
 



■著作権について  

 

本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。本冊子の著作権 は、発行者にあり

ます。本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。 

 

 

■使用許諾契約書  

 

本契約は、本冊子を入手した個人・法人 (以下、甲と称す) と発行者(以下、乙と称す) との間

で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封することにより、甲はこの契約に同意したこ

とになります。  

 

1. 本契約の目的: 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲が非独

占的に使用する権利を承諾するものです。  

 

2. 禁止事項: 本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本冊子か

ら得た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・ 講演活動および電子メディアによ

る配信等により一般公開することを禁じます。特に当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁

じます。甲は、自らの 事業、所属する会社および関連組織においてのみ本冊子に含まれる情

報を使用できるものとします。  

 

3. 損害賠償:甲が本契約の第 2 条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に 対し、違約金

が発生する場合がございますのでご注意ください。  

 

4. 契約の解除: 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許 諾契約書を解

除することができるものとします。  

 

5. 責任の範囲: 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が生

じたとしても乙は一切の責任を負いません。 

  



私のビジネスの全て 

～マインドの柱～ 

 

“私がどんなビジネスモデルを使って 

ネットだけで収益を得ているのか…？” 

 

気になっている方は 

多いのではないでしょうか。 

 

今日は 

私の収益化までの流れと、 

 

稼げるようになった 

マインドセットについて 

お話しします。 

 

「マインドセットってなに…？」 

という人も安心してください。 

 

この無料プレゼントを 

最後まで読めば、 

 

ビジネス初心者のあなたの思考は 

“稼げる思考”に激変し、 

 

今やるべきことが明確にわかるでしょう。 

もう人生に迷う必要もありません。 

 

ライバルは置き去りに、 

先に始めた人をごぼう抜きにするでしょう。 



個人で稼ぐ力を身に付け 

自分に自信を持ち、 

 

そして、念願の 

フリーランスになれます。 

 

この記事は、あなたがそんな自由な生活を 

手に入れるための、 

 

確実な１ステップになります。 

 

“あなたが今すぐにやるべき事”まで、 

最後にはっきりと書かせていただきました。 

 

私の特別 LINEに登録した 

あなただけが閲覧できる 

 

特別な記事になります。 

もしこの記事を 

 

「無料やからそんなに 

大した内容じゃないでしょ」 

 

と、今すぐに読まずに 

フォルダの中に眠らせてしまったら… 

 

あなたは、 

他の熱意あるみなさんから 

 

完全に置いていかれます。 

 



置いていかれるくらいなら 

マシかもしれませんね。 

 

無料プレゼントすら 

読むことができないあなたは、 

 

これから先、ビジネスで継続して 

稼ぎ続けることはかなり厳しいでしょう。 

 

そんなあなたはもちろん 

 

いつまで経っても個人で 

1円の収益をあげることができず 

 

会社に依存するだけの生活が 

一生続くのです。 

 

そんな生活で満足ですか？ 

私はもっと広い世界を観たいと 

思っています。 

 

この記事は２２ページありますが 

スマホで読みやすいように 

 

大きな文字で書かれているので、 

スラっと読めてしまうはずです。 

 

今のご自身の現状を変えたいなら、 

必ず最後まで読みましょう。 

  



パソコンすら持ってなかった、 

元ビジネスど素人の私がネットビジネス 1本で 

月収 50万円稼いだ方法の全て…。 

 

 

その全てを、ノウハウたっぷり詰め込んで 

お話ししたいところなのですが…。 

 

深くお話すると 

とても難しくなるため、 

 

まずは簡単に、私の収益化の 

流れを伝えますね！ 

 

その後、 

凡人の私が、個人の力で 

稼げる様になるまでの 

 

『私の思考の変化（マインドセット）』を 

お伝えしたいと思います。 

  



『おまえの考えなんて知るか！ 

早く稼ぐノウハウを教えろ！』 

 

って人は要注意です。 

 

これを言っているうちは稼げません。 

稼げたとしても一瞬です。 

 

あなたは、『マインドセット』 

という言葉を聞いたことがありますか？ 

 

マインド=物事の考え方、思考 

と言い換えることができます。 

 

ネットビジネスの世界では、 

まずはこの“マインド”を、 

 

一般人マインドからビジネスマインド 

に変えていく事こそが、 

 

成功への近道です。 

 

むしろ、ビジネスで成功した人は 

みんな口をそろえて、 

 

「結局一番大事なのはマインドだ」 

と言います。そのくらい重要です。 

 

ぜひ、私の過去の経験を通じ、 

凡人から成功者までのマインドセット 

を知っていただき、 



 

あなたのビジネスに 

活かしていただけたらと思います。 

 

それでは本題に入りますね。 

  



私の収益化の流れ 

 

 

私のビジネス収益化の流れを 

簡単にフローします。 

 

これが私の使った収益化までの流れです。 

 

 

【収益化までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この表でもわかる通り、 

私が主に使用しているツールは 

 

① Twitter ② ブログ ③ 公式 LINE 

この３つが主軸になっています。 

 

Twitterで集客 

↓ 

ブログを読んでもらう 

↓ 

公式 LINEに登録してもらう 

↓ 

LINE配信を読んでもらう（価値教育） 

↓ 

お客さんとの信頼関係を築く 

↓ 

アフィリエイトや商品を買ってもらう 



※他にもサブで Instagramや 

YouTubeなども行っていますが、 

軸は上の３つです。 

 

このビジネス手法は 

『DRM：ダイレクトレスポンスマーケティング』 

と呼ばれています。 

 

 

DRM；ダイレクトレスポンスマーケティング？？？ 

 

初めて聞いたよ…。 

って方のために説明します。 

 

このDRMの代表的な例は 

いわゆる『メルマガ』です。 

 

あなたも、メルマガで飲食店の案内や 

ビジネスの情報案内を受け取ったことが 

一度はあると思います。 

 

このように、お客さんに 

メルマガを送り読んでもらい、 

お客さんからの返信をもらって 

お客さんと交流する。 

 

その中で信頼関係を築き、 

商品を買ってもらう 

マーケティングの手法です。 

 

DRMの良いところは、 

お客さんと直接交流できる点です。 



だからこそ、 

要望に合わせた商品を提案したり 

販売したりすることができます。 

（自分の商品でも、アフィリエイトでも可） 

 

メールや LINEのトークで 

気軽に交流ができるため、 

『信頼関係づくり』ができます。 

 

この『信頼関係づくり』が 

DRMの最大のメリットです。 

 

一般的に初心者が手を出しやすい 

“ブログアフィリエイト”などのビジネスモデルは、 

 

一切、お客さんとの交流をせず、 

商品を買ってもらわなければいけません。 

 

そうなると 

余程、文章力が高いか 

元々有名人でないと 

信頼関係って築きにくいんですよね。 

 

大前提として、お客さんは 

信頼している人からしか、商品を購入しません。 

 

ですから、比較的簡単に 

お客さんとの信頼関係を築ける DRMは、 

 

初心者や個人でもやりやすい 

戦略的に稼げるビジネスモデルなのです。 



このDRMは、実は最も成約率が高い 

マーケティング手法だと言われています。 

 

“成約率が高い”ということは、単純な話 

“稼ぎやすい”という事ですね。 

 

実際、ビジネスセンス 0だった私でも 

DRMを使って約 1ヵ月で収益化に成功しました。 

 

そしてたったの半年で、月収 50万円を 

手にする事ができたのです。 

 

 

 

最初はもちろん怖いし、抵抗感ありました… 

 

 

ここからは私の 

マインドの話しに移ります。 

 

私は元々、ごく普通の学校の先生。 

彼女と 2人で平凡な日々を送っていました。 

 

“安定”という名の 

残業させ放題の労働環境におかれ、 

 

このままでは定年まで 

もたないと考え退職しました。 

 

再就職を試みるも 

何の実績もスキルもない人間。 



どこからも必要とされず、 

自信を失っていきました。 

 

 

年金だけ老後暮らせるのか…。 

共働きでは、子育てできない…。 

彼女との時間がもっと欲しい…。 

 

 

あなたと同じように 

会社で働くことに疑問を抱きつつ、 

自分の将来に不安を抱えていたのです。 

 

「このままではいけない」と思った私は、 

ネットビジネスの存在を知りました。 

 

ですが、 

当時の“一般人マインド”の私は 

 

 

「ネットビジネスは怪しい…」 

「きっと詐欺だろう…」 

「MLM（マルチ）かな…？」 

 

 

と心のどこかで 

思っていました。 

 

だって、ど素人が 

“人さまからお金を取る” 

 



こんなの普通の社会人だったら 

考えられませんからね。 

 

しかも、 

 

「え？私が…お客さんを集める！？」 

 

本当にありえない世界でした。 

 

教員時代は、 

子どもは勝手に学校に来るし、 

むしろ、こない子どもの方が 

問題児扱いでしたからね(笑) 

 

集客ってなんぞや？状態でしたよ。 

 

もしかするとこの記事を 

読んでいるあなたも 

 

「私がお客さんからお金をもらうなんて」 

 

と思っているかもしれませんね。 

気持ちはよくわかります。 

 

ですが、 

よく聞いてください。 

 

あなたはこれから先、 

自分のビジネスでお金を 

稼いで、生きていきたいんですよね？ 

 



それなのに、 

自分がやっている事を 

 

“怪しい事してる…。申し訳ない・・・。” 

 

なんて思ったままでは、 

お客さんも不安になりますし、 

大変失礼ですよね。 

 

この思考は、真っ先に 

変えていく必要があります。 

 

今すぐマインドを変えていきましょう。 

 

…え？ 

 

そんな言葉が、余計に怪しいって？ 

洗脳見たいで恐ろしいって？ 

 

大丈夫ですよ。 

 

本当のビジネスは 

決して怪しいものではないですし、 

むしろ、正しいことなんです。 

 

 

私が“ビジネスは怪しい”を消し去った理由 

 

私がこの思考を消し去った 

最大のきっかけは、 

 



「ビジネス＝お客さんの悩み解決」 

 

という事を知ったからです。 

 

例えば、 

 

あなたは喉が乾けば 

コンビニで水を買いますよね？ 

 

また、疲れてゆっくりしたい時は 

マッサージを受けてリフレッシュしますよね？ 

 

考えて欲しいのが、 

ここであなたが 

 

そのコンビニやマッサージ店を 

 

“怪しいビジネスだ” 

と思うかどうか。です。 

 

…思いませんよね？ 

 

それはなぜだと思いますか？ 

 

コンビニやマッサージ店が 

怪しいビジネスではない理由。 

 

それは、 

 

“喉の渇きを潤したい。 

疲れた身体を癒したい。” 



そんなあなたの欲求と悩みを、 

しっかりと解決してくれているからです。 

 

ここであなたに 

知って欲しいのは、 

 

“世の中は全てビジネスで成り立っている” 

という事。 

 

コンビニも、マッサージ店も、 

学習塾も、カフェやファミレスも 

 

全てビジネスです。 

 

リアルでやるか、ネット上でやるか。 

そこの違いだけです。 

 

「ビジネスとはお客さんの悩みの解決」 

 

私が自分のビジネスを自信もって 

怪しくないと言えるのは、 

 

“自分の力で稼ぎ、今の生活から抜け出したい” 

という悩みを抱えたお客さんに対して 

 

その悩みの解決策をちゃんと提示しているからです。 

  



実績がないのです…。大丈夫ですか…？ 

 

「わかったけど、実績もない自分に、 

誰かの悩みなんて解決できない…」 

 

ですよね。わかります。 

 

私も最初は実績０だったので、 

同じように考えていました。 

 

しかし、問題ありません。 

 

実績がない、と思っていても、 

実はあなたはお客さんよりも 

 

一歩先に立っている事がほとんどです。 

 

学生時代を思い出してください。 

 

わからない問題があったときに、 

すでに解き終わっている 

隣の友達に聞きましたよね？ 

 

いきなり、職員室まで聞きに行ったり、 

校長先生に聞きに行ったりすることは 

なかったと思います。 

 

これはすごく大事で、 

お客さんよりちょっと先にいる事 

がとても大切な実績なんですよ。 

 



私だってもちろん最初は収益なんて 

1円もなかったし、実績もなかったけれど、 

 

ちゃんとお客さんを 

集められたのは、 

 

お客さんより“ほんの少しだけ” 

ビジネスについての知識があったからです。 

 

たったそれだけでいいんです。 

 

だから、この記事を読んで今 

ビジネスマインドを学んでいるあなたも、 

 

ビジネスマインドの大切さを知らない 

初心者さんからしたら、 

 

確実に一歩先にいっているんです。 

ちゃんと実績が積み重なっているんですよ。 

 

“月収 100万円”とか、“フリーランス”とか。 

 

そんな大きな実績を 

持っている必要はありません。 

 

自信を持って、 

いまの最大限のあなたの知識を 

提供することが大事です。 

  



それでもやっぱり、私が“売り込み”をするなんて… 

 

 

“ビジネスは悩み解決。 

実績がなくても大丈夫” 

 

それはわかった。 

 

「でも…やっぱり私が商品の売り込みを 

するなんてちょっと…」 

 

その気持ち、 

痛いほどよくわかります。 

 

もちろん、喉が乾いいていない人に 

水をゴリ押ししても嫌がられるだけです。 

 

同様に、ビジネスを知りたくない人に 

ゴリゴリにビジネスの営業をしていたら、 

 

“怪しい”と言われても当然ですね。 

 

「必要な人だけに必要な 

情報を提供するために。」 

 

そのためにあなたがやるべき 

次のステップが… 

 

ズバリ！ 

 

 



「ビジネステーマ・コンセプト設計」です。 

 

この特別公式 LINEでは、 

 

あなたがまず最初にやるべき、 

『稼げるビジネステーマの設定』 

から完全にサポートしていきます。 

 

私がいます。安心してください。 

楽しみにしていてくださいね。 

 

 

あなたもお客さんの悩みを解決できます。 

 

 

繰り返しますが、 

 

『稼げるビジネステーマの設定』 

 

これは超重要です。 

 

この公式 LINEで配信していきますので 

見逃さないように注意してくださいね。 

 

しっかりとこなしていけば 

あなたもちゃんと 

 

“お客さんの悩み解決＝ビジネス” 

 

で、しっかり稼いでいく事が 

できるようになります。 



今すぐにあなたがやるべきこと！ 

 

 

そして…。 

 

『インプットしたらアウトプット』 

 

これが成長の第一歩です。 

 

この無料プレゼントを 

受け取っていただき、 

 

最後まで読んで 

下さったあなたは 

 

少しでも自分の中の 

“マインド、考え方の変化”が 

あったのではないでしょうか？ 

 

せっかく時間をかけて 

読んだのですから、 

 

ここでアウトプットまでして 

知識を定着させていきましょう。 

 

しっかりとアウトプットしていきましょう。 

 

公式 LINEに直接メッセージを 

送って下さいね。 

 

 



読んだらすぐ！ 

ビジネスは鮮度が命です！ 

 

スピード感もって 

やっていきましょう            

 

相談や不安に思っていることなど 

遠慮なくメッセージ送って下さい。 

 

あなたの言葉を 

お待ちしています。 

 

それでは。 

 

長文お読みいただき 

ありがとうございました。 

 

現状を変えるために 

ネットビジネスに希望を抱いた 

ビジネス初心者のあなたが、 

 

明るい未来を手にする事を 

私はいつも願っています。 

 

 
present by ひっぽ        


