


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。 

詳しくはブログのプロフィールに書いているので 
もし興味があればこちらをご覧ください。 
※クリックで記事に飛べます。 

https://hrdysk.com/profile-kenzai/


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。 













実際にこれらは僕が指導・サポートをしてきた方たちですが 
彼ら彼女らも決して学力が高いとか元々優秀とか 
そんな方ばかりではありませんでした。 

何なら中卒、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。 

もちろん中には 
既に自分のビジネスを持たれている方だったり、 
強みやスキルが明確な人たちもいました。 

でも、もちろん 
最初は何も発信することがなかった人だったり、 
完全にゼロから始めてきた方も大勢います。 

・・・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。 

イメージがしづらいと思うので 
具体例を出していきますが、 

例えば僕のクライアントに 
「バレーボールが得意な人」で 
“バレーボールの情報発信”をしている人がいます。 



別に全国大会常連とかそんなレベルではないのですが、 
彼女はインスタグラムを使って情報発信をしています。 

インスタ上で 

・バレーボールで勝つためのメンタル 
・うまくなるためのテクニック 

などを発信していて、 
そこからLINEに登録を促して通話をしていき 
自分のオンラインコーチを商品として売っています。 

これが、情報発信の一例です。 

他にも、Youtubeなどは非常にわかりやすいですよね。 

最近はボディビルや筋トレ系のYoutuberなどが 
たくさん存在していますが、 

彼ら・彼女らは自分のYoutube経由でファンを集めてきて 
そこを起点に更に違う商材やサービスを販売する。 

アパレルだったり、プロテインだったり、 
セミナーや講習だったり、オンラインサロンだったり、 
収益化の方法は本当に無限大です。 



別にYoutubeを絶対にやらないといけないわけではないですが
“仕組みとしてはこれと同じことをやろう！”というわけです。 

ただ、何もないイチ個人がいきなり発信を垂れ流しても 
興味を持ってもらえるケースは少ないので、 
何かしらのジャンルに特化していくことで 
見てもらいやすくすることができます。 

わかりやすい例を他にも出すと、 
「英語が得意な人」がいたとします。 

その人がTwitterやInstagramなどで英語を学ぶための 
情報を発信してフォロワーを集めていき、 
最終的に英語のオンライン講座や教材を販売する。 

はたまた別ジャンルで言えば、 
「フリーランスエンジニアとして稼いでいる人」が 
その稼ぎ方を脱サラしたい人に教えていく。 

ダイエットなら、 
自分が痩せた経験をもとに痩せる講座や 
プログラムを販売したり、 

恋愛なら、モテる方法を人に教えてお金を頂いたり。 



すごく大得意！というわけではなくても 
普通に収益化までは結びつけることができます。 

実際に僕のクライアントの他の例を出すと、以下です。 

■一部上場企業に勤めていてたくさんの部下を持つ経験から 
　「コーチング」の商品を売っている人 

■ギターを15年以上やっている経験から 
　ギターのオンラインレッスンを販売している人 

■自分が実践してよかった健康系のメソッドを 
　販売している人 

■専業主婦だけど管理栄養士の資格を持っているので 
　オンラインで栄養指導を行っている人 

■転売やアフィリエイト、動画編集、プログラミングなど 
　自分が稼いだ経験とスキルを販売している人 

こんな風に、現代ではあらゆるジャンルや市場で 
「情報発信ビジネス」が盛んに行われています。 

※情報発信ビジネスのことを「コンテンツビジネス」と 
　呼ぶこともあります。 



あなたの“当たり前”は 
誰かにとっての“非常識”である 

基本的には自分が人より秀でている部分や知識を用いて 
その「差」を利用して収益化に繋げていきます。 

ただ、こうした話をすると、 

「僕（私）には人より知識なんてありません！」 
「趣味や特技もないし・・・」 

と思うかもしれません。 

でも、大丈夫です。 

まずですが、 
基本的に“自分にとっての当たり前”と 
“他人にとっての当たり前”は違います。 

自分が意識しなくても何気なくできてしまうことが 
誰かにとっては珍しかったり凄かったりするのです。 



僕はもうこうしたビジネスをずっとやっているので 
「趣味や特技がお金になるって普通じゃない？」と 
心から思っていますし、 

「誰にでも発信できるタネはあるよ」と思っています。 

もっと小さなことでいくと、 
僕は辛いものが大好きですが苦手な人もいるわけです。 

これにも「差」がありますよね。 

また、僕が冒頭で出した画像を覚えていますでしょうか？ 
 



こちらは「バク転パーソナル教室」というもので、 
名前の通りでお金を払ってバク転を教わる教室です。 

確か1回5,000～10,000円くらいだった気がします。 

講師は元々体操部出身の方が多く、 
彼らにとっては「バク転とか呼吸と一緒でしょ？」という 
レベルだとは思うのですが、 
そうした感覚でも一般人とは差があるわけですよ。 

そこをうまく利用して 
収益化に結びつけているということです。 

実際に講師の方たちとも話しましたが 

「僕らもバク転がお金になるとは思ってなかったよw」と 
言っていましたからね。笑 

ちなみに予約もいっぱいでかなり繁盛していました。 

こんな風に、自分の中にある常識が、 
意外とお金に変わるということは普通にあり得るのです。 



あなたが普段仕事でしていることも 
業界や職種が違う人からしたら新世界ですよね。 

だからこそ、稼ぐという観点で言えば 

①視野を広く持つ 
②こうした事例を自分でも集めて 
　ケーススタディを貯めていく 

ということが非常に重要です。 

多くの人は“気づいていないだけ”なんですよね。 

もっと他の例も出しておきます。 

■英語のオンラインスクール販売で年収5億円 

■音楽のドラムの講座をネットで販売して1億円の売上 

■メンタリストのDaiGoさんは 
　自分のオンラインサービスを運営して年収9億 

などなど、 
ちなみに日本の総理の年収は約4～5,000万円なので 
完全にバグっていますよね。笑 



世の中に存在する胡散臭い 
“不労所得”の正体… 

あなたは不労所得を信じますか？ 

信じる信じないは自由なのですが、 
実は至る所で不労所得というものは存在しています。 

この情報発信ビジネスでもまさに不労所得が可能で、 
「ネットが使えるので仕組み化しやすくて売上が跳ねやすい」 
というメリットがあります。 

この電子書籍も一度は僕が頑張って書いているわけですが、 
出来上がったら僕が何もしなくても 
こうしてあなたに自動で見てもらえるわけですよね。 

実際に僕が人から、 

「情報発信って何？」 
「どうやって稼ぐの？」 
「なんで情報発信っていいの？」 

ということを死ぬほど聞かれてきた経験があるので 
それをこうして書籍に落とし込んでいるわけです。 



これが保険会社の営業みたいに 
毎回毎回同じ説明をカフェとかで対面で行うと考えると 
相当な手間がかかるのはイメージできますよね。 

でも、ネットなら、こうして一度作っておけば 
自動であなたに説明ができるわけです。 

僕みたいにテキストで作ってもいいですし 
動画を撮って話してもいいわけです。 

インターネットという仕組みを利用することで、 

“自動的に稼ぐ”という何とも怪しい構図が 
現実のものになってしまうのがミソです。 

まあ人間なんで、楽したいじゃないですか。笑 

日本人の「汗水流して働くべきだ！」という 
スタンスは自分の首を絞めてしまいかねないので、 
僕らは「体ではなく脳に汗をかくべき」なのです。 

経済的に上に行く人間や、経営者は、 
全員がこの思考を持っています。 



・いかに自分が動かずに済むか？ 
・いかに自分なしでも回るか？ 

を突き詰めるから、 
会社の社長は金もあるのに暇なわけです。 

僕が昔働いていた商社の社長も毎日ゴルフしていました。 

当時は「何だよあいつ！こっちは仕事してんだぞ！」と 
非常に不愉快な気持ちになっていましたが、 
仕組みを作った人が一番儲かります。 

この事実を知ったのなら、 
僕も、あなたも、作る側に回ればOKということです。 

とは言っても難しそうに感じてしまう部分も 
あると思いますので、 

ここからは“あなたが実際情報発信をするなら”と仮定して 
もっと具体的に話を進めていこうと思います。 



＜ゼロから始める情報発信「4STEP」＞ 

①発信ジャンルを決める 

まず最初に、 
自分が情報発信をするジャンルを1つ決めます。 

※既に発信するジャンルが明確な人はこのステップは飛ばして 
　②から読んでもらって大丈夫です。 

まだ発信ジャンルが決まっていない方は 
ゆっくりでいいので読みながら考えてみてください。 

参考として有名なジャンルをお伝えしておきますね。 

■“稼ぐ系”と呼ばれるジャンル 
・転売 
・アフィリエイト 
・プログラミング 
・動画編集 
・トレンドブログ 
・Youtubeアドセンス 
etc… 



■“非稼ぐ系”と呼ばれるジャンル 
・占い 
・コーチング 
・語学 
・恋愛 
・ダイエット 
・筋トレ 
etc… 

有名どころはこの辺りです。 

ニッチなジャンルでいくと 
「犬のしつけ」で4000万円稼ぐ人もいたり 
「老人向けPC教室」で年商1億の人がいたりとか、 
色々あります。笑 

まずは上記の参考例を見ながら 

「自分の中で情報発信できそうなジャンルがないか？」 

と考えて1つに決めていきます。 

ただ、こうした話をすると 
「自分にはそんなものないです…」と 
不安になってしまう人も出てくるかと思います。 

わかりますよ。僕に任せてください。 



まず、僕は「転売で稼いだ実績」をもとに 
情報発信をしていましたが、 
このように自分の中でスキルが見当たらないなら 
つけてしまうのも1つの手です。 

でも、大体の人は発信できるタネはあるので 
まずは僕のオススメ方法で深堀りをしていきましょう。 

■Yusukeの情報発信できるタネ探しオススメ方法 

①自分の人生を幼少期から思い返して 
　「辛かった時のこと」や「苦しんだ時のこと」を 
　思い返してみる 

②その中で「お金を払ってでも解決したかったこと」や 
　「実際にお金を払って解決したこと」がないか考える 

以上、これだけです。 

基本的にお金を稼ぐということを考えると 
“誰かの悩みを解決することが一番手っ取り早い”ので 
まずはそこを起点に考えていきます。 

人は困っていることにお金を払う生き物です。 



例えば僕は非常にお恥ずかしい例ですが 
これまであまりモテてこなかったという黒歴史があるので、 
大学の頃とかにナンパとか恋愛の情報商品を知っていたら 
普通に買っていたと思います。 

他にも、就活が全然うまくいかなかったので、 
「就活で無双できるサービス」とかあれば 
かなり興味も湧いていたと思います。 

実際にそうしたサービスは世の中にありますからね。 

そして、悩みが大きければ大きいほど高額の金額が動きます。 

病気とかは最たる例です。 

重病にかかってしまったら 
「どれだけ金がかかってもいいから治してくれ！」と 
なりますよね。 

このように、自分自身が悩んだ経験や過去にフォーカスして 
考えてみると意外と出てきたりするものです。 

とは言っても、困っていることだけが商売になる 
というわけでもないので視野は広く持つべきです。 



・これまでに自分がお金を払って学んだ経験 

なども発信ジャンルのタネです。 

自分がお金を払って学んだことは 
「既にお金が動くほどの需要がある」ということになります。 

資格とか、講座とか、 
これまでにそうしたものにお金を払った経験があれば 
それを発信して収益化していきましょう。 

最終的には自分もそのジャンルに沿って 
お金を頂いていくことになるので、 
できるだけ「高額のお金」を払ったものの方が良いです。 

もしもなくても、ご安心ください。 

「本当に何も発信できるジャンルがない！」 
という人でも、 
ゼロから稼いでいく方法もたくさんあります。 

その1つが「アフィリエイト」と呼ばれる手法です。 

アフィリエイト、ご存知でしょうか？ 



＜アフィリエイトの構造＞ 

※参照URL：https://webst8.com/blog/about-affiliate/ 

「紹介報酬」と言うとわかりやすいかもしれませんが 
自分で商品やサービスを持っていなくても、 
誰かに何かを紹介して買ってもらえれば 
お金が稼げるという仕組みです。 

世の中の「代理店」とか「委託販売」とかの仕組みと 
かなり近いので、そうして考えてみるのもオススメです。 

具体例を出すならば、 
例えば僕がトマトのアフィリエイターだとします。 



（※アフィリエイトをする人のことを 
　　アフィリエイターと呼びます。） 

そして、僕があなたにトマトを売ります。 

「このトマト超美味しいですよ！」 

「食べるだけで腸内環境が凄く良くなるし 
　お肌もプルプルになるし、おまけに安い」 

とか、何でもいいのですが、 
あなたに高級トマト1箱を1000円で売ったとします。 

そうすると、 
トマト農家さんから僕は 
100円の報酬をもらうというわけですね。 
（報酬価格は適当） 

農家さんは少しのお金を紹介者に払うけど 
自分で売らなくてもいいし、 
僕は僕で自分の商品を売らなくても稼げる。 

非常にWin-Winの構図が出来上がります。 



なぜ農家さんは自分で売らずに 
誰かに売ってもらうのかというと、 
色々な理由が各々にあるからです。 

・自分は生産に集中したい 
・販売とかマーケティングは難しそうだ 
・餅は餅屋でっしゃろ 

という風に、 
実際に農家さんも直売所やスーパーや八百屋などに 
商品を卸すケースが非常に多いですよね。 

このようなことが農業だけでなく 
金融、不動産、工業、などなど、 
本当にあらゆる商売で起こっています。 

僕が昔働いていた商社も言ってしまえば 
自社商品はほとんど持っていなかったので 
転売会社でもありアフィリエイト会社みたいなものでした。 

メーカーから仕入れて、売る。 

たくさん売ると特価で安く卸してもらえるとかとか。 

結構こういうところありますよね。 



普段は気づかなくても、このような話を聞いて 
自分の「社会を見るフィルター」を変えるだけでも 
新たに見えてくることも多いのではないでしょうか。 

ちょっと話が脱線しそうなので戻すと、 
自分の商品やサービスをいきなり売るのに自信がない人でも 
こうしてアフィリエイトだったりの手段もあるので 
“全然問題ないよ”ということです。 

とりあえず、 

「情報発信できるジャンルが決まった」と 
仮定して一旦話を進めていきますね。 



②発信するSNS媒体を決める 

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

この時点で何の商品を売るか？とかは 
特に決めなくても大丈夫です。 

まずは自分の発信ジャンルに沿って 
「そのジャンルに興味のあるお客様」に 
出会いにいく意識さえ持ってください。 

基本的には 

・Twitter 
・Instagram 
・Facebook 
・Youtube 

のどれかを利用することになると思います。 

なぜSNSを使うのか？と言いますと、 

・SNSは手軽に交流ができる 
・アカウントごとに興味のある分野が見えるから 



です。 

例えばですが、 
ZOZOの前澤さんなどもTwitterを利用して 
お金配り企画などをやっていた時期があります。 

あのような企画に参加している人は 
「お金が欲しい人」なわけですよね。 

その人たちに“お金を稼ぐ方法”を売れば 
何だか売れそうな気がしませんか？ 

こんな風に、SNSでは気になるアカウントなどを 
「フォロー・チェックする」という文化があるので、 

自分の発信たいジャンルで既に発信している人を見つけて 
その人の周りをチェックしていけば、 
自分の見込客にもある程度当たりがつきます。 

なので、ここでは各種SNSに登録をしてみて 
なるべく全ての媒体でくまなく自分のジャンルを検索して 
市場リサーチ＆チェックをしていきましょう。 

そして、攻めるべきSNSを1つ選びます。 



ちなみに僕はSNSはTwitterメインで活動しています。 

※画像をクリックで僕のTwitterアカウントに飛べます。 

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 

詳しい運用方法は特典で解説しますので、このまま進めます。 

https://twitter.com/ysk127272


③プレゼントを作ってリストを取り、販売してみる 

次に、メルマガやLINEなどを用意して 
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。 

例えばダイエット系だったら 
「3ヶ月で20kg痩せた時にやった食事と運動を 
　全てまとめたレポート」をプレゼントとか。 



英語なら 
「2ヶ月でTOEICの点数を300点UPさせた方法」とか、 

恋愛なら 
「34歳の童貞が1ヶ月で彼女を作れた方法」とかとか。 

できるだけ“数字”を使って具体性を出すのがオススメです。 

自分が発信するジャンルに沿って、 
お客様が「これは欲しい！！」と思えるような 
渾身のプレゼントを作成してみましょう。 

そして、プレゼントを作ったら 
LINEなどに登録してくれたお礼に渡していきます。 

ちなみにLINEは無料で使えますし、 
機能で自動配布もできるのでかなり楽です。 

こうしてお客様との連絡先交換が終わった後は 
関係性を構築しながら自分の商品を売っていきましょう。 

と言っても、何を売ればいいのかもわからないと思うので 
オススメの方法もお伝えしておきます。 



それは 
「自分が徹底的にサポートや指導をして結果を出させること」
です。 

僕らはこれを「コンサルティング」と呼ぶことが多いです。 

多くの人は最初から楽をしようとして 
サポートなしの教材を自動で売ろうとしてしまいます。 

そっちの方が売れたら楽なので気持ちはわかるのですが、 
やはり最初の影響力や実績がない時などは 
楽をせずにコンサルなどを売っていくのがオススメです。 

サポートをすることで自分では気づけなかった 
“お客様の抱えている課題・悩み”が見えてくるので 
自分としてもめちゃくちゃ勉強になります。 

また、サポートをつけた方が高いお金を頂きやすいですし 
お客様に結果出してもらいやすいので、 
その方が長期的に見ても確実に繁栄します。 

なので、最初は徹底サポートで濃いお客様を作っていく 
という感覚で進めていってください。 

ここで負荷が高くなってきてもうサポートが追いつかないとか 
そういった状態になってから自動化などをしていけばOKです。 



④徐々に自動化をしていく 

ここまで来たらかなり上級者向けですが 
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。 

ブログなどを作るのは面倒と思うかもしれませんが、 

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。 
 

※画像をクリックで僕のブログに飛べます。 

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。笑 

https://hrdysk.com/


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思って頂けると嬉しいです。 

これまでに 

・情報発信を学ぶのに2000万円以上かけた 
・4～5年の活動で気づいた結論 
・実際に数千万円以上稼いできた 
・140名以上のサポートをしてきた 

うえでのお話でもあります。 

自信があります。 

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。 

最後なのでまとめておくと、 
まず大前提として情報発信というビジネスモデルは 

「僕ら（発信者）」と「お客様」の間にある 
知識やスキルの“差”を利用して収益化していくイメージです。 

転売やアフィリエイト、動画編集、プログラミングなどの 
「稼ぐ系」と呼ばれるジャンルだったり、 



占いやコーチング、英語、ダイエット、恋愛など 
「非稼ぐ系」と呼ばれるジャンルなど様々でしたね。 

他にも「犬のしつけ」や「ドラム講座」など 
ニッチなジャンルも多いので、 
決して自分の色眼鏡だけで判断しないことが大事です。 

まずは自分の人生を振り返ってみることで 

・悩んだ経験 
・苦しかった過去 
・お金を払ってでも解決したかった問題 
・実際に乗り越えた経験 
・高額のお金を払った商品やサービス 
・時間や情熱を注いできたこと 

を思い出すことで、意外な発信のタネが見えてきます。 

本当に何も思い浮かばない人は 
僕が転売で稼いでから情報発信をしたように、 
稼ぎながらスキルをつけて発信するのも1つの手です。 

もしくは、アフィリエイトなどもですね。 

そして、自分の発信するジャンルが決まったら 
SNSを使ってお客様を見つけにいきます。 



ただLINEやメルマガに登録してください！とか言っても 
誰も見てくれない可能性が高いので、 
まずはお客様に振り向いてもらう努力をする。 

そのために重要なのが“プレゼント”でしたね。 

できるだけオイシそうに、キャッチーに、 
数字を使って魅せるのがオススメです。 

そして登録をしてもらえたら交流をしていきながら 
サポートなどをつけた商品を売っていくイメージです。 

売るのが怖ければ最初は思い切り安くしてもいいし、 
返金保証などをつけてもいいですね。 

そこから負荷が高くなってきたりしたら 
単価を上げたり、サポートを抜いた教材を売ったり、 
やれることは自由自在です。 

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、 
難易度的には「何かの資格を1つ取得する」くらいだと 
思ってもらえれば大丈夫です。 

もちろん何もせずに不労所得が得れる！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。 

実際に僕も情報発信スキルを身につけていくことで 
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。 

起きる時間も、寝る時間も、人間関係も、休みも、 
全てが自分のコントロール下にあるのは 
今は当たり前になってしまいましたが、 
冷静に考えたら結構夢あるなぁと思います。 

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。 

そして、本当の最後にですが、 
僕が「情報発信って最高だな」と感じているポイントに 
触れてから終わろうと思います。 

情報発信ビジネスは、 
自分のこれまでの経験などをお金に変えることで 
時間やお金の自由を手に入れることができます。 

ただ、それだけでなく、 
“人としての魅力も上がっていく”というのが 
最高だなと感じています。 

どういうことかと言いますと、 
情報発信で稼ぐということを考えると 
「自分の言いたいことや主観」ではなくて 
「お客様の求めていること」を意識する必要があります。 

なので、常に 

・相手は何を求めているのかな？ 
・相手はどうしたら喜んでくれるのかな？ 



という部分を考えていかなければいけません。 

この感覚を養うことが稼ぐことに繋がるわけですが 
それを続けていくと「常に相手のことを考えられる人間」に 
ならざるを得ないんですよね。 

つまり、自動的に相手視点で考える癖がついていくので 
人間としての魅力が高まっていき、 
人間関係なども円滑になっていって、 
自分の周りに人も集まってきてくれてお金以外も手に入る。 

お金も、時間も、人としての魅力も、仲間も、やりがいも、 
全部手に入るのが情報発信ビジネスだと思っています。 

ですので、 
単に“お金稼ぎの手段”として取り組むのではなくて、 
一生をかけて取り組むくらいでちょうどいいのかなと。 

僕も、まだまだ突き詰めていきます。 

一緒に突き詰めながら欲張りに全部取りに行きましょう。 

それでは、ありがとうございました。 



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。 

・発信するジャンルがわからない 
・自分に発信できる強みがないと思う 
・このジャンルでいけるのかわからない 
・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。 

ぶっちゃけ、 
今回のような資料で全体像を知ったとしても 

「じゃあ自分は何から始めればいいんだ…？」 

となると思うんですよね。 

僕だったらなります。笑 

なので、せっかくここまで読んでくれた人には 
実際に取り組むところまでいってほしいので、 

最初の「何から始めればいいか問題」を僕と一緒に 
解決しませんか？というお誘いでもあります。 

先日もこのロードマップ作成会に来られた方で 
最初は「自分には趣味もスキルも強みもありません…」と 
言っていた人もいたのですが、 

話していくと「3ヶ月で20kg以上痩せた」と言っていて 
それそれそれ！！それですよ！！となりました。笑 



強みやスキルって、 
第三者が見ることによって見つけるのが一番早い
ですからね。 

発信ジャンルがわからない人にとっては 
「どのジャンルで攻めればいいのか？」に関する 
具体的な答えが出せると思いますし、 

既に発信ジャンルが固まっている人にとっては 
「稼ぎたい金額に到達するための具体的な道筋」などが 
バシッと出せるはずです。 

手前味噌ですが、 
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49,800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10万円のフィーを頂いたこともあります。 

しかし、僕のメルマガに登録してくれたのは本当に嬉しいので 
感謝の意味も込めてプレゼントとして贈らせて頂きます。 

ちなみに通話に来ても 
押し売りなどは絶対にしませんのでご安心くださいね。 

そもそもお金にそんなに困っていません。 



■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！※

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

