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～挑戦するあなたの未来は明るい！～
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■はじめに

私は、2018年のビットコインバブルで
全てを失い、借金200万円を背負 いました。

バブル相場で一時的に大きな成功を手に入れた後、
調子に乗って勢いで投資したビットコイン関連事業が
架空のモノだったためです。

投資先のサイトが消えた際の衝撃は、
いまも鮮明に覚えています。

その日を境に、生活が一変しました。 
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楽しみだった食べることでさえ受け付けず、
ストレスからくる寝不足で、頭痛と吐き気の毎日で
体重が約20キロ減りました。

その時点での私は、勤続10年の正社員でありながら、
 手取り月収19万円。

おまけに、カードローンのリボ払い の借金200万円を抱え
るサラリーマンでした。

人生の見通しが暗かったです。
これをお読み頂いているあなたも、 
今きっと様々な事情を抱え、 
経済的に好転したいと強く願っていると思います。

もし、そうであれば、あなたはアフィリエイトを始める前
の私とほぼ同じ 状況です。
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私がいかにして挑戦するに至り、
どのような過程を経て好転したのかを
書いたこのレポートをお読み 頂くことを通じて、

・あなたが成功するために役に立つ考え方 

・実際に取るべき行動 

が分かるようにまとめました。

必ず、何か良い気付きが得られますので、
最後までお読みください。 

最後までお読み頂くだけで、
あなたが成功する確率は大幅に 
アップすること間違いなしです。
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■初めての副業はアフィリエイト一択

 

どん底状態だった私は、なんとか好転させたいと
まずは必死にネットで副業を探しました。

しかし当時の私は、 
全く副業についての知識がありませんでした。

とにかく、副業といえばアフィリエイト
というイメージが強かった です。
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さらに、何冊か本を読んだ事があって
とにかく頭の良い人だと言う印象のあった
ホリエモンこと堀江貴文さんも

「初めてのビジネスはアフィリエイト一択だ」
とYoutubeで言っていたこともあり、
 取り組む副業はアフィリエイトということに
迷いはありませんでした。

ちなみに、アフィリエイトの本を読んでも、
稼げるように なるわけではありません。

準備段階の初動の情報収集にはなりますが、
多くのアフィリエイト本の内容は、

 ・情報が古かったり
 ・収益獲得を目指す観点からは、実践的とは言えない 

内容だったりします。
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■アフィリエイトを選ぶべき4つの理由

アフィリエイトを選ぶべき理由は、 失敗しづらいと言われる
下記の4つのポイントを全て満たす数少ないビジネスだからです。

■ランニングコストが安い 
　・ドメイン代 
　・サーバー代
   ・ネット接続費用だけ

■在庫リスクゼロ

■利益率が高い（９０％以上）

■定期収入がある
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■アフィリエイト手法選びは超重要！

主要なアフィリエイト手法だけでこれだけあります。
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・ブログアフィリエイト

・トレンドアフィリエイト 

・アドアフィリエイト 

・SNSアフィリエイト
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■SNSアフィリエイトがオススメの理由

その中で、私がSNSアフィリエイトを選んだ理由は、下記です。

■広告費が掛からない。

■日本だけで数千万人が利用しているSNSでの集客が合理的。
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■グーグルやヤフーの検索エンジンに頼らない集客が可能。

■リスクが低く利益率が高い。
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日本のインスタグラムユーザーは、
3300万人存在すると言われております。

と心配しなくて大丈夫です。

日本人のユーザーが4500万人
存在するツイッターも同様です。 
ちなみに私は、アフィリエイトを始めるまで、
ブログ作成もSNSのアカウント作成も未経験でした。

普段、あなたが持ち歩くスマホの中に、
当たり前に存在するSNSの為、 
その凄さを改めて感じる場面は
少ないかもしれません。

しかし、少し視点を変えれば
SNSは無料で使える強力な
集客ツールになります。

アフィリエイトもSNSも未経験の方こそ
始めるチャンスです。

「今から始めても遅いのでは？」

成熟したSNS市場で集客効果が見込めるという
確信を持って今から参入できるメリットは、かなり大きいです。
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■誰に教わるかが非常に重要
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（プロに教わろう！）

私は、アフィリエイトに取り組むに際して、
まずは、アフィリエイトで稼いでいる方を
ネットで見付けてLINE通話で
話を聞いてみることにしました。

最初は、連絡をする事が怖かったのですが、
仮想通貨で作った借金返済の為に 
収入源が必要だったので思い切って
LINE通話で相談してみました。
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心配していた怪しさや怖さを感じることなく
親切に対応して頂き、次は、東京の新宿のオフィスで 
面談しました。

オフィスでは、その方の師匠を含め、

内容は、初心者の私には
正直よく分からなかったものの、

 

しっかりと教えてくれる環境だ
という事は分かりました。

お金を払って指導を受ける決断の決め手になったのは、

 

お二人の師弟関係が良好で笑顔で楽しそうに
会話している姿を見て 

「きっと、稼いで幸せになって、
自然と笑顔になっているのだろう」 

という印象を強く受けた事でした。

2対1で面談し、親切に説明して頂きました。
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■失敗しないメンター(師匠)選びのコツ

その他にメンター（師匠）選びで大事なのは、下記の点です。

☑そのビジネスで実際に稼いでいる 

☑直接連絡を取って教えてもらえる 

☑その人とフィーリングが合う、人柄に共感できる
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ネットビジネスを始める際、 「100％大丈夫だ」
という確信をもって一歩を踏み出せるタイミングは
どんなに待っても訪れることはないと思います。

私の時も、やはり自分の中に不安や 恐怖心はありました。  
それでも現状を変えて人生を好転したいという気持ちが
上回って挑戦の決断の後押ししたことを鮮明に覚えています。

私はこれまでに約500人の方とアフィリエイトのお話を
させて頂きましたが、 目の前にチャンスがあっても
掴もうとする人の割合は1割程度という実感です。
逆に言えば、この状況は、あなたにとってチャンスでもあります。

なぜなら勇気を出して一歩踏み出せば、
ライバルが少ない状態で成功者のスキルやロジックを習って
真似することで成功する確率を大幅にアップできるからです。

せっかく、ネットで稼ぐ道を歩もうと行動されているのですから、
あなたも、自分に負けずに一歩を踏み出してみてください。

 

挑戦した人だけが知ることができる景色が広がっています。
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■やらない理由を作る弱い自分に負けるな！

やらない理由は、いくつでも簡単に挙げることができてしまう
ものです。

☑お金がない。 

☑時間がない。

☑自分にできるか不安 

☑怪しくて信用出来ない ・ ・
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夢も目標も逃げません。逃げるのは 、いつも自分です。

 
 

金融商品への投資は、 
投資の素人が思いつきで稼げる程

 
甘くありません。

そして、仮に100万円程度の投資
 
資金から得られる利益は

せいぜい数十万円程度です。
 

また、ブランド品等の物は、

 

買ったと同時に受け取ることがで

 

きるので安心感もあり、
納得して購入できる気がします。

 

しかし、購入時の価値が一番高く、

 

一度でも使用すれば中古品となり
価値は一気に下がりほとんどの場合、
購入時の価値を上回る事はあ

 

りません。

多くの方にとって、耳が痛い話だと思います。
しかし、これは重要な視点です。

そして、そんな人ほど、
意外と遊びやお酒には時間とお金を使う傾向にあり、
ブランド品、 ビットコイン、FXの投資失敗などで 
お金を減らしてしまうものです。
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■一番効率の良い投資は自己投資

目に見えない情報にお金を払う事は一見見返りが無い
ように思いがちです。

しかし、情報から得られる知識やスキルは、
自分のなかに蓄積していき、
やがてお金に繋がります。
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私の場合、
アフィリエイト開始時に師匠に支払った
コンサル料の20倍以上の金額をすでに稼いでいます。

「お金がないから挑戦出来ない」のではなく、

「お金がないからこそ、
情報に自己投資して一生懸命に取り組んでみる 」

  

正のが 解なのです。

 

ほとんどの方にとって、
一番効率

 

の良 い投資は、自己投資です。

お金がない状態から、
経済的に豊かな状態に好転した人は
何もせずにお金持ちになったのではありません。

「挑戦しないからお金がない」のです。

ビットコインを買って、 
値上がりするのを祈るような他力本願の人生ではなく、
自分で行動して誰にも雇われずに 
自力で稼ぐスキルを身に付けることが
これからの時代を強く生きる 為に必要なことです。
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正社員で働くことが安定を意味しないことは、
一連のコロナ騒動で十分ご認識されていると思います。

■自力で稼ぐスキルの獲得こそが
　 真のリスクヘッジ
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☑病気、ケガ 

☑お勤め先の業績悪化によるリストラや倒産 

☑不慮の事故や予測不能な緊急の出来事
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労働収入一本で日々過ごすことが 
様々な高いリスクを放置したままの
危険な生き方であることは
このレポートをお読み頂いている方なら
ご理解頂けると思います。

一番のリスクヘッジは、 
パソコンとスマホで場所と時間を問わずに 
毎月必要な金額以上を
誰にも雇われずに稼ぐスキルを身に付ける事です。

ご自宅の枕元にパソコンとスマホがあれば
仕事ができてお金が稼げる仕組み作りに
取り組むことが将来の自分を助けるのです。
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ここで一つあなたに質問します。

毎日の生活用水を
井戸まで汲みに行くように
毎日ご自宅と職場の往復を繰り返して 
毎月必要なお金＋数万円程度の
お金を稼ぐ事に疲弊する毎日を
これからも続けることを選びたいですか？
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それとも、ご自宅の水道の蛇口をひねれば
好きなだけお水が汲めるように、
ご自宅でスマホとパソコンを使って、
毎月必要なお金が稼げる仕組みを作って、
時間とお金の問題から解放された自由な生活を 
手に入れたいですか？ 

私は後者を選んで、好転しました
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■アフィリエイトやネットビジネス　　
　で稼ぐために重要なこと

実際に、その道のプロにお金を払ってでも教えてもらい 、
そのやり方を素直に真似をする事が重要です。

今までの人生で、私も大学受験や資格取得の為の塾、
副業の為のコンサル料などに、プロにお金を払って
攻略のための情報を教わる事で、
壁を越えて人生を切り開いてきました。

情報の差がそのまま豊かさの差に繋がっている時代です。
今後もその格差は拡大していく可能性が高いです。

行動しないことは、徐々に衰退する事を選ぶことと同じです。
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ビジネスには成功パターンが存在します。

その型を教わって真似をするのが楽ですし、早いです。

車の運転に例えると、

カーナビなしに下道で迷いながら少しずつ目的地に近づいていくのか

高速道路で目的地に真っすぐ進むのか

プロに教わりましょう。

真似できる成功者の型（テンプレート） が
あったほうが圧倒的に楽です。 

実は、このプレゼントPDFも、 
私と私のビジネスパートナー達の成功パターンを
リサーチして作成した成功者の思考や行動様式を 
テンプレート化したものです。

引き続き、お読み頂き、
あなたの血肉にしてください。

そのくらい違います。
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■一番やってはいけない事

 

 

 

■学ぶことにお金を使う事を惜しむ事。 
（自己投資は必須です！）

■自分の勘やセンスに頼った 自己流にこだわる事。 
（今稼いでいる人たちも、最初は皆、 
真似することから始めています。）

■出来ない理由を考えすぎて、やる前から諦める事。
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☑「時間・お金がない」

☑「もう年だから」

☑「家族の反対」 など 

できない理由は、いくらでも思いついてしまうものです。

誰しも、そんな弱い面を持っています。

そんな方は、今その対象に挑戦しない事で、
いま存在している問題が今後悪化して、
どんな問題が起きるのかを考えてみてください。

何も対処せずに国や会社が助けてくれるのを
祈るような気持ちで待つだけの日々は
経済的・精神的な問題を悪化させる可能性が高いです。

自分を助けることができるのは、
基本的に自分しかいないのです。

自分を助けるの手段は、誰にも雇われずに
稼ぐ能力を得て経済的に自立することです。
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「時間やお金の準備が出来てから始めます」
という方は、時間やお金の準備ができても
別の理由を作って始めないものです。

同じ様に
「もう少し調べて準備してからやってみようと思います」
という方はいつまでもその準備が
終わることがないものです。

挑戦する際は、見切り発車する位が丁度よいのです。

年齢やお住いの場所に関係なく平等にチャンスがあるのが
ネットビジネスの利点なのに、 
年齢や地方住まいを理由に挑戦しない方は
自らチャンスを 捨てています。

家族の反対で諦める方も多いです。
一度しかない自分や家族の人生を良くしたいと思って
ネットビジネスに取り組もうとしたはずです。

成功した未来のイメージを強く持ち、

 

強い意志を持って、粘り強く説得して

 

下さい。
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説得がどうしても無理ならこっそり秘密で始めて、
あとでビジネス報酬からサプライズで
プレゼントすれば良いです。  

むしろ、一歩踏み出せる人が多くないからこそ、
見切り発車で挑戦するくらいの方が成功するんです。

 

どうしたら始めることができるか、  

全力で考えてください。

私がアフィリエイトを始めた時は、時間もお金にも困っていました。

お金は、クレジットカードや消費者金融の
キャッシングで挑戦のための資金調達をしました。

時間は、仕事の電車での通勤時間や休憩空き時間を
使って確保しました。

どうしても、平日に仕事と副業の両立が難しいという方は、
休みの日だけ作業を頑張るという形で
継続していけば、着実に良い方向に進んでいきます。
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■ネットビジネスで成功するための
　3つのステップ

1.稼いでいる人に教えてもらう。

2.教えてもらった方法を真似する。 

3.改善しながら継続する。

シンプルにこれだけです。
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 ネットビジネスにおいて自己流は時間の無駄です。 

必ず、指導者を付けて学びつつ実践して下さい。

お金を惜しむあまり、独学にこだわると
改善策を見付けたり、実験することに疲れてしまって、
結局、諦めて止めてしまう人が多いです。

分からなかったり、落ち込んだりした際に
分かりやすく説明してくれたり、
励ましつつ良い方向に導くアドバイスをしてくれる人物の
存在が重要なのです。

多くの方は、このことの価値を低く考えすぎています。

そして、その方々は自分の能力を過大評価する傾向にあります。

少なくとも、「知っている」事と「出来る」「稼げる」事は
全く等しくないという事は、認識すべきです。

両者をイコールにするためには、プライドを捨てて
教えを受けて、行動するしかありません。
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■プロに学んでネットビジネスを
　実践した結果（収益画像）
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この入出金明細を見て頂ければ、
しっかり収益を出すことができたことが伝わると思います。

実際、2020年8月から2021年7月までの1年間で
1000万円以上が、 
この口座にアフィリエイト報酬として振り込まれました。

次に載せた画像は、
ネットビジネス報酬が振り込まれる
メイン銀行口座の楽天銀行が 
私に発行した入出金明細です。 

当たり前ですが、本物の入出金明細の画像です。
（リアルさを追求するあまり、
見づらくなっていたらすみません。）
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お金を稼いだことで
借金を全額返済して、
財政状態が好転したのは、
もちろんです。

想像してみてください。

毎月あなたの口座に本業以上の
ビジネス報酬が振り込まれ、
ATMで引き出すご自分の姿を。

勇気を出して挑戦した人にしか 、
その場面は訪れません。 

次は、あなたの番です。

「自分にビジネスが出来るか不安」
 と心配する必要はありません。
 その為に、私が二人三脚で

手厚くしっかりサポートしてまいります。

場合によっては、
頼れるビジネスパートナーをも巻き込み
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■幸せは綺麗ごと抜きにお金で
　成り立っている

意外だったのは、
財政状態の大幅な向上がもたらした
精神面の劇的な好転でした。
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それまでは、

「〇日になったら〇万円の
支払があるから〇〇銀行の口座に 
お金を用意しないと」
という感じで、今月中のお金の支払いを
気にしなくてはならない 状態でした。

 当然、心理的に落ち着いた状態 とは言えず、
幸福度も低い状態で した。 

ビジネス報酬が実際に現金化され 
数百万円もの現金を手にしてみて、
目先のお金に一喜一憂する必要がなくなりました。

毎月、生活費を差し引いても
どんどん資産が増えていき、
一般的な労働では
決して手にすることができないほどの
金額が毎月振り込まれてくる。
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 この事実がもたらす

・安心感 

・自己肯定感 

・生きる希望 

などからくる自信。

この変化は、ネットビジネスを 
始める前では予想していない 
嬉しい誤算でした。

お金では得られない幸せもあります。

しかし、日々抱えている
問題や悩みの大部分は
お金さえあれば何とかなるのも事実です。
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また、お金を持ったことによって 

・精神的な余裕からストレスを感じる場面が減り 

・心穏やかに過ごすことができるようになり

・結果的に幸福度が上がり 

生活満足度が劇的に向上しました。

私は、綺麗ごと抜きに、
幸せはお金で成り立っている
と日々実感しています。

そして、その事をから目をそらさずに、
お金を稼ぐための行動の優先順位を高めて
実際に行動することで、
自らの意志で豊かになる事は十分に可能な時代です。
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■追伸

成功者の生の声であるこのレポートを
ここまで読んで自分も挑戦してみたいと
思ってくださった
あなたは、
この僅かな時間で成功できる確率 がアップしています。

重要なのは、実際に一歩踏み出して挑戦することです。
 一歩踏み出すだけで、上位1割以内に入ることができます。 
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日本人は、安定を重視し、労働者として
できるだけ長く勤めて老後に備えて
コツコツ貯金を増やすことを良い事と考えがちです。

 その為、多くの人は、貯金を減らしたり
借金することを恐れて新しいことに挑戦することを
避けてしまって います。

失敗を恐れる必要はありません。

なぜなら、日本人の多くは、
挑戦することすらしていません。 
挑戦している時点で、あなたは上位にいます。 
そして、失敗は成功の過程にすぎません。

自信を持って大丈夫です。

私のまわりの成功者も、
失敗してどん底からの好転を
達成した方々ばかりです。

46

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5272&m=db


私を含め、
クレジットカードや消費者金融のキャッシングで
ビジネスに挑戦する資金を用意した方がほとんどです。

「必要な資金を貯金してから始めたいです。」
と仰る方が多いです。

しかし、それでは時間がかります。
それに、多くの方は、お金を貯めている途中で
心が折れるのではないでしょうか。

日本人は、借金して挑戦をする事を
極度に恐れる人が多いです。

しかし、あくまで避けるべき借金は、
ギャンブルなどの浪費に使うための借金です。

自分の人生を良くするために
挑戦するための借金まで極度に恐れて
行動しないのは

自分に自ら成功しないための呪いをかけている

事に近いと思います。
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■失敗は成功の過程にすぎない

最初から上手くやる必要はないのです。

多くの人は、希望を抱き挑戦しますが、
ちょっと失敗しただけで絶望して挑戦を諦めます。

年を重ねるごとに、絶望した経験が増え、
やがて希望すら抱けなくなり、 
挑戦しようという気持ちすら持てなくなってしまう。
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しかし、成功者は知っています。

絶望を通り過ぎた後に、大きな成功があることを。

私は、ネットビジネス挑戦から2年弱で脱サラを達成し、 
最近は、教え子さんの中にも 

・脱サラ達成者 

・アフィリエイト収入が各々の労働収入を
　上回る収入源になった方

が続々と増えてきて、
人生が好転してきている人が
続々と増えています。

もし、あなたが本当に挑戦して人生を好転させたいと
お考えなら、私がそのお手伝いをさせて頂きます。
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ネットビジネスには、成功するパターンが存在します

それをお金を出してでも学び、
真似をしてしっかり取り組んだ人が 

・本業やパート、アルバイト以上の収益源の獲得 

・脱サラ

・起業の達成 

などの成功を手にしています。

挑戦しない人には、成功も失敗も訪 れません。  
失敗しないのだから、楽だし今よりも悪くならないのだから
安心と思うかも しれません。  

しかし、それでは将来、ただ年齢を重 ねた「何もない人」
になるだけです。
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そして、挑戦しない人のほとんどは、 
現状維持すらできず徐々に衰退していきます。

逆に、挑戦して少しづつでも良い方向に進み、
結果が出るまでの時間差に負けなかった人は
やがて大きな結果を手にします。

一般に、 成果獲得までに要した時間や労力は、 
成果の大きさに比例し好転する幅の大きさは、
取ったリスクの大きさにほぼ比例します。

 しかし、ネットビジネスなら、
 一般的な労働者として出世や昇級するまでに
要する時間や労力よりも
圧倒的に楽に大きな成果を目指せます。

 また、他の一般的なビジネスで成功するまでに
覚悟するべきリスクよりも
圧倒的に限定されたリスクで大きな成果を目指せます。

欲望に忠実な目標の方が、
頑張る事が出来たり、長く続いたりするものです。
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■よくある質問
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Q.パソコンやSNS未経験の私にもできますか？

→はい。

自信がないと仰るお気持ちは分かります。

 しかし、ほとんどの事は出来ないのではなく、
慣れていないだけです。

実際、私の元では、50代以上のパソコン未経験の方、
数名にもお取り組み頂いていますが、
皆さん目覚まし い成長を遂げていらっしゃいます。 

日々お取組み頂き、慣れていくにつれて、
徐々に当たり前のレベルが上がっていきます。

結果的に、数か月前の自分との比較で
大きな成長を実感できます。
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Q.きよさんに本格的に指導して頂くにはお金はかかりますか？

→はい。

私のコンサルは、経済的自立を目指してしっかり取り組み、
人生を好転させたい本気の方向けです。

 

・お小遣い程度稼げれば十分
 

・完全に無料で指導して欲しい
 

という方には向きません。
 

なお、具体的な金額は、
LINE通話やZOOMでの無料相談をして下さった方だけに
お伝えしています。
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■最後に

あなたに下記の動画を紹介してこの「人生好転レポート」を
終わりたいと思います。

9分程度のアニメ動画ですが、
ここ までお読み頂いたあなたに、
きっと大きな気づきをもたらす
示唆に富んだYoutube動画です。
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パブロとブルーノ （タップして動画を見る）

https://www.youtube.com/watch?v=3yOzEJgSdRU&t=5s
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あなたがネットビジネスで目指すのは、
パブロとブルーノのどちらですか？ 

そして、あなたがネットビジネスを通じて
実現したい目標は何ですか？ 

ぜひLINEで教えてくださいね。

下記からLINEに戻れます。 

↓↓↓↓ 

LINEに戻ってメッセージを送る
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メッセージを送って頂いた方には、 
今回特別に私のビジネスや集客法の秘密を
LINE通話やZOOMにてお教えします！

まずは、「レポート読みました」と 
一言LINEで送ってください。
 LINEを送るという行動から、
あなたの好転ストーリーが始まります。

 多くの人は、何かきっかけがないと
行動を起こしません。

毎年、お正月に1年の目標を立てても、
春にはすっかり忘れて全く行動しない人が多いです。 

今回の様な数少ないきっかけを逃すと、
時間だけ過ぎて現状維持どころか、
地味に後退するのは明らかです。

57

https://lin.ee/4mynpYO
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5272&m=db
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このレポートをきっかけに必ず、
チャンスを掴んでください！ 

では、次はLINEで
実際に私とお話しましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きよ
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