
差出人: おっくん win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 【無料特典付】10ヶ月で月収100万円。１年で人生は変えられる。

はじめまして、おっくんです。

「10ヶ月目で月収100万円」

僕は後に師匠となる方のブログを読みながら、
この事実に目を疑いました。

「100万円て、脱サラ余裕じゃん・・・」
て思いました。

「１年も経ってないのに100万なんて、
　一体どんな力を使ったんだ？」
て感じです。

でも学んで納得。
その裏には「仕組み化」があったんです。

10ヶ月で月収100万円を達成した師匠
から教わった「仕組み化」について、
解説した動画を作成しました。
↓↓

メルマガ読者様限定なので、
ぜひお受取りください。

改めまして、メルマガにご登録いただき、
ありがとうございます！

僕は現在会社員をしながら、
月収400万円の師匠の元で
インターネットビジネスを学び実践しています。

このメルマガでは、
知識０の初心者の方や、
会社員として働きながらでも
インターネットを使って、

時間や場所の自由を得ながらお金を稼ぐ方法

について学ぶことができます。

具体的に言うと、
インターネット上に「仕組み」を作って、
お客さんに価値提供をし続けてお金を稼ぐことです。

仕組みとは、
自分専用の自動販売機のようなもの。

お客さんが自動販売機からジュースを買うかのように、
インターネット上にある、
あなた専用の「仕組み」から商品を購入する。

あなた自身がお客さんと直接会って
商品を売りに行く必要はありません。

働かなくてもお金が入ってくるって、
最強です。

お金と時間の両方を
手に入れることができるからです。

通常ステップ１通目



手に入れることができるからです。

実際、仕組みを作ってお金と時間を
手に入れた僕の師匠の一日は、理想そのもの。

・基本的にアラームをかけないで起床
・ランチは近所のイタリアン
・漫画や小説を読んでゆったり
・午後～夕方は友達とビジネスの話で盛り上がり
次のビジネスの計画を立てる
・次の日を気にすることなく就寝
・年収数千万円以上の経営者と会うこともしばしば
・平日の昼から突然マレーシアに旅行
などなど。

僕なら、
身体を動かすのが好きなので、
これに朝早く起きてからの筋トレや
ランニングを入れます。笑

理想は05:30に起きて、
筋トレやランニングといった運動で
汗を流すことからスタートしたいです。

今も休日にたまにやるんですけど、
早朝に、太陽の光をいっぱいに浴びながら
一日をスタートするのって、
本当に気持ちがいいです。

空気も澄んでますし、
朝はまだ気温も高くないので、
運動にはもってこいです。

夜は爽やかな朝のために
早く寝る。

旅行もかなり好きなので、
国内外を旅しながら
いろんな経験をする。

そういうリズムの中で
ビジネスができたら最高だな、
て考えてます。

思えば、31歳となった僕の過去を振り返ると、
お金と時間を両立できたことはありませんでした。

僕は世間で良しとされる
「安定」にしがみつく生き方をしてきました。

この「安定」とは、
いわゆる「高学歴→大企業」で定年まで勤め上げて、
それなりの退職金＋年金で生涯生活していく、
というものです。

高校生までは
真面目に生きてきて、
世間の価値観に流されながら大学へ。

そして大学生の頃には、
「大学＝人生の夏休み」
ということを本気で信じ、
働くことにネガティブなまま
週5日の部活に勤しんでいました。



働くことを後回しにするかのように、
理系だからという理由で大学院に進学すると、
部活がないので時間ができるように。
（大学院は大学からのエスカレーター式）

でも時間はあってもお金が無くて、
目的も無いままアルバイトをしたり、
家ではYoutubeを観続ける日々。

「社会人になるまでに旅行とか遊びとか
色んな経験したいけど、
　お金ないな、この時間勿体ない！
　でも、なす術がない・・・。」

て嘆いてました。

いざ社会人になると、
学生時代とのギャップにストレス。

学生時代よりはお金の余裕ができたのに
忙しすぎて平日が嵐のように過ぎ去り、
土日も平日の事を考えて体力の回復と
温存に使わざるを得ない状態。

07:30～23:00で働き続けた数年間は
特にきつかったです。

それに忘れもしない、
人生初の満員電車。

ドアが空いたら素早く避けるとかの、
暗黙のルールがわからず、
おしくらまんじゅうを食らってかばんを落とし、
色んな人に踏みつけられてボロボロに。

「満員電車、もう二度と乗るものか！」

なんて思ったのに、
その後も乗り続けて7年目です。

でも今考えると、
そうなる道を選んでたんですよね。

学生時代は、
アルバイト以外に稼ぐということを
知ろうともしなかった。

会社員になってからは、
会社以外で働くことを
選ぼうとも思ってこなかった。

何も考えずに世間に流されてきて、
なんとなく選んだ会社員という生き方。

・仕事が忙しい
・遊ぶ余裕を持てるほどお金が無い

お金と時間に不自由する、
この選択をしてきたのは
紛れもなく僕自身。

だからそのことを自覚し、
世間的な「安定」は捨てて、
自分で稼ぐ力を付けてお金も時間も自由に
使えるようになりたい



使えるようになりたい
と強く思うようになりました。

そんな中で、
僕がネットビジネスの世界を知って一番に思ったのは、

「え、オレの6年間て、なんだったの？？」

ということ。

僕より5～10個は若いのに、
月収100万円から1000万円など、
いろんな起業家が存在する。

さらに、
自由なお金や時間があって、
値段を気にせずいろんな経験をできたり、
学びに自己投資して更に稼げるようになっている。

「な、何だこの世界は・・・！？」
という感じです。

もし僕のように現状に疑問があって、
お金や時間の自由を得たい！
と思うのであれば、

まっさきに
「仕組みづくり」
をやるべきです。

仕組みとは具体的に書くと、
ブログやメルマガ、YoutubeやSNSを組みあわせて
お金を稼ぐ仕組みを作ること。

24時間、いつでもあなた専用のセールスマンとなって、
商品の宣伝から販売までおこなってくれます。

例えば、
ダイエットをテーマに発信するなら、
Youtubeやブログ、SNSやメルマガで
自分のダイエット前後の変化やメリット、
知識を提供していくことで
お客さんに魅力を知ってもらう。

そして魅力を理解していただけ、
必要な方に
「2ヶ月で-10kgしたダイエットノウハウ」
の商品を購入していただく。

これでお金を稼ぐ1つの仕組みが完成です。

全てインターネット上で解決します。

こんな風に、
インターネットの力を使って、
お客さんへの価値提供を自動化することで、
お金も自由な時間も両方手に入るようになります。

「そんなこと言っても、
自分には仕組みなんて難しい。」
「文章書いたり、喋るのは苦手だからハードル高い」

という方もご安心を。

僕はアルバイトで、
お客さんからの電話すら取らせてもらえず、



お客さんからの電話すら取らせてもらえず、
会社に入ってからも、
電話の取り継ぎすらまともにできずに怒られる
ような人間でした。

それくらいうまく喋れなかったし、
電話自体に緊張してどもってました。

それから大学受験はしましたけど、
一番苦手だったのは現代文。

みんなが、

「現代文は本読んでれば解ける」
「現代文はフィーリングだよ」

なんていうことを聞いては、

「え、なに本読んでれば、て。
　昔からの習慣が物を言うの？
　じゃあ、読んでこなかったから逆転できないと？ 
それから、フィーリングで解いた結果が散々だったんだけど！」

という感じでした。

模試でですけど、国語で78点/200をとったときの
絶望感と言ったらなかったです。

100点に直したら39点ですからね。
ほぼ赤点です。　

こんな風に、
元々文章が苦手だった僕でも
練習して少しずつ成長し、
お客さんに伝わる文章を書けるように
なりました。

そして亀のような歩みでも、
学んだビジネスの知識を活かして
仕組みを作れています。

ビジネスは「知識ゲー」なんです。

正しいやり方・理論があるから、
その通りやれば結果が出ます。

才能は全く関係ありません。

ここらへんは今後じっくりお話するということで。

とにかく、
人生を変えたいなら、

「仕組みづくり」

をしましょう！
ということを今日は覚えておいてください。

明日からお送りするメールでは、
「仕組み」のことや、
僕が月収400万円の起業家の師匠から
ビジネスについて学んだ沢山のことを
共有していきます。

是非、楽しみにしていてください。



PS.
もしよければ、
是非メールの感想を送ってください！

このメールに直接返信できます。

僕のメルマガをどんな方が読んでくれているか
知りたいですし、頂いた感想をもとにこのメルマガも
レベルアップさせていくことができます。

頂いた感想は必ず目を通します。

それから、
知識を定着させるのに一番いい方法は、
アウトプットすることです。

一度入れた知識を、
自分のフィルターを通してアウトプットすることで、
記憶は定着します。

ぜひ、
アウトプットも込めて送ってください。

「面白かったです。」
の一言でも大歓迎ですよ！

PPS.
Skypeで一度お話しませんか？
今なら無料Skypeコンサルを
プレゼントします。

このメルマガと特典動画の感想を
送ってくれた方限定です。

Skypeコンサルのメリットは、

・直接悩みや段階を考慮したアドバイスができる。

・既にブログなど発信媒体がある人は、添削もOK

・会話でのやり取りなので短い時間で多くの情報を伝えられる

・方針が定まれば、迷わないので時短できる

といった感じです。

大体一人30分程度を想定しています。
本当に、どの段階の方でもOKです。

「まだ自分には見せられるものがない」
「右も左もわからない初心者過ぎて恥ずかしい」
「何を話したら良いかわからない」

といったご心配は不要です。

僕自身、
「ネットビジネスを始めたい！」
と思ったのに何をしたら良いか
わからなかった時期があり、
本当に迷走していました。

同じような人は多いんじゃないかな、
と思った上での企画です。

是非、
そういった悩みや不安を解決できたらいいな、



そういった悩みや不安を解決できたらいいな、
と思います。

希望の方は本文に、
「Skype希望」というのが
わかるように書いてください

ちなみにこの無料コンサルは
いつ終了するかわかりません。

今だけ限定の特典です。

是非、どんなことで悩んでいるのか、
お聞かせくださいね！

----------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/User/cancel/sDb55xgIgfK5/



差出人: おっくん win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 人生を激変させるものとは？
日付: 2020年10月23日 20:00
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

昨日お送りした動画はご覧になりましたか？
もしまだご覧になっていないようでしたら、
ぜひご覧ください。

僕が月収400万円の師匠から教わった、
お金を稼ぐのに大事な「仕組み化」について学べます。
↓↓
https://my158p.com/l/u/4

昨日のメールの最後にも書きましたが、
Skypeコンサルもまだまだ募集中です。

是非、感想をお聞かせください。

さて今回は、
個人で稼ぐスキルを身に付けたい人にとっては
絶対に押さえておいてほしいことをお話します。

結論からいうと、

知識は人生を激変させる

ということです。

なぜなら、
僕たちの判断や思考には知識が
大きく関わっているからです。

例えば、
僕は現在東京の会社に勤めていますが、
先日北海道出張をしてきました。

出張が決まった時、
僕は迷わず日程に合わせて北海道往復の飛行機の
チケットを予約しました。

その理由は
・北海道は東京より遠く離れた北の方に存在する
・北海道にいくうえで最も合理的な交通手段が飛行機である

ということを知っていたからです。

もしも「北海道」の存在を知らなかったり、
地理的な場所がわからなければ、
どうたどり着けば良いか、わからなかったはずです。

知っているか知っていないかです。

通常ステップ２通目



こんな風に知識って、
いろんなところで僕たちの判断を
担っています。

同じ様に、
お金を稼げるようになるには、
正しい知識が必要です。

知識があると、見える世界が変わります。

僕は過去2年間、稼ぎたい一心で
筋トレ系のブログを
書いてきました。

でも収益は、190記事を書いて1万円。

当時は稼ぐために必要な知識には目もくれず
がむしゃらに努力しました。

ネットビジネスを始めて知識を学んでからは、
そのがむしゃらな努力が、
本当に意味のない努力だったと断言できます。

簡単に言うと、
・読者のいない、自分勝手な記事を書いていた
・観るべき数字を間違っていた
・量産に追われて意味のない記事を作っていた

といったところです。

ビジネスは理論であり、「知識ゲー」
なので、ブログもどうすれば読んでもらえるか、
という秘密があります。

知識をつけた今なら、
昔の僕のブログが読んでもらえない理由
は一目瞭然となりました。

ところで僕自身、
ネットビジネスを始めたのは、
時間もお金も自由になる働き方を実現したい
と思ったからです。

昔の僕はお金を稼ぐ知識とは程遠い
ところで努力をしてきました。

僕は子供の頃から、
「大人になった将来の自分が楽をするため」
という理由で勉強を
ずっと頑張ってきました。

中学生の頃から塾に週３で通ったり、
大学受験では8時～22時で勉強したり。



「将来の楽」って、
生涯に亘って収入を安定して得られる状態
のことです。

だから、職業として倒産しづらい大企業や公務員
といった働き方を両親から勧められました。

でも現実は「将来の楽」なんて嘘でした。
少なくとも僕にとっては。

実際、一応大企業に就職して待っていたのは、
一日14時間労働を繰り返す日々。

いくら見いだそうにも意味を見いだせない、
片道１時間の過酷な満員電車での通勤に耐えて、
疲れた状態で仕事を始める。

生活の大半を通勤と仕事に取られて、
やりたいことをやる時間が十分に無い生活。

大好きな海外旅行に行けるタイミング
も限られている。

さらに、
いくら残業しても年功序列なので、
殆ど残業しない先輩社員より収入は低い。

しかも、
忙しすぎて身体を壊したら働けなくなって
収入が途絶えてしまう。

そうならないように、
お金のために過酷な毎日をなんとか
耐え忍ぶしかありません。

「“将来の楽”と言ってたけど、
　これのどこが楽なんだろう？」
て感じでした。

ビジネスを学んだ上でいえることは、
学校の勉強や会社の仕事を
いくら頑張っても、
お金持ちにはなれない、
ということです。

なぜなら、学校の勉強では
「お金の稼ぎ方」を教えてくれませんし、
会社で働くということは
収入を会社に依存することなので
得られるお金には上限があるからです。

僕たちが生きているのは、



僕たちが生きているのは、
お金が力を持っている資本主義社会です。

それなのに、
大切なそのルールに関する勉強は
学校教育にはありません。

ご飯を食べるのにも、
住む場所を確保して、
生活していくためにもお金は必要ですよね。

生活する上でめちゃめちゃ重要なのに、
学校ではお金に関することは殆ど教えてくれません。

だから今からでも、
お金を稼いで人生を変えたいなら、
お金の稼ぎ方を学ぶべきです。

僕は学校の道徳の授業で
「お金持ちにならなくてもいい」
などという価値観を学んで来ましたけど、
そんなの嘘です。笑

お金を稼ぐことができれば、
人生変わります。

・時間に縛られない生活が手に入り、
　旅行や趣味に時間を使えるようになる。

（平日の昼間から、
　思い付きで台湾旅行とか
　してみたいです。）

・食事の質を高めることに
　お金を使うことができ、
　健康な身体を
　手に入れることができるようになる。

・乾燥機付洗濯機やルンバを買ったり、
　家事代行サービスを使えば、
　家事をやらなくてよくなり時間を節約できる

・大切な友人や家族とお金を気にせず遊ぶことができる。

日々忙しすぎるとつい忘れがちですが、
人生は一度きりです。

自分がやりたいことに全力を傾けて、
なるべくやりたくないことには
時間を使いたくないですよね。

こうやって、
時間の余裕、
心の余裕
場所に縛られない余裕、
良好な人間関係



は、お金があれば買えます。

だからこそ、
お金を稼ぐスキルは
みんなが身につけるべきだと思います。

ということで、

・正しい知識があれば
　稼げない理由は一目瞭然になる

・人生変えたいなら、
　お金を稼ぐ勉強を始めるべき

・お金があれば、人生の充実度が上がる

でした。

あなたは、
お金があったらどんな生活を送りたいですか？
是非感想と一緒に送っていただけると嬉しいです。

お待ちしています！

----------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/User/cancel/D4Dvjwpm2S41/



差出人: おっくん win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 人生が180度変わったネットビジネスの世界
日付: 2020年10月24日 20:00
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。
 
今回は、
ネットビジネスで180度人生観が変わった話
をご紹介します。

僕はネットビジネスを学んで、
人生に希望を持つことができるようになりました。

なぜなら、
ビジネスで結果を出すコツは
正しく学んで努力していくことだからです。

つまり、
生まれとかセンスや才能ではないんです。

今でこそこんなことを語ってますが、
ビジネスなんて、
昔の僕には異次元の世界でした。

成功するには運や才能が必要
と考えていたからです。

例えば、
昔の僕は、
社長になるには生まれが重要
というイメージを持っていました。

僕の小学校のクラスでは
地元の建設会社の社長の息子が何人かいたり、
ヘルスケア商品会社の社長の孫、
戸建住宅の内装メーカーの息子がいたりして、
「社長＝御曹司」みたいなイメージがありました。

実際、彼らには「才能」とでも言うべきか、
僕からしたら羨ましい能力がありました。

喋るのがうまかったり、
大勢の人と関係を築くのがうまかったり。

授業でグループ行動をするときは
必ずリーダーをやっていたり。

普段から活発で、
クラスの中心に居るような存在でした。

一方で僕は普通のサラリーマン家庭出身。

どちらかと言うと地味に生きてきて、
いつもクラスでは大人しく気配を消している
ようなタイプでした。

リーダーだって殆どやったことはありません。

それに、
何をするにも不器用で、
みんなより身につけるのは遅い方。

例えば、
学生時代２年間勤めた
スポーツクラブのアルバイトでは、

通常ステップ３通目



スポーツクラブのアルバイトでは、
１度も電話を取らせてもらえませんでした。

店長の電話応答チェックで
落ち続けたからです。

同じタイミングで働き始めたメンバー
は僕含めて4人でしたけど、
僕以外の３人は一瞬で合格していました。

研修で電話応答のやりとりを
想定してメンバー同士で練習。

みんなすぐ喋れるようになっていたのに、
僕は全然上手にならなくて。

店長チェックのときにも、
緊張が重なって単語すらわからないくらいに
どもりまくって不合格。

自分でも
情けなくて、恥ずかしくて。

「みんな喋れて凄いな～。」
て羨ましかったです。

そんなんだったから、
人よりもセンスも才能も無い、
凡人以下である自覚がありました。

社会人になってからもそれは変わりませんでした。

会社に入って2～３年目は特に、
平日は１日14時間以上という
働き詰めの毎日に危機感を持っていました。

朝6時に飛び起きて仕事にいって、
日付が変わる直前に家に帰ってくる日々。

仕事以外に何かをやる時間なんて
殆どなかったからです。

何か変えたかったけど、
自分に自信のなかった僕は、

「センスや才能がない自分が
会社以外でお金を稼げるようになるなんてあり得ない。
　悔しいけどこのまま一生時間とお金に余裕のない人生を
歩んでいくんだろうな。」

て思っていました。

でも、インターネットビジネスに出会って、
僕の世界は180度変わったんです。

転機は、
僕が31歳の誕生日を迎える一ヶ月ほど前のこと。

「ビジネスで成功するのに
才能は１ミリも必要ありません。」

という言葉を
師匠のメルマガで見つけました。

「今まで散々不器用を身に染みて味わってきたり、
センスとか才能が無いとか、



センスとか才能が無いとか、
色々コンプレックスだったけど、
もし本当なら人生を変えられるかも知れない。」

て思いました。

僕が人生を変えたいと思っていた
のには理由があって。

会社の仕事自体は好きだったんですが、
働き方には疑問があったんです。

・満員電車の必要性が理解できない
・早朝から深夜まで働いて時間がないのに、収入も十分じゃない
・働くために通勤時間という代償を払わなければならない

などなど、
ストレスを感じる要因が沢山ありました。

もっと頻繁に旅行したい／趣味に時間を使いたい
という欲もありましたけど最初はこんなものでした。

ネットビジネスの世界を調べる中で
実績を上げている人たち
を覗いてみると、

・普通の主婦
・鬱病寸前だったサラリーマン、
・就職に絶望感のあった大学生

など年齢や環境に関係なく稼いでいて、
すでに月収100万円とか200万円とか
達成している。

しかも、時間的な自由度も両立している。

正直なところ、

「サラリーマン頑張らなくても
　稼げるようになれるんだ。」

と知って軽くショックでした。

僕が就職前に信じていた、

「稼ぎたいなら激務に耐えるしか無い」
「起業するにもまずは会社で下積みするべき」
「まずは入った会社で３年続けてみろ」

といった常識がガラガラと崩れていきました。

ネットビジネスを学んでわかったことは、
チャンスは誰にも平等に与えられているということ。

それまで全く知識がなくても、
ビジネスを基礎から学んで習得すれば、
誰でも月収5万円、50万円、100万円・・・と、
どんどんお金を稼ぐことができるようになるからです。

才能とかセンスとか、
要領の良さは全く関係ありません。

大事なのは、
学ぶべきことを学んで、
正しく努力し続けること。



例えば、
読者を惹きつける文章には
型があります。

その一つが
ストーリーがあること
です。

Wikipediaを読んで、
「うお～、今回も面白かった！」
という感想を抱く人は超少数派だと思います。

勉強にはなりますけどね。

一方で、
小説だとどうでしょう。

読み始めると止まらなくなりませんか？

僕は先日、
「白夜行」（著：東野圭吾、集英社文庫）
という小説をKindleで買ってみました。

文庫本で864ページというボリュームなので
1日15分くらいずつ読んで
1ヶ月以内に読了が目標でした。

ところが。

続きが気になりすぎて、
気づいたら3時間くらい
ぶっ通しで読んでいました。

結局、1ヶ月どころか1週間も
かからなかったです。

あなたにもこんな経験は無いですか？

Wikipediaと小説の違いは何かというと、
ストーリーが有るかないか
です。

人はストーリーがあるから
続きを読みたくなるし、
登場人物に共感したり、
ファンになったりします。

こんな風に、
人が読みたくなる文章には
型があるんです。

僕も過去、
稼げないブロガーだったときは
見た目とか物理的な量ばかりを気にして、
どうしたら読者の心が動くかなどは
考えてもいませんでした。

肝心なのは見た目や量ではなく、
中身の作り方です。

こんな風に、
気を付けるべきポイントを学んで、
また実践して。

繰り返していくうちに、



繰り返していくうちに、
少しずつでも上達していくのがわかりました。

自分の成長を実感できるって、
本当に楽しいです。

あんなに要領が悪く、
自分にはビジネスの才能とかセンスなんて
無いと思っていたのに、
見える世界が変わったんです。

例えば今では、
誰かのブログを訪れてみて、
稼げているブログと
稼げていないブログの違い
がわかるようになりました。

文章は勿論、
ブログ全体の世界観
といった観るべきポイントを
身に着けたからです。

これがわかったのも、
知識を学んだおかげ。

もしあなたが今、

「自分に自信がない。
　でも本当は人生を変えたい。」

と考えているなら、
ネットビジネスを始めるべきです。

ビジネスには、
生まれ育った環境とか、
生まれ持ったセンスや才能は
一切関係ないからです。

宝探しに地図を持っていくように、
稼ぐために必要な知識を付けて、
ひたすら進んでいくだけ。

とてもシンプルです。

でも残念ながら、
今すぐ稼げるわけではないし、
がむしゃらに努力すれば良いわけでもありません。

僕は過去、ブログ180記事を書いて
殆ど収益化できなかった過去があったので、
本当に自分でもできるのかな？
続けられるのかな？
という不安はありました。

そんなときに想像したのが、
情報発信を頑張ることで、
読者の未来が良いように変わる姿です。

それでいて、
自分はお金を稼げている。

完全にWin-Win。

こんなに素晴らしいことは無いと思います。

僕は、自分の情報発信で



僕は、自分の情報発信で
一人でも多くの人がいろんなことに
挑戦できるようにしていきたいです。

そうすれば世の中からストレスとか不安が減って、
社会がもっと元気になるんじゃないかな、
と考えています。

僕はそんな未来を想像して、
ワクワクしています。

こんな風にネットビジネスに出会ってから
人生に希望が湧いてきました。

ということで、

・ネットビジネスには生まれも才能やセンスは関係ない
・情報発信は読者も自分もWin-Winだからやった方が良い

というお話でした。

PS.
今日も読んでいただき、
ありがとうございました。

あなたはネットビジネスで
どんな未来を手に入れたいですか？

挑戦してみたいこと、
理想の生活など、
ぜひ教えて下さい。

それ以外の感想とかも大歓迎です。
（一行でもOKです！）

ご連絡をお待ちしています！

----------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/User/cancel/eWzzM9w1nVU1/



差出人: おっくん win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 【企画案内あり】労働から抜け出す方法
日付: 2020年10月25日 20:00
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

今日は最後に企画の案内があるので、
是非お付き合いいただけると嬉しいです。

今回は
労働から抜け出す秘密
についてお話します。

さて、何だと思いますか？？
↓
↓
↓
↓
↓
答えは、

仕組み化です。

僕の発信をずっと読んで頂いている方には
簡単だったかもしれませんね。

わからなかった方も心配しなくて大丈夫です。
このメールで是非学んでみてください。

仕組み化とは、
Youtubeやメルマガ、SNSやブログ
といった複数のメディアを
組み合わせることで、
お客さんに価値提供するシステムを
インターネット上につくることです。

さらに、
その仕組みは一度機能し始めれば、
継続的に自動であなたに収入を
生み出してくれます。

例えば、
Twitterで自動ツイート設定をして、
有料noteをプロモーションして販売するのも
仕組みの一つです。

全て自動なので、
あなたがやる作業は殆どありません。

もしあなたが月にプラス5万円の収入源を
確保できたら何がしたいですか？？

通常ステップ４通目



きっと、
今はお金を理由に諦めていることが
できるようになると思います。

・月に1回台湾など近場の海外へ旅行ができる。

・今までは値段をみて遠慮していた、
　少し高いおしゃれな服を着ることができる

・両親や家族に美味しいレストランでご馳走ができる。

などなど、
やりたいことが沢山出て来ますよね。

他にも、
食べ物の質を今よりも上げて、
体調を整えることができます。

もっともっと知識投資をして、
仕組みを強化していくことも可能です。

さらに仕組みを強化すると、
10万円、50万円と積み重ねて
月に100万円や200万円を
稼ぐことができるようにもなります。

こんな風に仕組みを作ることで
少しずつでも未来を変えていくことができます。

それに、
会社員のような労働型の収入って、
実は全然安定じゃなかったりもします。

僕の経験をお話しします。

とある真冬の朝、
僕は熱を出しました。

朝から悪寒がする。

「完全に発熱だ。
　でも今日は案件の締め切り間近だし、
　仕事進めるためにいかなきゃ。」

と、休みたい気持ちと体にムチを打って
会社に行きました。

で、職場に行っても熱っぽくて、
マスクをしながらデスクに向かう。



マスクをしながらデスクに向かう。

身体はだるくて今すぐにでも横になりたい。
でも仕事があるから帰ることはできない。

正直、エクセルを見る目はすぐ疲れるし、
倦怠感が強くて頭も働かない。

「やっぱりインフルだと
　みんなに迷惑をかけるし、
　一回病院行ってみよう。」

と、時間休を使って会社近くの病院へ。

一応陰性だったので
みんなに感染を広げる恐れはない
と一安心。

でも熱が高くなってきて、
結局は早退しました。

その後何日間か休むことに。

納期が迫っていたので、
休む前には同僚に仕事をお願いしました。

でもみんな忙しいので休んでいる間に
全然進めてもらえず。

本当はもう一日休みたかったけど、
病み上がりの身体を奮い立たせて、
残業して間に合わせました。

病み上がりで残業するのって、
かなりしんどかったです。

あるあるだとは思うんですけど、
こんな風に休みたくても中々休めない
のがサラリーマンの宿命です。

なぜなら、

「労働力を会社に提供してお金を得ている」

からです。



労働力を提供できなくなったら、
お金をもらうことができなくなります。

例え仕事を誰よりも頑張って会社に貢献しても、
身体を壊して働けなくなったらおしまいです。

それに、
サラリーマンとしての収入を上げるには、
勤続年数と役職が重要。

つまり、
時間をかけて出世するしか無いんです。

でも出世するかしないかって、
運がほとんどだと僕は考えています。

僕が6年半社内を観察した限り、
仕事自体の実績は勿論、
出世するには結局、社内の偉い人に
気に入られていないと難しいです。

仕事での実績は
頑張れば良いかも知れません。

でも自分が出世するタイミングで、
自分と相性のいい人が
出世しているかどうかは運要素が大きい。

正しい努力をしても、
結局は運に依存してしまうということです。

会社員で働くことが、
安定とは言い難い理由です。

だからこそ、
仕組みから収入を得るということを
真剣に考えていただきたいんです。

まず、仕組みからの収入は
会社のような労働型の収入とは違います。

一度作ってしまえば、
あなたが寝ていようが、
遊んでいようが、



遊んでいようが、
世界一周の旅に出ていようが
収益が発生します。

それにビジネスは理論です。
「知識ゲー」なんです。

ビジネスで結果を出すには、

（１）正しい知識を学ぶ
（２）一定期間努力する

という２点が大切。

元々生まれ持った才能やセンスなんて
関係ありません。

それに、
「仕組み」の基礎を一度学んでおけば、
その知識は間違いなく一生役に立ちます。

なぜかと言うとしっかり学べば、
商売をする上での原理原則から
身につけることができるからです。

すぐに応用が効かなくなるような
小手先の技術ではなく、
人の世で生きていくための普遍の真理です。

今後長期的に稼ぐための武器を身に着け、
労働地獄から抜け出してしまいましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

企画のご案内です。

「仕組み化」について学べる企画

を用意しました。

興味がある方は、
こちらから登録できます。
↓↓↓
https://my158p.com/p/r/sRIKCwVi

登録したら、「おっくん＠新世界」という形で
案内メールが流れます。



PS.
あなたは仕組み化についてどう思いますか？
是非一言感想をお聞かせください。

企画に関する質問も大歓迎です。

それ以外でもアウトプットの練習になるので、
ぜひ送ってください。

感想お待ちしています！

----------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/User/cancel/XSZJzZiTWNP6/



差出人: おっくん win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 会社員は仕組み化するべし
日付: 2020年10月26日 20:00
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

昨日は仕組み化企画の案内をしました。
読者の皆さんに続々と興味を持って登録していただけて、
非常に嬉しいです。

今日は、
会社員の僕が、
稼ぐためになぜ仕組み化を始めたのか
お話します。

結論から言うと、
仕組み化は資産性のある稼ぎ方
だからです。

資産性が有るという理由は、
Youtubeやブログ、メルマガなどは
一度作ってしまえばインターネット上にずっと残り、
仕組みを強化し続けてくれるからです。

各メディア間で相乗効果を生み、
積み上げれば積み上げるほど掛け算方式で
仕組みを強化できます。

僕は、
忙しい中でも周りに流されず、
将来を真剣に考えている人にこそ、
仕組み化をおすすめします。

忙しい中だと、
取り組める時間もまばらですし、
労働に労働を重ね続けるといずれ
心身が悲鳴をあげてしまうと思うからです。

最初に、
仕組み以外で稼ぐことを考えてみますね。

会社以外で稼ぐと言えば、
UberEatsといったギグワークやアルバイト
を思い浮かべる人は多いと思います。

これらは労働集約型の収入体系で、
時間をお金に変える手段です。

収入を得るためには、
働き続けるしか無いんです。

ざっと調べてみると、
UberEatsは配達すればするほど稼げる、
成果型の報酬体系です。

初心者だと
時給換算で500円～1000円、
ベテランだと
時給換算で2000円以上も稼げるみたいです。

一方でアルバイトだと、
１時間1000円とかで単価が決まっています。

こう比較してみると、

通常ステップ５通目



こう比較してみると、
時給を自分の努力で上げることができる、
ギグワークは魅力的ですよね。

ただ気をつけてほしいのは、
稼ぐためには数多く配達しなければならない、
ということです。

時給を上げるためには、
より少ない時間で多くの配達をすることが大切。

最短ルートを学んで、
自転車を早く漕いでいくしかありません。

つまり、限界があります。

時給2000円でも、
仕事後に４時間ずつ、月に20日働くと、
2000円／時間x4時間x20日=16万円です。

時給3000円まで頑張ったとしても、
24万円です。

確かに一見魅力的ですけど、
時給と働ける時間が決まっている以上、
これ以上収入を上げるのは実質難しいです。

さらに、
収入を維持するためには
趣味とか家族との時間、
友人と飲みに行く機会などを我慢して
ずっと頑張り続けなければなりません。

こうした労働集約型の稼ぎ方の一番の問題は、
労働力を提供できなくなったら収入が途絶える
ということです。

病気や怪我で入院したら、
同時に収入も途絶えてしまいます。

働けばすぐお金になるという
メリットはありますが、
稼ぐためには永遠に働き続けないといけません。

では、仕組みはどうか。

仕組みは、
一度機能し始めれば働かなくても
継続して収入を生み出してくれるものです。

例えば、
１年前ブログに書いたプロフィール記事だとしても、
サイトが存在し続ける限り
訪れた読者に読んでもらうことができ、
あなたという人を知ってもらえます。

１通メルマガを作れば、
そのメールが、
登録してくれたお客さんに
価値提供をし続けてくれます。

こうやって、
仕組みに必要な
Youtubeやメルマガ、
SNSを１つずつ進めていくと、
やがてあなただけの仕組みが完成。



やがてあなただけの仕組みが完成。

一度機能し始めれば時給は関係ありません。

なぜなら、
働かなくても
収入が入ってくるようになるからです。

確かに仕組みづくりをしている一定期間は
無収入で頑張る必要があります。

でも仕組みが機能し始めてからは、
会社で疲れた身体にムチを打ちながら
次の仕事にいったり、
好きなことをやる時間を削る必要はなくなります。

しかも、
仕組みは強化すればするほど
お客さんに価値を提供することができ、
収入も5万円、10万円、100万円・・・
と増えていく。

会社で頑張った後は、
趣味に打ち込んだり、
家族との団欒を楽しみたいですよね。

それでいてお客さんに価値提供をして
稼げるなんて、魅力的だと思いませんか？

実際、
僕自身フルタイムで会社員をやっていて、
残業もしていますが、仕組みを作れています。

なので、会社員をやりながらでも
仕組みを作ることは可能です。

平日なら１日１時間でも、
２時間でも時間を作って、
資産を積み上げていけば良いんです。

僕自身、
かつての毎日が13時間労働まではいかないですが、
最近でも9時から20時まで働いたり、
たまに深夜1:30とかまで働くこともあります。

残業時間は平均して
月に30～40時間くらいですね。

そんな中でも時間を作って取り組んでいます。

「忙しい中でもやれるか不安」
という意見もあるかも知れません。

そんなときは、
あなたの理想の生活を
イメージしていただきたいです。

例えば、
仕組みを作ると本当の意味で
安定した生活を送れます。

・万が一家庭の事情で退職せざるを得なくても、
生活を大きく変える必要はない。

・変化の激しい社会に会社が対応できなくて



業績が揺らいでも個人の収入としては不安が少ない。

といったことが想像できます。

それに何より、
仕組みがあれば場所の制限がなく、
お金も時間も自由度が高まることは大きいです。

お気に入りのカフェや旅先など、
好きなところで仕事ができるのは勿論、
離れて暮らす両親に旅行をプレゼントといった
恩返しもできます。

今まではできなかった、
少し高いレストランで家族サービスをしたり、
残業地獄や付き合いの飲み会から開放されて
子供の成長を側で見守ることもできます。

僕はこういった未来をイメージしているからこそ、
仕組みづくりに集中できています。

日々学びの連続で、
仕組みづくり自体も楽しいですしね。

他にも
・文章書くなんて苦手
・PCはネットサーフィンしかしたこと無い
・Youtube撮るなんて難しそう
といった心配も不要です。

僕は理系出身で苦手科目は現代文。
模試で赤点間際を取ってしまうくらいでした。

文章を書くことは勿論、
読むことすら苦手だったんです。

でも練習したことで、
今はこうして文章を書けています。

さらに、
ツールの知識については今の時代、
ググれば何でも出てきます。

最初はわからなくても、
一つずつ学んでいけば
できるようになるんです。

だから自分でハードルを作るよりは、

「会社以外での収入源として、
　仕組みを取り入れていこう。」

という感じのスタンス
で気軽に取り組むことがおすすめです。

是非、
「今の会社のお給料にプラス5万円、
10万円あったら何ができるかな」
と考えてみてください。

PS.
昨日から、
仕組み作りの企画を案内しています。

会社員で、初心者の方でも学べる企画



会社員で、初心者の方でも学べる企画
となるように工夫しています。

案内を読むだけでも、
仕組みがどんなものか学べるようにしました。

興味が有る方は、
こちらからご登録をお願いします。
↓
https://my158p.com/p/r/sRIKCwVi
（登録後、すぐに案内が届きます。）

PPS.
今日も感想をお待ちしています。

仕組みについての疑問とか、
会社員の仕事がある中
どうやって時間を作ったのとか、
何でも構いません。

あなたの意気込みなども大歓迎です！

----------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/User/cancel/BMGoayDWiRym/



差出人: おっくん win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: ドリームキラーにご用心
日付: 2020年10月27日 20:00
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

今回は、
なにかに挑戦しようと思った時、
本当に信じるべき人
についてお話します。

さて、誰だと思いますか？
是非、考えながら読んでみてくださいね。

この話をしようと思ったのは、
身近な所に潜む
「ドリームキラー」
に注意してほしいと思っているからです。

ドリームキラーって、
聞いたことありますか？

簡単に言うと、
「あなたの夢や目標達成を
邪魔したり、阻害する人」
のことです。

なぜ気をつけてほしいかというと、
ドリームキラーは大抵、
自分が経験したことの無い事に対して
アドバイスと言う名の批判をしてくるからです。

少しわかりにくいと思うので、
例を挙げてみます。

僕がブログを始めたときのこと。
当時は、筋トレとかダイエットについての
ブログを書こうと思っていました。

始めた理由は、
会社員で働く以上に稼ぐことで、
独立して働けるようになりたい
という思いからでした。

WordPressの立ち上げを必死にやって、
20記事くらい書いて、
GoogleAdsenseという収益化用の自動広告表示ツール
の審査も通していざ、稼ぐぞ！

とコツコツ記事を書いていた頃。

実家に帰省したときのこと

家族として積もる話をした後、
僕が始めたブログについての話題に。

書いている内容とか色々話した後、
ぽろりと本音を口にしました。

「ブログで稼げるようになりたいんだよね。」

すると父親が、
「ブログで稼ぐなんて10年はかかるからな。」
とアドバイスをしてきたんです。

通常ステップ６通目



つまり、
そんなに稼げるものじゃないよ、と。

「え、なんで言い切れるの？」
と思いました。

ただ当時の心境としては正直なところ、
めげそうでもあったんです。

当時は40記事程度を書いていましたが、
実際に殆ど読まれていませんでしたし、
収益としてもゼロ状態。

稼ぐ自信なんてありませんでした。
でもそこをなんとか頑張ろうと思っていた矢先。

父親はアドバイスとして、
「ブログで稼ぐなんて、甘い世界じゃない」
という気持ちで言ったのかも知れませんが、
肝心の父親自身はブログを立ち上げたことすら無い。

ブログで稼ぐための理論とか、
どれくらい世の中の役に立っているか
ということは知る由もありません。

会社員という一つの職業しか経験のない、
父の価値観から出てきたアドバイスでした。

まあ結果として、
当時のやり方は稼ぐ方法としては正しくなかったので、
10年経っても稼げてなかったと思いますけど。

でもこんな風に何かを始めようとする時、
必ず誰かがアドバイスという名の批判
を浴びせてきます。

僕の場合はそれが父親でした。

念の為、父親には感謝していますし、
今後も恩返しをしていきたいと思っています。

ただ身近な家族や友人こそ、
ドリームキラーとなってしまう事例
として紹介しました。

みんな善意なんですよね。
「この人には失敗してほしくない」
という思いがあることは理解しています。

まあ中には、
「ここでこの人が成功したら、
　俺の人生何だったんだ」
という嫉妬心で言う人もいるかも知れないですけど。

でも忘れてはならないのが、
そのアドバイスをしてくれた人は
経験がないことが殆どということです。

経験があっても、
厳密には違うことの可能性も有りえます。

ネットビジネスへの批判も同じです。

普通に考えて、



「ネットビジネス」や「仕組み化」
という言葉自体怪しいし、
いろんな人が語っている実績だって、

月収20万円
月収100万円
月収200万円
などなど、会社員をやっている立場からしたら
信じられない金額で、響きとしても怪しすぎます。笑

「怪しいものに手を出してる」
「騙されてるんじゃないの？」
「今のうちに辞めておけ」

と言われるのが目に見えています。

でも中身を学んでみると、
怪しさなんて微塵も無いです。

むしろ、お客さんとの信頼構築をして、
本当に必要な人にだけ商品を買ってもらう
という、商売の基本を追求しています。

周囲の人はこう言った中身を知らずに、
簡単にアドバイスという名の批判をしてきます。

鵜呑みにする理由は全く無いです。

ここで１冊の本を紹介させていただきます。

『死ぬ瞬間の5つの後悔』
（ブロニー・ウェア著　仁木めぐみ訳　新潮社刊）
です。

この本の中では、人が死の間際にどんなことを思うのか、
介護職として患者と向き合った著者の実体験が書かれています。

その５つが、
「自分に正直な人生を生きればよかった」
「働きすぎなければよかった」
「思い切って自分の気持ちを伝えればよかった」
「友人と連絡を取り続ければよかった」
「幸せをあきらめなければよかった」
ということです。

僕は一言でまとめると、
「自分の心に蓋をして我慢し続けなければよかった」
と解釈しました。

あなたはどう思いますか？？

人は必ず最期のときを迎えます。

僕は、
自分が心に蓋をして我慢し続けたという後悔
だけはしたくないです。

だから、
「やりたかったけど、〇〇に言われたから諦めた」
という風に、
他の人にとやかく言われて
その道を諦めるなんて御免です。

自分がやると決めたことを頑張って、
自分の人生を切り開いていきたいです。



自分の人生を切り開いていきたいです。

ちなみに、
自分で限界を決めてしまうケースもあります。

「自分には才能がない」
「自分は頭が良くない」

などなど、
できない理由はたくさん出てきます。

でも、そういうことは関係ないと思います。

例えば、
自分のことを才能がないとか頭が良くない
と思う原因は、
学校で壁を感じたからかも知れません。

・勉強しても結果が出ない
・みんなと違って授業についていけない

など、色々有ると思います。

でももしかすると、
勉強の正しいやり方を知らなかったり、
絶対量が足りていなかっただけ
かも知れません。

それで、
できてる友人と比べて落ち込む

「やったのにできなかった」
というのは、
ただ単に誰かと比べて、
一方的に抱いていた劣等感の可能性
もあります。

僕も高校時代は、
「授業意味不明だ、
なのになんであの人は理解しているんだ？
自分には才能なんてないのかな…。」
と勝手に劣等感を抱いてました。

でも考えてみるとデキる人だって、
小学校、中学校からの長い積み上げがあり、
今に至っていることに気づきました。

中学生の時に
高校数学の教科書を読破している、とか。

もはや積み上げのレベルが違います。

それなら自分は今のレベルから努力するしか無い、
と開き直れたものです。

ここで。

今日の冒頭の質問は覚えていますか？
「なにかに挑戦しようと思った時、
本当に信じるべき人とは？」
という質問でした。

答えは
「自分自身」
だと僕は思います。



他の人に言われるのは仕方がないです。
相手の都合ですから。

だからせめて、
自分で自分の力だけは信じてあげましょう。

もし今あなたが時間やお金に不自由していて、
人生変えたい！
と思っているなら、
仕組み化はその解決策として絶大な可能性を持っています。

仕組み化には
センスや才能なんて関係ありません。

正しい知識を学んで、積み上げていくだけ。

僕のように、
バイトで電話に出させてもらえなかった
超凡人でもこうして仕組みを作れています。

「そんなのできっこない」
「今更始めても遅い」
「お前のために言っているんだ」

あなたは、
誰かからのこういう言葉を信じますか？

それとも
「自分ならできる！」
と思って突き進みますか？

人それぞれ価値観があると思います。
このまま歩み続けるのだって立派な選択です。

後悔しない選択をしていきましょう！

PS.
今案内中の仕組み化を学ぶ企画、
もう少ししたら締め切ります。
↓↓
https://my158p.com/p/r/sRIKCwVi

「人生変える選択がしたい。」
「もっとお金も時間も自由な人生にしたい」

と思うなら、
やるべきは仕組み化一択です。

読者さん限定の特典で、
僕からのサポートもついています。

それでは、今日も感想お待ちしています。

----------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/User/cancel/ow9uEv2VMvf1/



差出人: おっくん win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 【最終日】情報こそ未来を変える
日付: 2020年10月28日 20:00
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

企画のご案内は、
今日が最終日です。

企画URLはこちら。
↓↓
https://my158p.com/p/r/sRIKCwVi

再度のご案内は予定しておりませんので、
ご了承ください。

今回は
情報こそが未来を変える
というテーマでお話していきます。

僕は、
情報には無限の価値が有る
と考えています。

なぜなら、
情報を手に入れることで未来の選択肢を
増やしていけるからです。

こうしてあなたにメルマガを読んで頂いていることも、
情報によって選択肢が増えたことの一例です。

なぜなら、
あなたが仕組み化の世界を
知ることができているからです。

僕自身、
仕組み化について
もっともっと早く知りたかった
と本当に思います。

というのも僕は過去、
情報を取りに行かなかったせいで
間違った努力ばかりしてきたからです。

僕が入社した直後のこと。

当時は、
「資格があれば、
社内の評価も上がるだろうし、
収入も増えるだろうから勉強しよう」

通常ステップ７通目



収入も増えるだろうから勉強しよう」
と考えていました。

色んな資格に挑戦しました。
TOEICにドイツ語、
簿記に色彩検定、
会社推奨の技術系の資格
などなど。

資格は必ず参考書が売っていて、
試験日程も決まっています。

いつまでに何をどこまで勉強すれば良いか明確で
取り組みやすいんですよね。

だからモチベーションにもなりやすい。

毎朝出勤の1時間前に
会社近くのカフェに到着。

勉強してから出勤して残業に明け暮れる。

貴重な土日も毎回2～3時間は
勉強時間に使っていました。

周りでは同じ様にやっている人は
いなかったですし、
結構努力していた方だと思います。

今の僕なら、
「おいおい、
　稼ぎたいならそこじゃないだろう！」
と突っ込みますけどね。

なぜなら、
資格は収入を上げてくれるものではないからです。

これはビジネスを学んでも知りましたし、
実際に経験もしました。

僕は社内スキル向上のために
会社から推奨されている
資格リストからいくつか取得しました。

・インターネット系の資格
・工業系の資格
・語学系の資格

などなど。

でも、奨励金として
一瞬だけ収入が増えましたけど、
決して昇進とか昇給には
全く影響がありませんでした。



全く影響がありませんでした。

どの資格を取っても、です。

やっぱり
会社では実際に仕事で残した成果の方が
重要視されますし、基本的に年功序列。

20代の若者には何をどう頑張っても
チャンスのない世界でした。

このときの僕になかったのは、
情報です。

お金を稼ぐには会社だけじゃない。
世の中には色んな稼ぎ方が存在する。

という情報を知りませんでした。

正確には、

「会社員の自分には関係がない」

という意味不明な理由で
シャットダウンしていました。

学生から社会人になって、
日々初めての職場や人間関係を
構築している時期でもあり、
心に余裕がなかったのもあったとは思います。

でも本当に思います。

なんと勿体なかったことか！

実際、
ネットビジネスの世界には
僕が資格を勉強していた当時からはじめて、
今では年収3億円といった実績のある
起業家もいます。

努力量や質が違うので、
一概には言えないですが、
学ぶことが違えば、
その数年後の世界はまるで変わってきます。

かたや毎朝満員電車に押しつぶされて、
残業漬けで昇給がなく
時間もお金も不自由に感じている
サラリーマン。



かたや、ビジネスを学びまくって、
働く場所の制限がなく時間の自由度も獲得し、
一人では使い切れないくらい稼ぎ続ける起業家。

この違いは大きいです。

僕が仕組み化を知る前、
10個くらい上の会社の先輩が、

「会社の給料は増えないから、
　資格とって奨励金もらうしか給料を
　上げる方法がない。」

と、鞄の中に常に分厚くて重い参考書
を持ち歩いて頑張っていました。

「違うよ～、そこじゃないよ～。」
て本当に思います。

荷物を重くしてまで頑張っているのに、
結局は収入アップに殆ど関係ないことを
頑張っている。

その方がもし、
今の僕の話を聞いてくれるなら、
間違いなく仕組み化を提案します。

情報って本当に無限の価値があります。
描ける未来が変わりますからね。

情報で変わると言えば、
お金の稼ぎ方だって同じです。

世の中には会社員以外でも
色んな稼ぎ方が存在します。

・アルバイト
・ギグワーク
・株式投資
・不動産投資
・サイトアフィリエイト

などなど、
様々な情報が存在します。

ここではそれぞれを
詳しく説明しませんが、
どれもメリットとデメリットがあります。

この中のどれでもなく、
仕組み化を僕が提案しているのには
理由があります。



時間とお金の自由度を上げるには
間違いなく効率がいい手段だからです。

仕組みから生まれる収益の利益率が高い上に、
1度作った仕組みは永遠に働き続けてくれます。

それに、
仕組み化のスキルを身につければ、
安定して稼いでいくことができます。

人が物を買う心理は、
過去も未来も変わらないからです。

だから、
SNSの流行り廃りや、
プラットフォームの規定の更新などは
あまり関係がありません。

勿論、
仕組みを作るまでは
一定期間努力する必要があります。

会社員以上に稼ぐとなると
片手間レベルでは難しいかも知れません。

でも、
そこを頑張れば
一生使える知識が身につくんです。

ぜひ、
長期的に稼げるスキルを身につけて
未来を変えていきましょう。

PS.

企画のご案内は今日で最終日です。

今のところ再募集の予定はないので
興味がある人は登録しておいてください。
↓↓
https://my158p.com/p/r/sRIKCwVi

（登録後、すぐに案内が流れてきます。）

読むだけで仕組みについて
学べるように工夫しています。

今日も感想をお待ちしています。

情報はアウトプットしてこそ、
身について知識となります。



1行でも大歓迎なので、
ぜひ送ってくださいね。

---------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/User/cancel/qOoNu7IDgqQI/



差出人: おっくん＠新世界 win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 仕組み化を学ぶ企画へ興味を持っていただき、ありがとうございます！
日付: 2020年10月25日 20:03
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

仕組み化を学ぶ企画に興味を持っていただき、
ありがとうございます。

もし現在、
あなたが時間とお金に不自由を感じていて、
なんとか抜け出したいと考えているなら、
やるべきことは仕組み化です。

仕組みがあれば、
あなたが寝ていても、仕事していても、
旅行に行っていても
自動で収入を生み出してくれます。

自分で稼ぐ力が付けば
色んな選択肢を取れるようになります。

・値段を気にせず美味しいレストランで食事ができる
・休みに関係なく国内外へ旅行にいける
・面倒な通勤や職場の複雑な人間関係からおさらばできる

あなたはどんな未来を描きますか？

仕事していて忙しいからとかも
心配要りません。

一度作ってしまえば
インターネット上に残り続けてくれるからです。

仕組みづくりの中では、
YouTubeやSNS、ブログやメルマガなど
複数のメディアを活用して
商品が売れるシステムを構築していきます。

あなたが現在仕事をしていて、
まとまった時間を取ることが難しくても、
少しずつ積み上げて行くことで
仕組みが出来上がります。

なので、
忙しい中でも仕組みを作ることは可能です。

現に、僕も会社員をやりながら
仕組みを作れています。

僕は少し前まで稼ぐことを目的に
別のブログで発信をしていました。

企画案内１通目



でも
仕組みを知らないがために損をしてきました。

・一向に集まらない読者
・一向に増えない収益
・一向に終わらない作業

平日は仕事後に取り組んで
毎日寝るのが夜中の1時だったり、
土日祝日もフルに捧げて
ずっとブログを書くという労働
を繰り返していました。

でも一向に収益が増えず、
結果を出せなくて苦しかったです。

同じ時間を仕組みづくりに使っていたら、
ずっと楽だったのにな、
と心から思います。

仕組みは一度機能し始めれば、
自動的に収益を生み出してくれますから。

ビジネスは正しい知識を学んで、
一定期間努力する
というのが何より重要。

初心者だからとか、
頭の良さに自信がないとかも
関係ありません。

明日からのメールでは、
仕組みについてより深く解説していきます。

「成程。だから仕組みを学ぶのか！」
「そう考えれば、自分にもできるかも。」

と思っていただけると思います。

是非、
楽しみにしていてくださいね。

それではまたメールします。

---------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。



差出人: おっくん＠新世界 win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 時間とお金を作るビジネスの基本は仕組み化
日付: 2020年10月26日 20:30
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

今日は、
仕組み化がどういうものなのか
というイメージをお伝えします。

簡単に言うと、
仕組み化は身の回りにあるビジネスを
インターネット上に再現していく
というスタイルのお金の稼ぎ方です。

僕はこれを知ったおかげで、
「働かなければお金を稼げない」
という常識を１つ
書き換えることができました。

このまま定年の65歳まで
行かなくてよかった
と本当に思います。

例えば、
僕はネットビジネスを始めてから
よくカフェに行きますけど、

店の前に看板を置いたり、
ホームページでお客さんに
店が有ることを知っもらう
↓
お客さんが入店したら、
店員さんが挨拶や
サービスで接客する。
↓
コーヒーを買ってもらい、
座席やカフェという空間、
雰囲気を提供していく。

という流れですよね。

同じことを
インターネット上に再現するのが
仕組み化です。

仕組みは作るまでは大変ですけど、
作った後は中身の調整をしていくだけです。

例えば、
僕の知り合いの実業家でこんな方がいます。

その方は、
ストレッチ専門店のオーナーを
しています。

企画案内２通目



しています。

オーナーがやるべきことを考えた結果、
自分がいなくても事業が回る仕組み
を作ることに専念することにしました。

店舗の立ち上げまでは
採用とか立地の選定など、
色々担当されていたようです。

でも運営を行うに当たり
社長としての役割を考えたそうです。

そこで導き出したのが、

いかに
収益の拡大へ向けた施策を練る時間

を作るか

です。

そのためには、
店舗自体の運営に時間を
使っているわけには行きません。

考える時間がなくなってしまうからです。

こんな感じで、
信頼できる人に店舗を任せ、
自分は収益拡大への施策を練る
ということをしています。

その後は最低限、
数ヶ月に一度の店長会議などに出て
店舗状況や方向性の確認などを行うものの、
基本的に店舗運営は
従業員の方々におまかせしています。

さらにできた時間とお金で
ストレッチ店の売上の向上や店舗拡大を考えたり、
管理する店舗を回って様子を見に行ったりしています。

他にも
ビジネススクールや書籍の出版など、
いろんな事業を行っています。

こんな風に、
その方はまさに

「仕組みで稼ぐ」

を実践している方です。



ところで、
ネットビジネスの仕組み化で
実際どんなことをやっているかというと、

お客さんとの信頼構築
↓
商品の販売
↓
アフターフォロー

というように、
身近なビジネスと全く同じです。

例えばスポーツクラブでは、
下記のような流れで収益を生み出しています。

ビラやHPで近隣のお客さんに知ってもらい
店舗へ来店していただく。
↓
無料見学や体験をしていただき、
より深く店舗の雰囲気や中身を知ってもらう。
↓
お客さんに気に入っていただければ入会。
↓
店舗スタッフとの交流や
エクササイズを通して
継続していただく

少し想像していただきたいんですけど、
今列挙した内容って、
従業員の方々が全てやってくれています。

それで、
全国の店舗を管理するスポーツクラブの本社
は利益を出しているんです。

店舗内でのお客さんとのやり取りに関しては
何もしてないのにも関わらず、です。

あなたが仕組みを作る上でやることは、
店舗の従業員の方々にやっていただいている仕事を
インターネット上に再現すること。

そして、
仕組みを作った後は本社の役割を担うことです。

仕組みを作る中では、
Twitter、YouTube、メルマガやブログなど、
「従業員」となる仕組みを構成するメディアを
作っていきます。

仕組みを作った後には、



仕組みを作った後には、
あなた専用の従業員となる各メディアが
勝手にお客さんを集めて、
メルマガに誘導してくれます。

そして、
メルマガの中で商品の案内を行い、
自動で売上を挙げてくれます。

だから、
一度仕組みを作ると
お金も時間も自由度が増すんです。

一度作った後は、
どこが弱いのかを分析して、
仕組みを強化していきます。

少しは仕組みがどんなものか、
イメージが付いたでしょうか？

あなたの情報発信が、
お客さんに価値を生み出して
感謝してもらえるって、
すごいことです。

その手段として仕組みを作れば、
お金と時間の自由度が上がるなんて、
ワクワクしませんか？

もし初心者だから不安とか、
自分にはそんな価値はないとか
思っていても大丈夫です。

僕も最初は初心者でしたし、
自分が世の中に出来る価値提供なんて、
全くわかりませんでした。

でも今ではこうして情報発信を
できています。

大事なのは、
正しい情報を仕入れて学んでいき、
自分の知識とすること。

いよいよ明日、
企画の発表を行います。

ぜひ、
楽しみにしていてくださいね！

メルマガ読者さま限定で、



メルマガ読者さま限定で、
「これなら0→1を突破できる！」
と思っていただけるように
僕からの豪華特典もあります。

今日も是非、
感想を送ってください。

それでは！

---------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com

特電法に基づく表記
https://okkun0605.com/tokuden

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/User/cancel/KPsjxWdkkfcv/



差出人: おっくん＠新世界 win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 【解禁】仕組み作りを学べる『新世界アフィリエイト』の案内です。
日付: 2020年10月27日 20:30
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

いよいよ、
仕組み作りを学べる企画のご案内です。

今日から4日間限定で、
「新世界アフィリエイト」
をご案内します。

僕からのフォローアップ特典付きです。

この教材は、僕が実際に取り組んでみて、
「ビジネスやるなら絶対学んでおくべき教材だ」
と思いました。

なぜなら、
仕組みで稼いでいくために必要な考え方
が詰め込まれているからです。

実際、
「ネットビジネスのバイブル」
という声があるくらいの教材で、
一生使える知識や考え方を学ぶことができます。

この教材の製作者、
新田祐士さんは京都大学大学院を中退後、
会社を立ち上げて１年で２億円を稼ぎ、
現在でもご活躍されています。

レターに書いてあるのですが、
過去にはメール１通で1000万円
を稼いでしまう仕組みを構築しています。

現在の公式ブログでは
「メール１通で１億円」とあり、
更にレベルアップしていました。
恐るべし・・・。

またネットビジネスに限らず、
語学や古神道を学ぶ講座など、
活躍は多岐に渡っています。

この教材では
そんな起業家の頭脳を覗くことができます。

企画案内３通目



詳しいプロフィールは、
新田さんのブログをリンクしておきますね。

新田祐士さんブログ（プロフィール）
↓↓
https://mintia01.com/nittayujiprof

約１０年前から活躍されており、
実績があって知識も豊富なのに、
逆算すると僕と2歳程度しか違わないのには
衝撃を受けました。笑

ちなみにブログ内の別の記事では、
半沢直樹とか君の名は、鬼滅の刃など、
流行りのドラマや映画、漫画など、
色々考察されていて面白いものばかりです。

それでは、
「新世界アフィリエイト」
のレターを貼っておきます。
↓↓
https://my158p.com/l/u/1

このレターを読めば、
「新世界アフィリエイト」とはどういうものか？

どういう経緯でこの教材を
作ろうと思ったのか？

などを知ることができます。

レターを読むだけで勉強になります。
是非、じっくり読んでみてください。

メルマガ読者さま限定で、
僕からの豪華なフォローアップ特典もあります。

「0→1」を突破するため、
初心者でも安心して仕組みを作れることを
意識して考えました。

明日以降のメールで
ご案内させていただきます。

是非、レターを読んだ感想なども
お聞かせくださいね！

---------------------------------



差出人: おっくん＠新世界 win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 【購入特典のご案内】初心者でも仕組みを安心して作るために
日付: 2020年10月28日 20:30
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

昨日お送りした
「新世界アフィリエイト」の案内レターは
読んでいただけましたか？

昨日お知らせしたとおり、
僕のメルマガ読者さま限定の特典
をご案内します。

４つの特典がありますので、
お見逃しなく！
↓↓
https://my158p.com/l/u/3

ご覧になれましたか？

どれも、僕自信がネットビジネス初心者のときに
知りたかった内容です。

追加料金は一切なく、
「新世界アフィリエイト」
の購入分だけで参加できます。

「新世界アフィリエイト」の中では
ビジネスでとても重要な考えは学べるものの、
具体的な作業についてはあまり詳しく触れられていません。

そこを補いたいと思い、
今回のフォロー教材を考えました。

また、いくら自分のペースで出来るとは言え、
期限がなければどんどん後回しになってしまい、
「教材を買ったのに結局仕組みを作らずじまい。。。」
なんてことも有りえます。

なので、
遅くとも３ヶ月以内に一通り仕組みを作るスピード感
を持って取り組んでほしいと思い、
期間限定のフィードバック特典も用意しました。

初心者の方は特に、
フィードバックを受ける環境が
あるかないかで、滑り出しが大きく変わります。

特典付きのご案内は残り２日間です。
是非、この機会を見逃さないようにしてくださいね！

「新世界アフィリエイト」
のレターを貼っておきます。
↓↓
https://my158p.com/l/u/1

それでは！

※ご購入された方は、商品内PDFより会員サイトへ登録が完了しましたら、
注文IDをお知らせください。
僕からの特典メルマガ登録用URLをお知らせいたします。

---------------------------------
運営者ブログ

企画案内４通目



差出人: おっくん＠新世界 win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: ビジネスでは戦略という設計図が無いと消耗する
日付: 2020年10月29日 20:30
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

「新世界アフィリエイト」の、
僕の読者さま限定の
フォローアップ特典付きの案内は明日までです。

ぜひ、
ご登録忘れの無いようにしてくださいね！

今日は、
企画に参加するか迷っている方にも、
既に参加して頂いている方にも
是非知っておいていただきたいことを
お話します。

ビジネスをやるなら、
戦略がめちゃめちゃ大事だと云うことです。

逆にこれがないと
安定したビジネスの基盤を築くことはできません。

精神的にも体力的にもめちゃめちゃ消耗します。

戦略とは設計図のことです。

僕は会社員として建設業界に身を置いてますが、
どうやって家を建てて行くのか、
設計図なしに工事を始める人はいません。

設計図がなければ、
どれくらいの土地の広さが用意されていて、
どんなイメージの建物を作る予定で、
どんな材料が必要で、
どうやって組み立てればいいか
など、わからないことだらけだからです。

さらに、
設計図がある状態で、
どういった手順で組み立てていくかを
考えるのは戦術にあたります。

普通のビジネスで考えたら、
とても大切なことです。

でも、なぜかインターネットビジネスの世界だと
設計図なしに始めてしまう人は多いです。

いきなり戦術から始めてしまう。

僕はTwitterで
「フォロワー〇〇人達成！」
とか、
「目標フォロワー〇〇人」
というのを頻繁に目にします。

でもその方々のプロフィールを覗いても、
集めたフォロワーさんに
深く価値提供していくための
準備が整っていないことが殆どです。

企画案内５通目



フォロワーさんを集めることは、
仕組みで云うと戦術の１つに過ぎません。

大事なのは、
お客さんを集めた後、
更に深く価値提供をしていくこと。

フォロワーさんを単に集めただけでは
本当の意味で稼げるようにはならないんです。

僕自身、
ブログを書いて稼ごうと思っていた時代
が有るんですけど、
戦略というのが全く有りませんでした。

強いて言うなら、記事の大量生産です。笑

おかげで、
フルタイム＋残業で仕事をして、
その後頑張ってブログを書く。

寝るのが深夜1時とか、
２時の時もありました。

それでまた朝から通勤の毎日。
体力も精神も追い込んでいました。

結果、
2年という歳月をかけて180記事を作り、
稼げた金額は１万円でした。

でも今は
ビジネスの全体像がわかっているし、
今後どうしていけば良いかもイメージできています。

実際に知識だけで１ヶ月で3万円を
収益化しました。

２年かかっても１万円だったのに、
１ヶ月で３万円です。

戦略を持つことの大切さを、
身を以て体験しました。

だからこそ、
僕の読者さまには絶対に同じ苦労を
してほしくないんです。

逆に、
「仕組み化」という戦略さえわかっていれば、
収益も5万円、10万円、20万円・・・。
と増やしていくことができます。

仕組み化を学ぶことで、
世の中のビジネスをみる視点も変わってきます。

良いか悪いかは別として、
コンビニの店長と本社の関係なんて
えげつないです。

知り合いで元コンビニ店長の方が
居るんですけど、
残業は月200時間なんて普通だし、
アルバイトが休むなら
店長が肩代わりして働いていたそうです。



店長が肩代わりして働いていたそうです。

それでいて、
利益は本社が半分以上も
持っていくという。

さすがに衝撃的すぎて、
言葉も出ませんでした。

この場合、
仕組みは本社が作った側で、
店長が仕組みの中で働く人です。

それでいて、
本社側のほうが平均年収は高い。

良いか悪いかは別として、
仕組みの力は恐ろしいです。

だからこそ、
ビジネスをするなら必須の知識だし、
逆に知らないでビジネスをするのは
危険だな、と思います。

インターネット上の仕組みは、
一度作れば24時間いつでも働いてくれるので、
人道的な問題も無いです。

あなたが情報発信をすることで、
あなたへの信用が増えますし、
感謝もされます。

そして、利益がでます。

良いことばかりです。

ぜひ、今回の企画を通して、
仕組みの世界を是非学んでいただきたい
と思います。

僕のフォローアップも有るので、
疑問とか不安があれば、
いつでも連絡してくださいね。

申し込む前の不安や心配ごと、
わからないことがあれば、
このメールに返信いただくのも
大歓迎です。

「新世界アフィリエイト」
のレターです。
↓↓
https://my158p.com/l/u/1

僕のフォローアップ特典はこちらです。
↓↓
https://my158p.com/l/u/3

※ご購入された方は、商品内PDFより会員サイトへ
登録が完了しましたら、 注文 ID をお知らせください。
僕からの特典メルマガ登録用 URL をお知らせいたします。

---------------------------------
運営者ブログ
https://okkun0605.com



差出人: おっくん＠新世界 win.z-h.y_x17z0a.ser.1102@yuki-0605.com
件名: 【ラスト】人生を変えるチャンスは一期一会
日付: 2020年10月30日 20:30
宛先: blxszalin@yahoo.co.jp

こんにちは、おっくんです。

豪華フォローアップ特典付き、
「新世界アフィリエイト」のご案内は
今日で最後です。

これ以降はリンクを開くことができなくなります。

後で良いやと思っていると、
決済リンクが消滅するので
注意してくださいね。

↓↓
https://my158p.com/l/m/oP5BHNu5bE7jyu

今日は、
僕自身がネットビジネスを学び始めるときに
教材を買うか悩み、
決断した理由をお話します。

ネットビジネスの教材って、
形はないですよね。
しかも値段もそこそこします。

だからこそ、
決断が難しい。

ここについては僕の中ではもう、
覚悟だと思っています。

正直、僕も迷いました。
値段も気になりましたし。

でも、
買ってよかったと本当に思います。

なぜなら、
知識は一度身につけると、
一生自分を支える力となってくれるからです。

教材がないと、
「インターネットを使って稼ぐ方法」
を学ぶことすらできませんでした。

でも決心したおかげで、
会社以外で稼ぐという方法を
実践することができています。

あの時決断して
本当に良かったと思います。

先日、
どの知識を学ぶかはすごく大事だな、
と衝撃を受けたことも有りました。

あるTwitterにいるインフルエンサーの方の
メルマガに書いてあることが
「ビジネス」とはかけ離れていたからです。

素直に、
「え、この考えが広まったら何人もの人が

企画案内６通目



「え、この考えが広まったら何人もの人が
路頭に迷うことになる。やばい・・・！」
と焦りを覚えました。

その方はブロガーでありYoutuberでもあり、
年商数億円を稼いでいます。

実績はすごいですが、
その主張には驚かされるばかりで。

「稼ぐと言う意味で圧倒的な成果を出している人でも、
平均的に２～３年の停滞期間がある。
だからいま成果が出てなくても安心していい。
みんなが通る道だから。」

という具合でした。

これを一言でまとめると、

「稼ぐには、
稼げなくても試行錯誤を続けていく
忍耐強さが大切だ。」

ということです。

つまり、根性論。

この主張が通るなら、
例えば車で東京都から宮城県に
移動したい人がいるとして。

地図なしに運転を始めたが故に
静岡県方向に進み始めているのを見て、

「このまま試行錯誤して道を探していけば、
　いずれ宮城県につく。
長いスパンで頑張ってみよう。」

といっているようなものです。
何の解決策にもなっていません。

この人に必要なのは、
地図を渡して道筋を示してあげることです。

さらに、
稼ぐにはブログの閲覧数が大事と言う主張も。

メルマガの中で、
月に28,000回の閲覧数では
生計が立たないと言っていました。

月間28,000回の閲覧数って、
普通に異次元レベルです。

僕も過去２年間別のブログを書いていて、
閲覧数を伸ばそうとしましたけど、
せいぜい月3,000回でした。

そもそも、
稼ぐにはブログの閲覧数が
本当に大事なのでしょうか？

例えば、
検索上位に表示された記事があったとして、
たまたま見かけた人が記事を開いて、
あまり価値を感じないでページを



あまり価値を感じないでページを
閉じたって、閲覧数１カウントです。

ビジネスで大事なのは、
お客さんへの価値提供。

今の例だと、
お客さんに全く価値提供を
していないですよね。

一方で、
ネットビジネスの仕組み化をやっている人は
１日300回の閲覧数、月でいうと9000回程度で
月収が100万円単位の人だって普通にいます。

１記事１記事でお客さんへの
濃い価値提供ができているからです。

こういった具合に、
インフルエンサーの方は
本当に大事とは言えない内容
に重きをおいているようでした。

考え方が「ビジネス」とは根本的に違っています。
ビジネスは理論だからです。

現に、
僕のビジネスの師匠は知識を学び
10ヶ月で月収100万円を稼いでいます。

２～３年は稼げなくてOK
というアドバイスは、
明らかに遠回りです。

それに身の回りのビジネスで、
「２～３年稼ぎゼロでOK」
なんて有り得ないと思います。

例えば飲食店なら、
自己資金500万～1,000万円くらいかけて
店舗を構えることができます。

さらに家賃とか人件費などの必要経費
で毎月数十万円は掛かります。

2～3年も稼ぎゼロで大丈夫なお店なんて、
無いはずです。

でも、インターネットの世界だと、
固定費が低すぎるが故に気づいていない人が
多いです。

僕はこの仕組み化の知識に出会えて
本当に良かったと思います。

稼ぎたいなら、
ビジネスを理論として捉えて、
知識を学ぶことが
一番効率がいいからです。

さらに、
稼いだお金をまた自己投資に充てることで、
もっと稼いで行くことができます。

知識を学ぶ→稼ぐ→



そのお金でさらに知識を学ぶ→
稼ぐ・・・
という無限ループ状態に入れます。

億を稼いでいる、
僕の知り合いの経営者も
これを徹底していました。

インターネットビジネスも、
最初は月5万円の仕組みだったとしても、
学んだ知識を実践していくことで
月10万→50万→100万円…
と強化していくことが出来ます。

最初にお金をかけて知識を学ぶことで、
かけた値段の何倍も稼いでいけるように
なるなんてコスパ良すぎです。

しかも効果は一生涯。

２～３年くらい稼げなくてOKという
根性論ではたどり着けない領域です。

知識を学び続ける人は、
その２～３年でどんどん学んで、
どんどん稼いでいます。

ここまで色々語ってきましたけど、
知識で稼げるといっても、
あなた自身の努力は必要条件です。

なので、
「これを買えば誰でも稼げます！」
というつもりはありません。

だからこそ、
「この教材を使い倒してやるぞ！」
というあなた自身の覚悟が
一番大切だと思っています。

僕は会社員として７年目を過ごしていますけど、
労働で稼ぐことしか知らないまま、
定年まで過ごしていたらと思うと、
ゾッとします。

僕は会社の仕事が終わらず、
毎日９時から23時まで働き詰めで
全く余裕がない生活をしていました。

睡眠時間を十分に取れなければ、
仕事以外でやりたいことをする余裕も
殆どありません。

「あれ、この会社で仕事するために
生まれてきたんだっけ？」
という感じで、
とてつもない恐怖を覚えました。

だからこそ仕組みを学ぶことを
決断していなければ、
定年を迎えた後に

「あの時学んでいれば、
　こんな働き詰めじゃなくて良かったかも。」



と後悔したと思います。

僕はいつも、
人生を変えるチャンスは
目の前に降りてきた瞬間が
ベストなタイミングだと思います。

僕自身も苦い経験があります。

ある知り合いの実業家の計らいで、
金融街をディープに学べる
毎年開催の海外ツアーがありました。

金融に関連したビジネスをしている方々が
最先端の知識を提供してくれたり、
実際に交流出来るチャンスもありました。

海外という非日常を経験しながら、
自分の経験を増やし、
思考の幅を大きく変えるチャンス
だったんです。

でも参加費が少々高かったので、

「今はお金が無いから、
来年にしよう。」

と先延ばしにしていたところ、
突然中止になってしまいました。

「いつか行ける」
と思っていたのに、
二度といけなくなったんです。

本当に後悔しました。

この経験から、
チャンスは一期一会だと学びました。

今回の「新世界アフィリエイト」については、
決済は一括のみですが、19,800円です。

例として、１年で考えれば
１日あたり54円で学ぶことができます。

缶コーヒーにも満たない値段です。

この値段で
人生を変えるきっかけが得られるのは
またとないチャンスだと思います。

毎日缶コーヒーを飲んでも、
人生は根本的に変わるわけではないですよね。

でも今回の企画で学べるのは
人生を変えるかも知れない、
一生使える知識です。

それくらい、
教材内容とフォローアップには
自信があるので、ここまで語れています。

・働き詰めの毎日に疑問
・職場の嫌な人間関係から離れたい
・収入をもっと増やしてやりたいことをやりたい



・収入をもっと増やしてやりたいことをやりたい

会社や組織に依存せず、
自分で稼ぐスキルを身につければ、
こういった悩みからは解放されます。

あなたが人生を変えたいと思っているなら、
是非最初の一歩を踏み出してほしいです。

初心者だからとか関係ありません。

ビジネスの知識を学べば、
稼ぐことを理論として捉えられるようになります。

理論があるということは、
うまくいくときもうまく行かない時も
必ず理由があります。

例えうまくいっていなくても、
原因がわかるので、
それを改善することで
どんどん結果に結びつく努力を積み重ねられます。

一番効率が良い投資先は、
自分の頭脳です。

熱く語ってしまいましたが、
疑問や不安などがあれば
遠慮なく聞いてくださいね。

「新世界アフィリエイト」
のレターです。
↓↓ 
https://my158p.com/l/m/oP5BHNu5bE7jyu

僕のフォローアップ特典はこちらです。
↓↓
https://my158p.com/l/m/3Eb5vCFNFUsWwS

※ご購入された方は、
商品内 PDF より会員サイトへ 登録が完了しましたら、 
注文 ID をお知らせください。 
僕からの特典メルマガ登録用 URL をお知らせいたします。

---------------------------------
運営者ブログ
https://my158p.com/l/m/wzGo4nHZrKNmjC

特電法に基づく表記
https://my158p.com/l/m/iHtd6S5YDH7l8l

今後の配信が不要な方はこちらから解除できます。
↓↓
https://my158p.com/l/m/URusCGTYg5BVZx




