
１億円レポート 
こんにちは、ロジャーです。 

このレポートは、俺が 
「起業する」と決意した時に書き記したものです。 

内容としては、「過剰な期待」を持って、  
大企業に就職してしまった私が毎日の絶望感と 
将来への不安を感じて、「会社を辞める」と決断したこと、 
そして、起業家に全財産ぶっこんで弟子入りして 
年収１億円を目指すまでの心境の変化を記録したレポートです。 

なぜこんなレポートを書いたのかと言うと、 
自分への戒めと、決意を確固たるものにする為、  
そして行動の原動力とする為です 。 

感情に身を任せ、全身全霊、 
自分の心に溜め込んだものを書き殴りました。 

かなり長文ですが、お読みいただいた方からは 
「とても心に響くことばかりで、刺激になりました」  
とありがたい感想を頂いています 。 

このレポートを読めば、私と同じように 
生活に不満を抱える人、将来への不安を抱えている人の 
未来を変えるきっかけになると確信しています。 

それでは、はじめます。  



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ーーーーーーー 

このままじゃ絶対にダメだ 

俺は変わらなければならない、 
絶対に変わってやる！！！！！！！  

毎日毎日、 クソみたいな会社でクソみたいな上司に  
ムカつきながら仕方なくヘコヘコするのはもうやめだ。 

やりがいのない、おもしろくない、感謝もされない、  
誰の為にやっているのかもわからない 、 

そんな仕事なんてやってられるか！！！  

こんな悔しい思いして、 
我慢して我慢して我慢して 
仕事してんだから 月 100 万くらいよこせよ！！！ 
ふざけんなよ！！！ なんなんだよ！！！！ 

まったく割に合わないじゃねーか 。 

こんな仕事やる必要ないだろ！！！！！！！！  

会社のどうでもいい会議、どうでもいい業務、 



どうでもいい伝統、どうでもいいルール 

全身を鋼鉄の鎖で縛りつけられている気分だ。 
こんな生活で、幸せな奴はいるのか？  

俺は… 

俺は、こんな息苦しい日々を送るために  
今まで生きてきたわけじゃない 。 

俺の人生は会社の為にあるわけじゃない 。 

俺の人生は俺の為にあるんだ。 
それを会社に支配されるのなんて絶対に許さない。 

だから俺は変わる 
絶対に、絶対に変わってやる。 

そもそも会社に自分の時間を売って  
金を稼ぐこと自体が間違ってるんだ。 

そんなことするよりも徹底的に自分を鍛えて、  



自分の力で稼いで生きていく方が良いに決まってる。 

だから俺は、 本気でビジネスを学ぶ。 

自分のやりたい仕事で、 
自分で稼ぐ力をつけて、自分の力で生きていくんだ！！！  
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これが俺の「魂の叫び」だ。 

このレポートは、結論から言ってしまえば  
「ビジネスを学んで、人生を変えてやる」 
という俺の宣言でしかない。 

自分でビジネスをやる前の自分は 
会社にメンタルを削られ、 うつ病になり、仕事中にトイレで  
ゲロ吐きながら奴隷のように働いていた。 

でも今は、自分が目指していることのために、  
夢中に突っ走っている。 

ただそれだけだ。 

もしこのままこの先も、 
ずっとこの会社で やりたくもない仕事をやって、 
上司に怒られて、 ストレスで精神すり減らして働くのなんて  



俺には絶対にできない、論外だ。 

そんなことやりたくないし、  
それを我慢している自分なんてそれこそ反吐がでる。 

だから俺は本気でビジネスを学んで、  
自分がやりたい仕事をやって、 年収 1 億を達成する。 

ではなぜ、 
うつ病のサラリーマンだった男が、 
年収１億円という馬鹿げた目標を掲げ、起業の道を選んだのか？ 

それをお伝えするために、 
これまでの物語を話すことにする。 

俺は今まで、  
「やれ」と言われたことを素直にやってきた。 

小学校も中学校も高校も先生の言うことを聞いてきた。 
だから地頭は悪いけど、 
それなりに真面目にやっていたから成績は悪くなかった。 

だから、名の知れた大学に入ることもできたし  
「将来安泰な、大企業への就職」もできてしまった 。 



俺が大企業への就職を選んだ理由、 
それはめちゃくちゃシンプルだけど、 

金が欲しかった。 

俺はこれまでの金で悔しい思いをしてきた。 

「大事なのはお金じゃないだろ？」 
そんなことを言う奴もいるだろう。 

でも俺にはそんな考えはない。 

同じ仕事だけど、 

お前は月収 30 万で、 
お前以外は月収 100 万円だよ～♫ 

と言われて、真面目に働く人はいるのだろうか？ 

いるわけがない。 

その月収 30 万の仕事に、やりがいや  
達成感などの付加価値があるならまだわかる。 



だが、俺なら月収 100 万円で  
やりがいのある仕事を選ぶだけだ。 

とにかく金は絶対に必要なものだ。 
これだけは誰に何を言われようと考えは変わらない。 

とにかく金さえあれば、 
この世のほとんどのことが解決される。 

金があるなら 

腹が減っているなら飯を買えばいいし、 
歩いて移動するのがめんどかったらタクシー乗ればいいし、 
好きな人とのデートだって金をかければ充実するし、  
かっこよくなりたいならファッションに金かけてもいいし、 
痩せたいならトレーナーつけてジムいけばいいし、 
口説きたい女がいればランボルギーニ買って乗せればいい。 

この世のほとんどのことは金で解決する。 

 でも今の俺はどうだ？ 

500 円の弁当を買うか、400 円の弁当を買うかで 
コンビニをウロウロしながら迷ってる。 
  



タクシー代ケチって1 時間歩くこともある。  
金がないから女と遊ぶこともない。 

服だってユニクロか gu、 
いや、どちらかというと gu だ。 
  
痩せたいけどジムに行く余裕ないから、 
社会人になってからクソ太った。 

ランボルギーニだって、ただの憧れのクルマってだけ。 
 YouTube 動画を見ながらニヤニヤ妄想する程度だ。 

金がないというだけで 
余計なことに時間と体力と精神的負担を被ることになる。 

何をするにも、この世は金が必要なんだ。 
これが資本主義の絶対不変のルールだ。 

そして 金がないことは、心の余裕も無くしてしまう。 

「心が貧乏になること」  

これが一番の問題だ。 
この言葉の意味を伝えるには、俺の過去を振り返る必要がある。 



 1992 年、俺は千葉県の田舎に生まれた。 
ヤンキーが多い、治安の悪い町だった。 

そんな町で車の整備士をしていた父と  
その店の事務をしていた母との間に俺は生まれた。 

車の整備士は、 決して給料が高いとは言えない  
危険、クサイ、汚い、キツイ、給料低い、  
5Ｋを揃えた厳しい仕事だ。 

 だから、うちは貧乏だった。 

小学生のボーナスとも言えるお年玉は 
学校の給食費に消えた。 

友達は、数万円という小学生にとっては 
巨額の資金を手にいれ、  

俺がノドから手が出るほど欲しいゲームや  
遊び道具を自慢されて悔しかったのを今でも覚えている。 

大学も、金がなかったから奨学金を借りた。 
親は学費を払えなかったから、  
その奨学金とアルバイトでなんとか学費を払っていた。 



私立大学だったから学費はめちゃくちゃ高かった 
学費を振り込むときは手が震えた。 

学費を工面するために、 
腹が減っても 寝て我慢することもあった。 

それに比べて、 
俺が通っていた大学は、親が金持ちの奴ばかりだった。 
このことが俺の「心の貧しさ」を加速させた。 

大学の友人は、小中高と、  
ずっと私立の学校に通っていたお坊ちゃまが多かった。 

それに比べて俺は地元のヤンキー学校出身  
休み時間に先輩にリンチにされることも多かった。 

殴られすぎて口の中に血を溜めながら授業を受けたり、 
先生は体罰が当たり前の、 本当にクソみたいな生活だった。 

だから私立の学校で、 
良い教育を受けてきた大学のお坊ちゃま達と自分とでは 

「生きている世界が違う」 

と感じていた。 



 親の金でベンツを乗り回す奴もいたし、  

無神経に  
「なんで自分で学費はらってるの？」 と聞いてくる奴もいた。 

そんな奴らに俺は、圧倒的な劣等感を抱いていた 。 

俺は、こいつらには勝てない  
努力でどうにかなるものではなく  
生まれ持った境遇が違うのだと。  

その劣等感から逃げるように、  
そういうやつらとは距離を置いた。 

嫉妬心で自分はさらに卑屈になっていった。 

「あんな人生イージーモードのバカと関わりたくねえ」  

今思えば、本当にただの嫉妬だ。超ダサい。 

これが 金がないことが、 
心すらも貧しくしてしまうということだ。 

少し話がそれるが、  
所得水準と犯罪行動に相関があること示す  
研究は数多く報告されている 。 



海外のスラム街などを想像すれば誰もが納得できるはずだ。 

ようするに、 
金がないというだけで 人は嫉妬や憤り、 
不満などの負のエネルギーを抱えてしまうと言える。 

俺はそんな人間には絶対になりたくない 。 
俺は金に困ることのない人生を送りたい 。 

もっと心を豊かに、生きていきたい … 

だから金がないこと自体が、罪なんだ。 

自分が金に余裕がないせいで 、 
どんどん卑屈になっていることを 
自覚していたからこそ、本気でそう思っている。 

だからこそ、俺は勉強を頑張った。 
理系の方が平均年収が高いと聞けば、迷わず理系を選択した。 

たくさん勉強して「良い会社」に入れば  
俺も金に困ることはないと信じていたからだ。 



高校生のときには受験勉強に精をだし、  
大学でも大学院でも、それなりに勉強や研究に励んだ。 

そして世間の言う「良い会社」に就職することができた。 

事業規模も大きく、世界的にも有名な  
自動車メーカーにエンジニアとして入社した。 

その会社を選んだのは、金以外の理由もある。 

昔からロボットとか乗り物などの機械が好きだった。 
小さい頃はガンプラとか超ハマってたし、 
ロボットアニメとかも食い入るように見ていた。 
なので、もちろんクルマも好きだった。 

自分の大好きなクルマの開発して、  
しかも大金がもらえるなら最高じゃね？  
と、就活生のころは安易に考えていたし、 

それに自動車メーカーに入れば 
整備士の親も喜んでくれるはずだ！！ という気持ちもあった。 

だから俺の就活は 
ほとんど自動車メーカーばかり受けていた 。 



そんな短絡的な就活をしていた俺にも  
会社を決める上で一つ意識していたことがある。 

 それは 
「社員が苦労話を楽しそうに話せるかどうか」だ。 

世の中、どんな仕事であれ大変だろうと思っていたし、 

それならそれで自分の仕事に 
誇りを持ってやりたかったから、自分の仕事を 
楽しそうに語れる人がいる会社に 行きたかったのだ。 

就活では、どの企業も社員と学生の交流イベントが 
頻繁に行われるから気軽に 
色々な企業の先輩に話を聞くことができた。 

もちろん俺の会社でもそういう機会はたくさんあった。 

中でも、俺の会社の先輩は  
「いやーあの仕事はしんどかったわー。 
でもね、街中で自分が初めて携わったクルマを  
見たときは嬉しすぎてガッツポーズしたよ！！ 
それくらい大変だったけど、やりがいのある仕事だったね」 

と、満面の笑みで話していた 目をキラキラさせながら、  
そんな話ができる先輩が本当にかっこよかった。 



そんな先輩社員に憧れて、入社した俺は  

この会社で、バリバリ仕事して 
かっこいいクルマをつくってやる！！！  

頑張って昇進しまくって、いずれ  
俺にしかできない仕事をやって、そんでもって、  
金もたくさん貰うんだ！！！これで将来安泰だ！  

そんな明るい未来を期待していた。 

でもその期待とは裏腹に、 
クソみたいな会社生活を送ることになる。 

そもそも仕事はおもしろくない上に、 
俺は自分の仕事にやりがいを感じることはなかった。 

毎日毎日、絶望しながら会社に向かい、  
なんの為になるのかわからない仕事を押し付けられ、 
 下を向きながらトボトボと家に帰る日々。 

製造業という業種は少し特殊で、  
あまりお客さんと直接、接する機会がない。 

耳に入るのは製品に対するクレームだけ 
これだけでも本当に嫌になる。 



さらに、自分がやる仕事は 

絶対にお客さんには気づかれないような 
めちゃくちゃ小規模で、どうでもいいことばかり。 

「俺がやってる仕事、意味なくね？」  
なんて思うことは日常茶飯事だった。 

そんなクソどうでもいい仕事に対して、  
上司は常に文句ばかりつけてくる。 

思い出すだけでも腹が立つ… 

さらにさらに、業務量が多すぎて、  
ほとんど社員がとてつもないストレスを抱えているから、  
おのずと社内の雰囲気も悪い。  

会議で怒鳴ったり、説教し始める奴もいるから 
 そういう人にメンタルやられて、  
うつ病で休職する人もめちゃくちゃ多い。 

休日には、会社の運動会だの、 
野球大会だの 本当に誰も行きたがらない  
社内交流イベントが開催され、 

そういう役回りは 
全て若手に押し付けるのが伝統になっていた。 



とにかく若手は 
奴隷のように扱われるというわけだ。 

そんな奴隷生活を送っていくうちに  
入社当初に持っていた情熱は消え失せた。 

さらにもう一つ、不幸なことがあった。 

それは祖父の死だ  
肺炎だった。 

この祖父の死が、 
会社を辞めると決めたきっかけとなった。 

俺は祖父の死に立ち会うことは出来なかった。  
全ての原因は会社にある。 

それは今でも心残りだし、  
会社に対する恨みは一生消えない。  

祖父は、亡くなる少し前までは全然元気だったし、  
自分でクルマを運転して病院に行ったくらいだ。 



でも、病院に行って 
そのまま検査に引っかかって入院してしまった。 

俺は、すぐに退院できるものだと思っていたし  
家族も祖父本人もそのつもりだったと思う。 

祖父の入院の知らせを聞いたときは、 
俺はまだ新入社員で、ちょうど工場実習をやっていた。 

工場実習というのは 

新入社員には、製造現場を学ばせるために  
自動車工場で製造ラインに入って働く研修のことだ。 

こういう実習はどこのメーカーもやっていると思う。 

 まあ、製造現場を学ばせるという建前もあるが 

実情としては、 
会社にとって新入社員は全員給料が低くいし、  
みんな20 代の若いやつばかりだから 

安く使えて、よく働く最高のコマなのだ。 

だから生産計画がキツイ時期に  
新入社員を割り当てるのが会社の伝統であった。 



 俺の工場実習も例外ではなく、 
休日出勤があたりまえの超高負荷な毎日だった。 

そんな状況で祖父が入院したので、 
急に休みを 取られなければいけなくなるかもしれないと思い  
一応、現場の上司にも祖父の件を伝えておくことにした。 

すると、上司は 

「まだじいさん、死ぬわけじゃないんやろ？  
　じゃあ休みはいらないな？ 
　人足りないんやから休むのは無理やで」  

という言葉が返ってきた。 

俺「すいません…わかりました…」  

そうとしか、答えられなかった… 
今思うと、悔しくてたまらない、本当に悔しい 。 

この時、ブチ切れてでも、会社休んで  
祖父に会いに行けばよかった 。 



でも、この時の俺は会社を辞めるつもりもなかったし 
新入社員という立場上、そんなことできるわけもなく、  
ただ、おとなしく上司の言うことを聞いていた。 

その後もしばらく、自分の体に鞭をうって 
クルマを生産する日々が続いた。 

だけど、 
祖父の体調は回復しなかった。 
ある日を境に、急に容態が悪くなっていった。 

家族から  

「急に元気なくなってきちゃった、 
　早く帰ってきて おじいちゃん会いたがってるよ」  

と連絡がきた。 

俺はすぐに上司に 

「明日、休ませてください」と伝えた。 

すると、またあのバカはこんなことを言ってきた。  

「なんでや！この前は大丈夫いうてたやろ！ 
　ホントに休むんか？ 死にそうなのは嘘じゃないんやな？」 



 いや、まじで、 
お前が死んでくれ！！！！！！  

デリカシー皆無のバカゴミクソ上司に対して  
心の中で俺はそう叫んだけど … 

とにかく休みを勝ち取りたかったから  
冷静に、大人の対応をとった。 

「はい、本当にマズイ状況なので休みください、 
　すいません。お願いします。」 

と上司に頭を下げた。 

その日は運悪く、 
深夜勤務で、職場を出たのが深夜 2 時。 

職場である工場から 
祖父が入院している病院はかなり遠い 

でも深夜だから新幹線もなく、手段はクルマしかなかった。 
普通に走っても 6 時間くらいはかかる距離だ。 



俺は祖父の入院している病院までクルマをぶっ飛ばした。 
何キロで走っていたか覚えてないが、相当ぶっ飛ばした。 

間に合ってくれ、間に合ってくれ、頼むよ神様！！！  
神様なんて信じちゃいないけど、 
このときは心からそう願っていた。 

しかし、 

その病院まであと 1 時間くらいというところで、  
家族からまた連絡がきた 。 

「おじいちゃん、息が止まっちゃった。 
　もう間に合わないから、慌てずにきて。」 

サービスエリアにクルマを止めて、俺は泣き崩れた。 

うわああああぁぁぁ… 

声を出して、泣いた。 
悔しくて悔しくてたまらなかった。 
俺はしばらく、そこから動けなかった。 



祖父は入院中、 
ずっと俺に会いたがっていたらしい。 

それなのに、 
俺はバカみたいにクルマを作り続けていた。 

家族が死にそうだったのに、 
奴隷のように働かされて、俺は一体、何をやっているんだ？ 

 あのゴミ上司をぶん殴ってでも  
俺は祖父に会いに行くべきだった。  

もう…こんな会社やめたい… 

この会社にいたら俺は、いつか親が死ぬときも  
同じようなことを繰り返すんじゃないか？ 

嫌だ、もう嫌だ、この会社にいたくない 。 

そう思うようになった。 

死ぬ前に祖父は俺のことを  
「誇りだ、自慢の孫だ」と言っていたらしい。 



今の会社に入ったことを祖父はすごく喜んでいたし 
祖父の友人たちにも、よく自慢していたそうだ。 

でも正直、 俺自身は今の会社に勤めていることは  
何にも誇りに思うことはない。 

祖父に会いに行けなかったのは会社のせいなのに  
その会社に勤めている自分を「自慢だ」と言って 
亡くなってしまった祖父。 

今の会社に対する俺の本音と、  
周囲の人間の会社への評価がズレすぎていて、 

俺の感情はぐちゃぐちゃになってしまった。 

こうして俺は、祖父の死をきっかけに、 
「こんな会社やめたい」と思うようになるが、  

一方で、周囲の人間は 今の会社に勤めている 
自分を認めてくれて、 「すごいね～」と言ってくれる。  

祖父がなくなった後も、この感情に板挟みで、 
工場実習が終わっても、ずっと俺のモヤモヤは晴れなかった。 



そんな心の矛盾を抱えているうちに  

砂の城が波にさらわれるように  
自分の中の何かが崩れていった。 

自分は会社を辞めたいけど、辞めてどうする？  
辞めたら周りの人はどう思うだろうか？ 

「アイツ順調だったのになー」とか  
「せっかく良い会社に入ったのにもったいない」とか  
言われるんじゃないか？  

そんなことをぼーっと考える休日が多くなった。 

そして月曜が来るのが嫌で、  
ずーーっと憂鬱な気分のまま、休日が終了する。 

 最初のうちは、 
会社にいると憂鬱な気分になる程度だった。 

だけど、次第に仕事中に 
酷い頭痛に襲われるようになった。 

頭が痛すぎて、まったく仕事にならない。 



とにかく会社にいるだけで、  
誰かに心臓をギューっと握り潰されているような、 

そんな息苦しさが続いた。 

自分でも 「やばいなー」とは思いつつ、  
やらなきゃいけない仕事は山積み。 

「次はあれとあれとあの仕事をやらなきゃ…」  
そんなことばかり考える毎日だった。 

最終的には会社にいるだけでストレスで  
吐き気がとまらなくなって、  
仕事中にトイレでゲロを吐く日々が続いた 。 

そして俺は、会社のトイレで 
ゲロを吐きまくって、やっと気づくのである。 

「あ、これうつ病だわ…」  

俺が唯一、幸運だったのは、 
こうやって自分のうつ病を自覚できたことだと思う。 

とにかくこの地獄から抜け出さないと 
いつか自殺して死んでしまうと思っていたから  



会社を脱出するために 
転職サイトで求人を見まくった。 

でもいくら求人を見ても  
まったくと言って良いほど、ピンとこない。 

もちろん、 最初に行ったように、  
金が大事という信念は変わらないので  
今より給料が低いところには絶対行きたくない。 

でも今より給料が高いところは 
今以上に労働環境は過酷に決まっている。 
そんな環境は、今の会社でもう懲り懲りしていた。 

自分がやりたい、楽しいと思う仕事をやらなければ 
いくら大金を稼いでも、 
うつ病になって意味がないとわかったからだ。 

要は、 
このとき自分の人生の絶対条件が 2 つになった、 

一つは金をたくさん稼ぐこと。 



もう一つは 
自分で楽しいと思える、 やりがいのある仕事をすること。 

今の会社で味わったような嫌なことは 
一切やらない、やりたくない。 

人に怒られる仕事じゃなくて  
人に喜んでもらえる仕事がしたいんだ。 

そんなわがままが通用するわけないだろ  
そうツッコミをいれたくなるのもわかるが、  
その全てを叶える方法がこの世に一つだけあるんだ  

それはビジネスだ。  

モヤモヤ状態だった俺が、ビジネスに出会うことで、  
会社を辞めようかどうか将来どうしよう、という迷いも  
地獄のようなうつ病も吹き飛ばすことになる。 

ビジネスに出会うほんの少し前、 
 転職サイトは見すぎて、見飽きていたので  

どうにか転職以外で、会社をやめる方法はないかと  
ネットサーフィンをしていたらとあるブログを発見する。 



見てみるとこんなことが書いてあった。 

世界を旅しながら稼ぐ起業家！ 
月収 100 万は余裕だ！！！ 

なにこれあっやしーー（笑）  
最初はそう思ってすぐにそのページを閉じた。 

「大企業に就職するのが正解だ、正義なんだ」 

と思い込んでいた、固定観念でガチガチの俺にとっては  
この手の誘い文句には警戒心が働くのだ 。 

しかし、そのブログを閉じてからも妙に頭に残る  

「世界中を旅しながら稼ぐ」 

 んーーーーー？どうやっているんだろう？ 

やっぱり嘘か？ 

嘘だ、絶対嘘だ。 



んんーーーーーーーん。 

万が一 

万が一、書いていることが本当だったとしたら  
そのどうやって稼いでいるのか気になる。 

気がづいたらまたそのブログを見入っていた。 

その人の生い立ちや書いてあることは  
本当に自分にとって共感することばかりだった。 

その世界を旅しながら稼ぐ起業家は、 
元々、サラリーマンでうつ病になりかけていた。 
 でもこのままじゃダメだと思い、 会社を辞めて起業したらしい。 

俺は、やけに親近感と希望を感じた。 

次第に、この男に興味を持つようになった で、 
毎日その人のメルマガを読んでいると  
今度、セミナーと懇親会をやります。 
参加したい人は自己紹介と熱いメッセージお願いします。 

というメールがきた。 



え、まじ？この人、実在するんだ（笑）  
うわーーー会ってみたいけどなー 

でもやっぱ怪しいし、怖いな…  
詐欺かもしれんしなあ… 

そうやって俺はこのメールを無視して、  
いつもと変わらない生活を送る。 

憂鬱な朝を迎え、死んだ魚の眼をして出勤し、 
嫌々仕事をして、上司に謎の説教を食らい、下を向いて帰る。 

そんな会社からの帰り道、 
あの男のことが頭をよぎった。  

「あの人も昔はこうだったんだよな…」  

俺はこのままでいいのか？ 
変わらなくていいのか？ 

そうやって自分に問いかけているとき、 
またその男からメールがきた。 

今日で閉め切ります、 
興味ある人は今日中にお願いします。 



そのとき、俺の感情が爆発した。 

参加希望の方は、メールにて 
軽く自己紹介をしてください。 

と言われているのにもかかわらず 
日ごろ溜め込んだ心の闇を書きなぐり、 
今まで起こったこと、 ムカついたこと悔しかったこと  
現状から抜け出したい、変わりたいという思い、 

すべてを書いて、超超超長文を送りつけた。 

そして後日、 
「このメールが届いた方は参加OKです。」 

というメールが再び届いた。 
その男と、本当に会えることになったのだ。 

とにかく、この人に会ってみたい。 
懇親会が近づくにつれて、そんな思いが高まっていった。 

で、いよいよ懇親会当日 
緊張しながらその人に会いにいった。 

その人は予想以上にぶっ飛んだ人だった 
 完全に常識から外れていた。 



勢いで会社を辞めて世界中を旅したり、  
お金持たずにヒッチハイクしたり、  
アフィリエイトという商品の代理販売で稼ぎまくったり、 
飲食店や旅館、スーツ屋などを経営コンサルして 
売り上げを数倍に跳ねあげさせたり、  
海外の起業家と連携して 
年商数十億の会社を立ち上げようとしてたり、 
年収数億円の経営者たちとデカい事業やってたり… 

何もかもスケールがデカかった。  

完全に自分の知らない世界だった 。 
そしてその男はこういった。 

「別に俺が特別なわけじゃなくて  
　やろうと思えば誰にだってできるよ。 
　ネットビジネスなんて怪しいと思うかもしれないけど  

　俺はそのビジネスを通じて  
　めちゃくちゃお客さんに感謝されるし  
　自分も稼げるし、Win-Win なんだよね 。 

　しかもネットビジネスはノーリスクで始められるから  
　正直、やったもん勝ちのゲームだよ。」 



これを聞いて俺はワクワクした。 
燃料を投下された気分だった。 

その男はとにかく本当に 
自分のやりたいことを仕事にして  
色んな人に感謝されまくって、稼ぎまくっていた。 

俺が追い求める人生の要素を、  
その男は全て持っていたのだ。 

その男から満ち溢れる自信と 
圧倒的な覇気がまぶしかった。 

「俺にビジネスを教えてください！！！！ 
 お願いします！！！！！！！！！！！！」  

気が付いたら、俺は その男に弟子入りを志願していた  

今思うと、なんなんだ、バカかコイツ？  
と心の中では、思われていたかもしれない。  

でもその男はこういった。 

師匠 
「わかった、200 万だ 200 万円で俺の全てを叩き込む」  



に、にひゃくまん！！！？？？？ 

俺は思わずびっくりしてしまった。 

200 万円、 
この金額を見て、どう思うだろうか？ 

普通ならバカ高いと思うだろう。 
でもその２００万円で 
自分の力で生きていく力を身につけることが 
出来るなら全然コスパいい。 

実際、大学＆大学院卒業までに 
８００万円くらいの学費が掛かったが 
別に役立つことは学ぶことなんてほとんどなかった。 

そんな形式ばかりの「お勉強」よりも 
生きていくためのビジネス力を鍛えた方がよっぽど良い。 

そして、俺は決心した。 

それほどに、現状を変えたい気持ちは強かったし  
この人から学びたいと思っていた。 



俺 
「わかりました、200 万用意するのに、一週間ください  
　よろしくお願いします！！！！！！」  

それから俺は 
ビジネスのために全てを捧げると誓った。 

就職してからローン組んで買った大好きな愛車すら 
俺はビジネスのために売った。 

ずーっと憧れていた、 
本当に欲しかったクルマなのに、だ。 

今まで、やったこともない借金もした。 
全財産を投資して、マイナスからのスタートになった。 

でも、不思議と自分のやる気が燃え盛るのを感じた。 
俺はこうして即 200 万用意して、その男の弟子入り果たしたのだ。 

憂鬱でしかなった日々が、 
ビジネスという夢中になれるものを  
見つけて目標ができた そうなってからは、 
うつ病なんて吹き飛んだ。 

ついこの間まで、 
仕事中にゲロってた人間とは、自分でも思えなかった。  



相変わらず上司はうざったいのには 
変わりはないが その上司がいるおかげで、  

ビジネスを頑張ろうとも思えた。 

それほど、 
夢中になることは最強だということなのだ。 

その後も俺は、その世界を旅する起業家から 
濃密な情報と知識のシャワーを浴び続けた。 

着実に自分の脳みそが 
レベルアップしていく感覚がわかった。 

そして俺は、 
自分の力で稼ぐことが出来るようになった。 

その時は、自分でも信じられなかったが 
いま思えば、何も不思議なことではない。 

正しい知識を脳に入れて、正しい思考で、 
努力したのだから結果が出て当然だ。 

だからこそ、今後も知識や情報に投資しまくって 
自分の鍛えまくっていこうと思う。 

だから最後にもう一度、宣言しておく。  



俺は年収１億円を達成する。 
そのために知識は徹底的に学ぶ、 
金は浪費するんじゃなくて、自分の脳みそに投資する。  

自分の投資のためなら借金だって気にしない。 

知識を入れたら、必ず行動する。実践する。 
成功するかどうかはやってみないとわからない。 
だから挑戦し続ける。ビビらずガンガン攻める。 

俺は人に怒られる仕事じゃなく、 
人に喜ばれる仕事をやり続ける。 

俺は絶対に、年収 1 億円を達成してみせる！！！！ 

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ーーーーーーー 

 かなり長くなりましたが、最初にも言ったように  
このレポートは俺の宣言でしかありません。 

これを読んで、どうするかは読み手の自由です  
なんか面白いこといってんなーコイツ、あははは  
って思うだけの人もいるかもしれないし、  

「なにをバカげたこと言ってんだよ、だまれ！」  
と私を批判してくる人もいるかもしれません。 



まあ仮に批判されようが、  
自分のやることは絶対に変わりません。 

むしろその批判すら私は、  
行動のエネルギーに変えて突き進むだけです。 

そして超大事なことを言わせてもらうと、  
人はサボる生き物であり、忘れる生き物だ、ということです。 

どんな人間であれ、  
ケツを叩かれなければ全力疾走できませんし、  

今日、覚えていたことは明日になったら 
忘れてるなんてことはザラにあると思います  

このレポートを最後まで読んでくれた人も  
多分、最初に何が書いてあったのかを思い出せ 
と言われたら、難しいかもしれません。 

私はそんなしょうもないことで、いちいち忘れて、  
いちいちサボってビジネスを失速させたくないので  

このブログを使って自分に燃料を投下し続けます。 



要は ブログやメルマガなどで  
自分のビジネスの成長を記録していくわけです。 

例え、いくらビジネスを猛勉強して、  
何か大切な気づきが得られたとしても  
自分の脳を使って記録して おかなければ人間すぐに忘れます  

だからとにかくアウトプットです  
その備忘録としても、 ブログやメルマガをガンガン使っていきます  

特にメルマガには 
ブログに書けないような秘匿性の高いビジネスの話や 
俺がどうやって稼いでいるのか？などなど  
書けないような話をぶっこんでいきます。 

そして、もしもここまで読んで、  
「自分も、このままじゃダメだ」と思った方 。 

そう思った方はこのブログやメルマガを  
ぜひ自分の燃料として利用してみてください。 

参考にしてもいいし、私をバカにすることで  
前に進めるなら全力でバカにしてください。 

どちらにしろ Win-Win です。 



それに、別にビジネスに興味がなくたって  
何かを変えたい人にとっては  
「年収１億円を目指す元うつ病会社員のバカ」の話は 
良い刺激を与えられると確信しています。 

利用できるものはためらいなく利用してください。 

とてつもない文量でしたが、 
最後まで読んでくれた方、本当にありがとうございます。 

さっきも言いましたが アウトプットって超超超大事です。 

このレポートを読んで思うことがあれば  
どんな感想であれ、聞かせてください 。 

自分が考えたこと、感じたことを素直に 文章に書いてみるのは、
思考の整理にもなりますし、 学びの記録にもなります 

即行動でとにかくやってみるのが大事です  
では、またメルマガでお会いしましょう。 

ロジャー公式メールマガジンはこちらから

https://startyourenginebrrrrr.net/lp/mailmagazine/

