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会社が安泰だと信じていた 
社会人2年目のポンコツが 
ネットに出会って人生変わった物語 



【はじめに】 

こんにちは！ 
石本です！ 

本レポートを読んでいただきありがとうございま
す！！！ 

このレポートは僕がインターネットビジネスを始めて
気がついたこと。 
人生においてのレールは 
大学に入って就職して愚痴をいいながら生きていくこ
と以外にもある。 

ということを知ってほしいがために書いています。 



僕はもともと 

・プライドが高い 

・周りの意見に飲まれて自分を主張することができな
い 

・自分一人でなんでもできると思い込んでいた 

・さらに貯金を全て失って自分に自信をなくし未来へ
の希望をもてない 

そんな片田舎に住んでいた僕が 
なぜ安泰と思っていたサラリーマンを辞めてインター
ネットビジネス１本で生活できているのか？ 
について話していきたいと思います！ 



何してるの？ 
と聞かれることが多いのですが 
今はいろいろな仕事をしていて、自動で稼ぐ仕組みを
確立しています。 

・You Tubeに100本以上の動画をあげていたり 

・サイトやブログを複数運営 

・メルマガ発行 

・外注さんに記事を書いてもらって 
　自分のビジネスを加速させたり 

・個人のコンサルティングを行ったり 

・県外に住むコンサル生とご飯行ったり 

・ビジネス仲間と旅行行ったり 

・漫画家さんへ個人レクチャーをしたり 



ここにはまだまだ書ききれないほどの他にもたくさん
のことをしています。 

大変ですね。 
と言われることがありますが、全然。 

楽しいからやってます！ 
楽しくないことをやっても無理だし 
やらされていることはやりたくないので、全部自分が
やりたいことしかしてないです笑 

ただ、こんな話をしていると 

・石本は元から出来た人なんでしょ？ 

・特殊な何か才能あったんじゃないの？ 

・特別な人脈があったんじゃない？？ 

ほぼ１００％これに当てはまることを思われます。 



でもそんなことはないです笑 

僕も最初の頃は、成功している人は何かしら人脈だっ
たり能力があるんじゃないか？ 
そうやって目先の失敗を自分のせいではなく 
外部の何かしらの原因にしてました。 

自分じゃないもののせいにするのってかなり楽なんで
す。 
逃げられますから。 

自分は間違ってない！ 
と正当化もできる。 

でもいざ本格的にインターネットビジネスの世界に飛
び込んでみたら 
学歴も、元の頭のよさも、年齢も人脈も。 

何一つ関係のない世界。 



むしろ頭のいいほうが結果が出ないということが結構
多い世界でした。 

理由はプライドが高いから。 

これは僕も何回も壁にぶち当たりました。 

北陸で一番頭がいい学校だったので、割となんでもで
きると思っていたので 
その自負が足かせになると思いませんでした。 

だから、いろいろ失敗を繰り返しました。 
そして、やっと今があります。 

失敗は正直多いと思います。 
ただ、そういう話をすると、石本さんも最初はそうだっ
たんですね。 
と安心してもらえて、新しいことに挑戦できる人が多
かったので 



少しでも僕の生き方を見てもらって 
僕の辛い過去や経験が 
これを見てくれた人の助けや未来の希望になってもら
えるように 
本レポートを作成しました。 

僕、石本という人はこの世に一人しかいません。 
本来ならば、直接会った人にしか僕の思いや価値観を
伝えることは出来なかったんですけど、今やインター
ネットが普及して 
こうやって会ったこともない人でも僕の思いを文章に
よって 
読むことができるようになっています。 

めっちゃ便利な世の中ですね！ 

なので僕という人間をもっと知ってもらい 
多くの人の励みになればと思って今回このレポートを
書いています。 



このレポートで伝えたいこととして 

「こんな普通の人でもインターネットビジネスで成功
したんだ！」 

「意外と自分でもできるんじゃないか？」 

「自分の経験も誰かの役に立つかも！！」 

最後にそう思ってもらえ 

実際に行動してもらうキッカケにしてほしいです！ 



【怪しい。詐欺なんじゃないの？】 

ネットビジネスを始めたい！！ 

という人で1番不安だと思うのが 

（怪しい・・・） 
（詐欺なんじゃないの？） 

ってことだと思います。 

いろいろやっても結果もでないし、1円も稼げない。 
インターネットってそもそもよく分からないし、そん
なのでどうやってお金稼ぐことできるの？？ 

そんな感じで、なんとなく詐欺っぽいなって感じてる
人も実際のところ多いんじゃないかと思います！ 

実際にインターネットビジネスは、詐欺なの？ 



本当に稼げるようになるの？ 

そこが1番気になるところ。 
僕もお金を稼げる様になる前にはいろんなものに挑戦
しました。 
アフィリエイト。FX。物販。トータル90万円以上の
金額をつぎ込んできて何も結果はえられなかった経験
があります。 

その経験から学び、成功した全てをお伝えするので、
騙されないためにも、本当に詐欺なのか判断してもら
えればと思います！ 



【石本の貧乏時代。】 

僕は石川県の田舎出身。 
どんなところに住んでいたのか？ 
というと、海と山に囲まれた自然豊かな場所。 
近くのコンビニまでは車で15分(笑) 

車がないと何もできない超田舎です。 
親も昔は漁師をやっていた、港町。 

小学校も当時は全校児童30人という、とんでもない
過疎化地帯です。 
1つの部屋で2学年合同の授業や、原発が事故ったと
きの避難訓練があったり。 

とにかく田舎。 

んで、小さい頃からとにかくお金が無かった。 



親の口癖は 

「お金がない」 
「お金がない」 
「お金がない」 

正直悪口は言いたくないが、その言葉が今思い出して
も苦しくなる。 

（うちは貧乏なんだ） 

そう思ってずっと生活してきて、お小遣いも一回もも
らったことない。 
高校に行ったときや、大学に入学する際も 
お金のことについては一切頼れなかった。 

「ん？お金はないよ。」 

と行っては暇なときには毎日のようにパチンコに繰り
出す。 



心の中では 
（暇ならバイトとかしたらどうなんだよ。） 

と思っていた子供時代でした。 

友達とかを見ると、お小遣いをもらったり、コンビニ
で肉まんを買ったり、駄菓子屋で学校帰りに毎日のよ
うにビックチョコを買ってたり。 

正直羨ましかった。 
と同時に、周りの人の親は会社に雇われている正社員
ばっかり。 

将来は絶対に安定した正社員になって、せめて自分の
子供や奥さんにはお金の心配だけはさせない！！ 

そう小学校の頃から僕は考えてました。 



【会社に入ったものの・・・】 

僕は地元の国立大学に入学。 
お金がなかったので、大学の寮に入って自由気ままな 
その辺にいるザ・大学生のような生活を送ってました！

生まれて初めて彼女ができたり、友達と遊んだり、バ
イトしたり、サークルしたり。。。 

3年生の終わりには就活が始まり、小さい頃から思い
描いていたサラリーマン！ 
安定した職。 
毎月決まった分だけ、ある程度のお金が入ってくる。 

社員も多く、正社員だけで400人over。 
石川県では結構大きな企業。 

人生安泰だー！！ 



さすがに30代、40代、50代、60代。 
子育て世代から、子育てが終わった世代まで 
幅広い世代の人がいて 
その人達が普通に生活できている。 

『普通に』 

貧乏だった昔よりも遥かにいい暮らしが確約された瞬
間でした！！ 

僕は正直就職して嬉しかったです！ 
当時の取締役の方からは 

『うちの会社に骨を埋める覚悟で頑張ろう！』 

基本転勤もない。 
田舎なので終身雇用が前提。 

毎日朝早く起きて、少し渋滞に巻き込まれて遅刻ギリ
ギリになることもあった(笑) 



だけど、部署の人も優秀な人が多く優しく、成長もで
きて、自分のやりたいこともできて、伸び伸び仕事が
できる！ 

正直、僕は運がいいと思った。 

このまま彼女ができて、結婚して、子供ができて、会
社では昇進。家もローンで買って、真面目に仕事をし
て毎日幸せ。 

当時の僕にはそんな未来しか見えてなかったです。 



【サラリーマンであることに違和感】

実際に会社は楽しかった。 
１年目から仕事を任せてもらえる。 
頼りになる先輩もいる。 

仕事上はなにも問題なかった。 

だけど、少しずつ違和感を覚えてきた。 

上司がお金ないと話していたり 
土日も会社に出勤していたり。 

１つ上の先輩がボーナスを貰って 
こんな金額すくねえ 
とぼやいているのを見たり。 



元々裕福じゃない家庭の僕は 
ボーナスなんて至高のものだったし 
もらえてありがたいと思っていたので、これ少ないん
だ・・・ 

と新しい価値観が生まれました。 

と同時に、会社の見え方が変わってきた。 

みんな何のために仕事してるんだろう？ 

楽しいかな？ 

仲いい同僚に聞いてみた。 
将来どうなりたいか？ 

老後はさぁ・・・ 

いきなり老後の話をしだした。笑 



なんじゃこいつ！？ 
って正直思った。 

え？今は？？ 

すると 
「今はお金ないし、時間もとれないし、無理。 
と。」 

うーん。 
なんだかもやもやした気持ちになった。 

僕はどうせ１回きりの人生なんだから 
世の中に貢献してどっかに名前を残して死にたいと思っ
てた。 

だから仕事も楽しいし、やりがいもあった。 

でも、働いてる人はみんなそうじゃないんだ！ 



今の現状に２５歳という若さで一種の諦め。 
現実はこうなんだ。 

と悟っていた。 
（ゆとりの悟り世代ってこういう人か--！！！僕も
その世代だけど。） 

嫌なら何か行動すればいいのに。 

と同時に元々おせっかいで好奇心旺盛な僕は 
会社にいながらお金稼ぐ方法に興味が湧いた。 

当時は全くの無知。 
でもそんな僕にでもできるんだったら 
こいつもできるんじゃないか？ 

無理とかどうせ。とか思っている人は僕は好きじゃな
い。 



やってないことの言い訳を言ってる人は 
かっこよくない！！ 

僕はそういう人にはなりたくない！ 
行動しても別に何かを失うこともないので 
とりあえず行動してみたんです！！ 

そんでその人に教えてあげて 
我慢なくす生活できたらお互いにいいじゃん！ 
って単純にそう思ってました。 



【ネットビジネス開始！！】 

僕がインターネットビジネスを知ったきっかけは、ネッ
トサーフィンでした。 

インターネットで稼いでいる人。 
というのはなんとなく聞いたことがあったんですけど 

僕にとっては 
『テレビの有名人と同じく画面の奥の人』 

田舎人とは全く関係ない。 
どっか他人事のように僕は見てました。 

ただ、知らないことを知ることが好き。 
単純に好奇心旺盛で 
いろんな人のブログをなんとなく読んでいくと 
インターネットでお金が稼げる！！ 

副業で会社の空き時間にバレずに稼げる！ 

そんなものが目につきました！ 



会社の時間は楽しかったんですが、家に帰ると特にな
にもすることがなくダラダラしている時間ももったい
なかった。 
同僚の話もあって 
社会人1年目の10月 
ネットビジネスをやろうと決意しました！ 

【アフィリエイトの存在】 

アフィリエイト。 
当時僕には好きなブロガーさんがいました。 

「イケダハヤト」 
アフィリエイト業界や働き方改革の世界では有名な方
なので 
知っている方も多いと思いますが 

彼のブログをみて 
アフィリエイトだけで何千万も稼げて 
それだけで生活をしている。 



高知の限界集落で 
奥さんとお子さんと伸び伸びと生活をしている。 

僕はやっぱり田舎人なので、将来は縁側でお茶をすす
りながら奥さんと子供と楽しく生活をしたい。 

そんな将来の理想があるので、それを実現しているイ
ケハヤさんを見て 
うらやましい！！ 

そう思いました。 
だからそれからは暇があればアフィリエイトについて
調べまくりました。 

イケハヤさんを筆頭に、堀口さん、やぎぺーさん、ヒ
トデさんなどなど 
好きなブロガーさんも増えていき 

意外と簡単にできそうだったので、社会人1年目の11
月1日。 
僕のブログ「いしもぐ」の運営を開始しました。 



【アフィリエイト挫折】 
11月、12月と記事を更新して、あまり結果出ず。 
60記事くらい書いたのにな。 

もともと飽きっぽいのと 
継続するのが苦手な性格なので 
僕のアフィリ人生は2ヶ月で終わった。 

Mac Book値切った話は高評価のようで、月に300円
くらいは今も稼いでくれてる(笑) 

でもね。 
はい、失敗した笑 



【FXに手を出し破産寸前】 

てっとり早くお金ほしい！ 

これが僕の人生を狂わせた。 

色んな情報を集めているうちに 
FXってので、放置しておくだけで他国との金利差が
毎日少しずつ入ってくる。 

というのを見つけた！ 

これ稼げそう！ 

そう思った僕は、FXを色々と調べてとりあえずやっ
てみよう！ 

SBI証券でFX口座を作って 
やってみた！ 



仕事から帰ってきたら毎日トレード画面とにらめっこ。

友達とスノボ行った日も暇さえあればにらめっこ。 
その日は友達の前で1万5千円を稼いで調子に乗って
しまった。 

それが破産寸前の引き金。 

調子に乗って、20万円ほどを高レバレッジで投資し
たんです。 
20万しか掛けてないのに、仮想的に200万を投資し
ているみたいになっているのがレバレッジです！ 
もちろん、失敗しても掛けたお金以上には損しないよ
うな仕組みがあるのでそこは安心。 

だけど、毎日毎日、どんどん掛けていた通貨が暴落。 
ヤバイ！ 
20万が無くなってしまう！！ 

焦りました。 

当時は1年目の12月。 



もっとお金をつぎ込んで、少しでも暴落に耐えられる
ようにしないと！ 

そう思った当時の僕は、12月に入ってきたボーナス
と貯金をFXの口座につぎ込んで、とりあえずの応急処
置を施した。 

過去10年間ほどのデータをみての決断。 

そんな安全地帯にまでお金を掛けたので、とりあえず
窮地を脱した。 
FXに投資した金額は60万円になってました。 
貯金はほぼ0円。 

次の日。 
僕のFXの口座にはお金が入ってませんでした。 

そう、過去10年で一番やばい暴落が起こってしまっ
たのです。 

月曜日の朝。自分の資産が0という事実。 
どうやって受け入れていいのか分からず 



たぶんその日は仕事に身が入ってなかったと思います。

というか当時の12月の記憶はありません(笑) 

次に無在庫物販でコピペで稼げます！ 
ツールもあります！ 

そういうものにも手を出した。 

結果は惨敗。 
やらなくなった。 

やればできる！ 
そう思って全てを後回しにして、何も行動しなかった。



【どん底からの逆転人生 
～月に５０万円稼ぐ大卒ニートとの
出会い～】 

アフィリもFXも物販も。 
インターネットに転がっているものに手をだしたけど 
何も成果はなし。 

世の中の人はどうやって稼いでいるんだ？？？ 

頭にハテナを浮かべながら 
なくした貯金をまた増やしていく生活。 

いつもの生活に戻ったはいいが 
頭の片隅にはいつもFXで失った６０万がちらつく。 

そんな中で 



Twitterでビジネスの師と出会いました。 

今の時代ではありがちなやつです。 

普段ならスルーです。 
変なアカウントだな。と。 

だけど、友達も何人かフォローしてたし 
いいこともつぶやいていた。 

地元金沢で教えてくれるとも書いてあった。 

これ普通にチャンス！！ 
行くっきゃない！！ 

多分、僕にとって運命だったんだと思います。 



当時の僕は、面倒な新入社員の飲み会のセッティング。

会社の繁忙。 
家でだらだらYou Tubeを見てSNSを漁る。 

彼女もそのときたまたま出来たけど、すぐ振られた。 

今考えたら、無駄が多かったし 
時間の流れが止まっていて 

そのまま何も変わらない生活をしていたらいつの間に
か４０歳。５０歳。 
浦島太郎さんのようになってたと思います。 

つまらない日々の中でダラダラとTwitterを見ていて 
たまたま出てきて 
たまたまプロフィールを見て 
たまたまブログを見た。 



実はたまたま東京へ出張に来ていて気分も高まってい
て普段しない行動をとったんだと思う。 

だから気がついたら迷わずにTwitterで連絡をしてい
た。 

そうやって偶然が重なって、僕の地元石川県でビジネ
スの師に出会いました。 

          
      
       
師のブログのプロフィールを読むと、 
社会人１年目と同じ年なのに 
月収が50万円以上あるし 

ブログからの自動収益が発生している。 
人の役に立つ情報を発信していて 
中学生の女の子から感謝の手紙もあり見せてもらった。

個人のコンサルティングも行っていて 



お金・時間・心の自由があるから平日からでも旅行を
楽しんでいる。 

僕はこれを見たとき、 
       
頭には「これだー！！！」 

と文字が浮かびました笑 

   
当時の僕にとってはテレビの中の世界。 
いや、パソコンの中の世界。 

実際に本当にパソコンで稼いでいる人がいるのかな？ 

と疑いだしていて会社の方が安泰なのか？とすらおもっ
てました。 

  
でも会社へ就職=安泰ではないということも知ってい
ま した。 



     
ニュースでは大企業が倒産の危機! などという情報も
沢山出回っていて、 

     
実際に僕の知り合いも大学院へ行って 
大企業へ就職したけどリストラされて無一文になって
いる人がいました。 

だからこそ、実際にインターネットを使って稼いでい
る人を見て 
やっぱり稼げるんだ！ 
という確信と 

今まで僕がやってきていたことは 
間違っていたんだ！ 

ということを知りました！ 



そして今まで僕が抱えていたモヤモヤをすべて解消し
てくれる出会いな のではないか? 
       
こんなことを師を見て直感的に感じました。 
       
師の生き方はまさに僕の潜在意識の奥底にあった理想
的な生き方でし た。 

実際に稼いでいるブログを見ると 
見た目そんな大したことない。 

まあ素人がみても全然何がすごいのかわかんなかった
笑 
だけど実績もあったし、きちんとした本質に則った方
法でやっている。 

ああ、これで稼げないわけないな。 

話の内容が濃すぎて頭が痛くなりながらも認めざるを
得ません。 

年齢も学歴も関係なく、正しいことを正しい手順でや
るだけなんだ。 



何も知らない自分が独学でなんて無理なんだ。 

自分でできるなんて、どんだけ思い上がっていたんだ。

本当にバカ！ 

と過去の自分をグーパンチしたい気分でした。笑 

また、インターネットビジネスで培ったスキルを使っ
て 
整体院のコンサルティングなどもやっていて 
どんどんいろんなビジネスの展開もしていた。 

       
「社会人1年目で？？」 
「しかも利益を上げされられる？？」 

もう意味不明な世界です。 

ただ、この情報は本物だと確信しました。 



ちなみに師は当時22歳でした。 

そこからはもやもやが晴れたかのように 
ひたすら行動しました。 

師からはとにかくビジネスは 
上手くいっている人の真似をすること。 

それが大事だと言われました。 

「マネだけでビジネスうまくいくって本当か？」 

「というかそもそもマネしても大丈夫なのか？？」 

でも確かにひらがなや漢字書くときも 
お手本をなぞって書けるようになったから 

同じことなんだなと思って 
言われたことをひたすらこなす。 



師は本当は能力あったんじゃないのかな？ 
と疑いは少しありました笑 

ある日聞いてみたことがあったんです。 

もともと能力あったんじゃないんですか？ 
と。 

そしたら 
最初はGmailのアカウントも作れなかった。 
プログラミングも未だに全くわからないし 
インターネットもネットサーフィン程度しか触ったこ
となかったし 
最初は1日かけてもブログを開設できなかった。 

最初は本当に何もできないポンコツだったよ。と。 

今思えば 



オリジナリティや自分独自のアイディアなんてものは
不必要で 
むしろ自分の考えは結果を出すことの足かせにしかな
らない。 

世の中のビジネスも上手くいっている人のマネで結果
を出しているものがほとんどです。 
だから、最初から何も能力なくっても、できてる人の
マネをするだけでいい。 

ひらがなのお手本をなぞってきれいに書けるようにな
るのと同じだったんです。 

上手く行っている人のマネをし続けた。 

分からないことは聞きまくった。 



会社が繁忙期で金沢マラソン(フルマラソン)を走る準
備をしていた頃は 
ビジネスさぼって出来なくって停滞していた時期もあっ
たが 

それでも数ヶ月後には5万円が手元に入ってきた。 

会社員で月に5万円増やすのってできますか？ 
結構無理じゃないですか？ 

それがなんとたった数ヶ月でできるように！！ 
正直びっくりしました。 

次に覚えた要領で自分の力だけでブログ作ってみたら 
次はたった2ヶ月で5万円稼ぐブログが出来てしまっ
た。笑 

なんじゃこりゃーーー！！！ 



正直頭おかしくなりそうでした。 

だって、会社員でコツコツ働いて 
月末あたりに手取り20万円ほどしかもらえないのに 

1年もかけずに手取り10万円以上アップしたんですか
ら。 

これが仕組みを作ったということ。 

仕組み化って怪しいと思う人もいると思います。 

僕も聞いたことがありましたが 
ぶっちゃけ怪しいし、そんなのできるわけないと思っ
てました。 

これが素直な印象。 



だけど、世の中みてみると 
仕組み化されて不労所得を得ている人は多い。 

だって、マンションやアパートの数だけ。 
駐車場の数だけ。 
自動販売機の数だけ。 

勝手に収入が入る仕組みがある。 

どうです？ 
結構多くないですか？笑 

インターネットでもみんなが気がついていないだけで 
案外仕組み化されていて勝手に収入が入ってくる仕組
みが多い。 

さらに素人でもちゃんとした手順でちゃんとした考え
方で構築をしていくと 
正直誰でも作れる。 



月に10万なんてそこそこ残業がある会社員であって
も 
半年もあれば正直余裕です。 

このインターネットから学んだ経験を生かして 
現在では個人の整体院の売上を3ヶ月で月に30万円上
げるコンサルを行ったり 
漫画家さんのマーケティング支援をしたり 

学習塾の立ち上げなんかも行っています。 

やっていることは本質的なことなので 
どんなビジネスでも応用できます。 

今ならお金を稼ぐために大事なことを理解しているの
で 
昔ダメだったアフィリエイトもFXも物販も正直楽勝
です。 



長期的な効率の面を考えるとそれらのビジネスはやら
ないですが 
でも稼ぐために必要な土台の知識は得ました。 

僕が行ったのは特別なことではないです。 

いろんなものに手を出して稼げなかった。 

センスも才能もゼロ。 
何のスキルもないけど会社ではちやほやされていた 
プライドの塊の人間でした。 

知識があると思いこんでいた。 

だけど、ビジネスはやったことがない分野。 
やったことない分野の話は最初からできるわけもなかっ
た。 

今まで掛け算や割り算ですらも先生から教えてもらう。



それよりももっと難しいことなのに独学でやろうだな
んて間違っていた。 

そんな僕でも 
１つの出逢いから行動を起こして 
素直に勉強をし続けてきて今があります。 

僕が禁止されているのに副業をしようと思っていなかっ
たら？ 

たまたまTwitterを見ていなかったら？ 

途中で諦めていたら？ 

今の僕はいません。 

毎日毎日なんで会社に行ってるんだろう？ 

と思っても 



みんなが行ってるから仕方ない。 

そう無理やり思い込んで 
お金も時間も精神的自由もない。 

40歳、50歳になって思うんです。 

なんのために俺は生きてるんだろう。 

何の変哲もない日々に愚痴をこぼし 
奥さんと子供の成長だけが生きがい。 

お金のために会社に行くロボット。 

気がつけば周りには心を許せる友達もいない。 
知り合いはいっぱいいるけど。 



僕はそんな未来になってたと思います。 

最近はサラリーマンの方向けにセミナーやビジネスレ
クチャーをすることが多いのですが 

本当に楽しんで仕事をする人は1割もいないです。 
ほとんどの人が不満、愚痴を言いながら仕事をする。 

でもそれって仕方ないことです。 

何も目的もなく、世の中の人みんなが会社に行ってい
るから 
自分も会社に行く。 

みんな我慢しているから、自分も我慢する。 

頑張っても頑張らなくても給料には反映されないから 



頑張るのをやめる。 

そりゃ頑張るの嫌になります。 
会社行くの嫌になります。 

だから、僕は超ラッキーでした。 

でも、これを読んでいるアナタも超ラッキーです！ 

インターネットでお金を稼ぐ世界を知ったわけなの
で！！ 

僕が幸せになるためには？ 

僕はそんなに人間出来た人じゃないです。 



自分が幸せになればいい。 
ただそれだけしか考えてないです。笑 

結構ぶっちゃけてます笑 

じゃあ自分が幸せになるためにはどうすればいいんだ
ろう？？ 

考えました。 

でたどり着いた答えが 

自分の周りが幸せだったら僕も幸せ。 

ということです。 

考えてみてください。 
自分だけお金も持って好きなものを好きなだけ買える。



だけど、周りの人は辛い表情をしていて一切幸せじゃ
ない。 

どうです？ 
幸せですか？？ 

幸せじゃない。 
むしろ嫌だと思います。 

でも逆に自分以外の人がすごく幸せそうで 
楽しそうだったら？？？ 

自分自身も幸せになると思いませんか？ 

偽善でしょうか？ 



でも僕は人の幸せって、周りの人が幸せなら自分にも
幸せが返ってくると本気で思ってます。 

結婚とかもそうじゃないですか？ 

「俺はお前を幸せにする」 

って言うじゃないですか？ 
あれは男性が女性を幸せにすることで、自分も幸せに
なる 
ということだと思うんです！ 

でもなかなか周りが幸せってこの現代社会では難しい。

いるのか？ 
そんな人？ 

なかなかいないです。 
どうです？ 
います？ 
日常的にハッピーな人。 



そんないないですよね？ 

だからこそ、僕が幸せになるために 
僕が周りを幸せにできる能力を身に着けないといけな
かった。 

おせっかいですよね。 
たぶんこの性格は僕のばあちゃんからの遺伝です。笑 

でも僕が持っている知識で周りの人が 
お金も稼げて、自由な時間も持てて、好きな人とだけ
いる。 

そうすることが今はできる能力を身に着けたので 
これから僕は僕の幸せのために 
周りの人を幸せにしていく。 



そして僕は日本から 

「否定の言葉」 

をなくしたい。 

僕の嫌いな言葉があります。 
それは 

「どうせ無理」 

やってもないのに、最初から否定するこの言葉が嫌い
です。 

否定の言葉なんて一切いらない。 
出来ないからできない自分を認めて、どうなりたいの
か考えて行動する。 

ただそれだけ。 



それ以外何もないんです。 
どうせ無理って子どもみたいです。 

だって、やりたいんでしょ？？ 

って思っちゃうんで笑 

ならそこで止まってないで 
どうやったら無理が無理じゃなくなるのか考えてみま
しょう！ 

案外無理って思ってるものは 
無理じゃないことは多い。 

パソコンが苦手？ 

そりゃそうです。 



だって、ほとんど触ってきてないんですよね？ 

文章書くのが苦手？ 

でしょうね。 
やってきてないんじゃないですか？ 

続けたら案外なんでもできるようになりますよ！ 

箸も最初は持つの難しいですし 

ひらがな・カタカナ・漢字も最初書けました？ 

最初ってなんでも結構きついんです。 

小さい頃はなんでも挑戦して失敗した。 
そして成長していく。 



大人になったら失敗することを極度に怖がって 
失敗から逃げるようになる。 

でも最初からうまくいくことって 
今までの人生でありましたか？ 

たいてい何か失敗経験があって失敗から学んで成功す
るようになったんじゃないですか？ 

仕事だって最初から出来ないと思います。 
人から聞いて学んでできるようになった。 

そんなもんです。 

成功するための手段は案外シンプルです。 

素直に人の話を聞いて実行する。 

たったこれだけです。 



最後に 

～自分の人生は自分で 
デザインしていこう！！～ 

当たり前ですが。 

自分の人生は1度きり！！ 

周りに流されて自分のやりたいことに蓋をして 
本当の自分のやりたいことを見ずに生活をしてほしく
ない。 

僕は妹が昔死にかけました。 

病気です。 
今は完治しましたが。 



小さいときから、自分の人生はなんのためにあるんだ
ろう？ 
そう思いながら、周りの人と同じことをしていたら幸
せになると思ってました。 

だけど、結局のところは 
みんな我慢して生きている。 

いい高校へ行って 
いい大学へ行って 
いい会社へ行って 

きれいな奥さんをもらって 
子ども産んで 
マイホームを買って 
いい車を買って。。。 

それは誰の望む姿なんでしょう？ 

そういう風な人生が幸せって自分自身で考えてたどり
着いた答えですか？ 



僕はNOだと思う。 

世の中の人がそういう洗脳を受けているんだと思う。 
別に好きならいいんです！ 
僕もきれいな奥さんはほしいし！笑 

だけど、今一度、それは自分が求めているものなのか？

なぜ？ 

それを考えてみてほしい。 

やりたいことに無意識に蓋をしてませんか？ 

お金も時間も人もたくさんあったほうが絶対にいい！ 
よく分からない常識に飲み込まれるんじゃなくて 



自分の人生は自分で決めるものです！ 

ただお金はやっぱり必須。 
お金あると時間も買えるし 
人との出会いも単純に増える。行動量が増えるから。 

プライベートも充実するし 
やりたいことも多くできる。 

今の資本主義の社会にいて 
お金っていうのは幸せに直結してくるものです。 

だからこそ、お金を稼ぐ力をゲットして 

自分の人生を自由気ままに生きていく。 

自分で人生をデザインする。 



僕は自分の人生に本気です。 

人生のなりたい姿の最終形は 
かっこいいお父さんになることです笑 

え？と思いましたか？ 
でもなんでもいいんです。 
僕の信念がそこにあるだけです。 

信念があるから上手くいっている。 
軸ってものです。 

かっこいいお父さんは 
困っている人いたら助けるし 
奥さんを大切にする。 

奥さんを幸せにするために 
お金もいるし 
みんなの憧れになったほうがいい。 



周りの人に自慢できる旦那さんにもなりたい。 

もっともっと書きたいことありますが、 
もう1冊本ができるくらいに僕のかっこいいお父さん
へのあこがれは強いのでこの辺で笑 

だけど、なりたい姿があるから 
憧れに近づく選択を常にとってきました。 

そうやって素直になりたい姿になるために 
決断し続けた過去の自分に感謝してます。 

今自由に欲望に忠実に生きている今にも感謝。 

親にも死んだ祖父母にも育ててくれてありがとうと感
謝してます。 

僕は今幸せです。 



だから周りの人を全力で幸せにする。 

たくさんの感謝とたくさんの幸せを振りまくと 
僕にもなにかの形で返ってくる。 

だから僕は一生幸せで生きていける。 

夢物語ではなく、僕自身が得たくて掴んだ未来であり
今です。 

そしてここまで読んでいただいた 
あなたにも感謝してます。 

思ったことをぶわーっと書いたので 
読みにくい部分やわかりにくい部分もあったかと思い
ます。 

でも僕の素を知ってほしくて書きました。 
ここまで読んでもらえて本当に嬉しいです！！ 



全てうまくいったわけじゃなくて 
いろいろ挫折もあり失敗もあり今があります。 

でもその経験が僕を成長させてくれました。 

過去に失敗を経験した自分にも感謝。 

一緒にビジネスをしている人がいなければ僕は今ここ
にいないし 
教えてくれている師との出会いも僕にとっては 
かけがえのないこと。 

これを読んでいるアナタも 
この出会いは僕にとって大切なものになります。 

少なくともインターネットビジネスに興味をもって 
このレポートを手にとってくれたので！ 

最後に、うまくいくためには 
結局のところ行動が全てです！ 



あれこれ考えていても、実際には全く進んでないので
す。 

まず1歩踏み出すこと。 
そして調子がいいときには走ればいい。 
たまには立ち止まってもいい。 

休んで1歩ずつあるき続ければ絶対にゴールに辿り着
く。 

最後には頑張っていく自分自身を信じてあげてくださ
い。 

重ね重ね最後まで読んでいただきありがとうございま
す！ 

よかったら感想をいただけると励みになります！ 

これからも僕のブログやSNSなどを通じて発信をして
いきます！ 
一緒に頑張っていきましょう！ 

石本佑


