 



朝活でピラティスをして海外セレブのような気分に浸ってみたり。 

迷惑をかけてきた奥さんに貢げるようになったり。 



経営者仲間とコテージ耐久レースで5日くらい連続で泊まってみたり。 

暇すぎて病む 
・・・しかし、ここで問題発生です。 

一通りのセミリタイヤ生活をしてみて思ったのが 
「これずっとやっててもクソつまんない」ということです。 

確かに数年くらい食いっぱぐれないお金もあるし、時間もある。 

でも自分が成長している感じは一切しないし、 
プライベートの友達はみんな会社で働いているし、 



シンプルに「寂しい」という感情も湧いてきました。 

まだ僕は家族がいたのでよかったですが、 
これで一人暮らしとかだったら本気で鬱になって病む気がします。 

実際にガチの引きこもりプロフェッショナルになっていて 
仙人みたいな生活をしている知人もいますからね。笑 

そして何より、月数百万円くらいの収入があったとしても、 
結局はそれは「転売の収入＋転売を教えることによる収入」でしか 
なかったので、この収入が何十年も続くとは思えませんでした。 

「一時的なセミリタイヤ」ではあったかもしれませんが 
「本当のセミリタイヤ」ではないことは自分が一番わかっていました。 

本当のセミリタイヤをしたければ、 
僕の理想の生活から逆算すると「税引前で約5億円」が必要でした。 

ここの金額に関しては個人個人で思い描く理想の生活が違うので 
差はあると思いますが、僕の理想の生活では5億円だったのです。 

だから、調子をこかずに再び前を向いて進まなければいけない。 

頭ではそう思ってはいたのですが、人間という生き物は弱いです。 

数年は食いっぱぐれないだろうなと思ってしまうと 
やる気やモチベーションが皆無になってしまうのです。 

やらないと・・・ 
でも体が動かない・・・ 



そんな日々が続いていました。 
が、ここで転機が訪れます。 

娘が産まれることが 
キッカケで再度奮起 

奥さんのお腹の中に新しい命が宿っていることが発覚。 

ぶっちゃけ父親になる覚悟なんて1mmもありませんでしたが、 
子供はどんどんお腹の中で成長していく。 

この時、本当に色々なことを考えさせられました。 

で、考えた末に出てきたのが 

「今のニートみたいな生活を子供には見せられない、ダサすぎる」 

「せめて家族が一生食いっぱぐれないくらいの資産を得てから 
　調子に乗るべきだ」 

という思いでした。 

確かに目先では生活には困らないかもしれない。 



でもこの先で何が起こるかもわからないから 
収益の基盤ももっと安定させなければいけないし、 

おまけに毎日ダラダラしててゴミみたいな生活をしている姿なんて 
子供に見せたくはないなと、本気でそう思ったのです。 

娘が幼稚園に行った時に 
「パパはいつも家でパジャマでゴロゴロしてるんだよ～」なんて 
言おうものなら娘がイジメられかねない。 

僕はプライドなんて全くないので「ニート」とか「ヒモ」とか 
呼ばれてま全く気にならないけど、 
家族に迷惑がかかるのは違うなと思ったんです。 

だから僕は、再度ビジネスで燃えることを誓いました。 

「よし、カッコいい父ちゃんの姿を見せてやろう」 

「とりあえずガチのFIREできるくらいの金を稼ぐぜ！！！」 

「背中で語るぜ！」 

でも、ここでまた問題発生です。 

転売と情報発信で稼いでいた当時の僕でしたが、 
ここからビジネスを大きくするパターンなんて 

・転売から物販会社にスケールアップさせて組織化 
・転売を教える情報発信のコミュニティとかをもっと大きくする 

くらいの二択のものです。 



しかし、僕はこの時既に 
転売に対する情熱がなくなってしまっていました。 

まあ、元々転売自体に情熱なんて1mmもなかったんですけど、 
この先もずっと「転売の人」でいるのは個人的に嫌だったというか、 
もちろん職業に貴賎がないこともわかってはいますけど 
シンプルに「もっと自由度の高い稼ぎ方がいい」と 
思っていた感じです。 

確かに転売って、やれば普通に稼げるんですよ。 

でも、販売しているプラットフォームからアウトをくらったら 
そこで販売できなくなってしまったりもするし、 
仕入先から商品供給が止まったら何もできません。 

稼げてはいましたが、自分の力で稼いでいたわけではない。 

この「外的要因に左右される状態」は本当の自由とは言えない。 

何が起きても、この身1つで、裸一貫で、稼ぎ続けられるだけの 
スキルをつけることが大事なんじゃないか？ 

そう思いました。 

でも僕はぬるま湯に浸かっているとすぐに甘えてしまう。 

だから、転売を全部やめよう。そう思いました。 

そして、転売を辞めるのであれば 
プレイヤーではなくなるので「物販を教える情報発信」もやめる必要が 
あるなと思ったので、一度全ての収入源を手放すことにしました。 



業界には「自分がプレイヤーではない」のに 
「エアプコンサル」をする人もいたりしますが、 
そんなのコンサル生が可哀想なだけなので僕にはできませんでした。 

月収200万円の仕組みを 
ぶっ壊す暴挙に 

そして実際に、当時転売と情報発信で毎月200万円くらい 
稼げていた仕組みを全て崩壊させることにしました。 

仕入先からも、 
コミュニティメンバーからも、 
コンサル生からも、 
当時の転売仲間からも、 

全員から「なんでなん？？？？？」と聞かれました。 

でも、しょうがないんです。 

僕の心が「そうしろ」と言っていたから。 

意味がわからないですよね？ 
僕もわからないです。 



でも全く後悔はしていません。 
と言うのは嘘で、正直めちゃめちゃ後悔しています。 

「こういうことをするのがカッコいい」みたいな 
厨二病っぽいことを思っていたのも事実です。 

ぶっちゃけ今なら「何でそんなアホなことすんの？」と思いますし、 
「大人しく誰かに任すとかしとけばよかったやん」とも思います。 

毎月200万で1年あれば2400万円が生まれるわけですからね。 

でも自分がやったことなのでどうしようもありません。 

けれど、何だか心はスッキリしていました。 

脱サラした時みたいな感じで「ここから再スタートだ！」的な 
晴れ晴れした気持ちにもなっていました。 

家族がいたのにも関わらず、無収入からの再スタート。 

物語の第二章が始まっていきます。 

そして、そこから僕が何をしたかと言うと、 
今のように「情報発信を教える側にいきたい」と思い 
そのための活動をずっとしていました。 

転売プレイヤーや、情報発信者の階層はこんな感じです。 



こんなイメージで、 
「転売プレイヤー」の上に「転売系の情報発信者」がいて 
その上に「情報発信を教える人」がいます。 

僕はその「情報発信を教える人」になっていきたいと思ったのです。 

何故かと言うと幾つか理由があるのですが、 
主な理由としては「より階層を上げることで自由度が高まる」と 
確信をしていたからです。 

この書籍をご覧のあなたが何のジャンルに取り組んでいるかは 
わかりませんが、どんな業界やジャンルでも下2つの階層は 
どれも大体一緒かなと思います。 

例えば「動画編集」なら、一番下に「動画編集で稼いでいる人」がいて 
その上に「動画編集の稼ぎ方を教える人」がいて、 
そのまた上に「僕のような情報発信を教える人」がいるイメージです。 



なので、より稼ぎたい、より自由になりたい、と願うのであれば 
一歩一歩階層を上げていくことでその願いは叶うはずです。 

また、僕が情報発信を教える側にいきたいと思う理由には 
別の側面もあり、それは「僕のバックグラウンド」に関わるものです。 

僕が当時転売で脱サラ・起業した理由は 
「人の言うことを聞きたくない！」とか「自由になりたい！」という 
想いがあったわけなのですが、 

その想いをもっと深く辿っていくと 
「僕は自分の人生に自信が持てていない」という部分に行き着きます。 

これは恥ずかしいのであまり人に話したくないのですが、 
僕はずーーーーーーっと心にコンプレックスを抱えて生きてきました。 

どういうことかと言うと、僕は昔からずーーーーーっと 

・人に褒められたい 
・チヤホヤされたい 

みたいな承認欲求の塊みたいな人間だったんですね。 

でも、女の子に全然話しかけられないからモテない。 

スポーツだけはできたので告白されたこととかもありますが、 
恋愛慣れしてる感だけ出してイキって終了みたいな感じです。 

恥ずかしすぎる。ただのイキりキモインキャです。 

バレーボールも全国大会とかに出れたわけでもないですし、 
勉強も特徴がないし他にも何もできない。 



自分には何もない。 
全てが中途半端な人間だ。 

そうして僕の自己肯定感は日に日に下がっていき、 
僕の人生の辞書から「自信」という言葉が消え去っていきました。 

しかもそんな中途半端野郎のくせに、 
人からは認められたい。チヤホヤされたい。褒められたい。モテたい。 
そんな感情はある都合の良い人間です。 

でも、そんな人間が初めて 
「情報発信なら全て手に入る」と思えたんですよね。 

どういうことかと言いますと、 

情報発信を極めていくと、まず、 
莫大な収入を手に入れることができます。お金です。 

それだけでなく、 
「情報発信を極めれば人間としても魅力的になってモテる」と 
確信もしました。 

なぜかと言いますと、 
どんなジャンルでもそうですが情報発信で稼ぐためには 

①自分や商品の魅力を最大限に発信する 
②お客様に興味を持ってもらい関係を築いていく 

というステップが必要になります。 



このステップを踏んでいくためには、 
相手やお客様が考えていることや望んでいることをおさえながら 
そこに対して満足のいくものを提供していかなければいけません。 

つまり、自分ではなく相手を優先させる思考ができるようになれば 
情報発信で稼いでいくことができるわけです。 

これは情報発信だけでなくても 
仕事のできるビジネスマンとかモテる人とかは全て共通していますよね。 

この「相手を優先させられるスタンス」が身についていけば、 
情報発信だけでなく、他のビジネスでも、恋愛でも、人間関係でも、 
何をやってもうまくいくのはわかってもらえるかなと。 

だから、僕が情報発信ビジネスを本気で学ぼうと思ったのは 
そのスキルを学ぶ過程で、自分の欲しいもの「お金・時間・人間的魅力」が 
全て手に入ると確信できたからです。 

もっと雑に言い換えるならば、少し低俗っぽく聞こえるかもしれませんが、 

・稼げる 
・暇になれる 
・モテる 

という3大理由が叶うと感じたので、 
僕の思いは決まったという感じです。 

これを極める。これ以外にない。 
俺が人生を賭けて極めるべき分野はこれだ。 

本気でそう思いました。 



おまけに情報発信は「自分の価値観」とかを発信することで 
そのメッセージに共感してくれる人がお客様になってくれるので、 
気の合う仲間とも出会うことができます。 

大人になってから価値観の近い仲間ができるって最高ですよ。 
社会人になると出合いも減ってしまいますからね。 

そして、今この書籍を執筆している時はコロナ禍ですが、 
時代性もあってかインターネット上での情報発信スキルの価値が 
半端なく高まっています。 

多くの企業がネットを使って売上を上げたいけどスキルがない。 
何をすればいいかわからない。 

そんな現状があるわけですが、 
そこに僕ら情報発信ができる人間が現れたら、 
余裕で価値提供ができるうえに超絶感謝もされてしまうのです。 

少しわかりにくいと思うので説明を加えます。 

情報発信で稼ぐ、という行為は抽象度を上げると 

「インターネット上で自分の魅力を最大限発信をして 
　そこに共感してくれるお客様を集めて、 
　価値提供をしてお金お頂く行為」 

なわけです。 

これって他のどんなジャンルやビジネスでも共通して 
「ネット集客で売上を上げるのに必要なこと」ですよね。 

だから、このスキルはどんな企業でも商売にも使えるイメージです。 



世の中に集客をアップさせたい企業やお店って無限にありますから、 
そこに僕らみたいな人間が「SNSやブログ、広告などを使って集客して 
売上をアップさせること」ができれば圧倒的な価値提供ができます。 

これが僕のやっている法人コンサルの正体です。 

「インターネット上でお客さんを集めて商品を売るスキル」 
なんてどこの企業だって喉から手が出るほど欲しい人材ですからね。 

やることはいつも一緒なのですが、 
普段行く飲食店、カフェ、居酒屋、美容院などはもちろんのこと、 
あまり表では名前の聞かない企業などの裏方に入って 
サポートをすることができてしまいます。 

というように、情報発信というものは1つのスキルではあるものの 
それを学ぶことによって得られるものが多すぎるのです。 

これが、僕が情報発信の専門家・プロフェッショナルになりたいと 
思った本当の理由です。 

僕らの人生は有限ですから、 
できるだけコスパのいい分野を学ぶというのは 
効率よく生きるためには必要な考え方だと思います。 

勘違いを生みたくないので言っておきますが 
僕がやっていた転売が悪いとか、 
単価の低い労働収入が絶対に悪だ！というわけではありません。 

何もないゼロからスタートする時は 
泥臭く手段を選ばずに取り組むべきですし、 
僕も実際にそのルートを辿ってきました。 



・・・ただ、自由を求めてネットビジネスに参入したのであれば 
ちゃんとステップアップしていく意識は必要かなと思います。 

僕も「人生」という長期的視点で考えた時に 
一生転売をするよりかは、もっと効率的に稼ぎたいと考え、 
その為には自分自身がよりスキルフルな人材になる必要があると思ったので 
情報発信を極めるに至ったというイメージです。 

しかも僕は、 

・暇になりたい 
・でも莫大に稼ぎたい 
・おまけにモテたい 
・チヤホヤされたい 
・感謝されたい 

というエゴの塊のような人間でしたが、 
お金を稼ぐ以外にも上記の欲望が全て叶えられると思ったので 
全てをかけて情報発信に取り組んでいます。 

情報発信を教える 
専門家になり月収300万 
そんなんこんなで僕は 

①転売プレイヤー 
②転売の情報発信者 
③情報発信の指導者 



というステップを上がっていき、 
無事に月収300万円を超えるまでになりました。 

月収200万円の転売関連の事業を全てぶっ壊してから 
約1年ほどでここまで来ることができました。 

そして今では、 
自分のいた畑の転売だけでなく、 
あらゆる業界やジャンルのを情報発信者の指導をしています。 

クライアントも本当に様々で、 
ギター、占い、コーチング、サロン、トレーナーなどがありますが 
共通していることは一つ。 

「情報発信で更に駆け上がりたい」という想いです。 

僕自身は、最初は「転売」に人生を変えてもらい、 
その後は「情報発信」に人生を変えてもらいました。 

両方とも足を向けて寝れません。 

このインターネット社会において、 

①個人にスキルをつける 
②そのスキルを発信して更に収益を伸ばしていく 

という流れが、 
凡人が成り上がる唯一にして最短ルートだと確信しています。 



特に情報発信はこの先も一生かけて突き詰めていきたいとも思っています。 

この仕事を伸ばしていけば、 

・Youtuberやインフルエンサーのプロデュースができたり 
・企業の広告運用をすることができたり 
・自分が趣味で作ったビジネスで稼ぐことができたり 

まあ本当に色々な働き方ができていくからです。 

※上記の中でも既に動いているプロジェクトとかも幾つかあります。 

とりあえず僕は、この「情報発信」という分野で 
まずは自分の理想に必要な生涯賃金を稼ぎ切るまで突っ走ります。 

5億円ですね。 

少し大きな額に聞こえるかもしれませんが 
情報発信はそれほどのポテンシャルを秘めています。 

構想はもうできています。 

鍵は「Web広告」と「Youtube」ですので、 
この2つをこれからハックしていく予定で動いていきます。 

そうなったら、もうお金のために働くフェーズは終わってしまうので 
何をしようか悩んでいます。 

もう一度セミリタイヤしようかな～とか思ったりもしますが、 
暇には懲りているので多分セミリタイヤはしないと思います。 

やりたいこともたくさんあります。 



今考えているだけでも 

・スポーツ選手のセカンドライフ支援 
・保護犬を救う 
・Webマーケティング会社の立ち上げ 
・P2Cとか単品リピート通販からの売却 
・完全に趣味だけど日本の歴史を発信するメディア発足 

などがあります。 

まあ根がそもそも意識高い系ではないですし、 
僕は自由になりたいだけなので、 
あまり事業を大きくしていく予定もありません。 

組織を大きくすればするほどしがらみも増えますからね。 

無駄に大きくしようとし爆死する人を何人も見てきました。 

そもそも会社のそういうところが嫌で辞めているので、 
わざわざ自分でそんなことをする必要もないと思っています。 

僕は、個人で、圧倒的なスキルをつけて、 
お金と時間の心配が1mmもない状態を最速で作り上げ、 
後は家族と友人とのんびり暮らせればそれでいいです。 

その先はその時に考えます。 

インターネット上でお客様を集めることができて、 
そこからファンになってもらって商品を売ることができれば、 
やれることは正直「無限」にありますから、 
好きなように生きていくつもりではいます。 



僕がやってきたこと 
まとめ 

さて、ここまで色々なことを書いてきました。 

僕の人生はいかがだったでしょうか？ 

「こんなロクでもない奴でも稼げるんだな」 
とか思ってくれたら僕はすごく嬉しいです。 

一番この書籍で思ってほしくないことは 
「自分とは違う世界の話だな」ということです。 

この書籍で語った内容は、 

あなたの、これからの未来の話なんです。 
あなたの、すぐ先の話なんです。 

だからこの書籍を読んでくれたあなたが、少しでも 

・情報発信って夢あるじゃん 
・僕も（私も）情報発信やってみたい！ 

と思ってくれたら嬉しいなと思っています。 

欲を言えば、本当に情報発信って最強の武器でありスキルなので 
ぜひ、情報発信を学んで市場価値の高い人間になって 
セミリタイヤなんて軽くできるくらいの状態は手に入れてほしいな、と。 



そう願っています。 

そしてここからは「おさらい・まとめ」に入っていきますね。 

この書籍では、 
僕が転売ビジネスからスタートして情報発信へと階層を上げていき、 
資本主義を駆け上がるストーリーをお伝えしてきました。 

二度目の登場の画像ですが、こんなイメージです。 

僕は今、上から2番目ですが、ゼロからここまで来るのに3年くらいなので 
1つ1つの階層を上がる時間はそれほど長くはないでしょう。 

そして、そんな僕のストーリーを話しながら、 

「何かしらのスキルや強みを活かして情報発信をしていきながら 
　市場価値と収入を上げていくための流れ」を 
イメージしてもらえるようにお伝えしてきました。 



要は「情報発信スキルを身につければ見える世界は大きく変わる」 
ということが伝えたかったわけです。 

あなたの持っているスキルをで救われる人がいる。 
あなたの強みで人生が変わる人がいる。 
あなたと価値観の近い仲間は世界中にいる。 

そんな人たちと出会うツールになるのが「情報発信スキル」です。 

・・・しかし、そのためには当たり前ですが 
「本質的で正しい知識」を学ばなければいけません。 

ここまで僕の長文を読んできてくれた素晴らしい人に 
「適当に毎日発信をしてれば絶対稼げるよ！」なんて 
甘い言葉をかけることもできません。 

確かに情報発信を学ぶと、大きく人生は変わります。 
収入も、労働時間も、出会う仲間も、全てが思い通りになります。 

ただ、取り入れる情報を間違えたら、その理想も叶いません。 

なぜ僕がこんな話をするかと言うと、 
この業界には間違った情報が本当に多く蔓延しているからです。 

僕自身が闇雲に行動を続けてブログ300記事書いて1円も稼げない 
みたいな地獄を経験したからこそ、 
この書籍を読んでくれているあなたには 
同じような過ちは犯してほしくないのです。 

絶対に学ぶ情報を間違えないでほしい。 



よく「努力は嘘をつかない」と言いますが、 
間違った努力は普通に嘘をつきます。 

ぜひ、あなたの目で、情報を精査していき、 
「これだ」と思える情報を吸収していってください。 

ここまで読んで頂いて、少しでも「情報発信を学んでみたい！」と 
思ってくれたのであれば、僕が最高の特典をご用意しています。 

このまま読み進めてください。もうすぐ終わります。 

僕が25歳で 
妻を専業主婦にできた 

2つの理由 
そして最後に、 
僕が今の状態までこれた2つの理由について話していこうと思います。 

よく言われるのが、 

・Yusukeさんって頭悪いブランディングしてるだけで実際は頭いいでしょ？ 
・Yusukeさんって何だかんだ昔からデキる人だったんじゃない？ 

ということ。 



こうして言ってもらえるのは嬉しいです。 

・・・しかし、お世辞にも僕は本当に頭がいいとは言えない。 

中学校時代も湘南乃風を聴きすぎてヤンキーに憧れ、 
コンビニで深夜徘徊してたら補導されてしまって親に怒られていましたし、 

高校時代も「テストの時間＝昼寝の時間」としか認識できなくて 
テスト用紙をヨダレでベチャベチャにした経験は数え切れません。 

大学もFランク大学（名前を書けば入試に受かるレベル）です。 
その大学でも授業をサボってずっと友達の家でスマブラしてました。 

教授の授業を真剣に聞いた回数よりも 
飲み会でゲ◯を吐いた回数の方が多かったと思います。 

じゃあなぜ、こんな僕が20代という若さで 
月に数百万円という利益を出すことができているのか？ 

なぜ、20代後半という若さで数々の法人や事業者からも 
スキルを求められる人材になれたのか？ 

それは、この2つだけです。 

①：自分の心に嘘をつかなかったこと 
②：知識への投資をためらわなかったこと 

これ以上でも以下でもありません。 



①の「自分の心に嘘をつかなかったこと」に関しては、 
僕自身はずーーーっと自分の本音を最優先して生きてきました。 

新卒で入社してからも「人の言うことは聞けない」と思い 
「自由になりたい！」という想いが爆発したので、 
副業で「転売」に取り組みました。 

転売で脱サラした後も、 
「もっと生活を豊かにしたい！」と思って「情報発信」に取り組みました。 

転売と情報発信で月収200万円を超えるレベルになって 
プチセミリタイヤ生活も経験してみたけど、 
この調子を続けていてもガチのFIREとかできる状態ではない。 

おまけに家でダラダラしているような 
「ダサいところを娘には見せられない」と思って全部ぶっ壊しました。 

そこからリスタートした時も、 
「自分に転売の情熱はない」と思ったのと、 
「自分の理想を実現するために必要なものは何か？」と考えた結果、 
情報発信一本に絞りました。 

別にこの書籍をお読みのあなたが今取り組んでいるジャンルを 
僕のように引退する必要は全くありませんが、 

ただそのプレイヤーとしての人生だけでいくよりも 
情報発信をして階層を上げていった方が 
圧倒的に効率良く稼げるのは間違いないです。 

僕が情報発信一本で行くと決めた理由に関しては、 
「そもそも外的要因に左右される転売から抜け出したかったし、 
　情報発信を極めれば稼げるし暇にもなれるし、モテる。」 
という幾つものメリットが重なり合っていたからです。 



おまけに社会貢献生も高い。これはやるしかない。 
そう思って絞りました。 

色々、状況が移り変わるタイミングはありましたが 
全てのフェーズで共通していることは 
「自分の心に素直に従った」ということです。 

そもそも僕が起業した理由は 
「我慢したくない」というところから来ているので、 
「脱サラしていたとしてもやりたくもないことをしている時点で 
　会社員の状態と何も変わらない」と感じてしまっていました。 

もちろん、生活のためだったりとか、 
やりたくはないことをやる時期も多少はあるかなと思います。 

「やりたいことのためにやりたくないことをやる。」は正解です。 

僕も転売には感謝してはいますが、 
「ずっとやりたかったかどうか？」と聞かれると 
「う～ん」というのが正直なところだったのです。 

でも、ある程度稼げる実感とか、生活に困らないくらいのレベルまできたら 
自分の「本心」にちゃんと寄り添ってあげることは必要かなと思います。 

この書籍を読んでくれているあなたも、 
今はお金のために働いているかもしれません。 

だけど、徐々にでも、自分の理想を実現する方向へ進む意識は 
持っていってもらえるといいかなと。 



そして、2つ目の理由である「知識への投資を惜しまなかったこと」。 

これが、今の僕を形成している大きな大きな理由です。 

多くの人は「知識」という目に見えないものへの投資に怯えます。 
しかし、一生涯に渡って自分の財産となるのが、この「知識」なのです。 

ユダヤの有名な言葉でもありますが、 
「車や金は奪うことはできる。でも知識は誰にも奪えない。」ということ。 

これに尽きます。 

僕は累計で2000万円以上もの金額をコンサルとか教材などの 
「知識」に投資してきていますが、1mmも後悔はありません。 

むしろコスパ良すぎるなと思っていつも過ごしています。 

だって、同じように「稼ぎたい！」と思うライバルたちは 
知識などの自己投資に抵抗を感じてしまっているので、 
そのライバルたちが足踏みしてる最中に僕は最速で進むからです。 

イメージとしては、 
ライバルたちは「徒歩」や「自転車」でセコセコ移動している中で 
僕だけが「新幹線」や「飛行機」で涼しい顔でぶっちぎっている感じです。 

トロピカルジュースでも飲みながら 
「ふふんふ～ん」と言って一瞬で目的地に到達します。 

新幹線や飛行機の料金が普通の移動手段と比べて高いのは、 
時間をショートカットできるからですね。 



知識にお金がかかるのも、 
僕らが理想へ向かう時の速度が早まるからです。 

だから僕は今日も知識にお金をかけていこうと思います。 

目の前の数万円、数十万円をケチるよりも 
僕は自分の可能性を信じていたいので、 
もっと大きな未来の大金を取りに行くイメージですね。 

以上が、僕が底辺と呼ぶにふさわしい頭脳レベルにも関わらず、 
25歳で妻を専業主婦にできるくらいの状態になれた理由です。 

①自分の心に嘘をつかなかったから 
②知識への投資を惜しまなかったから 

これだけでしかありません。 

それでは、 
ここまでこんな長い文章を読んで頂き 
本当にありがとうございました。 

心から嬉しく思います。 

Yusuke. 



==追伸== 

昨今、「長文を読めない人」が急増しているのをご存知でしょうか？ 

Youtubeのshorts然り、 
TikTok然り、 
現代人は短期的な快楽ばかりを求め、 
こうして長い文章や映像が見れないようになってきています。 

これは現代の情報量が多すぎることが原因と言われていますが、 
そんな人が増えている中で、 
ここまで長い文章を読んでくれたあなたを 
僕は正直他人と思えません。 

同じように個人にスキルをつけて人生を変えようとし、 
同じように「情報発信」という分野に興味を持っている。 

ここまで歩んできたルートが近いと、 
完全に「同志」としか思えません。 

まだ会ったこともないこんな男に「同志だ」と言われても 
正直「キモいな」と思うかもしれません。 

・・・でも、僕は本気でそう思っています。 

そんなあなたに、絶対に受け取ってほしい特典が2つあります。 

以下をご確認ください。 



■電子書籍の感想を送ってくれた人限定の特典① 
【情報発信マスター講座「バイブル」】 

これは、僕が初心者の頃に知りたかった情報やノウハウを詰め込んだ 
無料の会員サイトです。 

僕の累計2000万円以上かけて学んだ知識を体系的にまとめたので 
まずは無料で受け取ってください。 

情報発信で稼ぐ全体像から、具体的なSNSやブログの構築手順など、 
ひとまず「ゼロから情報発信で月収100万円を超えられるくらい」の 
情報は全てここに落とし込みました。 

更に、もう1つ特典をご用意しました。 



■電子書籍の感想を送ってくれた人限定の特典② 
【「情報発信0→100ロードマップ作成会」への無料参加権利】 

こちらは、僕とZoomで1対1で通話をしながら、 
実際にあなたの状況をヒアリングさせて頂き、 
あなたの理想を実現するために必要なことを僕が導き出します。 

「その目標のためにはこれをやりましょう。」 
「そのためにはこれとこれが必要ですね。」 

というように、 
自分が進んでいく道筋が一瞬で見えるようにしていきます。 

普段はこうした通話はスポットコンサルティングとして 
1回9,800円のフィーを頂いていますし、 
知人の経営者に喫茶店でアドバイスした時は 
1回で5万円のフィーを頂いたこともあります。 



僕からあなたへの、渾身の特典です。 

ぶっちゃけ情報発信業界は闇です。 

「有益な発信をしましょう！！」とか言って 
よくわからないノウハウを押し付けて 
数十万～数百万円のコンサルフィーを取っている 
「エセコンサルタント」は今この瞬間も増え続けています。 

僕は正直、そんな状態に吐き気がします。シンプルに悲しい。 

情報発信の可能性は本当に凄まじいからこそ 
その業界を汚すようなことはしないでほしいと心から思います。 

だから僕が「ノウハウはもう全部無料で出す」と決めました。 

もちろん本当に全てのノウハウをいきなりお渡ししても 
消化しきれないと思いましたので、 
一旦、「これくらい抑えとけば月100万は余裕」というレベルの 
情報を会員サイトに落とし込みました。 

これでも普通に消化しきれないという声も 
聞こえてきそうですが、、、笑 

とは言っても、 
中々1人ではスタートできないという方も多いと思いますので、 
「情報発信0→100ロードマップ作成会」への 
無料参加権利もつけさせて頂きました。 



こちらのロードマップ作成会では、 
参加さえしてもらえれば 
もう「後はやるだけ」の状態まで持っていきます。 

何でも聞いてください。 

・情報発信ってどうやって収益が生まれるのか？ 
・情報発信って本当に稼げるのか？ 
・顔出しはしたくないし炎上も怖いけどできるの？ 
・自分には文章力がないけど大丈夫？ 
・始めてからどれくらいで稼げるの？ 
・ぶっちゃけ頑張れば幾ら稼げるの？ 
・情報発信で稼いだ先はどんな未来が待っているの？ 
・情報発信が他のビジネスにも応用できるってどういうこと？ 
・本当に情報発信を学べば食いっぱぐれないの？ 

などなど、NGトークなしで全てお答えさせて頂きます。 

ダサい押し売りなども一切しませんので 
ぜひこの機会に安心して僕の知識を活用してもらえたらなと。 

それでは、あなたとお話しできることを楽しみにしております。 

感想を送ってくれる方はコチラから！

https://39auto.biz/ysk127272/registp/entryform4.htm

