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どうも、ふっさんです。 

今回お伝えするのは、 

僕が5年間で1万人以上の人にビジネスを教えてきた経験をもとに話す、 

インターネットを利用した資産作りの本質です。 

そして、このページの最後では 

「資産作りの専門教材」 を販売しています。 

教材は、 僕が5年に渡って稼ぎ続けている 

コンテンツビジネスをマスターし、 

本格的に資産を作って経済的自立を達成しよう、 

というコンセプトで募集していて、 

メルマガだけで販売していたにも関わらず 

累計1000人以上が参加してくれている講座です。 

もしよかったら参加してみてください。 

今回の手紙を読むだけでも 

資産作りとは一体何なのか？ を理解できるよう、 

ストーリー調で書いてみました。 

ぜひ最後までお楽しみください。 

資産を作り続けていたら 

金持ちになっていた 

僕は20歳の頃にアフィリエイトの世界を知り、 

パソコン1台に夢を懸け、 

たった一人で資産を作り続けてきました。 

自動で生まれる不労所得が その結果、 

自由に使って豊かに暮らせるお金を上回り、 

22歳のときに経済的自立を達成。 

大学を卒業するタイミングで就職活動を放棄し、法人化しました。 

そして経営者としてネットビジネスを人に教えるようになってから、 

口コミだけでクライアントが集まり 

直接アドバイスしただけでも100人以上に指導をしてきました。 

指導してきた人のジャンルも様々で、 

デザイナー、プログラマー、投資家、英語教師、ビジネス教育系、ECサイト運営者、美容サロン経営者、弁護士、精 

神科医、大学教授、アフィリエイター、漫画家、料理人、薬剤師、ベンチャー経営者、etc・・・ 

などの、多種多様な仕事の人たちに、 

コンテンツビジネスを教えて資産を作ることを教えてきました。 

また、僕自身も一人のプレイヤーとして 

業界の最前線で研究しながら資産をコツコツと作り、 

年間1億を生み出す資産を完成 させることに成功しました。 

一応、証拠があったほうが 

テンション上がるかもしれないので(僕もそうだったので)、 

ひとつのクレジットカード決済会社の報酬画面を貼っておきます。 

これ全部、コンテンツビジネスで生まれた収益です。 

決済された回数だけでも1万件を超えていて、 

これ以外にも銀行振込やASP報酬、 

ジョイントビジネスやタピオカ屋、 

パーソナルジムの収入も毎月入ってきます。 

たとえば2021年の3月某日の 

1日の売上はこんな感じでした。 

1日20〜40万が発生するのがほとんど毎日です。 

どれだけコケてもDaily10万は切りません。 

自分がプレイヤーとして実践をしながら 

多くの人に教える長い経験のなかで、 

ぜひ声を大にして伝えたいことがあります。 

それがかねてからメルマガで何度も言っていた、 

資産を作り続ければ、誰でもかなりの高確率で成功できる 

という本質です。 

父親の失敗と 

貧乏時代の経験 

僕がここまで「資産作り」にこだわる理由は、 

父親の失敗を見てきたからです。 

僕の父はもともと経営者で、 

鹿児島の市内でエステサロンを経営していました。 

かなり羽振りもよかったからか、 

毎日のように寿司に連れていってくれたし 

週末も旅行三昧で、幼少期は裕福な生活を送っていました。 

しかし、僕が小学生の頃、 

不況の煽りを受けてあっさり倒産 。 

しかもそのタイミングで年金受給年齢の引き上げ。 

実家は一転して貧乏生活に陥り、 

シャワーをまともに浴びれなかったり、 

かぼちゃ煮が一週間続くような生活に入りました。 

両親はいつもお金のことで喧嘩ばかり。 

たくさん遊びにきていた親戚も、 

いつの間にか遊びに来なくなっていました。 

僕も、貧乏ゆえに心が不安定な状態になっていたので、 

学校でいじめられたりするようになりました。 

僕が父親から学んだのは、 

資産を作ることの大切さ です。 

たとえ大きく稼げたとしても、 

資産性が高いビジネスじゃないと 

結局お金がなくなってしまう。 

幼少期の貧乏生活のなかで骨身に染みて学んだのは、 

長く安定するビジネスをしないと最終的に失敗してしまう 、ということです。 

Twitterを一生懸命動かして稼ぐビジネスや 

足をひたすら動かして直接人に会ってを売り続けるような商売、 

Googleのルール変更などで一発で消滅してしまうようなビジネスは、 

いくら稼げても安心感は得られない のです。 

お小遣い稼ぎをするだけなら 

そういった手法でいいかもしれませんが、 

それだといつまでも時間を消耗し続けるだけです。 

経済的自立を達成するなら、持続可能で資産性が高いビジネスを選ばなければなりません。 

資産性が高いビジネスに集中していれば、 

やればやるだけ収益は伸びていくし 

なにより時間も増えるので精神的な安定感もひとしおです。 

最近はSDGsという言葉が注目されている通り、 

地球環境を保ち、長続きする商売 が推奨されていますが、 

それは過去の商売人たちが 

目先の利益を追い求めすぎて破滅したことの 

深い反省によるものです。 

先日、父は認知症にかかって話すことが叶わなくなりましたが、 

「資産をちゃんと作りなさい」 

という教えを残してくれたことには深く感謝しています。 

5年後も安定する 

資産の条件とは？ 

そして、僕は20歳の頃、起業を決意しました。 

長く続いた貧乏生活から 

金持ちへの憧れがピークになって、 

ネットビジネスに挑戦しようと決意したのです。 

そこで最初に決めていた鉄の掟は、 

資産性が高く、長続きするビジネスにしか手を出さない 

ということです。 

これは資産を作れという父の教えもありましたが、 

稼げば稼ぐほど忙しくなるビジネスでは なにより 

絶対に自由にはなれない と感じていたからです。 

その考え方から、MLMや仮想通貨、 

足を動かして稼ぐビジネスなど、 

稼げそうだけど忙しくなる話は、すべて無視。 

その代わり32万のネットビジネスを学べる高額塾に入って 

借金を返しながら熱心にビジネスを学び、 

コツコツと資産を作り続けてきました。 

・・・・結果。 

忙しいけど稼げそうな話にいった友人は、 

いまほとんど姿を消しています。 

それに対し、 僕は自動化を極め、 

右肩上がりに収入を伸ばし続け ています。 

ビジネスに興味を持ち始めた段階では、 

彼らと 実力はほとんど変わりませんでした。 

ただ、ほんの少しの選択の違い。 

つまり 資産を作るか 、 資産を作らないか の選択で 

大きく運命がわかれてしまったのです。 

たとえば、資産作りに成功した事例でいうと、 

5年前に作った商品はいまでも売れ続けますし、 

一度作った資産から毎月収益が上がるので、 

大きく収入が下がったことは過去一度もありません。 

はじめての収益化 

もちろんなにもいきなり、 

月数百万も稼ごう！と言ってるわけじゃないです。 

最初は、月5万〜30万の、小さな資産で十分です。 

僕もはじめて完成した資産は 

月10万のかわいらしい資産でした。 

ただ、 土台さえ完成してしまえば 

あとは拡大し続けるだけ なのが 

コンテンツビジネスの面白いところ。 

まるで小さく灯した火に薪をくべるように、 

徐々に徐々に資産を大きくしていきました。 

また、徹底的に 「効率化」 も意識しました。 

大学ではテコンドー部の部長をやっていましたし、 

居酒屋のバイトも続けていたので、 

ビジネスに使える時間は少ししかなかったのです。 

その限られた時間のなかで 

最大の成果を出すにはどうしたらいいか？ 

というのを考え、 

効率よく資産を作る方法を独自で編み出していったのです。 

もっと早く成功したい、という想いから、 

稼いだお金を再投資して 

70万の教材を分割で購入し、学びました。 

その教材でコンテンツビジネスに必要な 

自動化・レバレッジを学び(講座のなかで話します)、 

異常なスピードで収益が拡大していくことになったのです。 

報酬の嵐が吹き荒れる 

あと、僕はアフィリエイトの資産も作っていました。 

これはコンテンツビジネス×アフィリエイトに取り組んで、 

他の人の商品を売っていたときの報酬通知です。 

(1日1件の報酬通知) 

僕はこれを「報酬の嵐」と勝手に読んでいるのですが、 

これは生活のなかでときおり訪れます。 

友達と家でパーティーをしているとき、 

家でNetflixを観ているとき、 

スポーツで汗を流しているとき、 

沖縄の海に浮かんでいるとき、 

カフェでゆっくり読書をしているとき・・・ 

スキマ時間にポロポロと 

商品が売れるようになったのです。 

一度作った仕組みは代わりに商品を売ってくれるので、 

放置でも収益を生み出し続けてくれます。 

アフィリエイトは一般的なイメージだと 

お小遣い稼ぎのように思われてますが、 

極めれば十分に月100万〜300万以上を狙える立派なビジネスになります。 

事実、知り合いの経営者は 

アフィリエイトで年間1億を売り上げていますし、 

副業でも年間1000万以上を稼ぐ人はザラにいます。 

雪だるま式に 

伸び続けていく資産 

小さな資産は、雪だるまを転がすように 

グングン大きくなっていきました。 

アルバイトを辞めて本格的に資産を作り始めてから、 

あっという間に 月収50万 を突破。 

さらにコツコツと資産を作り続け、 

半年後には月収100万を突破。 

大学を卒業する頃になると 月165万 の収益が生まれ、 

十分にご飯を食べていけると判断したので 

就職活動を放棄して起業する道を選びました。 

社会人1年目の夏には 月収500万 を突破。 

20代前半で急に使いきれないほどの収入が入ってきて、 

呆然としてしまった こともあります。 

資産作りを極めると 

使える金額よりも増える金額のほうが多くなり、 

しまいには使いきれないほど収入が入ってくるようになります。 

だから結局、新しい事業を作ったり、 

面白い経験に使うしか使い道がなくなるのです。 

もちろん、入ってきたお金を散財したり 

毎日のように遊び呆けることもできますが、 

まだもっと上の世界に行って面白い世界を見たいという気持ちが強いです。 

いまはメインの収入の柱を伸ばしつつ 

次々と新しい市場に資産を作っていく ようになりました。 

収入の柱を量産し 

いくつもの資産を所有 

コンテンツビジネスを学んである程度の収益が出ると、 

次は横展開ができるようになります。 

ひとつの市場で成功したら、 

テーマを変えて挑戦すれば新たに資産を作れる のです。 

ためしに、恋愛市場に挑戦。 

これは芸能人をプロデュースするという形でしたが、 

初月で400万の売上 が出ました。 

準備にかかった期間はおよそ2週間です。 

(うち1週間はデザイナーに発注していたため) 

僕が仕組みを作り、 

ジョイント相手に提供するまではサクサク進んだので 

作業にかかった時間はわずか１週間でした。 

作った資産はいまでも安定して収益を出し続けてくれています。 

また、別の事例を挙げると、 独立遊軍の参加者 で 

英語が得意な読者さんがいたので、 

英語の市場にも参入しました。 

結果、Youtubeのチャンネル登録者が1万人を突破し、 

毎月50万ほどの収益を出すことに成功 しています。 

いまは拡大する段階なので 

そこまでマネタイズに力を入れていませんが、 

これも1億円事業まで伸ばす計画を立てています。 

ほかにも、コンテンツビジネスを直接教えたクライアントのなかには 

恋愛市場で年間2000万以上の収益を出す人、 

コミュニケーション教材を出して年間1000万以上稼ぐ人、 

ウェブマーケティングを実店舗集客に応用して年間4000万以上もらう人 

婚活市場で年間1億以上の収益を出す人、 

犬のしつけ教材を販売して年間700万稼ぐ人、 

物販で得たノウハウを発信して年間2000万以上稼ぐ人 

などなど、いろんなテーマで資産を作り続けています。 

やっていることはずっと ワンパターン戦法 です。 

あいかわらず同じことをやり続けていますが、 

それでも面白いほどサクサク収益が出るので、 

シミュレーションゲームのように楽しみながらプレイしています。 

儲かりまくってる 

経営者ほど暇人 

僕は、社長という生き物は忙しいものだと思っていました。 

少なくとも世間のイメージはそうだし、 

ドラマなどで描かれる社長は 

守銭奴のような人間だちばかりです。 

お金のために頭を下げ、お金のために働き、常にイライラしている印象。 

ですが現実は・・・ 

儲かっている社長ほど 

あり得ないくらい暇人 なのです。 

友達の経営者で会社を売却して 

資産6億を手にした人がいますが、 

ほぼ毎日のように飲みに誘ってきます。 

またよく仲良い経営者同士で 

スノボやサーフィンにいったりもしますが、 

空いてるという理由で平日を選びます。 

一番カルチャーショックだったのは、 

ノリで一週間ほどハワイ旅行に行ったとき、 

一緒にいった経営者は一度もパソコンを開かず、 

その7日間で400万ほどの収益が生まれていました 。 

僕は同じ期間で90万ほどの収益が出ていましたが、 

悔しかったのでハワイから帰ってきたあと 

猛烈に資産を作りましたけどね。 

そして、 暇な社長ほど人生を積極的に楽しんでいます。 

お金も時間もあるから 

クリエイティブな遊びができますし、 

余裕があるから人間的な器も大きい。 

空いた時間で情報を集めるので さらに、 

どんどんできることが増え続けていきます。 

ビジネスの話をするときも目が輝いているし、 

たまに挑戦する新しい仕事は 

めちゃくちゃ社会貢献性が高い仕事なのです。 

毎日労働だらけで選択肢が限られた毎日と、 

積極的で、クリエイティブな毎日だったら、 

どちらかというと後者を選びたい、と心から思いました。 

なるべく早く自由になりたい 

僕は初心者の頃からガムシャラに資産を作っていたので、 

まわりの人に 「なんでそんなに生き急いでるの？」 と言われたことがあります。 

もしかしたら周りの人は、 

20代でまだまだ時間があるんだから 

ゆっくりと成功すればいいじゃん、 

と思ったのかもしれません。 

でも、僕が根底に持っている哲学として、 

人生はたった1回だから、なるべく早く成功したい 

というのがありました。 

身体が存分に動くのは、若いいまのうちだけです。 

人生100年時代なんて言われてますが、 

50歳にもなると体力も衰えるので、 

世界中をバリバリ旅するぜ！ 

みたいなノリにはならないでしょう。 

そうじゃなくても、30代、40代になると家庭を持つかもしれない。 

家庭のことや育児のことに追われて、 

存分に好きなことに挑戦できないかもしれない。 

そう考えると、 

いまのうちしか自由を楽しめない 

という考え方が強かったので、生き急いだのです。 

だからこそ一番若いいまのうちに資産を完成させ、 

心ゆくまで謳歌するという選択を取りました。 

(もちろん、30代40代でも同じ発想をしたと思います) 

経済的自立を達成したら、 

最高に楽しい世界が待っている 

無事に経済的自立を達成してから4年ほど経ちますが、 

毎月1000万以上が自動で入ってくる いまでは ようになりました。 

完成した資産もますます安定を極めています。 

まるで夢のなかにいるような、 

平和で刺激的な世界に生きることができている。 

朝起きたらカフェに行き、 

値段を見ずに好きなものを注文して、 

クライアントと一緒に文章を書いて、 

夜は起業家とおいしいお店に飲みに行く。 

気の向いたままに海外にも行けるし、 

いつまででも滞在していい。 

帰りの飛行機を予約する必要もない。 

地方の旅館に篭って読書をしたり、 

友達と高級ホテルに泊まって作業会をしたりもします。 

遊ぶ人も、働く人も、住む場所も、食べるものも、旅行する場所も、 

すべてを自由にデザインできます。 

また、コンテンツビジネスを極めたからか、 

仕事で関わる世界も急激に上がりました。 

有名な芸能人と一緒に仕事をしたり、 

ベンチャー起業家の上場を支援をしたり、 

アイドルのプロデュース依頼がきたり、 

海外で仕事をするチャンスに恵まれたり、 

都内の一等地で会員制バーを共同経営するなど、 

成功する前からは考えられないような 

大きな仕事にもチャレンジすることができています。 

コンテンツビジネスで稼ぐというスキルが これは、 

極めて希少で価値の高いスキルだからです。 

おかげで自信がついたし、 

さらに成長する機会にも恵まれたし、 

もっともっとコンテンツビジネスを伸ばしていきたいです。 

経済的自立を達成した未来は、予想通り最高でした。 

稼ぐ前と稼いだあと 

どっちが幸せかと聞かれたら、 

断然稼いだあとのほうが幸せ です。 

お金がすべてじゃない、と言う人もいますが、 

わりと活動のすべてにお金が必要です。 

お金があったほうが選択肢が増えるし、 

なにより好きなことをできる時間がある。 

その生活を手に入れるためにほんの少し努力するのは、 

すごく前向きなことだと思うのです。 

無形資産を積み上げれば 

どんどん豊かになる 

僕は「経済的自立を達成しよう」のなかでも、 

資産を作ることの重要性を話してきました。 

特に、 「無形資産」を積み上げる人は、 

ずっと豊かになり続けていきます。 

無形資産は、知識、経験、情報のこと。 復習ですが、 

僕が一貫しているお金の使い方は、 

貯金のほとんどすべてを無形資産に投資する ということです。 

投資なので、そのお金は減ってるわけではありません。 

「お金を資産と交換した」 あくまで だけ。 

仮に情報を買うために30万を使ったとしても、 

その30万は 

将来いつでもお金を生み出せる情報に変換しただけ 

なのです。 

つまり、貯金と同じで、 

いつでも何度でもお金を引き出せるモノに切り替わっただけなのです。 

お金を知識・情報に変換する感覚を持てる人 この は、やはり強いですね。 

成長スピードが段違いなので、たった数ヶ月で結果がでます。 

僕自身、初心者の頃から併せると 

累計で1000万以上を情報に注ぎ込んできましたが、 

リターンでいうと2億は返ってきてるので、 

20倍になって返ってきてる計算です。 

これからも一生稼ぎ続けられるとすると、 

めちゃくちゃリターンが大きい投資です。 

現金ですでに3000万以上を持っているなら 

株やFXや不動産などの投資をしてもいいですが、 

それ以下なら情報に投資するのが一番リターンが大きいです。 

やるべきことはシンプル。 

コンテンツマーケの威力 

ここから少し具体的な話になっていきますが、 

僕がやったことと言えば、 

自分が経験したことをコンテンツに変えて、世の中に出しただけです。 

ブログも、Twitterも、Youtubeも、Facebookも、Instagramも、LINE@も、メルマガも、セールスレター 

も、ステップメールも、情報商材も、集客も、教育も、販売も、コンサルティングも、 すべてがコンテンツか 

ら成り立ちます。 

コンテンツを作って、ビジネスモデルに当てはめる。 

それだけで、サクッと収益が発生します。 

(その流れも講座のなかで話します) 

また、僕はコンテンツビジネスを 

あらゆる実業に取り入れてきました。 

コンテンツを使ってマーケティングをして、 

意図的に口コミを起こして 

タピオカ屋に大行列を作ったこともあります。 

もちろん、ネットビジネスにおいては 

見込み客リストを次々と獲得することもできます。 

これは僕の運営しているメルマガの登録通知ですが、 

もう2年以上も放置しているにも関わらず 

平均して10〜30リストほど獲得することができています 。 

1日中SNSを触っているわけでも、 

莫大な広告費を使っているわけでもありません。 

これはコンテンツを使って 

効率よくマーケティングを仕掛けているからであり、 

小さな労力で爆発的な集客 を実現しています。 

コンテンツを作れるようになると、 

数えきれないほどのメリットがあります。 

たとえば 

少しの集客でバンバンリストが入り、 

ブログに熱量の高いコメントが集まり、 

Youtube動画に高評価がつき、 

感謝のメールが1日何通も届き、 

自信を持って商品を売れるようになり、 

1人のお客さんが複数の商品を買い・・・ 

良いコンテンツを作れれば、 

集客もセールスも一気にラクになります。 

狙い通りに良い口コミが起こり、 

ファンも増えるので顧客単価が跳ね上がります。 

検索エンジンでも、Youtubeでも、Twitterでも、Facebookでも、Instagramでも、王道の集客先から次々と見込み客 

を獲得できる ようになるのです。 

これは実績など関係なくて、 

初心者でも良いコンテンツを作る術を学べば 

上級者と同じかそれ以上の成果を出すことができるのです。 

資産作りの 

バイブルが欲しい 

こういう話をすると、 

周りの友人や経営者に 

「ビジネスを教えてほしい！」 

と頼まれます。 

もちろん最初の頃は、直接教えていました。 

大学の頃に教えていた友人は 

年間800万ほど稼ぐに至り、 

知識を活かして大手の外資系投資銀行に勤めてます。 

大学院卒の社会人1年目なのに本業と合わせると 

年収1500万を超えています。 

また、 別の友人も年間1200万ほど稼ぐようになり、 

独立していまでもコンテンツビジネスを続けています。 

その人は語学系の発信をしていますが、 

多くの生徒に囲まれて充実した生活を送ってます。 

毎日のようにどこかの都内の高級ホテルでのんびり仕事をして、 

いつも楽しそうにインスタグラムを更新しています。 

・・・と、このように、 

経済的自立は正しい努力をすれば簡単に達成できる のですが、 

僕が直接教えるには限界がありますし、 

なにより何度も同じ説明をするよりは 

コンテンツにして説明したほうがわかりやすい、と思いました。 

実際、メルマガの読者さんから 

「資産作りの教科書が欲しい！」 

という要望が1日数件届いたこともありまして、 

せっかくなので本格的に作ろうか、 

という流れで講座にしたんですね。 

コンテンツビジネスで 
経済的自立達成を目指す 
「独立遊軍」の理念 

本格的な資産作りの講座は、 

「独立遊軍」 

と名付けました。 

これは、僕が完全オリジナルで作成した講座で、 

正式に参加できるのはこのページからだけです。 

名前の由来は、 

独立して自由にビジネスの世界を楽しんで欲しい、 

という願いを込めています。 

「軍」という言葉を使っていますが 

集団で戦うのではなくて、 

ひとりひとりが独立して活躍できるような、 

いまの時代に合った講座にしていきます。 

そして、独立遊軍を学んだ強い個人が 

あらゆる業界で活躍することを目指しています。 

すでに1000名以上が参加してくれている独立遊軍ですが、 

参加者は本当に多種多様です。 

参加者のなかには、 

東大生、留学生、高校生、医者、弁護士、主婦、フリーター、デザイナー、フリーランス、漫画家、店舗経 

営者、アフィリエイター、etc・・・ 

などいて、 もう独立遊軍の参加者だけで 

日本をちょびっと動かせるんじゃないか？ 

ってくらいの規模感になってきてます。 

ゆくゆくは、参加者と一緒にジョイントしたいですし、 

なにか大きな事業を仕掛けたいと考えてます。 

いま僕が仲良く遊んでる経営者は、 実際、 

ほとんどが独立遊軍の参加者です。 

みんなめちゃくちゃ稼いでます。 

月50万〜100万は当たり前。 

コンテンツビジネスなので自動化もしています。 

価値観も合うのでよく泊まり込みで遊びに行ったり 

僕もビジネスの相談をしたりしています。 

魅力的な人間ばかりで誇らしいですね。 

さてそんな独立遊軍の内容ですが、 

本格的に独立を目指してもらいたいので、 

会員サイトと動画コンテンツを用意しました。 

最初に配る動画は 

「月収100万をコンテンツビジネスで達成する方法」 

というストレートな内容です。 

まずはこれで全体的な流れを掴んでもらい、 

五月雨式にコンテンツを配信していきます。 

配信する内容の一部を挙げると・・・ 

年間数百〜数千万の収益を自動化する「コンテンツビジネスの全体像」とは？ 

→これは、僕がクライアントにまず最初に話すコンテンツビジネスの全体像と同じです。この基本 

的な流れを押さえておけば、誰でも効率よく資産を作れます。基礎中の基礎ですが深く理解してな 

い人多いので、事例を交えて解説しますね。 

仮に世界中を旅行していても安定して利益が発生し続ける”経済的自立達成に特化 

した資産作り”の方法とは？ 

→いまの段階で潤沢な資金がなくても、人脈がなくても、指導者がいなくても、部屋にいながら資 

産を作れば、誰でも経済的自立は達成できます。この考え方をベースにして僕は月100万まで自力 

で突破しました。 

自動でお客を楽しませ、喜ばれ、感謝されるコンテンツ作りの極意とは？ 

→僕は収入＝価値提供の総量だと考えてます。「この文章(動画)はめちゃくちゃ勉強になる！」と 

思われれば、お客はファンになり、商品が売れやすくなる。しかもそれを自動化すれば、勝手にフ 

ァンが生まれ続ける究極の仕組みを作ることも可能なのです。その極意をお話ししましょう。 

初心者でもいきなり良質な価値提供コンテンツが作れる思考法 

→正直、良いコンテンツを作れる人は限りなく少ないです。そのなかでレベルの高いコンテンツを 

作れる人は序盤からビジネスが楽勝に進むのですが、じゃあ良いコンテンツを作るにはどうしたら 

いいか？初心者でもすぐに実践できる裏技をステップバイステップで解説します。 

サイト内でコッソリと紹介しているにも関わらず、桁違いのアフィリ報酬が発生す 

る理由とは？ 

→自分のサイト内ででかでかと広告を貼って売ろうとする人がほとんどのなか、僕はサイト内でコ 

ッソリと商品を紹介しています。ですがトップアフィリエイター並の報酬が発生し続けています。 

SNS×オウンドメディアで見込み客が集まり続ける”集客資産”の作り方とは？ 

→自動集客の要となる考え方です。SNSとブログ(orYoutube)を組み合わせて、放置していても見込 

み客が集まり続ける集客資産を設計しましょう。 

短期間でコンテンツを量産するのに異常なほどの「高評価」がつく理由とは？ 

→自動集客の要となる考え方です。SNSとブログ(orYoutube)を組み合わせて、放置していても見込 

み客が集まり続ける集客資産を設計しましょう。 

別テーマに参入し、たった1ヶ月であっという間に資産を作ってしまう秘密とは？ 

→恋愛、英語、速読の市場、果てはタピオカ屋、パーソナルジムなど実業面でも資産を作ってきま 

したが、僕が別テーマに参入する上で大切にしている考え方があります。この秘密を知れば、どの 

ジャンルでも横展開ができるため、資産を作り放題の状態になります。 

何年ものキャリアを持つネットビジネスのライバルに1ヶ月で追いつき追い越す思 

考法とは？ 

→ネットビジネスはそれが知れ渡ってから、5年、10年とがんばって自由を目指している人たちが 

います。しかし僕は20歳という若さで参入し、わずか1年と少しで一気にライバルを追い抜いてい 

ました。それができた理由は明らかです。 

次から次へとコンテンツのネタが湧いてくるアイデア脳の鍛え方とは？ 

→コンテンツのネタが出てきません！という人が多いなか、僕はノンストップで作り続けることが 

できました。次から次へとアイデアが湧いてくる思考法を共有します。アイデアを出す力が急激に 

上がります。 

実績ゼロでも信頼を獲得し、ファンが生まれてしまうプロフィールの練り込み方と 

は？ 

→実績がないと稼げない、と思ってる人多いですが、まったくそんなことないです。事実、僕はい 

くつかキャラクターを持っていますが、プロフィールを作り込んだだけで収益化に成功しました。 

実績がゼロでも信頼を獲得できる良質なプロフィールを設計してましょう。 

理念と世界観が決まり、第一印象が魅力的なビジネスに生まれ変わるコンセプトメ 

イキングとは？ 

→コンセプトをどうしたらいいか、一体何を売ればいいのかふんわりしていて難しいかもしれませ 

ん。ですが、「経済的自立を達成しよう」のような魅力的なコンセプトは、明確な方法論によって 

作られています。あなたのビジネスがグレードアップするコンセプトの作り方を伝授します。。 

一度も対面で会わず、熱心にセールスをしたわけでもないのに商品が売れる「コン 

テンツ教育法」とは？ 

→僕は顔出しもしていなければ、対面で会って商品を売ろうとしたこともありません(コンサルティ 

ングなどは向こうから頼まれます)。なぜインターネット完結で商品が売れてしまうのか？その秘密 

はコンテンツ教育法にあります。 

アクセスが自動で集まり単体でも1日2〜3万の収益が発生する資産型ブログの作り 

方 

→ブログは正しい設計をすればアクセスが自動で集まります。僕のブログは単体でも「資産型のブ 

ログ」なので、隠れたマネタイズポイントから数万円の利益が発生しています。その作り方を解説 

します。 

商品の成約率が軽く10倍以上になる「コンテンツ教育法」とは？ 

→単価1万の仕組みの成約率が1%いけば優秀と言われている業界で、僕と僕のクライアントは12〜 

15%を平均して出し続けました。その秘密は「コンテンツを使った教育法」にあります。 

自分の好きなことを発信してるのに報酬が生まれ続ける秘密 

→ふっさんの公式サイトはほとんど、自分の趣味や旅行の話を書くだけの「ブログ記事」で構成さ 

れてます。趣味ブログです。でもなぜ報酬が生まれ続けるのか？この秘密を学べば、好きなことで 

生きていくというライフスタイルが実現できるようになります。全ブロガーに学んで欲しいなと願 

う内容です。 

5年後も安定して売れ続けるロングセラー商品の作り方 

→つい先日も報酬通知が来ましたが、5年前に作った商品でした。この独立遊軍もそうですが、長く 

愛され続けるロングセラー商品の設計方法を共有します。 

マネタイズ力を数倍に高め、少ないアクセスでも月数百万の資産に生まれ変わらせ 

る方法 

→月で1000万以上の収益を上げる資産を作りましたが、ブログのアクセス数は月間3万pvと少なめ 

です。これはマネタイズ力を限界まで高めているから。ちなみにフォロワー200人のクライアント 

にこれを話したら、その次の月に70万以上稼ぎました。 

【現代版】はじめて月10万の小さな資産を作るまでにやるべきこと。 

→まずは小さな資産を作ることが大切です。あとはそれを大きくする。月10万を稼ぐまでの流れを 

具体的に解説するので、まずはそれを真似てみてください。 

なぜ、稼げば稼ぐほど暇になるのか？逆に多忙になってしまう人の明確な違いと 

は？ 

→稼ぐほど忙しくなる人と、稼ぐほど忙しくなって消耗する人がいます。ネットビジネス特有の症 

状ですが、時間とお金を両立するためにはこの考え方を必ず採用してください。時間リッチになる 

ために僕が厳格に守っているビジネスのルールをお話します。 

コンテンツビジネス×アフィリエイトで他社商品を連続して成約させ、資産として 

所有する方法とは？ 

→コンテンツビジネスは、アフィリエイトと非常に相性がいいです。僕はアフィリエイトだけで今 

でも毎月40万が自動で入り続けてくるわけですが、これ非常に初心者にとってもスタートしやすい 

ビジネスです。そのやり方をわかりやすくお教えしましょう。 

コンテンツを作れば作るほど雪だるま式に報酬が伸び続けていく「資産構築の土 

台」とは？ 

→僕はSNSに投稿するたび、ブログを書くたび、メルマガを書くたびに月数万円ずつ収入が増えて 

いきます。そのためにはドッシリとした「資産の土台」が必要なのですが、その設計方法をお教え 

します。 

お小遣い稼ぎだけで終わらず、今後「独立した強い個人」として安定して稼ぎ続け 

るための必須項目とは？ 

→独立遊軍参加者は、お小遣い稼ぎで終わって欲しくありません。一発屋で消える人、ずっと安定 

して活躍し続ける人など様々いますが、僕が教えている人はみんな後者です。参加者には、今後も 

独立した強い個人として成功し続けて欲しいと願ってます。その必須項目をお話しするので、一緒 

に長期的に活躍していきましょう。 

合計5時間ほどのセミナー などの、 をお渡しします。 

休日を使えば2日ほどで学び終える内容ですが、 

何度も聴くことで効果が倍増するので繰り返し聴いて欲しいです。 

人によっては、あっという間にコンテンツ力が付いて 

サクサクと資産を作っていくことができますし、 

これからビジネスを始める上で独立遊軍の知識があれば、 

ライバルをごぼう抜きして活躍することができます。 

ネットビジネスをやる上でコンテンツは必修科目ですが、 

真剣に学んでいる人は本当に少ないので 

それだけでもかなりのレベルで優位に立てます。 

ただ単発でお小遣い稼ぎ程度に稼ぐのは意味がないので、 

しっかりとビジネス力を身につけて 

独立して稼げるくらいの実力まで成長してまいりましょう。 

またこれは持論ですが、 

やるなら一気に勉強したほうが効率がいいので 

会員サイト を用意しています。 

ご自分のペースで視聴できますので、 

移動時間に音声学習をしてもいいですし 

休日を使ってまとめて学習してもいいです。 

動画コンテンツなので、 

楽しみながら思考を鍛えられると思います。 

【メルマガ限定特典】 

ビジネス自動化セミナー 

僕が「資産」と呼んでいるのは、 

商品が自動的に売れるシステムのこと です。 

海外旅行にいくときは 

1秒もパソコンに触れないのですが、 

それでも日々20万〜30万の報酬が発生するのは 

この“自動化”を極めた結果です。 

また、ビジネスを拡大するときにも自動化の考え方は必須。 

自動化ができているからこそ、 

空いた時間で情報収集をしたり 

より資産を増やすことができるんですね。 

この自動化をマスターすると、 

数ヶ月に一回ほどのメンテナンスだけで 

ビジネスが拡大し続けています。 

また、ネットビジネスのみならず 

タピオカ屋、パーソナルジムなどもすべて自動化してますが、 

このセミナーで話す自動化の考え方がベースとなっています。 

なのでぜひ、自動化を学んでください。 

何もせずともお金が振り込まれる感覚は、 

人生観が引っくり返るほどの衝撃を得られるはずです。 

ぜひ自動化の威力を体感してください。 

時間、お金、幸せを両立するなら必須のスキルです。 

このセミナーは1時間ほどの動画ですが、 

メルマガから独立遊軍に参加した人限定でお渡ししています。 

これだけでも参加費は回収できるかなと思います。 

【特典】21日間の 

プレミアムメール講座 

また、会員サイトの動画と合わせて 

独立遊軍限定のメール講座を開設します。 

およそ21日間のメール講座なのですが、 

話す内容としては 

◆ 資産作りのファーストステップとして何をするべきか？ 

◆ SNS(Twitter、Instagram、Facebook)からアクセスを集める設計術 

◆ どのようにブログとメルマガを組み合わせて収益を最大化していくのか？ 

◆ 自分の「得意」をマネタイズしてご飯を食べていく方法 

◆ 普通は3日かかる作業を1時間で終わらせてしまうほどの生産性の高め方 

◆ 心理学を応用してコンテンツ全体のレベルを高める「扇動」のスキル 

◆ 「価値」とはそもそも何なのか？価値の高い魅力的な人物になるための極意 

◆ ひとつのコンテンツを複数のメディアで有効活用するクロスメディア戦略とは？ 

etc… 

などなど、通常メルマガの何倍も濃いコンテンツを発信していきます。 

本質を中心にお話をしていきますが、 

ノウハウも盛り沢山なので 

ぜひビジネスに有効活用してください。 

このメール講座だけでも 

ひとつの講座として販売できるほどの内容に仕上げてます。 

独立遊軍の価格 

肝心の価格ですが、 

独立遊軍の参加費は、5万円です。 

5万円ですべての内容を学べますし、 

購入後に追加で料金をいただくことも 

会員サイトに期限もないのでご安心ください。 

独立遊軍メインコンテンツ、21日間のプレミアムメール講座、ビジネス自動化戦略・・・ 

これら資産作りを学べる環境がまるっと手に入ります。 

内容的にも20万円はもらおうと思ったのですが、 

独立する人が増えてくれれば僕も嬉しいので、この価格にしました。 

とはいえ、感覚的には20万円払ったつもりで学んでくださいね。 

そのほうがより知識が身につきやすいからです。 

ただ、5万円(20万円)という価格がもし高いと思ったなら、 

無理せず参加しないことをおすすめします。 

ただ、その投資した20万円でコンテンツビジネスを学べば、 

将来の数千万、数億になって返ってくるどころか 

人生のクオリティを格段に高める可能性を秘めています。 

正論であることを承知で話すと、 

知識・情報に投資した人の勝率は格段に上がります。 

情報に投資し、成長して稼ぎ、またさらに投資する・・・ 

この好循環をいかに早い段階でまわせるかが、 

ビジネスの成功にかかってると思うのです。 

これだけは、独立遊軍に参加する、しないに関わらず、 

必ず覚えておいてくださいね。 

まとめると 

◆ 独立遊軍会員サイト 

◆ 5時間超えの動画コンテンツ 

◆ 21日間の独立遊軍限定メール講座 

◆ 価格：5万円 

となります。 

※返品/返金の可否：不可。 

※決済は銀行振込かクレジットカード決済か選択できます。 

※分割決済の場合、手数料を追加で頂いてます。：3分割「17,000円×3ヶ月(51000円)」、6分割「9,000円×6ヶ月 

(54,000円)」、12分割「4,750円×12ヶ月(57,000円」24分割「2,500円×24ヶ月(60,000円」 

※対応カードブランド：Visa、Master、JCB、Diners、Amex、その他デビッドカードがご利用いただけます。 

【企画募集終了までの時間】 

0 3 2 3 5 6 3 0 
終了まであと 

購入者の声 

24歳会社員(営業) / 吉村さん 

お世話になってます、ふっさんさん。 

先日独立遊軍を購入させて頂いた吉村です。 

ネットビジネスにも軽く興味を持っていて、手を出してみましたがうまくいかず。 

自由になりたいと思ってネットサーフィンばかりしていましたが、 

そんなときふっさんさんと出会い、独立遊軍のページを読んでいたら 

心に熱く込みあげてくるものがあって、気づけば購入ボタンを押していました。 

さっそく中身を拝見させていただいたのですが、これは・・・ヤバいですね。。 

コンテンツのことだけを教えてくれる講座だと思っていましたが、 

セールスのコツやコミュ力につ いても、 

これでもかというくらいノウハウを話されていて、すごく勉強になりました。 

動画は音声として聴き流せるので営業の移動中にも聞いてるのですが、 

こないだふっさんさんが話されていたセールスの方法を営業で使ってみたら、 

お客様の反応が全然違ったんですよね。 

まさかの本業のほうも楽しくなってきてしまいましたが、 

独立を目指してちゃんとがんばっていこうと思ってます(笑) 

これからもぜひ、よろしくお願いします！ 

34歳専業主婦 / 伊藤さん 

今日もフォローメールにアウトプットさせていただきました！ 

子育ても一番忙しい時期を終えて、 

将来の子ども学費のためにパートか何かをはじめたいと思ったときに 

ふっさんさんと出会い「これだ！」と思い参加させていただきました。 

こういう講座？に参加するのははじめてで、 

最初はすごく不安でしたが、 

ふっさんさんが毎日フォローメールを送ってくださるので、 

安心して講義を進めることができています。 

私のような主婦がいざ副業をはじめたい、 

と思っても何が正しいのか全然ワカらないし、 

何から手をつけたらいいのかもさっぱりでした。 

でもふっさんさんは1からステップで教えてくださるので、 

素直に実践していくだけで、どんどん 前に進んでいる感じがします。 

あと、家事をしながら聴いてます！ 

ワイヤレスイヤホンを買って掃除をしながら聴いたりすると、 

アイデアが沸いてきてしょうがなくて困ってます(笑) 

さっそくブログを作って、私の好きなドラマとかのレビューを書いてみました！ 

まさかのコメントが来て驚いています！(初心者でも本当にくるんですね) 

まだまだ未熟な私ですが、どうかよろしくお願いします。 

29歳会社員(プログラマー) / 井上さん 

こんにちは、ふっさんさん。 

お世話になってます 

今はシステムエンジニアとして働いているのですが、 

ゆくゆくは独立をしたいと考えていました。 

エンジニアという仕事は薄給だし、 

フリーランスとして活動するにしてもなかなか一歩を踏み出せません。 

そんななか、この教材は自分の好きなことをコンテンツにして販売し、 

自由をつかみ取るということで、その理念に共感して購入させていただきました。 

あれ、ふっさんさんってプログラマーだっけ？と思えるくらい合理的なモノの見方で、 

どうやっ てコンテンツを生み出すか、ということを語ってくれています。 

いまは教わったことを元にプログラミングのスクールの構想を練っていて、 

仕組みに組み込むのがすごく楽しみです。 

最初は小さな仕組みをということで、 

ひとまずは生活が楽になるくらいの仕組みを1ヵ月以内に作っていきます。 

決意表明も兼ねて送らせていただきました。よろしくお願いします！ 

56歳自営業 / 井上さん 

ふっさん様 

お世話になります、井上です。 

毎日少しずつ動画を拝聴さ せて頂いています。 

私は小さな飲食店を営んでいるのですが、 

これからインターネット関係にも販路を広げていきたいということで、 

ふっさん様の講座を手に取らせていただきました。 

できれば、もっと早いうちに出会っていたかったと思う次第です。 

現在私が行なっている事業にふっさん様の考え方を取り入れるだけで効果があり、 

お客様の反応がよくなったように思えます。 

まだ全て消化しきれていないのですが、もう既に教材代金分は利益が得られたかもしれません。 

ふっさん様はまだお若いのに、これだけの教材を作り、 

価値を提供なされていることに驚嘆しま す。 

ふっさん様のご活躍とご検討をますますお祈りします。 

これからもどうぞ宜しくお願い致します。 

23歳ポーランド交換留学生 / たけさん 

私は今までふっさんのメルマガを初心者の頃から登録して、 

メルマガを通じてインターネットを使って 

コンテンツを提供するということに非常に興味を持っていました。 

そんな時に、「独立遊軍」という企画に出会いました。 

レターやメルマガを読んでいくと、 

自分がまさにつまずいていた質の高いコンテンツを作成するための 

本質に特化した企画だと知り、購入することを決意しました。 

「独立遊軍」は今までの企画とは異なり、 

動画を使ってコンテンツに関して学習していく企画となっており、 

スマホで学習できたので移動中でも取り組みやすかったです。 

内容に関してですが、実践的なノウハウだけでなく、 

より重要な「本質」の部分をメインに30個近く動画に撮ってくれているので、 

5万円でよかったのかな？なんて思ってしまったほどです（笑）。 

また、本質の内容だけだとフワフワした現実味のない動画になってしまう所を、 

具体例をふんだんに織り交ぜることで自分でも質の高いコンテンツが作れるようになる 

と思える動画に仕上がっているので流石だなと感心しました。 

収益化するまでの最短のルートはこの「独立遊軍」のコンテンツを 

消化することで見えてきたのでそのまま突き進んでいきたいと思います。 

それでは長文失礼しました！ 

21歳ブロガー / 菅原さん 

こんにちはふっさんさん、ゆいです！ 

先日は懇親会に誘っていただき、ありがとうございました！ 

いや～、あんなところで食事をしたのは初めてです。笑 

「こんなこと、話ちゃっていいの？」 

と思えるような情報のオンパレードで終始興奮してしまい ました、 

リアクションがうるさいと言われましたが、ほんとすみません。 

ぜひまた、お誘いいただけると嬉しいです！ 

私はもともと某有名なブロガーのサロンに入っていたのですが、 

ぜんぜんアクセスも集まらないし、 思うように記事も書けないしで、 

全然ダメだぁと悩んでいた時期にふっさんさんと出会いました。 

コンテンツの企画ということで迷ったのですが、 

いつも有意義な情報をくださるふっさんさんなら、 

という気持ちで独立遊軍に参加させていただきました。 

まだ少ししか実践できていませんが、 

こないだふっさんさんのアドバイス通りに10記事ほど書い たところ、 

もうアクセスが伸び始めてびっくりしてます！ 

何度も言ってくれた「アクセス数よりもファンの数」 

という言葉が身に染みて理解できています。 

私自身、ふっさんさんの大ファンなので、 

まんまとこの言葉の通りにいっているけど悪い気分はしないです(笑) 

あと、いまふっさんさんの教えの通りにコンテンツも作っているのですが、もう売れる気しかしま せ 

ん…。 

今月には販売してみる予定ですので、またその結果も報告させていただきますね！ 

本当に価値の高いコンテンツを届けていただきありがとうございます！ 

よくある質問 

Q.参加方法を教えてください 

A.決済手段は銀行振込かクレジットカード決済となります。 

銀行振込の場合：一括払いのみの対応となります。 

クレジットカード決済の場合：一括払い、3回払い、6回払い、12回払い、24回払いから選べます。分割決済の場合、3 

回払い(1,000円)、6回払い(4,000円)、12回払い(7,000円)、24回払い(10,000円)の手数料を頂いてます。Visa、 

Master、JCB、Diners、Amexに対応しております。 

Q.実際に教材を受け取るまでの流れはどうなりますか？ 

A.決済完了後、24時間以内にメールにて限定会員サイトにご招待します。 

会員サイトにログインしていただくと、すぐにコンテンツ(動画や特典)を見られる状態になります。会員サイトに動画 

を埋め込んでおりいつでも視聴し直せるので、ご自身のペースで学んでみてください。 

Q.初心者です。難しい内容ですか？ 

A.これまでのブログやメルマガで送っているように、誰でもわかりやすい言葉で講座の内容は解説しています。大学の 

講義みたいな難しい内容ではありません。リラックスしながらでも頭に入ってくるコンテンツを意識して作ってま 

す。 

また、ステップバイステップで成長していきながら思考を鍛えるので、その点は安心してください。独立遊軍を学ん 

だあとは自然とビジネスの思考ができるように成長できていると思います。 

Q.独立遊軍の参加費以外に料金が発生しますか？ 

A.独立遊軍は5万円ですべての内容を学べます。追加で新しい料金をいただくことはなく、追加で商品をセールスする 

こともないのでご安心ください。一度参加すれば永久に会員です。 

また、新しくコンテンツを追加するときも一度参加すればその後無料で受け取れます。 

Q.返金は受け付けていますか？ 

A.会員サイト(情報)という商品の性質上、返金は一切受け付けていません。 

また、お金を払って学んでくれている参加者の平等を担保する意味も込めています。 

僕自身も長いお金と時間、労力をかけて本講座を作成しました。初めから返金を期待されるつもりながら、参加をご 

遠慮願います。 

Q.サポートはありますか？ 

A.サポートはありません。 

※「コンテンツがエラーで見れない！」などの、商品に関する質問は弊社スタッフが回答しています。 

そもそも「独立した強い個人を輩出する」 

というコンセプトのもと、 

他人に依存しないビジネスを提案しています。 

また、ビジネスは一人で意志決定して 

実行していくほうがフットワークも軽く、 

誰かの助言を得るよりサクサクと進むことも多いです。 

しっかり学べばご自身でも実践できるよう、 

「やるべきことを明確化して、実行する方法まで」 

をワンセットでお伝えしています。 

むしろサポートをつけていないからこそ、 

真剣に中身を作り込んでいます。楽しみにしていてください。 

Q.顔出しは必要ですか？ 

A.僕は一切顔出しをしていませんし、 

今後もする予定はありません。 

というか匿名のキャラクターすら持っています。 

よく誤解されるのですが、 

顔出しは必須ではありません。 

それによって不利になることも一切なく、 

むしろ顔を出さないメリットもあります。 

実名を出さなくてもいいので、 

身バレの心配もありません。ご安心ください。 

Q.副業として考えています。少ない時間でも大丈夫ですか？ 

A.コンテンツビジネスは積み重ねが効くので、 

スキマ時間を見つけて作業すれば資産を作れます。 

たまに休日を見つけて一気に作るのもありでしょう。 

僕は大学生の頃は、 

大量のレポートと部活の代表、 

居酒屋のバイトに忙殺されながら資産を作りました。 

いま会社員の友達と比べてみても、 

社会人のほうが時間あるんじゃないか？ 

と思えるくらいです。 

収入がある程度出てくるようになったら、 

アルバイトならシフトを減らしたり、 

会社員なら残業を減らしたりできるので、 

その時間でさらに資産を作ることもできるでしょう。 

また、時間がないからこそ、 

効率よく収入を増やす方法を手に入れて、 

時間を有効活用してほしいです。 

時間がない上に、 

間違った方向に努力してしまうと 

大げさ抜きで数年無駄になってしまいますからね、、 

なので、時短で資産を作るためにもぜひ。 

そのための独立遊軍なのです。 

Q.一般的なビジネス講座とどう違うんですか？ 

A.色々と違うところはありますが、 

やはり一番大きいのは 

「本質と具体例の両方を入れていること」 

ですかね。 

世のほとんどの教材と呼ばれるものは、 

テクニックやノウハウに偏りすぎていて 

「使い方」を教えていません。 

僕が初心者だった頃に一番課題を感じたのはその点です。 

仮にノウハウを手に入れても、 

え、これをどう使えばいいの？状態でした。 

どれだけ切れるナイフを手に入れたとしても、 

使い方を教わらなければ無価値です。 

独立遊軍はたっぷりノウハウを学べますが、 

何より使い方、思考、本質といった部分を 

重要視して教えています。 

独立遊軍を学んだあとに 

みんな独力でビジネスを発展していけるのも、 

本質や思考を重んじる点にあるでしょう。 

Q.後発組ですが、成功しますか？飽和しませんか？ 

A.まったく問題ありません。 

むしろチャンスは増え続けています。 

というか、僕がネットビジネスを始めた頃も 

「もう飽和している」と言われてました。 

ですが、後発組のほうが事例も豊富なので、 

成功しやすいと思ってます。 

飽和を気にするのは 

年商5億〜10億の規模感になってからです。 

数百万から数億を目指す段階では、 

まったく気にする必要はありません。ご安心ください。 

Q.独立遊軍は何をする講座ですか？大変ですか？ 

A.それ言うと講座の中身になるので、 

参加してからのお楽しみです。 

もちろん苦行のようなものではなく、 

みんな楽しみながらやってますよ。 

1%の行動で人生変わる 

人生は、ほんのちょっとのきっかけで良い方向に変わるものです。 

僕は居酒屋バイトだらけの生活で絶望を感じていて、 

アフィリエイトで1億円稼ぐという怪しいサイトを見つけて、 

教材を買い、資産を作り、いまの生活を手にしました。 

もともとは、起業家として生きていく覚悟なんて、 

1ミリもなかったんですよ。 

でも、知れば知るほど 

ネットビジネスって面白い世界だし、 

稼ぐ以外にも人生で大切な多くのことを教えてくれました。 

周りからも知識を求められるようになって、 

改めてその凄さを鮮烈に感じています。 

「やってみるか・・・」の1%のやる気も、 

学べば学ぶほどテンションが上がってきて 

気付いたら夢中になれたりするものです。 

もしかしたら、人によっては、 

情報を買うという行動が初めての経験かもしれません。 

でも、たとえいまの段階で不安だったとしても、 

やり切れるか心配だったとしても、安心してください。 

初心者でも一定のレベルにこれるように 独立遊軍は、 

トコトンわかりやすく丁寧に解説していますし、 

ステップバイステップで資産の作り方を話しています。 

また、中級者以上の人にとっても 

仕組み全体の利益を高められる内容なので、 

刺激的で楽しめるコンテンツなのかなと。 

ましてや初心者のときから 

独立遊軍の環境で学べるのは、 

僕も嫉妬してしまうくらいです。 

あと、これは僕が決断に迷ったときによくやる自問自答なのですが、 

挑戦した未来と挑戦しなかった未来、どっちが後悔するだろうか？ 

というのをいつも、考えます。 

たとえ失敗したとしても良い経験になるし、 

その経験を糧にまた新しい挑戦をしたらいい。 

9回負けても1回勝てば、トータル成功なのです。 

(とはいえネットビジネスにリスクはほとんどありませんが、、) 

逆に僕にとっての最大の失敗は、 

何も行動に起こさずにただただ時間を浪費してしまう 

「やらなかった後悔」だけが続くことです。 

それは本当に虚しいので、 

僕が最も避けたい未来です。 

動かなければ今の延長の未来が続くだけですが、 

動いてしまえば1%でも良い方向に進んでいきます。 

その1%を、あとはどんどん膨らませていくだけなのです。 

動き出せば案外コロコロとうまくいくものですよ。 

最後に 

独立遊軍は稼ぐ方法を教えますが、 

稼ぐとは何なのか？ 

という本質的なことまで話しますし、 

なによりも 

「ビジネスを好きになって欲しい」 

という気持ちで作りました。 

起業は茨の道だとか、大変だとかいうイメージが強いですが、 

冒頭でも書いた通り、 

ビジネスは苦労してやるものじゃないです。 

いま、ネットビジネスをやっている人たちからは、 

なんとも悲痛な叫びが聞こえるように感じます。 

「怪しいことをやっているんじゃないか」 

「作業が辛い、しんどい」 

「本当にこの稼ぎ方で安定するのか」 

「何が正しいノウハウなのかわからない」 

「自分がやってることが正しいか不安だ」 

などの、モヤモヤした感情が見て取れるのです。 

でも、本来、ビジネスは楽しいものなのです。 

しっかりと正しい知識を学べば 

サクサクとゲームのように進むし、 

価値提供をしてお客さんが喜んでくれるし、 

自分自身もどんどん成長していく。 

結果、お金をもらえて感謝される。 

僕は通常のメルマガを含めると 

累計1万通以上の感謝のメールをもらっていますが、 

コンテンツビジネスの知識を使って人を救うこともできるのです。 

いまコロナで大変な人たちも多いですが、 

だからこそ独立遊軍を通して正しい知識を学んだ人が増えて 

少しでも多くのお店を救って欲しいのです。 

お金を稼いだ先で、あなたの人生を そして、 

自由自在にデザインして欲しいと願ってます。 

伝えたいことは以上です。 

楽しいビジネスの世界を知ってもらいたい、 

経済的自立を本気で達成してもらいたいという気持ちから、 

今回は全力でオファーをさせていただきました。 

案外すごいチャンスが目の前にあるんですよ。 

人生そのものを遥かに良い方向に変える可能性を秘めている。 

それで人生が変わって豊かになれたら、 

こんなに良いことってないじゃないですか。 

僕はあくまできっかけにしか過ぎませんが、 

全力でその手伝いをさせてください。 

今回はお金も頂くので、 

より真剣にコンテンツを作り込んでいます。 

ぜひ独立遊軍を手にして、一緒に資産を作っていきましょう。 

どんな人がくるか楽しみにしていますね。 

※返品/返金の可否：不可。 

※決済は銀行振込かクレジットカード決済か選択できます。 

※分割決済の場合、手数料を追加で頂いてます。：3分割「17,000円×3ヶ月(51000円)」、6分割「9,000円×6ヶ月 

(54,000円)」、12分割「4,750円×12ヶ月(57,000円」24分割「2,500円×24ヶ月(60,000円」 

※対応カードブランド：Visa、Master、JCB、Diners、Amex、その他デビッドカードがご利用いただけます。 

【企画募集終了までの時間】 

0 0 3 2 3 5 6 3 
終了まであと 

特定商取引法の表記 / プライバシーポリシー / 利用規約 

Copyright C 独立遊軍 -All right reserverd- 

https://fussan01.com/colorful/dypro.html
https://getfireshot.com
http://fussan01.com/dy/purchase/?id=5GEeFtYxbpez3pBO
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=50000&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=17000&rebill_param_id=31day17000yen_3&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=9000&rebill_param_id=31day9000yen_6&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=4750&rebill_param_id=31day4750yen_12&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=2500&rebill_param_id=31day2500yen_24&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
http://fussan01.com/dy/purchase/?id=5GEeFtYxbpez3pBO
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=50000&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=17000&rebill_param_id=31day17000yen_3&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=9000&rebill_param_id=31day9000yen_6&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=4750&rebill_param_id=31day4750yen_12&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
https://secure.telecomcredit.co.jp/inetcredit/secure/order.pl?clientip=62345&money=2500&rebill_param_id=31day2500yen_24&redirect_url=https://fussan01.com/dyprosuccess/
http://wisteria01.com/l/u/tokushoclick
https://fussan01.com/colorful/privacy.html
https://fussan01.com/riyoukiyaku/

