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0 章：プロローグ 

 

「さっさと出てけ。給料泥棒」 

 

僕がバイトを辞めた日に、店長に言われたセリフでした。 

怒声罵声の飛び交う職場を奔走するシュークリーム屋が僕の人生初のバイト先でした。 

 

 

「お金を稼ぐことは簡単じゃない。死ぬ気で頑張って稼ぐものなんだ。」 

 

そんな信条を掲げて懸命に働いていた僕も、日課のように罵詈雑言の嵐を浴びされて、昼

休憩中にバックヤードで開かれる「無能なバイトランキング」みたいな話題の種にされて

陰で笑われ続けて、日毎秒毎に精神が痩せ細りました。 

 

バイトから家に帰った日は、毎日ベッドにくるまって「殺してください・・・」なんて祈

っている生活は本当に辛いものでした。 

 

 

「邪魔だてめえ」 

「遅えな、糞が。死〇」 

 

 

そんな言葉を耳にすることが当たり前だったので、当時は（今でも若干）、「組織で働くっ

てこういうことなのかな。」と考えていました。 

それでも僕はお金のためにバイトは続けていました。 

 

 

僕の家も決して裕福というわけではなく、むしろ兄姉が大学や専門学校へ進んだことで、

当時はかなり厳しい経済状況だったはずです。 

父は毎日残業し続けて、日付が変わる時間帯まで帰ってこないことも少なくありませんで

した。 



母も、姉が東京藝大を目指すと宣言したときから、予備校へ通う費用を捻出するために、

朝４時に起きて家族全員の朝食を用意し、午前中は家事をして、午後からパートで６，７

時間働くような生活をしていました。 

 

両親の体力的、精神的な負担はかなり大きかったと思います。 

そのせいか、母はよく体調を崩していたし、体調が悪いと分かっていても働きに行く日々

も繰り返していました。 

 

 

だからこそ、もっと家にお金があったら父も母も無理をする必要もなかったのではない

か。と、今でも考えるときがあります。 

 

 

当時は精神的に辛くても、お金のために懸命に働いていました。 

それでも給料は最低賃金なので、月４，５万円稼ぐのが精一杯でした。 

 

しかも、月給から定期券代を引くと、手元に残るのは１万と数千円。 

定期代だけじゃなく、自分の将来の生活のためのお金も貯めておきたかったのですが、こ

の程度では月５０００円も貯金できませんでした。 

 

なので、一時期は狂ったようにバイトを入れていました。 

シュークリーム屋のバイトと並行して、日雇いの冷凍倉庫のバイトも掛け持ちして１円で

も多く稼ごうと必死に働いていました。 

 

 

友達も、趣味も、恋愛も、すべてかなぐり捨てて、お金を稼ぐことだけにフォーカスして

いたので、少なくとも３ヶ月はまともに友達と会話していなかったと思います。 

 

友達がマックでご飯を食べている時、ユニバへ旅行へ行っている時、僕はずっと働いてい

ました。 

極寒の巨大倉庫へ運ばれてくる、大量に肉の入ったカゴをひたすら積み上げていく肉体労

働を、手の感覚が消えて無くなるまで何時間も繰り返していました。 

 

 

なんで自分だけ他の友達と違って、こんなに働かないといけないんだろう。 

 



本当はもっと遊びたい。恋愛もしたい。旅行にも行きたい。 

 

思い返せば、小学校の頃から裕福な暮らしに強く憧れていました。 

隣町の高級住宅地に並ぶ大きな煙突のついた家や、広い庭のある家を眺めては「自分も将

来はこんな家に住むんだ！」なんて考えていました。 

 

しかし、そんな願いも【お金がないから】という理由で全部諦めないといけませんでし

た。 

 

 

 

お金のために数ヶ月生活し続けたある日。 

「休んでください。」と、医師から指摘されました。 

バイトの掛け持ちの体力的、精神的な消耗で気づかないうちに自分の身体は限界を迎えて

いました。 

 

 

睡眠時間が４時間だったり、胃が食べ物を受け付けなかったり、身体は何かしらのサイン

を出していましたが、僕自身は「いや、まだいける。」と、静止を無視してやむを得ずバ

イトを辞めて、回復に専念しました。 

 

 

店長にぶっ飛ばされた後、にバイトを辞めてからもお金の問題にずっと悩んでいました。 

むしろ、居心地が悪くても、与えられた作業さえこなしていればお金の貰えた環境がなく

なったので、バイトを辞めた後の僕の精神は、辞める前とは違う理由で落ち着かなかった

です。 

 

 

「このままだとお金が無くなる・・・どうしよう・・・」 

 

 

 

せっかく貯まってきたお金も、このまま何もせず過ごせば完全に底をつくような状態でし

た。 

 



そんなことを考え続けながら生活していたあるとき、ベッドでだらだらと惰性でスマホを

触っていると、インターネットを上手く使えば、副業でビジネスを始めることができて、

お金も時間も手に入って自由な生活が送れるようになる。ということを知りました。 

 

 

調べると、２０代前半の元工場作業員の経営者が、１日１時間にも満たない労働時間で月

１００万円を稼いでいたのです。 

どこにも属さず、組織ではなく個人で生活し、好きな時に旅行に行き、高級ホテルに連泊

して、冬はスノーボードで好きなだけ遊ぶ。 

 

寝たい時に好きなだけ寝て、起きる時間は自由。さらに、付き合う人間も自由に選択でき

て、住む家も高級なタワーマンションから自然豊かな山荘まで自由自在。 

 

 

当時の僕が夢見た生活を完璧に体現していた彼の生活は、あまりに魅力的でした。 

 

しかし同時に、胡散臭いとも思いました。 

どうせ嘘だろう。たとえ本当だとしても、汚いことをして稼いでいるのだろう。 

そう思ってやろうと心に決めていましたが、 

 

「もし本当だったら・・・」 

 

 

という期待もありました。 

 

 

それと、彼の生活の “秘密 ”を知らないまま、いつも通りの退屈な日常に戻るのも、何か

損をしたような気がして抵抗感がありました。 

 

僕だって彼のように高級ホテルに連泊してみたい。好きなだけ遊びたいし、好きなだけ寝

たい。 

幼い頃に夢見た煙突のある大きな家に住んでみたい。もっともっとお金を稼いで豊かな人

生のステージに立ちたい。 

 

 

もし、そんな人生が自分でも手に入るなら・・・ 



そう思ってビジネスに挑戦することを決意しました。 

 

 

当時は本当の本当の本当に苦戦しました。 

インターネットで買い物をしたことが無ければ、パソコン自体持ったことがありません。 

そもそも家にパソコンが置いてなかったのです。 

 

なので当時は、未成年はパソコンを持ったらいけない。なんて訳の分からないことを考え

ていました。 

加えて、人脈もお金も、知識もゼロからのスタートでした。 

 

 

とりあえず、その経営者の彼が実践していたことを片っ端から後追いして実践をしていき

ました。 

その結果、開始初月に４９００円程度、２ヶ月目は１万円ほど稼げました。 

その流れは徐々に大きくなっていって、４ヶ月が経つ頃には３０万円を稼げるようになっ

ていました。 

 

 

正直、驚きました。 

バイトをしていた頃なら、３０万円を稼ぐために一体何年働けばいいことか・・・ 

それをたった４ヶ月で達成してしまったのです。 

 

 

しかも、この時の僕の実働時間は月１０時間程度でした。 

時給換算で３万円。異常でした。 

 

こんなにアッサリ稼げちゃっていいの・・・？ 

一時は目を疑いましたが、ちゃんと登録した銀行口座にお金は振り込まれていて、数字は

月を追うごとに増えています。 

 

「インターネットで稼ぐことは、思った以上に難しいことではないのかもしれな

い・・・」 

 

そんな風に考えていたことを今でも覚えています。 

 



インターネットで稼げるかもしれない。 

という可能性が確信に変わった瞬間から、もっともっと大きな金額を稼ぐためにセミナー

や勉強代、自分より稼いでいる起業家や経営者から話を聞くためにとにかくお金を大量に

次ぎ込みました。 

 

 

それから、数えて半年が経つ頃には月に１００万円もの金額を稼げるようになっていまし

た。 

 

心身がぶっ壊れるレベルまで働いて数万円稼いではしゃいでいた当時の自分には、使って

も使っても使いきれない額です。 

 

 

朝起きると、数万円～数十万円の利益が発生していて、その他自分の気づかない所で入金

通知がなり続ける生活が当たり前になりました。 

僕の銀行口座には、それまで一度も見たことが無い金額が振り込まれるようになっていき

ました。 

 

 

インターネットを使って起業して、実働時間が月１時間以下になって僕の生活も変化しま

した。 

 

とりあえず時間のあるときは好きなだけ旅行へ行けるようになりました。 

 

バイト時代は働き詰めでロクに遊べなかった友達ともたくさん遊べるようになりました

し、読みたかった漫画、観たかった映画、気になっていたゲームを気が済むまで遊び尽く

しました。 

 

店長、先輩、といった「上司」という存在は無くなり、精神的に苦痛を感じることや理不

尽や陰口を言われることもなくなりました。 

好きな人とだけ付き合えるようになり、おかげさまで人間関係のストレス全くと言ってい

いほどなくなりました。 

 

 

そんな生活をしていても、僕の収入は安定していました。 



これまで生み出してきた利益は３０００万円近くに迫り、しかもそのほとんどは僕が働か

ずとも生み出されてきた利益です。 

 

 

そして人間関係も大きく変化しました。 

業種業態を問わず、多くの経営者と繋がり、皆、年収は数千万～数億円が当たり前です。 

 

５年間自動で年収１０００万円を稼ぎ続ける人や、数億円の資産を持っている人と出会う

機会も増えました。 

 

ここまで数字がインフレーションを起こしてくると金銭感覚もおかしくなっていきます。 

 

 

 

つい１，２年前まで月収４～８万円を魂を削る思いで稼いでいた男が、たった１，２年で

一気に豹変しました。 

 

また、これだけは絶対に断言しておきますが、 

僕には商才や、特別なスキル・能力は全くありませんでした。 

 

人脈や資金はもとより、知識面においても当時の最終学歴は中卒ですし、高校を卒業した

今でさえお世辞にも頭がいいとは言えません。 

 

そもそも起業する直前までパソコンすら持っていない（所持できると思っていなかった）

わけですから、インターネットに関する理解も壊滅的に低かったです。 

 

そんな何もない状態から始めても、本気で現状を克服したい。人生を良くしたい。と思っ

て頑張れば、たった数年の努力で手に入れることができました。 

 

 

僕がこの書籍を通じてあなたに伝えたいことは、 

 

「天才や、最初から恵まれた環境で育った人間じゃなくても、 

正しい知識を積んで、正しい行動を起こす努力を続ければ、 

誰でも生き方を選べる【暇で自由で賢いお金持ち】になれる。」 

 



ということです。 

 

 

それも、何十年という長い時間はかけません。 

数ヶ月、長くて数年です。 

 

今の時代は、本当にオンラインビジネスが発展しているおかげで、小学生だろうと高齢の

方であろうと関係なく平等に稼ぐチャンスが与えられています。 

現に、数億円を稼ぐ小学生や、月収１０００万円超えの中学生も登場しています。 

シニア層でも同様に、月収数百万円～数千万円を稼ぐ起業家がいたる所で出現していま

す。 

 

 

僕が微笑ましくも「大きな家に住むんだ！」と、夢を見ていた１０年前と比べたら起業の

ハードルはグッと下がりました。 

パソコン１台、さらに初期費用を抑えるならスマホ１台あればオンライン上で起業できる

時代です。 

 

 

過去数十年に渡って良しとされてきた 

「大学を卒業して、大企業に入ることが最高の人生」という価値観が、 

 

これからの世界では 

「組織に属さず、個人の力で稼いで生きる」という価値観に変化していくことになるでし

ょう。 

 

 

 

 

一人で稼げる人間か、それ以外か。 

 

 

 

良くも悪くも実力主義の側面が強くなるこれからの時代は、自分の力で自分の理想を実現

させたいと思う〈自分勝手力〉をもつ人が台頭に立つと思います。 



この本を書こうと思ったきっかけは、今の生活や仕事の在り方、これからの将来に不安を

抱えている人や、もっと豊かに暮らしたい。と考えている人からの相談をここ最近、非常

に多くいただいていたからです。 

 

だからこそ、知識ゼロだった当時の僕が読んでも、具体的にビジネスでお金を稼ぐにはど

うしたらいいのか分かるように細かく、丁寧に書き上げました。 

 

本書は、【暇で自由で賢いお金持ち】を最短で実現するための教科書です。 

 

 

 

自動でお金を稼いだり、平日休日関係なく旅行に行ったり、朝昼晩好きな時間にぐっすり

寝たりできるような生活を手に入れたい。 

 

そんな気持ちでバイトしていた頃の自分が、この本を読んで今すぐにでも行動したい、起

業したいと思えるように、夢と、その夢を叶える手段を詰め込みました。 

 

 

 

見方によっては僕個人の自慢話のように見えてしまうかもしれません。 

 

ですが、決して自慢がしたいわけではなく、起業に成功して手に入る未来の生活を、あな

たの行動のモチベーションとして欲しいと思って書いているつもりです。 

 

 

 

貴重な時間を使ってこの本をお読みいただきありがとうございます。 

この本を開いてくれたあなたに少しでも有益な話ができるように丁寧に書きました。 

 

自由に生活したい、脱サラしたい、好きなときに旅行へいけるようになりたい。 

趣味に没頭したい、お金の不安から解放されたい、働き続ける生活から抜け出したい。 

 

そんなことを一度でも考えたことがあれば、本書は確実に役に立ちます。ぜひ、何度も読

み返してみてください。 

 

この本で得た学びが、少しでもあなたの人生にプラスになればとても嬉しく思います。 



暇で自由で賢いお金持ちの特徴 

 

 

ここまでの解説で既に何度か登場してきた【暇で自由で賢いお金持ち】とは、具体的にど

んな人たちなのでしょうか？ 

 

 

【暇で自由で賢いお金持ち】とは、お金があるし時間もあり余っているだけではなく、そ

の気になれば必要なお金をいつでも生み出すことができるので、自分の好きなこと・叶え

たいことを人間関係やお金のストレスなく好きなだけ没頭できる生活を送れている人のこ

とを指します。 

 

平たく言えば、「ストレスフリーで、好きなことを好きなだけ楽しんでいる人たち」で

す。 

 

 

箇条書きにして分かりやすくまとめてみましょう。 

 

・労働しなくてもお金が手に入る収入の柱を持っている 

・基本的に時間があり余っている 

・自分の好きな人、価値観の合う人だけと一緒にいる 

・必要な金額を好きな時に生み出せる思考を持っている 

・やりたいことを自由に選べる 

 

 

このようにしてみると【暇で自由で賢いお金持ち】は、一般的なライフスタイルから逸脱

していて、とても羨ましい生活をしていることがわかります。 

 

 

世の中には、お金はたくさん稼いでいるけどお金を使う時間がないお金持ちや、 

時間はたくさんあるけど自由に使えるお金がない時間持ちがたくさんいます。 

 

お金も時間も、両方を自分の好きなように使うことができなければ自由ではありません。 

お金はあるけど暇ではない。時間はあるけどお金はない。状態は自由ではないのです。 



例えば僕の友人は、父親が精神科医で、年収は 1600 万円ほどあるらしいです。 

 

しかし、仕事は相当な激務らしく、時間外勤務や緊急の呼び出しは日常茶飯事で常にそれ

らに対応しないといけないので、職場に泊まったり、早朝から家を出ていくことが当たり

前のような生活だったそうです。 

 

 

外資系コンサルタントや、医者、弁護士、パイロットのような年収が多く、お金持ちと言

われる職種に就いている人たちは、お金があっても実際は忙しく、自由に使える時間がな

い人だったりします。 

 

 

 

つまり、自由なお金持ちになるためには、お金も時間も両方とも自由でなければいけない

ということです。 

 

 

 

 

 

1 章 

暇で自由で賢いお金持ちなるための３つの条件 
 

 

では、いよいよこの章から【暇で自由で賢いお金持ち】になる方法を具体的に解説してい

きます。 

 

その前に、一つだけハッキリしている事実をお伝えしようと思います。 

近年、起業を経て【暇で自由で賢いお金持ち】になる人が急増している傾向が強まってき

ています。 

 

その中には、月収 300 万円を自動で稼ぐ起業家や、20 代で 3 億円を一人で稼いでセミリ

タイアした人もいます。 



彼らは 20 代、30代という若さで年収数千万円を稼ぎながら、そのお金を有意義に使える

時間もあり余っている【暇で自由で賢いお金持ち】です。 

 

 

僕も 17歳でビジネスをスタートしました。 

現在は事業も軌道に乗り、収入は 300 万円ほどを安定して稼げるようになって、僕の月の

労働時間は 1日 1 時間以下で済んでいます。 

 

お金持ち。と胡坐をかいて自慢できるほど稼いではいませんが、それでも収入の大半は自

動化できているおかげで、独立しても不自由なく生活できています。 

 

 

 

こんな世間一般の常識から逸脱した稼ぎ方をする人と、そうでない人の違いは「思考」に

大きく現れます。 

 

 

 

1－1 お金持ちに対する間違った常識を変える 

〈お金持ちほど働いているという間違い〉 

 

 

お金持ちはどうやったらお金持ちになるんでしょうか？ 

 

あなたが想像するお金持ちは、終電まで休みなく働いて、毎日大量の仕事に追われて、頭

の中は 24 時間、365 日仕事のことでいっぱい。病気になろうが怪我をしようが関係なく仕

事をしなければいけない。 

 

こんなイメージを持っているんではないでしょうか？ 

 

 

確かに、お金を持っている人のなかには忙しなく働いている人がいることも事実ですが、

実際は大半のお金持ちは暇を持て余しているのです。 

 



僕も、僕の周りの人も、月 1～3時間の労働で数百万円～数千万円を稼ぐ人ばかりです

が、彼らも口癖のように「やることが無さ過ぎて退屈だ」と言っていました。 

 

ちなみに何もしなくてもお金は増え続けますが、何もしないでいると刺激が無くなって廃

人になってしまいそうなほど退屈なので、趣味で仕事を続ける人が多くいます。 

 

 

 

お金は、世の中に価値を提供したときの対価として生まれるので【暇で自由で賢いお金持

ち】は自動で世の中に価値提供できる仕組みを持っています。 

 

 

なぜ自動化させているのかというと、自分一人だけのエネルギーには限界があるからで

す。 

お金持ちになるためにはその分、多くの価値を提供しなければいけませんから、必要なエ

ネルギーが比例して増えていきます。 

 

それでも自分の身体は１つなので、身一つでそれら全てをこなそうと思うと、どう頑張っ

てもエネルギー（生産力）が足りなくなってきます。 

 

だからこそ、自分が働かなくても自動で価値を提供してくれる仕組みを作っているので

す。 

 

 

 

僕の場合、ブログや SNS、メルマガといったメディアが年中無休でお客さんに価値を提供

してくれています。なので、僕自身が労働をしなくても稼げるわけです。 

 

これまでの社会の常識で考えれば、働かずに稼ぐなんて考え方は非常識でありえないと思

うかもしれませんが、【暇で自由で賢いお金持ち】になりたいなら、自動で価値を提供し

て働かずに稼ぐという考え方にシフトする必要があります。 

 

 

 

 

 



〈公務員・大企業に就職すれば安泰ではない〉 

 

最近はコロナウイルス関連の報道が多くて、ニュース番組でそれを取り上げている機会を

見ることが減った印象ですが、コロナ禍に入る前の朝６時のニュース・午後６時のニュー

スではよく「大企業就職＝安泰ではない」といった警鐘が鳴らされていましたね。 

 

 

しかし、僕が小学生の頃は親や先生、それこそニュース番組から新聞記事まで「大企業に

勤めれば勝ち組」「就職さえできれば会社が養ってくれる」という言葉をよく聞きまし

た。 

 

 

しかし、大企業に勤めても生活の安定は保障されず、幸せな暮らしを送ることも難しいと

いうのが実態でした。 

 

僕の知人は、過去に大手製造業（年商数兆円規模）の会社で工場の作業員として働いてい

たのですが、職場内のパワハラで鬱になる社員もいて、汚染物質で身体を壊しかねないよ

うな職場環境だったそうです。 

 

加えて、新卒採用の手取りは一律 10万円程度でした。大企業に勤めても、お金持ちにな

るどころかアルバイトと掛け持ちをしないと生活できない状態でした。 

 

 

また先日、お世話になった高校の先生と会ってご飯を食べていたときに、先生の仕事につ

いて聞いたのですが、毎日のように 19 時、20時まで仕事しているそうです。 

 

仕事が終わって家に帰っても、同じように翌日も 20 時まで働くので、体力温存のために

10時半に寝ているらしいです。 

 

 

在学中の当時を思い返せば、部活や居残りで最終下校時刻の 19 時まで学校に残っている

生徒はたくさんいて、先生たちは生徒が全員下校しないと家に帰れないわけですから仕事

が 20 時まで続くのも納得がいきます。 

 



僕自身も、何度も居残りで 19 時まで学校に残っていた日がありましたから、先生たちに

は本当にお世話になったな。と今でも感謝し続けています。 

 

 

平日の仕事以外にも、文化祭や体育祭、修学旅行、校外学習が近づけば、保護者への連絡

や利用する施設への連絡・問い合わせ、スケジュール通りに進行できるようにリハーサル

をするなど、生徒の目の触れない場所でもプライベートの時間も削って仕事に取り掛かっ

ているそうです。 

 

テスト期間中は、採点や成績をつけるために家に仕事を持ち帰って、深夜から土日までず

っとパソコンを叩き続けています。 

 

 

それだけ生徒のために懸命に働いても、保護者からクレームが来たり、生徒から嫌われた

り………あまり話すべきではないですが、生徒が自殺して精神的にまいってしまう先生も

いるそうです。 

 

 

大企業に勤めること、公務員になることが本当に安定した暮らしを手に入れる手段なので

しょうか？ 

 

ひとつだけ確実に言えることは、大企業であっても中小企業であっても公務員であって

も、組織から貰う収入だけで生活を維持している段階では、【暇で自由で賢いお金持ち】

になることはできません。 

 

自分の力で稼ぎ、仮に組織を抜け出しても生活できる能力を身に着けておく必要がありま

す。そのためにもまずは根本的にお金の稼ぎ方を見直さなければいけません。 

 

 

 

 

 

 

 



〈起業成功には革新的なアイデアは要らない〉 

 

「起業」というと、なんだかとても偉大なことを成し遂げないといけないような気分にな

りますが、それは誤解です。 

 

起業して成功するためには革新的なアイデアを打ち出して、世の中から認められなければ

いけないと考える人がいますが、事実は逆です。 

 

 

最も無難かつ堅実に起業成功する方法は、既にある成功事例を「真似る」ことです。 

 

既に成功しているライバル事業や、その他のビジネスモデルの構造を分析して、真似でき

る要素を積極的に真似していくことが成功への近道です。 

 

ちなみに、革命的なアイデアで勝負すれば勝てると思って起業している事例ほどよく失敗

します。成功する要因はアイデアではなく真似なのです。 

 

 

成功事例を真似る現象は、物販業では特に顕著です。 

ある会社が商品をヒットさせて成功したら、他の企業も同じように類似商品を展開して利

益を獲りにいきます。 

 

美容業界では、フェイシャルや脱毛でお客さんから大きく支持されるサービスや機材が見

つかれば、ライバル企業は積極的にその機材を導入したり、類似したサービスを開発しま

す。 

 

 

ちなみに僕が初めて月 100 万円の収益を達成したときに取り組んでいたビジネスモデル

も、革新的どころか当時から随分と手垢がつけられまくっていた手法です。 

 

 

ビジネスモデルの詳細は後の章でお話ししますが、それぐらい使い古された手法でも 100

万円を稼ぐことに成功しました。理由は、既に成功している人のビジネスモデルを徹底的

に真似したからです。 

 



どんな商品を売ればいいか？どんな売り方をすればいいか？お客さんはどうやって集める

のか？などなど……。細かい要素までとにかく真似させていただきました。 

 

 

以上の事例から分かるように、ビジネスにおいては、世間が興奮して湧き上がるような革

新的なアイデアは不要です。むしろ、その思考が失敗を助長するケースもあります。 

 

なので、起業で成功したいのであれば、まずは自分が参入する分野で既に成功している事

例を見つけてきて、それを徹底的に分析して真似できる要素を積極的に真似しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－２ 暇で自由で賢いお金持ちの思考をインス

トールする 
 

 

【暇で自由で賢いお金持ち】になる次の要素は、実際に稼いで自由になっているお金持ち

の思考を自分の頭で理解することです。 

 

 

前節でお話しした「常識を変える」話と似ていますが、ポイントが全然違います。 

 

常識を変えるというのは、今のあなたの中の世界に新しい世界を”くっつけた”ようなもの

です。 

 

スーパーマリオブラザーズで言うところの、5面（world５）から 6 面（world６）に移動

しただけの段階です。なので、6面のステージビジュアルは分かっても攻略法はまだ何一

つ分かっていないので手探りで進めていくしかない状態です。 

 



現にあなたは、ここまでの話を聞いただけでは「こんな世界があるんだな」程度の認識で

止まってしまっているのではないかと思います。 

 

 

これがゲームならいいですが、ビジネスとなれば失敗し続けるだけ時間的・金銭的コスト

も大きくなりますから、ゲームのように手探りで攻略法を探すわけにはいきません。 

 

より安全にステージを攻略するために、すでに成功している人から攻略法を聞き出して成

功のイメージをより明確にさせる必要があります。 

 

そのためにこの節では、実際に稼いで自由の身となった【暇で自由で賢いお金持ち】たち

の思考を具体的に掘り下げていきましょう。 

 

 

 

 

〈大金を稼ぐための鉄則は「作業しないこと」〉 

 

 

1 章 1節でもこれに近い話を取り上げました。 

お金を稼ぐためには相応の価値提供が必要ですから、稼ぐ金額が増えるにつれて求められ

る価値の供給量も増えていきます。 

 

しかし、量が増えればその分だけ必要なエネルギーも増えますから、自分の身一つで行え

る価値提供にも限界が来ます。 

ですから、その限界を取っ払うために「自分以外」を積極的に活用していく必要があるの

です。 

 

 

話を具体的にするために一つ例を挙げて説明します。 

 

 

あなたは今、「Pan’s」というパン屋さんを経営しているとします。 

Pan’s の大まかな営業の流れは次の通りです。 

 



・朝 7 時からパンを作り始める 

・朝 9 時に開店する 

・新しいパンが焼けたら、そのパンを陳列棚へ並べていく 

・夜 7 時頃から厨房の掃除を始める 

・夜 9 時に閉店する 

 

 

あなたが以上の作業を一人でこなし、月間 30万円売り上がっているとします。 

この小さなパン屋さんをさらに大きくさせて、なおかつあなたの実働時間を減らすにはど

うすればいいでしょうか？ 

 

 

回答の一つは、アルバイトを雇うことです。 

 

あなたの通常業務は正直な話、あなたじゃなくてもできる内容です。 

パンの焼き方、お金の受け取り方、パンの並べ方、掃除の仕方、閉店業務の流れ、すべて

言葉して説明できます。 

 

これらの作業を誰でもできるように簡略化させる工程を〈マニュアル化〉と言います。 

 

 

Pan’s の業務をマニュアル化させることで、あなたは自分の分身を手に入れることができ

ます。 

分身一人が自分同様に 30 万円の売上を生み出してくれるのであれば、マニュアルを作っ

て、アルバイトを 4 人雇えばその時点で月商は 100 万円を軽々と超えてくれますね。 

 

自分が働かなくても、自分が働いていた時と同じ成果が出るのであれば、その作業は全部

他の人に任せてしまいましょう。 

 

 

また、人を雇う以外にもインターネットを使うことで価値提供を自動化させることもでき

ます。 

例えば動画は、自分が一度話した内容を録音して Youtube にアップロードするだけで数百

人～数百万人の人へ同じ内容を届けることができます。 

 

これも自動化です。 



動画をインターネット上にアップする文化が無かった時代は、大勢のお客さんに価値を広

めるためには、一人一人に同じ話を何百回もするか、数百人のお客さんを大ホールに集め

て一度にセミナーするくらいが限度でした。 

 

しかし、動画や画像、テキストを使って大勢の人へ簡単に情報を拡散できるようになった

ことでそれらの自動化が一気に簡単になりました。 

 

 

僕自身も、ビジネスを自動化させるときは人を雇うよりも先に「インターネット上のツー

ルで自動化できないか」と考えます。 

インターネットは人と違って 24時間 365 日年中無休で同じ結果が出るように働いてくれ

ますから、自動化させるのも簡単なのです。 

 

 

 

 

 

〈あなたは一人でも社長です〉 

 

 

個人ビジネス、特にサラリーマンの副業から始めるうちはイメージしにくいかもしれませ

んが、そもそもビジネスを行うということは、自分がトップに立ってビジネスを展開すると

いうことです。 

 

自分でビジネスをする。ということはそのビジネスのトップ（代表者・責任者）はあなたで

す。友達でも彼女でもなくあなたです。 

 

 

仮に従業員が一人もいないとしても、あなたは立派な社長になります。 

 

「それは誇張表現では？」 

「いや、、、まだ自分、法人化とか考えていませんし、、、」 

 

 



と思うかもしれませんが、これは手続き的な話じゃなくて「そもそもビジネスをするという

ことはどういうことか？」という概念的な視点で話しています。 

 

 

この考え方を無意識に避ける人が非常に多いため、比例して失敗する人も多くなります。 

存在しているルールをガッツリ無視して行動するから躓くのです。 

 

なので、副業だろうと一人起業だろうと「ビジネスをする＝社長になる」ということをまず

はルール（規則）として理解してください。 

 

 

 

 

〈社長の仕事は仕組みを作ること〉 

 

 

あなたは「社長は普段、何をしているか？」を考えたことはありますか？ 

 

社長の仕事は、ともすると業種業態によっては多少の違いがあるとは思いますが、ここでは

原則、一般論で考えます。 

 

 

さて、社長って何をしているのでしょうか？ 

 

 

・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

少し、難しいでしょうかね。 



それでは逆に、何をしていないでしょうか？ 

 

 

社長が掃除、事務、営業、経理、人事、教育係の仕事をしている姿を目撃したことがありま

すか？ 

 

おそらく一度もないのではないかと思います。 

なぜなら、それぞれの部門に責任者がついていて、さらにその下にいる社員が上の作業はこ

なしているからです。 

 

 

ソフトバンクの孫正義社長がトイレ掃除なんてしていたら社員が総出で止めに入るでしょ

うし、何より秘書が黙っていません。 

 

 

仮に社長が、一人ですべての仕事を行っていたら、本来行うべき新規事業の開発ができずに

会社がどんどん衰退していってしまいます。 

「社長が忙しい会社は潰れる」なんて言葉もあります。 

 

 

社長の仕事に対する見解は様々ですが、ひとつだけ確実に言えることは 

「社長の仕事は、自分がいなくても自動で利益の出る【仕組み】を作ること」です。 

 

 

 

潰れる会社の社長は、仕組みを作らず、行き当たりばったりの仕事で現場を混乱させるので、

結果として売上が全く立たずに倒産の一途を辿っていくのです。 

 

先の Pan’s が仮に潰れるとしたら、マニュアルを一切作らず、アルバイトを雇わず、インタ

ーネットも使わず、あなた一人で作業を続けた結果。身体を壊して事業が続けられなくなり

倒産。といった具合ですかね。 

 

 

だからこそ、これからビジネスを始める人。あるいは既に始めている人は、そのビジネスを

自動で回せる仕組みを作らなければいけません。そのために、 



1－3 オンラインのパワーを借りる 

〈ネットのレバレッジを利用して結果を出す〉 

 

 

ことが重要なポイントになっていきます。 

レバレッジとは小さな力で大きな結果を出すことです。 

「てこの原理」「レバーの作用」なんて表現されることもあります。 

 

 

Youtube やブログ、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、などの情報発信ツールはまさ

にその代表格です。 

 

お金も人脈もない個人レベルのビジネスであっても、SNS を使うことで簡単に数万人～数

十万人の人へ自分の商品やサービスの情報を届けることができます。 

 

 

 

個人の情報発信が大きな富を作るビジネスになる。ということを世の中に証明したのが

Youtuber という職種です。 

数年前までは認知すらされておらず、子供の遊び、若者がふざけて動画を投稿しているだけ。

なんて思われていた業界です。  

 

しかし現在は、日本の TOP Youtuber のヒカキンや、はじめしゃちょーの年収は軽く数億

円を超えています。 

 

 

動画を 1つ投稿すれば 1 日で数十万～100 万回以上される圧倒的な影響力です。 

1 本の動画で数百万人に対して価値提供ができる。これで稼げないわけがありません。 

動画 1回あたりの再生単価が 0.3円だとしても 1本動画を作れば 30万円以上のお金が稼げ

るのです。 

 

また、小学生～高校生の層で幅広く支持されている団体、フィッシャーズは、動画再生回数

１００億回で世界ランキングにも表彰されています。 



彼らの総収入は単純計算で 30 億円に昇ることになります（実際の数値とは異なる可能性が

ります） 

 

加えて、企業からの PR案件はチャンネル登録者×1円とも言われています。 

ヒカキンやはじめしゃちょー、フィッシャーズのチャンネル登録者数は 500 万人～900 万

人を超えているので、企業から 1 本依頼がくればそれだけで 900 万円稼げてしまうわけで

す。 

 

 

当然ですが、1 人に価値を提供するよりも 100 万人に価値を提供する方が稼げます。 

Youtuber の彼らに限らず、インスタグラマー、ティックトッカ—、ツイッタラーと、それ

ぞれの SNS では多くの人に価値を届けられる人間がお金を稼ぎます。 

 

 

僕もブログ、Twitter、メルマガなどの複数のメディアを運用していますが、それらからは

毎月 200 万円ほどの収入が発生しています。 

業界の中では無名中の無名である僕ですら、これくらいの金額を稼げているのは自分のメ

ディアを持っているからにほかなりません。 

 

 

 

オンラインを活用して始めるビジネスは初期費用もそれほどかかりません。飲食店を開業

するときのように数百万円の資金は不要で、月数千円から始められます。 

初期費用がほとんど掛からないということは、参入ハードルが低いということです。 

スマホやパソコン、それらを扱うネット環境さえあればいつでも開業できます。 

 

今、この瞬間をチャンスと捉えてすぐに動き出せる人がどんどん豊かになっていくのが経

済の仕組みでもあります。 

 

 

ここまでで解説してきた 3 つの条件、 

 

・常識を変えること 

・お金持ちの思考を学ぶこと 

・オンラインのパワーを借りること 

 



これら全ては、あなたが【暇で自由で賢いお金持ち】になるためには絶対に必要な条件です。 

これらはきちんと理解していただくとして、実はまだ伝えていない大事な要素があります。 

 

 

 

 

 

 

2 章 

暇で自由で賢いお金持ちなるため 2 つのスキル 
 

 

これからより具体的にアクションベースのお話をしていきます。 

【暇で自由で賢いお金持ち】になるためにはこの 2 つのスキルは絶対に欠かせません。 

 

それは、 

 

① 自分でお金を生み出すスキル 

② 仕組みを作って自動収益を生み出すスキル 

 

 

この２つです。 

それぞれ詳しく解説していきます。 

 

 

 

まず、自分でお金を生み出すスキル 

【暇で自由で賢いお金持ち】になりたいなら、あなたは組織に依存せず、会社に雇われるこ

となく自分の力で稼げるようになる必要があります。 

 

会社に雇われて働く限りは、労働時間も収入もすべて会社側に管理されてしまうからです。 

 

基本的に会社員やアルバイトは、労働時間に対して給料が支払われるという収益構造です

ので、最終的な収入額の決定権は会社側にあります。 



加えて、業務内容や労働時間、休憩・休日も会社側が指定したものに従わなければいけませ

ん。 

なので、会社や組織に所属している限りは、時間的な自由を得ることができないのです。 

 

 

この状況を打開するために、自分でお金を生み出すスキルが求められられます。 

それが、マーケティングスキルとセールススキルです。 

 

マーケティングとは、ざっくり解説すると、お客さんが欲しい商品を作り、その価値を伝え

て、より多くのお客さんへ商品を届けられるようにするための知識です。 

マーケティングができればより多くの人へ商品を届けることができます。 

 

 

セールスとは、お客さんに商品を買ってもらうために商品を買う価値を伝え、お客さん一人

一人を説得させるための知識です。 

セールスができればお客さんに対して自由自在に商品を販売することができるので、自由

にお金を稼ぐことができます。 

 

特に最近は、インターネットの発展が顕著ですから、ネットを駆使したWeb マーケティン

グと基本的なセールススキルを勉強すれば、僅か数ヶ月で月 100 万円の収入を得ることも

可能です。 

 

 

 

 

次に、仕組みを作って自動収益を生み出すスキルです。 

 

自分の力でお金を稼げるようになったら、あなたが働かなくてもお金が生まれてくるよう

にビジネスを仕組み化する必要があります。 

 

どれだけお金の生み出し方が上達しても、不労所得として自動化させない限りは一生働き

続けないといけませんからね。 

 

身近な例では、フリーランスやコンサルティング業、コーチング業で生計を立てている人が

挙げられます。 

 



彼らは、個人や組織に自分のスキルを売ってお金を得ていますから、ある意味セールスやマ

ーケティングのプロと言えます。 

しかし、より大きい金額を稼ごうと思ったら、稼ぐ金額に比例して仕事量も増えますからい

つまでたっても自由の身になれません。 

 

 

ですが、事業収入を不労所得化させてしまえば、あなたが一切働かなくても自動で口座にお

金が入金されますので【暇で自由で賢いお金持ち】になることができます。 

 

 

 

インターネットを使ったオンラインビジネスで仕組みを作ること。 

これが今の時代で不労所得を作り出す手段としては最も確実です。 

 

そして次章で、いよいよ「何」で不労所得を作るのかについて解説します。 

 

 

 

 

 

 

〈コンテンツ販売ビジネスがお勧め〉 

 

 

あなたが【暇で自由で賢いお金持ち】になりたいなら、コンテンツ販売ビジネスをすること

をお勧めします。 

 

コンテンツ(Content) とは、直訳すると中身という意味ですが、ここで話すコンテンツは、

「情報の中身(情報コンテンツ)」だと思ってください。 

 

情報コンテンツの種類は多様です。 

YouTube の動画や SNS上の投稿、映画や音楽、イラスト、ゲームに至るまですべてが情報

コンテンツというグループに入っています。 

 

そして最近は、個人レベルのコンテンツ販売も種類が増えてきました。 



LINE スタンプを作成して販売する人や、YouTuber が有料会員限定動画を配信するように

なったり、イラストレーターの人が pixivFANBOXで有料会員限定イラストや漫画を公開す

るなど本当に何でもできます。 

 

 

例えば僕の友人は、Twitter で自分のファンやお客さんを集めて、有料で自分の描いたイラ

ストを販売するビジネスを展開していました。 

元々、本格化させる予定がない趣味の延長線のようなビジネスだったので活動期間は短か

ったですが、月 10 万円程度はコンスタントに稼げていました。 

 

彼のアカウントは何万人というフォロワーがいたわけではありません。フォロワー数百人

程度の影響力の弱いアカウントでした。 

 

たったそれだけでも月 10 万円が稼げてしまえます。 

 

 

 

僕も同様に、Twitter のフォロワー数は 2021 年 4 月現在、1000 人に満ちませんが、月

200~300 万円を継続して稼げています。 

 

「ネットを活用する」と言うと、どうしても影響力を意識しがちですが、フォロワーが少な

くてもチャンネル登録者数が少なくても、確かな戦略さえあれば大きな金額をコンスタン

トに稼ぐことは可能です。 

 

 

 

オンライン上のコンテンツ販売のメリットはいくつかありますが、その中で特に大きなメ

リットはお客さんの多いところで自由に販売できることです。 

 

仮にあなたが 1 万円の商品を 1 個作ったとして、その商品が１日３個売れるだけで月収 90

万円です。 

日本のネット人口は役約 9000 万人と言われていますから、9000 万人のお客さんの中から

３人に買ってもらい続けるだけで月収 90万円(年収 1080 万円)を稼げるわけです。 

 

 



当然、最初から全部自動で売れて楽ができるわけでありませんが、ひたむきにビジネスと向

き合い続ければ決してハードルの高いことではないと思えてくるはずです。 

 

ですので、安価でもまずが 1個コンテンツを用意して売る経験を積みましょう。 

1000 円でも 100 円でも全然 OKです。 

売れない 1 万円の商品よりも、売れる 100 円の商品の方が圧倒的に価値があります。 

 

 

 

 

 

 

 

〈コンテンツビジネスを推す理由〉 

 

 

ここまでお金の稼ぎ方について、色々と解説してきましたが、実はコンテンツ販売以外にも

お金の稼ぎ方はたくさん存在します。 

せどり、OEM 販売、FX、不動産投資、その他投資、店舗経営、プログラミング、などな

ど・・・ 

 

 

あなたも名前くらいは耳に入れたことがあるかもしれません。 

ただ、過去に様々な稼ぎ方を経験してきたうえで、やはりコンテンツ販売が【暇で自由で賢

いお金持ち】を目指すうえでは断トツでおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コンテンツ販売を推奨する理由１ 

〈利益率が異常に高い〉 

 

 

利益というのは、ビジネスを動かすうえで重要な指標のひとつです。 

利益が出るかどうかは、そのビジネスの存続に大きな影響を与え、同時にあなたの生活にも

関わってきます。 

 

利益率が高い、ということはつまり、1 個の商品が売れたときにあなたの収入になる金額が

多くなるということです。 

 

 

コンテンツ販売ビジネスの利益率は、平均して 80～95％と言われています。 

これは、他の業種業態と比較しても異次元に高い数値です。 

 

仮に 100 万円の売上が上がった場合、そのうち 95万円があなたの収入となって口座へ振り

込まれます。 

 

他の業種業態ではこうはいきません。 

物販や飲食店の利益率は平均しておよそ 15～20％です。 

100 万円を売り上げても実質的な収益は 20 万円前後に留まります。 

 

投資ともなれば利回り（利益率）1～6％なんて言われていますから、投資だけで月収 100 万

円を稼ぎ続けたければ、最低でも 2000 万円近い資金が必要になるわけです。 

 

 

 

このように比較してみると、コンテンツ販売ビジネスの利益率がどれだけ高いのかも分か

りやすいと思います。 

利益率が高ければ、少ない売上でもほとんど全てが収入になってくれますので比較的簡単

に稼げるうえに、ビジネスが転ぶリスクも軽減できます。 

 

 

 



コンテンツ販売を推奨する理由２ 

〈在庫を抱えなくていい〉 

 

 

これは、コンテンツ販売ビジネスの利益率が高い要因の一つでもあります。 

ビジネスにおいて在庫を抱えなくていいというのは、非常に大きなアドバンテージです。 

 

なぜなら、在庫を抱えてしまうようなビジネスは、在庫が増えれば増えるほど管理費用が増

えて経費がかさばっていきますし、不良品や欠品、リードタイムなどの面倒もあります。 

 

 

これに対して、情報コンテンツはインターネット上に一つのデータをアップロードしてお

けば、10 人でも 100 人でも等しく平等に商品を提供することができるうえ、在庫も抱えな

くて済みます。 

 

データの送信は一瞬ですから、リードタイムという概念も存在しません。 

 

 

 

商品を 1 個用意することができればノーリスクで無限に販路を拡大できますから、新商品

の開発だって容易に行えます。 

 

 

 

多くのビジネスモデルにありがちな、絶対売れると思った商品が全然売れなくて赤字にな

る。という問題を抱えなくて済むのは本当に大きなメリットです。 

 

 

 

 

 



コンテンツ販売を推奨する理由３ 

〈どこでも仕事ができる〉 

 

 

フットワークの軽さもまた、コンテンツ販売の強みの一つです。 

パソコン 1 台とインターネットに接続できる環境さえあれば、自宅でも山でも川でもカフ

ェでもレンタルオフィスでも海外でもどこでも働くことができます。 

 

 

働く場所が固定されないので、毎日どこへ行っても仕事ができますし、その気になれば国内

外を転々としながら、さすらいの旅人のように自由なスタイルでコンテンツを作って販売

して生活していくことも可能です。 

 

 

僕も自宅で仕事をすることもあれば、1 時間 500 円のレンタルオフィスを借りて録音やミ

ーティングをしたり、会員制のラウンジで仕事に集中して取り組んだり、自然公園のベンチ

で文章を書いたり、場所も時間も囚われず結構好き勝手に仕事しています。 

 

 

就寝中や、旅行中、家の掃除中に数十万円稼いでしまうことも珍しくありません。 

特に、朝起きたら 10万円が振り込まれていた。ということはかなり頻繁に起こります。 

学生の頃は、パソコンが持っていけない修学旅行の間にスマホだけで１５万円程度稼いで

いたこともありました。 

 

 

インターネットが商圏になっているおかげで、田舎に住もうと都会に住もうと、国内に住も

うと海外に住もうと関係なく簡単にビジネスが展開できるのがコンテンツ販売の利点です

ね。 

 

業務上の都合や、会社のルールでどうしても決められた職場へ足を運ばないと仕事ができ

ない。ということもなく、パソコン（とスマホ）１台とインターネット環境さえあれば世界

中のすべての場所があなたのオフィスになります。 

 

【暇で自由で賢いお金持ち】は、働く場所さえ自由に選択できるのです。 



コンテンツ販売を推奨する理由４ 

〈何をしても仕事になる〉 

 

 

コンテンツ販売は、自分の経験や知識・スキルを販売しますから、極端な話、生活のすべて

がお金に換わります。 

 

勉強して得た知識、行動して得た結果、努力して手に入れたスキル、さらに身近な例を挙げ

れば本を買った感想（書評）や、Macbook を使ってみた感想（製品レビュー）、食事した感

想（食レポ）もすべてコンテンツです。 

 

 

そしてこの特徴を、前項の「理由３」で触れたフットワークの軽さと組み合わせれば、気分

転換に旅行へ行って、その旅行先で起きた出来事や学んだことをコンテンツにしてお客さ

んへ提供するといったことも可能です。 

 

もちろん、旅行だけでなく、自分の過去の失敗や挫折体験から「失敗の教科書」のようなコ

ンテンツを作ってリリースすることもできますね。 

 

 

 

さらには、日々の活動をこまめに記録しておけば、「〇〇の実践記録」として数千円～数万

円で販売することもできます。 

 

実践記録系のコンテンツは、お客さん受けがいい割に実践している人が意外と少ないので、

これからコンテンツ販売を始めようと思っている人や、既に始めている初心者の人にはお

すすめの販売方法の一つです。 

 

 

 

 

 

 

 



コンテンツ販売を推奨する理由５ 

〈身一つで仕事ができる〉 

 

 

人を雇わず、仕事を貰わず、身一つで仕事ができることもコンテンツ販売の魅力です。 

 

そのビジネスの最終決定権がすべて自分の手中にあるだけでなく、決定に反対する人間も

いないわけですから、人間関係のストレスは全くありません。 

 

 

そもそも、人を雇ったり、他者（他社）と協力体制を取ること自体、複数の懸念点やリスク

を孕んでいるのであまりお勧めしません。ましてや、ビジネス未経験の素人がいきなり手を

出すとなればなおさらです。 

 

 

例えば、人を雇う場合、月数万円～数十万円の人件費が固定費としてかかりますから、金銭

的リスクが一気に増えます。 

 

 

事業を自動化させる場合、理想的な体制はすべてツールで動かすことです。 

その次の理想は、Web ツールで自動化できない側面を外注（業務委託）でカバーすること

です。 

 

 

法律や税金などの事柄も絡みますから、僕も現在は人を雇うことをしておらず、何か仕事を

してもらうときは作業ごとにお金を払って外注するようにしています。実際、そちらの方が

遥かに楽です。 

 

 

 

また、お金の話だけではなく、人間関係の側面でも厄介なことは起こります。 

他者（他社）と協力してアクションを起こしていると、何かしらのタイミングで相手が音信

不通になったり、一方的に関係を切られることもあります。 

 



上述の事例は、まだ駆け出したばかりだったので時間的コストの無駄は最小限で済みまし

たが、もしこれが何ヶ月と続いたタイミングで起こった場合は莫大な損害を被ることにな

ります。 

 

 

 

また、忙しい社長さんは、取引先との食事会などでスケジュールを振り回されることも少な

くありません。 

休暇中だろうと、明日が娘の誕生日だろうと、「明日、ゴルフ来てよ」と連絡が来れば、す

べてを二の次に回してそちらへ駆けつけなければいけません。 

これでは自由どころか、相手に飼われていると言っても過言ではありません。 

 

 

 

対照的にコンテンツ販売は、自分の頭とパソコンと、インターネット環境があれば気軽に仕

事ができますから、連絡が途切れて問題が起きることも、無茶なスケジュールに振り回され

ることもありません。 

 

このような観点から、【暇で自由で賢いお金持ち】として、自由度の高い生活を送りたいの

であれば、コンテンツ販売に取り組む（切り替える）ことを推奨しています。 

 

 

 

 

 

 

 

コンテンツ販売を推奨する理由６ 

〈自動化できる〉 

 

 

コンテンツ販売ビジネスは何と言っても他の業種業態とは比較にならないレベルで自動化

が容易です。 

 



各章各節で触れてきたように、Twitter にツイートをアップロードすれば自動で数百人～数

万人の人に情報を届けられます。 

 

 

その応用で、自分のツイートからブログ記事や商品紹介ページまで誘導して、誘導先のペー

ジの中で商品を販売すれば、一定数の商品が自動で売ることができます。 

 

仮に１ヶ月間に 30000 人のユーザーがあなたのツイートを見るとして、そのうち 300 人が

ブログ記事に移動して、その中から 3 万円の商品を 30 人が購入すれば、あなたの売上は

900000 円です。 

 

この時、あなたがしたことはツイートを用意して、商品の販売ページを作っただけ。 

 

 

一度、ツイートや販売ページを作ってしまえば、ツイートを見る人が増えれば増えるほどあ

なたの売上は増えていきます。 

(補足：あらかじめ用意したツイートを自動で呟いてくれる無料ツールもあるので、毎日呟

く必要もありません) 

 

 

 

一度作ったコンテンツが、24 時間 365 日休みなくアクセスを集め、お客さんに商品を販売

してくれます。人を雇うのとは違って、常に決まった結果を出してくれますから人を雇うよ

り遥かに効率的です。 

 

自動化を実現させると、あなたが一切働いていなくても１０万、２０万円とったお金が自動

で振り込まれていきます。誇張ない本当の意味で、自動で稼げる状態を手に入れられます。 

 

つい先日も、まったく仕事ができない状態ながらも日給 50 万円を稼いでいました。 

その日は一日中、ボランティアで動物園内に花壇を作る力仕事をしていたので、コンテンツ

販売どころかスマホやパソコンすらまともに触れていませんでした。 

 

コンテンツを増やしていけば、どんどん自動収益の柱が増えていきます。 

月利 5 万円、10 万円程度の自動化であれば、そこまで大量にコンテンツを作り出す必要も

ないので、比較的簡単に達成できるはずです。 

 



コンテンツ販売を推奨する理由７ 

〈賢くなる〉 

 

【暇で自由で賢いお金持ち】になるためには、暇で自由なだけではなく、物事の視点やマイ

ンドなども一定の水準に達していないといけないわけですが、コンテンツ販売はそれすら

カバーします。 

 

 

あなたは今後、コンテンツを販売するために基礎的なWeb マーケティングの知識から、ラ

イティング、セールスなどの幅広い知識に触れていきます。 

そして、その知識を実戦で扱っていくにつれて実力も高まっていきます。 

 

こうして身についたマーケティング力やライティング力、セールス力は、ビジネスのあらゆ

る状況で非常に役に立ちます。 

 

 

例えば、コンテンツ販売で培った基礎力を、個人営業の飲食店のオーナーに提供するだけで

もとても喜ばれます。 

一時期は、そうした事業アドバイスに注力していましたが、その間、飲食店だけでなく、マ

ッサージや雑貨屋などのお店にもアドバイスさせていただきました。 

 

 

連日バイトに明け暮れて、心身を壊していたしがない 17歳の男が、まさかコンサルタント

（アドバイザー）として、法人・個人相手に仕事をするとは思っていませんでした。 

 

 

コンテンツ販売によって生活が豊かになったことは言うまでもありませんが、そうした現

場経験から知識やスキルを昇華させて、人としてビジネスマンとしても成長することがで

きました。 

 

 

また、そうした経験から物販業や飲食業に関する知見も広がりました。 

おかげさまで、本やニュースを観ているときも予備知識が増えたことで物事の理解度が格

段に上がり、読書の楽しみも増えています。 



ビジネス（特にコンテンツ販売）をすると、日常生活のすべてにビジネスのヒントがあると

捉えるようになってくるので、知識欲がとても強くなります。 

 

美容、スポーツ、武道、グルメ、転職、ゲーム、ファッション、彫刻、絵画、歌、ビジネス

などなど・・・あなたの趣味特技はすべてお金に換わります。 

そして、稼ぎたい分野を見つけてリサーチを始めれば、その分野の専門性も上がります。 

 

 

様々な業種業態の話ができるようになるので、人として格段に面白い人間になれますよ。 

今まで色々な方と会って話をしてきましたが、面白い話がたくさん出てくる人には、大きな

金額を稼いでいる人が多かったです。 

 

 

Web マーケティングなどの知識を身につければ、あらゆる業種業態のビジネスに対応でき

るようになるだけではなく、日常生活における知識面、思考面でも大きく成長できるように

なります。 

 

 

 

 

 

〈コンテンツを売る〉 

 

 

商売の原則は「お客さんのいる所で商品を売ること」です。 

コンテンツ販売もこの原則に従って取り組んでいきます。 

 

まず、あなたが最初に取り組むべきはメディアを作って情報発信をすることです。 

ブログ、Youtube、Twitter、Instagram、Facebook、などのメディアを持って、情報を発信

していきましょう。 

 

 

発信する分野によって、メディアの有効性も変わっていきます。 

例えば、美容・トレーニング系の発信をしたい場合は、Instagram や Facebook など、画像

を投稿することが基本のメディアで発信をすると効果的です。 



僕の場合は、主にビジネス関連の発信ですので、Twitterとブログとメルマガを中心に発信

しています。 

 

 

メディアを通じて情報発信を続けていると、次第にあなたの発信に興味を持ったお客さん

があなたの元へ集まってきます。あとは、集まってきたお客さんに対してコンテンツを販売

すれば収益化が実現します。 

 

ですので、コンテンツ販売のロジックは、 

① メディアで情報を発信する 

② 発信に興味を持ったお客さんが少しずつ集まってくる 

③ 集まったお客さんにコンテンツを販売する 

という非常にシンプルな流れになります。 

 

 

 

とはいえ、これだけでは抽象的なので、先の話で登場した絵を売っていた僕の友人の話を例

に挙げてみましょう。 

 

彼は自作したロゴマークを Twitter で集めたお客さんに向けて販売していました。 

販売プロセスは先述の３つの手順の通り、まずは絵に関する情報（絵の描き方、使っている

画材・ツールなど、実際に作った作品、作品を見た友人の感想など）を発信して Twitter 上

で自分の存在を広めていきました。 

 

そして、フォロワー数が 1000 人弱になった段階で、自分の作ったロゴマークや、個人・法

人向けにオリジナルロゴマークの作成サービスなどを販売したところ、どんどん商品が売

れていきました。2 万円、3 万円するような商品でも平気で売れていくので、月収 10 万円

も容易に突破できました。 

 

 

ちなみに彼は、表立った発信活動には Twitter しか使っていませんでしたが、それだけでも

10万円稼げてしまうということです。 

 

 

 

 



３章：暇で自由で賢いお金持ちになった後 

〈あなたのこれからの世界の話〉 

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。 

最後に、あなたが【暇で自由で賢いお金持ち】になった後、どんな世界でどんな生活をする

のか。ということについてお話ししようと思います。 

 

このお話で、ビジネスに対して意欲的になったり、積極的に活動に取り組めるようになる人

が増えるように興味性や魅力のある話をたくさん書きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈お財布の中身ではなく、 

「何が自分の幸せか」を基準に生きる〉 

 

『幸せ』や『成功』には、100 人いれば 100通りの考え方があります。 

 

大きなタワーマンションの高層階に住んで、眠らない街の夜景の光を眺めながら大切な人

との時間を過ごすことを「成功していて幸せ」と思う方がいれば、 

飛行機やフェリーに乗って、世界中を歩き回ることが「成功していて幸せ」と思う方もいま

す。 

 

都市部よりも人口は少なく、ライフラインの整った生活しやすい地方に大きな一軒家を建

てて、そこで友人や家族でわいわいと楽しくするのが「成功していて幸せ」と思う方もいる

でしょう。 



はたまた、そういった生活には興味がなく、 

普段は家で映画を観たり、ゲームをしながら、毎月山のように積み重なる貯金残高を眺めて、 

ふと思い立ったときに旅行に行ったり外食に出かけたり・・・ 

 

こんな生活を「成功していて幸せ」と思う方もいるはずです。 

 

 

 

どれも目指した成功の道は違えど、共通しているのは「自由に選択できる権利があること」

です。 

コンテンツ販売ビジネスで安定した収入源を作ったあなたの生活に文句を言う人間は一人

もいません。 

 

これからのあなたの人生では、生活基盤になる「お金」を 

 

 

時間に縛られず、 

環境に縛られず、 

精神に縛られず、 

対人関係に縛られず、 

 

 

いつどんな状況でも稼ぐことができます。 

 

 

5 万円、10万円、20万円の商品が当然のように売れていき、 １ヶ月、２ヶ月ではとても使

いきれないほどの大金が手元に入ってきます。 

税金は少し怖いですが、何にも縛られない自由自適なセカンドライフはあなたが想像して

いる以上にずっと心地良いはずです。 

 

 

労働から解放されれば、今まで組織に奉納していた８時間（あるいはそれ以上の勤務時間）

を、今度は自分の意志で好きなように使うことができます。 

 

一日中寝ていてもいいですが、せっかくお金があるなら、今まで手を出せなかった高級料理

に舌鼓を打ってもいいと思います。 



顔や体型にコンプレックスがあれば、高いお金をポンッと出して治療に専念してもいいで

しょう。脱毛やフェイシャル、アンチエイジングは高度な治療になると 100～200 万円は軽

く飛んでいきますが。不労所得で自己補完できれば何も問題はありません。 

 

 

 

 

 

 

〈自分の心に嘘をつかなくていい〉 

 

 

【暇で自由で賢いお金持ち】になったことで、経済面だけではなく、人間関係や時間的なス

トレスを抱えずに生きられることは本当に大きな変化でした。 

 

通常なら数百万円を払って教えを請うような人たちとも仲良くなることができましたし、

世間的に成功者と言われているような人の人脈を作って人生をさらに優位に豊かに進める

こともできるようになりました。 

 

しかし、それだけアグレッシブに活動をしても世間的に見れば僕という存在は無名中の無

名。透明人間みたいなものなのです。 

 

だからこそ、上述のような夢と幸せと欲求をとことん追求することができます。 

 

 

 

本書内で話すことが憚られる（はばかられる）ようなこと（もちろん違法にならない範囲）

をどれだけ行っても、僕はただの一般人なので誰にも咎められません。 

 

政治家やスポーツ選手、芸能人、インフルエンサー、のような公人～準公人ならたちまち炎

上して丸 1 ヶ月叩かれてもおかしくないような日々を過ごすところも、ごくフツーの一般

人なら何も怖くありません。 

 

 



ただ「世間的な一般人」と違う要素は、月の収入と時間的余裕だけです。 

しかし、この要素のおかげで〈自分の心に嘘をつかずに生きる〉ことができるようになりま

した。 

 

 

起業したての当時は、お金が手に入って当時より時間に余裕が生まれるなら何でもいい。と

思っていたので、予想外のおまけがついてきたことは嬉しい誤算でした。 

 

 

 

 

 

 

〈これからが人生の本領〉 

 

エンタメも、医療も、勉強も、食生活も、出会いも、住まいも、ファッションも、何もかも

のライフスタイルがアップグレードされていくこれからの未来は、自分の心に嘘をつかず

に生きればいいと思います。 

 

お財布の中身ではなく、「何が自分の幸せか」を基準に考えながら、心の底から「幸せ」と

思える選択肢を選べるようになって欲しいと思います。 

 

 

 

ご多忙のなか最後までお読みいただきましてありがとうございました。 

機会があれば、ぜひ一度 Skype や LINE でお話ししたり、一緒にご飯を食べましょう。 

本書との出会いがあなたの【暇で自由で賢いお金持ち】になるきっかけとなれば大変うれし

く思います。 
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