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プロローグ ～人生を変えたある一言～ 

 

「ごめん、明日から来なくていいよ。」 

 

大学生として 3 年目。季節は春で、外では桜が舞っていた。 

例年だと入学式や歓迎会が行われる中で、その年は 2 月か

ら発生したコロナ禍によって自粛ムードが日本にただよっ

ていた。 

 

 

そんな中、僕はバイトをクビになった。 

 

 

クビの原因は、バイト先のコロナによる経営不振によるもの

だった。 

ニュースでバイト先を解雇される大学生が話題になってい

たが、まさか自分がその一人になるとは思っていなかった。 

あまりに突然のことに言葉が出なかった。 



 

これからどうしよう。解雇を告げられたバイトの帰り道、涙

が落ちないように上を向きながら考えた。 

 

 

母親はパート先を解雇され、父親はコロナの影響で減給。 

妹の学費もある中で、姉は実家でニート生活。とても実家に

頼れる状況ではなかった。 

 

 

新しいバイト先を探そう。 

そう思った。 

 

ジム、コンビニ、スーパー・・・ 

求人サイトから片っ端に応募したが、既に求人がいっぱいだ

と断られた。 

 

 



「自分は社会から必要とされていない。」 

そう思うと、胸が苦しくなった。 

 

 

思い返せば何もしてこなかった。 

元々、僕の家庭は裕福ではない。むしろ貧乏である。 

 

 

父親はサラリーマンで、母親はパートの共働き。 

家族旅行に行ったことなんて一度もない。 

理由は「もったいない」から。 

 

「将来何があるか分からないから貯金しておかないと」 

これが両親の口癖だった。 

 

そんな家庭が嫌で僕は田舎から上京した。 

しかし、家賃や食費、学費を払うために 

大学生活はバイトづけの毎日だった。 



 

 

僕が大学生になってから頑張ったことはバイトだけだった。 

頑張ったといっても、店長の指示をハイハイとやるだけ。 

思考停止の労働地獄にいただけだ。 

 

 

たまに遊ぶ友達との飲み会では安い酒を選び、 

料理も安いものについつい目が行く。 

見栄を張って服にお金をつかい、友達付き合いの飲み代に 

バイト代が消える。 

 

 

熱中するもの、夢中になるものが何もない。 

そんな大学生活を送ってきた。 

 

何かしなければ、という思いはあったが 

何をすればいいかは分からない。 



 

「このままでも死ぬわけじゃあるまいし。」 

「みんなもそんな感じだし。」 

「人生そんなもんでしょ。」 

 

 

適当な言葉を作って逃げてきた。 

その結果がこれだ。自業自得だと思った。 

 

 

思い返すと涙が出てきた。悔しい。このまま寝てしまおうか。 

ダメだ、それでは変わらない。 

 

 

重たい足をひきずりながら机に向かい、パソコンを開いた。 

適当にネットサーフィンをしていると 

 

 



「アフィリエイトで月 100万円稼いだ大学生起業家の物語」 

というサイトが見つかった。 

 

 

アフィリエイト？ 

月 100 万？年じゃなくて？？ 

 

 

怪しい。そんなことあるわけない。 

 

そう思いながらも、ブログや SNS に投稿されている写真を

見ると 

そこには「憧れ」の世界が広がっていた。 

 

明らかに美味しそうなディナーの写真。 

海外旅行の華やかな写真。おしゃれなホテルで仕事をする姿。 

しかもそこには衝撃の一言が書かれていた。遊んでいても、

自動でお金が入ってくる仕組みでビジネスをしているらし



いのだ。 

 

 

悔しい。単純にそうおもった。 

自分の置かれた状況と画面に映る華やかな世界のギャップ

が違いすぎて、心が苦しくなった。 

 

 

しかし、その世界は希望でもあった。 

もし自分がその世界に行けたら、どんなに楽しいだろう。 

何にも縛られず自由な世界ってどんな景色だろう。 

 

その世界を見てみたい！そちら側に回りたい！ 

そう思った僕は、彼の発信をすみずみまで見渡した。 

 

 

彼の発信では、どのような仕組みでビジネスが成り立ってい

るかが論理的に説明されていた。 



そして、自分が感じていた少しの希望が 

確信に変わっていった。 

 

「こんな自分でもできるかもしれない。」 

 

そう思った僕はその日のうちに 

残りの貯金の 20 万を高額なビジネス塾につぎこんだ。 

 

 

迷いはなかった。人生を変えるための投資だ。 

長い目で見れば 20 万なんて誤差になる。 

 

 

そんな思いでガムシャラに行動した。 

すると、初月で初収益を生み出し、 

そのあと順調に収入は増え、今では他人にビジネスを 

教えられるまでになった。 

 



何より変わったのは時間の使い方だ。 

 

バイトをしなくても、生活することができるから 

すべての時間をビジネスに充てることができるし、 

心の余裕ができた。 

 

余った生活費をどんどんビジネスに投資するので 

自分の思考がどんどん鍛えられていることがわかるし 

楽しい。 

 

これほど何かに夢中になる経験は今まで 

なかったように思う。 

 

それに、周りの環境も変わってきた。 

 

 

始めた当初は 

「何言ってんだよ。そんなに世間は甘くないよ。」 



「起業なんて言ってないで、就職しろ」 

「もっと現実見ろ」 

 

といった色々な言葉を周りから受けた。 

 

しかし今では 

「すごい！お前ならやると思ってたよ」 

「才能があったんだね」 

「俺にも教えてくれよ」 

 

と言われるようになった。 

手のひら返しとはこのことだと思った。 

 

交友関係も変わった。 

 

今ではサークルや学校の友達よりも、 

経営者や起業家とつるむことが増えて、 

 



 

 

飲みながら未来のビジネスを話したり、 

一緒にジョイントで組んで仕事をする時間が、 

今では何よりも充実している。 

 

 

今では周りの大学生より少しだけ 

裕福な生活を送れている僕だけど、 

まだまだ理想とする生活には程遠い。 

 

 

上には上がいるし、周りの起業家との差に 

ショックを受けることなんて頻繁にある。 

 

 

そのたびに自分は狭い世界に生きていたんだな、 

とつくづく思う。 



 

 

でも、あのとき起業の道を選択しなかったら、 

今の生活はない。 

それは確かだ。 

 

 

ポンコツだった僕ですらできた。だから、あなたにもできる。 

 

 

もし僕がタイムスリップして過去の自分に会えるなら、 

こう言ってあげるだろう。 

 

 

「大丈夫。やり始めるのに遅すぎるということはないよ。」 

と。 

 

だから、あなたにもぜひ一歩踏み出してほしい。 



 

 

もし今の生活に納得してなくて、 

「自分を変えたい！」 

「自由な世界に行きたい！」 

「こんな生活嫌だ！」 

と思うのなら、 

 

 

この本はあなたの人生の分岐点になることを 

約束する。 

 

 

最後までこの本を読み終えることで、 

あなたが成功への道を歩み始めることを 

願っている。 

 

 



 

第 1章 ネットビジネスを選んだ理由 

 

世の中にはたくさんのビジネスがある。 

しかしコロナウィルスで明らかになったように、疫病や景気

によって影響を受けて倒産してしまうビジネスも多くある。 

 

その中で、始めるビジネスを検討することが大事である。 

 

僕が大事にした観点は 

・社会に依存しないこと 

・自動で収益が入る仕組みであること 

・将来的に続いていくビジネスであること 

・元手がかからないこと 

 

の４つである。 

 



社会に依存しないこと 

1 つ目は、僕がバイト先をクビになって身に染みて感じた。 

組織に依存するのは、とても危険な状態である。 

 

大企業に入っても本当の安定はなく、 

会社の経営状況によっては減給やリストラが起こる。 

 

最悪なのは、大企業に属しているだけで 

自分のスキルが何もない人だ。 

 

コロナで会社からリストラされ、再就職を目指すも 

アピールできるスキルもなく門前払いという事態は 

目も当てられない。 

 

自動で収益が入る仕組みであること 

 

これは、自由を得るために重要である。 

 



例えば、社会に依存せずに個人で起業したとしても 

手帳の中には予定がびっしり、という状況であれば 

それは本当に自由だといえるだろうか？ 

 

 

せっかく稼いでも、好きなことに使うための 

余暇がなければ意味がないのだ。 

 

 

将来的に続くビジネスであること 

 

世界ではコロナの影響で IT の本格的な普及が進んだ。 

 

 

社会人はリモートワークができることに気づき、 

自粛期間を楽しむコンテンツとして、 

Netflix や Amazonprime といった動画配信サービスや 

「あつ森」などのゲームが流行した。 



 

 

Amazon やメルカリ、UberEats といった 

ネットインフラを多くの人が使うようになり、 

絶大な効果を実感した人も多いと思う。 

 

 

もはや IT なしには、世界は回らない。 

皆が IT サービスを利用しているしスマホを持っている。 

 

この流れに沿って、IT はさらに進んでいくだろう。 

使いこなせる人がますます重宝されるのは間違いない。 

 

元手がかからないこと 

 

僕はお金がなかった。 

そのため、初期投資が膨大にかかるビジネスに参入するのは

難しかった。 



 

その点、ネットビジネスを始めるのに必要なお金は 

サーバー代：16500 円（ネット上に土地を借りるお金） 

メルマガスタンド代：月 3300 円（お客様にメールを送るた

めにかかるお金） 

ドメイン代：約 1000 円（ネット上に土地を借りるお金） 

 

年間 

16500＋3300×12＝57100 円 

 

と、これくらいの値段でビジネスをスタートできる。 

 

飲食店ビジネスが約 1000~2000 万円ほど必要になるので 

比較するとかなり低コストであることが分かる。 

 

実際は月々で支払うことが多いので、 

 

57100÷12＝4758 円 



程度あれば、十分にビジネスを続けることができる。 

月々1 回の飲み会を我慢する程度の額で 

始めることができるのだ。 

 

 

この４つの点を、ネットビジネスは満たしていた。 

 

デメリットについてはほとんどないが、 

一点、収益化まで時間がかかるということがある。 

 

 

生活費＜自動で入るネットからの収益 

となるまでに、僕も半年かかった。 

 

 

受験でも、就職活動でも、スポーツでもそうだが、 

「正しい努力の仕方」はあれど、ある程度の量がどうしても

必要になることは多い。 



 

ネットビジネスも同じで 

成功者に共通しているのは、「短い間だけ集中して頑張った」

ということである。 

 

ダラダラ行動していたり、自分から学ぼうという姿勢がなく 

チャンスを待っている人間には「自由」は訪れない。 

 

逆に、正しい努力の仕方を信じて取り組み、 

真剣に取り組んだものには平等に「自由」を手に入れること

ができる。 

 

 

人生 100 年時代と言われる中で、 

・残りの人生 80 年以上の大部分を 

サラリーマンとして生きるのか 

 

・「半年～1 年間という短い時間だけ」集中して、 



自由を手に入れるのか 

 

あなたはどちらの人生を選ぶだろうか？ 

 

 

第 2章 起業すると身に着くスキル 

 

ネットビジネスで起業すると身に着くスキルが３つある。 

順に見ていこう。 

 

１．仕組みを作る力 

 

僕のビジネスモデルは DRM（ダイレクトレスポンスマーケ

ティング）である。 

 

これはネット上に資産を構築して、 

メルマガ×ブログを使って 



お客さまに価値を届ける仕組みで、自動化できる。 

 

 

インターネットに働かせることができれば、 

遊んでいても、お風呂に入っていても、寝ていても、 

 

自動で仕組みが 24 時間働いて 

お金が入ってくるようになる。 

 

 

仕組みの中身については、ブログやメルマガの中で 

詳しく話していくので見てみて欲しい。 

 

 

この力の偉大なところは 

一度学んでしまえば、いつでも復活できることである。 

 

 



例えば、僕は明日ブログが Google によって 

吹き飛ばされても 

1 カ月で復活できる自信がある。 

 

 

これは、０から仕組みを作ることができ、 

何をすればお客様に価値が届くのか？について 

知っているからである。 

 

 

家の中にあるお金や大切なものは、万が一の場合に 

泥棒に奪われてしまう可能性がある。 

 

 

一方で頭の中にある知識は、誰にも盗まれない。 

 

 

だから思いがけない事態が起こっても 



ネットインフラが崩壊しない限りは 

僕は何度でも立ち上がることができる。 

 

 

２．セールス力 

 

 

セールスと聞いて、 

NHK の訪問販売や、実店舗での対面セールスを 

思い浮かべる人がいるかもしれないが、 

 

 

実は、皆さんも知らぬ間にセールスをしている。 

 

 

例えば、劇場版「鬼滅の刃」を見に行きたくて 

あなたが見に行く気のない友達を説得するとき、 

 



 

「ネットでの口コミ評価 4.5 以上あるらしいよ」 

「大学生のうち、3 人に 1 人が見に行っているらしいよ」 

「絶対泣ける、って女優の〇〇も言ってたよ！」 

 

 

という風に、あの手この手で 

どうにか価値を理解してもらおうと 

表現を工夫するのでないだろうか？ 

 

 

このようにセールスとは 

「相手のニーズを理解した上で、最適な価値を正しく届ける

スキル」である。 

 

この能力を身に着けると、ビジネス以外にも 

手に届きそうにないムリ目な異性を 

デートに誘うことができたり、 



ムリなお願い事が通るようになったり、 

 

普段の日常生活にもいい影響が出てくる。 

 

 

自分も周りも幸せになるので 

ぜひ身に着けて欲しいスキルである。 

 

 

ちなみに、 

このスキルは後天的に見に着けることができる。 

 

どうすれば獲得できるのか？についても 

メルマガの中で話していこうと思う。 

 

 

３．コンテンツ力 

 



コンテンツとは、価値を与える「中身」のことである。 

 

例えば、YouTube や Netflix は 

動画コンテンツが詰まっている。 

 

この動画を見ることで僕たちは 

笑顔になったり 

悲しくなったり 

知らなかった情報を知ることができる。 

 

これはコンテンツ（動画）を見ることによって 

「笑って楽しい気分になりたい」 

「共感して泣きたい」 

「知らないことを知りたい」 

という欲求が満たされて価値が届けられている、 

とも言い換えられる。 

 

 



人を幸せにしたり、人を変えた分だけお金が支払われる。 

他人に与えた価値の分だけお金が支払われるのだ。 

 

 

大事なことは、「消費者」ではなく「生産者」側に 

回ることである。 

 

 

他人が作ったものに対して、お金を払ってこれを楽しむ。 

これは「消費者」である。 

 

もちろん、消費するのは楽しい。 

僕も漫画やアニメなど、日本が誇るコンテンツが大好きだ。 

 

 

しかし、自由になりたければ価値やサービスを作って発信し、

誰かに価値を届ける「生産者」にならなくては難しい。 

 



 

なぜなら、価値を与えられた分だけ人はお金を支払うし 

世の中に価値を与えた分だけ富が集まるからだ。 

 

 

ジェフ・ベゾス、 

ビル・ゲイツ、 

マーク・ザッカーバーグといった 

世界の富豪たちに共通するのは 

 

 

「世界の人々が喜ぶサービスを作り、 

それを普及させて世界を変えたから」 

に他ならない。 

 

 

ちなみに、ネットビジネスはパソコン 1 台で 

日本全国はもちろん、世界にもつながることができるので 



 

 

満足するコンテンツを世の中に発信して 

仕組み化して届けることができれば 

 

 

収入は留まることを知らず、青天井に伸びていく。 

 

 

何もない凡人からの下克上が可能なのである。 

 

では、喜ばれるコンテンツをどのように作ればいいのか？ 

どうやってそのコンテンツを作成していくのか？ 

についてもメルマガで発信していくので 

 

ぜひ身に着けていって欲しい。 

 

 



第 3章 起業して失敗しないためのマインドセット 

 

正しい努力をすること 

 

あなたは何か知らないものを始めて、 

それを身に着けたいと思うとき 

何から始めるだろうか？ 

 

人に聞くだろうか？ 

本やネットで調べるだろうか？ 

とりあえず行動してみるだろうか？ 

 

 

大事なことは、 

「何をすれば結果が出るのかを明確化すること」である。 

そのための手段は何でもいい。 

 

ただ、何ごとにもコツが存在する。 



これは「本質」と言い換えることができる。 

 

 

早く上達する人や結果が出るのが速い人は 

「本質を見抜く力」が優れている。 

 

 

何を大事にすべきかを見抜き 

それに向かう「コンパス」を自分の中に持つこと。 

 

 

このコンパスに沿って 

正しい努力を重ねていけばおのずと結果はついてくる。 

 

 

徹底的に○○をすること 

 

 



インターネット上には、多くの成果物が公開されている。 

また、ネットビジネスでは成功している先駆者たちが 

たくさんいる。 

 

これらを分析して徹底的に真似をする。 

これが重要である。 

 

初心者のうちは徹底的に 1 人から盗むことを 

強くお勧めする。 

つまり真似する相手を決めて、深いところまで分析するのだ。 

 

恋人や参考書と一緒で、浮気をするといいことはない。 

1 つのモノと向き合い、深いところまで読み解くことで 

「本質」が見えてくる。 

 

 

ただ、こういうと丸パクリをする人がいるが 

これだと表面しか真似できない。 



 

 

その人が何を意図してこの文章を書いたのか？ 

この文章を書くための背景知識や経験はどんなもの 

なのか？ 

 

といった思考の裏側をつかまないと 

再現性がなくて失敗してしまう。 

 

 

「本質を見抜いて構造や思考を徹底的にパクる。」 

この意識が重要である。 

 

 

成長欲があること 

 

 

世の中に価値を届けてお客様に喜んでもらうためには 



知識・経験・思考を鍛えることが重要である。 

 

 

知識については、始めは右も左も知らないことばかりだと 

思う。当たり前だが僕もそうだった。 

 

しかし、口を開けて待っていても誰も与えてはくれない。 

本や情報に投資して、自分から取りに行く姿勢が必要である。 

 

 

経験についても、発信する内容は座って得られる 

知識ばかりではない。 

 

自分から足を動かして人に聞きに行ったり、 

世の中のコンテンツに触れて経験を重ねる。 

それが知識と結びつき、良い発信につながる。 

 

 



思考についても、初心者のうちは 

考え方や思考法が間違っていることが多くある。 

 

成功者の思考をインストールするために 

何度もメルマガやブログを読み返したり、 

音声を耳に流して暗唱レベルまで落とし込むと、 

成功者の思考がだんだん身に着いてくる。 

 

 

時間の取捨選択 

 

人生は選択の連続である。 

 

・空いた時間に何をするか、 

・今日は何の服を着ていくのか、 

・何を食べるのか、 

・どんなところに行きたいのか、 

といった風に様々な選択を毎日している。 



 

 

当たり前だが人間の時間は平等に 24 時間だ。 

 

だからこそ、「何かをやるために何かをやらない」 

という取捨選択をしないといけない。 

 

 

今まで他のことに使っていた時間を、 

ほんの少しビジネスの勉強に充ててみる。 

そういった意識が重要である。 

 

一日を見渡すと、案外スキマ時間は落ちているし 

自分の未来のために一歩一歩進むための行動を取る。 

 

 

そうすれば、自由の扉は開けてくる。 

 



最後に 

 

ここまで読んであなたはどう感じただろうか？ 

 

色々感じると思うが、ここまで読んでいるということは 

それなりに起業に興味が湧いてきたのではないだろうか？ 

 

 

最後に伝えたいことは一つだけである。 

 

・あなたが本当に送りたい人生は何であるのか？ 

・今のままで満足しているといえるのか？ 

・死ぬときに後悔がない人生だったといえるのか？ 

・自分で人生の限界を決めてはいないだろうか？ 

・もう遅いとあきらめてしまってはいないだろうか？ 

 

1 つでもそう思うのであれば、僕は言いたい。 

 



 

「人生を変えるのに遅すぎることはない。」 

 

 

僕の人生は波乱万丈の連続である。 

僕はセンスも才能もまったくなかった。 

できることと比べて、できないことの方が圧倒的に多かった。 

 

 

それでも稼ぐことができているし、 

教えて欲しいといってくれる人がいる。 

自由な時間は増えたし、少しずつ誰かの役に立てることが 

増えてきた。 

 

 

人生はいつだって変えることができる。諦めたら試合終了だ。 

大事なことはあきらめずに一歩踏み出す勇気である。 

 



 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。 

この本を読んでくださったあなたも、自由を手に入れられる

ことを願っています。 

メルマガでは、さらに濃い情報を発信していくので登録よろ

しくお願いします。 

 

 

ぜよ 

 

ブログ：https://zeyo01.com 

メルマガ：https://my902p.com/p/r/XPbboTOQ 

https://zeyo01.com/
https://my902p.com/p/r/XPbboTOQ

