
お前一人で何が出来んの？レポート 

ロジャーです。 

このレポートは 
俺の「怒りによる論破レポート」です。 

かと言って、俺がただ単純に 
愚痴を漏らすためのレポートではありません。 

そんなことをしていても時間の無駄です。 

そうではなくて、このレポートは怒りという感情を 
ポジティブなエネルギーに変えるために書きました。 

怒りという感情は、 

人間にとって、良くも悪くも 
莫大なエネルギー源となります。 

怒りをバネにして成功していく人間もいれば 
怒りに支配されて、体を壊してしまったり 
犯罪を起こしてしまう人間もいます。 



それほどに人間にとっては 
「怒り」という感情は多大な影響をもたらす、 
ということです。 

それほど強力な感情があるのなら 
自分の利益になるようにうまく使おうぜ 

ってのがこのレポートの主旨になります。 

なので、 
このレポートを開いてくれた方も 

ぜひ「怒り」という感情を 
巧みに利用し、自分の利益に繋がるように 
エネルギーの転換をして欲しいなと思い、 
このレポートを公開します。 

そしてそして、このレポートを 
最後の最後まで読んでもらえれば、 

ビジネス的な学びも深まるように 
整えて書いております。 

ビジネス？？何それ？？美味しいの？状態の人でも 
一気にレベルアップできるはず。 



もちろん、初心者でなくとも 
めちゃくちゃ勉強になると思うので 

ぜひスルメを味わうように 
何周も読んでもらえたらと思います。 

では、 
お前一人で何が出来んの？レポートをお送ります。 

こっからは敬語略で行くのでご了承を。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

会社、辞めてどうすんだ？もったいない！ 

ビジネスとか危ないでしょ？ 
起業してちゃんと食っていけるのか？ 

起業なんて、お前たった一人で何が出来るんだ？ 

俺は過去に、こういう類の言葉を 
会社の人間や、友人、家族からも 
たくさん浴びせられてきた。 



特に家族や友人といった親しい人間ほど辛辣で、 
尚且つ、攻撃的な言葉を俺にぶつけてきた。 

わかるよ、わかる。 
みんな俺を心配してくれてる。 

ありがとう、本当にありがとう。 
俺に気遣いをしてくれるのは本当にありがたいし 
感謝すべきことだと思ってる。 

だけど、ね。 

感謝しているからと言って 
何もかも人の言うことを「はい！はい！」と聞くほど 

俺は真面目でもなければ、 
従順でもないし、馬鹿じゃないんだよ。 

だから、俺はこう言う類の発言をぶつけてくる人、 

いわゆるドリームキラーと言われるような人々には 
（ドリームキラー＝他人の夢を壊そうとしてくる人） 
俺は、とても複雑な感情を抱いている。 



感謝が49% 

怒りが49% 

悲しみが2% 

と言った具合だろうか… 

心配や気遣いをしてくれることへの感謝が49% 

俺のやりたいこと、挑戦したいことを理解してくれない、 
理解しようとしてくれないことへの悲しみが2% 

うるせえよ！！！ぼけええええ！！！ 
俺の人生は俺のもんだろ？ 
何も知らねえ奴がピーピー偉そうに言ってくんなよ！！！ 

という怒りが49%って感じかな。 

本当は数字で表現できるような思いではないけどね。 

ドリームキラーの人たちには感謝もしているわけで、 
たとえ攻撃的な言葉を俺にぶつけてきても 



俺は家族や親しい友人に怒りをぶつけたくはないし、 
悲しいよ、なんて言いたくない。 

だから、今から、このレポートに文字として 
「49%の怒り」と「2%の悲しみ」を徹底的にぶつけて 

過去にドリームキラーたちに言われてきたことへの 
怒りと悲しみを供養しようと思う。 

よっしゃ、言われたことを 
思い出したらちゃんとムカついてきたぜ。 

うおおおおおおおお！！！！！ 
ムカつくムカつくムカつく！！！！！！！ 

ドリームキラーたちに言われたことを 
今から一個一個、論破していくぜ！！！！！！！！ 

～～～ 
こっからはドリームキラーに対する怒りと 
言われてきた事に対する論破です。多少、 
口が悪くなりますが、独り言だと思って読んで頂きたい 
～～～ 



・会社辞めてどうするんだ？もったいない！ 

はいまずはこれ。 

まさに、うるせーよ、と思う。 
お前らの基準、お前らの価値観で決めつけるなよ、と。 

俺の職場環境や仕事を見てきたわけでもないのに 
いちいち偉そうに言うんじゃねえ。 

世間一般の大企業＝優良企業と言うイメージだけで 
勝手に決めつけられても、視野が狭いとしか思えないわ。 
 

今の会社辞めてどうするんだ？？？？ 

いや、そんなこと知らんがな。 

未来のことなんて誰にもわかりゃしねーよ。 
だからこそ、俺はビジネスの勉強してるんだわ。 

それに、どんな時代であろうと、 
金を稼ぐ能力がある奴は死なない。 

というか金の問題じゃねえんだわ。 



金が稼げる＝価値を生み出せる、ということ。 

雇われて労働するのではなく、 
ゼロから価値を生み出せる人間は 

天変地異が起こらない限り、死にようがない。 

近い将来、技術がシンギュラリティに到達し、 
AIの進化で、世の中の大半の仕事がなくなったとしても、 

ベーシックインカムが導入されて 
奇跡的に、働く必要がなくなったとしても 

金の価値が薄れたとしても、 
金という概念が消え失せたとしても 

価値が生み出せる能力さえがあれば 
自然とその人間は影響力を持つ。 

そして、影響力を持った人間の方が 
確実に人生の選択肢が増えるし、自由に生きられる。 

何でこんなことすら分からねえんだよ。 
想像力がなさすぎだろ。 



ていうか、 
居心地の悪い会社にずっと勤め続けろっていうの？？ 

嫌いな仕事を続けることが 
俺にとって何のメリットがある？ 

せっかく就職できた会社なんだから… 
もったいないよ、っていうけども 

は？WHAT？何言ってんの？？ 

「せっかく」とか「もったいない」と思ってるのは 
外野の奴らだけなんだわ。 

実際に大企業で勤務していた当事者の俺が、 
「この会社じゃつまんねえ」って言ってんだから 

せっかくもクソもねえよ。 

むしろ、このまま嫌々仕事して、 
体ぶっ壊して、精神もぶっ壊して、 

その先、俺の人生に、何が残る？ 

ぶっ壊れた体と精神と、後悔だけだろ。 



そんなんでも、労働し続けろと？ 

死ぬまで、気に食わねえ環境で頑張り続けろと？ 

そんなん間接的殺人罪だわ、逮捕しちゃうぞ！！ 

ジョークだ、話を戻そう。 

要するに、俺の人生はそんな暇じゃねえ。 
時間は有限なんだ。 

というかこの世には、「暇な生物」なんていねえ。 

人間だけじゃなく、ワンちゃんも猫ちゃんも 
マグロもワニもキリンもライオンも 
馬も鹿も馬鹿野郎も、全員 

刻一刻と、人生の終わりに近づいている。 

だからみんな、自分が生きていくために行動してる。 
ライオンだって、生きてくために必死に戦ってる。 

それなのに、辞めるのもったいない？ 



ずっと現状維持でいいと？ 

シマウマを狩りにいくのが怖いから、 
住処の周りに生えてる雑草食って、我慢して死ねと？ 

違うよなあ、 
ライオンだったら生きるために狩るんだよ。 

人間だったら、自分の人生のために行動すんだよ。 
いちいちチキってたら、何も変わらねえんだわ。 

会社を辞めるのがもったいないと抑圧されて 
人生を変える行動を起こさないなんて、 

そっちの方が俺はもったいないと思う。 

会社を辞めることがもったいないかどうかは 
俺が決めることだ。 

俺は、自動車メーカーで働くことが嫌だから 
それを変えるために、行動した。 

それだけの話。外野にとやかく言われる筋合いはない。 



・ネットビジネスとか危ないでしょ？ 
　それで起業してちゃんと食っていけるのか？ 

はい、次はこれ。 

これはまあ昔の俺も、ネットビジネスなんて 
危なそうとか思っていた情弱だったから 

気持ちはよーーーーーくわかる。 

今となっては、 
「そういやネットビジネスって 
　最初、怪しかったわww」って感覚だけどね。 

会社員時代と今の俺じゃ 
当たり前の基準値がまるっきし変わってるってことだな。 

だから「危ない」とか思ってしまう気持ちは 
俺も一応、経験してきているのでわかる。 

でも、だ。 

どんなことでも、「否定」から入ると 
まじで色んなとこで選択肢を潰してるんだよな。 

何よりも自分の可能性を潰すことになる。 



そもそも人間は、知らないものは 
無条件に恐怖するし、拒絶してしまう生き物だからね、 

だからこそ、何も調べない、学ばない状態で 
物事を否定するのは「悪」だと今の俺は思う。 

例えば、今でこそ 
大多数の人間がスマホを毎日、使って 
生活から切り離せない神アイテムになってる。 

でもスマホ黎明期、 
iPhoneが登場した直後の市場の反応は 

「画面をタッチして操作するの？？」 

「物理キーの方が使いやすいでしょ」 

「動作遅いんでしょ？」 

「スマホにするメリットがわからない」 

こんな感じだったし、 
実際に俺もそう思ってた。 

でも今じゃどうだ？？？ 

結局、みんな気が狂ったようにスマホ使ってる。 



もちろん、スマホ黎明期と現代のスマホは 
性能も雲泥の差があるけれども、 

スマホの性能向上だけが、普及に貢献したとは思えない。 

やっぱみんな、スマホに変えることが 
怖い、というかめんどくさかっただけ。 

あとは機種変更に伴う金銭的な損失回避を 
無意識的にやっていたんだと思う。 

「スマホに変えて、使い物にならなかったら 
　どうしよう？お金がもったいない」みたいなね。 

まさに昔の俺はこんな感じだったわ。 
未知のものは拒絶し、常に損失回避のことばっか。 

今じゃ考えられないほどに、アホだったわ。 

金銭的な損失回避は、もちろんビジネスにおいても 
考えるべきだけど、「機会損失」ってのもあるからね。 

チャンスは常に目の前に転がってるわけじゃない。 

昨日は販売されてたスマホが今日はもう手に入らない 
ってパターンもあるし、 



特に見落としがちなのが、 
「スマホを手に入れていたはずの今日」を失っている 
ということ。 

これ、まじで重要。 

金銭的や時間的損失を回避したとしても 
「機会」を損失してしまう、で成功を逃す。 

これって結構あるわけよ、今の俺でもしくじる時がある。 
物に限らず、情報や知識も同じで、 

うわ～～～それ１週間前に知ってれば 
あんな失敗しなかったのに～～～とか、 

逆に、１ヶ月前にこれを知れたおかげで 
今、これだけの結果を出せたわ～ヤフゥ～～！！とかね。 

ま、スマホ黎明期にスマホを使っていようが 
ガラケーを使っていようが大して、 

人生に多大なインパクトを 
与えるものではなかったかもしれない。 



でも俺が問題視しているのは 
スマホという個別具体的なことではなくて、 

無意識的に「知らない＝怖い、危ない、無理」 

という思考そのものだ。 

これは人生という長いスパンで見れば 
めちゃくちゃ影響が大きい。 

さっき言ったように、様々な機会損失を犯しているから。 

人間は一日に35000回の決断を下す 
という研究結果があるくらいに、 

普段から何度も何度も、様々な問題を、 
様々な選択肢から、様々な判断をして生きているわけだ。 

例えば、今日は傘を持って行こう、とか 

今日は暑いから薄着で出かけよう、とか 

仕事が早めに終わったから 
ビジネスの勉強しよう、とかね。 



で、その数ある選択の中で、 
自分に知識がない分野に関しては無意識下で拒絶し、 
選択肢にすら入れず、 

「知らないからやらない」ってやっちゃう。 
これを毎日続けていると、どうなるか？ 

極論を言えば、成長が止まる。 

当たり前だよ、 
だって何も新しいことやらねえんだもん。 

それじゃやっぱ、自分の可能性潰してるんだわ。 
やりゃあ出来んのに、やらない状態。 

ドリームキラーたちは、心配して 
「ビジネスとか危なくない？」って言ってるけど 

逆に、他者の可能性や 
選択肢を潰そうとしてるんだよ。 

それに気付いていない人間が世の中多すぎる。 

まずは相手の話を聞けばいいのに、 
まずは相手の理論を理解しようとすればいいのに。 
悲しくなるわ… 



それすらもできない思考停止の 
ドリームキラーさんたちの言葉には 
流石に俺は聞く耳を持てない。 

というか、他人になんて言われようが俺は止まらんし、 
俺は結果出すから、指咥えて、黙って見てろって思うわ。 

そして 
「起業して食っていけるのか？」 

これも愚問すぎる。 

ネットビジネスなんてオフライン事業と違って 
毎月、バコバコと経費がかかるわけじゃないんだからさ、 

ちゃんと儲け始めてから会社辞めればいいだけの話。 

そういや、家族とかから、 
副業して大丈夫なの？クビにならない？ 
とかも聞かれたなあ。 

ぶっちゃけ、そんなんどうでもいいんだよね、 

辞めるために副業で挑戦してんのに、 
そこにビビってたら何も始められんわ。 



っていうか経営側の意見を言わせてもらうと、 
そう簡単に人を解雇なんてできないわけよ。 

莫大なコストをかけて教育した人材を 
スパッと切るようなことはそう簡単にしない、できない。 

そもそも、万が一クビになろうが、どんな状況だろうが、 
食っていけないなんてことはあり得ない。 

今の時代であれば 
どこの企業も人材不足でヒーヒー言ってんのにさ。 

むしろ、どうやったら本当に食っていけなくなるか？ 
そのルートをしっかり説明してほしいわ。 

求人だって大量にあるし、バイトだって腐る程あるし、 
ホームレスですら外で酒飲みながら生きてんのに、 

どうやったら食っていけなくなるんだよっていう。 

逆に、ずっと同じ会社にしがみついていれば 
食っていけるか？と言われるとリアルに微妙なんだよな。 

昨今のニュースを見てもなお、 
「大企業なら安泰」って言えるんだろうか。 



俺は無理だった、将来が不安だった。 

だから俺は力をつけた、そしてこれからも鍛えるんだよ。 
自分の力で、食っていくための力を。 

「正社員として働かないと、社会的な立場ガーーー」 

こんなこと言ってくるやつも奴いたな。 
どこまで社畜思考なんだよ、って思うけど、 

そんな事よりも、世間体を気にしすぎ。 
人の目を気にしすぎだよ。 

ずっと前髪の決まり具合を気にして、四六時中、 
鏡チェックばっかしてるやつと一緒だよ、だせえな。 

というか、 

世の中の経営者や、スポーツ選手、芸能人でもいいけど 
成功している人間がそんなしょーもない世間体を 
気にして、「自分の挑戦」を辞めたんだろうか？？ 

んなわけないよね。 

世間体ばっか気にしてても、それって 
結局、「自分の人生」を生きていないと俺は思う。 



他人が望むジブンの人生を 
生きようとしちゃってるじゃん。 

他人の目を気にして、他人からの評価を気にして、 
他人が描く理想のジブンを生きてて楽しいのか？？ 

俺は、そんなことしてても 
クソつまんねーし、つーか、しんどいよ。 

俺は、まさにそれを無理してやり抜こうとしちゃったから 
大企業で働いて、うつ病になったからなあ。 

寝れねえんだよな、夜。 
気付いたら朝で、明るくなってて 
死んだ顔で会社いくわけ。 

で、体重いんだよ、頭いてーんだよ、毎日毎日。 
悲惨だよ、ほんと。 

努力のベクトルを間違えちゃうと、 
まじでこんな感じに悲惨なことになる。 

だから自分の望みが叶う方向に 
努力のベクトルを向ける、これ忘れると痛い目を見る。 

我慢して我慢して会社員やるのも 



確かに「努力」かもしれない。 
でもそれで体壊したら…ね。 
そんなん嫌じゃん、しんどいし。 

だったら努力のベクトルを 
自分の望みのベクトルと合わせないと。 

ぶっちゃけ、 
食っていくだけならいくらでも方法はある。 

でもせっかくなら、 
自分が望む生き方をするために努力して 
それで食っていけばいいじゃんってこと。 

はい、次。 

・お前、たった一人に何が出来るんだ？ 

たった一人の人間でも出来ることは、 
たーーーーっっっっっっくさんあるんだよね。 

一人で汗水垂らして、労働し続けるのであれば 
そりゃあ出来ることは相当、限られるさ。 



けどね、現代には便利なツールや技術がある。 
その「技術」を使えば、まじで百人力になる。 

で、このツールや技術を賢く使って、商売するのが 
ネットビジネスなんだよね。 
だから、ネットビジネスはレバレッジが効くわけよ。 

１の労力で１００の成果を生み出す。 
てこの原理と同じ、いや、それ以上にすごいよ。 

例えば、ネット上に商品の販売ページや記事を 
一度でも作り上げてしまえば、 

そのあとは放置してても、その記事が分身となって 
24時間365日、年中無休で働き続けてくれる。 

自分がせっせと汗水垂らして働かなくても 
しっかりとwebページが作り込まれていれば 
そこから売上が出る。 

まさにレバレッジだよね、チートすぎる。 

たった一人の人間でも、ネットやITツールを 
うまく使えば、積み上げ式で労働力が確保できる。 



１日に１００アクセス呼べるブログ記事があれば 
オフラインで言えば、外でビラ配りしてる従業員になる。 
しかもブログ上の記事だったら、人件費かからない。 

実際に、俺がたった３０分くらいで書いた１記事から 
毎月、大体１万円分くらい商品が売れ続けてる。 

俺の労力はたったの３０分。 

でもその記事はずっとあり続ける。 
その記事だけでも年間１０万以上の利益。 

それをネット上で積み上げて行ったらどうなる？？？ 

それでも「俺一人で、何が出来るのか」って？？？ 

商売ができるんだよ、たった一人でも。 

しっかり記事やコンテンツを作り込んで、 
ネットの海に放り出せば、利益出せちゃう。 

家でシコシコ記事を書いてりゃ 
たった一人でも気持ち良くなれちゃうわけよ。 

そんなん、想像するだけでコーフンするだろ？ 



起業って言ったら、銀行から融資を受けて 
リアル店舗を開店して、人を雇って… 

世間の一般人はそんなイメージをしてるかもしれない。 

それに、オフラインで、なんか派手なお店を構えてた方が 
なんかすげー、かっこいいとか思っちゃう人も多い。 

まあそれで利益出せるならいいけど、 
「かっこいい」だけで商売成立しないからね。 

意識高い系のキラキラ起業家になって、 
生活は苦しいけど、カッコよく思われたいってなら 
それでもいいけどさ。 

結局、派手じゃなくても、スモールビジネスでも 
しっかりビジネスを構築できる奴が勝つんだよ。 

だから、コミュ障でも、引きこもりだろうと、 
平日は忙しい会社員だろうと、主婦だろうと、 

しっかりビジネス学んで、家でこっそり作業して、 
ネット上に労働力となるコンテンツを投下すれば 

別に、銀行や投資家から派手に融資受けて 



派手に起業しなくたって、勝てる。 

ていうか、 
この時代に生きている時点で結構な勝ち組なんだよね。 

なんてったって、技術やツールが手軽に使える。 
特に「インターネット」を使えるのが強すぎる。 

ブログを設置するのだって、月1000円で出来る。 
SNSなんて無料で使えちゃうし。 

だから、ネットや技術を使えば 
たった一人でも、出来ることなんて無限大にあるんだよ。 

もっと言えば、ネットビジネスなら 
商品を作る必要がない。 

アフィリエイト（＝代理販売）すれば 
商品開発する必要がない。紹介すれば報酬がもらえる。 

こんなにも始めやすい商売は、他にないと思う。 
商品を紹介すればいいんだもん。 

ネット上で、営業マンとして 
働いてくれる記事を作ればOK。 



お客さんは自分が欲しい商品を知れる、手に入る。 
販売会社は自社の製品が売れる。 
アフィリエイター（＝紹介者）は報酬がもらえる。 

WIN-WIN-WINだわ。 

冷静に考えて、このビジネスモデルやべえよな。 
効率良すぎるわ。しかもこれをたった一人で出来ちゃう。 

お前、たった一人で何が出来るの？ 

こう言ってきた人達は、 
「一人で出来ること」の選択肢を知らなすぎるだけだ。 

間接的に、お前一人じゃ大したことできねえよ 
って言いたいんだろ？ 

他人に文句つけんのだけは一丁前のくせに 
自分たちは何か本気で努力してんのか？ 

俺はそういう周りの奴らがギャーギャー言ってる間に 
ネット上に資産を積み上げて、もっともっと成長して 

もっともっと上の世界に這い上がって行ってやるぜ。 

よっしゃ、やる気出てきた。 



これで、愛すべき素敵なドリームキラーたちに 
対する俺の怒りは供養完了だ。 

ここまで相当、口悪く言ってしまったけど、 

こっからは、ビジネスでもっと結果出しまくって 
俺のことを気にかけてくれたことや 
心配してくれたことへの感謝を忘れずに行こう。 

そして、たくさん恩返しして行こう！！！ 

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 

というわけで、 
ここまで、怒りの論破レポートでした。 

これを読んでる方も、 
俺とは違うパターンかもしれないけど、今まで、 
様々なドリームキラーと対峙してきたかと思います。 

「それ大丈夫なの？」 
「危なくない？？」 
「辞めときなよ。」 

こんなことを言って 



自分がやりたいことや挑戦しようとしてることを 
全力で止めてくる人たちがドリームキラーです。 

で、ドリームキラーの厄介なのが、悪意なく、優しさから 
こう言った言葉をぶつけてくるところですね。 

そういう時は、相手と直接闘うのではなく 
こんな感じで、自分の思ったことを文字に起こしておくと 

色々と感情や思考の整理がつくし、 
相手を傷つけることもないので、 
めちゃくちゃおすすめです。 

別に、俺みたいに公開しなくたっていいですしね。 
元々、このレポートも 
公開するつもりではありませんでしたし。 

で、メルマガでも書いたりしていますが、 

ビジネスの勉強として、補足解説しておくと 
アフィリエイトは、 
まじで神のようなビジネスモデルです。 

こっから先の内容を読んで、実行してもらえれば 
確実に生涯年収が上がるかと思います。 



まず最初に 
アフィリエイトの素晴らしい特徴は 

大まかに言って、以下の３つが挙げられる。 

①初期費用が必要ない、在庫を抱える必要もない 
②レバレッジが効く 
③自動で収益が生まれる 

①初期費用が必要ない、在庫を抱える必要もない 

前述したように、起業と言われると 

事業計画を立てて、銀行や投資家、 
最近で言えば、クラファンなどから資金調達して 
ドカーンと勝負に出る！ 

ってイメージがあるかもしれない。 

実際、喫茶店を開こうと思ったら 
平気で、1000万円くらいの初期費用がかかったりする。 

資金力＋資金を突っ込めるだけの勇気と覚悟 
が必要になってくるわけだ。 



これだと、流石にビジネス初心者の人からすれば 
めちゃくちゃハードル高いし、抵抗があるはず。 

尚且つ、オフラインの場合は 
日々の必要経費もえぐいほどに掛かる。 

家賃、光熱費、人件費、設備費… 
これらだけでも数十万は余裕でかかってくるし 

商品を仕入れたりすると、またお金が掛かる。 

これをなんのビジネス知識のない人間が 
エイヤー！！でやっちゃうと、高確率で失敗して 
悲惨なことになる、恐ろしや。 

だからこそ、ビジネス初心者にとって 
初期費用のかからないアフィリエイトは 

マジで神ビジネスとなる。 

そして、アフィリの良いところは 
在庫を保有しなくていいという点。 

転売をやったことがある人ならわかるかもしれないが 
在庫を抱えるのは、相当リスクをはらんでいる。 



もしも飲食店で、食材を扱う場合は 
食材を仕入れても、お客さんが来なくて 
食材を腐らしてしまうってパターンもあるし、 

腐らないものだとしても、 
在庫を抱える＝スペースを使う、という意味もある。 

限られた在庫スペースで、 
商品を仕入れて、販売して、をうまく計算しながら 
商売して行かなきゃいけない。 

だから仮に、一日に1000個売れる商品があっても 
1000個の在庫を保有するスペースがなくて 
一日100個までしか販売できない、ってパターンもある。 

と言った感じに、在庫を保有するとなると、 

保管する場所の賃貸料やスペースのやりくり、 
商品が売れなかったときのリスクなど 

これまた初心者にとっては、ハードルが高く 
厄介な要素となる。 

売れない商品を抱える 
↓ 
売れない商品がスペースを食う 



↓ 
売れない商品のせいで新しい商品を 
在庫としておいておけない 
↓ 
売れない商品を赤字でもいいから売り捌く… 
↓ 
またこれを繰り返し、結果儲からない。 

なーんてことも起こりうる。 

だけど、アフィリエイトの場合は 
やることは商品を紹介してお客さんに買ってもらうだけ。 

在庫を抱える必要はないし、商品を配送する必要もない。 

在庫は販売元の会社が持っているし、 
商品の配送も販売元の会社がやるからだ。 

②レバレッジが効く 

次はこれ。 

前述したように一度でも 
記事やコンテンツを作ってしまえば 

その記事があり続ける限り集客し、利益を上げてくれる。 



例えば、俺で言えば 
月に２万人ほどアクセスするサイトがあるけど 

俺が寝てる間も、映画を見ている間も 
女の子と遊んでいる間も、俺のサイトは 

勝手に集客をしてくれているというわけだ。 
で、そこで商品が売れて、利益が出る。 

一度、サイトを作り込んだだけで 
毎月、２万人の人が会いにきてくれているってことだ。 

これをオフラインでやろうとすると、超大変。 

自動車メーカーの仕事で営業もちょっとだけ 
やったことがあるけど、まじで２万人のお客さんに 
会って話すとか絶対に無理。 

１ヶ月で２万人に会おうとすると、 
１日に666人に会わなきゃいけない計算になる。 

流石にこれは、無謀すぎ。 
気合でどうこうなる問題じゃない。 

でもネットの技術を使って 
一度でも記事などのコンテンツをアップしてしまえば 



二度と同じ作業をすることなく、 
しかも２４時間365日ずーーーっと 

俺の代わりに働いてくれる。 
まさにレバレッジが効いている状態。 

これを使わないわけにはいかないよね 
ってことですね。 

アフィリで言えば 
自身が運営するサイトにアクセスを呼び込み 
そこから商品を買ってもらって、利益が上がるので 

レバレッジがゴリゴリに効いてる。 
初心者だからこそ、賢く、効率的に行こうぜってことです。 

③資産となって、自動で収益を生み出してくれる 

レバレッジの話と繋がるけど、 
如何に効率的に、自動化して収益を上げるか？ 

個人でビジネスを始める場合において 
この「自動化」の概念なしでは、やっていけない。 

考え方的には、不動産の家賃収入と同じで 
アクセスを集められて、商品が売れるサイトであれば 



自分は一切、働かずとも 
不労所得として収入が得られる。 

不労所得って聞くと、なんかマルチ商法とか 
そっち系のイメージに引っ張られる人が多くて、 

友達を勧誘しまくる怪しいマルチ商法や、 
3000万円の借金して不動産買ったりしないと 
不労所得は無理！って思ってる人もいると思うけど 

全然そんなことない。 

ブログでアフィリすることだって 
れっきとした不労所得になるってことですね。 

はい、 

ここまで読んだ方はアフィリのヤバさに 
気がついてもらえたんじゃないかなーと思います。 

もちろん、テキトーに記事を作って、 
アフィリ商品を紹介して、広告貼りまくっても 
ほぼ確実に成果は出ません。そんな甘くはない。 



だから、学ばなきゃいけない。 

特に、初心者の人は 
最初、記事を作っていく必要があるので、 

商品の魅力を伝えるためのライティング技術。 
ここら辺はしっかり学んでいかないといけないですね。 

とまあ、色々と書きましたが、 

これからの時代、ネットを使ったビジネスが 
さらに勢いをつけて、加速していくのは明白ですし、 

いろんな会社が副業を解禁している時代です。 

（他でも収入源ないと、うちじゃ面倒みきれんよ 
　って言ってるようにしか思えない…） 

今後もメルマガで色々と情報や企画を流しますので、 
ぜひ有効活用して、金を稼ぐ能力を 
つけてもらえればと思います。 

では、長くなりましたが、この辺で。 

俺は自己主張ができる人が好きです。 
レポートを読んだ感想をお待ちしてます。


