


はじめに 

初めまして、おうきです。 

この度は電子書籍をダウンロードしていただき、 
ありがとうございます！ 

こちらの電子書籍では、 
僕が手取り17万円のサラリーマンから 
副業でどのように月収100万円を達成したのか。 

これから最短最速で脱サラを 
達成するための考え方、 
具体的なアクションについて 
お話ししていこうと思います。 

その前に、 
軽く自己紹介をさせてください。 

僕は21歳のサラリーマン時代に 
副業でネットビジネスを始め、  
23歳の時に月収100万円を稼ぎ 
脱サラ起業を達成しました。 

現在は、会社に縛られず 
パソコン一台で仕事をして自由に生きています。 



好きな時に好きな場所で好きなことができる。 

まさに夢のようなライフスタイルを手に入れました。 

今はさらに事業を拡大し、 
年商10億規模の会社を目指して、 
多くのビジネスを手がけています。 

・メディア運営業 
・システム開発業 
・販売代理業 
・広告代理業 
・資産運用業 
・コンサルティング業 

などなど。 

こう言うと多くのビジネスを展開する 
やり手の起業家のようなイメージを 
持たれるかもしれませんが、 
実はこれらのビジネスはパソコン一台あれば、 
すべて完結できるものです。 

従業員もオフィスも不要。 

さらに、ネット上に  



複数の仕組みを構築したことで、 
今はほとんどの事業から、 
収益がほぼ自動で発生する状態になっています。 

そのため、パソコンに1秒も触れなくても 
毎月400万円以上（最高1700万円） 
という利益を出せています。 

今はもはやお金のために働くというステージからは 
完全に開放されたので、 
本当に自由な人生を謳歌できています。 

一時は調子に乗って 
セミリタイアをしていたこともありましたが。笑 

1日中ゲームをやったり、映画を見たり、 
毎日起業家仲間と飲みに行ったり。 

ただ、それも一瞬で飽きました。 

やっぱり人間何かに向かって 
挑戦してないとダメになりますね。苦笑 

そんなこんなで、 
今はバリバリ仕事をしています。 

だらだら過ごすよりも、 



本気で仕事をしていた方が、 
何倍も何十倍も生活が充実するなと、 
心の底から実感しています。 

そんな僕が、現在、 
最も力を入れている事業の一つに、 
「ビジネス教育事業」があります。 

脱サラは誰でも達成できる 

僕はこれまでに、 
累計1200人以上の脱サラしたい、 
副業で稼ぎたいサラリーマン方へ指導し、 
多くの方に稼いでいただきました。 
（もちろん1ミリも実践されなかった方は除きますが、 
僕の指導内容をしっかり実践していただい方は、 
ほぼ100％稼げています。） 

その中でも月収が100万円、200万円を超え、 
脱サラを達成された方も多く生み出してきました。 

そのことから、 
正しい知識を得て行動をしていけば、 
誰でもネットビジネスで稼ぐことができ、 
そして脱サラを達成することができる。 



そう断言することができます。 

もしあなたも、 
脱サラして自由なライフスタイルを 
手に入れることに興味があるのであれば、 
ぜひこの書籍を何度も読み返してみてください。 

辛いサラリーマン生活から抜け出すための 
ヒントが膨大に散りばめられていますので。 

あなたのバイブルにしていただけると嬉しいです。 

とはいえ、 
「なぜお前がそんなことを語れるんだ？」 
という声が聞こえてきそうなので、 
僕がこれまでどんな人生を送ってきたのか？ 

手取り17万円&14時間労働のサラリーマンから、 
副業で月収100万円、脱サラを達成した過程や、 

現在インターネット上で 
サラリーマンの方へ向けた情報発信活動を 
行っている理由についてお話しさせてください。 



僕の生い立ちと理念 

僕はほんの5年前までは 
お金もなければ、自信もない。 

人生が1ミリも楽しくない。 

本当にろくでもない人生を送っていました。 

幼少期は家が超貧乏で、 
自分の好きなオモチャやゲームは 
一切買ってもらえませんでした。 

友達と遊園地や映画に行くことも許されないので、 
いつも寂しい想いをしていました。 

しかも、中学、高校と  
成績は下から数えたほうが早いくらいで、  
高卒で就職してからも  
ブラック企業に入社してしまい、  
毎日深夜0時まで上司から説教される。 

しかも給料はたったの17万円・・・ 

信頼できる友人も彼女もいない。 



全く希望を持てない人生を送っていました。 

そんな僕を絶望のふちから救ってくれたのが 
インターネットビジネスでした。 

幸い、僕は当時たった1人で 
1億円以上稼ぐ「師匠」から 
ビジネスの本質を徹底的に学ぶことができました。 

僕は師匠に教えてもらったことを一言一句、 
すべて忠実に実践して行った結果、 
会社やムカつく上司に頼らなくても  
「自分一人で稼いでいける力」 
 を身につけました。 

「自分一人で稼ぐ力」を身に着けたことで、  
僕の何一つ上手く行かなかった人生は、  
希望に満ち溢れたものに180度変わったのです。 

一番変わったのは、思考や、 
人生に対する価値観です。 

僕は自分で稼ぐ力を手にするまでは、  
たとえ嫌なことや、  
理不尽なことが起こっても 
受け入れなければならないものと思っていました。 



例えば、自分は何もミスしてないのに、 
上司の機嫌が悪いから腹いせに怒鳴られる。 

休日なのに無理やり出勤させられる。 

今思えば理不尽でしかありません。 

でも、当時の僕は、 

「あー。これもしょうがないのかな」 

「自分みたいな貧乏で学歴もなければ  
仕事もできない、  
人より劣ったできそこないの人間は  
こんな理不尽な仕打ちも  
受け入れないと行けないんだ」 

当時の僕は本気でそう考えていました。 

サラリーマンである以上、 
嫌なことや理不尽なことに耐えることでお金を稼ぐ。 

それが当たり前なんだと 
自分に言い聞かせていました。 

自分の感情を完全に殺していました。 



ビジネスを始める前まで、 
僕は完全に受け身の人生を送っていました。 

自分の人生にも関わらず、 
その主導権を自分以外の会社や上司に 
委ねてしまっていたのです。 

しかし、そんな僕が  
ネットビジネスに出会って 
思考が180度変わりました。 

ある日僕は 
「ネットビジネスでたった1人で  
月収100万円以上稼いでる」 
という青年のブログにたどり着きました。 

そこにはパソコン一台で月収100万円以上を稼ぎ、 
自由を謳歌している若者の姿がありました。 

彼は言いました。 

「満員電車なんてクソだ」 

「会議とか打ち合わせとか不毛でしかない」 

「情報社会でITやAIが今後どんどん伸びてく中で、 サラ
リーマンという生き方がもはや終わってる」 



「完全に時代の流れは変わった」 

「これからは「個人の時代」だから、 
自分がやりたいことを我慢して、 
嫌々働く必要なんてないんだ」と。 

彼の言葉を聞き、 
僕は心臓が高鳴り、 
鼓動が早まるのを感じました。 

彼は僕が深層心理で思っていたけど 
言ってはいけないと無意識に心に封印していたことを 
すべて代弁してくれました。 

「あーもっと素直に生きていいんだ・・・」 

僕は彼のおかげで、 
そしてネットビジネスに出会ったおかげで、 
忘れていた素直な気持ちを取り戻せたのです。 

もちろん、だからと言って、 
いきなり今のように稼げるように 
なったわけではありません。 

最初は正しい知識もなければ、 
マインドもダメダメだったので、 



全然上手く行きませんでした。 

巷には  
「ド素人でも」 
「無知でも」 
「完全思考停止でも」 
 「たった1クリックで稼げる」 
 みたいな広告が溢れてますが、  
普通に考えてそんなことはありえませんよね。 

確かに、ネットビジネスは普通のビジネスに比べたら 
リスクはないし、 
はるかに稼ぎやすいのは間違いありませんが、  
それでも最低限の知識と、 
学んだことを実行に移すための「行動力」は必要です。 

しかし、その最低限の 
知識と行動力さえなかった僕は、 
最初は全くと言っていいほど  
結果が出せませんでした。 

ただ、僕が言いたいのは、 
そんなどうしようもないダメ人間でも、 
正しい努力をすれば確実に変われるということです。 

僕はネットビジネスを始めて 
1年間はほとんど稼げませんでしたが、 



その後、運良く先程話した たった一人で1億円以上稼ぐ 
「師匠」に出会ったことで、 
それから約半年で月収100万円を 
稼げるようになりました。 
（ちなみに師匠は今では  
資産10億円以上持ってる  
バケモノになってます。苦笑） 

この業界を見渡すと、 
どんなビジネスにも応用できる 
正しい基礎基本を教えてくれる人はなかなかおらず、 
ぶっちゃけ「正しい知識」に出会うことさえ 
非常に難しい状況です。 

しかし、僕は運良く 
年収1億稼ぐ師匠から「お金の本質」 
そして「ビジネスの本質」を学ぶことができました。 

さらには、 
自分のマインドを自在にコントロールし、 
「行動させるスキル」も学びました。 

特に後者はビジネスだけでなく、 
僕の私生活にも恐ろしいほどの影響を与えました。 

もともと根暗で  
友達が一人もいない奴だったのが、 



今では 「人生何が起こっても絶対なんとかなる！」  
と本気で思ってます。 

性格も明るくポジティブに変わりました。 
（学生時代など、当時の僕を知る人にたまに会うと、  
マジで「別人みたいだ！」と驚かれますw） 

正しい知識を学び、 
自分を少しずつ行動させられるように  
脳のプログラムを書き換えたことで、 
僕は自分に自信を持てるようになり、 
ビジネスでも少しずつ収益が上がるようになりました。 

10万、20万、50万、100万・・・・  

どんどん報酬は増えて行きました。 

僕は正しい行動をすれば、 
どんなに絶望的な状況からでも  
人生は変えることができると知ったのです。 

今度は僕がネットビジネスの可能性を多くの人に伝え、 
自分の心に素直に生きられる人を増やしたい。 

そして、人生の主導権を取り戻す術を伝えたい。 

そんな想いから、 



サラリーマンの方へ向けた 
情報発信活動をしています。 

「サラリーマンは安定」 
という神話の崩壊 

そもそも僕は、  
会社に依存することはリスクしか無く、  
本当に怖いことだなと思っています。 

なんであんなリスクしかない場所にいたのが、 
社会の洗脳というのは  
本当に恐ろしいです。苦笑 

だってですよ、 
会社が30年以内に潰れる確率は 
99.975％です。 

1％も30年以上続く会社はありません。 

「絶対安定」という神話があった 
某家電メーカーでさえ、 
今はあんな感じ。 



ちょっと前に社員が 
大量にリストラされましたよね。 

業績が芳しくなければ 
「いらない社員」は普通に切られます。 

「大手に入れば安定」 
というのはもはや過去の話。 

せっかく大手に入ったとしても、 
今はもはや潰れる可能性の方が大きいし、 
サラリーマンはいつでもリストラされる 
リスクがつきまといます。 

会社に所属している限り、  
「安定」は絶対に得られません。 

しかも、会社に所属するということは、 
「その会社で必要なスキル」  
しか身につけられません。 

その会社で培ったものは、  
違う会社で活かせないのです。 

考えてみてください。 

もし、40代になった時に  



リストラにあったら、  
働き口ってあるんでしょうか？ 

・・・そんなことになってしまったと考えると、  
ゾッとしますよね。 

20年間一生懸命働いてきた会社に、  
一瞬で捨てられる訳ですよ。 

裏切られる訳ですよ。 

そんなことされたら、  
僕だったら絶対に  
会社を憎んでしまうと思います。 

でも、会社に勤めてる限り、  
そのリスクは常にあるし  
もしリストラされても誰のせいにもできない。  

その会社を選んだのは 
自分だから受け入れるしかない。 

それって超悔しいですよね。 

また、急に病気や怪我で  
仕事ができなくなる可能性だってあるわけです。 



僕の父親は元々一部上場企業に勤めていましたが、  
僕が10歳の時に 「脳伷塞」という病気にかかり、 
ある日突然「障害者」になってしまいました。 

結果、僕の家族は 一瞬にして貧乏になりました。 

生活は苦しくなり、それだけでなく、  
以前は付き合いのあった  
多くの人が僕たちのもとから離れていきました。 

貧乏のおかげで僕は友達を失い、 
そのコンプレックスから逃れようとして  
性格はひん曲がり、 
果てには不条理ないじめに合い、  
嫌な思いをたくさんしました。 

だからこそ、 僕は 
「お金がなくても幸せ」  
なんていう綺麗事は  
口が避けても言えません。 

お金は超大事だと断言します。 

お金がない人生ほど、むなしく、  
つまならない人生はない。 

僕の父親のようになる 



リスクは誰にでもあるし、 
そうなった時に果たして  
今と変わらず笑って暮らせるだろうか？ 

これを読んでるあなたには  
ぜひ考えてほしいと思います。 

サラリーマンで 
うつ病になる人が急増 

僕が入ったのはリフォームの訪問販売の会社で 
社員には毎月の契約ノルマが決まっていて、 
それを下回ると問答無用で詰められるという、 
「ザ体育会系」の会社でした。 

僕はちっとも契約を決めることができず、 
毎晩のように上司から夜遅くまで 
指導を受けていました。 

指導とは名ばかりで、 
その8割はただの悪口で、 
時には人権を否定され、 
精神的に非常に苦しかったです。 

あまりに仕事ができなかったので、  



上司だけでなく、 先輩や同僚からも  
冷ややかな目で見られており、  
会社に僕の居場所はありませんでした。 

僕の精神は次第に蝕まれていき、 
一時期本気で自殺を考えるほど 
追い込まれました。 

今思うと、  
うつ病寸前だったのだと思います。 

ただ、運が良かったのは、 
僕の場合は 

 「このままじゃマジで死ぬ。 なんとかしないと・・・」  

と思っていたところに、 
ネットビジネスという  
超希望あふれる世界に出会えたこと。 

おかげでなんとか思いとどまれました。 

希望が感じられなくなった時に 
人は 一切のモチベーションを失い、  
廃人になります。 

最悪の場合自ら命を絶ちます。 



だから人生において希望は本当に重要です。  

しかし、昨今では僕と同じように、 
容赦なく降りかかるプレッシャーや、  
社内の人間関係によるストレスなどで、  
精神病に侵される人がめちゃくちゃ増えてます。 

僕の知り合いには、  
会社に入り「うつ病」になってしまった、  
という方が何人もいます。 

会社のお客様が原因で・・・ 

営業先のトラブルが原因で・・・ 

上司に会社の不正を強要されたのが原因で・・・ 

ちなみに、僕自身は 課せられたノルマを 
全く達成できないような  
本当にダメダメ社員だったのですが苦笑、  
うつ病になってしまう方は、  
必ずしも能力が低い訳じゃありません。 

むしろ、成功者とうつ病患者は  
紙一重と言われているくらいです。 



本人のせいとかは全く関係なく、  
職場環境のせいで 
うつ病になる可能性だってあります。 

僕の知ってる人に実際にいたんですが、  
その方は食品会社で働いていたんですが、  
上司に会社の不正を強要されたそうです。 

もし、自分が同じく食品関係の仕事をしていて  
危険な不正を強要されたら・・・。 

会社以外に収入源がなければ、 
僕だったらめちゃめちゃ悩むと思います。 

もしかしたら  
本当に不正に手を貸してしまうかもしれません。 

で、そのせいで被害を被った人の話を後で聞いて、 
自責の念に耐えかねて、 
最悪自殺してしまうかもしれません。 

実際の話なので、 
サラリーマンをしてる以上、 
誰でも起こりうる話です。 

そういう意味でも、昔の僕のように、 
自分の本音を心の奥底に封印して、 



事なかれ主義で会社に依存するのは  
本当に危険なことです。 

冷静に考えて、  
生きるか死ぬか自分の人生の主導権を 
会社に握られてるってヤバいです。 

サラリーマンが生きていくためには、 
会社の言うことには すべて従う必要があります。 

じゃあ、今言ったように  
会社から無理難題を突きつけられたら？ 

「明日から君はもういらない」 
って言われたら？ 

「自分で稼ぐ力」がなければ、  
会社やパートナーに  
収入を依存せざるを得ません。 

上手く行ってるうちは  
それでもいいかもしれません。 

でも、経済は常に動いてるし、 
いつまでも今と同じ経営状態が続く保障は 
どこにもありません。 



パートナーだって人間である以上 
いつ心変わりするかわかりません。 

他人に自分の人生を左右される状況にいては、 
真の自由で幸せな人生を手に入れることは  
絶対にできません。 

これが僕が20数年間で得た、 
この人生における教訓です。 

だから、絶対に他人に 
自分の人生を預けてはいけないのです。 

自分一人でも 
ちゃんと生きていける 「力」を 
手に入れないといけないのです。 

逆に、自分の人生の主導権を 
取り戻すことができたら、  
この人生は最高に楽しくなります。 

誰から指図されることもありません。 

付き合う人間も自由です。 

好きな人と、好きな場所で、好きなことを、  
好きなだけやることができます。 



昼過ぎまで寝ていてもいいし、  
気が向いたらふらっと旅行に行くのもいいし、 
趣味に没頭してもいい。 

何もかも自由。 

そんな最高の人生が、 
「会社や組織に依存しなくても  
自分一人で稼げる力を身につけること」 
 で実現できるのです。 

「自分で稼ぐ力」を身につけるには  
自分でビジネスを始めるしかありません。 

もちろんいきなり  
会社を辞めて起業する必要はなくて 
最初は副業からはじめれば大丈夫です。 

本業の収入を超えた時点で独立しましょう。 

パソコン一台で自由を実現する人は
どんどん増えている 

これまで「パソコン一台で自由を謳歌する人」 



と数えきれないくらい知り合ったし、  
僕の影響でネットビジネスを始めて 
自由な人生を手にした人も何人もいます。 

インターネットが普及する前は 
ありえなかったライフスタイルだから、 
なかなか理解されない部分もありますが、 
今後インターネットで個人が稼ぐという行為は 
どんどん一般的になっていきます。 

これはもう確定事項です。 

昔と違い、  
ブログやYouTube、SNS等、 
個人が影響力を持つ手段はいくらでもあります。 

そんなインターネットのインフラを使えば、 
ほぼゼロに近いコストで起業できます。 

「自分の好きなことをしながら生きていける」 

これはもう何も夢物語じゃないんです。 

ちゃんと正しいビジネスの構築法を学び、 
実践すれば誰でもできることです。 

20代で、人類の理想形とも言える人生を 



送れるようになったのは、 
正直ラッキーだったと思ってます。 
（欲を言えば10代のうちに  
この世界のことを知りたかったですけどね。 
そうすれば今頃は億万長者だったでしょうから笑） 

ただ、自分一人で  
自由を謳歌してても楽しくありません。 

もっと他にも自由に生きられる人が増えて、 
ビジネスや人生について語り合える仲間が増えたら、 
世の中はもっと面白くなるはずです。 

起業家を目指す有望な若者が増えて 
どんどん新しい産業が生まれてくれば、 
世の中はもっと便利になって、 
日本はかつての輝きを取り戻すでしょう。 

なので、僕と関わる人には一人残らず 
 『真の自由なライフスタイル』  
を手に入れて欲しいです。 



脱サラして自分の好きなように 
人生の舵取りができる世界へ 

ここで、脱サラのメリットについて、 
もう少し詳しくお話しします。 

結論から言うと、 

「選択の自由が手に入る」 

これがあなたに脱サラを目指す 
最大のメリットであり、 
達成していただきたい 
最大の理由です。 

どういうことか？ 

サラリーマンの状態で出来ることと、 
脱サラして自分でビジネスをしている 
状態で出来ることでは、 
選択肢に天と地ほどの差があるからです。 

サラリーマンである以上、 
「時間的な拘束」からは逃れられません。 



サラリーマンという 
ビジネスモデルの特性上、 
時間の切り売りの対価として 
給料をもらっているからです。 

つまり、生活を維持するだけのために、 
1日8～12時間を費やさなければ 
いけないということ。 

この時点で、物理的に、 
出来ることが限られていますよね。 

僕自身も、サラリーマン時代は 
本当に制限が多かったです。 

仕事が忙しすぎて（14時間労働をしていました）、 

興味のあることにも挑戦できなかったり、 

旅行にも満足にいけなかったり、 

女手一つで育ててくれた母へ 
何一つ恩返しできなかったり、 

時間的な制限があったことで、 
本当に辛い思いも、 



悔しい思いもしてきました。 

14時間労働以外の時間と 
手取り17万円の範囲内でしか 
ものごとを選択できなかったのは、 
本当に苦しかったですね。 

逆に、脱サラして、 
自分でビジネスをしている状態であれば、 
24時間365日、 
全ての時間を自分で 
コントロールできるようになりました。 

また、収入を増やすために、 
本業に費やしていた時間を 
ビジネスに投下し、 
月収200万、300万、400万… 
最高で1700万円まで積み上げました。 

その結果、 
24時間365日何をしていても自由、 
お金に糸目をつけずに 
何でも挑戦できるようになる。 

そんな、やりたいことが 
存分にできる人生を 
手に入れることができました。 



ちなみに僕がサラリーマンを辞めて 
自分でビジネスを始めた結果、 
できるようになったことと言えば、 

・20代で家賃数十万円のタワマンへ引っ越し 
・年間で2～3回海外旅行に行けるようになった 
・平日の昼間から娘と遊べる 
・起業家仲間と、定期的に2泊3日のゴルフ合宿へ行ける 
・週3で筋トレやキックボクシングに明け暮れる 

またネットビジネスに限らず、仕事の次元も上がり、 

・テレビに出ているアーティストが立ち上げたビジネスに
参画 
・実店舗のコンサル 
・金融の勉強で2ヶ月に1回香港へ 
・年収数億、数十億円の経営者と毎月会食 
・億を売り上げたプロモーションに参加 

などなど、 
様々な経験を積むことができました。 

サラリーマンのままでは、 
決して実現できなかったことです。 

ただ、当然、 



最初からこんな風になれるとは 
思っていませんでした。 

サラリーマンを辞め、 
お金と時間の自由を手に入れ、 
選択の自由が手に入ったからこそ 
気付いたら実現していた、 
というのが正解です。 

選択の自由が手に入る→色々な体験をしまくる→視座が高
くなる→挑戦できることが増える 

今の生活は 
マジで最高に楽しいです。 

なので、もし仮に 
あなたが今やりたいことがなかったとしても、 
選択の自由を手に入れることで、 
サラリーマンより圧倒的に 
人生が充実すると思います。 

ぜひ、あなたも会社に依存せず、 
人生の舵を自分自身で切れるような 
「脱サラライフ」 
を手に入れて欲しいなと思います。 



最短最速で脱サラするためのゴール 

それでは、実際に 
6ヶ月以内に脱サラを達成するための 
方法について話していきたいと思います。 

まず、脱サラを達成するために必要なのが、 

「副業で本業以上の収入を稼げるようになること」 

です。 

毎月の副収入の額が、 
毎月の生活費を上回っていれば、 
その時点であなたは会社に 
頼る必要がなくなりますよね？ 

そうなれば、 
いつでも脱サラすることが可能、 
ということです。 

実は、月収100万円など、 
大きな金額を稼がなくても、 
経済的自由を手に入れることや、 
脱サラを達成することは可能なのです。 



もちろん、脱サラ後は、 
月収100万、200万、300万・・・ 
と収入を上げていただきたいですが、 
まずは、副収入で生活費を賄える状態を 
目指して欲しいなと思います。 

それを達成できない限り、 
それ以上の選択肢が生まれないからです。 

もし今まで会社からの給料しか 
もらったことがないのであれば、 
給料とは別に月20万円でも稼げたら、 
相当人生が変わると思います。 

仮に会社から帰ってきてからの3時間で 
月20万円を稼げるようになったら、 
単純に本業に費やしていた時間を 
自分のビジネスに当てたら？ 

本業に1日10時間近く費やしていたとしたら、 
単純計算で4倍の 
月収80万円を稼げるようになるということです。 

そこに、さらに 
24時間365日何をしてもいい 
「時間的自由」 



というボーナスもついてきます。 

これって最高じゃないですか？笑 

そのために、 
まずは脱サラを達成する 
ファーストステップとして、 
副収入で得られる額が、 
あなたの毎月の生活費を上回る状態 

を目指していきましょう。 

そのために、とにもかくにも、 
まずは最初の1円を稼ぐ。 

これが最も重要です。 

0→1を達成しなければ、 
月収が5万円になることも、 
10万円になることもないからです。 

・・・ただ、ですね。 

ネットビジネスに参入している人の95％以上は、 
1円も稼げずに業界を去っていく 

といわれています。 



え、たかが1円でそんなに苦戦するの？ 

と思われるかもしれませんが、 
実はネットビジネスで最も難しいのは、 
最初の1円を稼ぐことなんです。 

逆に、月収10万円を100万円に 
引き上げる方が簡単だったりするんですよね。笑 

それくらい、 
0から1を作るのは 
難しいことなんです。 

ただ、95％以上の方が 
1円すら稼げずに離脱していくのには、 
明確な原因があります。 

この原因を事前に潰しておくことで、 
あなたもネットビジネスで稼げる確率は 
飛躍的に高まり、 
業界で上位5％に入ることができるでしょう。 

そこで、まずは、 
95％の方が稼げない原因について 
お話ししていきます。 



ネットビジネス業界で95％の人が 
1円も稼げず離脱している3つの理由 

《①多すぎる情報に惑わされている》 

ネットビジネス業界に参入した95％以上の人が 
1円も稼げずに離脱している最初の理由、 

ズバリ、情報の選び方です。 

情報の選び方次第で、 
ゼロイチを達成するスピードが 
格段に変わります。 

なぜなら、昨今の副業ブームにより、 
情報が溢れすぎているからです。 

選択肢が増えすぎているが故に、 
どんな情報が自分に合っているかすら 
わからない状況に陥っている方が 
非常に多く見受けられます。 

ある程度、ネットビジネスの知識が 
あるならまだしも、 
これから参入する方にとっては、 



何が正解で、何が間違っているのか？ 
判断するのが難しいと思います。 

間違った情報を、 
あたかも正しいかのように表現している業者が 
数多くいたりするので、 
さらに見極めが困難になっているんですね。 

で、この間違った情報に踊らされ、 
1円も稼げず離脱していく方が 
後を断たないのです。 

お金も時間も無駄にしてしまう。 

非常に残念であり、 
もったいないです。 

そんなの嫌ですよね。 

だからこそ、 
最初の1円を稼ぐために最も重要なのが、 

「正しい情報」 

に出会うことなのです。 

では、正しい情報とは何なのか？ 



正しい情報には、 
2つの条件があります。 

まず1つ目が、 
「情報発信者の実績」 
です。 

上辺だけの情報ではなく、 
自分自身が現在進行形で 
成果を出しているのか？ 

ということですね。 

一部、成果を出していないにも関わらず、 
あたかも自分が稼げているかのように見せている 
発信者が存在しています。 

そういった方から学べるのは 
上辺の情報だけです。 

机上の空論ではなく、 
実際に自分自身が成果を出している情報を得て、 
初めて成果を出すことができるのです。 

なので、あなたも情報を撮りに行く際は、 
しっかり発信者の実績を確認しましょう。 



そうすることで、 
間違った情報に惑わされることは 
なくなります。 

2つ目が、 
「長期的に成果を出せるものか？」 
という視点です。 

もしこれからあなたが 
ビジネスで成果を出したい場合、 

・短期的に稼げるけど一瞬で使えなくなるノウハウ 
・長期的に稼ぎ続けることができるノウハウ 

どちらを実践されたいでしょうか？ 

無論、後者ですよね。 

ただ、今のネットビジネス業界は、 
短期目線がトレンドとなっています。 

ただ、安心してください。 

短期目線であることを判断する 
明確な指標がありますので。 



それが、 
「時流に乗っているかどうか？」 

という視点です。 

時流に乗っているかどうか？というのは、 
簡単に言えば、 

今だけしか使えないノウハウ 

のことを指します。 

例えば、数年前に無料ブログを使った 
アフィリエイトが流行りました。 

当時は、何十万、何百万と稼いでていた人が 
ごまんといましたが、 
今では無料ブログで収益化を 
実現している人はほぼいません。 

今は稼げるかもしれないけど、将来的はどうなの？ 
長期的に利益をもたらしてくれるの？ 

という視点は非常に大事です。 

一過性のノウハウではなく、 
長期的に稼ぐための情報を 



取り入れるようにしましょう。 
以上、情報を取りに行く際は、 

・発信者が現在進行形で成果を出しているか？ 
・一過性ではなく、長期的に稼ぎ続けられるのものか？ 

この2つの視点を持って、 
行っていきましょう。 

《②スキル特化の風潮に呑まれるな》 

2つ目はスキル特化の風潮についてです。 

現代には、 
「スキルを身につけよう！」 
みたいな風潮があると思います。 

確かにスキルは大事です。 

先ほども言いましたが、 
短期的に稼げたとしても意味はないですしね。 

永続的にお金を 
生み出していくためにはスキルも必要です。 

ただですよ。 



あなたがビジネスを始めた、 
もしくはビジネスを始める目的って何ですか？ 

・・・ 

「お金を稼ぎたい」 

これ以外無いと思うんです。 

決して、スキルを身につけることでは 
ないと思います。 

ただ、多くの方は、 
スキルを身につけることが目的になってしまい、 
お金を稼ぐことを疎かにしています。 

例えば、 
プログラミングという 
ビジネスモデルがありますが、 
スキルを習得するまでに 
最低でも半年、下手したら1年以上は 
かかると言われています。 

つまり、 
半年～1年間は無収入です。 



でも、お金を稼ぐために 
ビジネスを始められているのに、 
1年も無収入の状態で 
我慢できますか？続けられますか？ 

という話なんです。 

恐らく、99％以上の方は 
続けられないと思います。 

ぶっちゃけ、僕も無理です。笑 

今までにも、 
「まずはスキルを身につけてから 
お金稼ぎを考えます！」 
みたいなことを言って、 
挫折した人を死ぬほどみてきました。 

そもそも、スキル習得に 
終わりってないんですよね。 

なぜなら、僕自身も今尚、 
スキルアップのために勉強していますし、 
年商10億、100億クラスの経営者さんですら、 
ずっと勉強を続けているからです。 

つまり、 



「スキルを身につけたら」 
という言葉そのものが、 
おかしなことなんですよね。 

お金稼ぐために始めたんじゃないの？ 
本末転倒じゃない？ 

と思います。 

超もったいないですよね。 

だからこそ、 
僕が声を大にして言いたいのは、 

「まずはとっとと稼げ」 

ということです。 

スキル習得に終わりはありません。 

稼ぐための行動を取り続けていた結果、 
気付いたらスキルが身についていた。 

これが自然ですし、 
ビジネスで成功されている方に 
共通している考え方です。 



もしあなたも遠回りせず 
経済的自由を達成したいのであれば、 
「スキルだけを身に着ける」 
と言う行為を今すぐ辞め、 
まずはあなたが今できる範囲で 
「お金稼ぎ」 
のための行動を開始してください。 

《③『楽に稼げる』という幻想から抜けだせ》 

ネットビジネス業界において、 
成果が出ない方の特徴として、 

「楽に稼げる」 

と勘違いされている方が非常に多いです。 

はっきり言いますが、 

この世に楽に稼げる手段などありません。 

なぜなら、ビジネスはお金をいただける価値を 
提供して、初めてお客さんが 
財布の紐を緩めるからです。 

何の価値も提供できないのに、 



お金をいただけるわけがありませんよね？ 

つまり、今現状何の価値も 
提供できないのであれば、 
お金を稼ぐことはできません。 

もしあなたも、 
「ネットビジネスなら楽に稼げる♪」 
と思っているのであれば、 
今すぐその考えは捨ててください。 

「楽」という所に囚われているうちは、 
一生稼ぐことはできませんからね。 

多くの方はこれに気付けずに、 

「楽に稼ぐためにはどうすればいいだろう？」 

と考えて、よくわからない投資案件に 
無駄金を突っ込んだりしているわけですね。 

いやー、マジもったいないです。 

「でも、価値を提供するって言っても、 
自分には何も提供できるものなんてないし・・・」 

と思われるかもしれませんが、 



大丈夫です、安心してください。 

やり方さえ学べば、 
お金稼ぎは簡単ですから。 

「お金稼ぎのルール」 
に沿って行動すればいいだけだからです。 

実は、お金を稼ぐのには 
明確なルールがあるのです。 

例えば、料理はレシピがありますよね？ 

レシピ通り（ルール通り）にやるだけで、 
ある程度のクオリティを出せると思います。 

実はビジネスもそれと同じで、 
ルール通りに行動するだけで稼げてしまうのです。 

非常にシンプルですよね。 

ただし、 

「1クリックで！」とか 
「寝ててもお金が入ってくる！」 
みたいなものは存在しません。 



正しいルールの元、 
正しい努力を積み重ねることで、 
初めてお金を稼ぐことができます。 

「簡単」ではありますが、 
「楽」とは違います。 

「簡単」と「楽」は似て非なるもの。 

今までやったことがない 
新しいことを始めるのですから、 
楽なわけがありません。 

努力を積み重ねることでしか、 
経済的自由は達成することはできないのです。 

もしあなたが本気で稼ぎたいのであれば、 
「楽して稼ぎたい」という幻想から 
今すぐ抜け出してください。 

半年以内に脱サラを達成する 
ためにやるべき3つのアクション 

では、具体的に、 
どうすれば経済的自由を 



達成することができるのか？ 

3つのアクションを紹介していきます。 

このアクションを行っていくことで、 
あなたも半年以内に脱サラを 
達成することが十分に可能です。 

これからお話しすることは、 
昔の僕もそうだし、 
僕の教え子で結果を出されている方も、 
月何百万、何千万を稼いでいる有名な起業家も、 
必ず行っていたことです。 

このアクション通りに行動していけば、 
あなたも確実に成果を出すことができます。 

ぜひ今この瞬間から行動を 
開始ししていきましょう！ 

《①今から1ヶ月以内にお金を稼ぐ経験をする》 

いわずもがな、 
経済的自由を達成するためには必要なものは、 
「お金」です。 



いくら努力しようが、 
スキルを身につけようが、 
お金がない限り脱サラすることは不可能。 

なぜなら、 
脱サラしたら給料がなくなるからです。 

じゃあそうなった時に、 
最短最速で脱サラを達成するためには、 
まず何をすべきか？ 

生活費を確保すること。 

つまり、 
「まずはとにかく稼ぐこと」 
以外に行動の選択肢はないのです。 

もちろん、 
スキルを身につけることも 
大事ですが、 

お金を稼がなければ何も始まりません。 

お金をかせぐことを疎かにしてしまうと、 
結果的に 
「別に副業で稼げなくても、 
ちょっと我慢すれば会社員でも生きていけるし…」 



と妥協するようになってしまいます。 

せっかく希望を持って 
ネットビジネスを始められたのに、 
それって超もったいないですよね。 

そのためにも、 
まずは明日からお金を稼げることに対して 
行動を開始していきましょう。 

そこから全てが始まります。 

※書籍の最後に、 
具体的な稼ぎ方について説明があります！ 

《②最終的に自動化できるビジネスに取り組む》 

先ほど、 
お金を稼ぐことが大事、 
と言う話をしました。 

ただですね、 
ただ生活費を稼げるようになることを 
最終ゴールにしてしまうと、 
本当の意味で自由が得られません。 



僕の発信のゴールは、 
「真の自由なライフスタイル」 
を実現することです。 

真の自由なライフスタイルとは、 
経済的にも、時間的にも 
自由な状態を指します。 

つまり、 
お金だけを稼げるようになったとしても、 
時間の自由がなければ、 
本当の自由は得られません。 

時間がなければできるようになることも、 
劇的には増えないですよね。 

例えば、自分で月20万円を稼げるようになり、 
経済的自由、脱サラを達成しました。 

でも、1日10時間ビジネスに取り組んで20万円です。 

みたいな感じだったら、 
脱サラする意味って 
そんなにないと思います。 

もちろん、 
「会社に行くのがマジで嫌だ！」 



という方にとっては、 
会社を辞められるだけでも 
相当人生は変わると思いますが、 
僕はそれ以上の世界に 
いって欲しいなと思ってます。 

そのために、 
最終的に自動化ができるビジネスモデル 
に取り組むことが必須なのです。 

自動化することで、 
時間的な自由を手に入れることが 
できるからです。 

365日24時間、 
自分で時間をコントロール 
できるようになります。 

家族と過ごすもよし。 

自分の趣味に没頭するもよし。 

ビジネスを極めるのもよし。 

自由自在です。 

この境地に至るために、 



最終的に自動化できるビジネスモデル 
に取り組んでいきましょう。 

ただし、1つだけ注意点です。 

しょっぱなから自動化はできない 
ということです。 

なぜなら、1円もお金を稼いだことがないのに、 
いきなり自動化なんてできるわけがないからです。 

ビジネスの自動化は、 
自分でお金を稼げるようになった行動そのものを、 
様々なツールを使って初めて実現できるんですよね。 

例えば、あなたが飲食店を 
経営しているとします。 

当然、料理を作りますよね。 

じゃあ、飲食店の場合 
どうやって自動化できるのか？ 

色々あるのですが、 
選択肢の一つに 
「従業員を雇う」 
というものがあります。 



従業員を雇い、 
代わりに料理を作ってもらうことで、 
今ままで自分が料理に費やしていた時間を 
浮かせることができる。 

これで自動化完了です。 

従業員に給料を払うだけで、 
勝手に売り上げが上がり続けます。 

ただ、これって最初からできないですよね？ 

なぜなら、給料を払うお金もないし、 
そもそも経営が成り立つかどうかも 
わからないからです。 

飲食店をオープンしました、 
そのために従業員を雇いました、 
でも半年間赤字で来月お店を潰さないといけません、 

みたいな感じになったらやばいですよね。 

自動化どころではありません。 

つまり、 
最初から自動化するのは、 



逆に遠回りになるのです。 

だからこそ、まずは稼いでみる。 

その稼げた行動を、 
様々なツールを使って自動化する。 

これが経済的自由を達成するための、 
正しいルートです。 

このルートに沿って取り組むことで、 
最終的に効率よく経済的自由、 
そして脱サラを達成することができます。 

最終的に自動化できるビジネスモデルを選び、 
それをしっかり実践してお金を稼ぐ。 

そのためにも、 
しつこいようですが、結局は、 

「まずはとっとと稼げ」 

ということなんですよね。 

マジでこれ以外にないです。 

※この書籍の最後に、 



初月からお金を稼ぐことができ、 
さらに最終的に自動化ができる 
ビジネスモデルについて学べる 
特別プレゼントを用意しています！ 

《③お金を情報に投資して脳みそを進化させよ》 

最後に、経済的自由を達成するために 
最も重要なことをお話しします。 

それが、 

「お金を情報に投資しよう」 

ということです。 

お金を情報に投資して何になるのか？ 
と言うことなのですが、 

これをやることによって、 
自分自身の脳みそをアホみたいなスピードで 
進化させることができるんです。 

例えば、 
あなたがギターを弾けるように 
なりたいとします。 



そうなった時に、 

・ひたすら独学でギターを練習する 
・お金を払ってレッスンに通い、プロに習う 

2つの選択肢が出てくると思います。 

では、この2つの選択肢、 
どちらが「ギターを弾けるようになる」 
というゴールを達成できるスピードが 
早いでしょうか？ 

無論、 

お金を払ってレッスンに通い、プロに習う 

ですよね。 

なぜなら、 
すでに自分の理想 
（ギターを弾けるようになりたい） 
を実現しているプロから 
「ギターを引けるようになるための知識」 
を受け取ることができるからです。 

実はビジネスもそれと同じで、 



すでに自分の理想（お金を稼ぎたい） 
を実現しているプロから、 
「お金を稼げるようになる方法」 
を学べばいいんです。 

実は、お金稼ぎは 
全く難しいことではありません。 

「プロから習う」という、 
当たり前のことをすればいい 
だけだからです。 

逆に言えば、稼げていない人は、 
ちまちまと独学で取り組んで、 
結果稼げずに挫折しています。 

これって非常にもったいないなと。 

だって、甲子園に出たいのに、 
独学で野球やりますか？ 
という話なんですよね。 

やらないと思います。 

普通に、お金を出して、 
甲子園常連校に入学して、 
プロから学ぶのが最短です。 



ビジネスも全く同じで、 
お金を出して、お金稼ぎのプロから 
知識を授かれば余裕で稼げるんですよ。 

例えば、 

「半年後に月収100万円を稼げる方法」 
という情報を取りにいくために、 
100万円を情報に投資したとします。 

これって、半年後には投資した 
100万円を回収できますよね？ 

半年後に月収100万円を稼げるのですから。 

で、こっからが 
知識投資の本領発揮なのですが、 

「100万円を稼ぐ」 

という行為は、それ以降、 
無限に繰り返すことができるんです。 

・情報に投資してから1年後 
→600万円（7～12ヶ月目） 



・情報に投資してから2年後 
→1200万円（13～24ヶ月目） 

つまり、わずか2年で、 
投資した100万円が18倍に 
化ける可能性も十分にある、 
というわけです。 

これってやばくないですか。笑 

これが知識投資の威力です。 

もちろん、学ぶだけでは収入は増えませんよ？ 

行動しなければ何も変わりません。 

100万円を情報に変換したとしても、 
それをしっかり実践しなければ 
お金をドブに捨てるのと同じです。 

ただ、お金稼ぎはシンプルです。 

お金を情報に投資する 
→プロから知識を授かる 
→学んだ知識を元に、愚直に実践する 
→稼げる 



たったこれだけです。 

じゃあ、どうすればいい情報に投資できるのか？ 
と言う話ですが、 
これは先ほどお話ししたように、 

現在進行形で成果を出していて、 
時流のノウハウではなく、 
長期的に稼げる情報を 
提供している人物から学ぶだけです。 

そうすれば、あなたは6ヶ月後に、 
本業を超える副収入の構築、そして脱サラを達成し、 
真の自由なライフスタイルを 
手に入れることができるでしょう。 

特別な追加特典をプレゼントします 

これまでお話しした通り、 
正しい戦略の元、 
しっかりと行動すれば、 
脱サラは誰でも達成することができます。 

そして、脱サラを達成するために 



まずあなたがやるべきことは、 

「副業で生活費を稼げるようになる」 

とにもかもくも、これにつきます。 
まずは会社に依存せず、 
経済的に自立することが、 
あなたの人生の第2章に突入する 
必須条件です。 

ここで、予告通り、 
特別な追加特典をプレゼントのご案内です。 

これまで、僕の教え子の300名以上が、 
1ヶ月以内に収益化に成功し、 
次々と脱サラを達成した 
ビジネスモデルについて解説した、 

「6ヶ月で本業収入超えの副収入を 
構築できるビジネスモデルセミナー」 

を、この電子書籍の感想を 
送ってくださった方限定で、 
通常9,700円のところ、 
今だけ無料でプレゼントします！ 

「6ヶ月で本業収入超えの副収入を 



構築できるビジネスモデルセミナー」 
では、 

・僕が最初の1年間で1円も稼げなかったビジネスモデル集 
・そこから半年で月収100万円を達成した理由 
・絶対にやってはいけない、いくら努力してもお金になら
ない無駄な行動について 
・1200名以上を指導する中で開発した、1ヶ月以内に収益
化し、6ヶ月以内に本業超えの副収入を構築できる王騎オリ
ジナルのビジネスモデル 

これらについて学ぶことができます！ 

これから6ヶ月以内に脱サラを達成し、 
真の自由なライフスタイルを手に入れたい方は、 
ぜひご視聴ください。 

受け取り希望の際は、 
下記のフォームより 
この書籍の感想を記入後、 
送信してください。 

すみやかに特典をお渡しさせていただきます！ 



→感想を提出して「6ヶ月で本業収入超えの副
収入を構築できるビジネスモデルセミナー」を
受け取る！ 

※元々有料のコンテンツなので、 
予告なしで応募フォームを 
削除する可能性があります。 
受け取りはお早めに。 

今すぐ行動を起こしていきましょう！ 

この小さな行動が、 
後々の自由なライフスタイルを 
手に入れることにつながってきますので。 

それでは、 
最後までご覧いただき、 
ありがとうございました！ 

王騎

https://lstep.app/form/22822/DOeNiH/465a72
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