


情報発信を極めたら月収300万円を超え 
25歳で妻を専業主婦にできた 

 
初めまして、Yusukeと申します。 

愛知県在住の28歳です。 
こんな顔をしています。 

奥さんにはよく 
「ヤンキー顔だね」と 
言われますが、 
僕に言われても仕方ありません。 

母親に言ってほしいです。 

改めまして、 
電子書籍をダウンロードして頂き 
本当にありがとうございます！ 

まず最初に、 

・著者である「Yusuke」の軽い自己紹介 
・情報発信で得られる最高の未来 

について話していきますね。 



いきなりお金の話で恐縮ですが、 
僕は現在28歳で月に300万円以上の収入を得ていて 
25歳から奥さんを専業主婦にしてあげられています。 
 

※2021年度の確定申告表の一部抜粋 

そこから現在までの3～4年ほどの間、 
ずっと僕の収入だけで家族を養ってきていて 
今では2歳の娘もいます。 

勘違いをしてほしくないので言っておきますが、 

別にこれは 
「奥さんを専業主婦にして養っている俺偉いでしょ！」と 
ドヤりたいわけでは全くありません。 

そもそも今の時代は 
専業主婦だけが家族の形というわけでもありませんし、 
バリキャリの方とかは普通に尊敬しています。 



ただ、生活費を稼ぐ担当が僕なだけです。 

嘘をつきたくないタイプなので言いますが、 
僕自身は家事や育児を全くやらない男なので 
ドヤれる要素なんて1mmもありません。笑 

もちろん休日に子供と遊んだり 
土日は洗濯を干したり洗い物をしたり最低限はしますが、 
基本的に平日は妻に任せっきりです。 

土日にちょびっと手伝うだけとか、 
子供と遊んでるだけでイクメンぶると 
奥さんにも失礼なので“何もしない”と言っています。 

妻よ、いつも家のことをありがとう。感謝はしています。 

なので、ドヤりたいわけでも何でもなくて 

「収入に関して言えば 
　月数百万円以上も普通に目指せるのが情報発信だよ」と 
可能性を知ってもらいたかっただけです。 

僕は家事や育児をしない代わりに、 
お金稼ぎとビジネスは大得意です。 



なので、もしもあなたが経済力を手にして 

・朝起きる時間も寝る時間さえも自由にしたい 

・今日は仕事、今日は休み、とかその日の気分で決めたい 

・でも趣味や好きなことに使えるお金はたくさん欲しい 

・何ならセミリタイヤできるくらいの資産は欲しい 

・会社の人間関係が鬱陶しいから 
　すぐに脱サラとかはできなくてもいいけど 
　いつでも辞められるくらいの安心感は欲しい 

・家族や大切な人を守れるだけの経済力が欲しい 

・その日の朝に旅行に行けるような自由さは欲しい 

というような思いを1つでも抱えているのであれば、 
この書籍をジックリ読んでみてください。 

全部叶えられるようなお話をしていきます。 

大袈裟に聞こえるかもしれませんが、 
情報発信ビジネスで収益を得られるようになると 



お金の面だけでなく色々な部分でメリットがあります。 

例えば、平日から帰りの切符を取らずに 
普段住んでいる愛知から北海道に飛び立ったり・・・ 



1回1万円くらいするピラティスに行ったり・・・ 

バク転のパーソナル教室に通ってみたり・・・ 



経営者仲間とコテージに５日連続で泊まってみたり・・・ 

奥さんへの貢ぎ物も好きなだけ買えるようになったり・・・ 



お金と時間の不満から解放されるので 
人生の充実度はとても上がりました。 

ビジネス関連のタスクは午前中で終わらせて、 
午後からは「娘の三輪車を押す」というタスクに 
切り替える時もあります。 

経営者だろうが何だろうが、女には勝てません。 



「お金と時間に困らない自由な働き方」と言うと 
少し手垢のついた言葉でチープに聞こえますが、 
実際にそんな働き方を手に入れて幸せに暮らしています。 

・・・しかし、こうした話をすると 

「Yusukeさんだからできたんでしょう」 
「私にはとても無理です」 

という言葉も聞こえてきそうですが、ご安心ください。 

僕は本当にロクでもない人間でした。 

Fラン大学卒、会社の入社試験は3点、 
小学生時代は親の財布からお金を盗み任天堂DSを買ったり、 
母親の胎盤からやり直した方がいいレベルです。 

そんなロクでもない僕ですら 
このレベルの収入や生活を手にできていますし、 
僕の教え子も結果が出ているのでサンプル数はまだあります。 
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と、このように、 
情報発信は時間がかかると思うかもしれませんが 
正しい知識さえ学んでしまえば開始1～2ヶ月で 
収益化もできてしまうのです。 

半年～1年と継続していけば月の利益は数百万単位で 
出てくるのもザラです。 

しかも利益率100％。全部利益で口座にドカンと着金です。 

今回は現実味を持たせるために 
「早く収益化に成功した人の例」を中心に出しましたが 

僕のクライアントで一番稼いでる人は 
“情報発信だけで月収2,000万円”です。 

完全に僕も負けていますが。笑 

単月でこれだけの利益が出るのですから、 
その利益を全部また仕入れに回したり 
OEMや販路拡大に繋げたりしたら・・・ 

物販も伸びてしまう最高のループになるのは 
もうお分かりですよね。 



ちなみにネットビジネス系で成り上がっている人の 
ほとんどは「物販→情報発信」のルートなので 
情報発信をやらない選択肢はないかなと思います。 

また、情報発信は難しそうに感じるかもしれませんが 
その点は安心してください。 

何より僕自身がFラン大学出身ですし、 
クライアントにも中卒、高卒、専門卒、ゴロゴロいます。 

最高齢の方だと 
65歳の方でも現在進行形でチャレンジをしています。 

・・・ですので、 
仮に今ここで「すごそうだけど自分にできるか不安だ」と 
思ってしまっても全然大丈夫です。 

一つ一つ、解説をしていきますのでご安心くださいね。 

それでは前置きも長くなってしまったので、 
実際にここからは 
情報発信で稼いでいく流れをお伝えしていきます。 



情報発信ビジネスとは？ 

まず、そもそもですが大前提の共有をしておきます。 

情報発信ビジネスとは、 

「自分の知識や経験、スキルを人に価値として提供をして 
　その対価としてお金を頂くこと」です。 

構図的な話をすると、 

「インターネット上のSNSやブログといった媒体で 
　特定のジャンルに沿った情報を発信していき、 
　お客様やファンを集めて 
　商品やサービスを販売していくビジネスモデル」 

です。 

難しく言いましたが、 

1：ネット上でお金を稼ぎたい人を集めて 
2：あなたの物販スキルを継承して収益化していく 

という流れですね。 

前置きはこの辺りにして稼ぐ流れを具体的に説明します。 



＜ゼロから始める情報発信「4STEP」＞ 

①発信ジャンル・手法を1つ決める 

まず、あなたの取り組んでいる物販手法が 
1つだけの場合はこのSTEPは飛ばして大丈夫ですが、 

もしも幾つかの手法に取り組んでいる場合は 
1つの手法に絞って発信をしましょう。 

何故なら、やはり今の時代は色々な情報が混在しているので 
「僕（私）はたくさん物販の手法やってますよ～！」とか 
言ってもお客様には全く響かないからです。 

「大型スーパー」よりも「専門店」の方が目立てる 
みたいな感じですね。 

何となくわかりますでしょうか？笑 

目立たないと埋もれてしまい稼げないので 
しっかりと際立たせていくためにも、 

幾つかの手法に取り組んでいる人は 
「自分が一番自信のある物販手法」を1つ選び、 
それに特化して発信していくことを心に決めましょう。 



②発信するSNS媒体を決める 

発信するジャンル・手法が決まったら 
SNSを利用して初めてのお客様を探しに行きます。 

SNSは以下のようなものがありますが 

・Twitter 
・Instagram 
・Facebook 
・Youtube 

基本的に物販はTwitter一択でOKです。 

ガッツがあればYoutubeが一番理想ですが 
いきなり「Youtubeをやれ！」となっても 
難しいともいますので、まずはTwitterでいきましょう。 

ちなみにこれまでTwitterをあまり使ったことがない人も 
いるかもしれませんが、未経験から45歳の方が開始2ヶ月目で 
収益化に成功したりしているのでご心配なく。 

具体的なノウハウやTwitterを使う理由に関しては 
書籍の感想特典で配布する講座でも解説しているので、 
ここでは割愛しますね。 



とりあえずここでは「Twitterで発信をする！」と 
思っておいてもらえれば大丈夫です。 

ちなみに僕もTwitterはこんな感じで活動しています。 

これからInstagram、Youtubeも構築していきますが、 
全部をいきなりやるとほぼ確実に中途半端になるので 
どれか1つに絞っていきましょう。笑 



③プレゼントを作ってフォロワーやリストを取り 
　教材やコンサルティングを販売していく 

次に、メルマガやLINEなどツールを用意して 
登録してもらうことで“より近い関係”になるように 
進めていきます。 

よくSNSのアカウントに 
「公式LINEはこちら！」というようなものが 
あると思いますが、 
まさにあれを僕らもやっていきます。 

ちなみにこうして 
お客様の連絡先を取得することを僕らは 
「リストを取る」と言っていて、 

このリストをもとに何かを販売していくことを 
「リストマーケティング」と読んだりします。 

実際にLINEなどをただ置いていても 
お客様は中々登録してくれないので、 
口実となるプレゼントを用意するのがオススメです。 

物販系であれば「利益商品リスト」とか 
その辺りがかなり反応がいいですね。 



「フォローとRTしてくれたらプレゼントあげるよ！」 
と言うと、1回のプレゼント企画で数百人フォロワーが増えて 
そこから100万円くらいの利益が生まれたりもします。 

しかし、この辺りも戦略やライティングなどのスキルがないと 
反応が集まらずに終わってしまいますが、 
具体的なノウハウは僕に任せてください。 

簡単に言うとやることは以下です。 

1：Twitterでプレゼントを配る 
2：メルマガやLINEとかに登録してもらって渡す 
3：質問などの相談に乗っていきながら 
　  商品のオファーをしていく 

以上です。 

この他にも、ステップメールと呼ばれる 
決まった時間に配信されるメールなどを作成していくことで 
自動で商品が売れる導線を構築したり、 

ローンチと呼ばれるセミナーや何かしらの企画を打って 
そこ経由で何かを売ったりする方法も色々あります。 



ちなみに長くなり過ぎるので割愛しますが 
この辺りはかなり感想特典の無料講座でも 
詳しく解説していますので、ぜひ受け取ってみてくださいね。 

④徐々に自動化をしていく 

売上が作れるようになってきたら 
ブログを作ったりWeb広告を使ったりして、 
「より大きく・より効率的」に収益化できるように 
していきましょう。 

情報発信を頑張り過ぎて物販に割ける時間が減ってしまって 
物販の売上が下がってしまう人も多いですが、 
この辺りの視点が欠けてしまうからですね。 

物販で利益20万円くらい出ていれば 
情報発信で収益化はできていきますが、 
もちろん物販で稼げていれば稼げているほど 
情報発信で稼ぐのも楽になっていきますから。 

漫画の「刃牙」で言うと、 
花山薫の“ただのパンチがめちゃくちゃ強い”みたいな感じで
す。笑 



そして自動化でオススメなのが 

・ブログ 
・広告 

ですが、 
軽く説明していきます。 

ブログを構築していくメリットですが、 
ブログがあるとお客様が自分のタイミングで 
僕らの情報を取りに来てくれるので、 
確実にあった方が信頼を勝ち取りやすくなります。 

僕もこんなブログをやっているので 
ぜひ見てみてくださいね。 

※メルマガにリンク貼ってます。 
 



ちなみに僕はこれまでにブログを382記事書いてきたので 
ブログのプロと言っても過言ではないはずです。 

ノウハウなどは書籍の最後でお話しする特典で解説しますね。 
何百記事もブログを書かなければいけない 
というわけでもありませんが、 

このように一見面倒そうな一手間を加えることで 
稼ぐ金額が大きくなるので頭の片隅に入れておいてください。 

料理も仕込みの一手間でクオリティが変わる、 
みたいなイメージです。多分。 

お客様は基本的に「役に立つかどうか」で 
情報を受け取るかどうかを判断しますが、 

商品やサービスを購入する決め手となるのは 
「この人なら信頼できる」と思えた時です。 

もしくは、シンプルに深い理由はないけど 
「人間的に好きだから」とか、 
そういった理由も購買の決め手になります。 

だからこそ、より深くお客様に知ってもらうための場を 
用意することでお客様に選んでもらいやすくなります。 



また、Web広告なども利用していくと、 
お客様を完全に自動でたくさん集めることができます。 

僕は実際に 

・Youtube広告 
・Facebook（Instagram）広告 
・リスティング広告 

などを利用していますが、 
お金と引き換えに完全自動で集客をしています。 

自分の中で商品やサービスが売れる！という実感が 
掴めてきたら、こうしてステージを上げていくことで、 
爆発的に収益も伸びていきます。 

収益のイメージはジャンルにもよるのですが、 
SNSのどれか1つを極めれば月の利益で 
大体100～300万円くらいはいきます。 

広告などを噛み合わせると月に1000万円とか 
大台が見えてくるイメージですね。 

ちなみに僕のように情報発信ビジネスを教えている人は 
他にもたくさんいるのですが 



こうしてSNSやブログなどの無料集客と 
広告などの有料集客の両方を解説できる人は中々いません。 

つまり、手前味噌ですが 
本資料で解説している情報は 
非常に貴重な情報だということです。 

少し偉そうに聞こえてしまうかもしれませんが 
僕はこれまでに 

・情報発信を学ぶのに2000万円以上かけて 
・4～5年間、必死に活動してきて 
・実際に数千万円以上稼いできて 
・140名以上のサポートをしてきた 

という経験がありますので、 
知ってほしかったのです。 

この業界、変な人も多いですからね。。。 

と、情報発信で稼ぐ流れはひとまず以上です。 



まとめ 

いかがだったでしょうか。 

かなり大枠の全体像の話をしてきたと思いますが 
何となくでも情報発信のイメージは掴めましたでしょうか？ 

簡単に思えましたか？ 
それとも、難しく感じましたか？ 

僕は最初に聞いた時は心が躍ったと同時に 
「む、難しそうだな…」となりました。笑 

でも学んでいけば普通にできるので 
あまり構えずに聞いてもらえるといいのかなと。 

具体的なステップをまとめると、 

1：発信する手法を決める 
2：Twitterでプレゼントを作って配りながら 
　  フォロワーやリストを集めていく 
3：何かしらのオファーをして売る 

ステージを上げたければ 
徐々にブログや広告なども使って自動化をしていく。 



そんな流れでした。 

難しそうに思うかもしれませんが、 
物販で稼げるようになった時のことを 
思い出してもらえれば余裕かなと思います。 

この書籍を読んでくれている方は 
既に成果を出してきた優秀な人のはずなので、 
普通に学んでいけばイケるはずです。 

もちろん何もせずに稼げる！なんて 
甘い言葉をかけてあなたを惑わすことはしません。 

ちゃんと取り組まないと成果は出ません。 

でも、しっかりと学び、実践や構築をしていけば、 
あなたの理想とする収入や働き方を 
現実のものにすることはできるはずです。 

実際に僕も物販から情報発信と進んできましたが 
当時は物販で月収120万円、 
情報発信の方で月収200万円があったので 
かなり潤っていました。 



しかも情報発信を学ぶ過程で 

1：お客様を集める 
2：商品やサービスを売る 

というビジネスの原理原則も学べるので 
マーケティング的な思考も身についていきます。 

それで結局どうなるか？と言うと、 
あなたの「視点・視座」が変わるので 
物販の利益も自然と伸びていくんですよね。 

もういいことしかないんですよね。 

僕は情報発信やマーケティングの方が面白過ぎて 
既に物販は引退しまったのですが、 
おかげさまで月の収入も300万円を超えて、 
25歳で奥さんを専業主婦にできました。 

そしてこれは、僕だけでなく、 
僕のクライアントも同じように理想を叶えています。 

こんな感覚をあなたにも味わってほしいと思って 
この書籍を書いているところもあります。 

最後にクライアントの成果をもう一度。 







そしてこの他にもたくさんの方が 
物販の収入以外で単月で100万、200万と利益を 
積み上げていっています。 

クライアントのMAXは最高月収2,000万円です。 

一気にキャッシュフローが良くなるので 
ぜひこの最高の状態を次はあなたが手に入れてみてください。 



特典のご案内 

ここからは電子書籍の感想を送ってくれた方限定の 
特典に関する説明をしていきます。 

■特典① 
【情報発信マスター講座「バイブル」】 
（25万円相当） 

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、 
まずは無料でコチラを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。 

ちょっとボリュームで引くかもしれませんが 
動画で10時間以上、テキストで3万文字以上の、 
ボリューミーコンテンツサイトです。笑 

最近は同業でもよくわからない薄っぺらいノウハウで 
高額なお金を取っている悪徳な方がいらっしゃいますので、 
そうした方を駆逐したいと思い、 
無料で公開することにしました。 

大袈裟でも何でもなく、 
30万円くらいで売ってもいいと思って作りました。 

こちらを無料でお渡しします。 



■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】（5万円相当） 

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。 

・自分の実績で情報発信ができるのか 
・炎上やクレーム、アンチが怖い 
・顔出しは必須なのか 
・難しそうだし時間もかかりそう 
・具体的にどう進めていけばいいのかが不安だ 



などなど、 
あなたの抱えている不安や悩みをご相談ください。 

一撃で解決して、 
あなたの理想とする収益目標や 
理想の働き方を教えてもらえれば、 

「そのためにはコレとアレが必要だね」と 
到達するまでのルートも提示できますので。 

ちなみに通話に来ても押し売りは一切しませんので 
その点もご安心くださいね。 



■特典③ 
【クライアントが開始1～2ヶ月で 
　収益化に成功してしまう戦略を全て丸裸にした 
　「Twitter構築・運用セミナー」】 
　※情報発信0→100ロードマップ作成会 参加者限定 

（47分ほどのセミナー動画） 

どんな発信ジャンルにおいても最も稼ぎやすいのが 
TwitterというSNSです。 

InstagramやYoutube、Facebookなどと違って 
意図的に拡散を起こせる機能があるので 
収益化においてはこれほど優れた媒体はありません。 

とは言っても、 
Twitterをビジネス利用したことがない方や 



そもそも使ったことがない方も多いと思いますので、 
運用の仕方を丸っと一本で学べるセミナーを用意しました。 

実際に僕のクライアントが 
Twitter運用開始から短期間で収益化に成功した 
実例を中心に解説した動画です。  

・どんなアカウントを作ればいいのか？ 
・どんなプロフィール本文にすればいいのか？ 
・どんなツイートをすればいいのか？ 

Twitterで“収益化”を目指すにあたっての 
「アカウント構築の仕方から運用まで全て」が  
1本の動画で学べます。 

必要なことだけを“ギュッ”と40分ほどに凝縮した 
 「高級美容液」のようなイメージの動画コンテンツです。 

実際にTwitterだけで 
年間4000万円を稼ぐ知人も知っているので、 
かなり爆発力はあるので知っておいて損はないです。 

他のSNSをやるにしても使える 
本質的な考え方やテクニックをたくさん盛り込んでいます。 



■特典④ 
【“自分のファン自動製造機”と言っても過言ではない 
　月利300万円を超えた情報発信ブログの作り方】 
　※情報発信0→100ロードマップ作成会 参加者限定 

僕はこれまでに 
382記事のブログ記事を書いてきました。 

そして、そのブログ経由で 
3000万円以上の金額を稼いできました。 

その集大成となるブログの取扱説明書のような 
資料をプレゼントします。 

情報発信をしていくうえでは 
ブログがあった方が稼ぎやすくなりますし、 



稼げる上限の金額も増えます。 

その理由としては、 
やはりお客様も自分がお金を支払うのに 
「よくわからない人には怖くて大金を払えない」と 
感じてしまうからですね。 

なので、僕らは情報発信者として 
大事にしている価値観やメッセージなどを 
“最大限”外部に表現しておく必要があります。 

これらを対面で全て説明できればいいですが、 
お客様にも自分にもタイミングというものがあり 
現実的に厳しい話になってしまいます。 

だからこそ、一度書いておくといつでも見れる 
ブログという媒体を用意しておくことで、 
自動で僕らの魅力を拡散してくれる装置になってくれます。 

お客様が、自分のタイミングで、自分の好きな時に、 
僕らのことを知りにきてくれるのがブログです。 

リターンがわかりづらいことではありますが 
年収で数千万円を超えている人は全員ブログをやっているので 



それだけでも重要性はわかってもらえると嬉しいです。 

とは言っても、 

・実際に何を書けばいいのか？ 
・タイトルは？ 
・構成は？ 
・必要な要素は？ 

という具体的なところは難しいので 
それら全てを細かく説明した資料を僕が作りました。 

見てもらって、その通りに書いていけば、 
無思考でもあなたの魅力を表現してくれるブログが 
出来上がります。 

僕が月利300万円を超えているコアの理由でもあるので、 
ぜひこちらも学んでいってみてください。 

それでは、特典は以上になります。 

ただし、 
特典が受け取れるのは 
「この電子書籍の感想を送ってくれた方限定」で、 
感想を送れる期限は“3日以内”です。 



期限を過ぎてしまうと 
何があっても特典はお渡しできなくなってしまうので 
少しでも興味のある方は今すぐに感想を送って 
受け取ってみてくださいね。 
 

※画像をクリックで感想提出フォームに飛びます！※ 

LINEの追加もしてくれた方は 
LINEで直接感想を送ってもらっても 

大丈夫です！ 

その場合、直接僕が手動で返信をするので 
少しお時間を頂く可能性があります。 

ご了承ください。 
ありがとうございました。

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

