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【自己紹介＆実績（2017年7月,本レポート執筆時点における）】 
 

　　 
　　　はじめまして。 

　　シュンと言います。 

以下で、簡単な自己紹介をします。 

大学卒業後、 
一般企業（広告業）に就職するも３ヶ月で退職。 

退職と同時に、アフィリエイトに取り組み、 
開始２ヶ月目で初報酬を得る。 

その後、収入下落といった紆余曲折を経ながらも開始数ヶ月で 
確定報酬金額75万円を超える。 
（報酬の変遷に関しては、以下の証拠画像を御覧ください。） 

現在は、 
アフィリエイトで身につけたマーケティングスキルを活かし、 

・個人～法人のネット集客・販売サポート 
・インターネットを利用した商売の新規立ち上げサポート 

といったコンサル業を行っております。 
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【報酬金額スクリーンショット】　2016年9月～2017年7月まで 

（月別金額）　※以下は一部でその他ASPの報酬も発生しています 

（2017年7月の振込額） 

　　　　　　　　　　➜ 
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【報酬金額スクリーンショット】2017年6/1～2017年7/5月まで 

（日別金額） 
１日50分以下の作業時間で毎日最低1万円以上の報酬が発生しています↓↓ 
※afbとはアフィリエイト広告を扱う大手asp業者のことです 
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1章 ビジネスをポケットサイズにするって一体？ 
 

そもそもビジネスをポケットサイズにするってどういうこと？？ 
と思われる読者の方も多いかと思います。 

“ポケット”というのはあくまで“比喩”です！ 

どういうことかと言えば、 
ポケットに入るくらい身軽な形で、場所を問わずに、好きな時に商売をしよう！ 
というコンセプトですね。 

実際に私自身も現在、 
パソコン１台で時間的な制約・場所的な制約からすべて解放されて、 
お仕事をしています。 

通常、商売と言えば、 
以下のようなあらゆる制約があります。 
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・街中に店を構える 
・在庫を仕入れる 
・販売員を店舗に置く 
・営業時間の制限 
・販売スペースの制限 

これらの理由から、 
ビジネスを持ち運び可能なポケットサイズにする事はまず不可能でした。 

『よっしゃ！！明日から２週間ハワイに移って仕事でもするか！』 
なんて事は、なかなか難しいですよね。 
（経営者が人を雇ってシステム化している場合は別として） 

ところが、 
現在はデジタル革命真っ盛り！！ 

インターネットのお陰で、 
以前は当たり前だったあらゆる制約から解放され、 
自由度が高い形で商売ができるようになりました。 

はじめに話しておきますが、 
本レポート（ポケットビジネスの始め方）で話す内容のキーワードは、 
何と言っても、 

“インターネットです” 

が、インターネットと言えど、 
なにか最先端で突飛な事をやっているわけではありません。 

すでに中には、 

『インターネットで商売をするなんて、今時普通だろ。』 

という方もいるかもしれませんが、、 
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今回改めて、 
インターネットを利用した商売の破壊力を再認識して欲しいと思います。 

具体的にインターネットは商売の形をどう変化させたのでしょうか？ 

以下、 
インターネット３つの衝撃です。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                     １.コストゼロで商売が可能になった！！ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

インターネットを利用すれば、外に店舗を構える必要がなくなり、 
店舗はインターネット上の“サイト”という形で展開すればokです！ 
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つまり、 
維持費、管理費といった面で、掛かるコストが大幅に減りました。 

実店舗だと、家賃、光熱費などといった固定費が毎月発生するため、 
売上が例えゼロであろうと、確実にお金が減っていきます。 

一方、インターネットのサイト上で商売をすれば、 
固定費はゼロからスタート可能です。（圧倒的な利益率） 

この、“固定費がほとんど掛からない”というのは、 
商売をする上で非常に魅力的なところですね。 
どれだけ仕事をサボろうが、どれだけを失敗しようが、 
赤字になる心配がないということです。 

赤字になる心配がなければ、 
粘り強く改善を繰り返していくうちにいずれ商売は上手くいくことでしょう。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
                       2.販売スペースが無限になった！！ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
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通常、雑貨屋さん、飲食店といった“店舗”を必要とする商売の場合、 
販売スペースは限られています。 

販売スペースが限られているため、 
置ける商品の個数や幅広い品揃えをするにも物理的な限界があります。 

つまり、 
どれだけ売れる商品があったとしても店舗に置けるスペースには限りがあるため、 
『本日は売り切れ！』といったように、 
需要があるにも関わらず、売上の機会を泣く泣く逃す事も多々あります。 

一方、インターネットのサイト上で商品を販売する場合、 
販売スペースが無限のため、好きなだけ商品を置くことができます。 
（それにデジタルコンテンツは商品価値の寿命が長く、食品のように腐りません） 

需要予測をし、 
月々の仕入れ個数を決めるといった面倒な作業は不要ということですね。 

また、 
販売スペースに制限がないということは、 
少数のマニアにしか売れないであろうマニアックな商品も取扱いが容易になります 
（→Amazonが莫大な利益を出している理由です＝ロングテール） 

通常の店舗であれば、 
スペースの関係上、置ける商品に限りがあるので、 
1年に1回しか売れないようなマニアックな商品は店頭に並べないですよね。 

どう考えても、利益がでやすいわけです。 
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
              3.相手にできるお客さんの数が桁違いに増えた！ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

基本的に商売で利益を上げるための計算式は以下です。 

商品単価×購買数（お客さんの数）＝売上 

単純な話ですが、 
どれだけ多くのお客さんを抱えることができるかが、 
商売で利益をあげるための肝の部分です。 
(加えてリピート率が高いと商売は長期的に安定します) 

雑貨屋さん、スーパーといった小売店の場合、 
相手にできる顧客の数というのは限られています。 

ついでに言えば、 
接客できる時間も限られています。 
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一方、 
インターネットを利用した商売の場合、 
相手にできるお客さんの数は桁違いに増えます。 

例えば、 
あなたがインターネットのサイト上で、何らかの情報コンテンツを販売、 
またはサービスを展開していたとします。 

そこであなたがサイト上に、 

『こんな新商品を作りました！』 
『明日から、ダイエットのための新企画を開始します！』 

といった告知記事をカタカタカタとキーボードに打ち込めば、 
瞬時に世界中のお客さんにメッセージを届けることができます。 

そして、情報コンテンツの販売やアフィリエイトという手法を利用すれば 
どんなに場所が離れていても、相手に商品を買ってもらうことが可能になります。 
（収益を得る具体的な方法に関しては〇〇章で述べます） 

インターネットが普及する前であれば、 
大勢の人にメッセージを届けるにはマス媒体（テレビ、新聞、雑誌、ラジオ） 
にて、大量の広告費を掛けなければそれは不可能でした。 

つまり、 
インターネットは物理的な距離という概念をぶっ壊し、 
個人が相手にできる顧客数を一気に増やしたのです。 
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まとめ 

インターネットを利用すれば、 

・働く場所、時間の自由 
・在庫なしで商売可能 
・マニアックなジャンルでも商売可能　etc 

といったように商売そのものへのハードルが一気に下がり、 
かなり自由度の高い形で商売を行う事が可能になったということです。 

図にすると、インタ一ネットを利用した商売の利点が一目瞭然ですね。 
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と、、、 
これまでインターネットのポテンシャルについて色々と話してきましたが、 

今だかつてこんなに自由度の高い形で商売をすることは 
まず不可能でした。 

ですが、 
先人の天才達による数々の発明によって、今は可能です。 

そして、インターネット上で商売をするために役立つツールもどんどん開発され、 
商売の環境が年々ますます整備されていっています。 

ex,インスタ、Twitter、ブログ、youtube 
→これらは全て無料で利用できる、人と人を繋ぐコミュニケーションツールです。 
そして当然、商売に利用・応用できます。 

さらに、 
スマホの利用者、そして利用時間も年々伸びていく一方です。 
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これは一体どういうことかというと、 

今すぐにでも何らかの形でインターネットを利用した 
商売に手をつけておくべきだということですね。 

今後、インターネットを活用する人、しない人で、 
収入的な面で言えば、かなりの格差が生じてくるのは確実です。 
（もはや起こっている・・・） 

インターネットの発展は、 
今後どう考えても抗えない波のようなものなので、 
今のうちにそれに必要なスキルを磨いて置くべきということですね。 

なによりも、 
自分の好きな商売を自由度の高い、身軽な形で行えることに、 
単純にワクワクしませんか？という話です^^ 
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2章 ポケットビジネスに相性の良い商売とは！？ 

もちろんですが、 
ポケットビジネスを行う上で、 
相性の良い商売、相性の悪い商売というのがあります。 

ここでいう相性というのは、 
価値提供のしやすさの事です。 

もちろん工夫次第で世の中に存在する９割方の商売はポケットサイズにすることが 
可能だと個人的には思っています。 

が、ここではその中でも特にインターネットに相性の良い商売の話です。 

つまり、こちらが持っている価値をスムーズに相手に受け渡すことができる商売は 
なにか？という話ですね。 
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ということを踏まえた上で、実例を紹介しながら、 
どんなビジネスがポケット化（身軽化）しやすいのかを話していきますね。 

では、ポケットビジネスに相性の良い商売とは何か？？ 

それはズバリ！！ 

　教育、コンサル業です！ 

教育、コンサル業と聞くと、 

ムム、、なんだか難しそう。 
えっ？？私、教員資格とか持っていないし、 
勉強なんて苦手だし、教える事なんて到底無理です・・・　etc 

と思うかもしれませんが、 
そんな事ありません。 

もっと、ゆるく考えてokです。 

教育、コンサル業という言葉が少し硬すぎるのかもしれないので、 
教育と言う言葉をもっと優しくしてみましょう。 

そもそも教育、コンサル業とは何かというと、 
あなたが持っている役に立つ知識・情報を相手に教えてあげることです。 

一言で言ってしまえば、 
困っている人にアドバイスをする人のことですね。 
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そう、 
アドバイザーです！ 

アドバイスをするというと、 
一気にハードルが下がった気がしませんか？？ 

そして世の中には、何らかのアドバイスを求めている人はたくさんいて、 
実際にアドバイスを行う事で成り立っている商売は山程あります。 

学習塾の教師は 
勉強が苦手な子供に勉強のアドバイスをしています。 

フィットネスクラブのトレーナーは 
肉体改造、ダイエットに関するアドバイスをしています。 

その他にも、絵を上手に描くためのアドバイスを行う絵の講師や 
ピアノのアドバイスをする音楽教師など、、 

人にちょっとしたアドバイスをする事で 
生計を立てている人はたくさんいます。 

人にアドバイスを行うことで大活躍している 
こんなユニークな例もあります。 
 

皆さんご存知、片付けコンサルタントの 

こんまりさんです！ 
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『人生がときめく片付けの魔法』という大ベストセラー本の著者である、 
近藤麻理恵さんですが、 
彼女は、片付けが苦手な人に独自の片付けの方法をアドバイスすることで、 
価値を生んでいます。 

何を捨て、何を残すべきかというのは、 
片付けをする上で、多くの人にとって悩みのタネであって、 
こんまりさんはそれを見事に言語化・体系化したんですね。 

そしてそのコンセプトがバカ受けした訳です。 

このように、 
“片付け”という一見すると商売になるか首を傾げるような事であっても、 
実際に求めている人がいて、それでも商売は可能になるんだよ。 

という事を証明した１つの良い実例ですね。 

で、、 
以上で挙げたコンサル業（アドバイザー） 
というのは、インターネットを利用した商売の中でも最も相性が良く、 
ポケット化もしやすいのです。 

なぜなら、 
アドバイスというのは、知識・情報の伝達だからです。 

そして、アドバイスというのは、 
必ずしも対面で行う必要はありません。 

文字ベースであれば、 
離れた場所でもブログ、メール、LINE等により相手に伝達可能です。 

Skypeを利用すれば、 
音声・映像でも相手とのコンタクトが可能です。 
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つまり、自分が海外にいようがどこにいようが、 
アドバイスが可能なのです。　身軽ですよね。 

ここで覚えておいて欲しいのは、 
本当にちょっとしたことでもOKということです。 
むしろちょっとしたこと（＝ニッチ）であればあるほど、 
世の大企業などが手を付けづらい市場なので個人にチャンスがあります。 

あなたが犬を長年飼っているとして、 
その犬のしつけの方法をアドバイスするっていうのでもありだと思います。 

犬のしつけの方だと広すぎるので、 
チワワのしつけ方といったように、より狭くしても良いですね。 

補足ですが、 
“チワワのしつけの方”といったように内容が具体的になればなるほど、 
読者はそのコンテンツに惹き込まれます。 

例えば、 
あなたが、３０歳の主婦だとして以下のどちらの本に惹かれるでしょうか？ 

『幸福になる方法』→抽象的 

『30歳の主婦が幸福な人生を生きる方法』→具体的 

おそらく後者かと思います。 

一般的に、抽象度が高いと“自分との関連性を見出しづらい”ので、 
できるだけコンセプトは具体化するのがポイントですね。 

で、実際にどうやってお金に換えるかを少し話します。 
（後の章でも詳しく話しますが） 
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引き続き、チワワを例に。 

まず、チワワを育てるために必要な商品というのはたくさんあるかと思います。 

例えば、 

・ペットフード 
・散歩の時に必要な首の輪 
・チワワの洋服 
・チワワのお部屋　etc 

飼い主は、過去に様々な商品を検討し、実際に試したことでしょう。 

その中で、 

『あ、これは必要なかったな。。』 

『お！！こんな商品があるのか！ 
もっと早く知りたかったな！』 

商品以外でも、 

・ペットが病気になった時にどう対処するか？ 
・最高の散歩スポット 
・旅行の時にどこに預ければ良いか？ 

こんな事に悩みませんでしたか？ 

このように、過去のあなたと同様、 
これからペットを飼う初心者は、本当にわからないことだらけなんです。 
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そして、その情報を強く求めています。 

で、その情報を伝えるには、 
インターネットのサイト上で、役立つ記事をどんどん書いていけば良いのです。 

ネット上における記事というのは、一度書いてしまえば24時間休むことなく、 
それを読みたい人へ情報を届けてくれます。 

記事＝24時間無休で働くセールスマンと捉えても良いでしょう。 

そしてその記事の中で、 
あなたが独自の視点でオススメの商品・サービスを紹介すれば良いのです。 
（サイト上で商品を紹介し購入してもらえると、仲介手数料という形で報酬が入る）

読者は、 
あなたが記事を書いてくれたお陰で素晴らしい商品に出会うことができる。 

そしてその対価としてお金が入るという構造ですね。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
何が欲しいかということを発見することは、 
欲しいと思っているものを見つけ出すのと同じくらい、 
時としてそれ以上に重要なこと。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

今のあなたにとっては当たり前すぎる情報でも、 
まったくの初心者にとっては猛烈に求めている情報であることは多々あります。 

人って自分が習得してしまった事に関しては、 
その価値を低く見積もりすぎる傾向があるのですが、 
何も知らない素人にとっては宝のような情報だということを覚えておいて下さい。 

オークションにおいてそれは顕著ですね。 
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“誰かのゴミは誰かの宝”です。 

ただ、究極的には、 
自分がアドバイスをする情報に価値があるかないかは、 
それを実際に世に放ってみないことにはわかりません。 

もしかしたら、 
需要があるかもしれませんし、 
もしかしたら 
需要ゼロかもしれません。 

わからないなら、実際に実験するのみです。 

先程も言ったように、 
インターネットであれば、商売を開始するにあたり、 
初期費用というのはほぼゼロなので、例え需要ゼロで失敗だったとしても 
赤字にならないので痛くも痒くもありません。 

むしろ、この切り口はダメなんだ！ 
という失敗のデータを得ることができたと考えて、次に活かせば良いんです。 

ホリエモンこと堀江貴文さんが、 
『ビジネスは馬鹿の方が上手くいく！ 
それは失敗してもすぐ立ち直り、何度も何度も打席に立つからだ！』 
と仰っていますが、まさにその通りで、 

ビジネスの世界に絶対はなく、 
実際に世に出してみないと需要があるかどうかはわかりません。 

だったら、 
“何度も打席に立つ！！” 
というのは考えてみれば至極当然のことです。 
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私自身も、 
最初にアフィリエイトを実践する時は失敗の連続でした。 

が、何度もサイトを作成し、失敗していくうちに、 

・これをやったら失敗する！ 
・これをやったら上手くいく！ 
というデータが溜まってきました。 

で、 
失敗への経路を潰していくと、 
ある時気付いたら上手くいっていました。 

商売に限らず、 
“上達する”とはこういうことだと思います。 

鬱陶しいくらい何度も言いますが、 
失敗し放題（＝実験し放題）というのは、 
インターネットを利用した商売の最大の利点ですね。 

物を実際に仕入れたり・食品を扱う商売の場合、 
売れないものを扱うと、赤字になります・・・ 

【商売の種を見つける３つのヒント】 

それでも、 
『アドバイスできるものなんて私には特に何もないよ。。』 
という方のために、商売のアイデアを見つけるヒントを紹介します。 

以下の３つのヒントを参考に、 
・自分に提供できるもの 
・自分が提供したいこと 
はどんなことかを考えてみてください。 
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【ヒント１】 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　今まで自分が苦手だったが、克服してきた事 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

自分が悩み、克服してきたことを、 
まだそれに悩んでいる人に対しアドバイスしてあげる。 

これは商売として上手くいく可能性が非常に高いです。 

理由は、 
“相手に共感できるから”です。 

お客さんは常に自分の事を理解して欲しいと思っています。 

『どうして皆、私の気持ちをわかってくれないんだ。。(́；ω；｀)』 
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お客さんは泣いているんです。 

そんな藁にもすがる思いで、 
悩みを解決してくれる情報、商品を探しています。 

そして、泣きながらGoogle検索をしますが、 
出てくるのは、ゴミのような広告、ステマ記事ばかりです。 

そんな時、 
自分の気持ちを100％理解してくれ、 
たとえ、100％でなくてもあなたが深く共感し、 
相手の悩みを真剣に聞く姿勢を持っていたら、相手はどう感じるでしょうか？ 

その瞬間、相手はあなたの存在を貴重だと感じ、 
そこではじめて信頼関係が生まれます。 

相手との信頼関係が構築されると、 
あなたが紹介する商品・サービスを試してもらえる可能性は高まります。 

つまり、商売として成立するということですね。 

反対に、 
自分がかつて一度も悩んだこともない事柄の場合、 
相手の気持ちを無視した“検討違いな商品”を提供してしまう 
恐れがあります。 

ダイエットに悩んだことのないガリガリの男性が、 
太った女性に対し、ダイエットに関するサービスを提供しても、 

共感力に欠けた、どこか的外れなものになってしまう可能性が高いでしょう。 
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もう一つ！ 
自分が克服した事の場合、 
ビジネスで最も大切なリサーチの手間が大幅に省けるというメリットがあります。 

すでに、自分がその事で悩んできたので、相手がどんな事に悩んでいるのかを 
ゼロからリサーチする必要がないのです。 
（それでもリサーチは必要ですが） 

つまり、かつての悩んでいた自分に向けて、 
商品を作ったり、役立つサービスを紹介してあげれば良いということですね。 

現在もかつての自分のような悩みを抱えた人は山程いるでしょう。 

そして、 
彼らはあなたが商品を作成、あるいは解決してくれるサービスを紹介してくれるこ
とを今か今かと待ち望んでいます。 

“共感力”は商売する上で、とても大切なキーワードです。 

“本当に不幸なのは、できることを未完のまま放り出し、 
理解もできないことをやり始めてしまう人々だ。 

彼らがやがて嘆くのも無理はない。” 
　　　　　　　　　　　　　　       　-ゲーテ- 
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【ヒント２】 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　自分が不満に感じること。苛立つ事でも可 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

不満に感じること 
＝人よりこだわりが強く、情熱があることです。 

例えば、 
私の場合で言えば、料理の味などにそこまで大きなこだわりがありません。 
コンビニで100円で売っているカップラーメンも普通に美味しいと感じます。 

正直、 
チェーン店の焼肉と高級焼肉の違いを判別できるかどうか自信もありません。 

つまり、食に対してそこまで強いこだわり・情熱がないということです。 

そんな人間が立派な料理人になることは難しいでしょう。 
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反対に、 
料理を食べていて、 
『ん～調味料が足りないな。。』 
『この料理には、サイドメニューとして絶対〇〇があるべきだろ』 
『焼き加減が気に食わん！怒』 

若干面倒くさく、ウザい感じは否めないですが、 
この方の場合、優れた料理人になれる素質は大です！ 

なぜなら、料理に対してこだわりがあるため、 

普通の人なら見逃してしまう所を捉える 
繊細な目を持っているからです。 

料理に対して、 
語りたい事、伝えたい事が山程ある状態とも言えます。 
（＝人にアドバイスできることがある） 

語れる事があるという事は、 
料理人でなくても、なんらかの形で価値を提供できる可能性が秘められています。 

実際に、影響力のある食べログのレビューワーなどは、 
お店のレビューをする事で店側から高額の接待を受ける機会があるとも聞きます。
（良いか悪いかは別にして） 

何かに対し、不満を持てる、批評できるという事は、 
それ自体才能なのです。 

同時に、 
ポケットビジネスにすることも十分可能でしょう。 
例） 
・PDFや動画という形で 
『彼氏が喜ぶ料理集10選！（2017年夏版！）』 
を電子媒体で販売する。 
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・～花嫁修業！～ 
『美味しい料理を作るための最低限の知識・コツ』 
こんなコンセプトでネット上にて企画をしてみても良いでしょう。 

・上記のように自分の商品、サービスを販売するのが難しければ、 
まずは、料理で役立つ商品をアフィリエイトするというのの可能ですね。 

このように、 
アイデア、工夫次第で、 
どんな事でも価値を構築し、お金に換える事は可能です。 

以上で述べたのは、あくまでひとつの例ですが、 
あなたも不満に感じることをどんどんノートに書き出してみて下さい。 

そしてその不満をビジネスにしてどんどん解決していってください。 

【ヒント３】 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　最愛の子にどうしても伝えておきたいこと 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
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これはあくまで例えですが、 
もし自分に大切にしている子供がいたとします。 

が、あなたの余命は残り１ヶ月で子供に伝えられる事は 
限られています。 

その時、あなたは子供に何を伝えたいですか？ 
何を残したいですか？ 

この質問をすることで、 
自分が最も価値があると感じることが見えてきます。 

人は制限がある状態になると、 
やるべき事の優先順位だったりがハッキリしてきます。 

例えば、私の場合で言えば、 
現在のこのレポートはまさにそんな気持ちで書いています。 
（子供はいませんが） 

自分が最も価値を感じ、どうしても伝えたいことですね。 

子供が仕事の事で悩んだ時などに、 
このレポートを読むことで、子供の人生が少しでも好転すれば良いなと 
という気持ちで書いているので、そこに嘘偽りは一切ありません。 

大事な人に向けて、 
とても大切な仕事をしているという感覚なので、 
そこに充足感も感じます。 

“自分がいかに価値ある仕事をしているという感覚を持ち、 
日々の仕事をこなす” 

仕事においてこれ以上に大切な事はないと私は思っています。 
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儲かりそうだから 
ブームだから 
周りの皆やっているから 

といった理由でビジネスを行っても絶対にいつか頭打ちがきますし、 

お客さんも馬鹿ではないので、 
相手がどういう思いで商売をしているのかは、すぐに察知します。 

そして、 
信頼関係が壊れた時、ビジネス自体も破綻してしまいます。 

世界の大富豪ウォーレン・バフェットもこう言います。 

“周囲の人からそれなりの評判を得るには２０年かかる。 
だが、その評判はたった５分で崩れることがある。 
そのことを頭に入れておけば今後の生き方が変わるはずだ。” 

ビジネスをする上で片時も忘れていはいけない言葉ですね。 

なによりも、 
自分が価値を感じることであれば、その分野を学ぶことにも苦痛を感じません。 

結果として、 
知識も貪欲に求めていくため、 
提供できるものはどんどん溜まっていきます。 

だた、 
現時点でその分野に関して、十分な知識を持っていなくてもokです。 

まずは、『私と一緒にその分野について学んでいこうよ！』 
という形で商売をスタートさせれば良いからです。 
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コミュニティを作り、そこでワーク、勉強会というのを主催し、 
その参加料を頂くという形で商売も可能です。 

その際、 
『私もその分野に関して初心者なのにお金を受け取って良いの？』 
という疑問があるかと思いますが、 

お金を受け取って構いませんし、 
受け取るべきです。 

本来、良いものを提供し、その対価としてお金を受け取ることは良い事なのです。 

なによりも、 
そのコミュニティを作ってくれたこと自体や企画を立ててくれた事自体に対し、 
価値が生じているので、あなたがお金を受け取る権利は十分にあります。 

それに、お金を頂かないと、 
今後その分野に関して、あなたが学ぶための時間、資金を確保できないので、 
結果としてコミュニティに提供できるものも減ってしまいます。 

つまり、 
コミュニティ自体のレベルを引き上げていくという目的を達成するためにも 
あなたはお金を受け取るべきなのです。　全力で受け取り全力で提供しましょう。 

まとめ 

・インターネット上で商売をするなら教育・コンサル業が相性が良い！ 
→どんな業種であろうと教育という要素を付け加えることはできる。 

・ちょっとした事（＝ニッチな市場）は個人にとって大チャンス！ 
→インターネットを利用すれば小さな需要を拾っていける。 

・失敗はデータ！ 
→うまくいかない方法がわかったと思えば良し！ 

©Pocket business  33



3章　ポケットビジネスに必要な3つのスキルは！？ 

ここまでで、 
ポケットビジネスに関しての魅力は理解できたかと思います。 

今回の３章では、今後ポケットビジネスを行う上でどんなスキル・能力を 
磨いていく必要があるのかという話をしていきます。 

インターネットで商売するというと、 
パソコンに詳しくなければならないと考えるかもしれませんが、 
高度なパソコンスキルというのはほとんど必要ありません。 

まずは、タイピングができればOKです。 

巷ではネットビジネスなんていう言葉がありますが 
正確にはネットビジネスという商売は存在しません。 
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既存の商売に対し、 
インターネットという便利ツールを利用しているだけのことです。 

相手にしているのは、今も昔も変わらずに“人”であり、 

パソコンに詳しくなるよりも、よっぽど重要なスキルがあります。 

１章でポケットビジネスに相性の良い商売は、 
困っている人にアドバイスを行う教育・コンサル業だと言いましたが、 
それを行う上で特に大事になってくることが３つあります。 

まず第一は、 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　　　コミュニケーションスキル 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

コミュニケーションスキルというと、広く捉える事が出来ますが、 
具体的には以下のようなことですね。 

・相手にわかりやすく伝える力 
・信頼関係を構築する力 
・言語化する力 
・情報を整理する力 
・共感する力 
・聴く力　etc 

そもそも、 
ビジネスは基本的には相手がいてこそ成り立つものですから、 
以上のような能力に長けている方がそりゃビジネスは上手くまわります。 

どんなに自分が価値がある情報を持っていようと、 
それを相手に伝えることができなければ、商売は成り立ちません。 
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同時に、 
アドバイスを行う場合は、相手の悩みを的確に汲み取らなければいけません。 
相手の悩みをわかった気になるのは禁物です。 

営業ではよく言われることですが、ヒアリングする事がとても大切で、 
そのためには、相手が本音を言える関係性を築くことも重要になってきますね。 

もし現時点で、コミュニケーションスキルが低いなと感じるのであれば、 
これらのスキルを鍛える機会としてビジネスに取り組むのもありかなと思います。 

人生で大事なスキルを磨きながら、お金を稼げる！ 

なんて素晴らしいことでしょうか！ 

次に大事なのが 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　　　　　　情報収集スキル 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

検索力と言い換えても良いかもしれません。 

これは、インターネットで商売しようが、 
その他の商売をしようが必要なスキルです。 

分からない事柄に出会った時、 
それを情報収集したり、ネットで検索するなりして自分で解決していく事が大切に
なってくるということ。 

正直に言うと、 
この検索力に欠けていると商売を行うのは大変です。 

ただ、これも慣れの問題なので、 
ちょっとしたことでも自分で調べる習慣を今から身につければ良いのです。 
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例えば、ブログの開設方法、アクセス解析の設置方法を知りたければ、 
◯◯＋方法といったようにGoogleで検索すればそれを教えてくれるサイトが山程出
てきます。 

友達に聞くような形で、 
Googleの検索窓にキーワードを打ち込んでいけば良いんです！ 

自慢ではないですが、私自身がインターネット上の商売（アフィリエイト）で 
比較的はやく、大きな結果を残せたのも、 

この情報収集スキルに長けていたからだと思っています。 

とにかく情報・知識への投資を惜しまず、 
アクセス可能な事柄に関しては手当たり次第あたりました。 

そして情報収集に掛かるお金も近い将来にすぐに回収できることが 
わかっていました。 

とは言え、 
このレポートを読んでいる時点で情報感度は高い方だと思いますので 
大丈夫かと思います。 

今後も貪欲に情報を頭にストックしていきましょう。 
情報はいつどこで役に立つのかわかりませんから。 

第三は、 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　　　　コンテンツ作成スキル 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

インターネットで商売をする上で、 
なんと言っても大切なのはコンテンツ作成スキルです。 

コンテンツとは情報ですね。 
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身の回りにある情報をいかに独自な視点で捉え、 
価値のある形で翻訳できるかが大切です。 

企画を立てる力・アイデア力とも言い換えられますね。 

と言っても、 
あまりピンと来ない方もいるかと思いますので、 
具体例をあげます。 

例えば、 
あなたがダイエットに関する情報を発信しているとします。 

お客さんは、体重を落としたい人ですね。 

この“体重を落とす”という問題を解決するためにあなたがすべきことは、 
その問題を解決する様々な切り口、手段を考案することです。 

なぜなら、お客さんには様々なタイプがいるからです。 
・一切運動せずに痩せたい 
・痩せるための具体的な運動方法を知りたがっている 
・ストレスで太っているからストレス軽減の方法を求めている 
・誘惑に弱くてついつい食べすぎてしまう 

このように一口にダイエットと言っても、 
お客さんはそれぞれ異なる悩み・解決方法を模索していますよね。 

そこで、 
あなたはそれらの悩み・問題を解決するために、 
より多くのコンテンツ・企画を用意できる必要があります。 

１つの問題に対し、 
それを解決するための手段は沢山あるので、 
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その解決のための手段を頭の中に沢山ストックし、 
それを１つのコンテンツとして作成orオーダーメイドでアドバイス 
することができれば、お客さんから喜ばれますよね。 

コンテンツ作成スキルとは、 
世にある断片的な情報を自分なりの視点から編集、まとめていくことです。 

ユニークで価値あるコンテンツが作れれば作れるほど、 
あなたの事に興味を持ってもらうための入口が増えるので、 
結果として相手にできるお客さんの数が増え、商売は繁盛します。 

皆が知っているであろう 
ユニークなコンテンツの例を１つあげます。 

もしドラ！ですね。 

ドラッカーとは経営学者さんで、彼の主な研究ジャンルは 
“経営のマネジメント（＝管理）”でした。 

彼は会社の組織をいかに管理していくかに関して、造詣が深く、独自の理論を持っ
ていて、生前に『マネジメント』という１冊の本を執筆しました。 
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で、何故野球が出てくるのかですが、 

考えれみれば、会社組織と同様に、 
野球においてもチームメンバーのマネジメントというのは、 
チームとして一体感を保ち、試合に勝つためには大変重要なことです。 

そこで、 
ドラッカーの組織のマネジメントという最強メソッドを 
野球にも応用してみよう！！ 

そこで生まれたのが『もしドラ』です。 

野球×ドラッカーのマネジメント理論＝もしドラ 

他業種で上手くいっているメソッドを、 
自分の業種に応用できないかを考えてみる。 

そして、 
かけた合わせたものが上手くハマった時、 
オリジナリティ溢れるコンテンツ・企画が完成します！ 

発明家のスティーブ・ジョブズ氏も、こんな言葉を残しています。 

　“アイデアとは既存の要素の新しい組み合せ以外の何ものでもない” 
　　　　　　　　　　　　　                 -スティーブ・ジョブズ- 
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4章　具体的な収益化の方法とは？ 

これまでの章で、ざっくりとですがポケットビジネスとは何か？ 
インターネットで商売するとはどういうことか？ 

なんとなく輪郭は掴めた方も多いのではないかと思います。 

というわけで4章では、もっと踏み込んだ形で、 
具体的にどんな収益化の方法があるのかを例を挙げて紹介していきます。 

まず、インターネットに限らず商売で利益を得る方法は主に３つあります。 

①自分の商品を売る 

②人の作った商品を売る（代理販売） 

③宣伝スペース自体を売る（広告モデル） 
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今後、ポケットビジネスを行う上では、 
おそらく上記の何れかの形で収益を得ていくことになります。 

あるいはMIXさせた形でも良いでしょう。 

では、早速ですが、 
それぞれの特徴、メリット、デメリットなどを説明していきますね！ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　　　　1.自分の商品を売る 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

【メリット】 
・唯一無二の商品のため、ライバルがいない 
・価格を自由に設定できる 

【デメリット】 
・商品作成の手間が掛かる 
・クレームが来る可能性も 
（ただし、クレームは無料で商品に対するアドバイスをしてもらっていると考える
こともできます） 

【販売する商品の形態】 

ネット上で商品を売るとなると、以下の２つの方法が相性が良いです。 

①ノウハウなどの情報を売る 
→PDF、音声という形態 
ex, 
・『観葉植物の育て方』 
・『ウサギの育て方』 
・『上司の怒りの静め方』 
・『偏差値40から東大合格した私の物語』 
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などなど、 
人が知りたい！聞いてみたい！と思うことであれば、なんでもありですね！ 

②サービスを売る 
→マンツーマンの個人コンサルなど 
ex, 
・２週間でダイエット！マンツーマンSkypeコンサル 
・デートの服装から告白までを徹底サポート！LINEで恋愛相談サービス 
・慶應生が教える！早慶合格のための大学受験コーチング 
・現役人材コンサルタントによる転職相談サービス　 etc.. 

以上で述べた①、②の形態だと、場所に縛られることもないので 
ビジネスのポケット化が可能ですね。 

【販売方法・場所】 

で、実際どこでどうやって売るの？ 

という疑問が出てくるかと思いますので、 
代表的な売り方（販売場所）を２つご紹介します。 

まずは、最近どんどん利用者も増えてきているnoteです！ 
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noteとは、 
100円～10000円(プレミアム会員は50,000円まで)の値付けをし、つくったノート
を販売できます。記事単位で売るだけでなく、記事をまとめたマガジン単位、マガ
ジンの継続課金による販売が行えます。（引用:note公式サイト） 

つまり、 
記事（＝情報）を有料販売することが可能な媒体（＝プラットフォーム） 
なわけですが、 

個人的に現時点におけるnoteの魅力は以下です。 

魅力：携帯のキャリア決済に対応している。 

noteの有料記事を買いたいなと思った時に、読者は、携帯の料金とまとめて 
その有料記事の支払いをできるので、購入へのハードルが低くなります。 

特に数百円の有料記事を購入する場合に、 
銀行振込、コンビニ支払い、クレジットカードの入力をしなければならないのは 
少し手間が掛かり、面倒ですよね。 

購入までの流れがスムーズというのは商売において大きな魅力の１つです。 

次が、baseです！ 
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baseは 
初期費用・月額費用０円で 
ネットショップの作成から運営まで、無料でお使いいただけます。 
（引用：base公式サイト） 

baseを利用すれば、 
簡単に自分のネットショップが作ることができ、 

baseの場合はnoteと異なり、 
デジタルコンテンツに限らず、物を売ることも可能です。 

ただ、 
noteにせよ、baseにせよ１つ覚えておいて欲しいのは、 
どちらも販売手数料が取られるということですね。 
→各公式サイトに詳しい事が記載されているのでそちらをご参照ください。 

お客さんと信頼関係が十分に築けているのであれば、 
商品は直接メールで送付し、 
代金は直接あなたの銀行口座に振り込んでもらうという形も最終的には 
可能でしょう。 

とりあえず、 
現段階では、販売場所としてこういう所があるんだ～程度の認識でOKです！ 

そして、 
販売場所が決定したら、 
自分の作ったインターネット上のwebサイトに、 

・販売したいnoteの有料記事へのリンクを貼り付ける 
or 
・baseで作ったネットショップのリンクを貼り付ける 

といった方法を取ればokです。 
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以下のような感じで、売っていく感じですね。 
ちょっと雑かもしれませんが、イメージできましたでしょうか？？ 

【販売イメージ】 

【補足：よくある質問】 

Q,　わざわざ自分が情報ノウハウを販売しなくても、ネットで検索すればそれに関
する情報は山程出てきますが、私のやることに価値はあるのでしょうか？ 

A,　結論から言えば価値あります。 

それに加え、 
売れるという事は、買い手に何らかの形で価値が生じているということです。 
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あなたが全く意図していない形で価値が発生している可能性も大いにありえます。 

Amazonの書籍レビューにおいて、 
以下ようなコメントをたまに見かけますが、本当に見当違いだなと思います。 
↓↓↓ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
タイトル：猿でも分かる！〇〇学入門書 

レビュー 
☆☆☆☆★　評価１ 
“こんなことネットで調べれば分かることばかり！ 
購入する必要なし！！” 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

そもそも、 
この本はタイトルにもある通り、初心者向けに書かれた本です。 
（猿とまで書いてあります） 

そして、初心者というのは、 
その分野に関して本当に未知のことだらけであり、 
“何がわからないかもわからない状態”なのです。 

つまり、 
Googleで上手に検索することすらできないのです。 

検索するという行為には、ある程度の知識を要します。 

仮に検索できたとしても、 
情報の真偽も疑わしいですし、調べる手間も掛かりますよね。 

初心者にとっては、書籍という形で、 
１から情報を懇切丁寧に説明してくれ、 
且つ、重要ポイントを的確に押さえてくれているという事は非常に有り難いことな
のです。 
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それに、読みやすさ、情報の検索しやすさという観点からも、 
Web媒体よりも、書籍という紙の媒体を好む人もいます。（逆も然り） 

このように、 
購入する人の立場や目的によって、物の価値は変化します。 

仮にあなたが作った商品が売れないとしても、 
何も損をすることはありません。 

価値があるかないかは、購入者が決めることです。 

自信をもって商品を世に放ちましょう。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　　　　2.人の商品を売る（代理販売） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

実を言うと、 
初心者の方におすすめなのは、2の代理販売です。 

なぜなら、皆が知っている有名ブランドの商品を扱えば、 
あなた自身の信頼が低い場合でも、商品自体に信頼があるので、 
販売は比較的簡単になります。 

ちなみにネット上で人の商品を代理で販売することを 
主にアフィリエイトと言います。 
 
【報酬発生までの流れ】 

①商品を売りたい広告主がアフィリエイターに紹介を依頼！ 
②アフィリエイターがその商品をサイト上で紹介 
③読者がそのサイトから購入 
④広告主がアフィリエイターに報酬を渡す 
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【メリット】 
・すでに売れている商品を扱うことができる 
・紹介すれば良いだけなのでラク 

【デメリット】 
・同じ商品を扱っている人が他にもいる 
・商品自体が突然販売停止になる事もある 

【販売可能な商品】 

・amazonにある全ての商品 

・楽天にある全ての商品 

・aspというアフィリエイターと広告主を仲介するサイトが 
あるのですがそこで扱っている商品・サービス 
※有名なaspはA8ネットやafbなどですね。 
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とにかく扱える商品は膨大にあるので、 
アフィリエイトできる商品が少なすぎて困る！！ 
なんてことは、ほとんどないと思います。 

【販売場所】 

基本的には自分のブログやwebサイト上で、 
商品の魅了を伝えた上でリンクを貼るだけです。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
　　　3.宣伝スペースを売る（広告モデル） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

商品を売らずに収入を得る方法というのもあります。 

それは、 
宣伝のためのスペースを販売するという“広告モデル”です。 
（厳密に言えばそれも商品とも言うことはできますが・・・） 

これだけ聞くと『は？？』 
商品もサービスも売らないのにどうやって、私に収入が入ってくるの？ 

と思う方もいるかもしれませんが、 
仕組みは至ってシンプルです。 

身近なところだと、 
テレビなんかも同じビジネスモデルです。 

人が集まる番組を作り上げ、 
そこでCMという形で宣伝スペースを販売するということですね。 

企業が宣伝を行うための“機会”を売っているという意味では、 
これも１つの商品サービスと捉える事もできます。 
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で、これと同様のことが、 
個人の小さなwebサイトでも可能だということです。 

人が集まるwebサイト（＝pvが多い）であれば、 
そこは商品を宣伝する場としてかなり魅力的ですよね？　 

つまり、人が集まる場所を持っているということは、 
それ自体大きな価値があるという事なんです。 

そこで、簡単にアクセス自体をお金に換える方法というのを 
Googleさんがサービスとして提供してくれています。 

その名もGoogle AdSense！！ 

「Google AdSense」（グーグルアドセンス）とは、 
自分のWebサイトに広告を掲載することで収益を得ることができる、 
Googleが提供するサイト運営者向けの広告配信サービスです。 

魅力の１つは、 

Google AdSenseを利用すれば、 
運営しているサイトに適した広告が自動的に表示されるので、 
どのような広告を表示するかを細かく管理したり、 
広告主とのやりとりを気にしたりする必要もありません。 
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いつも通りにサイトを運営しているだけで、 
広告が収益を生み出してくれるというわけです！ 

収益を得る一方で、 
これまで通りのサイト運営に集中できるのが主な魅力ですね！ 

アフィリエイトしたい商品が特に見つからない！ 
という場合などはGoogle AdSenseにて収益を得ることもできます。！ 

ただ、相当アクセスがないとあまり大きな金額は稼げません。 

【グーグルアドセンスの収入の目安】 

40,000 PV　…1万円 
120,000PV　…3万円 
200,000PV　…5万円 
400,000PV　…10万円 

仕組みが少し難しい感じる方もいるかもしれませんが、 

お金に換える１つの手段としてアドセンスという仕組みもあるんだ！というくらい
の認識で大丈夫です！ 

ちなみに最近話題？のYouTuberが収入を得る方法というのも、 
主にこのGoogle AdSenseです。 
動画が始まる前に数秒間広告が流れたり、 
動画の途中でも画面の下の方に広告が時々現れますよね。 

彼らは特に何かを売っているわけではありません。 

が、視聴回数が増えれば、広告スペースとしての価値が高まるため、 
収益化が可能になるということです。 
youtubeというと広告収入を得る場として注目されがちですが、 
“無料で宣伝ができる集客装置”として魅力的な媒体だなと個人的には思います。 
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5章　初心者は一体何からはじめるべき？？ 

最終章となります。 

とりあえず、インターネットを利用して商売するための大まかな概要は理解した 
かと思いますが、 

『初心者は一体何からはじめるのがベストなの？』 

と疑問をお持ちの方も多いのではないかと思います。 

当然ですが、 
現時点であなたが持っている能力によって、 
何がもっとも稼ぎやすいかは異なります。 
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が、初心者の人に、 
私が個人的にオススメしたいのはアフィリエイトです。 

理由は簡単です。 

なぜなら、 
少額でもネットで稼ぐという体験をするにはアフィリエイトが一番早いからです。 

特に初心者の場合は、 
なによりもまず、インターネットでお金を稼ぐ事が本当にできるんだ！ 
という事を実感して欲しいんですね。 

私自身も、 
実際に報酬を得た瞬間に、加速がつきました。 

まずは100円でも良いので実際に稼いでみることです。 

100円稼ぐことに成功すれば、 
あとは単なる拡張にすぎないことが理解できます。 

というわけで、もう一度アフィリエイトのやり方を復習しましょう。 

【アフィリエイトのやり方】 

ステップ１ 
無料のブログで良いので、まずブログを立ち上げる。 
※はてなブログやシーサーブログがオススメです！使いやすい！ 

ステップ２ 
サイトのコンセプトをざっくり決めて、記事を書いていく。 

ステップ３ 
アクセスが集まったら、サイトのコンセプトに関連した商品・サービスを 
紹介する。 
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やることはたったのこれだけです。 

数ある商品の中から、 
自分が魅力的だなと感じる商品を選び、それに関する記事を書くだけです。 

ここで一つ初心者がやりがち注意点を述べておくと、 
使ったこともない商品をアフィリエイトするのはやめましょう。ということ。 

使ったこともない商品を人に薦めるなんて道徳的に悪い！！ 
なんて説教をするつもりはありません。 

あなたの収入を増やす為の話です。 

単純なことですが、 
アフィリエイトで報酬を発生させるためには、 
読者にその商品が欲しいな！と思ってもらう必要があります。 

そのためには、紹介したい商品に対して、 

・詳しいスペック 
・意外な使い方 
・その他類似商品との比較 
・デメリット・リスク 
・費用対効果 

といったように、 
商品への理解度が高ければ高いほど、 
あらゆる切り口から紹介記事を書けるので 
結果として、報酬も発生しやすくなります。 

単に、報酬単価が高いから、なんとなく売れそうだからといった 
理由で商品を選ぶのはNGです。 
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商品選定で大事な要素は話せば沢山あるのですが、 
１つ覚えておいて欲しいのは、 

自分が価値を感じ、 
実際に購入者が買ってよかったと思ってもらえるような商品を選ぶことです。 

これは綺麗事ではないんです本当に。 

以前とは違い、 
最近は、ネットユーザーのリテラシーもかなり高まってきているので、 
ステマであったり、金目当てだけで紹介しているな。 
ということは、容易に見抜かれるでしょう。 

それに、商売は信頼が命なので、 
嘘をつき信頼が落ちれば、長期的なビジネスは構築できません。 

反対に、 
相手が本当に満足のいく商品を紹介することができれば、 
あなたに対する信頼はUPし、今後商品を紹介していくこともどんどん楽になります。

信頼構築こそが、商売における正のスパイラルの鍵なので、 
わざわざ自分で辛い道を進まないで下さい。 

アフィエイトに関しては、 
まだまだ伝えたい事・魅力がたくさんあるので、 
今後のメルマガを楽しみにしておいてください^^ 
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最後に・・・ 

本レポートはいかがでしたか？ 

・インターネットを利用したビジネスの可能性 
・ポケットビジネスの魅力 
・そこから可能になる理想のライフスタイルなど 

今後、ポケットビジネスを行う事で実現可能になるあらゆる未来に向け、 
それぞれが思いを馳せたのではないでしょうか？ 

・気分転換にハワイのビーチで仕事するのもよし 
・半年間一気に働いて、残りの期間は好き放題趣味に没頭するもよし 

このように、 
インターネットを利用したポケットビジネスであれば 
従来では考えられなかった夢のような生活が可能になります。 

私がこのレポートにて一番伝えたかった事は、 

１つの選択肢として、こういう世界もあるんだよ。 

ということです。 

会社に拘束される必要もなく、嫌な人間関係から逃れる自由、 
そして、本当にそれを必要としている人に商品を売り、お客さんから感謝される。 

こんな世界もあるということです。 

そして、それを可能にしたのが、 
紛れもなく、インターネットというツールです。 
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すでにインターネットは誰もが利用するモノで、 
生活の必需品となっています。 

しかし、いざ周りを見渡してみると、 
インターネットの本当のポテンシャルに気付かずに、 

今だ、既存の組織における従来の慣習に縛られ、 
肉体的にも精神的にも疲弊する毎日を送っている方が少なくありません。 
（もちろんかつては私もその一人でした） 

朝から晩まで死ぬほど働いているにも関わらず、 
会社から得られる収入は、雀の涙。 

基本的に、会社は社員の事を人的費用としか捉えていないので、 
生命維持に必要な金額以上は給料として払いません。 

また、今後は人工知能が台頭としてくることで、 
利益を出すにあたり、人間よりもAIを使ったほうがコスト的に安いとなれば、 
容赦なく肩叩きにあうでしょう。 

つまり、今後予想される未来でいかに生き残っていくかという視点から 
考えてみても、 

自分で価値を構築し、自分で商売を行うということを真剣に 
考えておくべきだということです。 

ただし、冒頭でも述べましたが、 
今後商売をするに辺り、インターネットを上手に活用できるか否かで 
驚くほどの収入格差が生じるということです。 

すでにそれは実際に始まっているのですが・・・ 
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インターネットを利用して大金を稼いでいる代表として、 
youtuberを思い浮かべる方が多いかと思いますが、 

youtuber以外にも、 
こっそりとネット上で大金を稼いでいる個人はうじゃうじゃいます。 

大金とは言いませんが、私もその一人でしょう。 

平日の昼間から私服でガラガラの映画館に行ったり、 
カフェで時間に追われることなく、まったりと本を読んだりしているので、 

傍から見たら、 
フリーター、ニートと思われていても何らおかしくありません。 

が、、 
インターネットを利用して効率的に仕事をしているので、 
映画を観ている間にも収益が発生していたりします。 

今だに、こんな生活が出来ることに唖然としている状態です。 

そして、 
このような生活は一部の特権階級でなくても、可能だということです！ 

今回のレポートで話したことに、 
もしピンとくるのであれば、是非試しにチャレンジしてみたら良いと思います。 

土日にちょっと時間を作ってやってみる！ 
こんな気軽な感じで始めてもいいでしょう。 

何よりも失敗がないのですから。（これは何度でも強調して言います） 

その僅かな一歩が人生を一変させる可能性を秘めています。 
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今後メルマガにても、 
ポケットビジネスを構築するにあたり、役立つ情報を配信していきますので 
乞うご期待を！ 

追伸 
メルマガでもご案内しましたが、 
本レポートの感想を送ってくれた方には、 
さらにもう１つ！特別無料レポートをプレゼント致します。 

内容は、 
『ネットで確実に１万円以上の金額を稼ぐ方法』です。 
見るからに怪しいタイトル（笑）ですが、合法的な方法ですのでご安心を。 

感想のフォーマットは以下でよろしくお願い致します。 

１）本レポートで学んだこと 
２）どういう風に考え方が変わったか 
３）今後、どう行動していくか 
４）どう未来が変わっていくと考えるか 

強制ではないのですが、 
できるだけ以上のフォーマットで感想を書くようお願い致します。 

感想の提出先アドレス:haru.same27@gmail.com  
件名:無料レポート感想 
本文:上で指定した感想フォーマット 

*注意事項*このレポートは僕が直接メールで送るようにしますので, 
僕がメールを送るのに疲れた時点でストップします。 かなりたくさんの人がこのレ
ポートを受け取りたいと予想されますので、確実にこのレポートをもらいたい場合
は 今この瞬間、感想を送っておいて下さい。  
あなたからの感想を待っています。 
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