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第1章 
軍師となり戦略を決定せよ 

1-1：大前提の考え方 
「弱いものイジメ」 

ここからは実践編の説明をしていきます。 



理論編を読んでもまだまだ 

「結構いいこと言ってるなあ、 
　でも具体的にどうすればいいかわからん」 

という人もかなり多いかと思います。 

なので、この実践編では超具体的に 
「こうすれば稼げますよ」という 
もはや答えそのものをお伝えしていこうと思います。 

でも、理論編も本当に大事なので 
もしも理論編を読んでいない方がいたら 
そちらからチェックをお願いします。 

それでは早速いきますね。 

まず、少し前提のお話から。 

僕たちはこれから情報発信ビジネスで 
お金を稼いでいこうとしているわけですが、 
その中で多くの人が不安に思うことがあります。 

それは「自分の実績なんて大したことないんじゃないか」 
ということです。 



僕はせどりで30万円しか稼げていないし・・・ 

僕はせどりで月5万円だよ・・・ 

気持ちはわかります。 

特にネットには月数百万円とか 
月数千万とか稼ぐ人がゴロゴロいるので、 
そう考えると萎縮してしまうものです。 

僕もせどりで月100万円稼いでいた頃でさえ 
「自分は人に教えられることなんてないよ・・・」 
と思っていました。 

でも、改めて言いますが 
「価値はあなたではなく相手が決めるもの」です。 

とは言っても、中々自信も出ないと思うので 
この章ではビジネスにおける大原則でもある 
「弱いものイジメの重要性」について話していきます。 

あえて良くない言葉を使っていますが 
印象に残してもらうためなので、ご了承ください。 



さて・・・ 

結論から言うと、 

僕らがやっていく情報発信ビジネスは 
いかに「弱いものイジメ」ができるかにかかっています。 

情報発信ビジネスだけに限らず、 
多くのビジネスがこの「弱いものイジメができるかどうか」 
という部分で勝負が決まります。 

どういうことか説明していきますね。 

情報発信ビジネス、つまり情報ビジネスは 
「情報の差」を利用してお金を頂きます。 

僕であれば 
「情報発信で稼ぐためのスキルや知識」における 
情報の差を利用してお金を稼いでいる感じですね。 

例えばパーソナルトレーナーも 
僕は情報ビジネスの一種だと思っています。 



あれもトレーナーがボディメイクをしたい人に向けて 
お金をもらってトレーニング指導をしますよね？ 

そこでお金が生まれる仕組みとしては、 
ボディメイクやトレーニングに関する知識が豊富な 
トレーナーが、知識が少ないお客様に向けて商売をします。 

めちゃめちゃ悪い言い方をすると、 
トレーニングに関して知識の豊富な人が 
トレーニングに関する知識の低い情報弱者を 
食い物にしている構図であると言えます。 

そうです。 

まさに弱いものをイジメている「情弱ビジネス」であり、 
構図は情報ビジネスとも一緒なのです。 

でも、ここでひとつ。 

情弱という言葉は決して悪いものではありません。 

初心者は全員が情報弱者で当たり前なのです。 



僕も情報発信やWebマーケティングにおいては 
ある程度の情報強者ではありますが、 
それ以外のジャンルでは超絶に情報弱者です。 

料理なんて全くできません。 

社会人2年目になるまで鶏ムネ肉と鳥モモ肉の違いすら 
わかっていませんでした。 

つまり何を言いたいかというと、 

言い方は少しアレですが 
僕らのやっていく情報ビジネスは情報格差を利用して 
お金を稼いでいくので、 

「いかに自分と情報差があるお客様に 
　価値を提供できるかどうかが大事」 

ということです。 

情報格差があればあるほどお金が稼げる。 

そんなゲームというわけですね。 



だから、決してあなたの持っているスキルや知識を 
自分のモノサシだけで測ってしまってはいけません。 

あなたの当たり前は他人にとっての当たり前ではなく、 
あなたの当たり前が他人にとっては 
めちゃめちゃ価値を感じてくれることかもしれないからです。 

そして、自分の持っている情報に自信がないのなら 
相手を変えることも重要です。 

自信がないなら「より下を攻める」ことで 
あなたが同じ価値を提供したとしても、 
その価値が増幅されていきます。 

そして、ここで絶対におさえておきたいポイントがあります。 

今まで情弱情弱と言ってきましたが、 

「どれだけ情弱ビジネスをしようとも、 
　お客様が満足さえしてくれればそれでオールOK」 

ということです。 

これに尽きます。 



どういうことかと言うと、 
僕が今回お伝えしているのは別の言葉で言うと 
「勝てる勝負だけをしろ」ということなのですが、 

情報格差の大きな関係で商売をしていくと 
お客様もすごく喜んでくれるんですよね。 

例えば、 
「街中にある普通の中華料理屋」を想像してみてください。 

店は汚いし寂れてるけど普通に美味しい。 

そんな、どこにでもある中華料理屋でラーメンを食べる人が 

A：普段からミシュラン三つ星のレストランで 
　　グルメを堪能している超セレブ 

B：部活終わりの腹ペコ男子高校生 

の2パターンだと考えると、 
どちらの方がラーメンを食べて感動すると思いますか？ 

言わずもがな「B」の腹ペコ男子高校生でしょう。 



うめえ！！うめえ！！！と言って食べることでしょう。 
チャーハン餃子セットも頼んでしまうかもしれません。 

でも、対して「A」の超セレブはどうでしょうか？ 

普段からいいものを食べていて舌が肥えているので 
「なんだこの残飯みたいな飯は」と言うかもしれません。 

片方にとっては感動するものでも、片方にとっては残飯飯。 

価値とはこういうものなのです。 

情報も一緒です。 

誰かにとって価値のあることでも、 
誰かにとっては無価値になってしまう。 

抽象度を上げれば「正義」とか「正しさ」も 
人によって異なってしまうものです。 

僕らは殺人とか窃盗という行為は絶対にやってはいけない 
違法の行為ですが、紛争地帯ではそれが正義にすらなる。 



だから、決してあなたの中だけで 
自分のスキルの「価値がある・ない」を判断してはいけません。 

もちろん刃を研ぐようなイメージで 
あなたの価値を最大限高めるための努力も必要です。 

ただ、それと同時に上を見過ぎてもキリがないので 
「自分の価値を一番感じてくれる人」を探す努力も必要 
というイメージですね。 

辛い現実かもしれませんが、 
「実力が高くて弱いものイジメが得意な人」が 
ビジネスの世界では大きく稼ぐことができます。 

あなたのスキル、知識、経験に自信を持ちましょう。 

せどりで月に5万円しか稼げないとションボリしていても 
何も知らない初心者からしたら神様ですよ。 

あなたの価値を一番感じてくれる人は誰ですか？ 

あなたが一番弱いものイジメができる人は誰ですか？ 



それを考えていくと 
情報発信で最も大きなハードルである 
「自分の実績に対する不安」も解消していくでしょう。 

超余談ですが、ビジネスだけでなく恋愛でも同じです。 

僕も大学時代の女友達からは 
普通に「キモい」とか「サイコ野郎」だとかディスられますが 
友達の娘（3歳）からは「ゆうすけすき」と 
ラブコールがもらえますからね。 

自分で言っててキモいですが、笑 

これも情報格差です。 

まだ多くの男を知らないからこそ 
僕に価値を感じてくれているということ。 

でもその友達の娘も、 
小学校とかに進んでイケメンの男が周りに現れたら 
情報格差がなくなって戦況は一変するでしょうが。 



そうなったら「ゆうすけきもい、近寄らないで」とか 
言われる未来は近いででしょうね。 

ちなみにロリコンではないので、ご安心を。 

話が逸れましたが、 
要は自分のストロングポイントを見つけ出して 
それに最も価値を感じてくれる人に提供していく。 

その「差」が大きければ大きいほど 
お金も大きく稼げるし感謝もされていく。 

お山の大将でいいんです。 
弱いものイジメでいいんです。 

それこそが、僕らのやっていくべきこと。 

ビジネスの根底にある考え方でもあります。 

ぜひ自分の情報に価値を感じてくれる人を 
探しまくっていきましょう。 



　1-2：マネタイズ商品と 
ターゲット設定 

さて、めちゃめちゃ前置きが長くなりましたが 
ここからは具体的なアクションに入っていきます。 

まず最初にやるべきことは、 

■自分が情報発信をしていくことで稼ぐための「商品」 
■その商品を買ってくださる「お客様（ターゲット）」 

の2つを決めていきます。 

ビジネスにおいてはここの戦略決めが命です。 

逆に戦略決めをしないとソッコーで死にます。 

よく「情報発信で稼ぐぜ！オラオラオラァ！！！！」と言って 
いきなりブログを立ち上げて記事を書いたりする人もいますが 
ハッキリ言ってそれで稼げるわけがありません。 

（ちなみに昔の僕のこと。それでブログ300記事書いた。） 



僕がやっていくビジネスは戦争です。 

戦（いくさ）です。 

それなのに、無思考で無戦略でいきなり戦に出るのは 
「武器も持たずに手ぶらでとりあえず突っ込む」 
みたいな感じです。 

まさにカミカゼアタック。 

それではただのギャンブルです。 

当たればいいけど当たらない確率の方が圧倒的に高いので 
僕らはしっかりと緻密に戦略を練って 
確実に勝てる勝負だけをしていきましょう。 

キングダムで言えば李牧のような軍師が裏にいて、 
その軍師のレベル次第で戦況が大きく変わりますよね。 

僕らのビジネスでも同じことが言えて 
どれだけいい武器や材料、知識を持っていたとしても 
それの「使い方」を間違ってしまえば 
勝てる勝負にも勝てません。 



逆に言えば、この戦略さえ煮詰めておいて 
ちゃんと勝てる勝負さえしていけば 
普通に稼げるということです。 

なので、まさに軍師になった気分で 
自分がお金を稼いでいくための戦略を決めましょう。 

この資料を読んでくれている方には 
戦略の立て方も全てお伝えしていきますね。 

まず、売る商品から。 

多くの人はせどり経験者だと思うので 
最初はせどりのコンサルを売ればOKです。 

せどりの次の一手として色々な手法がある人は 
その手法というイメージですね。 

そこで売れるようになったら僕のように 
「情報発信を教える側」に立ってもいいですね。 

ちなみに理論編でも言いましたが、 
マネタイズの選択肢はコミュニティや教材など色々ありますが 
最初はコンサルティング一択です。 



僕も最初はコンサルなんて忙しそうなので 
やりたくなかったのですが、 
やらなければいけない理由があります。 

改めて別の角度から理由を説明させて頂くと 
コミュニティも教材販売も全てコンサルの派生だからですね。 

コミュニティや教材販売は 
多数の人を同時に幸せにする行為と言えます。 

なので、順番的に 
コンサルティングで1人の人も幸せにできない人が 
やる行為ではないからです。 

恋愛でも、1人も女性をオトせない童貞キモ男が 
「俺は100人の女性を虜にするぜ！」と言っていたら 
流石にちょっと、、、となりますよね。笑 

それと一緒で、まずはコンサルティングで1人の人を 
ちゃんと幸せにできるスキルを身につけること。 

逆に言えば、1人の人を幸せにすることができれば 
その考え方や思考をそのまま流用してしまえば 
多くの人を幸せにすることができます。 



根っこは全て一緒です。 

だから情報発信ビジネスで大きく稼ぎたいなら、 
コンサルティングを極めること。 

恋愛で多くの人を虜にしたいなら、 
まずは1人の目の前の女性を愛すること。 

それが全てです。 

もちろんずっとコンサルティングをしていけば 
忙しくなって自分の時間がなくなってしまいますが、 
この教科書ではその部分を解決する「自動化」についても 
後ほど解説しますのでご安心を。 

話を戻すと、 
まず最初の売る商品としては 
コンサルティングをしていくでOKなのですが、 

この教科書を読んでくれている人の中でも 
色々教えられる手法が分かれると思います。 

■国内転売 
■店舗せどり 
■電脳せどり 
■BUYMA 



■無在庫 
■中国輸入 
■eBay 
■自社ブラ 

特にせどり経験が長くなればなるほど 
自分が収益化できる手法も増えているかもしれません。 

でも、ここで一番やっていけないのは 
「せどりを教えます！全部教えるよ！」みたいな発信です。 

そうではなくて、絞る意識を持ってください。 

国内転売なら国内転売。 
中古なら中古。 
店舗なら店舗。 

どの手法を教えるか？ 

色々な手法を教えられる人よりも 
専門店をイメージして特化型の人になりましょう。 

なぜかと言うと、 
収益も上がってきて月に数百万円とか稼げていれば 
「全部できる人ブランディング」でもいけるのですが 
実績のない頃は特に見向きもされません。 



スケベ心を出して多くの人に響かせようとして 
誰にも響かないという人の典型的なパターンです。 

絞らないと、発信していく情報がとても薄くなります。 

情報の濃度が薄まる感じですね。 

例えば、色々な手法が教えられたとしても 
全部を伝えようとすると 
「せどりで色々な手法教えられます！」というような 
めちゃめちゃ薄い表現になってしまいます。 

それを見たお客様はどう思うでしょうか。 

「へー」で終わりです。 
即ブラウザバック。 

なぜなら、印象に残りにくいからです。 

イオンなどのデパートに行ってプラプラしていても 
覚えているお店の名前は少ないですよね？ 

でも、路地裏にある専門店はなぜか印象に残ります。 



そんなイメージで、 
僕らが意識すべきことは「この人はこういう人だな」と 
徹底的に印象づけることです。 

どんなにいいものでも気づかれなければゴミです。 

なので、まずは自分が「どの手法のコンサルを売るか」という 
細かい部分までしっかりと決めていきましょう。 

僕も過去にやっていた手法では 

・国内Amazonせどり 
・中国輸入 
・Qoo10無在庫転売 
・アリエク無在庫転売 
・ヤフオク無在庫転売 
・アンティークコイン転売 
・エセOEM 

などなど色々ありましたが、 

情報の濃度が薄まるので一番得意なAmazonせどりを教える 
コンサルティングだけをしていました。 

もちろんコンサル生の中では別で教えたりもしていましたが 
表向きの発信では色々やっていることを 



あまり言ってませんでした。 

助平心を出さずに、絞る。 
この意識です。 

そして次に決めるのが「ターゲット」です。 

ターゲットは自分の商品（コンサルティング）を 
買ってくださるお客様のことですが、 
これは情報発信においてはブレない明確な答えがあります。 

それは、「過去の自分」です。 

理論編でも少しお伝えしましたが、 
「過去の自分を救う」は 
情報発信ビジネスの永遠のテーマです。 

何故かと言うと、 
情報発信ビジネスだけに限らず 
ビジネスにおいてお金が動く時には2つの価値が関与します。 



それが、「機能的価値」と「感情的価値」の2種類です。 

それぞれ説明をしていくと、こんな感じです。 

■機能的価値 
・ノウハウ、知識、スキル 
・役に立つかどうかの部分 
・誰でも言えることでもある 
・食べ物であれば「美味しいかどうか」 
・恋愛においてはイケメンとか高身長などの要素 

■感情的価値 
・気持ちや感情によるもの 
・機能では説明できない部分 
・歴史やストーリー 
・バックグラウンド 
・その人にしか言えないこと 
・食べ物であれば製作に至るまでの背景とか 
・恋愛においては相性が合うとか気持ちをわかってくれるとか 

情報発信ビジネスで言うと、 

機能的価値は「あなたの実績」などのことで 
感情的価値は「あなたが稼ぎたいと思った理由や背景」 
などのことです。 



ビジネスをするうえでは 
もちろん機能的価値も大事なのですが、 
それ以上に大事なのが感情的価値です。 

人は何か商品を購入する時は 
「機能的価値で役に立つかを判断し、 
　その後で感情的価値で買うかどうかを判断する」 
と言われています。 

特に現代などはモノやサービスが溢れていて 
その傾向がかなり顕著です。 

特に家電などはわかりやすいですが、 
今の日本の家電はどれを買ってもかなり高品質ですよね。 

「機能が足りなくて困る」ということはあまりないはずです。 

洗濯機もどれを買っても普通に洗えるし、 
掃除機もどれを買っても普通にゴミを吸ってくれる。 

テレビもどれを買ってもキレイに写りますよね。 

じゃあどこで購入を決めるかと言うと、 



ブランド自体のネームバリューだったり、 
デザインだったり、知り合いの紹介だったり。 

機能以外の部分で差別化が起きているわけですね。 

これは家電だけでなくどんなビジネスでも一緒です。 

もちろん情報ビジネスも。 

だから、 
僕らはお客様にとって役に立つ人間であるのは大前提で 
それと併せてお客様に「共感」をしてもらい、 
「ファン」にもなってもらわなければいけないのです。 

少し難しいですか？ 

頭がパンクしそうですか？ 

でも大丈夫です。 

ADHDの僕でも理解できるように 
あなたに優しく全ての答えをお伝えします。 



話を戻して、ビジネスにおいてお客様に選んでもらうには 
機能的価値はマストで必要で感情的価値もいる。 

感情的価値を感じてもらうには 
共感してもらいファンになってもらう必要がある。 

でも、ファンを作ると言っても 
上っ面の言葉で何を言っても見向きもしてくれません。 

じゃあどうすればいいかと言うと、 
自分が今まで辿ってきたルーツや背景を元に 
情報発信をしていくことで、 

臨場感のあるリアルな話ができて 
それが共感を呼んでいきます。 

口で説明するよりも見せた方が早いので例文を出しますね。 

■機能的価値だけしかない例 
「Amazonせどりで月収100万円稼ぎました！ 
　せどりをやれば人生変わります！ 
　あなたも一緒にせどりやりましょう！」 



■感情的価値も入れ込んだ例 
「Amazonせどりで月収100万円稼ぎました！ 
　でも、実は僕はFラン大学卒の底辺ゴミクズ人間なんです… 

　少しだけ今に至るまでの背景についてお話させてください。 

　僕は新卒で営業マンになりましたが、 
　そこで待ち受けていたのはキラキラした社会人生活とは 
　程遠い鬼クソブラック企業でした。 

　幾ら給料が良くてもこんな会社にいたら享年40歳はカタい。 

　友人や家族は「高年収＝いい会社だね」とか言うけど 
　何もわかっちゃいない。体が資本。 

　ここにいちゃダメだ…！　 

　そう思い、会社という現代の刑務所から抜け出すために 
　副業を探していた時に今のAmazoせどりに出会いました。 

　最初は独学でやってみましたが、 
　自分の頭の悪さで考えても1円も稼げませんでした。 
　 
　なので歳はかなり若い方でしたが 
　最強のメンターに教えてもらうことができて、 
　3ヶ月で月収100万円を超えることができました。 

　その結果、今では脱サラもできて毎日ワンコと戯れながら 



　会社員時代の元同期には申し訳なくなるくらい 
　自由で快適な生活を送らせてもらってます。 

　こんな僕でもちゃんとした指導者に教わることで 
　月100万円という収入を得られるようになりました。」 

・・・・ 

いかがでしょうか。 

かなり意識的に書き分けてみたので 
少し差がヒドいかもしれませんが、笑 

イメージとしてはこんな感じです。 

レベルは違えど、ぶっちゃけTwitterとかには 
前者のように機能的価値しかない人はめちゃくちゃ多いです。 

機能的価値だけだと何が悪いかと言うと、 
「あなたじゃなくても言えてしまうこと」なので 
差別化が難しいということなんですよね。 



男ならイケメンになるわけですが、 
もちろんイケメンであるに越したことはありません。 

でも、イケメンだけならたくさん世の中にいるんです。 

その中で別の要素を使って 
女性から選ばれる工夫をしなければいけません。 

ちなみにプロナンパ師は大体ブサメンと 
相場で決まっているのですが、 
これも感情的価値の出し方が上手いからですね。 

話を戻すと、例文の後者では意識的に自分の過去を語ることで 
読んでくれるお客様に向けて共感を促しています。 

全ての要素が一致しなくても 
どこか1つの要素だけでも共通する部分があれば 
かなりファン化も加速していきます。 

僕も地元が同じ静岡県とか聞くと 
それだけで一気に「この人はいい人だな」とか 
思ってしまいますからね。笑 



ちなみにですが、 
この例文には他にも僕なりのエッセンスが 
ふんだんに入っています。 

恥ずかしいので軽くだけ説明しておくと、 
まず一番最初に実績を出すことで権威性を高めて 
その次に即座に再現性を出す。 

「いいな」と思ってもらって「自分にもできそう」と 
思ってもらう。 

テッパンのパターンですね。 

そしてすぐさま自分の過去（ビジネスを始めるキッカケ）を 
語るフリをして自分に近い人間を引き込もうとしています。 

「わかる、わかる」と思ってもらうために 
書いているイメージです。 

その次に「コンサルを受けて・・・」と言うことで 
「僕をメンターにしてね！僕のコンサル受けてね！」 
という裏の意図も盛り込んでおります。 

自分で言うのもなんですが、かなり高等テクニックです。 



全ての文章が「自分のコンサルを売るための伏線」に 
なっているわけですね。 

正直、何でここまで自分のネタバラシをしているんだと 
書きながら思っていますが筆が止まりません。 

裸を見られている気分です。恥ずかしい。 

でもまあ、こんな感じです。 

人は何かにお金を払う時には感情的価値で決める 
ということを絶対に覚えておいてください。 

だから、ターゲット（過去の自分）に響かせるように 
臨場感のある情報発信をしていきましょう。 

臨場感のあるリアルな話はどうすればできるか？ 

それは、自分が過去に抱えてきた悩みを解決する時を 
思い返してみてください。 

そこに全てのヒントがあります。 

この教科書を読んでくれているあなたは既に 
せどりで稼げていることでしょう。 



じゃあ、せどりで稼ぎたいと思った昔の自分は 
どんな人間だったのか？ 

どんな感情だったのか？ 

どんな状況だったのか？ 

全てはそこに答えがあります。 

あなたと同じ感情、境遇の人は必ずいます。 

だから、過去の自分を救うイメージ。 

その為にも、時間を設けて 
過去の自分を洗い出すことをしてみてください。 

僕が昔、せどりのコンサルを売っていた時も 
まさに当時の自分をターゲットにしていて、 
こんな風に要素の洗い出しをしていました。 



====当時のターゲット分析・自分のパーソナル情報==== 
・20代前半 
・会社員 
・営業 
・大卒 
・男 
・彼女がいる 
・同棲している 
・Fラン大学出身 
・スポーツ経験者 
・口癖は「会社辞めたい」 
・会社に行きたくない 
・でもお金は必要だ 
・年収が高くてもつまらなければやりたくない 
・人に自分の人生を決められたくない 
・爆発的に稼いで自由になりたい 
・なんとなく起業したい 
========================================= 

これでもかなり抜粋したので 
本当はこれの10倍以上ありますが、 

とにかく過去の自分を洗い出していけば 
ターゲット像も見えてきます。 



過去の自分が何を言えば響くのか？ 
過去の自分を救うにはどうすればいいのか？ 

この要素の洗い出しをすれば 
よりターゲットに響く発信ができるでしょう。 

なので、ぜひ時間をとって 
僕が上記で挙げたようにできるだけ多くの情報を 
書き出してみましょう。 

細かければ細かいほどいいです。 

目標は「状況」や「感情」に分けて 
最低30個くらいはほしいところですね。 

過去の自分を振り返るだけなので 
特に難しいことはないと思います。 

自分がレベルアップすればするほど 
こうした洗い出しの内容も変わっていくので、 
僕は月イチくらいで棚卸しも兼ねてやっています。 

あなたの情報発信の「ネタ帳」になるはずです。 
頑張ってみてください。 



そして、洗い出しが済んだら 
「過去の自分にコンサルを売る」という目標を見据えて 
ブレずに発信をしていきましょう。 

ここで欲張って過去の自分以外の人もターゲットに 
組み込もうとしてしまうと、 
薄っぺらい発信になってしまって誰にも響かなくなります。 

過去の自分「だけ」に響かせる。 

情報発信は圧力やパワーの原理と似ていて、 
面積（ターゲット）を絞れば絞るほど響く発信ができます。 

逆に、範囲を広げれば広げるほど響かなくなります。 

広い範囲に響かせようとすると 
より大きな威力（実績）が必要になります。 

だから、とにかく絞ることです。 

そして、最後にまた負荷の高いことを言いますが 
理論編の方でもお伝えした「人・物・場所・活動・情報」の 
5つに分けて自分の価値（武器）も 
改めて整理してみてください。 



長くなってしまったのでまとめますが、 
まず最初に立てる戦略としては以下の3つを決めることです。 

①何を売るか（どの手法にするか） 
②ターゲット（過去の自分） 
③5つの価値パターンに分けた自分の価値（武器） 

特に、②と③は 
できるだけ細かく多く書き出してみてください。 

これであなたの武器の整理が完了です。 

あとは戦に出るだけです。 
ここまで準備ができれば勝ったも同然です。 

第2章：最速で金儲けをせよ 

　2-1：最低限の仕組みでゴリ押し
パワープレイ 



ここに来るだけでもかなり長くなってしまいましたね。 

コーヒーでも飲んで少し休憩をしましょう。 

・・・・・・ 

さて、じゃあ次にいきますね。 

ここからはみんな大好きな 
「お金儲けの話」をしていきます。 

前の章では自分のターゲットに関する 
要素の洗い出しをしました。 

かなり自分は「誰に向けて発信すればいいのか」が 
見えてきたのではないでしょうか。 

情報発信もプレゼントも「届ける相手」さえ把握できれば 
「相手の求めていること」がわかるので、 
後はこっちのものです。 



洗い出した要素を駆使して 
「お客様・ターゲット」に「自分の価値を最大限伝えて」 
「コンサルティングを販売すること」で稼ぎます。 

その為に必要なことを解説していきますね。 

まず、あなたが情報発信をしていくうえでの 
自分自身の武器の整理はこの時点で完了しているはずです。 

そして次にあなたがすることは2つだけ。 

「ブログ」と「SNS」を作ることです。 

え？ 

そんだけ？ 

と思ったかもしれません。 

でも、本当にそれだけでいいのです。 

多くの人はまず「情報発信で稼ごう！」と思った時に 
「えーと、まずはブログを作って、メルマガ配信スタンドも 



契約して、LPを作って、セールスレターも準備してSNSアカウ
ントも開設して、、、」と 
考えるのではないでしょうか？ 

断言しておきますが、 
コンサルティングで月100万とか稼ぐくらいなら 
LPもステップメールも必要ありません。 

もちろんあれば楽にはなりますが、 
そもそもコンサルティング経験が浅い段階で 
「自分のお客様が何を求めているか？」がわかっていないのに 
メルマガやLP、セールスレターを作り込んでも無意味です。 

無駄に時間をかけて大きなゴミを作るようなものです。 

なんでこんな強い言葉を使うかと言うと、 
僕自身が闇雲にブログ記事を300記事以上書いて 
時間とお金を死ぬほど無駄にしたからです。 

そんな悲しいことを繰り返してしまう人を 
1人でも減らしたいんです・・・ 



話を戻します。 

コンサルティングを取るくらいなら 
ブログとSNSだけでOK。 

しかも、ブログも2～3記事くらいあれば充分。 

欲を言えば10記事くらいは欲しいところですが 
2～3記事でも充分高額コンサルは取れます。 

この後に詳しい説明はしますが 
簡単にこの後の流れをしておくと、 

①見込み顧客のいる市場（SNS媒体）で 
　名刺代わりになるアカウントを作成して認知してもらう 

②SNSアカウントでノウハウを垂れ流して一目置いてもら
い 
　自分のブログに誘導して更に信頼を勝ち取る 

③営業して通話に持ち込んでクロージング 

です。 

本気でこれだけで月収300万円くらいいけます。 



最初からLPとかセールスレターとか 
負荷の高いことをやろうとするので、 
みんな情報発信をやめていってしまうのです。 

なので、まず最小限の仕組みを作っていきましょう。 

そして経験値を積んだ後で 
自動化のためにその他の導線を作り上げていく感じです。 

先ほども少し言いましたが、 
自動化をすぐ始める人の失敗として一番多いのが 

「コンサル経験とかも浅いので 
　読者や見込み顧客の望むことがわからないのに 
　やたらステップメールとか組んじゃう」 

です。 

対して、コンサルティングをしっかりと重ねていけば 

「読者の望んでいることが手に取るようにわかるようになる」 

ので、それを自動化していいけば簡単に売れていきます。 



普段コンサルしている内容を 
コンテンツにして販売してしまえいいので、 
それだけで自動化ができてしまうというわけです。 

なので、 
まずは最小限の仕組みでコンサルをしまくりましょう。 

コンサルは面倒だと思いますか？ 

僕も思っていました。 

でも、情報発信で大きく稼いでいきたいのであれば 
避けては通れないステップです。 

せどりでリサーチが絶対に必要だったように 
情報発信ではコンサルティングが絶対に必要です。 

それでは、またまた前置きが長くなりましたが 
最小限の仕組みの作り方を解説していきます。 



　2-2：ブログ 

まずはブログですね。 

これは結論から言っておくと 
これからあなたが情報発信で月に100万、200万と 
大きく稼いでいきたいと思うのであれば 
有料ブログを作るのが正解です。 

僕のオススメはワードプレスです。 

ワードプレスにはこちらの記事から飛べるので 
参考にしてみてください。 

まあ、有料ブログなら何でもOKです。 

有料と言っても 
年間で数千円とかなので固定費も覚えてないレベルです。 

安心して契約してもらえたらと思います。 

で、肝心なポイントは 
「ブログに何を書くか？」です。 

https://hrdysk.com/tool-kyozai/


僕は先ほど「ブログは2～3記事あればいい」と言いましたが 
書く記事の内容としてはこんなイメージです。 

マストなのはこの2記事です。 

①プロフィール記事 
②あなたのやっているビジネスの全体像が詳しくわかる記事 

1つずつ解説していく前に 
ブログの役割を説明しておきますね。 

ブログの役割とは、 
SNSであなたのことに興味を持ってくれた方に 
「もっとあなたのことを知ってもらうためのもの」です。 

別の言葉で言うと、 
あなたのブログを訪れてくれた見込客・ターゲットが 
あなたのことを「いいな」とか「この人みたいになりたい」と 
思ってくれるようになっていればOKなのです。 

だから、その部分さえ満たされていれば余計な記事なんて 
書く必要がないのです。 



多くの人は「今日あった出来事」とか 
「世の中に思うこと」とか、 
本気でどうでもいいことをブログに書いてしまいます。 

まあ偉そうなことを言っていますが 
僕もそれでゴミ記事を量産していました。笑 

まだブログの過去記事を遡れば見れると思うので 
「どれがゴミ記事か」を確認してみてください。 

話を戻します。 

別で配布している理論編でも、 
この実践編でも何度も言っていますが 
ブログに読者の興味のないことは一切書かないでください。 

僕らがやっていく情報発信ビジネスは 
アイドルに近いキャラクタービジネスですが、 
アイドルと全く同じことをやればいいわけでもありません。 

アイドルは可愛くて人気があれば 
「今日のランチ☆キャピン」とか言って、 

美味しそうか不味そうかわからないような 



よくわからん料理をインスタに投稿しても 
1000イイネとかつきますが、 

それは影響力がついているからです。 

影響力がつく前の僕らが最初にやるべきことは 
まずお客様に「こいつは役に立つな」と思ってもらうこと。 

だから、 
ブログ記事だけでなくTwitterも全てそうですが 
全てのコンテンツが商品を売るための伏線になっているべき 
なのです。 

商品を売るために、自分のことをいいなと思ってもらう。 

読者が 

「この人は自分の理想を叶えているな。 
　この人の発信はチェックしておかねば。」 

と思ってくれればベストなわけです。 



全てがその目的に集約されるように 
全てのコンテンツを作っていきましょう。 

そのための2記事です。 

1つずつ解説していきますね。 

まず最初のプロフィール記事ですが、 
これに関してはSNSアカウント経由で 
あなたのことに興味を持ってくれた方が 
「こいつはどんな奴なんだ？」と見定めるための記事です。 

なので、この記事で伝えるべきポイントは 
「あなたのことを更にいいなと思ってもらうこと」です。 

ちょっと抽象的なので構成を順序立てて全て伝えます。 

1：できるだけコンパクトに 
　　権威性でバコン！バコン！とぶん殴る 
　　人、物、場所、活動、情報を意識。 
　　読者の現状の課題とリンクさせて共感も得る。 



2：あなたのパーソナル情報を語る 

3：あなたの価値観や世界観を語ることで 
　　訪れた方に自分で問題点を気づかせる 
　　読者の理想像が自分であると暗に伝える 

こんなイメージです。 

例えばあなたの見込客が 
「単純転売で毎月仕入れに困り果てて疲れているせどらー」で 

自分の現状が 
「メーカー仕入れで薄利多売から脱却している人」なら、 
そこに沿って書いていってみてください。 

これもわからない人がいると思うので例文を書きました。 

以下、例文 
========== 
こんにちは、山田（仮名）です。 

僕は現在、独自に編み出したノウハウを用いて「メーカー仕入
れで毎月500万円以上を安定的に仕入れること」ができていて
「利益も平均して月300万円」を超えています。 



しかし1年前までは単純転売しかできずに「毎月の仕入れの不
安定さ」に本当に悩んでいました。 

月収100万円を超えても、来月も仕入れられるか不安だな… 

そんな不安が消えることはありませんでした。 

でも、今のメーカー仕入れに取り組んでからは仕入れの不安か
らは完全に解放され、毎月メールを各社に1通送るだけで500
万円以上の仕入が完了します。 

商品も提携している外注先に直送。 

クレーム対応も外注。売上管理も外注。 

よくありがちな物販会社のようにパートや社員さんを雇って 
いるわけでもなく、完全に僕1人で、毎月仕入れのメールを 
送るだけで300万円の利益が確定します。 

多くの物販会社は組織化をし過ぎるが故に 
その事業から撤退するタイミングを見失います。 

僕は、明日からでも事業から撤退できる身軽さがあります。 

でもオイシ過ぎるのでまだまだやります。 
時間があり過ぎるので新規仕入先や販路開拓に時間を割いて 
今後もドンドン利益が積み上がっていくでしょう。 



他にも僕のことを説明するとこんな感じです。 

■小売系の中小企業に向けて 
　「組織化の罠セミナー」を実施（人・活動） 
■愛車がベンツに（物） 
■発送代行会社を中国に設立（場所） 
■借入ナシ（情報） 

少しゲスなことも書いておりますが、 
過去の僕はこうしたことでモチベが上がったりもしたので 
あえて書いています。 

さて、去年までの僕は 
多くの人と同じように単純転売に疲弊していた 
イチせどらーだったわけですが、 
どうしてこのような状態になれたのでしょうか？ 

ここからは、少しだけ僕のパーソナルな部分にも触れながら 
今の状態になるまでの経緯をまとめていきます。 
1993年　静岡県に生まれ～～ 
以下パーソナルな情報。 

できればエンターテインメント性を意識して 
読む人を飽きさせない工夫を。 

僕はクスッとするような表現をよく狙って使いますが 
厳しければ無理に笑わせる必要もありません。 



（ここから世界観や価値観を提示しながら 
　見込客の心にフェードインしていく） 

以上が、僕の簡単なプロフィールです。 

最後に僕の情報発信を通しての思いを語りますが、 
僕は「見せかけよりも自分の本音を」という信念を持っていま
す。 

と言うのも、 
僕は世間的に評価されるようなキレイゴトよりも 
本当の意味で自分が幸せと思えるものを大事にしたいと 
考えています。 

実際問題、僕は今は法人化もしていて 
物販系の会社を経営する立場ですが、 
もっと世間体を求めれば社員を雇って組織化もして 
借入も数億とかガッツリして年商10億とかの企業を 
作るとかの手段もあるわけですね。 

その方が「会社の社長感」も出るし 
世間体もよくなることは間違いないと思います。 

でも、そんなことはやりたくなかったんです。 



いい悪いではなく、単純に僕の感覚の問題です。 

僕はプロフィールの序盤にも書きましたが 
元々、国立大学の院を出るくらいの真面目人間でした。 

そこから世間一般では成功とされる公務員になりましたが 
1mmも幸せと思えませんでした。 

もう見せかけの、虚像の、 
成功に振り回される人生なんてウンザリです。 

だから僕は周りに何と思われようが 
自分が本音で思う幸せを追い求めるようになりました。 

結果的に副業でせどり転売を始めるようにもなり 
今では社員もゼロで一匹狼状態です。 

でも、ビジネスにおいて大事なのは売上より利益です。 

今のスタイルが僕にはピッタリなんです。 
このプロフィールを訪れてくれたあなたも 
ぜひ自分なりの幸せを追い求めて頂ければと思います。 

それこそが、僕らが人生でやるべきことではないでしょうか。 

僕の情報発信が、 
あなたの理想を叶える一助になれば幸いです。 



僕のプロフィールは長くなりましたので、ここで終わります。 

ありがとうございました。 

山田（仮名） 

P.S. 
もっともっと僕のビジネスモデルに興味がある方向けに 

「せどりから今の月300万利益を安定させるために 
　具体的にやった手順と、今のビジネスモデルの全体像」 

を別の記事で解説しています。 

ぜひそちらもご確認ください！ 
========== 

いかがでしょうか。 

こんな感じです。 
我ながら結構いいんじゃないかなと思います。 

せどりのコンサルを売るとしたら 
骨組みはそのまま使えそうなくらい真剣に描きました。 



ポイントとしては、 

①多くの人はいきなり自己紹介を始めるが 
　いきなり始めても誰も聞いてくれないので 
　しっかりと「すげー奴だぞ」と伝える 

②そこからパーソナル自己紹介を始める 
　嘘をつく必要はないが 
　ここで少しでも相手との共通点を探る 

③最後は自身の考え方を語ることで 
　同じような考えの共感者を募る意味も込めつつ、 
　読者の課題を自身の過去に交えて暗に伝える 

というような感じです。 

まあ僕のブログのプロフィールなども参考にしながら 
最高のプロフィールを作ってみてください。 

プロフィールが一番大事なので 
1週間とか10日とかかけて作ってもいいくらいです。 

最強の名刺を作りましょう！ 

そしてプロフィール例文の最後でも少し「P.S.」で 
誘導しているのでお分かりかと思いますが、 



この次の一手としてあなたのビジネスモデルの全体像や 
やっているビジネスの記事を読者に見せます。 

そして、読者はこう思うわけです。 

＜読者の動き・感情＞ 
①プロフィールを見て 
　「おお、、、この人はすごい。しかも僕と境遇も近い。 
　　好きかもしれない。。。。」と思う 

②次の記事を見て 
　「なるほど。 
　　これは僕の理想をしっかりと体現してますやん。 
　　この人みたいになりたい！」と思う 

なので、次は②の記事を書いてみてください。 

何ならノウハウは本気でモロ出しでOKです。 

僕のこのファイルを見てください。 

モロ出し以外の何物でもありません。 

でも大丈夫です。 
多くの人はノウハウだけ知っても何もしないので。笑 



知ったとしても1つの記事で全てを理解することは 
物理的に難しいと思いますし、 
もし稼げたとしてもそれはそれでファンになってくれます。 

なので、ノウハウ全開であなたのビジネスモデルを話す。 

そして信頼してもらったところにコンサルオファー 
という流れです。 

メーカー仕入れならメーカー仕入れのやり方、 
自社ブラなら自社ブラのやり方、 
無在庫なら無在庫のやり方。 

まあ1～10まで全てを細か～く語る必要もありませんが 
1～8くらいは喋っちゃっても大丈夫です。 

あなたが読者の理想を叶えている「証拠」を 
ガッツリと提示してあげてください。 

僕も、このファイルを見てもらうことで 
「この人の知識は半端ねーな」と思ってほしいので 
わざわざこんなファイルを作っているわけです。 



ちゃんと裏では「自分のお客さんになってくれないかな」と 
思っていますよ。ビジネスですからね。 

もしもコンサルとか受けたい人いたら何かしらの手段で 
連絡をください。 

今は基本的に取っていないので 
熱量があれば審査制とかになるかと思いますが。 

さて、話を戻しますがブログ記事とはこんな感じです。 

後はブログ関連でみんなが気になっているところでいくと 
タイトルとデザインになるかと思います。 

タイトルに関しては、 
ぶっちゃけ権威性があれば何でも大丈夫です。 

読者が「え！読みたい！」と思えば何でも大丈夫です。 

例えば今回の例文を参考にしていくと 
権威性だけでいくならばこんな感じ。 

「メーカー仕入れで毎月メール1通送るだけで 
　300万円利益を確定させてしまう男のブログ」 



「メール1通で月300万利益を確定させる 
　メーカー仕入れのプロのブログ」 

とかとか、 
適当に考えているのでクソダサいですがこんな感じです。笑 

一番ダメなのはタイトルを見ても 
「何をしているのかわからないブログ」です。 

僕は広告経由でお客さんを狙うので 
あえて抽象的な表現にしていますが、 

これは僕の戦略であり、 
僕のターゲットに向けた書き方なので、 
この教科書をお読みの皆さんは真似しないでくださいね。笑 

広告では潜在層と呼ばれる知識の薄いお客さんが来るので 
あえてこうした表現にしていますが、 
あなたの狙うお客さんは恐らくもっと情報を持っている 
知識の濃いお客さんのはずです。 

なので、しっかりと「何をしているか？」は 
一眼でわかるように記載することを意識してみてください。 



初心者向けにコンサルを取りたいなら 
せどりをやっていることだったり、 

中級者を狙うのであればちゃんと自分の手法だったり、 
その辺りのことを書くイメージですね。 

そして、最後にまた言いますが「権威性」も絶対に必要です。 

僕も昔は「Yusukeのジコチューブログ」とか 
訳のわからない世界観をゴリ押ししていましたが、w 

こんなクソみたいなタイトルでは誰も見ません。 
当時に戻れるならぶん殴ってでも非公開にしたい。 

なぜダメかと言うと、 
まず人は「自分に役に立つかどうか？」で 
全ての判断をするからですね。 

しっかりと数字や証拠を使って権威性をアピールしましょう。 

ほらほら！僕（私）のブログは見る価値あるでしょ！？ 
見て見て！というのを出来るだけスマートに伝えてください。 

タイトルに関してはそんな感じです。 



そしてデザインとしては、見やすければ何でもいいです。 

何なら文章やコピーがしっかりしてればダサくてもOKです。 

僕も昔はデザインに1ヶ月とかかけたりしていましたが、 
そんなどうでもいいことに時間とエネルギーを使うなら 
寝てた方がマシだった気がします。 

デザインは、あればいいなとは思いますが 
マストの条件ではありません。 

情報発信で稼いでいる人はダサいブログの人も多いですが 
そこは優先事項ではないからですね。 

だから最小限で大丈夫です。 

あと言い忘れてたので最後にお伝えしておくと 
ブログ全体を通して、 
できるだけフリー画像ではない自分で撮った画像を 
使いまくるようにしてください。 

何故なら、多くの人は文章をそんなに読まないからですね。 

ここまで読んでくれてるあなたが奇跡。 



特に初心者層を狙う人はできるだけわかりやすく、を 
心がけてみてください。 

最近は動画も流行っていますが 
初心者層はやっぱり文字で見るよりも動画の方が 
わかりやすいのでYoutubeがキテるみたいな感じです。 

でも、動画になろうがやることは全て一緒です。 

権威性をアピールして自分の話を聞く体勢を相手に作る。 
あなたにもできるよって背中を押す。 

以上です。 

ブログに関してはこんな感じですね。 

最後にお伝えしておくと、 
自分の教えたい手法やジャンルで情報発信が上手い人を 
リサーチしまくると「読者の求めている表現」や 
その業界で「ウケる発信の仕方」が学べますので、 
情報発信においてのリサーチもガッツリやってみてください。 

どんな時でも「競合」は多くの情報を教えてくれます。 

めちゃめちゃ軽く言うと、業界トップの人の発信に付加価値を 
加えることができればあなたが業界トップです。 



　2-3：SNS 

そして次はSNSです。 

せどりのコンサルティングを取るのであれば 
TwitterかインスタグラムでOKですね。 

基本的にやることは媒体が変われど一緒です。 

ブログという最強の媒体ができているので 
そこに誘導するための「最強の名刺」を作ってみましょう。 

SNSアカウントでやることは以下です。 

①アカウント構築 
②見込み顧客へアプローチ 
③通話へ誘導 

ですです。 

1つずつ説明していきますね。 



①アカウント構築 

プロフィールには 

・あなたをフォローする理由 
・あなたがすごい人であることの説明 
・見込み顧客の理想を叶えていることの説明 

あたりを書いておけば大丈夫です。 

そして投稿は基本的にノウハウメインで 
見込み顧客の役に立つことだけをつぶやいていきましょう。 

これもブログと一緒で、関係のないことはつぶやかないこと。 

「おはようございます！今日も一日頑張っていきましょ～！」 

とかは間違って呟かないでください。 

②見込み顧客へアプローチ 

そしてアカウントの準備が完了したら、 
あなたの見込み顧客になる人を自分からフォローしたり 
イイネしたりリプしながら絡みまくっていってください。 



例えばですが、 
せどりコンサルで初心者層を取りたいと思うのであれば 
言い方は悪いですが少し情弱層にアプローチしていきます。 

具体的に言うと、両学長のリベ大に入っている人とか 
中田敦彦とかキンコン西野とかホリエモンとかの 
ツイートにイイネしている人とかですね。 

中級者を狙うのであれば既に「せどり」などの文言を 
プロフィールに入れてアカウントを運用している人を 
狙い撃ちしていったりなどなど。 

自分の見込み顧客がどこにいるか？を常に考えながら 
色々運用をしていってみましょう。 

参考までに、初心者層を取りたいのであれば 
インスタが今は一番オススメです。 

良くも悪くも、民度がめちゃくちゃ低いので 
初心者層のコンサルを取るなら簡単に取れます。 

インスタとかなら 

#せどり 



#副業 
#副収入 

とかのタグを検索して、そこにイイネしている人かを 
狙っていけば割と早いと思います。 

余裕があればYoutubeもやってみてください。 

ある程度、再生回数も取れてくれば 
LINE@とかに誘導してそのまま通話に持ち込むだけで 
ソッコーでコンサルとか取れると思います。 

中級者層を取りたいのなら、 
やはりある程度活動している人を狙い撃ちしていきたいので
Twitterなどがオススメという感じですね。 

自分の見込み顧客っぽい人の多くがフォローしている 
インフルエンサーなどはリスト化しておいて、 
逐一見返せるようにしておくといいと思います。 

ぶっちゃけフォロワー数は多いに越したことはありませんので
フォローやフォロー返しなどの地道な作業は継続しましょう。 

あくまで僕らは質を追い求めるべきですが 
数は正義です。 



両方追い求めていきましょう。 

まあ色々言いましたが、 
自分の見込み客がどこにいるかを常に考え 
そこに自分を積極的に売り込んでいくイメージです。 

③通話へ誘導 

そしてある程度絡める人が出てきたり、 
フォロワーもついてきたりしたら 
ガンガン通話に誘導していきましょう。 

ここでのポイントは「最初からコンサルを売るよ」と 
言っておいて通話に持ち込むことです。 

よく、無料相談受け付けるよ！と言ってコンサルを 
最終的に売ろうとする人もいますが、 
それは時間の無駄なのでやめた方がいいです。 

最初から「最終的にコンサルを売るけど、買うのは自由だし、 
あなたの悩みにも全部答えるから通話しましょう」的な 
流れで持ち込めるといいですね。 



通話の母数は少なくなるとは思いますが 
大事なのは成約なので気にしなくてOKです。 

そして最初の方はコンサルと言っても 
値段は好きに決めればいいですし、 
自信がなければ「成果が出るまで無期限コンサルします」 
とか言っておくのもアリです。 

　2-4：渾身のセールスと 
クロージング 

そして通話に持ち込めたら 
実際にセールス・クロージングに移っていきます。 

多くの人はここのセールスやクロージングで 
苦戦しますが、何を隠そう僕もその一人でした。 

売り込むことが本当に苦手でした。 



「僕のコンサルを受けて満足してもらえなかったら 
　どうしよう・・・ﾋﾞｸﾋﾞｸ」 
と思っていました。 

営業マン時代もセールスが本当に苦手で 
営業成績はビリから数えた方が圧倒的に早かったです。 

なので、ここではそんなビリ営業マンだった僕が 
呼吸をするようにセールスできるようになって 
月300万を超えられるようになった最大のポイントを 
お伝えしていこうと思います。 

意識すべきポイントは4つです。 

①決して下手（したて）に出ない 
②返事はその場でもらう or 検討する場合は期日を設ける 
③自分の商品に心から自信を持つ 
④全力は尽くす、でも諦めも肝心 

てな感じですね。 

買ってほしいからと言って下手に出ると 
営業マンとしては不十分です。 

あくまでビジネス的な立ち位置を明確にしておくこと。 



販売者側が無理にマウントを取る必要もありませんが 
お客様は神様ではないので、 
しっかりとこちらも「お客を選んでいるよ感」を出して 
セールスをしていきましょう。 

そして、多くの人は「検討します！」と言って 
そこから音沙汰がなくなる・・・・ 
というパターンが多いです。 

なので、その場で成約できずに持ち帰ってもらうなら 
しっかりと「いつまでに返事がもらえそうか」を聞いて 
アフターフォローもしておくことです。 

一番いいのはその場で返事をもらうことですが 
この辺りのケアもすることで成約率は上がります。 

そして、自分の商品に心から自信を持って 
「え？僕の商品買わないの？いいの？損するよ？」と 
本音で思うことが大事です。 

そのためにも、自分がしっかりと学んで 
誇れるくらいの知識を持てるようにしていきましょう。 



ただ、知識や自信に決まった上限はないので 
「ちゃんと自信が持ててからコンサルを売る」というのは 
機会損失になりかねないのでやめましょう。 

あなたは、いい商品やサービスを広めることで 
幸せな人を増やすお手伝いをしているのですから、 
自信を持って売りまくりましょう。 

僕は本気で思っています。 

よくわからんゴミみたいなコンサル受けるくらいなら 
本気で僕のサービスを買ってくれ、と。 

そのまま伝えることはあまりしませんが 
心ではいつもそう思っています。 

でも、僕も元々ビリ営業マンです。 

そんな僕がここまでの気持ちになれているのは 
やはり圧倒的な知識へ投資してきた自負があるから
です。 

金も、時間も、エネルギーも、全て使った。 



これ以上ないくらい学んだ。 
そして今も学んでいる。 

だから自信が持てる。 

そんな感じです。 

あなたの信念を、あなたの自信を、あなたの想いを、 
しっかりと通話を通して伝えてあげてください。 

自信がなくても、お金を稼ごうと思ったら 
この壁を越えないと先はないと思います。 

誰よりも自分自身が一番自信を持てなかったからこそ、 
あえて厳しい言葉をあなたにかけます。 

でも、慣れに近い部分もありますし 
これができるようになれば会社員になっても 
何でも売れるようになります。 

AIが発達しても一番消えない職種は営業と言われていますし 
売れる人はどこもノドから手が出るほどほしいですからね。 

怖いかもしれない。 
不安かもしれない。 



でも、あなたはここさえ乗り越えれば 
ビジネスパーソンとしても非常に貴重な存在になれます。 

大丈夫、必ずやれます。 
僕でできたんですから。 

不安があれば連絡をください。 

何でもお答えします。 

呼吸をするように、 
あなたにもセールスをするかもしれませんが。笑 

あと、参考程度ですが 
中には「通話の中で価格を言うのは気が引ける」という人も 
いるかもしれません。 

そんな方は、PDFか何かを用意しておいて 
そこにサービス期間と料金などを書いて 
通話後か通話中に送るみたいなことをしてもいいですね。 

以上、こんな感じです。 



ブログとSNSを最低限作って、 
それを駆使して通話に繋げてコンサルティングを取る。 

ぶっちゃけ、本気でこれだけで 
月100万とか200万とか余裕です。 

しかし、コンサルは取れば取るほど負荷は増えていきます。 

それを自動化していく方法を極めてこそ 
情報発信の一番オイシいところが味わえるというものです。 

ここからは、その「自動化」について解説をしていきます。 

第3章：より爆発的に稼ぎ 
よりサボれ 

　3-1：自動化の重要性 



まずは自動化の重要性から。 

よく多くの人は「自動化はした方がいい」と思っていますが 
断言します。 

自動化は「した方がいい」のではなくて 

「しなければいけない」のです。 

どんなビジネスにおいてもそうですが、 
あくまでビジネスはお金を得る手段です。 

お金が目的になってはいけません。 

自動化できる余地があるビジネスをそのままにしておくことは 
ビジネスマンにとって怠慢以外の何物でもありません。 

僕たちの目的は、お金を稼いだ「後」ですよね。 

もちろん情報発信はお金を得るための手段であるのと同時に 
同じ志を持った仲間と出会うための素晴らしいビジネスです。 

でも、時間を得るための努力は必ずするべきです。 



その方が結果的に収益も上がっていくし 
仲間達の時間も、より濃いものになっていくでしょう。 

だから、自動化はする「べき」なのです。 

そのやり方を説明していきます。 

・・・と思いましたが、 

ここまでのノウハウで余裕で月収300万円とかは 
越えられてしまうので、 
やっぱり自動化については書きません。 

と言うのも、最初は本当に書く気でいたのですが 
正直言ってここまで消化しきれる方もごく少数でしょうし、 
更にここから自動化の話までしてしまうと 
本気で終わりが見えません。 

だから急遽、書くことをやめました。 



申し訳ございません。 

ぶっちゃけ自動化は僕が現在進行形で取り組んでいる 
コアノウハウでもあるので、PDFに落とし込んだら 
ガチで300ページは余裕で超えます。 

語りたいことがあり過ぎます。 

本当にもったいぶってるわけではありません。 

僕の手首の限界も近いという理由もありますが、 
そもそも広告を使って自動化できるレベルまで 
いける人も業界の0.1%とかだと思うので、 
労力と見合わないので書かないことにしました。 

知りたい人は直接問い合わせてきてください。 

しかし、ここまで自動化が大事と言っておきながら 
何も語らないというのも少しアレなので、 
自動化に必要な要素だけでも書き出しておきますね。 

完全自動化に必要な要素はこんな感じです。 



＜自動化を構成する要素＞ 
■メルマガorLINE登録用のキラーコンテンツ（プレゼント） 
■メルマガorLINE登録用のLP 
■メルマガ・LINE 
■出口商品（セールスレター含む） 

で、上記の自動化の仕組みを念入りに組み上げてから 
しっかりと属性の合ったお客様を以下の集客先から 
ガンガン流していきます。 

＜集客先＞ 
■SNS 
■SEO 
■広告 
■オフライン営業 
■紹介・口コミ 

で、完了です。 

話せば15時間くらいかかることを 
超簡単に話しました。笑 
イメージだけでも掴んでもらえれば幸いです。 



第4章：さいごに 

いかがでしたでしょうか。 

理論編と実践編も共に 
60ページを超える超大作になってしまいました。 

書く前から「長くなるんだろうな～」と思っていましたが 
正直ここまで長くなるとは思ってもみませんでした。 

でも、まだまだ話せてないことがたくさんあります。 

自動化については当たり前に語れていませんし、 
僕の全てのノウハウをPDFに落とし込んだとしたら 
普通に1000ページは超えるだろうなと思いました。 

いや、多分普通に1000あっても足りません。 

でも、クリティカルなことは語れたと思います。 

実際のところ100万とか200万とか 
コンサルフィーを取っていても、 



この教科書の5ページ分にも満たない情報しか 
教えられないコンサルとかは多数存在します。 

ほとんどの指導者が、 
自分の稼いだやり方しか教えられない。 

そんな再現性の低すぎるノウハウや情報を教えている人が 
9割以上なのが、このネットビジネス業界の現状です。 

僕も、そんな悪徳コンサルに何度も騙されました。 

でも、詐欺師に騙されるのは本当に大事なものが見えていない 
自分自身の弱さが原因だったのかもしれません。 

そう考えると、成長させてくれた詐欺師たちに 
感謝の念すら湧いてきます。 

ありがとう。本当にありがとう。 

まあそんなどうでもいい話は置いておいて、 
リアルに今回の教科書に書いてあることさえ 
やってもらえれば高額コンサルは余裕で取れるでしょう。 

月収100万円とかハナクソほじっててもイケるはずです。 



それだけの情報を詰め込みました。 

もしも稼げたら、僕にビールでもおごってください。 

それでは、ここまで読んで頂き 
本当にありがとうございました。 

あなたのビジネスの繁栄を心より祈っております。 

Yusuke. 

P.S. 

ここまで読んでくれた方限定で、 
「もっと情報発信について学びたい！」と思った方に 
僕からのスポット通話コンサルティング（60分）を 
無料でプレゼントさせて頂きます！ 

あなたのビジネスの悩み、 
もっと細かい情報発信テクニック、 
どんな相談にも僕がお答えします。 

もちろん、僕のサービスが合いそうな方がいれば 



こちらからセールスもガンガン行わせて頂きますよ。 

僕は教材やらコンサルやら色々商品を持っていますので。笑 

ダサい押し売りは絶対しませんが、 
そのセールスを受ける覚悟で 
ぜひコンサルも受けにきてください。 

ちなみに、僕は企業にコンサルする時は1回の面談で 
10万とかもらったりすることもあるので、 
そのレベルのコンサルが1回タダです。 

しかも、セールスを受けるとしたら 
セールスを受ける勉強にもなる。 

こんなにいい機会はないと思います。 

それでは、 
希望される方は以下のリンクからお待ちしてますね。 

※申し込みはコチラから※ 

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


コンサルはいいやって方も 
ぜひメルマガだけは登録しておいてくださいね。 

今回の教科書レベルの有料級ノウハウを 
頭おかしいんじゃないかって言うくらいに 
バラバラ撒き散らしていますので。 

宜しくお願いします。 

メルマガはこちらから登録ができます。 

https://hrdysk.com/mail-magazine-lp/

