


はじめに：

僕は20代後半でビジネスを始めて約3年間（26〜29歳）で2
億円稼ぎ、一度3年間全てのメディア媒体を消し去って表舞
台から離れていわゆるセミリタイア生活というものを送りまし

た。

今の時代では当たり前になっているインターネットを使ったビジネス

をして稼ぎ、

当時は労働時間月間にして2〜3時間だったとしても月収で100万円
を切ることなくそんな生活を6年くらい続けていました。

いつ何時考えてみても僕にとってお金が大事だと気付かされ
たのは幼少期の複雑な家庭事情からでしかない。

3歳か4歳の時に両親が離婚。

母は祖父母に僕を預けながら昼は保育園、夜はコンパニオン、夜中は

友達のスナックで働き僕を育ててくれた。

その後母が再婚をするが高校1年の時に義理の父が謎の失踪をした
ため最終的に祖父母の家にお世話になる。

母は働ける体ではなかったのもあるし、



祖父母がいなかったら僕はおそらく中卒で働いていただろう。

今でも祖父母には感謝している。

最初にお伝えしておくと僕は大学に行けなかったので学歴は専門学

校卒が最終学歴だ。

看護師として4年間働いたがそんな奴がインターネットを使ってセミリ
タイアしたなんて胡散臭いにもほどがあると思います。

なので・・・僕のことを信頼しなくて大丈夫です。

「怪しい…」「胡散臭い」と思いながら読み進めてください。

そして、僕はお金が大好きです。

全て包み隠さずに話しますが、この電子書籍を書いている理由もい

ずれあなたからお金を頂きたいのが本音です。

ですが、もしあなたが「セミリタイア生活」にほんのちょっとでも興味
があるのであれば僕の経験は役に立つと思います。

僕がどうやって20代後半にビジネス歴3年という期間でサラリーマン
の生涯賃金である2億円の収益を上げ、1度セミリタイアをして、また
ビジネスの世界に舞い戻ってきたのか。

ここで暴露しようと思います。



センスの良い人や家庭環境がよくて恵まれた環境にいる人じゃなくて

も、正しい方向で努力を積み重ねることができれば、1年でセミリタイ
ア生活は可能である。

そして、世の中超上手くいっている人以外はとんでもないくらいに

チートのノウハウが存在します。

僕はビジネスだとチートを使いまくったりしてきました。

ちなみにチートを使うのは強者ではなく、僕のような弱者のための戦

略でもあります。

弱くても強くなれますし、素手で戦うのではなく拳銃を持っているのと

一緒です。

それを証明しようと思います。

「セミリタイア」

＋

「自分の心に素直に従う」

僕の場合の「セミリタイア」の定義とは、

「自分の心に素直に従い好きなように生きるために必要なお

金を不労で得ること」



という状態と定義します。

つまりは僕の理想としては、好きな時に仕事ができて嫌な人間関係

も遮断ができて、嫌な仕事をしないで収入を得る状態。

理想の生活を過ごすために、労働収入が1秒も必要ないこと。

汗水垂らして身を削って労働する事」というのはサラリーマンを洗脳

するためのイメージなので1度それは忘れて下さい。

この電子書籍は人生から

「自分の心に素直に従い好きなように生きるために必要なお金を不

労で得ること」

というのが最終目標です。

この電子書籍は、

・家庭環境最悪

・学歴は普通（看護専門学校）

・職歴：看護師歴4年
・人脈0
・スキル0 （パソコンの授業ついていけませんでした）

そんな僕が、看護師時代の七夕で「不労所得が欲しい」と書き先輩に

笑われそれを求めてどのように達成してきたのか。 その全てを書き
記すものです。



まず軽く僕のプロフィールを紹介すると・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

21歳：看護師として 人間関係、仕事のストレスによる頭痛でロキソニ
ンが手放せなくなる

22歳: パチンコに出会い30万勝ったり50万負けたりする。

23歳：パチンコにのめりこみ勝つために模索する日々。

24歳：パチンコが副業になる。ネットビジネスという言葉を知った24
歳。

25歳：アフィリエイトで月20万円達成するもアカウント停止処分とその
手法が終焉を迎えて絶望を経験する。

26歳：看護師を退職して半年パチンコ生活しながらアマゾン輸出を開
始。転売の労働に疲れすぎてアフィリエイト開始。

27歳：あるアフィリエイトで初月で52万達成する。仕組み作りと組織
化をしてほとんど働くことなく「年収8000万円」達成しタワマン生活開
始。自分が最強だと勘違いして天狗になる。

28歳：完全に働かずに月収100万円切らなくなり、メディアを削除して
表から姿を消してセミリタイア生活をする。仮想通貨で3500万円儲
かってみたり、毎晩飲みに繰り出し急激に太り出して20代にもかか
わらず痛風になる。投資詐欺にも遭う。

30歳：完全に暇になりすぎたので筋トレやったりゴルフ始めてみたり
人と会うようになったり、年商150億の人のセミナー参加してみたり復
活してメディア作ってみたり。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・・・それでは本題に入っていきます。

複雑な家庭環境でいい大学に

行くことで

将来の収入に直結すると思っ

ていたので

一瞬にしてその道が閉ざされ

て絶望。

祖父「大学には行っても意味がないから手に職をつけろ」

母の2度の離婚の末に祖父母に育てられたので大学に行きたくても
行けない家庭環境であったため僕の中では当時いい大学に行くこと

で将来の収入に直結すると思っていたので一瞬にしてその道は閉ざ

された瞬間を今でも思い出す言葉。

当時、残された道はそのまま就職するか資格の取れる専門学校に

行くかの2択のみ。

「大学に行ってから好きなことを見つければいいや」

「とりあえず大学に行く」



という友人たちを横目に僕は高校3年生の夏に職業一覧がわかる分
厚い本を擦り切れるまで読み込んだ。

わかったことは給料のいい職業はほぼ全て大卒だった。

でも、その中でもなんとか見つけた職業が看護師である。

・夜勤で稼げる

・専門学校の学費が安い（僕が行ったのは学費が年間30万円）
・寮がある（一人暮らしできる余裕がないので）

・なんとなく世間体もいい

・資格だから途中離脱しても戻れる

「看護師になって自分でお金を稼げるようになってから好き

なことを見つけよう！」

そして、看護学校に入学して母親に辞めたいと時折弱音を吐くも地

獄の実習を終えて国家試験になんとか受かる。

就職、そして奨学金と

祖父への返済生活スタート



附属病院の奨学金を借りていたので就職先を探すまでもなく必然的

に附属病院へ御礼奉公。

看護師として就職をしたことで病院の奨学金と祖父へ返済する生活

が始まった。

具体的には病院へは給料から1万円が天引きされ、病院を辞める場
合は一括返済という縛り。

祖父母へは毎月2万円とボーナス時に15万円返済。

給料は一般的にもらえる人と同じくらい貰っていたので毎月20万円。

その中から返済しているので使えるお金も少ない・・

「・・・マジでお金を好きに使えない！！」

おまけに夜勤の業務が辛すぎて夜勤の度に頭痛が止まらなくてロキ

ソニンが手放せなくなっていた。

夜勤は基本的に16時から9時までの17時間の拘束となっているが
15時までには病院に行かないといけないし、普通に終わるのも12時
すぎるのも当たり前だった。

ましてや僕が働いてた病院は残業代が一切出ない病院でした。



残業がしたくないから頑張って早く仕事を終わらせたとしても終わっ

た人が残っている先輩に「何かやることはありますか？」と聞かな

きゃいけない風習があって仕事が遅い人の残りの仕事をこちらが負

担しなくてはいけなくて個人的には地獄でした。

「残業代出ないのに仕事を早く頑張って終わらせる意味・・・」

当時尊敬していた医者に「とりあえず3年働けば色々見えてくる」とい
うアドバイスをいただきますが、僕には何も刺さらず。

「このまま何十年間もなりたくてなった訳ではない仕事をして給料の

ためだけに働く人生なんて本当に嫌だ」（看護師としての夢ややりが

いと持って働いている人ごめんなさい）

そんな日々が続きました。

最終的に副業になった

パチンコとの出会い

ある日、ゲーセンのメダルゲームで大量に当たってメダルゲームが

出てくる台に遭遇する。



これはその時の実際の画像。

「これがお金に変わるのならマジでいいなー」

この日から僕のある意味人生を変えることになったとも言えるパチン

コ生活が始まる。

僕はインターネットビジネスをする前に副業としてパチンコで稼いでい

た過去があります。

最終的には稼げるようになりましたが最初は単なるパチンコ中毒者

です。

看護師だけを何十年間も続けるのは、僕には正直厳しすぎました。

「俺の看護師生活は何か間違っているはずだ」



看護師としての過度のストレスから、本能がそう直感で体に訴えか

けていました。

・・・そもそも僕には一般社会で適応できるような精神力は備わってな

いです。

社会不適合者だったと断言できます。意志もハッキリ言って弱いで

す。

そこからパチンコにのめり込む生活が始まりました。

1円パチンコから始まりなんとなくやり方を覚えてから仕事が終わった
らパチンコにハマる毎日。

仕事中もパチンコの効果音、当たった時に流れる音楽が脳内を駆け

巡るレベルで中毒になっていました。

朝からパチンコ屋に並ぶこともしたし、パチンコだけが唯一の楽しみ

でした。

月に30万勝って翌月には50万負けるような生活をしたときにふと気
付いたのが

「このままだとやばい・・・」

僕はパチンコが楽しくてやめられないから勝てるようにしようと目論み

ました。



当時のインターネット検索ではまともな情報はほとんどなく詐欺商材

ばかり扱われていたと思います。

インターネットで「パチンコ　勝ち方」と検索してみたり、勝っているで

あろうブログ発信者のブログを読み漁ったり、勝っている友人にやり

方を教わったり。

結果的に勝てるようになった秘訣は勝っている人のブログを

読み漁り、ブログからコンタクトを取り直接情報を取りに行っ

て自分で試行錯誤をした結果。

半年くらいかけて月単位で負けなくなりました。

今だから言えますが本当の稼ぎ方って体感するまで少し時間が掛か

ります。

パチンコの正攻法での勝ち方はたったの1つしかありません。

簡単に説明すると1000円でよりたくさん玉が入る台を打つ。

あとは節玉（玉を節約すること）余分な玉を打たないようにしながら大

当たり中に玉を増やしていく。（捻り打ちや止め打ちという技術介入）

ただのこれだけです。

打てば打つほど確率に近い数字が出るので紛れもない事実です。

いわゆる期待値が高い台、つまりは理論上は勝てる台というのを時

間の許す限り打つ。



そして、1日の勝ち負けに一喜一憂することなくひたすらにやり続ける
ことがパチンコで稼ぐたった1つの方法なわけです。

ですが、お店側も利益を出すために理論上勝てる台が置いてある数

は限りなく少ないです。

当たり前ですが理論上勝てる台しか置いてなければお店は潰れてし

まいますからね。

本気で勝とうと思うのであれば勝てる台のあるお店を探して、または

パチプロ（同業者）がいるお店なのかを判断するために足を使わない

といけません。

明日打つ台が毎日同じところにあるとは限らないんですよ。

ちらほらライバルもいます。

やることは簡単で単純ですがハッキリ言ってかなりめんどくさいです。

副業だったので短時間で投資金を回収出来ないことなんてザラにあ

ります。

毎日回転数だったり当たった回転数全てメモして終わった後に計算

もします。

僕はパチンコが大好きだったのでここまでやり込めました。

そんな面倒なことをやって2年間でパチンコの収支は300万円を越え
ました。



時給にすると1,385円なのでそこそこのバイトくらいにすることが出来
たのです。

多い月で月35万円少ない月で月5万円だったので、
5万〜35万くらいの振り幅で副収入となっていました。

実際、時給換算すると微妙だったりします。副業だったのでこれは

しょぼいです。

パチプロからは「こいつ時給少なっ！！！」って思われる時給で
す。

パチンコ中毒を逆手に取って辞められないなら勝ってやろうと目論ん

で良かったとは思います。そして、パチンコから僕はさまざまなことを

学びました。

パチンコの成功体験から



他に副業がないか模索して実

践した結果

看護師での給料以外にもパチンコで月平均10万くらい稼げるように
なったので月に30万円くらい稼げたら脱サラできるというゴールを設
定して仕事してパチンコして帰ってきてから夜な夜なカチカチ慣れな

いタイピングをして調べてみた。

「副業　脱サラ」「稼げる　副業」「お金　稼ぎ方」などです。

調べた結果、

・インターネットビジネス

・せどり、転売、物販

・FX、株、不動産の投資
・競馬、パチンコなどのギャンブル

・MLM
・アフィリエイト

（当時はコンテンツビジネスという言葉もYoutuberすらまだありませ
んでした）

とりあえずいろんな種類が存在することを知りました。

インターネットを使って稼げるという”インターネットビジネス”というモノ
に魅かれ、



当時は「ネオヒルズ族」が流行っていてその動画をひたすらに試聴
して

ブランド品を身に纏った連中が動画内で

「六本木のタワーマンションに住んでます」

「インターネットを使って年収2000万円です」
「ウハウハです」

みたいな感じで成功者アピールをしているのを画面の向こう側で指を

咥えて見てましたね。

普通の人が思う感情は

「こいつら怪しすぎるでしょ！！」

「胡散臭すぎる！！」

「どうせ詐欺でしょ！！」

という感情よりもどちらかというと

「こういう世界あるんだ、ふーん」くらいのノリで

自分とはかけ離れていて全く関係ない気持ちでいました。

今では超有名なYouTuberのHもその頃インターネットビジネスやって
たみたいで見たことあります。笑

これがインターネットビジネスという言葉だけを知った時です。

ただそのまま時間がひたすらに過ぎていき1ヶ月、2ヶ月と経過してし
まいました。



「パチンコで稼いでいるし結局なにから開始していいのかわからな

い」って感じでね。

パソコン苦手な素人がインターネットを使って何かするってこと自体

性に合わないって感じてなにがなんだかマジでわかりません。

今すぐにでも脱サラしたいからお金を稼ぎたいけど、何から開始した

らいいのかわからない」

「パチンコで稼いでいる妙な自信とパソコンが苦手だという理由で現

状維持万歳」

という感情で、ただただ時間だけが過ぎ去ってしまいました。

副業が存在する。

知っているという理由で時間だけが経過していましたがある日、今は

もうかなり懐かしの「mixi（ミクシー）」でたまたま飛んできたメッセージ
で副業に興味ありませんか？とメッセージを頂いたのが1つのきっか
け。

「興味ありまくりです！なんなら探してます！」

てな感じであれよあれよと何がなんだかわからないけどそこで紹介さ

れた人にビジネスコミュニティの説明を受けて稼げるならなんでもや

りますよという精神で20万円のコミュニティに参加。

全くパソコン音痴の僕はMacのタイピングアプリでブラインドタッチか
らスタート。



そこではなんとなくビジネスについて教えてもらったりカフェで8時間
つきっきりで色々お世話してもらっていたが全く稼ぐことなく3ヶ月が
経過。

mixiの自動メッセージツールを使ってmixiの自動メッセージツールを
販売するということをやってみたり。（1つも売れなかった）

それを皮切りにmixi経由で様々な人の話を聞きに行ったり誰しもが
知っているMLM（アムウェイやニュースキン）のセミナーにも参加した
り、似たような類のものに何度も勧誘されるも看護師という不定期な

職業柄決まった日時の集会とかに出れないし人怖いしで辞める。

（僕は集団行動も縛られるのもかなり苦手です）

半年経過したくらいで懲りずに自動集客システムを取り扱うコミュニ

ティに100万円払って入会するも、言われた通りの作業をしたはずが
1万2千円しか稼げず萎える。（一応少し稼げた）

ビジネス開始1年が経過しようとしていた。
稼げるノウハウがあればなんでもやってやる精神だった僕はあるとき

参加していたコミュニティで主催されたフェイスブックを使ったアフィリ

エイトに挑戦する。

その後、フェイスブックを使った枝葉のノウハウで結果的に単発だが

アフィリエイトで月20万円稼ぐ（参加費2万円）

仕事とパチンコ以外の時間にアフィリエイトに本気で取り組んでみま

した。

7時〜17時まで仕事に行き、18時〜22時までパチンコに行き、0時〜
3時までアフィリエイトの媒体作りをしている状況。



2ヶ月間ひたすらにアカウント作りに励み12万フォロワーを達成。

おろるおそる初めてのアフィリエイトしてみたら

「確定報酬8万円」
「これで脱サラできる！！！」

と意気込んだも束の間、数ヶ月後にはアカウント停止処分にされ単

発で稼いだアフィリエイトとおさらばする事になる。

　「　5月　0円（媒体作り）
　　　6月　0円（媒体作り）
　　　7月　8万円
　　　8月　20万円
　　　9月　20万円
　　　10月　0円（アカウント停止で再起不能）　」

この時本気で絶望したことは2度と忘れることはないだろう。

リスクヘッジをしていなかった自分を本気で殴りたかった。

1週間は何もやる気が起きずにパチンコにすら行けなかったのだ・・

「自分が働かなくても収入が入ってくる不労所得が欲しい」

と書いた七夕の日を思い出しました。



ここまででビジネス開始後、1年半が経過していました。

547日以上も僕は毎日のように失敗をしてきました。

職場でも同僚や上司と価値観が合わなくなってきているのを感じてい

ました。

実はすでに今年度限りで

看護師を辞める

決断をしていました。

僕は色々と看護師としては限界がきていたのですでに辞める決断を

していました。

解放されたい気持ちと今後の生活に対する不安と両方ありました。

実際パチンコで月に10万〜15万でギリギリの収入しかありません。

ただなんとかなるだろうと思って、病院を辞める手続きを済ませた状

態でした。

周りには「ネットで食ってくぜ！」と言いふらしていた手前、



「このままだとマジで食ってくことなんて無理」

という不安がついてまわりました。

インターネットビジネスに片足を突っ込んで引くに引けない状態で

あった僕に今考えると転機とも捉えられる人とのちょっとした出会い

があった。

ある患者さんとの出会いだ。

当時25歳くらいの患者さん（Jさん）が個室に入院してきて入院のカル
テには自営業と書いてあったし若いのに個室（1万/日以上する部屋）
に入院していたので僕が一方的に興味を持っていたが歳も近かった

ので運よく少し仲良くなったのだ。

実はその患者さん（Jさん）はある国の両替所を運営していたり20代
にして年収億越えの経営者だった。

たまたま話をした時の抜粋。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Jさん「なんで看護師になろうと思ったの？」

フミヤ「あ、えっと世間体的にはいいと言いますか箔がつくかなって」

Jさん「雇われてると大して稼げないのに世間体とかいらなくね？俺
は確実に稼げるものを　　　　選ぶよ」

フミヤ「言われてみればそれは間違いないです。」



Jさん「なんか看護師辞めたいんだっけ？副業やってるんだっけ？ど
うなの？」

フミヤ「いや、ぶっちゃけかなり微妙です・・単発で20万円稼げたこと
はありますがそれっきりです」

Jさん「言っとくけど稼げてない自分の脳みそだけで考えて作業してた
ら意味ないよ」

フミヤ「ん？それってつまり？」

Jさん「まず君の脳みそでで考えた結果が今の君の状態で君のレベ
ルなわけね」

Jさん「今の自分の脳みそで考えても、確実に君は一生そのままね。
自分の脳を信頼しない方がいいのと、効率のいい稼ぎ方に変えた方

が良いし、資産を持たないと」

Jさん「単発で稼げたけどそれっきりということは枝葉のノウハウで流
行りが終わったら終わる物だからビジネスの原理原則とか勉強する

べきだよ」

フミヤ「なんですか！それ！？（資産、原理原則とは・・）」

Jさん「あ、自分一人で考えた結果全然稼げないなら、自分の脳味噌
で考えるのを一旦諦めたほうがいいし、そもそも稼ぐやり方すらも間

違っているかもね」

フミヤ「おっしゃる通りだと思います」

Jさん「あとは自分より結果が出ている人の言うことを聞くなり、毎日
知識に時間とお金を投資しまくらないと無理だと思うよ。でも頑張って

ね。」



フミヤ「ありがとうございます」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その話の翌日に僕は仕事が休みで次の出勤時にはJさんは退院し
ちゃってたから後にも先にも最初で最後のアドバイスでした。

本当に感謝しています。

パチンコで結果を出したとはいえ、思い返してみれば僕は小学校か

ら高校までTHE平均の成績だったしそんな僕が

「俺は脱サラして成功してやるぜ！」

とか確かに難しすぎる話だと思います。

そもそも結果を出し続けられてない「平凡」な脳みそで考えて も「平
凡」な結果しか生まれませんから。

今まで全てのことが中途半端だった僕に、突き刺さるような言葉でし

た。

経営者のJさんから言われて、僕の中ではパラダイムシフトが起きた
感覚だったのを今でも鮮明に覚えています。

「枝葉のノウハウや裏技で一時的に稼ぐのではなく、自分の

代わりに働き続ける資産がほしい」



「そのためには今の延長線上に輝かしい未来はない」

看護師を退職後、パチンコでギリギリの生計を立てながら今後の計

画を練っていました。

なんとか稼げればとパチンコの合間に当時流行っていたAmazon輸
出をやりましたが梱包、発送、クレーム処理、顧客へのメールの返信

をする日々。

最高で月利30万を出しますが、

・・・6ヶ月で限界を迎えました。

Jさんとのやり取りを思い出し「成功者から素直に直接学ぼう」と思い
立ちます。

そこで 「1年前に稼げるアフィリエイトを教えてくれた憧れの人に直接
学ぼう」と決意し、コンタクトを取り幸いにもFBアフィリエイトで実績を
出していたので覚えていてくれて彼の元で仕事を手伝いながら彼の

立ち振る舞いだったり考え方を盗み取りました。

一時期はその人の音声教材をほぼ24時間聞くようになりましたし、
その彼が配信しているブログ記事、メルマガは全部暗記するほど読

みまくりました。

そこで得たものは僕はもともと稼げるノウハウがないのか必死で探し

ていましたが、

なんちゃらアフィリエイトで稼ぐとかの枝葉のノウハウやテクニックで

稼ぐのではなくビジネスが未来永劫繁栄するためのそもそもの「原理

原則」や「本質」でした。



ネット上に出回っているその情報のほとんどが流行りだったり一時的

にしか通用しないものであることを僕は成功者のそばにいることでわ

かったのです。

そして、彼の周りにいる人が絶賛稼いでいるネット上だと出

回らないようなネタを仕入れさせていただき「裏技のような非

道徳アフィリエイト」でなんと初月で52万円を達成する。

ネットの情報や単なるオンラインサロン、コミュニティに参加していた

ら絶対に知ることのできなかった情報だったので

「マジかよ！！！！！」 と自分でもびっくりしていました。笑

自分でも信じられないくらいの報酬額だったので報酬画面を1時間毎
にチェックしていたのを覚えています。

そして今まで教わった原理原則に従い単発で終わらせないためにも

学んだ思考や僕なりの体験を添えてコンテンツにしてまとめたものを

販売したり、コンテンツホルダー（このノウハウの持ち主）として教え

た人に売ってもらったりしてました。

気がついたら最大で月2200万円（よく月収700万と謳ってますが実
際はこれくらい）を稼ぐほどになりました。

27歳で月2200万円稼ぎ、



セミリタイア生活

僕はお金持ちがしそうなことは全部一通り経験してきました。

東京の都心で37階建て家賃駐車場代込み391,000円のタワーマン
ションに住んでみたり、



年に何度も海外（シンガポール、香港、マカオ、ラスベガス）に行きカ

ジノで豪遊してみたり、（※写真の人物は後輩です）

夜の街でシャンパンタワーをやって一晩で350万円使ってみたり、
ロレックスやハイブランドを一通り買ってみたり、

10キロ太って痛風になったこともありました。笑

とりあえずセミリタイア中は誰もが想像できるような「金持ちがしそう

な行為」を一通りしてみました。



これらの経験を通して最近ではインスタでも出てくるようなキ

ラキラした生活をしたとしても大して幸せではないことに僕は

気付きました。

それもあって今はどんどんセミリタイアできる仲間を増やすことやだっ

たり事業に対してお金を使っています。

キラキラした生活をしたとして

も大して幸せではない

このことに気付いてからは、

セミリタイア生活を辞めて自分がやりがいがあると思った仕事をする

と決めました。





合宿を開催したら感謝のお手紙を貰ったり、仲良くしていた経営者の

方の合宿に呼ばれて話しているだけで感謝されたり、









こんな感じで幸福度の高い日々を送っています。

・・・ここまでが僕の「セミリタイア」までの物語です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今現在はお金のために働くというよりも、仲間と楽しくいくつ

かのビジネス（事業）を作ったりしています。

人生における幸福度が高いとひしひしと感じます。

セミリタイアを実現している人

たちの

たった一つの共通点。

ここからはフミヤが6年間もの間、月収にして100万を切ることがない
「秘密」を暴露しようと思います。

7年間もビジネスをしていると、「月収2200万円」とか達成する時もあ
りましたが、今は200万-400万円が安定して入ってくる感じです。

そして「7年間の仕組みで稼ぐ」ことを通じて、この業界で稼ぎ続け
ている人に沢山出会ってきました。



単発で稼いでいたことがある人は腐るほどいます。

現に僕も単発で稼いだことがある1人でした。

SNSを開けば◯◯ヶ月で月収◯◯◯万達成とよく見かけると思いま
すが、

果たしてそのうちの何割がその数字を継続し続けているでしょうか？

おそらく1割にも満たないんじゃないかなと思います。

稼ぎ続けている人には絶対的に共通点があります。

・・・その秘密は、

「自分の代わりに働く仕組みを作ることに集中している」

です。

もう確実にこれしかありません。

瞬間最大風速で稼ぐような一発の利益ではない。

僕を含め、セミリタイアを実現している人たちはやればやるほど積み

上がっていく「資産」のような「仕組み」を作りまくっています。

もっと言うと僕はその共通点に気付いてからはいつでもどこでも「仕

組み」を作ること。



「仕組み」のための知識、スキルにだけ焦点をあてて学んできまし

た。

まず「セミリタイア」をするためには「自分の代わりに労働してくれる仕

組み」は絶対に避けては通れないことを理解して下さい。

やはり本当の金持ちは働きません。

労働収入には限界があることを説明しますね。

「労働収入」には限界があって

絶対に真の

お金持ちにはなれない

まず結論から言ってしまうと、「労働収入」ではお金を稼ぐことはでき

て も、「お金持ち」そして「時間持ち」になるのは不可能です。

例えば年収2000万円を目指すとします。

バイト。

投資。

転売。

アフィリエイト。



コンテンツビジネス。

働き方や稼ぎ方にはさまざまな種類がありますよね。

しかし、「時給労働で2000万円稼げるのか？」と考えてみるとやるべ
きことが見えてきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■1ヵ月間無休で24時間働いたと仮定して稼げるのが月換算で
1,440,000円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時給2000円というのは割と高額なバイトで仮に不眠不休の24時間
体制で働いた場合。

稼げる金額というのは144万円 /月。1728万円/年。

実は年収2000万円には届かないのです。

また、無謀かつあり得ない話は置いといて、この時給2000円という
比較的割のいい仕事で現実的に可能な1日8時間、1年間無休で働
いたと仮定しましょう。

この場合、576万円/年です。

一般的な人に多い例が時給1000円、1日8時間、週6日で年収250
万円だと思います。



もちろん、夜の仕事等で高時給の仕事もありますが、一生働くという

前提条件の元に話しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

僕が何を言いたいかというと自分の時間を売る、すなわち労働力を

売るという「労働収入」の限界と現実であるということ。

お金が欲しいなら、「時給労働」をやめないといけないという

こと。

労働収入ではない収入源を得ることができなければ、一生お金持ち

にならないのです。

とするならば、最初は時給0円だったとしても、ネット上に自動販売機
のように、一度設置すれば売れ続ける仕組みを作っていく。

そうして「自分の代わりに働いてくれる仕組み」を作っていくことが絶

対に必要ということ。

ただ「仕組み」と聞いて、イメージしやすいのは、

・不動産

・投資

・人を雇って働いてもらうこと

の3つだと思います。

しかしこの3つは、「潤沢な資金が必要」 となります。

・・・当たり前の話です。



不動産なんて1000万円以上が最低でも必要だし、株でさえ200万、
300万円投資したとしても全然稼げないと思います。

そんでもって「人を雇う」とか僕にとって最もリスキーだし無理すぎると

思っていましたし、あなたもそう思うと思います。

その中でも「自分の代わりに働く仕組み」で手っ取り早く行えるのが

「インターネット上に資産（コンテンツ）を作ること」

です。

これによって僕はセミリタイアをスタートしました。

コンテンツとはブログ、Youtube、メールなどの文章、動画、音声を
指します。

ブログやYoutube、この電子書籍も含めると、1回でも作っ
てしまえば、あとは放置で勝手に読んだり試聴したりできま

す。

ブログやYoutubeが勝手に人を集めてくれて、メルマガやLINEで信
頼関係を構築していき、 商品が勝手に売れていきます。

仕組みを作ることが出来れば自動的に収入が増加していくわけで

す。

コンテンツを作るスキルを知れば、あとは繰り返し作業するだけ。



ブログやメルマガ、Youtubeなどのコンテンツ（資産）が僕の代わりに
24時間365日、自動で働き続けてくれて営業してくれます。

その積み上げをしていった結果、自分が1秒も働かなくても稼げる状
況が完成する。

ただ「コンテンツを作るスキル」と聞くと難しく感じるかも知れません

が、 僕がやっていることは非常にシンプル。

コンテンツ作成にも決まったルール（型）があるのでそれに則って作

成しているだけです。

（※コンテンツ作成の型は後日話します。）

コンテンツ作成って難しそう・・・と思うかもしれません。

僕が行ったセミリタイア方法は非常にシンプル。

（1）知識、経験、スキルを学ぶ。
（1”）実績があるまたは実績を出す（物販、アフィリエイト、恋愛）
　⬇
（2）コンテンツとして情報発信する。

この繰り返しです。

（1）知識、経験、スキルを学ぶ。➡（2）コンテンツとして情報発信す
る。

（1”）実績があるまたは実績を出す（物販、アフィリエイト、恋愛）➡（2
）コンテンツとして情報発信する。

近年は（1）➡（2）を教える発信者が多いですが（1”）➡（2）は昔から
の王道でもあります。



僕はこれらを極めた結果、今の人間関係、感情、精神、マインド、経

済状況が手に入りました。

このビジネスモデルを「コンテンツビジネス」と言います。

そして僕は自分で売る商品、知識、経験、スキルがなくても可能な他

人の商品を紹介していく「アフィリエイト」からスタートしました。

これからネットビジネスで稼ごうと思っている初心者の人や副業を探

している人が気をつけなければ行けないことは、

正しいちゃんと稼げるビジネス

モデルを

選定しなければいけない
ビジネスではどのビジネスで取り組むのか？という視点も必ず重要

です。

どんだけ気合が入っていても、寝る間を惜しんで死ぬ気で作業したと

してもたったの1円すらも稼げずに諦めざるを得なくて

「やっぱりネットで稼ぐなんて無理なのか」となってしまう可能性もあり

ます。

僕自身が飛躍的に成功できたのも理由があって、

僕の成功パターン。



（1”）アフィリエイトで実績を出す➡（2）コンテンツとして情報発信す
る。

先ほど説明した成功法則に則っています。

知識もスキルも経験もなかった初心者の僕が具体的に何から始め

ればいいのか。

その答えは「アフィリエイト」であると断言できます。

僕からしたらこれがチートです。

アフィリエイトとは直訳すると”提携する”という意味があり、簡単に説
明するとネット上で企業の商品を代わりに売ってあげること。

売れたらその商品の売上の一部がアフィリエイト報酬として貰える仕

組みです。

ちなみにアフィリエイトできる商品はめちゃくちゃ大量にあります。

クレジットカード、健康食品、美容系の商品、結婚相談所、青汁、車

の査定、

証券口座開設、ゲーム系のアプリ、看護師の転職相談etc・・・

アフィリエイトを知ると正直この世のありとあらゆるものがアフィリエイ

トなんじゃ・・

と思うくらい実は商品があります。

アフィリエイトから始めることで世の中の仕組み、全てのビジネスに

応用ができると僕は思っています。



そして、アフィリエイトは商品を仕入れて在庫を抱える必要もないし、

初期費用も固定費もほとんどかからないからリスクがほとんどない状

態で始められます。

つまりは、ハイパーコスパのいいビジネスってことです。

最速最短で収益化が可能であ

るアフィリエイトの

やり方とは？
アフィリエイトと言っても、種類がさまざまあり、どれを選ぶかによって

稼ぎやすさや稼げるまでの時間が変わってくるので注意も必要で

す。

・一般的なサイトアフィリエイト

サイトやブログを立ち上げて記事を書いていって、ネット検索経由で

アクセスを集めてサイトやブログに訪れた人に商品を紹介する。

・PPCアフィリエイト
広告費を支払うことによって強制的にアクセスを集めて集まった人に

何かしらの商品を紹介する。（一般的なサイトアフィリエイトに広告費

を掛けて直接人を集めることが可能。）

・流行りのYouTube
YouTubeに動画を投稿して、アクセス、試聴回数に応じて報酬が支
払われる。



・SNSアフィリエイト
SNS（FB、Instagram、Twitter、アメブロ等）を運用して見込み客に
商品を紹介する。

正直、稼げるならなんでもいいと思う。

「あの手法は古いから今はこれ！」

みたいなわざわざ自分のところに誘導するためにやる流行り廃りに

左右されるようなことを教える気は毛頭ないので、

全てやったことがある僕が1番オススメするとすればSNSアフィリエ
イト一択です。

僕が初めて月20万稼いだア
フィリエイトもSNS（FB）だし、
初月で52万稼いで稼ぎ続ける
きっかけになったのもSNS（

Twitter）のおかげです。

僕自身が飛躍できたきっかけであることも間違いありませんし、2016
年〜2021年まで教えてきて独立していった教え子達が成功していく
きっかけになった手法だとも言えます。



SNSは拡散力が凄まじいので1投稿で10万にフォロワーが増えたと
か当たり前にある世界ですし、僕は過去にFBページ（FBの誰でも作
れる企業ページで友達の上限がない）を作った時もわずか2ヶ月で
フォロワーが12万人なった経験もあります。

バズを意図的に起こしてました。

SNSの利点は収益化までのスピードが異次元に早いこと。

そのため収益化までに必要な工程が他のアフィリエイトや副業に比

べてかなり少ないことにあります。

「いいから早く！！！」という声が聞こえてきそうなので進みます。

極論ですが、超完結パターンだと

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・Twitterの1投稿
・売りたい商品を紹介する記事1記事
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これらを用意するだけでも稼ぐことができます。

あとは拡散グループでお互いのツイートを拡散し合うグループに入っ

て、自分の記事を拡散してもらうだけで収益が上がる。とか。

他にもnoteやBrainを売っても良し。

※「＃拡散グループ」と検索を掛けてみて下さい。

また、拡散グループ以外にも意図的にバズを起こす方法があって

・プレゼント企画



・見込み客となり得る人へのフォローやリプライ

・インフルエンサーに絡んで拡散してもらう

こういった方法でSNSではお客さんを集めるための方法はいくつもあ
るわけです。

拡散した結果、アフィリエイト記事に1日10人が来てくれたとしましょ
う。

1人当たり1,000円の商品単価だったとしても
そのうちの3人が商品を購入や何かしらの登録をしてくれた場合、

1日の売上は3,000円。1ヶ月で10万円近い金額を稼ぐことが出来ま
す！

人さえ集めることが可能であ

ればビジネスは

成り立ってしまう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・Twitterの1投稿
・売りたい商品を紹介する記事1記事
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これでビジネスは成り立つし、

更にもう一段階レベルアップして考えると

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・LP（ランディングページ）1個



・メールや公式LINE）1通、
・商品（アフィリエイトでも可）1個
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

立派なビジネスの完成です。

そして極論、ツイッターだけでもアフィリエイト（ビジネス）完結できるよ

ねという話です。

また、補足になりますがTwitterは簡単に無料で自動化する方法も
あって、

僕が使っているツールは

http://twittbot.net/

これによって勝手に毎日自動で呟いてくれるようになります。

探せば沢山ツールがあります。

こんな感じで僕はあらゆるところで収益が発生する仕組みをいくつも

持っています。

ただし、本当に大事な本質も話していきます。

ビジネスで稼ぐために

http://twittbot.net/


必要な本質。

先ほど人さえ集めてしまえばビジネスは成り立つと話しました。

ですが、ただ集めるだけ。フォロワーの数を増やす。アクセス数を稼

ぐ。

それ「だけ」では意味がありません。

その数字だけ増やしていったとしても長期的に稼げるとは限らないか

らです。

なぜなら僕がFBアフィリエイトで稼いだ時に12万のフォロ
ワーがいたのにも関わらずたったの20万円しか稼げないと
いう失敗を犯しているので断言できます。

上手くマネタイズ出来ていない上にアカウントも凍結されて

再起不能にもなりました。

1番大事なのはできるだけ多くの見込み客が商品を買ってく
れる「仕組み（資産）」があること。

人を集めてビジネスは成り立つし、数の暴力で稼ぐことも可能なんだ

けど、そこを極めるよりも「売れる仕組み」を作る方が未来永劫続く普

遍的な全てのビジネスに共通する原理原則です。



どれだけアクセスを集めても商品は売れなかったり、売れても思った

ような数字にならなかったりするわけです。

そのために大切なことを今から話していきます。

「ただ稼ぐではなく、

資産持ちになれ」
・稼ぐこと

・資産を持つこと

この2つには大きな差があります。

例えば、僕の祖父は定年前は月収100万円稼いでいたらしく昔はお
金持ちだったそうです。

祖母も「昔は億の貯金があった！」 と過去の話をすることがありま
す。



今では祖父は亡くなってしまいましたが、癌になった時に保険に入っ

てなかったみたいで度重なる手術でなおかつ定年後の年金生活だっ

たのでそのお金は当然ありません。

その逆で「昔は資産家だったんだよね！」という人は見たことも聞い

たこともありませ ん。

何が言いたいかというと資産を持っているということは、

ずっと「セミリタイア生活」が続けられるということです。

「資産」と「お金」

の違い
まず「お金」はご存知の通り、僕らが生きていくためのツールでありモ

ノやサービスとの「交換」ツールです。

そして「資産」とは何か？ということですが、

資産にも種類がありますが大事なのは2つあります。

内的資産（ないてきしさん）

外的資産（がいてきしさん） の2つです。

わかりやすいのが外的資産で、「自分の代わりに稼ぐ仕組み」です。



不動産、株、コンテンツ（僕らのやるべきこと）などがこの「外的
資産」に当てはまります。

自分が労働しなくても儲かる仕組み。

セミリタイアで目指すものですね。

これが外的資産です。

実はこの「外的資産」は 「内的資産」から作られるものです。

「内的資産」は絶対に盗まれることのない知識、経験、スキ

ル、ノウハウ。

このような「内的資産（知識、経験、スキル、ノウハウ）」を蓄えること

で、「外的資産」が完成します。

つまり「内的資産（知識、経験、スキル、ノウハウ）」を強化すること

で、「自動で稼ぐ仕組み」が完成していくということです。

逆に「内的資産（知識、経験、スキル、ノウハウ）」がそのままでは、

お金を稼ぐことは出来ても稼ぎ続けることは不可能。

「・・・よし、まずは誰にも盗まれない脳みそ鍛え上げよう」

僕は運よく稼げるアフィリエイトを教えてくれた憧れの人の側にいたと

きにそれに気付いて今まで単発でしか稼げなかった理由はこれだと

やるべきことが明確になりました。

その結果、僕は20代のうちに



・20代で2億を稼ぐ。
・都心の37階建の某有名タワマン生活。
・年商3億、年商150億の人と接点を持つ。
・ パーソナルトレーナーさんにアドバイスしたら収入が倍になる。

などさまざまな経験ができました。

そして、毎日毎日仕事に追われてるけど稼いでいる社長さんとは違

い時間もお金もある生活をすることが出来ています。

「能力の差」ではなく、

「何をするか」です。

正直に言うと、スキルや学歴が僕より優秀な人は腐るほどいます。

事実、今まで会ってきたビジネス界隈の人たちは学歴のいい人が多

く東大、慶応、早稲田等。はたまたいい企業に元々勤めていたり、

「学歴関係ないと言いながら結局学歴あんじゃん」

と落胆したのを覚えています。

僕はお世辞にも「頭がいい」部類とは言えません。

それでもなぜ億単位の結果が出たか？というと、



仕組みを作る知識、経験、スキルを磨いただけ。

そして「自分が働かなくても稼げる仕組み」を作ったこと。

本当のことを言うとそれだけです。

人間の「能力」なんて大した差はありません。

「能力」の差ではなく、「何に対して時間を割いたのか」 なのです。

そして今も僕が昔に書いたブログやメルマガで、勝手に読者が集ま

り、信頼され、商品が売れていったり、一緒にJV（共同経営）として事
業をしている仕組みも同じように信頼され、商品が売れていったりし

ています。

つまり、一度作ったコンテンツが、僕の代わりに働いてくれている。

そして商品を販売していく。

そんな「仕組み」でセミリタイア生活が可能になっているわけです。

僕が最初にやってきたのは

驚くほどシンプルです。
（1）知識を入れる。
（2）発信する。



これをひたすら繰り返していっただけ。

当時はアフィリエイトを教えてくれた彼の思考、行動をインプットして

発信する。

僕は看護師を退職し今年生きていくのにやっとの貯金で生活してた

ので稼げなかったら終わりという背水の陣とも言える状況下でした。

彼のブログ、セミナー、全て暗記してひたすら文章、音声、動画を作

り、発信していく毎日を過ごしました。

今考えたら仕組みとも言えない仕組みを作り続けて半年続けていっ

たらブログからメッセージが大量に届き、懇願されて教える先生にな

りました。

発信を続けて仕組みを作り直して体系化していったのは1年経たな
かったと思います。

その後の生活は・・・

・電車移動からタクシーに乗るようになり。

・松屋や駅の立ち食い蕎麦が都内の三ツ星レストランでディナー。

・飛行機1度しか乗ってなかったのがいきなりビジネスクラス。
・ 新幹線もいきなりグリーン車デビュー。
・雑魚寝のスーパー銭湯からヒルトンへ宿泊。

などなど生活レベルが異常にアップグレードしたのを覚えています。

僕が行ってきたことは、「学んで、発信する」だけです。



ちなみにですが、「自分の代わりに稼ぐコンテンツ」には成功の型が

あ ります。

つまり「このパターンが仕組み化しやすい」という答えが存在するの

です。

僕はそれを真似しただけでした。

・その成功の型を知っているか。

・その成功の型を知らないのか。

たったそれだけの違いかなと。

今すぐ資産家の思考を

手に入れて欲しい。

セミリタイアを達成した資産家たちはどんな思考なのか？

逆にいつまでもセミリタイアできない貧乏人はどんな思考なのか？

その違いについてお話していきます。

僕は500人以上のセミリタイアを目指す人に直接指導してきました。

間接的な人も含めたら1000人はいるでしょう。

そして、全員が成功するわけではありません。

しかし、セミリタイアできる人とそうでない人の「差」は明確です。



やはりポイントとなるのは内的資産（知識、経験、スキル、ノウハウ）

です。

自分の中の知識、経験、スキルが何よりも大事。

セミリタイアを達成している人は必ずと言っていいほど、

お金よりも知識

お金よりも経験

お金よりもスキル

お金よりも時間

この価値観で生きています。

これが「資産家の思考」です。

貯金することよりも、自分の脳みそに自己投資できる思考。

この資産家の思考があれば、お金を生み出す能力が桁違いに上が

るし、誰にも盗まれることのない資産になるので身包み剥がされるこ

とがあっても 結果として「セミリタイア生活」がいつでも可能です。

しかし、それに対して「貧乏人の思考」は、価値観が真逆。

知識よりもお金

経験よりもお金

スキルよりもお金

時間よりもお金



というイメージです。

あらゆる内的資産（知識、経験、スキル、ノウハウ）よりも「お金」を大

事にしているのです。

つまりビジネスは「知識」なのにそれよりも「お金」が大事という価値

観。

「貧乏人の思考」を 持つとどうなるか？

まず情報を得る際も、Amazonで1,000円くらいの本を買って勉強し
ようとしたり、ネット上の無料公開されている情報をまんま鵜呑みにし

たりします。

結果的に「浅い情報」や「更新されてない古い情報」しか得られない

のです。

お金を払わないで得られる「浅い上っ面な情報」しかないので、自己

啓発セミナーだったり、権利収入を謳っているMLMやあり得ない投
資などに騙されがち。

そして「セミリタイア」になるための行動が一生変わらず、

ずーーっと稼げるノウハウのみを追いかけ続けるのです。

僕が稼ぐきっかけとなったSNSアフィリエイトには成功の型がありま
す。

はっきり言って市場に答えがあるので実際に稼げてる文章を真似し

て書けるような単純作業です。

特に難しいことは何もありません。



クックパッドで検索して料理の「レシピ」を知れば、素人でもある程度

プロと同じレベルになるのと全く同じ。

アフィリエイトや仕組みの成功の型を知るために、「自己投資をして

本質を学ぶ」必要があるわけです。

貧乏人の思考だと、一生そういう「核となる情報」を知ることなく、

ずっっと、セミリタイアを夢見て情報を見ているだけ。

「このままではよくない」という不安を持ちつつ、自己投資は一切しな

い。

そんな貧乏人の思考になると、自分のお給料を「消費」に使

います。

娯楽である飲み会、旅行、趣味。

もっとひどいのはギャンブル、キャバクラなど。

1度使ったら何も残らないお金の使い方をしてしまう。

そうなると永遠に「セミリタイア」は無理。

当たり前の話で現状を変えたくて学んでいるのに、

現状を変えるためのコストを払えない。

本来、本質である「自分の成長にお金や時間を使えない」

それで何も変わらない日常が続くだけ。



そして最終的に一発逆転を狙い、

「このバイナリーオプションのツールを買って動かせば自動で100万
円稼げます！」というモノに騙されたり。

仮に小銭程度は稼げたとしても、実は永遠に「セミリタイア生活」には

辿り着かない。

これはハッキリ言えることですが自分自身が変わらずに、自

分の人生が変わることは絶対にありませんし、半年後の未

来を作るのは今現在の自分の行動しかありません。

自分自身がスキル、経験、知識を得る必要がある。

その紛れもない事実から逃げないで下さい。

コツコツ地道に自分の内的資産を蓄えていき、自分の代わりに金を

稼ぐ仕組みを作る。

これ以上の方法はあり得ないのではないかなと思います。

そのため絶対に「資産家の思考」を持つのが絶対条件。

今現時点のセンス、能力、実

力みたいなものは

一切関係ない



「今現在、お金を持ってないので・・」とか。

「自分は仕事ができないので・・」とか。

そんなのはまじで一切関係ありません。

今現在の現状なんてなんでもいい。

自分がどんな状況であれ、思考に関しては全てが平等です。

「僕は今日から資産家の思考になる」と、

そう決めた瞬間があればそこから僕たちのセミリタイアへの旅はス

タートです。

「自分が資産家の思考と貧乏人の思考のどちらを持ちたいか？」

それを選ぶだけです。

「資産家の思考」さえあれば、セミリタイアは意外と簡単です。

僕の経験と今までセミリタイア出来た人を合算すると半年〜1年も取
り組めば十分です。

人生100年時代と言われている今の時代にたったの1年間だけ気合
いを入れるだけで残りの人生が楽しく自由になれると考えてみて下さ

い。

こんなにいい話はどこ探してもありません。



そして、「資産家の思考を持とう」と思ったら、次は行動するだけで

す。

正しい思考（マインド）を持つことができたら、あとは実際にやるだけ

ですから。

「自分の代わりに稼ぐ仕組み」を作り始めるだけです。

僕は極度の怠け者だし、

極度の

めんどくさがり屋です。

僕は自分の意思決定力の低さが自慢で正直何も出来ない男です。

学校の勉強はたいしてできませんでしたし、不器用だったのでパソコ

ンの授業にはついていけずに時間が過ぎ去るのを待っていました。

しかし、僕は20代で2億円稼ぎました。

地元の友人の中では誰よりも経済的自由を手に入れました。

その「セミリタイア」を目指す過程の中で、

・トータル1000万円以上の自己投資。

・他社リサーチに1000時間以上投資。

・100時間以上「例の彼」の音声を聞く。



・セミナー動画も100本以上見る。

というレベルで学んできました。

ここまで出来た理由は1つだけ。

「やらざるを得ない状況を作った」

ーーーーーーーーーーーーーーー

これだけです。

僕はセミリタイアを目指した過程の中で、

・当時の彼女に普通に戻ってと懇願される。

・祖父母に大反対され気まずくなる。

・元職場の同僚達に怪しい目で見られる。

というかなり微妙な経験をしました。

そんな状況下でも今考えてもゾッとしますが、

・現実逃避でアニメを観まくる。

・1日中何もしない。
・本だけ買って読まずに満足する。

というクソみたいな自分もいました。

本当にゴミカスだったと思います。

現状を変える「行動」は何一つ出来ていなかったんです。



でも口だけは立派。

「俺は起業して成功する」と息巻いている自分が現状の行動と発言

が一致してなくて大嫌いでした。

本当に緊急事態になったら看護師の資格があれば生きられるので、

そこに甘えてダラダラしていたのです。

今の延長線上に理想の未来

は

一生やってこない

今のままだと何も変わらないのはわかっていましたが、

ある日の何かしらのメルマガで目に止まったものがありました。

「貯金は意味がないので全財産を知識に使いました。」

「どひぇえええーーーーーーーーー！！！」

普通に考えて全財産払うとか無理に決まってるだろ。

というか、実際に自分がやるには怖すぎます。



現実問題、生活とかいろいろあるやん、と。素直に思いました。

しかし、 「こういう人と同じレベルで自己投資していけば、人生は必ず
変わる」

そんな確信だけはありました。

それと同時に「でも全財産は厳しいに決まってるだろう」と不安もあり

ました。

それから1週間経過しても何も変わっていない自分に気が付きま し
た。

「自分の力だけでは成功できない」

これだけはわかりきっている事実です。

僕が運が良かったことは「成功回避不可能な環境」が必然的に生み

出されていたこと。

・退職して1年間の生活費と自己投資に充てるしかない状況。（貯金
200万円）

・元々の友人関係を断ち、稼いでいる人の近くにいたこと。

・全ての隙間時間には学んだこと。（音声、セミナー）

これぞ、まさに背水の陣でした。

「これで成功しなかったら実家にも帰れないので最悪ホームレスだ」



そんな感覚を持って毎日を過ごしていました。

これは誰にでもあてはまりますし「やるしかない状況」を作れた人は

強いです。

僕の場合は、自分のモチベーションだけでやろうとしましたが、ぶっ

ちゃけ微塵も上手くいきませんでした。

そのため「やるしかない状況」を結果的に作れたことで、自分を半強

制的に未来を絶対的に変える活動を無理やり作りやらせていきまし

た。

人は追い込まれたら必ずやれ

ます！なので

まずはその一歩目を！

「自分をやらないといけない状況に追い込めるか」

結局、これが全て。

日本の経営コンサルタントでマサチューセッツ工科大学博士でもある

「大前研一」さんの名言でも、同じことを言っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

「人間が変わる方法は3つしかない。



・1番目は時間配分を変える。
・2番目は住む場所を変える。
・3番目はつきあう人を変える。

この３つの要素でしか人間は変わらない。

最も無意味なのは、『決意を新たにする』ことだ。」

ーーーーーーーーーーーーーーーー

つまり、

「うおー！！！やるぞー！！！」

といういっときのモチベーションには意味がないということです。

僕は筋トレとダイエットの両方をしたのでを体感してますが本や

YouTubeで情報を得たとしても自分が行動しないと体型は一切変わ
りません。

英語も奥さんが帰国子女ですが日本にいて週2回1時間の英会話教
室に1年2年通うよりも1ヶ月でも3ヶ月でも本場の海外に行って24時
間レベルで英語に触れ合う方が早いと言っています。

セミリタイアを目指すためにお金を稼ぐことも全く同じ。

セミリタイア生活を実現したかったら「セミリタイア生活するしかない

環境を作りをする」というのが一番大事。



「不労所得が欲しいな〜」と看護師時代に七夕でお願いして願ってい

たとしても叶わなかったし、もっと言えば本当に行動をするのはほん

の一握りです。

5%にも満たないでしょう。

そして行動をし続けられる人となると、限りなくその人数はグッと減り

ます。

つまりは「セミリタイアするための行動を続けられる人」はそれだけで

価値があるのです。

20代で年収1000万円の割合は4%と言われています。

年収2000万円なら0.2%程です。

僕もセミリタイアを目指した最初は悪戦苦闘の毎日でした。

パソコンの操作が1日中分からず、ブログを立ち上げるのすら8時間
掛かったり、

ブログの内容も酷すぎて50記事書いたけど全て消したり、

音声を撮ってみたら「あの〜、えーっ」ばかりで言葉が全然出てこな

かったり、

なんならタイピングが出来なかったのでアプリを取って「F」や「J」を打
つところから始まりました。

今の僕をみてしまうと簡単にセミリタイア生活を達成してしまったよう

に見えるかも知れませんが、 むしろ失敗談の方が圧倒的に多いで
す。



そもそも僕は「大口」を叩く癖に、「根っこ」の部分は超絶ビビり野郎で

す。

お金が貯まったら、時間に余裕が出来たらとずっと言い訳をしてずっ

と行動しませんでした。

新入社員になった時の看護師1年目のプロフィールにも今欲
しいものを書く欄に「ゆっくり読書ができる時間が欲しい」と、

今考えると意識高い系の口だけ野郎全開で恥ずかしいレベ

ルです。

完璧に状況が整うことは

一生やってきません。

資金さえあれば、時間と余裕があればスタート出来るのに・・・

ところが準備が完璧に整う日は一生訪れないのです。

その間にもどんどん年齢は重なっていきます。

今日が一番若いです。

その自覚を持つべきだと過去の僕に言ってやりたい。

世界一稼ぐプロボクサーのフロイド・メイウェザーはこんな言葉を残し

ています。



ーーーーーーーーーーーーーーーー

お前らが休んでいるとき、俺は練習している。

お前らが寝ているとき、俺は練習している。

お前らが練習しているときは、当然俺も練習している。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

この言葉を聞いて、僕が無駄に過ごした日々や今現在、セミリタイアを目

指したった半歩でも先に進んでいる人たちがいるという現実があります。

明日にはもっと置いていかれます。自分だけが、何も変わらないま

ま。

そんな人生は絶対に後悔する。

今日という日は二度と訪れませんし、僕たちは毎日着実に「死」に近

付きます。

そして、確実に老いていきます。

「あの時やっておけばよかったな〜」

と、今のようにダラダラ過ごすより、

今、何か1つでも行動に移してみてみる。

セミリタイアするための行動はその繰り返しでなることができます。

その本質に気付いてから、僕は「全財産を自己投資」に使っていき、

「全時間をセミリタイアするための行動」に使いました。



3ヶ月で人生を変えられないかもしれませんが人生が変わるきっかけ
は作れます。

そして、半年も経過していくと人生が180度変わっていました。

絶対に後悔をしないためにも、やれることを全力でやっていきましょ

う。

最後に：

幼少期は複雑な家庭環境だったのにも関わらず、グレることなく育て

てくれた母親、そんな中経済的な面倒もみてくれてましてや専門学

校、看護師になるまでサポートしてくれた祖父母。

地元の仲間との連絡も断ち、側から見たら怪しいことやっているよう

な僕に対して「それでも俺はお前のことを親友だと思っているよ」 と
言ってくれた小、中一緒で今でもゴルフする仲の唯一の親友。

一時期、小手先のノウハウだけで「大金」を手にした結果、勝手に俺

は最強だと調子に乗り人を見下すようになった僕に「本当の愛」や

「自然体でいること」を気付かせてくれた妻。

昔のままだったら感謝の気持ちを持つことも出来なかっただろうし、

周りのありがたみに気づかなかったと思います。



そして、そういう人たちへの今僕ができる精一杯の恩返しとして「ア

フィリエイト」や「コンテンツビジネス」 を通してあなたに伝達できた機

会に心から感謝いたします。

僕が磨いてきたスキルは紛れもなく「コンテンツビジネス」であり、あ

まりにも非現実的すぎて、一般の人から見ても”お金”と聞いただけで
も嫌悪感を感じる人がいることも理解しています。

だからこそ、こうして新しい出会いとなるきっかけを作ることで僕の経

験が1人でも多くの人に少しでも役に立てばと思い、この電子書籍を
書きました。

もちろん公に告知をしまくることで僕を叩くアンチが出現することで

しょうし、または目立つ人を見境なく叩くような自分のブログにアクセ

スを集めるやり方でテキトーなことを書く人もいることでしょう。

そんな自分の感情を全く気にせずにこの書籍を執筆するに至りまし

た。

こうして読んでいただいて何かしらのきっかけを与えたり、今後のヒン

トにでもなれば幸いです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

ですが・・・

・・・具体的にどうすればいいのか。



と思う人もいると思います。

そのため電子書籍をここまで読んでいたただいた人限定で「特典セミ

ナー」 を用意しました。

セミナーの中では

・累計3000人を見てきわかった、稼げない人の共通点とは？

・20代で2億円稼いだネットビジネスにおける全体像とは？

・0ベースの人がネットビジネスをスタートさせるには何から始めるべ
きか？

などを話しています。

「ここまで読んだけど、具体的にどうすればいいのかわかりませ

ん・・・」

という人のために用意してあります。

元々は10,000円くらいで販売する予定だったものですが、最後まで
書籍を読んでいただいたお礼に今回は特別に無料でお渡しします。



まず早速、以下のセミナーをクリックしてセミリタイアの具体的な方法

を手に入れましょう！

1年でセミリタイアを達成するため5年連続年商1億達
成者の総まとめセミナー（29分41秒）

そして、この電子書籍もしくはセミナーの感想を送ることで、

https://www.youtube.com/watch?v=_dD_T_9YhrY
https://youtu.be/_dD_T_9YhrY
https://youtu.be/_dD_T_9YhrY


（1）電子書籍の続編「小学生でも稼げるSNSアフィリエイト
チート戦略セミナー」Youtube動画「15分16秒」

（※感想を送ると2億稼ぐことになったきっかけを知れます）

（2）”確実に”アフィリエイトで2時間で95,665円稼ぐ方法
Youtube動画「14分28秒」



（サクッと5万円程度なら確実に稼げるので是非）

（3）SNSアフィリエイトを実践した人たちの生の声（6年前）
YouTube動画（全12話）

（この音声は僕がビジネスで稼げるようになってから1年未満のモノな
ので本当は公開するのが非常に恥ずかしいので封印したい音声な

のですが、本物の情報は稼ぎ続けられるという事実を知ってもらいた

くて公開します。）

この3つをプレゼントします。

あなたからの感想を心からお待ちしております。



電子書籍またはセミナーの感想を送

る！

それではここまで読んでいただいて、ありがとうございました！

フミヤ

https://ia-inc.jp/p/r/6ueDFRrf
https://ia-inc.jp/p/r/6ueDFRrf

