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第1章 
情報発信ビジネスの大前提 

1-1：情報発信＝あなたの一部 

まず、今回の教科書で最初に伝えたい 
大前提の考え方から話していきます。 

いわゆるマインド的なお話になります。 

「そんなのはいいから早くノウハウを教えてくれ！ 
　こっちは忙しんだ！」という方もいるかもしれません。 

しかし、マインドから話すのにも大切な理由があります。 

まずはこちらの画像をご覧ください。 



 

勘のいい方ならこの画像で僕の言いたいことが 
わかってしまうと思いますが、 
少し説明をさせて頂きますね。 

例えば「世界最高級のバット」があったとして、 
それを使うのが「大谷翔平」と「僕」とした場合に、 
どちらの方が成果が出ると思いますか？ 

成果は、野球の試合における成績と仮定をしましょう。 



片や世界を代表する二刀流の大谷選手、 

片や、奥さんからADHDと真顔で言われるレベルで 
ゴミカス人間のYusuke。それも野球経験は一切なし。 

まあ言うまでもなくオオタニサンになるわけなのですが、 
僕がマインドを重要と断言する理由はこれです。 

要は、これから僕があなたに 
「業界トップ層が年間数億円稼ぐ最高級のノウハウ」を 
お渡ししていくわけなのですが、 

あくまで僕がお渡しするのはノウハウです。 

ノウハウは道具であり、ツールであるので、 
それ単体では価値を持つ物ではなく、 
正しい使い方を知る者が使うことで価値が生まれます。 

そして、野球などのスポーツ界では 
「道具・ツール」の価値を最大限に引き上げるものが 
「筋力・体の使い方」になるわけですが、 



それがビジネスにおいては 
「マインド・考え方」になるわけです。 

なので、僕がお渡しするノウハウの価値を 
最大限に高めて頂くためにも、 
まずはマインドの部分からお話をさせてください。 

マインドと言っても、知っているかどうかだけの話で 
そんなに難しい話でもないのでご安心ください。 

30秒もあれば一人前のマインドを 
手に入れることができるでしょう。 

そして、その「マインド・考え方」が何かと言うと、 

「情報発信ビジネス＝あなたの一部」 

ということです。 



どういうことかと言いますと、 
僕らは既に日常で情報発信を行なっているんですよね。 

◉家族との「おはよう」 
◉会社の人との「お疲れ様です」 
◉彼女への「愛しているよ」 
◉彼氏への「大好きだよ」 
◉奥さんへの「いつもありがとう」 
◉旦那さんへの「今日もご苦労様」 
◉友人への「久しぶり！」 

などなど、あなたが発する言葉、 
もっと言うと言葉ではない身振り手振りの全てが、 
「情報発信」であるということなのです。 

つまり、情報発信ビジネスは「1つの稼ぎ方」であると同時に
あなたの生活の一部でもあるということ。 

 



別の言葉で言いますと、 
「情報発信ビジネスはあなたの一部なので、 
　ノウハウとか小手先のテクニックだけ学んでも稼げないよ」
ということです。 

更に別の角度から言えば、 
情報発信ビジネスだけをうまくやろうとしても無理 
ということでもあります。 



情報発信ビジネスは、 
自分という商品に魅力を感じて 
何かしらのサービスを買ってもらう商売です。 

なので、あなた自身が素晴らしい人間に 
なればなるほど稼げるようになっていくし、 

あなたが日頃から小さなことでプンプン怒ったりしていて、 
器がPETボトルのフタくらいしかないような人間である限り、
1円もお金は稼げないでしょう。 

まあ、上記のことは昔の僕のことなのですが。笑 

僕は「情報発信だけ頑張るぜ！！オラオラオラオラァ！！！」
と言いながら、日々の思い通りにいかないことで怒り、 
挙げ句の果てには奥さんに八つ当たりとかしていました。 

恥ずかし過ぎる。 

だから稼げなかったんですよね、当時の僕は。 



お客様の立場に立って考えればわかると思いますが、 
同じ商品があったとしたら人間的に魅力の高い人から 
買いたいと思うのは自然ですよね。 

なので、日頃から人間的魅力を高めていくこと。 

これが情報発信ビジネスで稼ぐうえで 
マストの大前提になるのです。 

もちろんノウハウや正しい知識も大事ですし、 
それもこれから教えていくのですが、 
まずは人間としての高みを目指していってほしいです。 

そうすることで、 
あなたがこれからどんなノウハウを手に入れたとしても 
最大のパフォーマンスを発揮できるでしょうし、 

大したことないノウハウだとしても 
素晴らしい成果に繋げることができてしまうのです。 

オオタニサンならボロボロのバットでも 
ホームランが打ててしまいそうですよね。 



なので、ノウハウもいいに越したことはないけど 
もっと大事なのはあなた自身という意識を 
常に持って進んでいってほしいです。 

植物でイメージすると、こんな感じです。 
 

この意識が欠けてしまうと、 
「成果が出ない＝ノウハウが悪い」と思い込んで 
昔の僕のようにノウハウコレクターになってしまいます。 



時間もお金も無駄にするので 
これだけは避けたいです。笑 

それでは、次の章からようやく「具体的なノウハウ」を 
お伝えしていこうと思います。僕も楽しみです。 



第２章 
コンテンツ作成における注意点 

2-1：価値提供の基礎概念 

早速いきましょう。 

出し惜しみなしです。 

まず、そもそもですが、 

「ビジネス＝お客様に価値を感じて頂き、 
　その対価としてお金を頂く行為」になるので、 

稼ぐには相手に何かしらの価値を 
提供していく必要があります。 

そして僕らは情報発信ビジネスで稼ぎたいわけなので、 
その価値提供を「情報」でしていく。 



では、「どんな価値を提供すればいいのか？」が 
課題になってくるわけですね。 

価値提供という話になった時に、 
こんなことをよく聞きませんか？ 

「ビジネスは価値提供だ！」 
「ギブの精神が大事だよ」 

僕もよく言われました。 

でもこれって、 
ぶっちゃけ抽象的すぎて意味わかんないですよね。 

僕もいつも 
「そんなキレイゴトはいいから 
　早く具体的なことを教えてくれよ」と思っていました。 



でも、なんで多くの人がそんな抽象的なことしか 
言えないかというと、 
シンプルに「具体的な価値の出し方を知らないから」です。 

しかし、この教科書をご覧のあなたは大丈夫です。 

「具体的な価値」を 
これから詳しくお伝えしていきますので。 

価値の具体的な話に入っていく前に、 

価値の前提をお伝えしておきたいのですが、 

「価値は相手が決めるもの」です。 

これだけは絶対に覚えておいてください。 

決して、一方的になってはいけません。 

僕やあなたが、 
自分で「これは絶対に価値があるだろ！」と思ったことでも、 



相手やお客様にとっては「こんなのいらねーわハゲ」となる
ケースはめちゃくちゃ多いです。 

相手が望んでいないことを押し付けても、 
キモがられて終わりみたいなイメージですね。 
 

僕も高校時代に付き合っていた彼女に 
誕生日プレゼントで腕時計をあげましたが、 
その腕時計をつけているところは 
1回も見たことがありません。 



そういうことなのでしょう。笑 

今思い出しても悲しいです。 

超好きな彼女だったので、 
書いていて泣きそうになってきました。 

話を戻すと、情報発信ビジネスにおいても 
「絶対に主観で価値を決めつけない」ということが 
非常に重要になってきます。 

逆に、相手の望むことさえわかれば 
自由自在に稼げてしまうということでもあります。 

押し付けにならないように、常に意識ですね。 

頑張っていきましょう。 



2-2：5つの価値 

そして具体的な価値の出し方に入っていくわけですが、 
人間が価値を感じるポイントは5つあります。 

それが何かと言うと、 

◉人 
◉物 
◉場所 
◉活動 
◉情報 

です。 

人は、この5つに分けて価値を感じるようにできています。 

それぞれのイメージと具体例を解説していくと 
以下のようになります。 



◉人＝こんな凄い人と知り合いだよ、こんな人が言っていたよ 
・ホリエモンと知り合いだよ 
・孫正義と飲んだことあるよ 
・レディーガガが使っていたよ 

◉物＝こんな凄い物を持っているよ、高い物を持っているよ 
・バレンシアガの服着てるよ 
・フェラーリ乗ってるよ 

◉場所＝こんな凄いところに行ったことあるよ、住んでるよ 
・よく海外に行っちゃうよ 
・海外に住んでいるよ 
・タワマンに住んでるよ 
・南米の奥地で学んできました 

◉活動＝社会貢献性の高い活動したよ、アクティビティ 
・貧困で困る国に井戸を建てたよ 
・セミナー講師したことあるよ 
・オンラインサロンを運営してるよ 

◉情報＝これだけ稼いだよ、日本に1個しかないんだよね 
・1億円稼ぎました 
・ブログ300記事書きました 
・世界に1つしかない宝石なんだよね 
・アメリカの研究でデータが出ているんだよ 



と言うように、 
それぞれの軸で価値の出し方が異なるという感じです。 

更に、 
人によって「どこに価値を感じるか？」はバラバラです。 

なので、 
まずは「自分がどこに価値を感じるタイプなのか」を分析して
いくこと。 

そして、極力、全タイプの方向性で価値を出していくことを 
心がけること。 

この辺りを意識してみてください。 

例えば僕が冒頭で 
「ビジネスはマインドが大事だよ！」という話を 
お伝えしたと思いますが、 

「人タイプ」の人に価値を感じさせたいのであれば、 



「ホリエモンも言っていたけど～」とか、 
「年収5億円の経営者が言っていたけど～」とかの 
枕詞をつけてあげると響きやすいイメージですね。 

多くの人が「自分が価値を感じるポイント」に偏って 
発信をしてしまいがちなので、 
ちゃんとバランスよく発信することを心がけましょう。 

僕は結構「情報タイプ・物タイプ」なので、 
人の稼いだ金額とか持っている物とかに 
敏感に反応してしまいます。 

結果的に、意識をしないといつも発信が 
「情報・物」に偏っていたりします。 

1タイプでしか価値提供ができない場合は 
他のタイプに反応するお客さんを逃しているので、 
MAXでも1/5（25％）の反応率しか得られない 
ということです。 



価値の前提の部分でもお伝えしましたが、 

「自分の主観＝価値ではない」ので、 
しっかりと5つの価値分類に沿って、 
できるだけ多方面に価値を出していきましょう。 

最初は難しいかもしれませんが、 
まずはそれぞれのパターンに沿って 
「自分なら何が言えるか？」を書き出してみるといいですね。 

そして、それをチェックリストのように書き出して 
コンテンツを作る時に確認しながら作成すると 
漏れがないのでオススメです。 

2-3：権威性 

価値の出し方がわかったら、 
次は実際に「それをどう伝えていくか？」のステップです。 

ここが情報発信ビジネスでは一番大事です。 



それが「権威性」になるのですが、 
もっとわかりやすい言葉で言うと 
「あなたの話を聞く体勢を作ること」です。 

それも、一番最初に、です。 

最初に自分の実績や価値を伝えることによって、 
「この人の話は聞く価値があるな」と読者やお客さんに 
思ってもらう必要があります。 

ここが抜け落ちてしまうと、 
早い話が全く反応が得られません。見てもらえない。 

情報発信ビジネス、いや、ビジネスにおいては 
「見てもらえない・気づいてもらえない＝稼げない＝死」です。 
ブログなら1記事目だし、 
もっと言えばブログの冒頭の一文目。 

Twitterなら名前やプロフィール、固定ツイートなど。 

Youtubeなら最初の冒頭の5～10秒。 



この「最初」が一番肝心で、 

ここで「話を聞く体勢」を作れないと、 
どれだけいいことを言っても無駄になってしまう 
のです。 

何故なら、ネット上でもリアルの場でも一緒なのですが、 
人は相手のことを「見た目・ファーストインプレッション」で
一瞬で判断をするからです。 

あなたも僕も、お客様も、現代人は忙しいですからね。 

如何に一瞬で「相手の心」を掴むか。 

これが情報発信ビジネスの肝です。 

恋愛で言うと「出会い」になるわけなので、 

例えば合コンで鼻毛ボーボーの寝癖バンバン、 
パジャマみたいな服装にビーチサンダルで参上した場合、 
例えキムタクでも女の子の連絡先は聞けないでしょう。 



まあキムタクならワンチャンあるかもしれませんが、 
僕ら凡人がやろうものならフルシカトされて終わりですね。 

そして、権威性を出すには、 
上記でも挙げた「5つの価値ポイント」を利用すると、 
より多くの人に話を聞いてもらいやすくなります。 

相手が価値を感じることを、 
最初にバコン！と伝えていくのです。 

2-4：再現性 

そして、権威性で相手の心を掴めたら次のステップ。 

「再現性」です。 

再現性が何かと言うと、 
「あなたにもできるよ」と優しく寄り添ってあげる 
みたいなイメージです。 



昔の僕を含め、 
多くの情報発信者はここが完全に抜け落ちています。 

何となく「実績は出した方がいいよな」と 
気づける人も多いので、 

たまたま「話を聞く体勢」は作れることもありますが、 
この再現性がなければ「それあなただからできたんでしょ」と
思われて終了ということです。 

どれだけ権威性を出せて、 
自分に興味を持ってもらえたとしても、 

自分のお客さんにはなってもらえないということなので、 
ビジネスとしては致命的ですよね。 

例えばですが、 

「1億円稼ぎました！」と発信をして 
お客さんが話を聞いてくれたとしても、 



「東大を首席で卒業してアメリカでMBAを取得しました。 
　昔から超エリートだったんですよね。グフフ」とか 
言っていたら、 

「なんやねんキモ、じゃあ僕には無理ですやん」 
となって終わりということです。 

お客さんに「自分でもできそう」と思ってもらえなければ、 
自分の商品やサービスは買ってもらえないので、 
絶対に権威性で話を聞く体勢が作れた後は 
優しく寄り添ってあげることを意識しましょう。 

人がついてこなければ、 
情報発信ビジネスで稼ぐのは無理です。 

相手に寄り添う心を持てば、 
自ずとあなたのビジネスも加速していくでしょう。 

理解を深めてもらうためにも、 
情報発信ではない別のビジネスの話をしますが、 



例えば「学習塾」で 
再現性があるパターンとないパターンを見ていきましょう。 

＜再現性がないパターン＞ 
この〇〇塾では毎年80％の生徒が東大に受かっています！ 

何故なら、この塾では各地域の学校でもトップ数％の 
学生さんが集まってきているからです！ 

いかがでしょうか。お待ちしております！ 

＜再現性があるパターン＞ 
この〇〇塾では毎年80％の生徒が東大に受かっています！ 

しかも、ほぼ全ての生徒が私たちの塾に通う前は 
自分の通っている学校でもほぼ最下位レベルでした。 

今は学力が低くても絶対に夢を叶えたいそこのアナタ。 
お待ちしてますね。 

・・・いかがでしょうか？ 



再現性がない方は 
「いかがでしょうか、じゃねーよw」 
となりますよね。 

再現性がある方は、 
「こ、これなら僕にもできるかもしれない・・・」 
となりそうですよね。 

適当に今考えたので、実際にコピーとして書く場合は 
もっと嘘っぽくないように丁寧に表現していきますが、 
再現性があるのとないのとでは大違いなのは 
わかって頂けたかと思います。 

ちなみに僕は、この再現性がめちゃめちゃ苦手でした。笑 

よくブログで発信をしていると「私にもできますか？」という
質問をもらったりしていたのですが、 

素直に「知らんがな、あんたの人生でしょ」と 
思っていました。笑 

もちろんですが、 
そんなスタンスでは全く稼げませんでした。 



あまり甘い言葉ばかり言って詐欺的な感じに 
なってもいけないので、 
イメージとしては「優しさ：厳しさ＝8：2」くらいですね。 

「私にもできますか？」と聞かれたら、 

「僕もゼロからだったので大丈夫ですよ。 
　みんな最初はゼロからです。 
　しっかり学べば問題ありません。 

　でも、簡単に何もしなくても稼げるということもないので、 
　一緒に頑張っていきましょうね。」 

とか答えてあげる方がベターということです。 

で、自分のお客さんになったら、 
ちゃんと優しさとか厳しさの配合を調整していけばOKです。 

どんな世界でも初めはみんな情弱です。 

ちゃんと寄り添って器の広さを見せることで、 
あなたのファンになってくれます。 



相手の気持ちがわかる人にお客さんは集まり、 
独りよがりで自分中心の人にはお客様は集まらないのです。 

なので、普段から「相手はどう思うだろうか？」という 
相手目線を持っていくことが非常に重要ですね。 

僕もまだまだ完璧ではないですし、 
今でも奥さんと些細なことでケンカをしたりします。 

なので、一緒に頑張っていきましょう。 

と、いきなり寄り添う心を使わせて頂きました。w 

これが再現性の1つのテクニックということで、 
次に進んでいきます。 



第３章 
マネタイズパターンと順序 

5つの価値パターンと権威性、再現性。 

この全てが揃えばブログだろうがSNSだろうが、 
お客さんの反応率がMAXになります。 

ここからは稼ぎ方のお話。 

実際にどうやって稼いでいくか？という部分になりますが、 
情報発信ビジネスの稼ぎ方は大きく分けて3種類です。 

厳密に言えばもっとたくさんあるのですが、 
とりあえずはこの3つさえ押さえておけば大丈夫です。 

それが、 

◉マンツーマンコンサルティング 
◉コミュニティ・サロン 
◉教材販売 

です。 



それぞれのメリット・デメリットも挙げておきますね。 

＜マンツーマンコンサルティング＞ 

◎メリット 
・早く稼げる 
・お客様の悩みが直に聞けるので今後のタメになる 

◎デメリット 
・労働型なので、やり過ぎると忙殺される 

＜コミュニティ、サロン＞ 

◎メリット 
・仲間が増えるのでエネルギーが保ちやすい 
・何期も続けば収益は安定する 

◎デメリット 
・主催者側はかなり忙しい 
・組織の運営は思い通りにいかないことばかり 



＜教材販売＞ 

◎メリット 
・売り切りなので自動化ができる 

◎デメリット 
・スキルフル、情報発信の中だと一番難しい 
・導線を組むのが大変 

というイメージですね。 

基本的には、最初はマンツーマンコンサルティングで 
稼ぐと思ってもらえればOKです。 

コンサルだけで年収3000万はいけます。 

僕はそこに行くまでに、 
自動化の教材販売に手を出している感じですが、 

とりあえず最初はコンサルで、 
その後に自分の理想の働き方に合わせて 
コミュニティか教材販売という流れです。 



もっと言うとゴーストライターとかプロモーターとか、 
色々な稼ぎ方はあるのですが、今回は割愛しますね。 

いきなり自動化したいよ！と思う方も多いと思いますが、 
99％失敗しますのでご注意ください。笑 

気持ちはめちゃめちゃわかりますし、 
僕も最初から「やっぱり自動化でしょ！グヘヘヘ」 
と言って発信をしていましが、 

そもそも「お客様の求めていること」が 
明確にわかっていない状態で自動化をしようとしていたので、
余裕で1円も稼げずに終わりました。笑 

なので、自動化をするしないに関わらず、 
ビジネスでは「相手に価値を感じてもらう必要がある」ので、 

そのためにもまずはコンサルティングで 
自分のお客さんへの理解を深める必要があるのです。 



なので、 
最初は面倒臭がらずにコンサルティングをして泥臭く稼いで、
その先でしっかりと自動化をしたければする。 

コミュニティをやりたければやる。 

そんな感じでいきましょう。 

3-1：商品の価格とサービス内容 

今回は教科書なので、 
コミュニティや教材販売には触れていきませんが、 

コンサルティングに関してだけは 
価格設定とサービス内容の説明をしておきますね。 

まず、コンサルティングの価格ですが、 
最初は無料でも全然OKです。 

何なら「自分がお金を払って教えさせてもらう」 
くらいのスタンスでも大丈夫です。 



あなたが発信するジャンルで 
圧倒的な実績を持てているなら話は別ですが、 

少なくともビジネス系で言うと 
月30～50万円くらいは稼げていなければ 
高額コンサルは取れないと思ってください。 

月30～50は言い過ぎかもしれませんが、 
自分の実績や出せる価値によって価格は変わってきますし、 

最初はお金をもらうのも怖いと思いますので、 
少額からで全然大丈夫です。 

価格を上げたくなれば、いつでもすぐに上げられます。 

僕も今でこそ100万とかもらって 
コンサルしたりしていますが、 
最初は3万円とかでやっていました。笑 

最初はそんなものでも大丈夫です。 



まあ自信があれば最初から高額オファーをしてもいいですし、 
不安なら「満足してもらえなければ全額返金します」と言って
おけば、かなり自分のメンタルも保てるはずです。 

価格としてはそんな感じで、次はサービス内容ですね。 

コンサルティングを一口にすると言っても、 
サービス内容で差別化を図ると売れやすくなります。 

逆に、特に実績があまりない時でいくと、 
この差別化がないと全く売れません。 

例えば先ほども言いましたが、 
「全額返金保証」をつけるとか、 
「チャットと通話で無制限対応」とか、 

やり方は幾らでもあるので 
自分なりのサービスを考えてみましょう。 



他にも、家族を持たれている方だったら 
「家族を持ちながら稼ぐための方法」とか、 

「実績は微妙だけど手取り足取り教えます」とか、 
自分にしかない価値の出し方を頑張って導き出しましょう。 

よく「僕には出せる価値なんてないですよぉ～ピエン」 
とか言っているあまちゃんがいますが、 
どんな時でもやれることをやるしかないんですよね。 

僕らはビジネスマンなので。 

常に、自分の持てるカードで戦い抜く。 

嘆いても始まりませんから。 

・・・まあ嘆いていたのは昔の僕のことなんですけどね。 

僕はお金を稼ぎたい！！と心から思っていたのに、 
いざお金をもらうとなったら超絶ヒヨっていました。笑 



話を戻すと、ここでもう1つ意識してほしいのが、 

自分の主観ではなくお客様目線で 
「価値を感じてもらえるポイント」を見定めていくことが 
何よりも重要です。 

何度も言いますが、 
あなたが思う価値はお客様からしたら価値ではない 
可能性もあるし、その逆も然りです。 

決めつけが一番よくないです。 

そういった意味でも、 
お客様の生の声を頂くためにも 
無料でコンサルするなどの戦法はありだと思います。 

後は、自分が過去に商品やサービスを購入した時のことを 
思い出して「どこに価値を感じたのかな？」と 
分析していくと、かなり勝ち筋が見えてきます。 

昔の自分のような人を救う、 
というのは情報発信のテッパンのやり方です。 



第4章 
集客の基礎概念 

そして、実際にコンサルティングをやるにしろ何にしろ、 
僕たちは何かしらの方法で 
お客様を集めていかなければなりません。 

倒産する企業の8割は「集客不足」が原因というのは 
有名な話ですが、 

これは僕たち個人ビジネスマンにおいても 
他人事ではありません。 

お客様がいなければビジネスは成り立ちませんし、 
どれだけいい商品やサービスを持っていたとしても、 
それが知られずに死んでゆくしかないのです。 

そこで、今回は主に 
お金をかけない無料集客をメインに話を進めていきます。 



ちなみに無料集客のつもりで話しますが、 
有料集客（＝広告）でも基本的には考え方は一緒です。 

なので、集客の基礎と捉えてもらえればOKです。 

具体的なやり方というよりは 
基本的な概念や考え方が中心になるので、 

「実際にアクションに落とし込むなら？」と 
自分で変換をしながら読み進めていってみてくださいね。 

ちなみに、ここまでかなり長かったと思いますが、 
本当にお疲れ様です。 

そもそもですが、 
ここまで読めているだけで優秀過ぎます。 

過去の僕だったら開始5秒くらいで 
鼻ほじりながら「ようつべ見よ」とか言って 
離脱しているはずですからね。 



この教科書はもう少し続きますが、 
少し一息でもついて、深呼吸でもして、 
またエネルギーを補充してから再開してみてください。 

4-1：狭く深く 

まず、基本的に僕らの情報発信ビジネスは 
「過去の自分を救う」という考え方をベースとして 
全てを進めていきます。 

なので、情報発信を始める時に 
「とりあえずブログ書くぜ！オラオラ！」と 
闇雲に発信し始めるのが一番マズいのです。 

コンテンツを作り始める前に、 

そのコンテンツは誰のために作っているのか？ 
何のために作るのか？ 

この部分を明確にする必要があります。 



この部分がブレれればブレるほど 

「何をしていいのかわからない」 
「どんなコンテンツを作ればいいかわからない」 

となってしまうわけですね。 

例えばですが、 

誰かにプレゼントをあげる時に 
「誰に、どんな目的であげるか？」が決まってないのに 
プレゼントを買おうとしたとしても、 

「そもそも何を買っていいかわからん」となりますよね。w 

そのプレゼントを渡す相手が「友達」で、 
目的が「出産祝い」とかであれば、 
かなり買う物も決まってくると思うはずです。 

でも、昔の僕も含めて多くの人が情報発信ビジネスでは 
この「誰に、何の目的で？」を定めずにブログとか 
Twitterとかを更新してしまうのです。 



だから、反応が得られずに稼げないというわけですね。 

こうした話をすると、 

「いやいや、Yusukeさん。 
　僕はちゃんとターゲットを決めてますよ。」 

という人もいたりすると思うのですが、 

多くの場合は「ターゲットが広過ぎる」のです。 

例えばビジネス系で言えば「副業で稼ぎたい人！」という 
ターゲットを設定しているようなもので、 
それだと間違っていないけど広過ぎるというイメージです。 

なので、 
できる限り 

「狭く・深く」 
ターゲットを掘り下げていくこと。 



どういうことかと言うと、例えば僕は今、 

「情報発信ビジネスを教える情報発信」を 
しているわけですが、 

「情報発信を教える人」だと最初は広過ぎるのです。 

では、実際に僕がどうしてるかと言うと、 

「転売から情報発信に進んだけど稼げなくて悩んでいる人」と
いうように、 

「情報発信で稼ぎたい人」という枠組みの中でも 
更にターゲットを狭めている感じですね。 

僕が月300万とか安定して稼げるようになったら、 
「ジャンル問わず情報発信を教える人」というコンセプトで 
発信をしていく予定ですが、 

少なくともゼロから月50～100万くらいまでは 
徹底的に狭く深くターゲットを定めていきましょう。 



そして、 
どうやって狭く深くターゲット設定をするかと言うと、 
ここで冒頭にも言った「過去の自分」が出てくるのです。 

過去の自分はどういった悩みを抱えていたのか？ 

その部分を明確にすることで、 
あなたの発信を届ける人が段々と明確になってくるはずです。 

狭く深くターゲット選定をするメリットを 
もう少し話しておくと、 

単純に自分の経験してきたことって 
情報や知識が豊富ですよね。 

だから、刺さる人は少なくなるかもしれないけど、 
刺されば強い発信ができるというわけです。 

超特殊で具体的な例でいくと、 
「無料で何かを配る」というケースがあったとすると、 
誰でも喜ぶようなポケットティッシュを送るよりも 
プロテインをあげた方がいいみたいなイメージです。 



 

ポケットティッシュは誰でも 
「あ、まあ少し嬉しいな」という感じですが、 

プロテインなら、 
マッチョとかボディメイクを頑張っている人しか 
嬉しくないとは思いますが印象には残りますよね。 

安パイの誰にでも刺さる文章は、 
情報発信では決してやってはいけないことなのです。 

他にも、例えば僕は静岡県出身のバレーボール経験者で、 
そこから愛知県の大学に進学して就職して「社会人ﾏｼﾞﾑﾘｨ」と 
なって脱サラして今に至ります。 



で、もしもこのバックグラウンドが完璧に同じ人が 
いたとしたら、もうそれは余裕でこっちのものなわけですよ。 

当時の自分が抱えていた悩みが 
そのままターゲットの悩みなので、 
多分30分も話せば洗脳できるはずです。笑 

「いい大学に行っていい会社に入れ」とか言われると 
「そんな古い慣習を押しつけないでくれ！」って 
思いますよね、とか。 

「就職したら3年は働け」とか言われると 
「なにそれ、ソースどこ？」となりますよね、とか。 

そんな風に、できる限り狭く深くターゲットを絞ることで、 
お客様の欲しい言葉や情報が手に取るようにわかり、 
あなたの発信の「反応率」が極限まで上がっていくのです。 

昔の僕が適当にブログを書いていても 
全く反応が得られなかったのもこれが原因です。 

当時は転売のブログを書いていましたが、 
ターゲットが「副業でお金稼ぎたい人」という感じでした。 



これだと何度も言いますが、広過ぎるわけですね。 

お金稼ぎたい会社員は転売しましょう！ 
とか言っていたわけです。 

別に間違ってないんですけど、 
ただ、薄い発信になってしまって 
誰にも響かないということなのです。 

だから、もしも僕が当時に戻るとしたら、 
過去の自分が響くような言葉やニュアンスを使用して、 
自分とバックグラウンドが似た人を狙います。 

頭はそこまで良くなかったけど真面目に生きてきた人とか、 
付き合ってる彼女がいて結婚を考えると 
将来のことが心配になっている人とか、 

過去の自分と同じ悩みを抱えている人が絶対にいるので、 
そこを徹底的に狙います。 



そして、優しく「君にもできるよ」と語りかけてあげて、 
心を鷲掴みにしてオトすというわけです。 

過去の自分を掘り下げて、そこを狙って、 
自分が言ってほしい言葉をかけてあげる。 

シンプルに言えば集客の基礎概念はそれだけです。 

4-2：数よりも質 

次に、これも非常に大事です。 

多くの人が「とりあえず集客数UPだ！」とか 
「お客さんは多ければ多い方がいい！」とか言って、 

集客の「数」にこだわってしまいますが、 
それは完全に間違っているのです。 

求めるべきは「質」の方なのです。 



圧倒的に「質＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞量」。 

例えばですけど、 
もしもあなたが「恋愛系の情報発信」をすると考えた時に、 

お客様が全員三浦翔平みたいな鬼イケメンで 
クソチャラ男だったとしたらどうでしょうか。 

三度の飯より女好き。 
女のことなら何でもわかる。知っている。 
女のためなら何でもする。 
女性が喜ぶなら死んでもいい。 

そんな客が来たとしたら教えることは何もない。 
悲しくなるから帰ってくれ。 
となるわけですね。 

まあ自分で書いていて 
表現が超わかりにくいなと思ったのですが、笑 

頑張って理解してください。 



要するに、僕らの目的は「お金を頂くこと」なので、 
どれだけお客様の数を集めようが、 
買う意思のないお客様を集めても無意味だよということです。 

ここで、ある図を見てみましょう。 

パレートの法則という名前は僕も今知ったのですが、 
どんな会社にしろ、 



基本的にビジネスの売上は 
「優良顧客が8割を占めている」と言われています。 

つまり、質のいいお客様さえいれば回るし、 
逆にここを確保できさえすれば、 
別に数がなくてもビジネスはうまくいくのです。 

なので、 
最初は「オラオラオラァ！数だ！数！数！」となって 
血迷うのではなくて、 

「3人」でいいので濃いお客様を集めてください。 

何なら自分のことを好きにならせるレベルで、 
濃い関係を作りましょう。 

最初から「コミュニティ運営をしてたくさん人を集めて 
猿山の大将になりたい！承認欲求！グフフ」とか思っても、 



1人の人間も満足させられない人が、 
多数の人を満足させられるわけがありませんからね。 

これ、めちゃめちゃ重要です。 

恋愛でもそうだと思いますが、 
1人の女性も満足にさせられない男が 
「100人の女性と関係を持ちたい」と言っても無理ですよね。 

「あなたはまず目先の女性を幸せにしてください」 
となりますよね。 

なので、僕らの情報発信ビジネスも一緒で、 
最初から数を求めるのではなくて質で勝負していく。 

そのイメージを持ちましょう。 

以上が、集客の基本的な考え方です。 



具体的にどうやっていくかをステップで表すとすれば、 
以下のようなイメージですね。 

1：過去の自分が抱えていた悩みを洗い出すことで 
     自分の発信を届けるターゲットを明確にする 

2：そのターゲットはどこにいるかを考える 

3：そのターゲットが響くような発信をしてファン化させる 

僕であれば、 
今のターゲットは 
「転売から情報発信に進んだけど稼げない人」であり、 

もっと言うと「既にコンサルとか教材にお金と使ったけど 
再現性のないノウハウしか教えてもらえずに泣きそうな人」 
です。 

なぜこのターゲットかと言うと、 

何度も言いますが過去の自分だからです。 



全て自分が経験してきたことだから気持ちがわかるし、 
刺さる言葉がわかる。 

そして、そのターゲットがどこにいるか？と考えた時に
「Twitterだな」となったわけですね。 

これが人によってはInstagramかもしれませんし、 
Youtubeかもしれませんし、 
もしかしたらネットよりもリアルの方が多いかもしれません。 

これは発信するジャンルによって変わると思います。 

そして僕の戦略をもう少し話すと、 

再現性のないノウハウしか教えてもらえずに 
泣きそうな人に向けて、 

今回の膨大な量のPDFで本質的な知識を 
全て無料で提供することによって 

「コンサルでも知れなかった情報を無料でくれるなんて 
　この人は神…？」となってもらいたいのです。 



勢い余って本音を喋ってしまいましたが、笑 

なので、もしも僕のことがいいなと思ったら連絡をください。 

ブログからの問い合わせでも、 
TwitterからのDMでも、 
何でも大丈夫です。 

ここまで読んでくれている優秀な人なら 
秒で結果を出させられる自信しかございません。 

とまあ、 
いきなり軽いセールスを挟ませてもらったわけですが、笑 

集客としてはこんな感じです。 

最後に伝えておくと、過去の自分を思い出そうとしても 
忘れてしまっていることも多いので気をつけてください。 

気をつけてと言うよりかは、頑張って思い出してください。笑 



人はすごく悩んでいたことでも、 
自分ができるようになると一瞬で忘れてしまう生き物です。 

僕も今、幼少期に自転車に乗れなかった頃を 
鮮明に思い出せと言われても難しいですからね。 

なので、悩みにぶつかった時は 
その時の想いをメモる癖とかをつけておくと 
いいかもしれません。 

今回の教科書で伝えたいノウハウはここまでになります。 

本当はもっとたくさん 
「伝えられること・伝えたいこと」もあるのですが、 

それだとPDF1000ページくらいになってしまいそうなのと、 

タイピングをしている僕の手首がそろそろ限界で 
腱鞘炎になってしまいそうなので、 
この辺りで勘弁してもらえればと思います。 



ただ、基礎として重要なことは全部伝えられたと思います。 

僕がコンサルに500万くらい使っても 
教えてもらえなかった知識を詰め込んだので、 
ぜひ印刷とかして何度も読み返してみてください。 

僕は「これいいな」と思った教材などは印刷して専用のバイン
ダーに挟んだりしています。で、たまに見返しています。 

第５章 
さいごに 

いかがだったでしょうか。 

今回、僕の方から 
「死ぬまで使える情報発信ビジネスの教科書」として 
お渡しさせて頂いたわけですが、 

大袈裟でなく本当に死ぬまで使えると思います。 



例えばですが、 
コンテンツを作る際の「最初はとにかく権威性を高める」 
という部分に関しても、 

これは脳ミソの中の「は虫類脳」という部分が 
関係していたりするので、 
昔から続く人間の本能を利用したテクニックです。 

原始時代から発達してきた人間の脳ミソに関わる話なので、 
僕らが死ぬくらいまでの数十年やそこらで 
変わることはないでしょう。 

その他の理由に関しても、 

数年とかの短い期間で移り変わるような 
一過性のノウハウではなく、 

数十年経とうが変わらない 
不変のスキルだけを詰め込まさせて頂きました。 

これが、死ぬまで使えると断言できる理由です。 



ぜひ、今回の僕のノウハウを利用しまくって、 
ビジネスでも稼ぎながら 
人間としても魅力になっていってください。 

ラストメッセージにはなりますが、 

この教科書の冒頭でも伝えたように 
「情報発信＝あなたの一部」です。 

ぜひ、 
「あなたにしか伝えられないこと・あなただから言えること」
を常に心がけて発信を続けていってください。 

あなたのコンテンツはあなたの分身です。 

そのコンテンツをインターネット上のどこかにコピペして、 
あなたが書いたと一目でわかるような 
コンテンツ作りをしていきましょう。 

僕も頑張ります。 
それでは、ここまで読んで頂き、ありがとうございました。 



最終章 
スペシャルオファー 

そして、 
こんなに頭のおかしいYusukeという男の、 
訳のわからない長い文章をここまで読んでくれたあなたに、 
特別なオファーをさせてください。 

それが何かと言いますと、 

1人1回限定で 
スポット通話コンサルティング（1時間）を 
1,000円（千円）で提供させて頂きます。 

基本的に僕のコンサルティングは100万単位なので、 
一度の通話で5万円とかもらったりします。 

しかし、 
こんな長文をここまで読んでくれる方はそうそういませんし、 
僕としても本当に嬉しいなと思うわけです。 



なので、この感謝を形にするには何がいいかな？と思い、 
格安での通話コンサルのオファーに至りました。 

無料にするとイタズラで申し込まれたりもするので、 
質を担保するためにも少しお金を頂く設定にしてあります。 

としましては、 

あなたのブログやSNSを実際に見ながら 
添削をしていっても大丈夫ですし、 

他にも、 
ステップメールの組み方がわからない、 
セールスレターの書き方がわからない等々、 

情報発信ビジネスに関することであれば 
何でも聞いてください。 

また、僕は現在（2021年）、 
年間で数億円を自動で稼ぐ業界トップ層と 
ズブズブの関係でノウハウを教えてもらってるので、 
来年（2022年）は僕も年収5000万とかになるでしょう。 



その辺りの自動化とかに興味がある方にもオススメです。 

完全NGトーク無しでいかせてもらいます。笑 

何ならビジネスの枠組みを飛び越えて、 
「奥さん（旦那さん）と良好な関係を築くには 
　どうすればいいか」など、 

完全にプライベートのことでも構いません。 

もしもあなたが悩んでいることがあるなら、 
一度の通話で一撃で解決しましょう。 

僕も自分の頭で考えてもわからないことは2秒で考えることを
やめて、知っている人に聞くことを心がけています。 

ぜひ、希望される方は申し込みをして頂ければと思います。 

申し込みはコチラから。 
※リンクがクリックできない場合は定員に達しています。申し訳ございません。 

https://my56p.com/p/r/GL5pjW49


それでは改めて、 
ここまで読んで頂きありがとうございました。 

あなたのビジネスと人生の発展を 
心より祈っております。 

Yusuke.


