
時給12,500円の小学生の話
こんにちは、村上宗嗣（むらかみ むねつぐ）です。

（はじめましての人は、はじめまして！）

いきなりですが、金儲けの話をします

『銭（ぜに）』を儲ける話です。

30分ほど時間を投資してこのレポートを
真剣に読んでみて下さい。

近日中に数万～数十万円のお小遣いが
あなたの銀行口座に入金される事を
お約束します。

小学生が2時間の作業で2万5千円を稼いだ
魔法のチラシの『現物』もお見せします。

子供（小4）が理解できて実際に稼げた方法ですので
大人であるあなたが理解できなかったら大問題です。

金持ちになる夢は諦めた方が良いと思います。

…

2013年1月14日、関東地方で大雪が降りました。

ヤフーニュースに神奈川県で157人が
重軽傷を負ったと書かれていました。



子供たちは大喜びではしゃいでいました。

が、大人たちは凄く困りました。

関東地方の人は雪に慣れていないので
パニックになった人も大勢いたと思います。

大雪当日にも困らされましたが
翌日の道路の凍結にも参りました。

私も他の人と同じように雪と氷に
虐められたクチです。

スーパーが遠くて買い出しに行けないので
私は小学4年生の子供と近所のココイチに
カレーを食べに行きました。

私は子供に『お金儲けの秘訣』をよく教えています。

以下、小4の子供と私の会話です。

この些細な会話の中に、お金儲けの秘密の
ほぼすべてが詰まっています。

※アンダーバーが引いてある箇所に注目して下さい。

＜2013年1月14日　埼玉県のココイチにて＞

私：「凄い雪だね」

子供：「うん、帰ったら雪だるま作ろうよ」

私：「雪だるまも良いけど、もっと面白い話してあげようか？」



子供：「なに？」

私：「今日中に10万円を稼げる話」

子供：「10万円!?凄いね！」

私：「凄いでしょ。1つ質問ね、何をすれば
　　　今日中に10万円稼げると思う？」

子供：「10万円？無理だよ…だってお年玉2万円しかないもん」

私：「人からお金をもらう事を考えたら駄目だよ。
　　　お金は自分で稼ぐものだよ」

子供：「だって子供だから仕事できないもん」

私：「本当に？」

子供：「うん。だって子供で働いている人いないもん」

私：「でもバフェットさんは子供の時から働いてたでしょ？」

※バフェットさんは世界一の投資家（資産約4兆円）で
私は子供にいつも彼の話を聞かせています。

子供：「う～ん…」

私：「将来はどんな仕事をしたい？」

子供：「つぐちゃんの仕事」

※子供と私は血が繋がっていないため
「パパ」や「お父さん」ではなく
私の事を宗嗣（むねつぐ）の後ろをとって



「つぐちゃん」と呼びます。

私：「じゃあ一緒に考えよう。ヒントをあげるね。
　　　困っている人を助ければお金はもらえんだよ。
　　　今日、困っている人は誰かな？」

子供：「わかんない」

私：「じゃあもう1つヒント。外を見てごらん。
　　　今日はいつもと何かが違うんだけど何か解る？」

子供：「う～ん…雪？」

私：「当たり。じゃあ雪で困っている人はいるかな？」

子供：「いないよ。だって楽しいもん」

私：「本当に？じゃあ、さっきコンビニの前を通った時
           駐車場が雪だらけだったけど、車を停める人は困らない？」

子供：「困る。だって滑るから」

私：「そうだよね。滑ったら事故に遭うよね。
　　　じゃあもう1つ考えてみよう。お店じゃなくて
　　　普通の家でも雪で困っている人はいると思う？」

子供：「いる！◯◯君の家の前は雪だらけで通れなかった」

私：「OK、困っている人は解ったよね？じゃあ次の問題。
　　　困っている人を助ければお金をもらえるのは解ったよね？

　　　じゃあ困っている人を『たくさん』助けるのと
　　『少し』だけ助けるなら、どっちが儲ると思う？」



子供：「たくさん！」

私：「そうだね。じゃあ雪で困っている人は
　　　今日はたくさんいると思う？」

子供：「いる！」

私：「明日は？」

子供：「明日は…雪が溶けるからいないかなぁ？」

私：「多分そうだね。じゃあ明日は雪では困っていない？」

子供：「う～ん、多分」

私：「よし、じゃあもう1つ問題。『今』困っている人を助けるのと
　　『困っていない時』に助けるのは、どっちが稼げると思う？」

子供：「今！」

私：「そう！じゃあ今日と明日だったら
　　　どっちが困っている人が多そうかな？」

子供：「今日！」

私：「よし、じゃあここまでで2つの事が解ったね。

1つ目は、『たくさん』の困っている人を助ける
2つ目は、『今』困っている問題を見つける

この2つは解った？」

子供：「うん、解った」

私：「じゃあ次のクイズね。どうすれば雪で



　　　困っている人を助けてあげられる？」

子供：「炎の魔法で溶かす？」

私：「笑。でも魔法は使えないでしょ？」

子供：「う～ん。じゃあ火炎放射器で溶かす！」

私：「笑。火炎放射器持って無いでしょ？」

子供：「う～ん。じゃあ出来ない」

私：「本当？」

子供：「うん、出来ない」

私：「この世に解決出来ない事は何1つ無いんだよ。
　　　調べれば絶対に何でも解決の方法は見つかるよ。

　　　じゃあもう1つヒント。

　　　他の人達はどうやって雪をなくしている？」

子供：「あ、スコップみたいな奴で壊してた」

私：「そうだよね。それなら出来る？」

子供：「うん、できる…でも面倒くさい」

私：「面倒くさいよね。つぐちゃんも面倒くさい。
　　　…という事は他の人も面倒臭いと思ってるかな？」

子供：「うん」

私：「1つアイデア。お金はみんなが面倒くさいと思う事を



　　　やった人の所に集まってくるんだよ」

子供：「ふ～ん」

私：「雪を取り除く事を『雪かき』と言うんだけど
　　　もし今日10万円稼ぐとしたら雪かきはどうかな？」

子供：「それなら出来るかも」

私：「そうだね、じゃあどうやったら雪かきで10万円稼げる？」

子供：「1回10万円で雪かきをやる！」

私：「いいね、でも10万円って高い？安い？」

子供：「高い。だってお年玉2万円しかないもん」

私：「笑。そうだよね、だったら他の人は
　　　10万円で雪かきやってもらいたいと思うかな？」

子供：「高いから嫌だと思う」

私：「じゃあ何円ならやってもらいたいかな？」

子供：「う～ん……1000円？」

私：「1000円ならやってもらいたい人が多いかもね。
　　　でも今日10万円稼ぐとして1回1000円だとしたら
　　　何回やらなきゃいけない？」

子供：「10回！」

私：「…違うよね。10回だと1万円。10万だと100回だよ」

子供：「そうか～」



私：「今日これから100回雪かきできる？」

子供：「1回、何分くらいかかるの？」

私：「やってみないと解らないけど大体30分くらいかな？
　　　30分×100回だとどれくらい時間がかかる？」

子供：「う～ん、わかんない」

※注意：子供はかけ算が苦手です…

私：「30×100だと0が2つ付くから3000分。
　　　3000分を1時間に直すと…ちょっと待って計算機使う」

※注意：私も計算が苦手です…

私：「1時間は60分から、50時間だね。
　　　1日は24時間だから2日以上かかる事になるね」

子供：「…じゃあ、やっぱり出来ない」

私：「さっきも言ったけどこの世に出来ない事は何も無いよ。
　　　もっと考えてみて」

子供：「う～ん……1回1分くらいの超スピードでやる？」

私：「良いアイデアだね。でも1回1分じゃあ雪は綺麗に
　　　掃除できないかもしれないね。そしたら雪かきを
　　　してもらった人はどんな気持ちになる？」

子供：「嫌な気持ち」

私：「そう、人を嫌な気持ちにさせたらお金は



　　　もらえないよね。じゃあ他の方法を考えよう」

子供：「え～解んないよ～」

私：「ヒント、1回1000円の金額を増やしてみたら？」

子供：「5000円くらい？」

私：「いいね、1回5000円だと10万円稼ぐには
　　　何回やれば良い？10万÷5000は？」

子供：「…解んない」

※注意：子供は割り算も苦手です

私：「いい？ちょっと待って……計算機使う」

※注意：私も割り算が苦手です

私：「20回だね。1回30分として20回だと
　　　10時間かかるね。それなら出来そう？」

子供：「10時間？え～嫌だよ。手が痛くなるよ」

私：「じゃあ、他のアイデアも考えよう。
　　　何時間なら出来そう？」

子供：「3時間くらいかな？」

私：「3時間なら1回30分で6回できるね。

　　　6人を助けてあげる事ができるから。
　　　1回5000円で3万円稼げるという事だね」

子供：「3万円？ヤッター！スゲー！」



私：「でも10万円稼ぐんだよ？あと7万円足りない」

子供：「え～じゃあ…やっぱり10時間やるしかないの？」

私：「それも1つの方法だね。でも他の方法もあるよ。
　　　例えば、使い終わったスコップを売ってもあげても
　　　良いと思わない？今度いつ雪が降るか解らないしね」

子供：「……そうなの？」

※ここら辺でさすがに子供が「？」になってきたので
『バックエンド』の話は辞めました。

バックエンドとは何かの商品を販売した後に
次の商品を販売する事です。

私：「でも1日で3万円も稼げるって凄いね」

子供：「凄い！お年玉より多い！」

私：「笑。じゃあ最後の問題ね。

　　　もし、つぐちゃんがピンポ～ンと人の家に行って
　　『雪かきします』って言ったら家の人はどう思う？」

子供：「ヤクザが来たと思う」

※注意：私は少しガラが悪いので近所の人から
現役ヤクザだと思われています…

私：「………そうだね。でも子供が行ったらどう思う？」

子供：「可愛い…と思うかな？」



私：「そうだね。じゃあ、つぐちゃんが行くよりも
　　　子供が行った方が良いね」

子供：「うん」

私：「じゃあ練習してみよう。ピンポン押して
　　　は～い、と出て来たら何て言う？」

子供：「雪かきします」

私：「それならタダだと思われるよ。
　　　ちゃんと金額を言わないと」

子供：「1回5000円で雪かきします」

私：「いいね。でも断られたらどうする？」

子供：「隣の家に行く」

私：「OK。じゃあ次の問題」

子供：「え～ズル～イ！さっき最後の問題って言ったじゃん！」

……

と、こんな感じでこの日の話は終わりました。

ココイチで子供と延々とこんな話をしていたのですが
今回の話は、単なる親子のバカ会話ではありません。

ビジネスでお金を稼ぐための重要なポイントが
いくつも隠されています。

というより、これが『すべて』だと思います。



実際に、この翌日…

小学4年生の子供は『2万5千円』稼ぎました

しかもわずか『2時間』で。

＜2013年1月14日（翌日）　埼玉県の自宅にて＞

私：「雪、全然溶けないね」

子供：「氷でスゲー滑ってこけた！」

私：「危ないな…でも雪よりも氷の方が危ないかもね」

子供：「そうだね」

私：「昨日の雪かきの話、覚えてる？」

子供：「覚えてるよ」

私：「昨日の方が困っている人が多いと思ったけど
　　　もしかしたら今日の方が困っている人が多いかな？」

子供：「多分、そうだと思うよ」

私：「なんで？」

子供：「だって滑って危ないから」

私：「そうだね。じゃあ今日雪かきのお仕事やってみる？」

子供：「え～面倒くさい！雪合戦かゲームしようよ」



私：「いいよ。お金をたくさん稼いだら一緒に遊ぼう」

子供：「え～、そんなのズルい！」

私：「お金儲けもゲームと同じだよ。ホームレスになりたいの？」

※注意：私はことあるごとに駅前のホームレスを見せに行き
「ビジネスをしないとホームレスになるよ」と言い聞かしています。

子供：「ゼッタイ嫌だ」

私：「よし、じゃあやってみよう」

子供：「う～ん…解った。でも終わったら雪合戦ね」

私：「OK！」

子供：「じゃあ隣の家のピンポン押せば良い？」

私：「ちょっと待って。ここで1つクイズね。

　　　小学生の子供がいる家の雪かきをしてあげるのと
　　　子供がいないおじいちゃん、おばあちゃんだけで
　　　住んでいる家だったらどっちが喜ぶと思う？」

子供：「おじいちゃんとかおばあちゃんの家」

私：「なんで？」

子供：「だって子供がいなくて寂しいから」

私：「いいね！じゃあこれから、おじいちゃんと
　　　おばあちゃんだけで住んでいる家に行こう」

子供：「どうやって解るの？」



私：「じゃあ問題。家の前に子供の自転車が
　　　置いてある家は子供がいると思う？」

子供：「多分、いる」

私：「そうだよね。じゃあお年寄りだけで
　　　住んでいる家ってどんな家だと思う？」

子供：「古い家かな？」

私：「それはあるね。他には？」

子供：「大きい家？」

私：「いいね、他には？」

子供：「解んない…」

私：「OK。じゃあちょっと散歩しながら
　　　お年寄りが住んでそうな家を探そう」

子供：「うん」

私：「でもその前に……」

ここから少し、アダルト向けの話をします

私は子供に『チラシ』を作らせる事にしました。

私達の家のポストには毎日何かしらのチラシが
放り込まれています。

恐らくあなたは大半のチラシは読まずに



ゴミ箱に捨てている事だと思います。

チラシは捨てられる事が大前提となっており
1000枚配って1件の注文が取れれば上々と
言われています。

成約率0.1％（1÷1000）でも「良いチラシ」と言われます。

ちなみにこの日、子供は1回5000円で
5件の家の雪かきをやりました。

チラシの成約率を0.1％だと考えると
5件の仕事を取るためには5000枚の
チラシを撒く必要があります。

しかし、子供が撒いたチラシの数はわずか5枚です。

つまり5件回って5件成約したのです。

成約率100%です。

チラシを撒いた事があったりビジネスの経験がある人は
この数字が『異常すぎる』事は解ると思います。

以下、実際に子供が書いた魔法のチラシです
（かなり秘密がつまっています）



子供を育てた経験のある方なら解ると思いますが
字の汚さや文章力は普通以下です。

（これでも3回書き直しました）

小学1年生でも、もう少しまともに書けるかもしれません。

最初は「こんにちは」が「こんにちわ」になっていました。。

私は子供をあまり学校に行かせていないので
読み書きや計算が同年代の子供よりも劣っています。

それでも5件回って5件成約。

約2時間の作業で2万5千円稼ぎました。



時給1万2500円です。

日給ではなく、時給です。

そして更に興味深いのですが、

おじいちゃん達は30分も作業しない内に
「もういいよ」と言って家にあげてくれて
お菓子と温かいお茶などをくれました。

綺麗に雪かきが出来ていないにも関わらず
5千円をくれてお茶まで出してくれたのです。

中には1万円をくれようとした方もいたのですが
子供は「駄目だよ。だって5千円だもん」と言って
断わりました。

ちなみに最初に書いたチラシは

「1回5000円で雪かきをします」

という単純な一行だけでした。

そこで子供にこんなアドバイスをしました。

私：「子供が何でお金を稼ぐ必要があるのか
　　　理由が無いといけないよ」

子供：「理由？」

私：「そう、何で子供が雪かきする必要があるの？」

子供：「つぐちゃんに命令されたから？」



私：「笑。それはそうだけど。他にお金を
　　　貯める理由って何か無い？」

子供：「だって、つぐちゃん来週から何年も
　　　　外国に行くでしょ？だからママを助けないと」

※私は2013年の1月末から海外で一人旅をしています。
現在このレポートも遠い異国で書いています。

私：「そうだね。男なんだから女を助けないとね。
　　　それをチラシに書こう」

ここで「なぜ稼がなければいけないのか？」という理由が
追加された文章になりました。

この「なぜ稼がなければいけないのか？」という理由が
無ければチラシの成約率は大幅に下がったと思います。

「お父さんが海外赴任して可哀想だから何とかしてあげたい」

そう思ってくれたおじいちゃんとおばあちゃんが
多かったのではないでしょうか？

チラシの完成後、子供と一緒に最初に行った事は
近所で高齢者だけで暮らしていそうな家を探しました。

なるべく古い一軒家で、子供用の自転車などが
無い所を探しました。

外で雪かきをしているおじいちゃんにも
直接チラシを渡しました。

そして子供は約2時間の作業で2万5千円を稼ぎました。



撒いたチラシは5枚、成約率は100％です…

お金儲けは難しくありません

誰でも「たくさんお金が欲しい」と思います。

私もたくさん欲しいです。

「給料がプラス3万されたら…」
「8万円のお小遣いが欲しい」

と思っている人が多いのではないのでしょうか？

正直に言いますがルールさえ抑えれば
8万円は本日中にでも稼げる金額です。

「お金儲けは片手間で簡単」

ではありませんが、こんなにも多くの人が
挫折しまくるほど難しくもありません。

お金儲けは凄くシンプルです。

ルールを暗記すれば誰でも年収1000万円

になれます。

このレポートでは、あなたがゼロ（もしくは借金まみれ）から
最短で年収1000万円になる方法をお伝えします。

どんなに条件が悪くスピードが遅い人でも
12ヶ月以内には年収1000万円を達成できます。



読むだけで高所得者の思考と行動パターンが
インストールされる構成になっています。

年間1000万円ですので1ヶ月に換算すると
約83万円があなたが指定した銀行口座に
決まった日付に振込まれるようになります。

今給料が20万円の人はプラス63万円になります。

税金が引かれますので実際に

自由に使える金額はプラス40万円

くらいになると思います。

このレポートを読み終わった頃には

「な～んだ年収1000万円って簡単なんだね」

と当たり前の顔をして発言できるようになります。

これから年収1000万円のルールを詳しく
お話していくのですが、その前に1つ…

ここまでレポートを読んであなたは
どんな感情が生まれましたか？

1：無関心

レポートを読むのを辞めて下さい。

時間の無駄です。



2：面白いが自分には関係ないと思った

30点です。

危険信号が出ています。

3年後は自己破産の可能性が高いです。

3：雪の日はチャンスだから同じ事をやろうと思った

50点です。

起業家精神は高いと思いますがこのままでは
大金を手にするのは難しいと思います。

大雪なんて滅多に降りませんし
あくまで雪に不慣れな関東だから
成り立ったビジネスモデルです。

4：この『考え方』を『別のビジネス』に活用しようと思った

100点です。

素晴らしいと思います。

雪は『季節限定』ものです。

降らない年もあります。

全く同じ事をやってもある程度のお金は
稼げると思いますし、応用して女子高生に
雪かきをやらせたら援助交際以上のお金は
稼げると思います。



ただし重要なポイントは雪かきではありません。

考え方です。

ルールです。

この雪かきの話にはお金儲けの重要なルールが
いくつかありますので、小学生にも解るように
1つずつ解説していきます。

日本が破綻しようと会社をリストラになろうと
以下の7つだけ覚えておけば、いつでも数十万円～
数百万円の安定収入を確保する事ができます…

お金儲け7つのルール
1：ブームに便乗する

雪は1つのブームです。

ブームとはある一定の期間、異常に盛り上がる現象です。

私達は大なり小なり、毎日ブームの中に生きています。

そして稀に、巨大なブームが襲ってくる時があります。

金持ちになりたければ、そのチャンスを逃さない事です。

ブームにさえ乗ってしまえば知識やスキルがなくても
一撃で数十万円、数百万円、数千万円を稼ぐ事ができます。

ブームはお金と直結しています。



「雪かきはお金になる」

と覚えていたら、次に大雪が降るまで
待たなくては行けません。

春や夏には成立しないビジネスですし
雪が日常の地域でも成立しません。

しかし

「ブームに便乗する」

と覚えておけば、ブームが来た瞬間に
チャンスに気が付けるようになります。

私は2011年～2012年にかけて『放射線測定代行』
サービスを行い億単位を稼ぎ出しました。

ガイガーカウンター（放射線測定装置）で
自宅などの放射線量を代わりに測定する
サービスです。

当時は今と違い、国や自治体のモニタリングも無く、
また放射能やガイガーカウンターの情報も少なく
多くの人が恐怖の中で生活していました。

時代の転機でした。

私はこの転機を見逃さず、必要としている人が多い
東北地方で代行サービスを行い莫大な利益をあげました。

ブームへ便乗＝億単位の収入



なのです。

このビジネスについてはこの後詳しく話します。

また新しいブームにはお金儲けのチャンスが
たくさん付属しています。

例えば2012年に販売台数が2億6千万台を突破した
iPhoneですが、その周囲にはお金になるビジネスが
ゴロゴロしています。

例えばiPhoneカバーや充電キットなど
周辺のアクセサリーだけでも4000億円の
市場規模があると言われています。

- 割れたガラスの修理
- 故障したiPhoneの修理
- iPhoneのデコレーション

など、金のなる木がゴロゴロしているのです。

ブーム周辺＝金鉱脈

しかしここで多くの人が挫折します。

「iPhoneの修理なんて出来ないし…」

ここでもう1つのルールです。

2：手の届く範囲からスタートする

iPhoneというブーム1つとっても



お金になるネタはゴロゴロしています。

カバーや充電器や修理業だけが
すべてのビジネスではありません。

例えば、iPhoneの使い方を教える教室や
情報ノウハウ販売でしたら比較的簡単に
スタートする事ができます。

話すのが得意な人は公民館を数千円で借りて
高齢者相手に使い方教室をすれば良いのです。

ホームページが作れる人は使い方をワードなどで
まとめて情報商品として販売すれば良いのです。

やれる事からやる、という事です。

「それでもまだ難しい…」

という人は、さらに身近な手の届く範囲から
スタートすれば良いのです。

多くの人が成功出来ない事は単純に
「出来ない事をやっている」からなのです。

そこで、もう1つのルールになりますが

3：ターゲットを極限まで絞り込む

例えば、iPhoneの使い方で困っているのは
一体誰でしょうか？

恐らくですがおじいちゃんやおばあちゃんが



多いのではないかと思います。

「孫とテレビ電話できそう」という理由で買ったものの

「使い方がいまいち解らない…」

という人が多いのではないでしょうか？

ビジネスをノーリスクで始めるためには
ターゲットを絞り込む事です。

「iPhoneの使い方が解らない高齢者はどこにいるか？」

を考えるのです。

私はこのビジネスをやった事がないので
あくまで憶測になりますが、確実なのは
携帯電話ショップや電気屋さんにはいます。

スマートフォンを買っている高齢者を見つけて
直接チラシを渡せば良いのです。

そして1回5000円くらいで、自宅に訪問して
教えてあげれば良いのです。

チラシの印刷代しかお金がかかりませんので
全くリスクがありません。

雪かきビジネスを応用して小学生にチラシを
配らせたら反応率は高くなると思います。

事務所も仕入れも社員もいりません。



初期費用ゼロでビジネスをスタート

させるには『ターゲットを絞り込む』事です。

やれる事からやる、という事です。

また見込み客に直接アプローチする事も重要です。

雪かきチラシは高齢者『だけ』に配りました。

小学生がいる家には配りませんでした。

だから少ない枚数で高い反応率がとれたのです。

5枚のチラシで5件の成約がとれたのです。

放射線測定代行ビジネスを東北地方で
スタートさせたのも同じ原理です。

困っている人の『数が多い』からです。

雪かきにかかった費用は500円のスコップと
A4用紙5枚だけです。 

1：困っている人の数が多い問題を探し
2：見込み客にダイレクトにアプローチすれば

数百円の軍資金でスタートする事ができます。

「でも、村上さん。そんなにポンポンと
アイデアが思いつかないのですが…」

という意見もあると思いますので
もう1つの大切なルールです。



4：聞かない限り永遠に見つからない

よく「ゼロからアイデアを生み出す」とか
「斬新な発想」という言葉を使う人がいますが
そんな物はこの世に存在しません。

アイデアはお客様から聞いて探すものです。

ブーム周辺＝金鉱脈

の話を思い出して下さい。

例えば、放射線関連のビジネスは
測定代行だけ行った訳ではありません。

元々このビジネスが生まれてたきっかけは
ガイガーカウンター本体の販売からでした。

2011年に悲しい大震災が起こりました。

震災から数ヶ月後に福島にボランティアに
行ったのですが、現地の避難所の人から
驚く事実を聞かされました。

あれだけ放射能が問題になっているにも関わらず
現地の人にガイガーカウンター（測定機）が
手渡されていなかったのです。

それ所か一般人にガイガーカウンターが渡らないよう
行政がコントロールしていたのです。

（本当に腐っていると思います）



避難所にいる人に「何が欲しいですか？」と聞いたら
『現金』と『ガイガーカウンター』だと言われました。

当時はテレビで「食料や電池が不足している」
と放映されていましたが、この時はすでに
食料や電池は全国から大量に送られてきており
逆に余っている状況でした。

テレビは本当にあてになりませんし
実際に現場に足を運ばない限りは真実は
見えない事を実感しました。

現地に足を運んで直接話を聞いたおかげで
私はガイガーカウンターの販売を思いつきました。

話を聞かなければ永遠に発見できなかったはずです。

当時は私も放射能を恐れていましたので
一生懸命勉強して知識をつけました。

どの機械が優れているのかも聞いて回りました。

そしてある日、得た知識を周りの人に話したら
かなり感動されました。

これはビジネスになる、と思いました。

そこで私はガイガーカウンターの販売を
ヤフーオークションでスタートしました。

私はホームページが作れないので、まずはヤフオクで



売れるかどうか『テスト販売』

をしてみたのです。

ポイントは、この時点では商品を仕入れていない事です。

卸会社を調べて、在庫があるか確認して
ヤフオクに出品してみたのです。

売れてから仕入れる戦略をとったのです。

想像以上にもの凄いアクセス数がありました。

売れると『数字』で判断できた時点で
卸会社に代理販売のお願いをしました。

注文が入ったら卸に連絡して発送してもらい
利益だけ振込んでもらう方式です。

簡単に言えば、私は注文を取るだけで
後はすべて卸にやってもらう方法です。

これだと全くリスクがありません。

商品を仕入れてもし売れなけば在庫が残り
赤字になってしまいますが代理販売だと
そのリスクがありません。

私はこのビジネスを1ヶ月間続け
600万円近い利益を出しました。

しかしある日、転機が訪れました。



機械を買えない人がいる事が解ったのです。

ガイガーカウンターは高額でしたので
金銭的な問題で欲しくても買えない人が
いる事が解ったのです。

私はヤフーオークションとブログを使って
販売していたのですが、ある日ブログのコメントに

「機械が買えない人は死ねば良いんですか」

という衝撃のコメントをもらいました。

かなり悩みました。

販売している事への罪悪感が生まれました。

しかしビジネスとは価値を提供して
代わりにお金をもらう行為です。

難しい事を代わりに調べあげて欲しい人に
分かり易く販売するのは正しい行為だと
思い直しました。

しかし買えないで悩んでいる人もいる事も事実です。

そこで機械を買う人は『どんな結果』を
求めているのかを真剣に考えました。

そして1つの結論が出ました。

「別にみんな機械が欲しい訳ではなく
計測して”安心“したいのだ」と。



そこから放射線測定代行サービスが生まれました。

ブログのコメントを通してお客様の声を
聞いたおかげでアイデアが生まれたのです。

聞かなければ絶対に解りません。

アイデアはゼロから生み出す物ではなく
聞いて見つけるものです

次にこのサービスを求めている人は
どこに多いのかを考えました。

ガイガーカウンターの販売履歴を見て
東北地方の一部に特に集中している事が
解りました。

それから東北地方に住んでいた知人に電話して
一緒にビジネスをやらないかと持ちかけました。

何ヶ月も予約で一杯になりました。

アルバイトを増員し機械の台数を増やしたのですが
4ヶ月も予約で一杯になるほど注文が入りました。

また私も現地に行き更に新しい需要を聞きました。

サービスを受けた多くの人が
「証明書を発行して欲しい」と言うのです。

「国や東電は絶対に逃げるから、その時に
どれ位の線量があったのか証明する用紙が欲しい」



というのです。

そこでプラス5000円で証明書を発行する
サービスが生まれました。

また、お客様の声からアイデアが見つかりました。

更にお客さんの中には「本体が欲しい」
という人が複数いましたので機械本体も
販売しました。

例の代理方式ですので、注文が入ったら
卸からお客様の所へ発送してもらうため
在庫を抱えるリスクはありません。

その他にも除染する方法をまとめた
情報商品など、数々のバックエンドが
お客様の声から見つかりました。

聞かない限りは儲るアイデアなんて
絶対に見つからないのです。

ここでアイデアの出し方について
誤解している人があまりにも多すぎるので
もう1つのルールをお話します。

5：商品＝壁

かなり重要なルールです。

これが理解できれば誰でも年収1000万円は
楽々クリアできます。



『放射線測定サービス』

と

『ガイガーカウンターの販売』

は、見た目もネーミングも商品も違います。

が、実は本質は同じです。

みんな「安心したい」だけなのです。

雪かきビジネスの話を例に出します。

高齢の方が子供にお金を払ってくれたのは
雪かきをしたからではありません。

雪かきが本当に必要なのであれば
子供ではなくその道のプロに任せるはずです。

便利屋に頼んだ方がよっぽど綺麗にしてくれます。

でもなぜか、おじいちゃん達は小学生に頼んでくれました。

それは望んでいた『結果』が、雪かきという
『商品』ではなく別の所にあったからです。

今回のケースで言えば『寂しさを埋めたい』です。

最近では孤独死という言葉が流行していますが
1人で（もしくは夫婦）で寂しく暮らしている
高齢者の方が日本にはたくさんいます。

私の住んでいた地域は特に高齢化が進んでいたので



老夫婦や老人の独り暮らしが目立ちました。

そんなおじいちゃんやおばあちゃん達は
『何』が欲しいのでしょうか？

もちろん雪を綺麗にして欲しいという
欲求はあったと思います。

しかしそれ以上に「寂しさを埋めたい」
という感情の方が強かったと思います。

孫のような年齢の子供が一生懸命雪かき。

これは高齢の方にとってお金には代え難い
感情を得られたのではないでしょうか？

現にほとんどの人が30分もしない内に

「もう充分だよ」

と言って、止めてくれました。

それ所かチップをくれようとしたり
お茶やお菓子まで出してくれました。

雪かき屋さんなのに、雪を綺麗にしていないのです。

それなのにお客さんがお金をくれるのです。

なぜでしょうか？

おじいちゃんやおばあちゃんは決して
雪かきをして欲しかったのではありません。



孫のような小さな子供を応援したかったのです。

物珍しさや、自己満足もあったかもしれません。

「お父さんが海外に行って可哀想だから何とかしてあげたい」

こんな同情もあったかもしれません。

表面上は雪かきという商品（サービス）を
求めていたもしれませんが、

本質的に求めていた結果は
寂しさを埋めてくれる感情

だったのです。

『結果』を見極めて提供すれば
お客様は満足してお金を払ってくれます。

極論を言えば、別に雪かきをしなくても

『1時間5000円で小学生が話し相手になります』

というサービスでも同じように儲ったのです。

多くの人は自分の商品やサービスに固執します。

「俺の商品最高！」

と自惚れたり

「なんでこんなに素晴らしい商品なのに売れないんだろう…」



と悩みます。

こういう人は、お客さんが本当に求めている
『結果』を無視しています。

お客さまは商品にお金を払っているのではなく
『結果』にお金を払っているのです。

下の図を見れば解ると思いますが

『お客様』にとって『商品』は
『結果』を邪魔する『壁』でしかないのです。

商品＝壁なのです。

例えばダイエットの市場で考えてみてください。

ダイエット商品を買い漁っているお客様が
望んでいる結果は何でしょうか？

人にもよりますが、最終的に求めている結果は

「痩せて周囲から賞賛を浴びたい」
「異性からモテたい」

という人が多いのではないでしょうか？

つまり賞賛を浴びたり恋人ができるのであれば
商品はサプリでもスポーツジムでも情報商品でも
何でも良い、という事です。



極端に言えば提供する商品は、

『デブフェチの異性を紹介するサービス』

でも良いかもしれません。

『デブ専門出会い系サイト』

でも良いのかもしれません。

『褒めちぎり屋さん』

だって流行るかもしれません。

「1回5千円で心の奥底から満足するまで
あなたを褒めちぎらせて頂きます」

これでも良いのかもしれないのです。

『ダイレクトにアプローチ』の法則を思い出して

薬局でダイエットサプリを買っている人に
褒めちぎり屋さんの広告入りの名刺を
試しに配ってみれば良いのです。

スポーツジムの前で待機したって良いのです。

（マーケティング用語でドライテストと言います）

売るかもしれませんし、売れないかもしれません。

大切な事は、これらの作業にお金はほとんど
かかっていない事です。



数百円でテスト出来る
のです。

もし1人でもお客さんがついてくれたら
30分で初期費用を回収できます。

何もやらなければ1円にもなりませんが
やれば、もしかしたら毎月何十万円の
お小遣いが入ってくるかもしれないのです。

お金をかけて難しい商品を作らなくても
ビジネスを行う事はできます。

特別なスキルや知識がなくても
体1つで粗利100％のビジネスを
構築する事はできるのです。

商品に固執しすぎるとお客様が求めている
『本当の結果』が見えなくなります。

多くの起業家はお客様が求めていない
自分本位な商品を販売してしているため
売れないで悩むのです。

商品ではなくお客様が求めている結果に
フォーカスをあててください。

お金儲けの重要な秘訣です。

「村上さん、よく解りました。でも…」

それでもまだアイデアが出ないのあれば



もう1つのルールを教えます。

6：親に堂々と言えない商売は儲る

日本にはたくさんの飲食店がありますが
そのほとんどは苦しい経営状態にあります。

美容室の業界も苦しいです。

医者や弁護士という昔は花形だった商売も
月収100万円以下というケースが目立ちます。

「不景気だから」という意見もあると思いますが
これらの商売が苦しいのは単純にライバルが多いからです。

誰が見ても「格好良い」「憧れる」仕事は
当然の事ですが、大勢の人がやりたがります。

すると必然的にライバルが多くなります。

ライバルが多くなれば広告費は高くなりますし
アイデアもたくさん必要になります。

またみんなやりたがる格好良いビジネスには
多くのコストがかかります。

汚いボロボロの服を着たフケだらけの
ボサボサ頭の人が経営している美容室に
行こうとは誰も思わないはずです。

格好良い仕事にはそれなりのお金がかかるのです。

例えばコンサルタントなんてどうでしょうか？



医者や弁護士はどうでしょうか？

格好良い響きですが車、スーツ、事務所など
必要以上にお金がかかります。

しかし雪かきはどうでしょう？

面倒な仕事なのでライバルが少ないです。

また高級なスーツを着る必要もありません。

コストも広告費もかかりません。

多くの人がやりたがる格好良い仕事は
瞬間的な満足は高いかもしれませんが
それだけ稼ぐのが大変になります。

簡単に言えば、

格好良い仕事は儲らないのです

ライバルが多い格好良いビジネスは
初心者向きでは無いのです。

誰もやりたがらない、もっと極論を言えば

『親には堂々と言えない仕事』の方が儲るのです。

ちなみに私は多くの人が「ダサイ」と言う
便利屋で億単位の収益をあげています。

便利屋の話を起業家仲間にしたのですが
「ダサイ」と言って誰もやりませんでした。



だから、儲るのです。

みんな口では「お金が欲しい」と言いながら
儲らない事をやろうとします。

お金を儲ける場所は、お金を儲ける場所。

格好付ける場所は、格好付ける場所。

と、ちゃんと分けるべきなのです。

格好付ける場所とビジネスを混合しない

という事です。

しかし、それでもまだ

「村上さん、なんとなく解ってきたのですが
私が思いつくアイデアなんて既に他の誰かが
やっていると思うのですが…」

という人のためにもう1つヒントです。

誰かが既にやっているのは当然です。

私達が思いつくアイデアなんて
必ず誰か頭の良い人が先にやっています。

世の中には天才的な能力を持つ人が稀にいて
彼らがとっくに思いついています。

つまり誰もやっていない事は逆に
儲らない可能性が高いのです。



ビジネスの世界に『ニッチ』という言葉があります。

ライバルゼロ × 多くの人が求めている

この方程式に当てはまった市場の事です。

多くの人が困って必要としているのに
世の中にまだ提供している人がいない
商売の事です。

需要があるのに供給が無い状態の
市場の事です。

完全な『ニッチ』を見つければ誰でも

一撃で億万長者

になれます。

これは大げさではなく本当の話です。

放射能関連のビジネスは私がやり始めた頃は
誰もやっていませんでした。

直接的なライバルがゼロでした。

必要としている人が多いにも関わらず
提供している人が他にいませんでした。

完全なニッチでした。

だから儲ったのです。



ニッチは黙っていても売れます。

勝手に口コミで広がります。

完全なニッチ市場を見つけたら
誰でも億万長者になれるのです。

しかしあるルールに従ってアンテナを
常に張り続けなければ完全なるニッチは
そう簡単には見つかりません。

そこでまず1000万円を稼ぐためには
USP（ユーエスピー）をつけるのが
最も簡単な方法です。

USP＝年収1000万円保証

USPとは『まだ満たされていない欲求』です。

USPで一番有名な話はドミノピザの例です。

当時アメリカでは似たような宅配ピザ屋さんが
乱立していました。

そこでドミノピザは、

「熱々のピザを30分以内にお届けします。
もし30分以上かかったらピザの料金は頂きません」

というUSPを宣伝しました。

宅配ピザの市場自体はニッチでは



ありませんが「30分以内にお届け」
というスピードをUSPにしたのです。

他にも30分以内に届けている会社は
あったそうですが、堂々と約束したのは
ドミノピザが初めてでした。

これによってドミノピザは
不動の地位を確保しました。

雪かきビジネスで考えてみて下さい。

雪かきをしている業者はたくさんあります。

便利屋さんや雪かき専門のサービスを行っている
会社は腐るほどあります。

しかし、わずか2時間で2万5千円も稼げたのも
チラシの成約率が100％と驚異的だったのも

『小学生が行った』からです。

もし私が同じ雪かきビジネスを行っていたら
1日クタクタになるまで働いたとしても
恐らく1万円も稼げなかったと思います。

小学生という『USP』があったから稼げたのです。

女子高生や女子大生が行っても
同じように稼げたと思います。

年齢的、性別的な強みがあるからです。

年齢や性別だけでも立派なUSPになるのです。



お金儲けのノウハウを教えるという
巨大な市場を例にとってもう少し
分かり易くお話します。

とても巨大な市場ですが、
すべてのノウハウのゴールは1つです。

お金を儲ける

ただ、それだけです。

しかし世の中にはたくさんの金儲け教材があり
それぞれが売れています。

それぞれの教材にUSPがあるからです。

例えば…

- コピペという『簡単』を強みにしたもの。

- 有名人が教えているという『権威』を強みにしたもの。

- 1週間で稼げるなど『短期間』を強みにしたもの。

…など、同じお金儲け市場の中でも
それぞれUSPが異なっています。

そしてUSPがあると何故か不思議と
別の商品に見えてしまいます。

人は「新しい物」が大好きです。

「最新の」「次世代の」などと言われると



どうしても欲しくなってしまいます。

USPがあれば最新の商品に見えます

USPがあると直接的なライバルが減り
独自性を高く見せる事ができます。

USPがあるとビジネスが楽になります。

逆にUSPが無いと価格競争に巻き込まれます。

そして問題は多くの人がUSPを
難しく考え過ぎている事です。

『小学生がビジネス』

これは誰が見ても興味深いと感じるはずです。

しかし、もし子供がいる家に営業していたら
成約率はかなり落ちていたと思います。

なぜなら自分の子供が家にいるので
新鮮度が減るからです。

USPが弱まるのです。

でもおじいちゃんやおばあちゃんだけで
暮らしている家ならどうでしょうか？

子供がビジネスをやる時点で珍しいのに
更にそこに新しい価値が生まれます。

直接聞いた訳ではないので解りませんが



「孫みたいな小さな子が頑張っているから
　応援して上げたい」

と思ってくれたのでは無いでしょうか？

自分の子供時代や自分の息子や娘、孫の顔を
思い出していたかもしれません。

つまりあなたが「普通」だと思っている事が
他の人にとっては「強み」になるような事が
たくさんあるのです。

ターゲットを変えるだけであなたが「普通」と
思っている事が強烈な『USP』に変わります。

USPはある方程式に当てはめるだけで
簡単に導き出せるのですが、ポイントは

USPはお客さんに聞けば一瞬で解る

という事実を理解しておく事です。

宅配ピザのユーザーは

「届ける時間を早くして欲しい
「届ける時間を約束して欲しい」

と思っていました。

だからUSPがはまったのです。

だから一人勝ちできたのです。



例えば、私がヤフオクでガイガーカウンターを
販売している時も同じ機種を売っている人が
他に何人かいました。

しかし私の機械だけ売れました。

なぜか？

情報商品をセットにして販売していたからです。

ガイガーカウンターは高精度の物になると
使い方がややこしくなります。

そこで使い方を撮影したビデオを
購入者にプレゼントしました。

機械の説明書は例外無く複雑ですので
この情報マニュアルは喜ばれました。

これもお客さんの「使い方が難しい」
という声から生まれたUSPです。

また除染する情報を書いたマニュアルも
セットでプレゼントしました。

自宅で放射線を測定して高い反応が出たら
みんな不安になると思います。

そう簡単に引っ越す訳にもいかないので
高い放射線が出たしても同じ場所に
住み続けなければなりません。

ここで『商品＝壁』の原則を思い出して下さい。



お客様が求めている結果は機械ではなく『安心』です。

除染するマニュアルがあれば例え
高い数値が出たとしても安心できます。

この2つの情報商品がセットになっていたので
ライバル達よりも高い値段でも売れたのです。

というより、私以外の物はほとんど
売れていませんでした。

「どうせ同じ物を買うなら情報がある方が良い」

と考えるのは正常な考えです。

物を販売する人は情報をセットにするだけで
強烈なUSPが出来上がります。

逆に情報を販売している人は物やサービスを
セットにするだけでUSPは出来上がるのです。

ちょっとした工夫でUSPは作れます。

USPも方程式に当てはめるだけで
簡単に導き出せるので徐々にお話します。

それでは、最後のお金のルールを話します。

7：稼ぐ方法は1通りではない

今回子供に出した宿題は「1日で10万円を稼ぐ」でした。

しかし最終的に子供が疲れ果てたので



2万5千で終わりました。

自分のお年玉よりも稼いだので立派だと思います。

しかし私はその

頑張った子供から2万円を回収

しました。

子供の手元に残ったのはわずか5千円です。

当然、子供は怒ります。

子供：「つぐちゃん（私の事）は何にもやってないのに！」

あなたは2万円を回収した私を酷いと思いますか？

私が2万円を回収したのは情報料です。

アイデア料です。

コンサル料です。

もちろん子供の口座に貯金をしましたが
もし私が情報料としてお金を回収していなければ

子供は『力仕事＝お金』だと誤解したまま
大人になってしまいます。

『肉体労働＝お金』という偏見が出来上がってしまいます。

肉体労働が悪いということではありません。



お金を稼ぐ方法は一通りではないという事です。

情報はお金になるという事です。

肉体労働だけが稼ぐ手段ではない事を教えたかったのです。

私：「自分一人でこの商売を思いついた？」

子供：「思いつかない」

私：「そうだろ？俺が教えたから出来たんだよ。
　　　教える事も情報もお金になるんだよ。解った？」

子供：「う～ん…解った。でも、つぐちゃんの方が
　　　　多過ぎるのはおかしい」

笑ってしまいましたが、いつかこの本意が
解る時が来ると思っています。

全部渡していたら、次の日にはアニメのカードか
お菓子に変わっていたと思いますし。。

…

多くの情報起業家が口を揃えて言うほど
お金儲けは片手間で楽勝ではありません。

「何もしないで楽してお金が入ってくる」

現実世界ではあり得ません

おとぎ話の世界だけです。

しかし今回の話を聞いてどう思いましたか？



こんなにも膨大な数の人間が挫折するほど
お金儲けは難しい物では無いと思いませんか？

このレポートではゼロイチ、つまり
0から1000万円稼ぐ方法を教えます。

ゼロから稼ぐ術を教えようと思います。

具体的には最低でも1年以内（早い人で3ヶ月）に

あなたの年収を1000万円にする

ことを目的としています。

月収40万円位でしたら1～2ヶ月で
確定されると思います。

現在、私は日本を遠く離れたとある異国で
独りぼっちでこのレポートを書いています。

家族とも離れ、生まれ育った日本を離れ、
言葉も通じない国で独りで色々な事に
チャレンジしています。

順調だった日本の大半を捨てて
ゼロからスタートしています。

日本でずっとビジネスをしていたら
しばらくの間は優雅な生活を送れたと
思います。

でも色々な考えがあり日本を出て



今は海外でゼロからビジネスを
スタートさせています。

私もあなたと同じように完全にゼロから
スタートしていますので、本当の意味で
ゼロから稼ぐための最適の方法を
お伝えできると思っています。

みんな「お金が欲しい」と思っています。

しかし色々な教材を買っては毎回うまくいかず
挫折する人生を繰り返していると思います。

なぜでしょうか？

個人的に挫折者が増え続けているのは
以下のどれかに原因があるのではないかと
考えています。

心当たりはありませんでしょうか？

1：天職を選んでいない

人には『向き』『不向き』があります。

ネットビジネスが得意な人もいれば苦手な人もいます。

メール配信も出来ないのにネットビジネスで
成功しようというのは自殺行為に等しいです。

オフラインビジネスが得意な人は
オフライン（リアル）で稼げば良いのです。



今までON、OFFあわせて100以上のビジネスに
チャレンジしてたのですが、それぞれに
別の能力やスキルが必要な事を実感しています。

私たちは誰一人として生まれてから
同じ人生を過ごした人はいません。

顔も身長も性格も考え方も知識もスキルも…
みんな違います。

何にでも適正というものがあります。

それぞれの人にマッチした『天職』があるのです。

それなのに「ただ儲かっている人がいる」
というだけの理由で飛びついてしまったら
失敗するのは当たり前です。

成功したいのであれば自分に向いている
ビジネスを選択するのは最低条件です。

天職と呼べるビジネスさえ見つかれば
どんなテクニックやスキルも凌駕して
奇跡的なスピードでの成功が訪れます。

稼ぐ方法は1つではありません。

まず天職を見つける必要があります。

次に多くの人が挫折してしまう可能性としては…

2：間違った人に教わっている



例えば、

- 稼いでないのに稼いだフリをして教えている人

こういう人の話をいくら聞いても稼げません。

それ所か間違った情報がインプットされ
永遠に稼げない体質になってしまいます。

現役バリバリで稼いでいて、なおかつ
分かり易く再現性が高いノウハウを
教えてくれる人から学ばないといけません。

- わざと難しく教えている人

格好つけるため、もしくは複数の商品を
売りつけるためにわざと難易度をあげて
教える人がいます。

お金儲けのノウハウは難しくすればするほど
販売者はたくさん稼げます。

みんなが稼いでしまったらライバルが増え
次に売れる商品がなくなります。

わざと複雑にしておくことで、自分だけ
儲る仕組みを作っている人もいます。

こういう人間に教わると「私はダメな奴だ」と
自身に挫折者の烙印を押して自己嫌悪に陥ります。

結果を出させる事にフォーカスした
説明が上手な人物に教わる必要があるのです。



- 教えるのがヘタ

野球の世界を見れば分かり易いと思いますが
名プレイヤーが必ずしも名監督であるとは
限りません。

自分が達成する事と、他人に達成させる事は
似ている様で本質は全く異なります。

一般の人間の記憶や脳の回路を理解していない
学習システムで教わると成功できません。

- 悪い洗脳が解けていない

もしあなたが「成功とは？」と尋ねられて

「良い学校を出て良い会社に就職する事」

という答えが即座に出た場合はかなり危険です。

私達日本人はよほどの例外がない限り
小学校を出て中学、高校へと進学します。

保護者の義務で15歳までの最長9年間は
学校に行かせなければならないという
法律が日本にはあるからです。

この法律を破ると10万円以下の罰金まで
取られる始末です。

東南アジアなどの発展途上国には学校に
行った事がない子供がたくさんいますが
私達日本人は国が法律を定めていて



強制的に学校に行かせられます。

素晴らしく教育熱心な国です。

でも冷静に考えてみて下さい。

学校で習った事で今現在も役に立っている事が
どれほどあるでしょうか？

恐らく小学校3年生までのかけ算や割り算と
漢字くらいではないでしょうか？

なぜ、これだけ教育熱心な国に住んでいるのに
私達は稼ぐ事ができないのでしょうか？

カビの生えた日本の教育制度に問題がある

と思っています。

1945年8月15日、日本は戦争に負けました。

戦争に負けた日本はアメリカの言いなりになりました。

支配国のアメリカとボロボロだった日本政府は
国を立て直すために部品人間を作る戦略をとりました。

上の人間の命令に逆らわず何でも「はい！」と
言う事を聞くロボット人間を作ろうとしました。

敗戦国の日本が復活するためには
逆らわないで馬車馬のように働く人間が
必要だったのです。



一部のごく限られたエリートの下で
100％言う事を聞いて死ぬまで働く
ロボット人間が欲しかったのです。

そのためアメリカと日本のエリートは
ロボット人間を育てる事を目的とした
教育制度を構築しました。

目上の者に逆らわず何でも「はい！」と
元気よく返事をして言われた事だけを遂行する
人間が戦後何十年も育て続けられました。

その教育は幼少期から行われました。

例えば学校で先生に逆らうと罰を受けたり
決められたテストで先生が望んだ回答を
した人だけに良い点数が与えられました。

「リンゴが3個あります。お母さんが新しく
2個買ってきました。さて何個でしょう？」

という質問に対して、

「お腹が空いて1つ食べてしまったので残りは4個です！」

と答えようものなら竹刀でぶん殴られました。

斬新な回答をする者は不真面目。

上の人間が望む回答をした者は優等生。

そんな教育だったのです。

毎日コツコツ学校に行って先生に認められ



良い学校に進学し、良い会社に勤める事が
正しいと教えられて育ちました。

今となっては馬鹿げた教育制度ですが
当時の日本にとってロボット人間製造は
ピッタリの戦略でした。

それは結果で証明されています。

ボロボロだった日本は敗戦後すぐに

Japan as Number One
と言われるまでに成長しました。

あまりに景気が良いのでジャパンパッシングされ
世界中から嫉妬と羨望を受けるようになりました。

敗戦国の日本が短期間で復活した結果を見れば
この教育が「良い」とか「悪い」は抜きにして
当時の政府やアメリカの考えは的を得ていたのだと
思います。

しかし問題はここからです。

時代が変わったにも関わらず

日本の教育制度は戦後のまま

だということです。

景気が良かった日本もバブルがはじけて
一気に不景気になりました。



国のお偉いさんは慌てました。

今まではアメリカの真似さえしていれば
良かったのですが、トップになってしまい
今度はオリジナリティが必要になりました。

アメリカのような斬新な発想をする人材が
必要となったのです。

しかし部品人間を育てていたツケが回り
新しい発想力を持った人間がいませんでした。

言われた事を正確にこなす事には長けているのですが
国をリードし世界を驚かせるような発想を持つ人間が
全く育っていなかったのです。

このままでは日本は駄目になると思い
国のお偉いさん達はあわてました。

しかし問題は、国民だけでなく

政治家も部品人間が増殖

した事でした。

昔の日本のように将来を見据えて
引っ張るリーダーがいなくなり
無能な政治家だけが増えました。

そこでアイデアの出せない政治家達は
今度は「個性の時代だ」などと騒ぎ立てて
国民に頼るようになりました。



国民にアイデアを出させようとしたのです。

しかしすでに手遅れでした。

不景気になってから色々な事を試したのですが
長年『洗脳』され続けた私達は急に変わる事は
できません。

昔の政治家の話を聞くと悪い面もありますが
愛国心やリーダーシップは今の政治家とは
比べ物にならないほど強かったと感じます。

政略も先を見据えた素晴らしいものでした。

強引かつ的確な政治

私が子供の頃は銀行や郵便局の利息が高く
国をあげて子供にまで貯金を薦めていました。

私も100円玉を握りしめて郵便局に
貯金に行った覚えがあります。

なぜ銀行の利息が高かったのかというと
一部の大企業にお金を貸し出すためです。

国民がせっせと稼いだお金を銀行に集め
それを国をリードする企業に貸し出します。

大企業はそのお金で安い焼け野原を買い占め
価値が上がったら売り飛ばし、業績を伸ばし
世界に名を轟かせる企業に成長します。



昔の鉄鋼業などが良い例です。

六本木ヒルズのある森ビルの社長は
この政府の戦略に気が付いた人物です。

彼は価値の無かった六本木の土地を買い占めました。

六本木ヒルズは今では家賃100万円以上が当たり前
家賃520万円の部屋もあるほど土地の価値が高騰しました。

「良い」「悪い」の話ではなく
昔の政治家は将来を見据える眼力や
世界と渡り合う力を持っていたという話です。

少なくとも国を発展させようとする
強い愛国心があったと思います。

しかし今ではどうでしょうか？

今の日本の政治家は自分達の任期だけ
「なんとか無事に過ごそう」と
逃げ回っているようにしか見えません。

3.11で顕著になりましたが保身に精一杯で
国民の事を考える余裕がないようにみえます。

酷いニュースだったので今でもよく覚えていますが：



引用：朝日新聞

簡単に言えば、

アメリカが放射能汚染のデータを
渡していたにも関わらず日本政府が
これを発表しなかったのです。

当然、住民も避難させませんでした。

発表されたのは半年後です。

完全な隠蔽工作です

人として信じられない行為だと思います。

腐っていると思います。

その癖、当選する事だけには一生懸命で
「子供手当」などとお金をバラまいている始末です。

子供手当は数ヶ月に1回1万円前後が支給されますが
年収300万円の人でも年間20万円近く税金を
払っているので、ただの行って来いです。

こんな余計な事をするくらいなら



不明瞭な税金の使い道をハッキリさせたり
税金を下げた方がまだマシです。

少しややこしい話ですが子供手当は
民主党がマニフェストを守っていれば
一般家庭はプラスになる予定でした。

しかし彼らが約束を守らなかったので
扶養控除と児童手当が廃止された分、

実は手取りがマイナス

になっているのです。

こんな人達が私達のトップなのです。

政治家に文句を言っても何も解決しないので
話を元に戻しますが、一番の問題は

教育制度が今も戦後のまま

だという事です。

権威に逆らわないロボット人間を育て
テストで良いを取らないと罰を受ける。

良い会社に就職する事を目的とした
古くさい教育を今もまだ続けている事です。

時代は大きく変わったのに教育制度が
戦後のままなのです。



「良い会社に就職しなさい」
「宿題をやって良い学校に進学しなさい」

と未だに言う人が多いのは悪い洗脳が
解けていない証拠です。

もはや終身雇用も終わり、大企業は倒産し
医者や弁護士が月収100万円しかもらえず
高学歴でもニートになる時代なのです。

今は戦後では無いのです。

最大の問題は『お金の教育』がゼロ

である事です。

アメリカなどでは幼少期からゲーム感覚で
お金の教育を施します。

お金の流れ、経済の仕組み、お金の稼ぎ方など
しっかりと教えてもらえます。

しかし日本は操りロボットを育てる教育が
今も続いているため、長い学生期間中
一度もお金の教育がされません。

そのため国や会社が頼りにならなくなった今
お金で困る人が続出しているのです。

古くさいカビの生えた戦後の教育を
再教育する必要があるのです。

ここで1つ、悪い洗脳が解けているか？



お金のテストをしたいと思います。

Q：この哀れな人物にお金を貸して下さい

コイツは借金が1億4000万円あります。

返すメドもあてもありません。

ただし信頼だけはあります。

特に高齢の方には慕われています。

ただ膨大な借金があり返すメドはありません。

それにも関わらず毎年900万円の借金を
増やして行っています。

ちなみに彼の年収は400万円です。

そこそこの年収なのですがその倍以上も
借金をしているので、借金の額は毎年
膨れ上がっています。

1億4000万円も借金があるにも関わらず
毎年500万円ずつ借金を増やしているのです。

何度も言いますが彼にはお金を返すアテも
手段も考えも何もありません。

いい加減、周りの人が愛想を尽かしてきたので
あの手この手を変えて、たくさんの善良な人から
お金を借りまくっています。

「この投資をしたら良いよ」



そういって友人達からお金を借りまくっています。

破綻する事が確実な詐欺投資なのに
あたかも儲るように見せながら…

あなたは彼にお金を貸せますか？

もし貸してくれたら10年後に1.07倍くらいにして
返してくれるそうです。

つまりあなたが100万円貸してくれたら
10年後に107万円（利息7万円）にして
返してくれると言うのです。

彼の話を信用してお金を貸せますか？

彼が経営している会社で働きたいと思いますか？

恐らく「NO」だと思います。

「NO」だと思った人は健全なお金の感覚を
持ち合わせていると思います。

ちなみに…

これが、今の日本です。

この話は『人』ではなく現在の日本という
『国家』の話です。

日本の財政状況の話なのです。

0のケタが少し違いますが、



-日本の借金は1400兆円

-年間の収入は40兆円

-年間の支出は90兆円で毎年50兆ずつ借金が増えている

こんな状態なのです。

『兆』というケタが出ると単位が大きすぎて
計算できず麻痺しますが、こんな借金まみれで
返す充てが無いのが日本という国なのです。

1億円以上の借金があるのに返すあてもなく
毎年500万円ずつ借金を増やしている人と
全く同じなのです。

これが私達の住んでいる国、日本の現状なのです。

ちなみに10年後に107万円（利息7万円）というのは
10年物の国債の金利が今現在で約0.7％だからです。

40兆円の収入しか無いのに90兆円以上を支出する
この国は誰がどう考えてもおかしいと思います。

なんでこんな話をするのか？

このままでは、

3年以内にあなたが日本と共倒れ

する可能性が高いからです。

あなたは何も悪く無いのに『無能な政治家』の
『せい』でホームレスになる可能性が高いのです。



コツコツ貯めたお金はいきなり全部パーになり
毎日の食べる物にも困り残飯を漁り生き伸び
若い女性は強姦にあい家族は離ればなれになり
悲惨な人生を送る羽目になってしまうのです。

あなたは何も悪く無いのに…

あくまで、可能性の話です。

が、決してこの確率はゼロではないと思っています。

話のネタだと思って聞いて欲しいのですが

国税庁の長官が自分の娘に

「年金なんて将来絶対にもらえないから払う必要は無い」

と発言したのは有名な話ですが、残念ながら
日本の年金制度は崩壊しているのです。

「10年後、絶対に年金をもらえますか？」

という質問に政治家ですら根拠を持って
まともに答えられません。

現在日本が国債を刷りまくっているのは
ご存知だと思います。

小難しい話をすると、国債とは償還期限と
利率が定められ…なんちゃらかんちゃら
と説明されていますが、簡単に言えば

国債とは未来の借金です



国債を発行する＝借金が増える＝そのツケを払うのは私達

という事です。

国債を償還するために新しい国債を発行する今の日本は
大暴動が起こっているギリシャと同じやり方なのです。

ギリシャの暴動：

引用：Reuters

引用：Reuters

少し『陰謀論』的でしょうか？

http://cinemaelectronica.files.wordpress.com/2011/07/20110630-greece-slide-20mf-slide.jpg
http://cinemaelectronica.files.wordpress.com/2011/07/20110630-greece-slide-20mf-slide.jpg


ちなみに私は陰謀論が嫌いです。

国家破綻で恐怖を煽り、自分達だけ儲けている
投資家があまり好きではありません。

マーケティングの常套手段なので別に否定は
しないですが、好きなやり方ではありません。

個人的に私は『悲惨』な国家破綻はしない
と思っています。

そもそも国家破綻や預金閉鎖が騒がれ始めたのは
もう10年以上も前です。

毎年、表現や指摘される問題は変わっていますが
なんだかんだ言って10年以上も前から騒がれて
結局、破綻していないのです。

日本がそう簡単には破綻しない理由

1：金（ゴールド）が20兆円分くらい眠っている

日本のゴールドの量を計算した研究者がいるのですが
まだ日本には大量の金が眠っていると計算されています。

個人のタンスだけも相当な量があると言われています。
（だから金の買取業者が最近増えているのです）

住友金属鉱山が金鉱脈を掘り続けているように
ゴールドという資産が日本にはまだ20兆円分は
眠っていると言われています。

ゴールドは世界共通の通貨です。



こういう眠っている資産は国も把握できないので
歳入と歳出の数字に現れる事はありません。

2：金利は低いが物価上昇率がマイナスなので実質金利は実は高い

少しややこしいかもしれませんが
簡単に言えば『住み易い国』だという事です。

今の日本は物価が安いです。

日本にずっといると解りにくいかも
しれませんが、とにかく安すぎます。

「カンボジアの方が物価が安いですよ」

という意見もあると思いますが
給料やサービスや環境を考えたら
どう考えても安すぎるのです。

日本のインフレ率はマイナス0.2％です。

つまりデフレという事です。

ユーロ問題で有名なスペインは
インフレ率2.0%失業率は24.3％です。

では先進国トップのアメリカはどうか？

失業率：9.1％／インフレ率：3.7%

ユーロ圏を支えている希望の星ドイツは
失業率：6.1％／インフレ率：2.2%です。

BMWに関しては去年過去最高販売台数を
記録し、好景気で評判が良いにも関わらず



日本よりも高い失業率で物価が上がり続けて
いるのです。

発展途上国であるカンボジアは
インフレ率は6.5％で失業率は40%と
言われています。

「日本は金利が低い」と言われていますが
実際は物価が安いので、金利以上の恩恵がある
という事です。

3：隠れた資産を考慮していない

借金：1400兆円
支出：90兆円
収入：40兆円

この数字には反映されていない資産が
いくつかあります。

有価証券、特殊法人、出資金、他国への貸付金など
300兆円以上もあるのです。

アメリカには米国債という名目で
約260兆円のお金を貸し出しています。

ギリシャやアルゼンチンは他国から
お金を借りていましたが
日本は逆にお金を貸しています。

4：天然ガスなどの資源、ソフト、リニア、新幹線の技術など
隠れた資産を複数持っている

…など、他にもたくさんの要素があるのですが



単純に多くの人が煽っている歳入と歳出だけで
本当にこの国が危険かどうかを判断する事は
一概にはできないのです。

ただ数年後に今と同じ水準の生活をするのは
極めて難しいと感じています。

資産100億円以上を持つ富豪の友人は

日本の破綻を前提として投資

をしています。

彼は「◯月◯日に円高になる」など毎回
気持ち悪いくらい正確（ズレても1日）に
為替などを言い当てます。

そんな彼が

「ギリシャやアルゼンチンのようにはならないが
数年以内に大きな問題が起こる」

と普通の顔をして言うのです。

彼ら資産家は日本の破綻を大前提として
投資を行っているのです。

「3年後に日本は今と同じ状況をキープできない」

これは数十億レベルのを持つ資産家の間では
既に常識なのです。

私達は苦労しながらですがそれなりに
普通の生活を送れています。



「お金が無い」と言いながらみんな携帯電話は
持っていますし、食べる物や住む場所は最低限
キープできています。

少なくとも今このレポートを読んでいる時点で
パソコンがありネットを繋げる余裕はあると思います。

しかし数年以内にこの『普通の生活』が
出来なくなる可能性が高いのです。

まだ生活が出来ている今の内に
正しい知識とスキルを身につけ

最悪のケースに備えて脱出資金の準備

をしておく必要があるのです。

最低でも家族を守れるくらいの資金は
ゼロから1人で稼げるようになっておく
必要があるのです。

いざ問題が起こってからでは遅いのです。

人が後悔するのは必ず「あの時やっていれば良かった」と
やらなかった事を後悔します。

そして今回は今までとは異なり
普通の後悔では済まない可能性が
あるのです。

「じゃあ村上さん、独立すれば良いのでしょうか？」

と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。



独立だけが正しい道だとは思いません

「起業しなければ安定は望めない」という
コンセプトが流行しているようですが
独立だけが成功する道では無いと思っています。

「日本は破綻します。だから起業しましょう！」

これは安直すぎる意見だと思います。

もし最悪日本が破綻した場合、起業していても
会社勤めしていても、貧困に陥るのは同じです。

むしろ中小企業や個人事業主の社長の方が
破綻した場合のリスクは大きいと思います。

大切な事は「勤めているか」「独立しているか」ではなく
『従業員マインドセット』を捨てているか、です。

サラリーマンでも『起業家マインドセット』を
持っている人は、どんな時代になっても
どんな国にいても絶対に成功できます。

従業員マインドセットと起業家マインドセットの違いを
簡単に説明しますと、

従業員マインドセット＝『時間』でお金をもらう

起業家マインドセット＝『結果』でお金をもらう

の違いです。



個人的にサラリーマンは素晴らしいと思います。

日本を支えてきたのは全人口の80％のサラリーマンです。

何だかんだ言いながら、そこらへんの起業家よりも
よっぽど安定していると思います。

よほど妙な会社に勤めていない限り
決まった時間に出社して働いていれば
決まった日付に決まった金額が振り込まれます。

しかし起業家は違います。

結果が『すべて』です。

結果を出さなければ1円も入ってきません。

銀行口座に毎月25日にお金は振込まれません。

銀行残高のプレッシャーは起業家の方が
大きいのです。

私も起業した当時は何度も会社員になりたいと
思っていました。

ただし時間でお金をもらう癖がつくと
起業家マインドセット、つまり
結果でお金をもらう能力が衰えます。

そうなると、どうなるのか？

『１人で稼ぐ力』を失います。

ゼロから稼ぐ能力が衰えるのです



いざ、という時に対応できなくなるのです。

リストラにあった
会社が倒産した
日本が財政破綻した

こういった緊急事態に対応する能力が
なくなるのです。

その違いです。

これからの時代は、アルバイトであっても
ニートでも会社員でも起業家でも

『1人でゼロから稼ぐ力』

を身につける必要性があるのです。

国や会社を信じられる時代はもう終わりました。

医者や弁護士などの花形職業が月収100万円。

リストラ、自殺、放射能、ホームレス、ニート
離婚、家族離散、孤独死、自己破産…

これらの単語がニュースに出ない日が無い。

保身と当選以外は頭に無い政治家。

終身雇用なんて、もはや恥ずかしくて
口にもできない…そんな時代なのです。

戦後に作られた古い洗脳では、これからの



新時代を生き残る事はできないのです。

昔話を信じている人間は物乞いになる時代なのです。

国や会社を『利用』するのはOKです。しかし…

『依存』する人間に未来はありません

これからは国や会社に依存している
自力で稼ぐ力が無い人間は淘汰されます。

取り残され職を失い普通の生活を送る事も
不可能になります。

これからの時代、生き残るためには
『ゼロイチで稼ぐ力』が必要なのです。

ゼロから1人でお金を稼ぐ力が
有るか無いかが重要なのです。

例えば「今日中に5万円のお小遣いが欲しい」と
思ったらその日の内にゼロから稼げる

お金をコントロールできる人間になる

必要があるのです。

ゼロの状態からでも数ヶ月以内に
年間1000万円位は確保できるような
人間になる必要があるのです。

1人で稼ぐ力さえあれば、例え日本国が
滅びようとも他国で稼ぐ事ができます。



破綻しようが何をしようが関係無いのです。

ゼロイチで稼げる人間だけが、景気の良い国に
家族を連れて脱出する事ができるのです。

他人の情報に踊らされてビクビク生きる
必要がないのです。

「でも村上さん、他の国で稼げって言うけど
私は語学ができないので無理ですよ？」

という意見もあると思いますので
言っておきます。

語学ができなくても海外でビジネスを
やる方法はいくらでもあります。

例えば、日本人向けのガイドをやっている
現地人を雇えば語学の問題は一瞬で解決します。

日本語を話せる現地人を雇えば良いのです

そしてその人間を雇っている間に
じっくりと語学を習得すれば良い
だけの話なのです。

しかしお金を稼ぐ稼ぐ力は語学のように
簡単にはいきません。

稼ぐ力を持っている人間は簡単に
雇う事ができないからです。

ゼロから稼げる人間はあなたに雇われる



筋合いが無いのです。

稼ぐ力を持っている人間はとっくに
自分で独立して稼いでいます。

「私はTOEIC◯点です！」

と威張りながらお金に苦しんでいる人は
たくさんいます。

英会話教室の先生や通訳の仕事をしている
ほとんどの人は貧乏です。

語学は大切です。

が、語学力『だけ』あっても意味が無いのです。

しかし語学ができなくても『稼ぐ力』
さえあれば、後は何とかななります。

語学は代用がききますが

『稼ぐ力』は代用がきかない

のです。　

また、現地の人間を通訳で雇うにしても
当然コスト（人件費）がかかります。

ある程度の資金を貯めておかないと
いざという時に通訳を雇うことも
できません。

もう一度言います。



サラリーマンか起業家かは
大した問題ではありません。

ゼロイチで稼ぐ力能力が必要なのです。

ゼロから年間1000万円程度は
稼げないと話にならないのです。

正しいアプローチさえ暗記してしまえば
年収1000万円は難しくありません。

稼ぐ力さえあれば、どんな緊急事態になっても
どんな国に住んでいても稼ぐ事ができます。

いい加減目を覚まして、国や会社に依存しない
人間になる必要があるのです。

戦後の古くさいカビの生えた洗脳を
今の日本にマッチした新しい知識に
書き換える必要があるのです。

『洗脳し直す』必要があるのです。

破綻するかどうかは私には解りませんが
保身と当選しか考えられない人間が
トップに居座っているいる以上、

今の平穏は長くは続かない

と思っています。

何か起こってから行動を起こしていては
手遅れなのです。



何か起こる前に、今、まだ少しでも余裕が
ある内に行動を起こすべきだと思います。

最悪に備えておいて損は無いと思います。

「でも村上さん、一体何を信じて何を勉強すれば
良いのでしょうか？私は騙されまくっているので
もう何も信じられません…」

という意見があると思いますので
どんな人から学べば良いのかをお伝えします。

まずは最近流行している『投資』で
稼げるかどうかをお話します。

世界一の投資家ウォーレン・バフェットさんが
よく言うことなのですが

「私が投資する会社は、自分の娘を嫁に出しても
良いと思える社長が経営している会社です」

簡単に言えば、

「会社や市場、経営者の事を熟知していなければ
　投資をしてはいけない」

と世界一の投資家が言っているのです。

アマチュアの投資家ではなく
世界一の投資家が言っているのです

投資で稼ごうと思っている人は



その会社や市場の事を本当に熟知して
いるのでしょうか？

恐らく「NO」だと思います。

稀に「凄い投資の情報が回ってきた」などと
発言する人がいますが、投資の世界はそんなに
甘くはありません。

ビジネスの世界よりもよりも海山千万の
金の亡者がひしめく世界です。

私達一般人の所に良い投資案件が
回ってくる訳がありません。

万能ツールが売られる事もありません。

本当に良い投資案件は

ごく一部のお金持ちの間だけで
グルグル回っています

「良い情報が回ってきた」と言っている人は
パチンコ屋に行って「俺だけは勝てる」と
思っている人と同じです。

パチンコ屋の電気代は月に100万～1000万円、
新台を導入する度に何百万円とかかりますが
そのお金はどこから出ているのでしょうか？

100％お客さんの財布です。

現実的に考えても統計的に計算しても



勝ち続けられる訳が無いのです。

小学生でも解る足し算引き算です。

「パチンコでは金持ちになれない」
と解っているのに、なぜ投資になると
自分の所には美味しい案件が回ってくる
と思ってしまうのでしょうか？

美味しい案件やノウハウは絶対に
販売される事はありません。

投資の世界はゼロサムゲームとよく言われますが
負ける人がいるから、勝つ人がいるのです。 

本当に美味しい案件であれば、ノウハウの提供者が
絶対に独り占めします。

わざわざ自分の儲けをベラベラ
他人に話す必要は無いのです

もし良い投資案件が回ってきたら
あなたはノウハウとして販売しますか？

しないと思います。

本当に儲かる情報は世界のトップ0.001%の
エリートの間でグルグル回っているのです。

私たちの所には100％回ってこないのです。

「そんなのインサイダー取引じゃないですか！」



と思う人もいるかもしれませんが、そんなのは
当たり前なのが投資の世界です。

例えば2005年に鳥インフルエンザが流行しました。

それにはタミフルという抗生物質が有効だと
みんな信じていました。

日本で死者が出たのでご存知の人も多いと思いますが
タミフルはめまいや吐き気や呼吸困難、錯乱という
副作用があります。

ブッシュ大統領とラムズフェルド国防長官（当時）は
世界的なニュースで鳥インフルエンザの危険を
発表しました。

スイスにあるWHOという世界で最も権威のある
健康機関の長官まで呼びつけてテレビで発表しました。

米軍全員に対してタミフルを服用するように命令し
薬を貯蓄するために10億ドル（約1000億円）の
予算を措置すると発表しました。

世界人口の50%が感染し2000万人の
死者を出したスペイン風邪の再来だと
煽りまくったのです。

これが世界的に大々的に放映され
世界中は大混乱になりました。

混乱状態になりタミフルの
奪い合いになったのです。

当然…



タミフルを販売している製薬会社の
株価は高騰します。

この会社の株を持っていた人は
この1本のニュースで大儲けしたと思います。

ちなみにタミフルを独占的に製造しているのは
ギリアドサイエンスという会社です。

そして重要な点は、ラムズフェルド国防長官は
ワシントンに来る前はギリアドサイエンス社の
会長であった事です。

そしてこの最大株主がラムズフェルドさんで
あったという事です。

これが投資の世界です。

アメリカ政府があれだけ騒いで恐怖を煽ったのに
結局、ほとんど問題も起こらないで終わっています。

タミフルを販売していた会社と
その株主だけが儲っただけなのです。

世の中そんなものなのです。

「汚い」とか「汚くない」とか
もはやそういう次元の話ではないのです。

金持ちは金持ちの間だけで、質の高い
情報をグルグル回しているのです。

簡単に言えば、



私達の所に美味しい投資物件は
100％転がってこない

という事です。

もしあなたの元に良い投資案件が回ってきたら
それを情報商材にして販売しますか？

大々的にCMを打って宣伝しますか？

パンフレットやカタログを作りますか？

まともな神経の持ち主なら行わないと思います。

損する人がいるから儲る人がいる投資の世界で
誰が好き好んで自分にお金を運んでくる一般人に
儲かる情報を大々的に宣伝するのでしょうか？

なぜ私達にだけこっそり教えてくれるのでしょうか？

その可能性は極めて低いと思います。

マネーは金持ち達の間だけで回っています。

本来なら中立的な立場であるマスコミも
大半がその金持ち達の手下です。

「それでも投資で金持ちになれる」

と信じるのであれば

借金をしてパチンコ屋に並んで億万長者を
夢見ている人間と同じ目を見る事になります。



投資のステージはビジネスの世界で
ある程度稼いだ人間にだけ訪れます。

最低でも年間1000万円を稼いでいない
のであれば、それは時期尚早と考えた方が
賢明だと思います。

まずビジネスで稼ぐ必要があるのです

ではビジネスで稼ぐためには
どんな人間から教われば良いのか？

最短の時間と最小の労力で成功者の
仲間入りするためには、最低条件として
稼いでいる現役の人間から教わる必要があります。

マインドセットなど本質は変わりませんが
テクニックは時代時代で変わります。

そのため今現在も現役で稼いでる人間から
最新の情報を盗む必要があります。

もう1つは重要な要素は『教え方』です。

どんなに優れた情報であっても
教え方が下手な人から学んでいたら
成功する事はできません。

『人を動かす』という名著があります。

本当に素晴らしい本で、私は目覚めてすぐ
この本を読むようにしています。



寝起きは変成意識の状態ですので
情報がインプットされ易いからです。

しかしこんな名著であっても
成功にはなかなか直結しません。

例えばこの書籍にはこんな逸話があります。

ある日、航空ショーの花形スターのフーヴァーさんが
サンディエゴでショーを終わらせてロサンゼルスの
自宅に飛行機で戻っていました。

その時、約100メートルの上空で
突然エンジンが止まりました。

彼は操縦が上手かったおかげで無事着陸し
負傷者は出ませんでしたが、高額な機体は
着陸時にボロボロになりました。

着陸後、不審に思ったフーヴァーさんは
飛行機を調べました。

すると燃料が間違っていた事が判明しました。

本来のガソリンではなくジェット機用の
燃料が入っていたのです。

整備士の致命的なミスでした。

飛行場に戻るとフーヴァーさんは
整備担当の男を呼び出しました。

もし着陸に失敗したらフーヴァーさんの命だけでなく
何百人もの命を奪う可能性がありました。



高価な機体も失いました。

整備士は罪の重さにボロボロ涙を流し
今にも死にそうでした。

普通ならここで怒鳴り散らして
クビにするのが当然だと思います。

死にかけたので感情にまかせて
ボコボコに殴ってしまうかもしれません。

損害賠償金など訴訟を起こされても
文句は言えません。

しかしフーヴァーさんは違いました。

整備士の肩に手をかけて

「君は今後二度とこんな失敗を繰り返さないと私は確信している。
その証拠に明日の飛行機の整備を君に頼もう」

そういって、翌日の整備もその人物に任せたのです。

これは叱りつける事、怒鳴りつける事からは
恨みや嫉妬しか生まれない。

人は動かすには賞賛し自己重要感を
与える事が大切だ、という話です。

本当に素晴らしい話だと思います。

しかし…

どうすればフーヴァーさんのように
自分の感情をコントロールできる



素晴らしい人間になれるのか？

という具体的なステップやノウハウが
一言も書かれていません。

私達は感動する物語が大好きですので
こういう逸話を聞くと満足してしまいます。

読むだけで満足してしまうのです。

満足して知った『つもり』になってしまい
勉強した『つもり』になってしまいます。

しかし、どんなに素晴らしいノウハウであっても
それが実生活に反映されなければ意味がありません。

結果に繋がられなければ無意味なのです。

人生が変わらないのであれば読むだけ
時間の無駄なのです。

あまりにも大成功した人の話は
このように抽象的になってしまい
結果に繋がらないという弱点があります。

では逆に、テクニックがたくさん書かれている
流行の情報商材はどうでしょうか？

投資や副業のノウハウがたくさん出ています。

まずあまりにも

「簡単」を連呼する商品は危険です



残念な事実ですが、ビジネスにワープはありません。

「何もしないで楽勝で大金が稼げる」

これは『おとぎ話』の世界の話だという事を
あなたも身をもって痛感していると思います。

ただし『近道』はあります。

何にでも効率的にハイスピードで
結果を出す方法は存在します。

500キロ先の目的地に行きたい場合、

歩いていくか？
高速道路を車で走るか？
飛行機で行くか？

どのアプローチをとるのかで
労力と時間は変わってきます。

ワープはありませんが近道は存在するのです。

また、もう1つ重要なポイントは

実際に稼いでいる人から教わる

という事です。

私も小さな成功者の仲間入りが出来たおかげで
色々な裏話を聞けるようになりました。

そして解った事は、ノウハウを販売している
多くの起業家は実際はお金を持っていない



という事実です。

借金やローンで様々なものを購入して
見た目は派手かもしれませんが、実際は
その返済に追われている人がほとんどなのです。

本当に『稼ぎ続けて』いる人はごく一握りです。

『稼ぐ』のと『稼ぎ続ける』のは
似ているようで全く異なります

そういう偽物から教わっていては永遠に稼げません。

また実際に稼いでいるから人から
教わったとしても成功には繋がる
とは限りません。

『教え方』が重要です。

教える事は誰にでもできます。

相手に行動させ結果を出させるのが
真の教育者です。

十人十色と言いますが、私達は人間は
それぞれタイプ違います。

みんなスキルも知識も性格もバラバラです。

例えば、愛情表現1つとっても
5つのタイプに分類されます。

あなた自身がどのタイプなのか



見極めながら話を聞いて下さい。

1：言葉タイプ

「好き」「愛している」など言葉によって
愛情を感じたり表現するタイプ

2：スキンシップタイプ

肉体の触れ合いによって愛情を
感じたり表現するタイプ

3：時間共有タイプ

一緒の空間で時間を過ごす事が
愛情だと感じるタイプ

4：奉仕タイプ

気遣いなどによって愛情を感じるタイプ

5：プレゼントタイプ

物のプレゼントによって愛情を感じるタイプ

と様々です。

例えば、プレゼントタイプの人に
いくら「愛してるよ」と言っても
全く響かないのです。

男女のすれ違いはこうやって起こります。

また『興味』も人によって異なります。



1：人間タイプ

人間や心理に強い興味を示すタイプ

2：物タイプ

車や服などの物質に強い興味を示すタイプ

3：場所タイプ

「どこに行った」など場所に強い興味を示すタイプ

4：アクティビティタイプ

「何をしたか」の行動に強い興味を示すタイプ

5：情報タイプ

情報全般に強い興味を示すタイプ

興味1つとってもこんなにもたくさんの種類があるのです。

人間に興味があるタイプの人に
いくら素晴らしい旅行の話をしても
全く聞いてもらえないのです。

同じように『学習タイプ』、つまり

どんな教え方をすればモチベーションが上がって
行動できるのかも人によって違いがあります。

1）なぜタイプ

なぜ学習しなければいけないのか？
そのメリット・デメリットが解れば



学習意欲が湧くタイプ

例：「国語を勉強すればラブレターが
　　　上手くなって女性を口説けるよ」

と言われたらモチベーションがあがり
行動できるタイプ

2）何タイプ

裏付け、根拠、データなどが揃ったら
学習意欲が湧くタイプ

例：◯◯という偉い先生は算数は駄目だけど
国語だけ頑張って賞を取ったんだよ、などと
証拠に対してモチベーションがあがるタイプ

3）どうやってタイプ

やる事のステップが明確になれば
やる気が出来るタイプ

例：ステップ1、2、3など手順が分かれば
モチベーションがあがり行動できるタイプ

4）今すぐタイプ

「今この瞬間何をすれば良いのか」が解れば
動きたくなってしまうタイプ

…

特に人間は「なぜ」「何」のタイプが
多いと言われています。



あなたは何タイプでしょうか？

このように学習タイプにも
種類があるのです。

ちなみに私は『今すぐ』タイプなので
気をつけて話をしないと
「今これをやって下さい」という
教え方になってしまいます。

この教え方では『なぜ』『何』『どうやって』の
タイプの人には響きませんし行動させてあげる事も
できません。

ノウハウ販売者達は自分のタイプで
話してしまう癖があります。

だから自分以外のタイプの人には響かず
行動させる事も成功させる事もできないのです。

愛情タイプ、興味タイプ、学習タイプなど
人によってそれぞれ異なります。

様々なタイプがある事を最低限意識して
教えないと、多くの人は挫折してしまいます。

どんなに優れた情報であっても

行動させて結果を出させなければ無意味

なのです。

大切な事は、どう行動すれば良いのかまで
ステップバイステップで具体的に教えてくれ



結果まで導いてくれる人を探す事です。

要約すると、

1：現役で稼ぎ続けるているかどうか？
2：4つの学習タイプを考慮して本音で話しているか？
3：ゼロから教える事に長けているか？
4：ワープではなく近道を教えてくれているか？

この4つです。

これがゼロから這い上がろうとする人間を
成功させる事ができる教育者の最低条件だと
思っています。

自意識過剰かもしれませんが
私にはその役割があると思っています。

私は借金まみれから小さな成功を手にしました。

億万長者と呼ばれる部類に入る事ができました。

しかし上には上がいます。

本当の大富豪の人からみたら私なんて
ちっぽけな存在だと思います。

しかし大富豪の人たちでは教えられない事を
私は教えられると思っています。

現在私は海外でゼロからビジネスを
立ち上げています。

また日本でもすべてゼロからビジネスを
立ち上げて形にしています。



ゼロイチで稼ぐのが趣味のような人間です。

私よりお金持ちはたくさんいますし
私よりも良い事を言う人はたくさんいます。

しかしゼロから稼ぎたい人の気持ちを
理解できる人は今の私以外ないと
思っています。

7年前は借金まみれのクズでした

すぐに稼げるという謳い文句の情報商材を買い漁り
借金の額は600万円以上ありました。

消費者金融からお金を借りまくり
限度額が一杯になると今度は親や友達に
嘘をついてお金を借りていました。

お金が無い癖に女癖が悪く浮気をしまくり
彼女に目撃されて精神薄弱にしていまい
重度のうつ病にしてしまいました。

彼女には3歳の子どもがいたのですが
大人げなくストレス発散のはけ口に
してしまっていました。

些細な事で怒鳴りつけてしまい
本当に可哀想な事をしていました。

借りるお金もいよいよ底をついた頃、
水道とガスが止められました。

水を飲まないと死んでしまうので



ポリタンクに公園の水をいれて
飲み水にして過ごしていました。

ご飯を買うお金もなくなり

近所の畑で野菜を盗み生で食べていました

私が当たり散らすので、彼女のうつ病は
どんどん酷くなり1日中介護が必要なまでに
悪化しました。

私は彼女を恨むようになりました。

すべて自分が引き起こした責任なのに
彼女と子供がいるせいでこんな貧乏なんだと
自分を正当化するようになりました。

毎日彼女と子どもに当たり散らし
全員精神崩壊寸前でした。

2万8千円のボロアポートの家賃も払えず
半年滞納した頃、私は死ぬ事を考えるように
なりました。

何度も自殺未遂をしました。

本気で死のうと思ったの事が2回あります。

本当に死ぬ気になった事がある人は解ると思いますが
自殺未遂と自殺は似ているようで違います。

盗んできた睡眠薬を何十個丸のみ



した事もあります。

首に包丁を刺した事もあります。

毎日自殺サイトをチェックしていました。

首つり、飛び出し、睡眠薬、リストカット…
どうやって死ぬのが一番楽なのかを考えていました。

本当にボロボロでした。

しかし私には1つだけ残された可能性がありました。

それはネットビジネスです。

消費者金融の限度額が尽きる前、
一番最後に購入した商材が

『情報ビジネスで稼ぐ方法』

でした。

他に選択肢ながなかったので
とにかくこれだけを頑張りました。

一日中彼女を介護する必要があったため
自宅で出来るネットビジネスしか選択肢が
なかったのです。

ガスと水道は止められましたが、電気代と
インターネット代だけはなんとか払い続けて
死ぬ気で頑張りました。

当時27歳だったのですが、この時
生まれて初めて「死ぬ気」で頑張る事を



覚えました。

初めて道が1本になりました。

情報ビジネスで成功する以外に道は無い
状態になったのです。

成功できなけば自殺以外に道は無い

そんな1本道の状態になったのです。

それまでは『まだ』選択肢がありました。

アフィリエイトや他のネットビジネス、
外に働きに出るという選択肢がありました。

しかし借金と介護でこれ以外に道はない、
しかも猶予は1ヶ月と期間まで限定されました。

この1本道が私に小さな成功をもたらしてくれました。

電気が止められる日まであと3日という所で
初めての情報商材が完成しました。

ネットビジネスで売上げた

最初の金額は100円でした

ちっぽけな金額ですが自分の中で
何かが弾けました。

「もしかしたらネットビジネスで稼げるかもしれない」



という気持ちが、

「本当に稼げるんだ」

に変わりました。

売れると解った私は商品の値段を19,800円にあげて
無料メルマガで集めた70人に販売しました。

57人が買ってくれました。

支払い方法は現金支払いのみでしたので
数日後100万円が銀行に振り込まれました。

いきなり100万円以上のお金が舞い込んだのです。

夢かと思いました。

寝て起きたら全て夢で「また貧乏に戻るのではないか」と思い

怖くて不眠症になりました

もし売れるのが、あと3日遅ければ
恐らく死を選択していたと思います。

最初の100円の売上げ。

これをを皮切りに人生が逆転し始めました。

『伊勢隆一郎』さんというパートナーができ
彼と一緒にビジネスを行うようになりました。

昔の自分と同じようにお金で苦しんでいる人に
お金儲けを教えるようになったのです。



一度セミナーを開いたり教材を販売したら
最低でも数千万円稼げるようになりました。

一度道を踏み外しお金の亡者になりましたが
メンターに支えられ、2009年には『継承』
というプロジェクトで24時間のセールスで
5億6490万円という世界的な売上げを達成しました。

不思議な物で1度でも億を達成すると
次から億越えが当たり前になります。

ここからは何を売っても1億円の売上げを
切る事がなくなりました。

しかし中途半端に出る杭は打たれます。

打たれないくらい出っ張れば良かったのですが
中途半端に成功したため、露出が増え始めると
同時に反発が多くなりました。

クレームも多くなり精神的に疲れ果て
ビジネスを教える事を辞めてしまいました。

そして目立たないようにひっそりと
稼ぐようになってしまいました。

この時、

リアルビジネスの世界に入りました

放射線測定をはじめとする便利屋業をやりました。

最初の売上げは5000円でした。



しかし100円でも稼げればそれは雪だるまのように
膨らむ事はネットビジネスで体験済みでした。

1年間で数億円を稼ぎ出しました。

そして今は海外を放浪しながらゼロから
ビジネスを立ち上げようとしています。

海外で１人になってゼロからビジネスを
立ち上げようとしている時にふと気が付きました。

見知らぬ環境、知り合いもいない、言語も通じない

「本当にこんな状況で成功できるんだろうか？」

と不安になりました。

そして同時に、多くの人は今の私と同じように
不安な状況でお金を稼ごうとしている事にも
気が付く事ができました。

恐らくあなたも、

環境が悪い、お金もスキルも無い
こんなゼロの状態からスタートしている

のだと思います。

私は忘れていました。

本当のゼロがどういう状況かを忘れていました。



いつの間にか「これ位は解るだろう」という
気持ちが生まれていました。

本当の零とは何なのかを見失っていました。

そしてもう一度、私はビジネスを教える決意をしました。

本当の意味でゼロから教えようと思いました。

私も見知らぬ土地でゼロから努力していますので
恐らくどの成功者の方よりもゼロイチのノウハウを
お伝えできると思っています。

これまであなたは本当の億万長者を何人見てきましたか？

ゼロからお金儲けを教えてくれる人に出会った事はありますか？

汚い部分まですべて話してくれる成功者に
出会った事がありますか？

汚い部分、弱い部分まで話さないと
本当の成功法則は解りません。

私はこれまでオフライン、オンラインあわせて
103のビジネスを立ち上げてきました。

その中で稼げるビジネス、稼げないビジネス、
そして初心者向きのビジネスが何なのかを

パターン化する事に成功しました

今回このレポートをこんなにも長く読んでくれた
あなたに『すべて』をお伝えしようと思います。



具体的にはあなたに

ゼロから年収1000万円になるすべて

をお話したいと思います。

1ヶ月に直すと約80万円の安定収入を
最低でも1年（早い人だと3ヶ月）で
ゼロから稼げるようにステップバイステップで
教えようと思います。

商売の汚い部分、見えない部分まですべて話します。

私が7年かけて構築したビジネスのすべてを最初は

『300円』で提供しようと考えています

『お金の新聞』を発行します。

『お金の新聞』は1年以内（早い人だと数ヶ月）で
あなたに年収1000万円になってもらう事を
目的としたプロジェクトです。

どんなに遅い人でも、開始から2ヶ月半で
まずは10万円のお小遣いを稼げるように
なってもらいます。

会社に勤めていても問題ありません。

これがファーストステージです。

4ヶ月目には月収40万円をキープして
もらいます。



このセカンドステージでは独立するか
しないか、の分かれ道になります。

40万円の安定収入が確定されたら
独立を考えても良いと思います。

そして残りの6ヶ月～12ヶ月かけて
年間1000万円を安定し稼げるように
なってもらいます。

最低でも12ヶ月で1000万円プレイヤーに
なってもらいます。

小学生では1000万円は流石に難しい
かもしれませんが、中学生であれば
稼げるような内容に仕上げています。

すべての興味タイプと愛情タイプ、
脳の記憶や学習のシステムを考慮して
4つの学習タイプに沿って本音で話します。

具体的には以下のノウハウを伝授します…

“お金の新聞”
• あなただけの天職をピンポイントで発見する方法 - ネット・リアルを
あわせて100以上のビジネスを立ち上げてきた中でパターン化され
た、あなたの才能に完全にマッチしたビジネススタイルを導きだす術

• お金に直結するアイデアを1日最低3個自然発生させる発想技術 - 軍資
金やスキルを必要としない『初心者向き』のビジネスアイデアをほぼ
日刊で生み出す方法



• 読み手の深層心理にダイレクトに訴えかけ購入を余儀なくさせる『コ
ピーライティング』の神髄 - 総額20億円以上の売上げを叩き出した世
界一お金になるスキルを初心者向きに噛み砕いてステップバイステッ
プで伝授

• お金を1円も使わずに膨大な数の見込み客リストを毎日引き寄せる
『マーケティング』テクニックの数々 - あなたが売る商品なら問答無
用ですべて購入するような熱狂的な信者を増やし続ける極意

• 初心者向きの5つのビジネスモデル - 儲るからという理由だけでビジ
ネスをスタートさせると失敗します…初期投資、スキル、知識などす
べてを配慮した上でゼロスタートの人間の方が有利になる5種類のビ
ジネスモデルを全公開 

• 数百人を同時に魅力するパブリックスピーキングの秘密 - 今後二度と
誰もあなたの話を無視できなくなります…無機質な人間をあなたの
ホットなファンに変えてしまうサブリミナルの原則をスピーチに取り
入れた最新の技術

• 儲った現金を不労所得に変換する手堅く安全な『投資』スキル - いく
ら莫大な売上げを達成したとしても老後を安心に過ごせる資産が残ら
なければ意味がありません…資産100億以上の友人から密かに教わっ
た堅実な投資手法を公開

• 記憶力を約3倍引き上げる脳の神経回路を考慮した学習システム - こ
のノウハウに出会ってから私は大切な事を忘れた事が一度もありませ
ん…低学歴で落ちこぼれの私が驚異的な記憶力を身につけてしまった
ノウハウを伝授



• 妄想を現実に転換させる最新の『目標設定』術 - これまで目標設定術
は2種類しか存在しないと考えられていました…2009年に東南アジア
で行われた1800万円のセミナーで師から教わった『嫌でも』目標を
叶えてしまう第三のアプローチを暴露

• 働く時間を約半分に減らし収入だけを増やし続ける時間管理 - 金持ち
ほど自由な時間が多いと感じた事はありませんか？最小の労力で最大
の利益が得られる真実のタイムマネジメントをお話します

• どんな有名人でもあなたのファンに変えてしまう人間関係構築法 - 　
素晴らしい人間関係以上に自由と莫大な収入を運んでくれるスキルは
存在しません…例えあなたを憎んでいる人間であっても好意を抱かず
にはいられなくなるリレーションシップを伝授

• 勝手にリーダーと崇められる方法 - 巷で流行しているリーダーシップ
理論は実は一般社会ではほとんど役に立ちません…会話の冒頭にある
3つのアプローチを取り入れるだけで勝手に教祖様に祭り上げられて
しまう脅威のメソッドを提供します

• 恐怖の感情を根こそぎ取り除く方法 - 「病気になったらどうしよう」
「リストラされたらどうしよう」これらのネガティブな感情はあなた
の成功を潜在的に邪魔しています…不安や恐怖の感情を科学的に取り
除き健全な精神状態で毎日をエンジョイしながら過ごす方法

• メンターの一番弟子になり秘蔵のノウハウを横流ししてもらう方法 - 
一番弟子と二番弟子の間には深過ぎる溝があります…既に成功してい
るメンターと親密な関係になり最速のスピードで成功を手に入れる方
法

• 金払いの良い弟子の見つけ方と育て方 - あなたに毎月多額のお金を運
んでくる都合の良い弟子の育成方法を公開



• モチベーションと行動力を科学的に上げっ放しにする方法 - モチベー
ションが上がらない？そうですか、では公開されている2つのテク
ニックを毎日の習慣に取り入れてみて下さい…やる気と行動力で悩む
事は今後二度となくなるでしょう...

• 衰退産業に侵入してライバルゼロで荒稼ぎする方法 - もはや見向きも
されなくなった古くさいビジネスを『あえて』選択して誰にも気づか
れず密かに現金を稼ぐUSPの方程式

• 精神と肉体の両側面を同時に約10歳若返らせる健康の技術 - 巷で流
行しているノウハウとは180度異なるサプリメントと薬草学を取り入
れた最新の健康法を伝授

• 年収1000万円への最短ルート - 何にでも正しい道筋が存在します…
最短の時間と最小の労力で月に80万円以上を稼ぎだすテクニックを丸
暗記しておいて下さい...

• 他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開...

『お金の新聞』と言っても紙面が毎朝届く訳ではありません。

音声（MP3）を毎週1回お届けます

これまで私が勉強してきた経験上、
音声が最も学習効率が良いと実感しています。

携帯やiPodにいれておけば
通勤時間にでも勉強できます。

一般の人々がボケーと過ごしている間、
あなただけはヘッドフォンをして密かに



お金儲けの秘訣を学んで収入で差をつけて下さい。

購読者は年収1000万円プレイヤーなるために
必要なすべての音声が配置された以下のサイトを
何度でも訪れる事ができます。

ネットの繋がるパソコンやスマートフォンであれば
いつでもどこでも聞く事ができます。

お金、ビジネス、人間関係、健康など
毎週異なるテーマで効率的にお話していきます。

1回の音声は約50分です。

人間の集中力は50分が限界ですし
一度にあまり多くのノウハウを話されると
1つ1つをこなす事ができず、最終的に
何の結果も残せないで終わってしまいます。



毎週火曜日の夜8時に1回50分の音声をお届けます。

今回お金の新聞に参加してくれた仲間には
毎日『モチベーションコール』を送ります。

私は数年前まで商材を買い漁るノウハウコレクター
だったのですが、いつも挫折してしまうのは
途中でモチベーションが続かなくなってしまう
からでした。

もしノウハウの提供者が定期的に声をかけてくれたら
モチベーションが下がらず成功できたのではないか
という想いがありました。

そのためお金の新聞の参加者には
毎朝7時に以下のようなモチベーションを
キープするためのメールを送ります。

毎朝7時 ～モチベーションコール～



いつの時代どの国でも通用するマインドセットや
テクニックをメールで送ります。

借金まみれの状態から億を稼げるようになった
今も大切に思っているノウハウだけを厳選して
送ります。

あなたは毎朝モチベーションコールを見て
モチベーションをキープするだけでなく
毎日1つずつ脳に叩き込んで成功脳を
手に入れて下さい。

必ず人生が変わります。

お金の新聞の購読料金です

私のセミナーの料金は最低でも50万円です。

コンサルフィーも250万円以上頂いています。



ビデオや音声教材は最低でも10万円以上で
販売しています。

そのため昔から私の事をご存知の方は
この『お金の新聞』も相当な高額だと
予想されていると思います。

しかし今回は今までとは異なる目的で
新聞を発行するため信じられないほど
安い購読料に設定しました。

初月は300円です

まず300円で4週間分を聞いて下さい。

その上で1000万円が本当に稼げる
内容なのかを判断して欲しいのです。

300円で1ヶ月分の音声を聞き

「本当に年収1000万円をキープできるのか？」

を冷静にじっくり判断して下さい。

それから継続するかどうか決めて下さい。

続けるかどうかは今決める必要はありません。

あなたにリスクはありません。

2ヶ月目からは毎月3,950円になりますが
1回目の重要な部分だけ盗んで解約してくれても
構いません。



3,950円は読売新聞の朝夕刊セットの料金と同じです。

簡単に言えば、利権絡みのマスメディアに

ケンカを売ってこの金額にしています

汚染された新聞を解約してこのお金の新聞を
購読してほしいという事です。

初月：300円
翌月より：毎月3,950円

という信じられないほど安い購読料にしました。

数ヶ月に1000万円稼げるようになったら
気が向いたら私にお小遣いを下さい。

今回はこれで良いと思っています。

翌月からの購読料の引き落としは
参加した日の1ヶ月後になります。

- 5月1日に参加したら、引き落とし日は6月の1日
- 6月20日に参加したら、引き落とし日は7月20日

が、3,950円の購読料の支払日になります。

最初に必要なのはわずか300円だけです。

まず300円で私を試して下さい。

本当にお金の新聞を購読すれば
年収1000万円稼ぐ力がつくのか？



巷にあふれた教材と本当に違うのか？

冷静に1ヶ月かけてじっくりと
判断してみて下さい。

焦る必要はありません。

引き落とし日の7日前までにご連絡を下されば
引き落としを完全にストップさせますので
安心して下さい。

毎週火曜日に送られてくるメールに
解約専用のメールアドレスが記載されています。

「解約したいです」

とメールして下されば、サポートチームが
優しく解約の手続きをとってくれます。

本当に遠慮はいりませんので
必要だと思ったら1ヶ月分だけ盗んで
ズバッと解約して下さい。

思い切りも大切だと思います。

参加はクレジットカードのみとなります。

現在私は海外にいるため銀行振込の確認を
こまめにチェックできないためご了承下さい。

人数を限定するつもりはありませんが
いつかは申し込みのシャッターは閉めます。

「参加しない」という選択肢も良いと思いますが



参加した人が稼ぎ始めて、その人達のカモに
なってしまう可能性はあります。

現在のご自分の状況を冷静に分析して
今稼ぐ必要があるかどうかを判断して下さい。

幸せは誰も運んできてくれません。

待っていても訪れません。

自分の手で掴み取る必要があります。

私も頑張りますので、あなたも頑張って下さい。

以下の購読申し込みフォームから参加して
幸せを自分の手でつかみ取って下さい。

今、夢だと諦めている事はすべて現実になります。

一緒にがんばりましょう。

村上宗嗣
お金の新聞　購読申し込みフォーム：
⇒ http://project-zero.biz/su/regist.html　

追伸：随分と長い手紙になってしまいましたが

http://project-zero.biz/su/regist.html
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最後まで読んで下さりありがとうございます。

この手紙は『わざ』と長くしてあります。

ビジネスで成功する人の共通点に
『我慢強さ」があげられます。

我慢強くない人は絶対に成功できません。

ここまで読んでくれた人は恐らく
全体の1％くらいだと思います。

だから成功者はトップの1%と言われるのです。

ここまでを読み切った時点であなたは
成功するために必要は我慢強さを持っています。

お金を得るための第一関門を
すでに突破しています。

…

このレポートを出すまでに4ヶ月かかりました。

書くのに時間がかかった訳ではありません。

『出す』のに時間がかかりました。

私は年収1000万円までは1人でやってきました。

それから社員をいれました。

ビジネスパートナーと組みました。

約7年間パートナーと一緒に



ビジネスを行ってきました。

収入は恐ろしい勢いで増えましたが、
同時に1人でビジネスを行う強さを
失っていました。

構想自体は3ヶ月も前に完成しており
2ヶ月前にはほどんど書き終わっていました。

でも、怖くてなかなか出せませんでした。

「もし落ちこぼれを作ってしまったらどうしよう」
「誰も参加してくれ無かったらどうしよう」

などと考えて、出せませんでした。

一匹狼の強さを失っていました。

1人でやると良い事も悪い事もすべて
自分一人に降り掛かります。

クレームも全部自分1人にのしかかります。

ましてや言葉の通じない国に1人でいるので
ストレスを発散する方法がありません。

しかし

ゼロからビジネスをスタートさせるあなたも
こんな恐怖や不安と戦っているのだと思います。

私だけ逃げる訳にはいきません。

私は弱さも汚さも狡さも持っている人間です。



過去を考えたら、とてもまともとは言えません。

浮気をしまくり彼女を重度のうつ病にしました。

悪い組織にいて人を散々騙しました。 

随分と嘘をつきましたし、多くの人を傷つけました。

そして1人になって考えました。

もう一生分人を傷つけて嘘をついてきたんだから
残りの人生は良い事をして本当の事を言うしかない

そう思いました。

そしてこの『お金の新聞』を発行する事にしました。

まず、儲けて下さい。

お金は汚くありません。

汚いのはそのお金を使う人間です。

お金自体は無害です。

たくさんお金を稼ぎましょう。

お金を稼ぐ力を身につけましょう。

これから日本や世界がどうなろうと
あなたと大切な人を守れる貴重な
『資産』に必ずなります。

この新聞があなたの人生を変える
『きっかけ』になると信じています。



ありがとうございました。

お金の新聞を購読する（初月300円／翌月から3,950円）：
⇒ http://project-zero.biz/su/regist.html
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