


-はじめに- 
僕は現在、毎月300万円以上を稼ぎながらも、 
平日のAMしか働かないライフスタイルで家族を養っています。 

空いた時間や休日では娘と無限に遊んだり、 
趣味のバレーボールを12時間以上したり、 
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。 

今でこそ、 

・ライフスタイルは大学生や無職と変わらない 
・収入は日本人の上位3% 

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！！！」 
みたいな話がありがちですが、 

お恥ずかしながら、僕は本物の落ちこぼれ学歴ド底辺野郎だったのです。 

「こんな漫画みたいな落ちこぼれいないでしょww」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・・・僕ですやん」と気づくまでに、そう時間はかかりませんでした。 

親のお金で入ったFラン大学でも酒とタバコに明け暮れ、 
「如何に楽をして生きるか？」しか考えてこなかった人間です。 

少しでも自分のことを良く思ってもらうために、 
ブログでも娘を抱いた後ろ姿をアイコンにしています。 

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「幸せな金持ち」という状態に 
少しでも興味があるのであれば力になれる自信があります。 



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、 
20代という若さで日本の上位3％の収入を得ながら暇になれているのか。 

その裏側をこの書籍では全て丸裸にしていきます。 

「幸せな金持ち」の 
定義とは？ 

まず始めに、この電子書籍のゴールでもある 
「幸せな金持ち」について説明をしていきます。 

「幸せな金持ち」とは、 
「お金だけでなく時間も手に入れて、本当の意味で自分の人生を歩むこと」 
と僕の中で定義しています。 

この世にお金「だけ」を稼ぐ方法は幾らでもありますが、 
お金だけ手に入れても時間がなければ全く意味がありませんし、 
むしろ害悪です。 

それは「不幸な小金持ち」です。 



「お金を稼いだ先で何をするか？」が一番大事ですので、 

お金だけでなく時間もガッツリ取りに行き、 
そのうえで自分の理想の生活を実現することがゴールです。 

それこそが「幸せな金持ち」です。 

この書籍では、 
実際に僕が「不幸な小金持ち」に陥ってしまった過去や、 
そこからどのようにして「幸せな金持ち」になれたのか。 

その全てを解剖していくものです。 

まずは簡単に僕のプロフィール（経歴）を紹介すると・・・ 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
22歳：バイナリーで人生一発逆転を狙うも死にかける 

23歳：ネットビジネスに出会う 

24歳：転売ビジネスで副業月収50万円を達成したことで調子に乗り、 
　　　 上司の注意を全く聞かない若手社員ができ上がる。 

25歳：年商5000万を超え、脱サラ。 
　　　 しかし忙し過ぎてセルフブラック企業状態になり絶望。 

26歳：情報発信ビジネスに出会う。 
　　　 20代前半で億を稼ぐWebマーケッターに弟子入り。 
　　　 暇になりながら月100万を稼ぐことに成功。 
　　　 セミリタイヤするも暇すぎて病む。 



27歳：娘が生まれたのをキッカケにビジネス再開。 
　　　 今はWebマーケティングを駆使して 
　　　 ピラティスや鍼灸院などの実業を裏方からサポートしたりも。 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

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 
スタートでここまできました。 

ゼロどころか心はマイナスの状態から、 
「幸せな金持ち」を追い求める旅に出発しました。 

エリート家系の 
バグと呼ばれた幼少期 

僕は超エリート家系に生まれました。 

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。 

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、その中で僕だけが落ちこぼれていました。 

もう自分でもドン引くくらいに。 

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。 

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（♀・雑種）」です。 



Fラン大学で「ちゃんと」 
酒とタバコに溺れる 

「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」 

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。 

そう言い放ち、僕は逃げるように 
隣の愛知県にある大学に進学しました。 



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、 
しっかり仕送りももらって親のお金で生活をしていたので 
今思えば可愛いなと思います。 

少し恥ずかしいですが。 

おまけに大学初期はホームシックがヒドかったので 
月イチで帰省していました。笑 

しかし、ホームシックも段々と改善してきて、 
次第に愉快な仲間たちと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。 

「THE・Fラン大学生」の名に恥じない生活を送っていました。 

意味のある日を過ごした記憶は1日たりともありません。 
もちろん勉学も脳内には1mmもありませんでした。 

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。今は禁煙中です。 



 

今思えば「公式タバコって何やねん」という感じですが。笑 

そうして中身の薄過ぎる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。 



しかし、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。 

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。 

ちなみに志望動機なんて当然なかったので、 
面接で何と言ったかすら覚えていません。 

商社が何をする会社かも知りませんでした。 

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「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。 

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。 

僕のいた会社は機械系の部品を扱う商社だったのですが、 
「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。 
ぶっ壊して南の島に飛びたいと何度思ったことか。 

僕は1人の人間であるはずなのに、 
会社という組織を組み立てる1つの部品でしかないという 
現実を知ってしまった時は絶望の嵐でした。 

「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」 
と言い聞かせて頑張っても見ましたが、 
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。 

※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、 
「会社を辞める奴はクズ・根性なし」と言われて育ったので 
辞めるに辞められませんでした。 



でも、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。 

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 

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、 

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。 

海外転勤は基本的に5～6年は帰って来れません。 

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！」 

いや、人の人生を何だと思っとんねん、と。 

このことを転勤族でもある父親に相談したこともありますが、 
「社会人なんてそんなもんだぞ。特に男はな。」と返ってきました。 

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にも出会いました。 

でも、嫌なもんは嫌です。 

そんな感情を押し殺すのが大人であるなら、 
僕は一生子供のままでいいと思いました。 

大学進学の時にも思いましたが、 
他人に主導権を握られるのが本当に嫌いです。 

一言で言えば「ガキ」です。 



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。 
 



あらゆるビジネスに 
チャレンジするも大火傷 
会社を辞めるためには何かしらの収入源が必要だったため、 
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。 



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、 
書いていると思い出してきて「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。 

強面メンターに 
弟子入りして脱サラ 

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「国内転売」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ました。 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yusuke：最近、転売もやってみたんだけど全然うまくいかないんだよね。 

エリート兄：クソ転売ヤーかよwwキッショ。 

Yusuke：うざ。黙ってくれ。別にいいだろ。稼ぎたいんだから。 

エリート兄：でも成果も出てないんだろ？ 
　　　　　　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。 

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しました。 

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強面メンターを見つけました。 

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、 
雪がパラつく12月に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でした。 

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、 
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転売に使いました。 

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。 

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。 



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。 

半年が経つ頃には50万円を超え、 
このタイミングで念願の脱サラを果たします。 

会社の最終出勤日を終え、 
「俺の人生はもうアガった・・・」と言いながら 
仕事用のネクタイとスーツを燃えるゴミに出して1人で乾杯をしました。 

そこからはしばらく、念願の脱サラ生活を満喫することに。 

自称起業家の 
闇、裏側、実態 

会社に行かなくてよくなったので 
朝10時からハイボールをあけたり、 
1日15時間くらい寝てみたり、 
知らない土地の知らない川に行って1日中鴨に餌をあげる日もありました。 

思いつく限りの自由っぽい生活を満喫しますが、 
ここで最大の盲点に気づきます。 

僕は転売ビジネスだけで脱サラしているので、 
自分が行動をやめれば収益が1円も生まれないのです。 



事実として僕は脱サラ直後、 
調子に乗り過ぎてダラダラし過ぎてしまい、 
収入が10万円近くまで落ちてしまいました。 

流石に「このままではマズい」と思い、頑張って動き始めるも、 
ずーーーーーっと転売をする毎日でドンドン心が死んでいきました。 

自由を求めて起業してみたはいいけれど、 
クソつまらない転売を毎日やるハメになっているし、 
それに何より自由な時間が全くない。 

来る日も来る日も梱包、リサーチ、商品の発送、売上管理。 



奥さんとデートしている時もクレームは来るし、 

なんだこれ・・・ 

常に自分が動かないと収益が発生しない 
「セルフブラック企業状態」になってしまい、 
僕は転売を辞めたくてしょうがなくなりました。 

確かに頑張れば月70万くらいは稼げる。 

でも、忙しいしつまらない。 

友人に「仕事何やってるの？」と聞かれた時にカッコつけて 
「ネット通販系の会社かな」と嘘をつくのも疲れました。 

「物販」とかカッコよく言っても結局はただの転売ヤーでした。 

別に稼ぐお金に貴賤はないとも思いますが、 
僕は将来子供ができた時に「パパは転売ヤー」なんて 
絶対にバレたくないなと。 

後はやっぱり、せっかく会社を辞めて独立したので、 
常に「自由」でいたかったんですよね。 

自由と聞くと少し薄っぺらいですが、 
「働いても働かなくてもいい状態」が理想でした。 



結局、強制労働があるなら会社員と変わりません。 

家族の為にも、いつでも休める状態が必要でした。 
そして、そのうえでちゃんと稼ぐ。 

そう考えた時に、僕は 

「転売ビジネスを続けた先に自分の望む理想はない」 

「積み上がらない短期的なお金儲けを 
　幾ら続けても幸せになれない」 

と確信しました。 

ここで僕は、 
累計1億以上を売り上げた転売ビジネスの引退を決意しました。 

情報発信ビジネスとの 
出会い 

もう絶対に「忙しくなるビジネスはやらない」と決めていた僕は、 
次のビジネスを模索し始めます。 



ブログやTwitterで発信をしている起業家の徹底分析を行っていくと、 
ある「パターンの違い」に気づくことができました。 

それは、「暇かどうか」の違いです。 

みんな共通して「〇〇円稼ぎました！」という 
収益ベースの発信はしているけれど、 

その中でも「クッソ暇そうにしている人」と「そうでない人」がいたのです。 

僕は今まで、 
とにかく稼げればいいやと思ってガムシャラにビジネスをしていましたが、 
「時間」に対する感覚が圧倒的に欠けていたことに気づきました。 

極論ですが、どれだけ稼げても忙しかったら不幸にしかなりません。 

僕らはお金が欲しいのではなくて、 
お金を使ってできる「体験」が欲しいからです。 

その体験ができなければ、お金はただの数字や紙でしかありません。 

そしておまけに、 
暇そうにしている人の方が忙しい人よりも 
圧倒的に稼いでいるという事実にも気づいてしまいました。 

「忙しい人」を真似しても忙しくなる未来しかない。 
真似るなら「暇人」を真似るべきだと確信したのです。 



そして「暇あり金あり金持ちゾーン」にいる人が 
「何をしているか？」を分析していくと、 
ある1つの共通点が浮かび上がってきます。 

それは「情報発信をしていること」。 

もっと別の言い方をすると、 
「自分が働かなくても自動で回る仕組みを持っているか否か」 
のようなイメージです。 

そして僕は「これだ」と確信し、 
情報発信ビジネスを極めることを誓いました。 

転売を始めた時に実績者に教えてもらってスムーズにいった経験から、 
情報発信ビジネスでもメンターを探すことから始めました。 

そこで、ずっと発信を追っていた 
20代前半で2億弱稼ぐメンターにコンサルを申し込みました。 

自分よりも歳下の方でしたが、 
暇になりながら億を稼ぐという 
自分の理想のライフスタイルを実現していたので 
数百万のコンサルを即決しました。 

初回の面談時に東京に住んでいるメンターが 
たまたま名古屋まで来てくれて、 



マリオットホテルのラウンジで初めて直接お会いした時は、 
オーラプンプン。頭キレキレ。 

出会って2分で「本物や・・・」と圧倒されたことを覚えています。 

おまけに面談が終わった後は、 
そのメンターは「今から美女とディナーなんで」と言い、 
夜の街に消えていきました。 

「これなんだよな」と心の中で呟いていました。 

僕は結婚していたので女遊びをしたかったわけではありませんが、 
これくらい自由に飛び回れて、 
何にも縛られない生活こそが「起業の醍醐味」と感じたのです。 

今までの自分のように、 
起業家ぶっていても時間に追われる生活では一生幸せになりません。 

月100万を稼いで 
暇になることに成功 

そこから僕は累計1億を売り上げた転売ビジネスを本気で全て捨てて、 
「情報発信ビジネスだけで飯を食っていく」と覚悟を決めました。 



僕は本当に気持ちが弱い人間なので、 
スマホの無駄なアプリも全てアンインストールして、 
嫁さんにも「俺はこれでダメなら会社員に戻る」 
と宣言をして自分を追い込みました。 

転売を始めた時と同じ感覚を取り戻すため、 
常に情報発信ビジネスのことだけを考え、 

見よう見まねで 
「何かを学ぶ→とりあえずネット上に情報を発信してみる」 
という流れを狂ったように繰り返しました。 

最初は200記事くらいゴミ記事をブログに量産したりもしましたが、 
徹底的にメンターの真似をしていくと段々収益も上がってきて、 
半年が経つ頃には月100万を稼げるようになっていました。 

そして何より、 
転売で稼いだ時とは違って圧倒的に「暇」になることができました。 

時間とお金の余裕できたので、 
セミリタイヤ状態になり自由っぽい生活を一通りやってみました。 

いわゆる「自由！！！！」みたいな感じで 
ブログで見てる側の時は「ウザすぎる」と思っていましたが、笑 
いざ体験してみると中々いいものです。 

現世から隔離されているような気になります。 



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。 



お金だけでなく時間もしっかり手に入れ、 
「幸せな金持ち」の仲間入りを果たすことになります。 

それまでずっと迷惑ばかりかけていた奥さんとの 
時間も存分に取れるようになりましたし、 
憧れていたマイホームや高級外車をキャッシュで買う話も進んでいて 
今ではかなり幸せな毎日を送っています。 

幸せな金持ちになれた 
2つの理由 

お金「だけ」を稼ぐことに躍起になって、 
時間を無駄にしまくってきた僕ですが、 
暇で幸せな金持ちになれた理由は2つだけです。 

①：知識にお金を使うことをためらわなかったから 
②：（最終的に）ビジネスモデル選びを間違えなかったから 

①に関しては、 
僕は最初こそバイナリーなど自分の頭で考えて稼ごうとしていましたが、 

兄の厳しくも優しいムカつくアドバイスにより、 
自分の頭を信じることを辞めました。 



成功者の知識や基準を自分にインストールするために、 
お金を惜しみなく使ってきたのが 
転売でも情報発信でも最速で成果を出せた要因かと思います。 

そして、②のビジネスモデル選びに関しては、 

転売を選んで「時間効率の悪い稼ぎ方」をしてしまったりもしましたが、 
最終的に気づけて暇になれる情報発信に辿り着けたので 
良かったかなと思います。 

もちろん今なら最初から情報発信ビジネスに取り組みますが。笑 

「暇な金持ち」と 
「忙しい小金持ち」の違い 
僕がこれまで4年以上ビジネスをしてきての結論として、 
「労働収入だけでは金持ちにはなれない」というものがあります。 

労働収入とは、 
「自分が動かないと収益が生まれない仕組み」のことです。 

僕で言うと会社員時代の時だったり、 
転売でセコセコ働いていた時のイメージですね。 

他にも僕が大学生時代に経験していたコンビニのアルバイトもそうです。 



そうした労働収入だけでは多少のお金を稼げたとしても、 
「金持ち」にはなれずに、 
せいぜい「小金持ち」になるのが関の山なわけです。 

だから、 
僕らは「金持ち」になりたければ 
時給労働をやめなければならないのです。 

イメージは「会社の社長」です。 

僕が働いていた商社でも社長がトップにいて、その下に役員がいて、 
管理職がいて、その更に下に兵隊の僕たちがいました。 

兵隊の僕たちは汗水垂らしてクライアントに詰められながらも、 
毎日死ぬ気で働きます。 

しかし、トップの社長は何をしているかと言うと、 
昼はゴルフで夜は会食。 

そんなもんです。 
まあ暇ということですね。 

僕らが暇な金持ちになるには、 
社長にとっての社員を作るように、 
「自分の代わりに誰かが働いてくれる仕組みを作るしかない」わけです。 

ただ、銀行から何千万も融資を引っ張って、社員を何十人も雇って、 
大きな会社を作れと言われても普通に無理ですよね。 



「そこまでの熱量もモチベもアイデアもありません。ゆとりなんで。」 
と僕でもなります。当然です。 

自分の代わりに働く 
「仕組み」とは？ 

しかし、インターネットを使えば、 
そんなゆとりの僕でも会社のような 
勝手に誰かが働く仕組みを作ることができてしまいます。 

結局は商社時代の兵隊だった僕のような役割を 
誰かがしてくれればいいわけなので、 
それをネット上で「コンテンツ」に任せて構築していくわけです。 

コンテンツの種類には映像や文章など色々ありますが、 
今あなたが見ているこの電子書籍もコンテンツです。 

分類としては「文章コンテンツ」ですね。 

今の僕はジムで汗を流した後に、 
涼しいカフェでアイスコーヒーを飲みながら、 
この書籍を書いています。 

一度書いてしまえば、 
後はこの文章コンテンツが「僕が幸せな金持ちになれた全て」を 



あなたに何度でも・好きな時に説明してくれるのです。 

最初だけ書くという労力は必要なものの、 
それ以降は何人の人がこの書籍を読もうが、僕の労力は変わりません。 

あなたがこの書籍を読んでいる時、僕は何をしているでしょうか。 

娘と遊んでいるでしょうか。 
サウナで整っているでしょうか。 
カフェで読書をしているでしょうか。 
バレーをしているでしょうか。 
BBQをしているでしょうか。 
それともトイレで踏ん張っているでしょうか。 

何をしているかはわかりませんが、 
非常に楽しくやらせてもらっていることは間違いないと思います。 

でも情報発信ビジネスは
難しそう・・・ 

幸せな金持ちになりたいと思うのであれば、 
このように何かしらのコンテンツを設置して 
情報発信ビジネスをすればいいわけですが、 

それだけ聞くと「情報発信ビジネスって何だか難しそう・・・」 



と思ってしまいますよね。 

安心してください。 
僕も思いましたが、現に学歴底辺での僕でもできています。 

情報発信にはパターンがあるので、 
それに沿ってカチッカチッと当てはめていくだけで 
コンテンツが出来上がってしまいます。 

具体的に言うと、 

①何かを学ぶ、経験する 
②それをコンテンツとして発信する 

だけです。 

僕は基本的に「稼ぐ系・ビジネス系」の発信を 
「お金や時間が欲しい人」に向けてしているわけですが、 
僕のお客様は「会社に属さずに自分の力で収入を得たい人」です。 

稼ぎたい人に、稼ぐ方法を教えて、お金を頂く。 
そんなイメージです。 

もっと具体的に言うと、 
僕は「インターネットで情報発信をしてスキルや強みをお金に変えるプロ」 
みたいなイメージです。 

例えばですが、 
「モテる達人」がいたとして、そのモテる達人に 
「ネット上からモテたい人（お客様）を集める方法」や 



「自分のモテるスキルをお金に変える方法」を教えるという流れです。 

他にも「ダイエット」で発信するなら 
「痩せたい人」に「痩せる方法」を。 

「筋トレ」で発信するなら 
「マッチョになりたい人」に「マッチョになる方法」を。 

どんなジャンルでもやることは全て一緒です。 

あなたの知識や強みを、欲している人に届ける。 

シンプルに言うとこれだけです。 

「でも自分には得意なことなんて何もなくて・・・」 
と思うかもしれませんが、ご安心ください。 

そんな方のためにも「何のスキルや強みもない人がゼロから情報発信を 
始められる方法」もしっかりございます。 

例えばですが、 
「セルフバック」という言葉をGoogleで検索してみてください。 

これは非常に怪しい表現にはなりますが、 
「誰でも一回だけは絶対に10万円くらいなら稼げる方法」です。 

調べてみればわかりますので、ぜひ後で調べてみてください。 



そのセルフバックであなたがゼロから10万円稼げたとしましょう。 
そうしたら、セルフバックを知らない人に向けて 
「セルフバックで10万円稼ぐまでサポートするよ」と言ってみたら 
1万円くらいのお金は頂けそうじゃないですか？ 

お客様からしても「1万円を払えば10万円手に入る」わけですから 
断る理由もないはずです。 

ただ、じゃあ、このお客様をインターネット上からどうやって 
見つけていくのか？そして自分に興味を持ってもらうのか？ 

そこの部分に詳しく、精通しているのが僕なので、 
僕はどんな分野やジャンルの情報発信でも指導ができるというわけです。 

また、自分にはスキルや強みなんてないよ！という方でよくあるのが 
上ばかりを見過ぎていて勘違いしてしまっているケースです。 

どういうことかと言うと、自分では価値がないと思っていても 
他の人からしたら価値があることも多いというイメージです。 

例を出すと、 
僕のバレーボールの実力は、ぶっちゃけ普通よりちょい上くらいです。 

全国レベルを相手にすればボコボコにされますが、 
まだ20代なのでオッサンばかりのチームに行けば 
スーパーヒーロー扱いされるくらいの感じです。 

価値は相手によって変わるので、 
あなたの価値を感じてくれる人は 
絶対にどこかにいるわけです。 

なので、自分には価値がないです・・・という人も心配は皆無です。 



情報発信ビジネスほど 
シンプルなものはない 

実際にやることはすごくシンプルです。 

1：まず自分のスキルや強みを見つけて情報発信する内容を決める 
　（本当に何もない人はセルフバック等で少しの実績を作る） 
2：その情報をSNSやブログなどで発信していく 
3：興味を持ってくれたお客様に自分の商品を売っていく 

以上です。 

ただ、簡単と言われてもやったことがなければ難しそうと 
思ってしまうことも僕は理解しています。 

そんな方のために、今回の電子書籍の感想を送ってくれた方限定で 
僕と実際に通話をしながら「どういう風に進めていけばいいのか？」などを 
全て解決できる特典をつけています。 

疑問や不安な点があればそこで全て聞いてくれれば大丈夫です。 

なので、一旦は話を進めていきますね。 

繰り返しますが、情報発信ビジネスはめちゃめちゃシンプルです。 
学歴ド底辺の僕でもできているのがいい例でしょう。 



ただ、シンプルで学力の低い僕でもできているとはいえ、 
適当に闇雲にやったところで結果が出るわけもありません。 

勉強でも、スポーツでも、恋愛でも、何でもそうですが 
「正しいノウハウや進め方」というのが重要です。 

それを知らずにやってしまうと、 
無駄な努力が量産されてしまうのです。 

僕はそれでブログのゴミ記事を300記事以上書きました。 
人生でこれほど無駄な時間はなかったと思います。 

間違った努力は目的地とは逆方向に全力で進むようなものなので、 
非常に危険です。 

頑張れば頑張るほど、理想とはかけ離れていくわけですから。 

そんなに悲しいことはありません。 
具体的に目的地までの「地図」を手に入れることが 
最も重要なのは間違いありません。 

正しい方向に、正しい努力を。 

「才能」ではなく 
「知識への投資」でしか

ない 



僕はこれまでマトモに勉強もしたことがない人間ですが、 
転売や情報発信のビジネスにおいては、 
圧倒的な速度で成果を出してきました。 

実は才能があったパターンか？と思われるかもしれませんが、 
それは間違いなくNOです。 

僕が20代にして大企業の役員クラスの収入を得れているにも関わらず、 
暇になれている理由。 

それは 
「知識への投資を常に意識してきたから」 
でしかありません。 

成功者の教材を買いまくって、コンサルをガンガン受けて、 
AirPodsでメンターの音声を24時間聞き、 
メンターの思考を自分の思考に 
そのままインストールするようにしてきました。 

自分の脳ミソを武装することだけを意識してきた感じですね。 

「無料情報」だけで成功しようと思った時もありましたが、 
99.9999999%の確率で無理だと確信しました。 

何故なら、無料情報だけで成果が出てしまうなら 
みんな苦労せずに成功できてしまいますし、 
僕の足りない頭で考えても成功できるわけがありませんでした。 



だから「成功者の知識」という助けが必要だったのです。 

僕らは生まれてから今に至るまで、 
あらゆるところで「学ぶこと」にお金がかかってきました。 

中学校も、高校も、塾もそうです。 
何なら僕の大学は文系私大だったので年間120万です。 

4年間で約500万程の学費を払っているわけですが、 
僕はそこで酒とタバコしか覚えられませんでした。 

今度地元に帰省したら親に土下座しようと思います。 

話を戻すと、僕は 
今まで生きてきて無料で学べることなんて何もなかったのにも関わらず、 
ビジネスになると急に何でも無料で教えてもらえると 
思ってしまっていたのです。 

今ならわかります。 
無料情報だけだと成功は夢のまた夢ということが。 

ガンガン有料情報を買って知識に投資するということは、 
目的地に「新幹線」や「飛行機」で向かうようなものなのです。 

対して無料情報だけで頑張ろうとする人は、 
徒歩や自転車で目的地に向かっているわけです。 



新幹線や飛行機の方が早いに決まってますよね。 

確かに、 
飛行機や新幹線にお金を使うことはためらいが生まれます。 

僕も学生時代にはよく、 
名古屋から地元の静岡に帰るために高速バスを使っていましたが、 
着く頃には腰もバキバキで全然眠れないし最悪でした。 

そして試しに新幹線を使って帰ってみた時、僕は正直引きました。 

「何これ。高速バスだと3～4時間かかるのに新幹線は 
　1時間しかかからないだと…おまけに快適に寝れるしタバコも吸える。 
　酒も飲める。神の所業？もう高速バスは一生乗らん。」 

という感じで、 
「お金で時間を買う」ことの素晴らしさと大切さを学びました。 

今でも、出張や帰省は基本的に新幹線です。 

移動中に仕事ができますし、 
やはりお金も大事ですが「時間＞＞＞＞お金」だなと思います。 

最速で稼げるようになれるのであれば、 
一時的に借金などをしたとしても、後で取り返すこともできますからね。 

僕が最速でここまで来れた理由。 

それは 



「知識へ投資しまくった＝高速移動するためにお金を使いまくった」 
ということです。 

そして、知識への投資のいいところを別の角度で言うと、 
「同じ情報でもお金を払った方が吸収力が上がる」のです。 

自分が痛みを伴うので本気になるんですよね。 

僕も、大学の学費を自分で払っていたのであれば、 
もう少し真面目に勉強していたのは間違いありません。 

他にも、僕は結構バカ舌なので、 
同じお肉を「200円」と「30,000円」と言われて 
別皿で出されたら高い方をウマいと思うでしょう。 

人間なんてそんなもんなんです。 

脳ミソを武装する時に 
唯一意識していること 

僕が20代で奥さんも専業主婦にできている理由は、 
脳ミソや知識などに課金をしまくってきたからですが、 

何でもかんでも知識武装すればいいわけでもありません。 



正直、僕も無駄な自己投資をしたこともあります。 
金額にすると400万くらい。笑 

今でも書いていると当時を思い出して 
「ふざけんなオラ！！！！ 
　何であんなクソみたいなことに数百万も払わないかんのや！！！」 
とキレそうになります。笑 

が、当時は若くIQも低かったとは言え、 
支払いを決断したのは紛れもなく僕自身です。 

加えて、 
この経験が少しでもあなたの未来をショートカットできるのであれば、 
そんなに悪くないかなと言い聞かせて話を続けようと思います。 

僕が400万円をかけてわかったこと。 

それは、 
「短期的なノウハウやテクニックに幾ら課金をしても無駄」 
ということです。 

短期的なテクニック、 
それは僕の歴史で言うなれば「バイナリー」や「転売」です。 

これらの知識は短期的に稼げたとしても、 
時代の移り変わりによっては使えなくなってしまうスキルです。 



そもそもバイナリーなんて1円も稼げませんでしたが、 
転売もAmazonという母体がなくなったら 
何もできない表層的なものでしかありませんでした。 

現に、Amazonで垢BANしてしまった人が僕の知り合いには何人もいて、 
その人たちは「Amazonで稼ぐ方法」しか知らなかったので、 
多額の借金を抱えながら会社員に戻るしかないという。 

対して、僕が現在取り組んでいる「情報発信ビジネス」は、 
人の感情を利用して商品を販売していくスキルを養うので、 
ぶっちゃけ一生使えます。 

Amazonが～とか、SEOが～、とか、 
そんな一過性のものではありません。 

僕らが死ぬまで使えて、 
死ぬまで利益をもたらしてくれるスキルなのです。 

なので、自己投資や課金をする時は 
情報発信ビジネススキルのような息の長いもの、 

且つ、応用が聞く汎用性の高いことに使うべきなのです。 

これが、400万も払ってようやく気づいた 
「自己投資の時に注意すべき唯一の基準」です。 



「枝葉」はガン無視 
「根っこ」だけ育てる 

自己投資をする際の注意点として、 
「木」をイメージしてもらえると更にわかりやすいかと思います。 

その木を「枝葉」と「根っこ」に分けて考えた時、 
僕らが投資すべきは「根っこ」の方です。 

根っこさえしっかりしていれば枝葉もグングン伸びていくでしょうし、 
逆に根っこがグラグラなら、幾ら頑張っても枝葉は成長していきません。 

多くの人は昔の僕のように、 
一時的に稼げるノウハウばかりを追い求めて、 
「枝葉」の部分に頑張って栄養をあげ続けているのです。 

対して、今の僕を含めて時間もお金もある人たちは、 
早くからこの「根っこ」の重要性に気づき、 
根っこだけを集中的に育てている。 

だからガンガンお金も時間も手に入ってくるし、 
時が経てば経つほど根っこも張ってきて大木になっていくので、 
ちょっとやそっとじゃ倒れないレベルになれます。 



僕は枝葉に400万円分の栄養剤を与えたわけですが、 
結局、根っこがグラグラだったので1mmも枝葉は成長しませんでした。 

極論を言えば、根っこさえ育てておけば綺麗な枝葉も花も咲きます。 

今の自分なんて関係ない 
ただ、僕が成果を出せてこれた理由をお伝えすると、 



「でも自分は才能も貯金もなくて・・・」 
「余裕がないんです・・・」 

と言う人も非常に多いですし、 
実際のところは僕も最初はそうだったので 
すごく気持ちはわかります。 

ただ、だからこそお伝えしたいのが 
「みんな同じところからのスタートだよ」ということです。 

最初からお金に余裕があって、 
働かずして一生生きていけるような資本主義の外側の人は 
そもそもこの書籍を読んでいないと思うので。笑 

だから全然大丈夫です。 

最初は本当に小さな一歩からでOKですし、 
そこから徐々に始めていけばいいだけなのです。 

スラムダンクの桜木花道もド素人の状態から 
全国チャンピオンの山王工業を倒すところまで到達しました。 

ZOZOを売却した前澤さんが中古レコードの転売から 
商売を始めたのも有名な話です。 

今は時間もお金も手にすることができた僕も、 
身の回りのゲームや漫画を売り払ったところからのスタートでした。 



そして生まれた少しのキャッシュで教材を買い、 
少し実践して得た利益でまた次の学びに使った。 

それを繰り返しての今があります。 

それに、ビジネス実践者の9割以上が 
先ほど伝えた「木」と「根っこ」の話すら知らないので、 

お金があったとしても昔の僕のように 
変なところに投資して「稼げないじゃん」と言って終わりです。 

そう考えると、この書籍を読んでいるだけでハッキリ言って、 
大多数の人より遥か前からスタートできていますからね。 

僕はゴミカスです 
おまけに、僕が入社試験で3点を取るような男ですし、 
大学でもタバコで肺を汚すことと 
酒で肝臓を痛めつけることしかしてきませんでした。 

そんな男ができているので、 
正直、この文章がここまで読めてこれた人なら、 
最低でも僕レベルの成果は余裕で出せるかなと思います。 



正直、僕より偏差値が高い人は幾らでもいます。 

・・・ただ、 

学生時代には恐らく僕より学力が上だったであろう人たちよりも、 
「お金と時間の稼いで幸せな金持ちになること」だけに関しては 
僕の方が遥かに上です。 

学校や会社では教えてくれないことを、 
身銭を切って学び続けてきたからです。 

本能 V.S. 理性 
実際のところ、ここまでの話を聞いてどう思いましたか？ 

「まだ何か怪しいな・・・」 
「自分にもできるかな？」 
「絶対に自分も幸せな金持ちになる！」 

どんな感想でもいいのですが、 
少しでも感情が動いたり興味を持ったのであれば、 
今すぐ動き出してみることをオススメします。 



ただ、新しいことを始めようとすると、 
僕らの「本能」が必ず邪魔をしてきます。 

僕もずっと「起業する！会社を辞めてやる！」と 
周りに言いふらして息巻いている時期がありましたが、 
日々の活動は散々なものでした。 

・家に帰ってとりあえず発泡酒あける 
・とりあえずタバコ吸いまくる 
・ダラダラ深夜までYoutube、マンガアプリ 

の繰り返しです。 

こうして書籍などを読んで情報を得たとしても、 
「あ～いい話聞いたな」と言って満足して終わることがほとんどでした。 

実際に、 
こうして情報を得た後で行動を起こす人は「5％」と言われています。 

100人中95人は昔の僕のように、 
ただ何もせず満足しているだけなのです。 

しかしこれは、 
僕らの本能が「今のままの方が楽だよ～」と悪魔の囁きをしているのです。 

そしてこの本能は、僕らが原始時代から発達させてきたものなので、 
とても強力な脳の働きなのです。 



だから人は、あまり変われない。 
変わりたくても、です。 

幸せな金持ちへの 
最短ルートは 
「背水の陣」 

僕のような底辺でも暇で幸せな金持ちになることはできるわけですが、 
それでも何のアクションもせずに変われるわけではありません。 

一生使える知識への課金が完了できたとしても、 
実際にその情報を元に行動できなければ全てが水の泡だからです。 

なので、 
最終的には「やるしかない環境」を作ることを意識してみてください。 

僕ら人間は弱い。 

「決意」だけでは超えられない壁がある。 

だからこそ、 
追い込むことで自分を強制的に行動させられた人だけが 
違う自分へと変われていきます。 



参考までに、 
僕が意識をして作った環境は下記のイメージです。 

・奥さんに「これで結果が出なかったら一生会社員のままでいい」と言う 
・ボーナスが入る前にコンサルを受ける 
・スマホアプリ全てアンインストール 
・漫画やゲームを全てメルカリで売る 
・タバコを吸う時間が勿体ないので禁煙 

他にも色々ありますが、 
このように自分が逃げそうな道を全て断ってみた結果、 
幸せな金持ちになることができました。 

成功者は 
決して凄くはない 

僕が師事している20代前半で2億弱を稼ぐメンターの言葉で、 
最も印象的だった言葉があります。 

「成功者とは、 
　集中力を発揮したごく普通の人間である。」 



自分の今まで歩んできた道を思い返してみても、 
まさにこれだなと思います。 

ビジネスを始めた時。 

周りを見渡せば、僕より優秀な人は何人もいました。 
何十人もいました。 

でも、その人たちは誰も残っていません。 
今立っているのは僕だけです。 

ただ、そうなれた全ての理由は「実は僕に才能があった」とかではなくて、 
成功に不必要な要素を排除してきて、 
自分なりの集中力を発揮したからだけなのです。 

実際にメンターを含め、 
年間で億以上を自動で稼ぐ方達の裏側を見せてもらう機会もありますが、 
ハッキリ言って何も特別なことをしていません。 

つまり、 
成功者が何か特別なことをしているわけではなかったのです。 

逆に、 
昔の僕のように成功できていない人が 
余計なことをやり過ぎていただけなのです。 



僕らの人生に必要なことだけにコミットしていく。 

それこそが、それだけが、 
幸せな金持ちになるために必要なことだったのです。 

僕らは何のために 
生きるのか？ 

僕は数年前まで、 
大人の言うことを聞いておけば 
「それなりに幸せな人生を送れる」と思っていました。 

親の言うこと。 
先生の言うこと。 
先輩の言うこと。 
上司の言うこと。 
国の言うこと。 

しかし、それだけを盲目的に聞いていても 
幸せになれないということに気づいてしまいました。 

正直、辛かったです。 



だって、 
「本当の意味で自分の足で歩いて行かなければならない」 
と悟ったからです。 

でも、 
1つだけ言えるのは 
「怖かったけど踏み出してよかった」ということです。 

たった一度きりの人生を歯車として終えるのか、 
それとも自分自身を主役としたストーリーを紡いでいくのか。 

どちらも1つの人生の形ではありますが、 
僕は後者でいたかったし、 
その選択をした自分を誇りたいなと思います。 

今ではお金と時間に縛られない生活が実現できていますが、 
スキルも才能も人脈もない僕に、 
そんな理想を与えてくれたのは『情報発信ビジネス』でした。 

情報発信ビジネスのスキルは経済面で僕の懐を温めてくれるだけでなく、 
家族と幸せに過ごす時間もくれて、 
おまけに一生役立つであろうスキルを授けてくれました。 

本当に何もない僕がここまでこれたことに感謝です。 

メンターやビジネス仲間、家族の存在など、 
色々な人のおかげなのも理解しています。 

その感謝の現れとして、 



僕のメルマガやブログ、Twitter、Youtubeなどでは、 
これまで積んできた「経験・知識・ノウハウ」を無料で公開しています。 

「ゼロから情報発信ビジネスで幸せな金持ちになる方法」を 
学歴底辺の僕でもわかるように解説しています。 

もちろん中には有料企画もあったりしますが、 
できる限りの情報を無料で公開しています。 

僕自身が、社会人になった瞬間に死ぬまでのルートが見えてしまって、 
「人生ってクソつまんないな」と感じてしまったことから 
全てが始まりました。 

結末のわかっている小説を読んでもつまらないように、 
終わりが見えている物語には何の面白味もないですよね。 

何十年も刺激も感動もない人生を歩むことに疲れ、 
他人の人生を歩んでいるような錯覚に陥った僕でした。 

ただ、そこからお金と時間を得て、 
自分らしい人生を歩むことができ始めて、 
今は本気で「人生も捨てたもんじゃないな」と感じることができています。 

この書籍を読んで、どう感じるかはあなた次第です。 



ただ、 

・このまま人生終われない人 
・本当の意味で自分の人生を歩みたい人 
・とにかくキレイゴト抜きでお金も時間も稼ぎたい人 

には、必ず力になれる自信があります。 

もちろん最初は「ただお金が欲しい」という 
純粋な理由だけでこの書籍を見てもらって構いません。 

僕もそんな感情からスタートしてきました。 

ただ、1つだけ約束してほしいのは 
「自分の感情に嘘をつかないこと」。 

欲しいと思ったなら、欲しい。 
叶えたいと思ったら、叶えたい。 

そんな感情を行動に移していくことこそが、 
僕ら人間の、最も「人間らしい」行動だからです。 

この出会いがあなたにとって 
かけがえのないものになることを信じています。 

ぜひ、理想を現実のものにしていきましょう。 

それでは、 



ここまで読んで頂きありがとうございました。 

Yusuke. 

【電子書籍の感想を送ってくれた方限定の特典】 

僕とZoomを利用して通話をしながら 
もっと具体的に情報発信ビジネスについて知ってみませんか？ 

副業・起業・脱サラのことでも、何でも聞いてください。 

あなたの状況をヒアリングさせて頂き、 
あなたの理想とする未来まで「何をすればいいのか？」を 
僕が一緒に考えていきます。 

まさに「あなただけのロードマップ」を僕が作るので 
通話が終わった頃には「後はやるだけ」になっているでしょう。 



ダサい押し売りみたいなことも絶対にしませんので、ご安心くださいね。 

ぜひこのタイミングで僕のスキルと知識を活用しに来てください。 

情報発信0→100ロードマップ作成会の特典を希望される方は 
以下のリンクから電子書籍の感想を送ってくだされば、 
自動返信で日程調整のフォームを送りますので、 
そちらかお申し込みをお願い致します。 

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！ 

感想を送ってロードマップ作成会の参
加権利を獲得する！

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

