
《脱就活手引き書》 

自分の理想の人生を手に入れ、後悔しない生き方をするために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



こんにちは。コウキです。 

 

今回ぼくはあなたに 

「脱就活をして、完全な自由を得るための方法」を 

このレポートでお伝えしていきます。 

 

お金の心配をせず、時間に縛られない生活。 

１日何をしていても誰からも文句を言われない毎日。 

 

好きな時に、好きな人と、好きなように遊ぶ贅沢。 

あなたも一度は考えたことがあると思います。 

 

 



しかしほとんどの人は、 

 

「そんなことは恵まれた一部の人だけの話…」 

「自分にはそんなことは出来っこない…」 

と諦めてしまいます。 

 

なぜ、やってもいないのに諦めてしまうのか？？ 

 

「自由を手に入れて、家族と旅行しながら生活したい！」 

「会社を辞めて自分の好きだったことをやってみたい！」 

 

そう思っていても、実際に 

行動に移せている人はほとんどいません。 

 

 



それはなぜか？ 

「本当に自由になるための具体的な方法」 

これを知らないからなのです。 

 

一般教育や、あなたの周りでは 

こう言われてきたことでしょう。 

 

「いい大学を出て、大企業に入り、 

安定した給料を定年までもらおう！」 

 

そんな事しか教わらず、 

それが当たり前だと思い込まされてきました。 

 

 



ぼくも学校や常識では、そう教わってきました。 

 

しかし、この教育を受けてきたぼく達にとって、 

多くの人は会社や組織に就職するしか方法がないのです。 

 

ぼく達はみんな、 

 

「自分の人生の時間を切り売りして 

一生働き続ける」 

 

そんな教育をされてきたのです。 

 

 



この洗脳教育によって、日本は先進国にもかかわらず 

自殺率も高ければ、幸福度も低い。 

 

会社という限られた生き方に 

縛られている人が多くなってしまっています。 

 

そのため、自由になって自分らしく生きたいと 

思っている人が多いのは、紛れもない事実なのです。 

 

このような、あなたの悩みを解決するための 

具体的な方法をこのレポートや、今後の配信で 

お伝えしていこうと思います。 

 

 



この《脱就活手引き書》が 

最初のきっかけになるでしょう。 

 

だからこそ、最後まで読んでいただければと思います。 

 

そして自分の望む人生を手に入れ、後悔しない生き方を 

送るためのきっかけを掴んでほしいのです。 

 

今回初めてのプレゼント企画を記念して、 

最後まで読んでくださった方に 

 

さらに特別なプレゼントをご用意しています！ 

ぜひプレゼントを受け取ってくださいね。 

 

まずぼくコウキという人物がどんな人間なのか 

自己紹介のブログ記事を貼っておきます！ 

https://kouki-marketing.com/the-reversal-life/ 
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《第一章》 

本当の自由とは？ 

 

コウキです。 

これから、このレポートを通して、 

 

あなたに「就活を捨て、自由な生活を手に入れる」ための 

具体的な方法をお話ししていきます。 

 

まず、本当の自由がどういうものなのか 

定義付けをするために、ぼくの考えをお話ししていきます。 

 

①金銭的な自由 

②時間の自由 

③精神的な自由 

④身体的な自由 

 

 



この 4 つの自由が揃って初めて、 

「本当に自由な状態」になれます。 

 

①や②の自由は比較的、想像しやすく 

分かりやすいのではないでしょうか？ 

 

経済活動が行われている現在では 

世界中のどこにいてもお金が必要です。 

 

住む家や食べ物を買うのも、病院に通うにも 

家族と旅行に行くのも、恋人にプレゼントするのも 

 

生きていくためには、とにかくお金が必要です。 

 

 



成人すれば、無職だったとしても 

税金を国に納めなければなりません。 

 

トラブルの 9 割はお金で解決できると言われますが、 

基本的にお金があれば、自由度は高いです。 

 

お金があれば生活のためだけに、 

働くことなんてしなくていいのです。 

 

自分の好きなことを仕事にできるし、 

働かなくてもいい。 

 

しかし、お金がなく自分で稼ぐ手段がなければ、 

会社に就職して時間を切り売りするしかないのです。 

  

 



おそらく、今このレポートを読んでいるあなたは、 

 

「労働収入は限界があるし、お金のために働きたくない…」 

「終身雇用が崩壊して、将来が不安…」 

 

こんな風に考えているのではないでしょうか？ 

 

ほとんどの人はお金がないから 

「金銭的な自由」を手に入れられていません。 

 

ぼくも元々すごいお金に困っていたので、 

辛さは痛いほどよく分かります。 

 

お金がないせいで 

やりたいことや好きなことができず、 

 

ストレスが溜まるばかりでした。 

 



将来何のためになるのか分からず、やりがいもないのに 

生きるために働かないといけないという現実です。 

 

だからこそ、まず始めに 

「金銭的な自由」を得る必要があるのです。 

 

次に「時間の自由」についてですが、 

 

仮にお金が腐るほどあっても、 

使う時間がなければ意味がありません。 

 

毎日、早朝から深夜まで働いて 

自分の時間が無ければ本当の自由とは言えません。 

 

総理大臣などが分かりやすい例ですね。 

 

総理大臣ともなると、年収は 5000 万も超えるそうですが 

本当に自由な生活を送っているでしょうか？？ 



 

毎日公務に追われ、日本で一番 

責任重大かつ、忙しい人かもしれません。 

 

明らかに時間の自由を手にしてはいませんね。 

例えば、月収が 1000 万あったとしても、 

 

「仕事しかない毎日で、遊ぶ時間は全然ない…」 

「趣味の時間や、家族と過ごす時間もない…」 

 

 



この生活は羨ましいですか？ 

あなたが望む人生はこんな生き方ではないでしょう。 

 

「金銭的な自由」を手に入れつつも 

「時間の自由」も手に入れなければならないのです。 

 

３つ目の「精神的な自由」です。 

これもかなり重要です。 

 

お金と時間さえあれば良いのではないのです！ 

 

お金と時間が自由になったとしても、 

今の生活がいつ維持できなくなったり 

 

持っているお金が消えてしまわないか 

不安な状態ではいけません。 

 

例えば、莫大な遺産を相続して 2 億円、手に入ったとしましょう。 



 

2 億も手に入れば会社を辞めて、 

働かなくても生活していけそうですよね。 

 

「このお金があれば一生遊んで暮らせるぞー！！」 

 

会社を辞めて、お金も時間も手に入れた。 

嫌な人間関係も断ち切って、精神的にも自由になった。 

 

と思うかもしれません。 

しかし、それは違います！ 

 

たまたまラッキーで 2 億円手に入れることが出来ても、 

そのお金を自分で作り出すことはできないのです。 

 

自分で稼ぐ方法を知らなければ、手元にあるお金を 

切り崩しながら生活していかなければなりません。 

 



貯金していても増えることはありません。 

 

減っていくお金を見ながら、あと何年そのお金が使えるのか、 

不安を抱きながら生活していかなければならないのです。  

 

別の例を挙げると、主婦/主夫の方で 

自分は働かなくても充分お金があり、 

 

家事もお手伝いさんがやってくれるから 

時間も自由という人もいるかもしれません。 

 

しかしそんな人でも、 

いつパートナーの収入がなくなるか、 

 

離婚や死別で、自分一人で生きなければならなくなった時 

どうやって生活していくのか？ 

 

 



自分の収入はないが、 

今の生活水準はもう下げられない… 

 

という理由で、不安に怯えながら 

暮らしている人も多いです。 

 

こんな状態では「精神的に自由」とは言えませんよね。 

 

だからこそ、お金と時間が自由であっても 

「精神的な自由」が必要なのです。 

 

そのために、「自分の力で稼ぐ」 

ということが必要になります。 

 

 



４つ目の「身体的な自由」ですが、 

これは「精神的な自由」と近いところがあります。 

 

いくらお金や時間があって、 

自分でお金も稼げるし、精神的に自由であっても 

 

病気でずっと入院生活をしていたら自由ではありません。 

健康な身体というのは、一番の資本なのです。 

 

お金も時間も精神の自由を手に入れても 

死んでしまったら何も残らないのです。 

 

 



ぼくはこの全ての自由を手に入れて、 

自由な人生を満喫している人を沢山見てきました。 

 

インターネットを活用し、自力でお金を生み出しているので 

時間に縛られることもなく、心や体の健康を手にしています。 

 

会社員のように出勤して朝から晩まで働かなくても 

自動的に収入が入ってくるような状態になっていくのです。 

 

ぼくもそうやって何もないところから 

インターネットの力を使ってお金を生み出してきました。 

 

 



インターネットを使えば、誰でも 

そのような状態を作ることは可能です。 

 

それを実現するために、 

正しい知識と適切な努力量は必要です。 

 

１日、２日で出来るものではありませんが、 

これから先の長い人生を考えた時に 

 

・一生会社員として働き続け、縛られる人生を送るか 

・自分で稼ぎ本当の自由を手に入れて理想の人生を送るのか 

 

この 2 つを選ぶなら、 

あなたはどちらの人生がいいですか？ 

 

これからあなたがインターネットビジネスを行っていくなら 

この概念を忘れてはいけません。 

 



ネット上には、簡単に稼げるというような 

甘い言葉や、根拠のない情報も飛び交っていますが、 

 

そういうノウハウに頼って目先の小金を手に入れても、 

あなたの人生にとって意味はないのです。 

 

あなたはこれから、 

お小遣い稼ぎをするのではなく、 

 

本当の自由を手に入れ、理想の生活をするために 

ネットビジネスを始めるのですから。 

 

このレポートはその第一歩として、 

今からインターネットビジネスの基礎を 

身につけていただきます。 

 



さて、次の第二章からは、 

 

・ネットビジネスとは何なのか？ 

・なぜインターネットである必要があるのか？ 

・怪しかったり、詐欺ではないのか？ 

 

そういうことを話していこうかと思います。 

 

当たり前ですが、この脱就活手引き書を読むだけで、 

今からすぐにお金が稼げるなんてことはありません。 

 

しかし、ここからの話はあなたが今から 

ネットビジネスを行う上で、基礎や土台となる部分です。 

 

土台がもろければ、どんなに立派な建物を建てても 

いつか必ず崩れてしまいます。 

 

 



だからこそ、その土台を強固なものにするために 

基礎を１つずつ積み重ねる必要があるのです。 

 

今から知識を一つ一つ積み重ねることで、 

後々、自由な生活を手に入れることが出来るのです。 

 

これはぼくが保証します。 

 

ぼくがお伝えすることを、素直に吸収し、 

正しく行動を起こしていけば、 

 

1 年後、いや、早くて半年後には、 

自分で稼いで本当の自由を手に入れているはずです。  

 

 



会ったこともないぼくのことを 

疑う気持ちも分かりますが(笑) 

 

ぜひ今からぼくを信じて、 

しっかり付いてきていただけたらと思います。 

 

それでは頑張っていきましょう！ 

以上で第一章は終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《第二章》 

組織から個人の時代へ 

 

第一章でお話しした 

本当の自由を手に入れるためには、 

 

会社のような「組織」ではなく、「個人」で活動した方が 

圧倒的に自由な人生を手にすることができます。 

 

本当の自由を手に入れるためには、 

会社で働くのではなく、 

 

そこから脱却し、「個人」で稼いで 

生きていくことを目指しましょう。 

 

日本の学校教育では、個人ではなく会社で働いて 

収入を得る方法しか教わりません。 

 



稼ぎ方やお金に対する教育を 

ちゃんとされてこなかったのです。 

 

なぜかと言うと、その方が国家に都合がいいからです。 

 

だから学校を卒業した後は、会社に就職し、 

決まった給料を与えられながら生きていく方法しか知りません。 

 

会社の給料というのは、長年勤めていても 

簡単には上がるものではないですよね。 

 

人の何倍もすごい業績を出すか、最初から高収入の仕事に就くしか 

まともに給料を上げることは難しいですよね。 

 

義務教育では集団の中で協調して 

行動することを学んできたため、 

 

 



最初は「個人」で稼ぐということに 

抵抗があると思います。 

 

しかしこれからは、その壁を超えて個人が活躍する 

新しい時代の変化に対応できなければなりません。 

 

 

 

 

 

 



そんな生き方が徐々に、当たり前になりつつあります。 

今は昔と比べて個人で稼ぐ仕事が増えてきています。 

 

例えば、ユーチューバー、ライター、ブロガー、エンジニア、 

インスタグラマー、コンサルタント…など。 

 

インフルエンサーと言われる、 

影響力のある有名なブロガーやユーチューバーは、 

 

個人で仕事をしていても 

年収が億を超えている人もいます。 

 

彼らは会社には属していません。 

 

有名でなくとも、個人で億単位の収入を得ている人や 

年収数千万くらい稼いでいる人は数えきれないほど存在します。 

 

 



これからの時代はますます“個人”が 

活躍していくことになるでしょう。 

 

ぼくも個人で活躍する人間のうちの一人です。 

 

これからはそういう人が特に珍しいものでもなく 

当たり前になってくることは言うまでもありません。 

 

インターネットが発達すると同時に、 

この流れは急速に広まりつつあります。 

 

会社に所属して、言われたことをやるだけの人間と 

個人でスキルを身につけ、自分のメディアを持ち 

 

情報を発信することでファンを増やし、 

自由に稼げる人間とでは 

 

 



驚くほど、収入や自由度の差が出てくるというのは 

簡単に理解できることだと思います。 

 

 

 

それに加えて最近では、AI や機械の発達により 

今まで人がこなしていた業務が奪われつつあります。 

 

その影響で、誰もが知っている大企業でも 

大規模なリストラが行われ、人員削減される方向にあります。 

 

 



しかしこれは会社の目線から考えると当然のことなのです。 

 

人を雇わなくても機械でできることなら、 

人件費のかかる人間は切り捨てて機械にやらせた方が得です。 

 

今から 20 年くらい経つと、今ある仕事の半分は無くなり 

機械や AI に変わられてしまうと言われています。 

 

工場の製造ラインでは 

人間がほとんど必要なくなるでしょうし、 

 

自動運転が導入されれば、ドライバーは要らなくなります。 

レジや事務のような仕事も同様です。 

 

そうなるとぼく達はどうやって働けばいいのでしょう？ 

 

逆に個人ではなく、組織で仕事をする方が、 

収入を得るのが難しくなってくるのではないでしょうか。 



そして個人の成長スピードや収入のスピードは 

計り知れないほど急速だと気付かされます。 

 

個人で稼ぐということは、組織に属さないので 

全て自己責任になります。 

 

自分が努力した結果が、そのまま収入となるのです。 

 

それゆえ、自分でどんどんスキルを身につけ、 

自分のビジネスに対して真剣に取り組むようになっていきます。 

 

そうなると、今まで会社で働いていた時と違って 

新しいアイディアがたくさん浮かんでくるので 

 

収入もまた増えていく、 

というのも珍しくはないことです。 

 

 



もし仮に働く時の収入が労働収入ではなく 

「成果報酬型」に変わったらどうでしょうか？ 

 

おそらくあなたは自分のために、 

頑張って成果を上げようとするはずです。 

 

個人で稼ぐということは常にそのような状態なのです。 

これほど素晴らしい収入形態は他にないでしょう。 

 

 



個人で成長していけば、他の企業からも声がかかるようになって 

「ぜひ弊社で…」とオファーがくることも珍しくありません。 

 

インフルエンサーが企業やメディアと 

コラボレーションしていることもよくあることです。 

 

企業というのは、そういうスキルのある人間を 

常に求めているのです。 

 

個人で成長し、クリエイティブに生きていく方が 

圧倒的に人生の生きがいを持てるようになります。 

 

あなたがワクワクした人生を歩みたい 

と思っているのなら、 

 

「個人」で生きることに 

チャレンジすることをお勧めします。 

 



そうすれば、収入も想像できないほど跳ね上がり、 

人生の充実度も確実に変わってくるでしょう。 

 

そうなれば、仕事も楽しくなり 

仕事＝趣味の状態になってきます。 

 

これからあなたが「個人」で稼いでいくことになれば 

時給や、月収という概念はなくなります。 

 

個人で稼ぐとは、 

「成果報酬」で稼ぐということなのです。 

 

例えばあなたが時給 1000 円で 10 時間働いたとします。 

会社で働いていると日給は 1 万円になります。 

 

しかし個人として成果報酬で働いていると、 

生産性がなければ 10 時間働いても収入０ですし、 

 



逆に３時間でも数十万、 

数百万の収入になることもあるのです。 

 

現在では収入アップのために 

一生懸命、資格の取得に励む人もいますが、 

 

時給が数百円上がったところで、10 時間働いても 

数万円の差にしかならないのです。 

 

本当の自由を手に入れたいならば、 

色んな資格をとって時給アップを狙うのではなく、 

 

個人で活躍して、自分のスキルを上げ、 

稀少性のある人間になるべきです。 

 

組織＜個人 

という収入の縮図はもう変えようがありません。 

 



組織から脱却して、いち早く個人で 

クリエイティブに生きていけるようになりましょう。 

 

そのために正しい知識と 

適切な努力を怠らずやっていきましょう。 

 

 

 

 

 



《第三章》 

ネットビジネスの可能性 

 

「ネットビジネス」 

この言葉を聞いても、多くの人はよく分からないと思います。 

 

「とにかく胡散臭い…」 

「怪しい…詐欺なんじゃないか？」 

 

という風に。 

 

ぼくも最初は、この単語だけを聞いても 

何なのかピンとこないし、 

 

よく分からないから怪しそう… 

と疑問しかありませんでした(笑) 

 

 



一般的には怪しいイメージを持たれていますが、 

その先入観を一旦置いておいてください。 

 

今からぼくがどんなものなのか説明して行きますね。 

 

ネットビジネスとは、 

 

ネット上で人と人とが繋がり、 

そこで価値提供をしてビジネスをする事です。 

 

現在では「全ての企業が」と言ってもいいほど、 

ネットを活用してビジネスをしています。 

 

例えば、Amazon、楽天、Apple、ソフトバンク…など、 

 

これらの企業は、少なからず「ネット」 

というものを使ってビジネスを展開させています。 

 



ぼく達がが普段使っている SNS や Web サイトなどを 

少しでも取り入れているビジネスは 

全てネットビジネスなのです。 

 

つまり、ネット上でモノが売れれば、 

それはもうネットビジネスです。 

 

よく怪しまれているものに、「情報教材」というものがあります。 

情報教材は詐欺！みたいなイメージもあるかもしれません。 

 

そもそも情報教材とは「情報」を 

コンテンツとして販売するビジネスです。 

 

例えば、ベネッセやユーキャンなどの通信講座、 

CD、映画、電子書籍なども情報商材に入ります。 

 

これらの情報に対し、ぼく達はお金を払っています。 

元々はいろんなジャンルのものがあり、広義で使われる言葉です。 



しかし、一部詐欺的な価値の無いものも存在します。 

 

例えば、デートで高級フレンチのコースを食べに行ったとします。 

高価なお金を払ったにも関わらず、 

料理がめちゃくちゃ、まずかったらどうですか(笑)？ 

 

「めっちゃ高かったのに、こんな不味いのかよ！！詐欺やん！」 

 

こう思うのでは無いでしょうか(笑) 

ぼくもそう思いますね… 

 

商品に価値があれば、 

お客さんは満足なので正しい商品。 

 

しかしネットビジネスの業界では、 

こんな詐欺のような行為も 

少なからず行われているという事です。 

 



ぼくも実際に何回も相談に乗ったことがあります。 

 

こういう悪質な詐欺師には、 

ビジネスの世界から消えてもらわなければいけません。 

 

その為にもインターネットビジネスの本質を 

多くの人に理解してもらい、 

 

正しいビジネスとして 

世の中に広めていきたいと考えています。 

 

ぼくはネットビジネスを始めて、 

自分でも驚くほど、人生が変わりました。 

 

就職しなくて良くなったことで、 

自分の人生の時間を 

一方的に搾取されることもなくなりました。 

 



大切な家族と過ごす時間や、 

自分を成長させるために時間を使えて 

 

自分が努力した分だけ 

収入として結果が手に入るのです。  

 

ぼくは自分が会社員になった時のことを 

真剣に考えたことがあります。 

 

自分のやりたい仕事ができないなか 

先輩や上司にいいように使われ、 

 

毎日寝不足になりながら 

満員電車に寿司詰めの状態で揺られる。 

 

帰ってからも疲れすぎて、 

自分の趣味をする余裕もない。 

 



しかも、何かあったときは 

会社は自分のことを守ってくれない。 

 

自分の理想の生活とは 

ほど遠いことに気づきました。 

 

そこからネットビジネスを始めて 

会社員をやっていたら出来なかったような経験を 

 

始めて 1 年という短い期間に 

たくさん体験することが出来ました。 

 

だからこそ、ぼくはネットビジネスを多くの人に向けて 

発信していきたいと思っていますし、 

 

同じように、自分の理想の人生を 

生きるための手助けをしたいと本気で思っています。 

 



そういう思いでぼくはやっています。 

 

「誰でも簡単に楽してすぐ稼げる」 

「隙間時間だけで月収 100 万が手に入る」 

 

というような口先だけの甘い嘘はいうつもりはありません。 

 

そんな嘘を発信したところで、 

本当に幸せになる人は誰一人いないからです。 

 

世間でネットビジネスは悪というイメージがあるので 

そういう風潮を早く消し去るために、 

 

実際にぼくが今まで取り組んできた 

「正しい情報」だけを発信して生きます。 

 



 

 

ぼくがネットビジネスを推奨する理由はいくつかありますが、 

特に「リスクが０」というのがあります。 

 

ぼくは今までお金を稼ぐために 50 万近くの 

自己投資をしてきましたが、 

 

毎月ネットビジネスに関わる経費というのは、 

 

電気代、スマホ代、サーバー代、Wi-Fi 代 

くらいなので、月に１～２万円くらいのものです。 

 

 



それくらいの費用しかかからずに、自分でビジネスができるのは 

ネットビジネス以外ありえません。 

 

飲食店にしても古着屋にしても 

店舗を構えるならそれなりに資金が必要ですし、 

 

バイトしかしていなかった 

当時のぼくにはまず無理です。 

 

借金するにもいきなり難易度が高すぎます… 

 

だからこそぼくはローリスクで始められる 

ネットビジネスを始めることにしたのです。 

 

さらにもう一つの大きなメリットを言うと、 

「レバレッジが効く」と言うものです。 

 

 



よく言われることなので「レバレッジ」と言う単語を 

聞いたことがある人もいるかもしれませんね。 

 

例えば 1 時間で読めるコンテンツを 3 時間で作ったとします。 

これをブログで公開し、1000 人が見てくれたとします。 

 

そうするとぼくは３時間かけただけで 1000 時間分の 

価値を提供したことになるのです。 

 

1000 時間とは約 41 日です。 

３時間で 41 日分ってすごくないですか！？ 

 

ネットを使って稼いでいる人は 

この仕組みを活用してずっと稼いでいるのです。  

 

このレバレッジを活かせば、 

あなたもネットビジネスで稼げるようになるでしょう。 

 



また、多くの人は「フリーランス」と聞くと 

「パソコン一つでどこでも仕事ができる」 

とイメージするのではないでしょうか？ 

 

これも確かにネットを使うビジネスの 

大きなメリットと言えるでしょう。 

 

カフェや旅先、自宅でもネット環境があれば 

どこにいても問題なく仕事ができます。 

 

小さなお子さんがいる人や、様々な事情で 

出勤するのが難しい人にとっては非常に便利でしょう。 

 

まさにネットビジネスは、これからの時代の 

様々な生き方に適した仕事だと言えますね。  

 

 

 



上記のような理由を考えると、初めてビジネスをするなら 

ネットビジネス一択ということになるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《第四章》 

成功するために必要な条件 

 

さて、今までの３つの章ではネットビジネスが 

どういうものか、概念的な話をしてきました。 

 

この第四章では、あなたが成功者になるために 

具体的にすべきことをお伝えしていきます。 

 

ぼくは元々、知識やスキル、人脈もゼロだった 

社会も知らない平凡な大学生でした。 

 

そんな大学生がビジネスで成功した秘訣を 

これからの章でお話しするので 

 

何度も読み返していただくことをおすすめします。 

 

 



～成功するために必要な条件～ 

 

① 自分のメンター(師匠)を見つける。 

 

② 知識・スキルを身につけるためのリスクを恐れない。 

 

③ 意味のないプライドや今までの常識は捨てて素直になる。 

 

④ 自分を律し、諦めることなく、正しい方向性で継続する。 

 

⑤ 自分がビジネスをする目的、夢、信念を持つ。 

 

 



① 自分のメンター(師匠)を見つける。 

 

これは一番大事です。 

 

どれくらい大事なことかと言うと、 

メンターがいない人は 

 

一流のスポーツ選手を目指しているのに 

コーチもつけずに一人でやってるようなものです(笑) 

 

あなたはこれから単発で 

目先のお金を稼ぐのではなく、 

 

ビジネスの分野で一流を目指すのですから、 

メンターが必要なことは言うまでもありませんね。 

 

あなたが直感的に「この人のようになりたい！」 

と思った人をメンターに選ぶと良いでしょう。 



本当に信頼できる人なのか、しっかり判断するために 

その人のメディアを見たり、直接話を聞いて判断しましょう。 

 

ぼくを基準にしても、他の人でも構いませんが、 

大事なのは「まず一人のメンターを決める」ことです。 

 

そうでないと、沢山の情報に振り回されて 

結局どの人が言っていることが正しいのか分からなくなります。 

 

ネット上では 

様々な情報発信をしている人がいるので 

 

中には詐欺のようなことをしたり、 

小手先のテクニックしか教えてくれない人もいます。 

 

もしそんな人を選んでしまえば、成功からは 

遠ざかってしまうのでやめましょう。 

 



「これで詐欺ならお手上げだ～！」 

と思えるくらいの人を見つけられるといいですね。 

 

なかなかそこまでの人はいないと思いますが(笑) 

しっかり教えてくれる人を選びましょう。 

 

② 知識・スキルを身につけるための 

リスクを恐れない。 

 

ネットが発達した現代では 

Youtube やGoogle で検索しないことの方が少ないでしょう。 

 

しかし、ネットで調べた情報だけで成功するというのは 

ほぼ不可能と言っていいほど難しいです。 

 

無料で調べられる情報というのは、誰に知られても困らない 

当たり障りのない情報ということです。 

 



そんな情報をたくさん調べたところで、 

他の人より抜きん出ることはできるでしょうか？ 

 

知識やスキルを身につけるためにリスクを取らない人が 

成功し自由な時間やお金を手に入れたケースを私は知りません。 

 

何故ならば何十万、何百万円と自己投資し 

完全武装した人たちとあなたは同じ土俵で戦っていくのです。 

 

そんな状況で何も知識を得ていないのに 

丸裸で戦えるでしょうか？ 

 

だからこそ、自分のできる範囲から自己投資を始めて 

周りと差をつけていくことをオススメします。 

 

ネットビジネスで収益が出たら、一部をまた勉強に使うのです。 

常に向上心を持ち、新しい情報を取り入れることが目的です。  

 



 

③ 意味のないプライドや今までの常識は 

捨てて素直になる。 

 

これは学ぶ姿勢として一番大事です。 

実際によく聞くのですが、 

 

・自分より年下の人に教わるなんて… 

・こんな方法で本当に結果が出るの？ 

・自分のやり方で試してみたいんです！ 

・学校や会社ではこう教わったから… 

 

はい、あなたがそれをやってる以上 

結果は出ません(笑)！！ 

 

少し厳しい言い方をすると、あなたは現状として 

理想的な生活を手に入れられていないのですから 

 



今までやってきたことを、 

何かしら変える必要があるのです。 

 

例え何年もその方法でやってきたとしても自己流をやめたり。 

一回り年下でも自分よりできる人に教わったり。 

 

ネットビジネスの世界では、今までの社会人経験や 

学歴というのはほとんど役に立ちません。 

 

一から勉強しなおすつもりで、素直にメンターからの 

アドバイスを取り入れることが、成功までの最短距離です。 

 

せっかくアドバイスをもらったのに、違うんじゃないか？ 

と思ってオリジナルアレンジを加える人がいますが 

 

メンターからのアドバイスは最短で結果が出るために 

効率よく計算されているものなので、 

 



教わった通りにまずはやってみるのが良いでしょう。 

 

 

 

④ 自分を律し、諦めることなく、 

正しい方向性で継続する。 

 

あなたが自分のメンターを見つけたのなら、 

「正しい方向性」はクリアできていますね。 

 

しかしネットに限らず、自分でビジネスをしていると 

様々な難関につきあたり、挫折しそうになります。 



 

一番大きいのは「継続」すること。 

 

結果が出ていても、出ていないなら尚更、 

毎日コツコツ継続するのはとても難しいことです。 

 

あなたの収益が安定し、就職をせずに 

フリーランスになった後でも、その悩みは付いてくるでしょう。 

 

先にも書きましたが、フリーランスの生活では 

自分が仕事をしなくなったら収入は途絶えます。  

 

しっかり生活のリズムを守り、楽をしたい欲に負けることなく 

正しい努力を続けていかなければなりません。 

 

そう言うとプレッシャーになって、継続するのが 

難しそうに聞こえるかもしれませんが(笑) 

 



ネットビジネスの世界では正しいメンターをつけて 

しっかり努力をしてビジネスに取り組み、 

 

３～５年くらいコツコツとビジネスをやっていれば、 

月収 100 万は夢ではないと言われています。 

 

これは自分のメンター以外の人にも言われました。 

今は収益が出ていなくて、本当に大丈夫なのか… 

 

不安に押しつぶされそうになっても 

将来を信じることが大事です。 

 

あなたの未来を変えられるのは、あなた自身です。  

 

知識を得ても自分の殻に 

引きこもらないようにしましょう。 

 

 



収入を上げるためには、 

人間的な成長も必要だからです。 

 

常に満足せず、謙虚な姿勢で学びつづけることで 

あなたが理想とする素晴らしい人生を切り開いていけます。 

 

特にフリーランスになったばかりの時や、起業した時は 

利益も学びにあてて、しっかり勉強を続けるべきでしょう。 

 

残念ながら自分のビジネスを継続できずに、 

また会社員やアルバイトに戻ってしまう人もいます。 

 

目先の欲にとらわれて、自分を成長させることを 

おろそかにしてしまうと、いつか停滞する時がきます。 

 

しっかり自分を律して、これだけは忘れないでくださいね。 

 

 



⑤ 自分がビジネスをする 

目的、夢、信念を持つ。 

 

例えば、あなたは年収 3000 万円になったら何がしたいですか？ 

 

家賃が何十万するようなタワマンに引っ越す？ 

ブランドの服やバッグ、アクセサリーを買う？ 

 

家族と海外に旅行に行ったり、移住する？ 

専属の料理人をやとって、豪華な食事を楽しむ？ 

 

年収が 3000 万もあれば、いろんなことができます。 

 

仮にあなたが、自分の欲望を 

叶えられるほどの収入を手に入れて 

 

一つずつ望みを叶えていったとします。 

全ての欲しいものを手に入れて、やりたいことを叶えました。 



 

するとどうでしょう？ 

 

その後にビジネスの 

モチベーションになるものは何でしょうか？ 

 

おそらく、これからビジネスを始めようという方には、 

 

欲しいものを買えるのにモチベーション下がるわけないじゃん！ 

そんな生活を維持できればいいんじゃないの？ 

 

と考える方もいらっしゃることでしょう。 

そこで真実を 1 つお伝えすると、 

 

人間はいずれ「モノ」では満足できなくなり、 

真の喜びは、人との関わりの中でしか生まれない。 

 

ということです。 



実際にぼくの周りにも、ネットビジネスだけで 

何百万、何千万という月収を稼ぐ人がいますが 

 

皆が口を揃えていうのは、 

「物欲よりも何か面白いことを経験したい、感動したい。」 

ということです。 

 

ぼくのメンターも、自分一人で家に引きこもり、 

ネットビジネスをされていた時期があったようですが 

 

「ただ家に引きこもってビジネスをしていても 

何も面白くない…お金は稼げても憂鬱になってくる…」 

 

とよく仰っていました。 

 

ぼく自身も就職しないと決めたとき必要最低限以外は 

外出しないという生活をしていたこともありました。 

 



元々社交的なタイプではないので、 

他人に会わずに家にいれるの最高―！！ 

と思っていました。 

 

気づいたら１週間ぶりに家の外に出た！ 

ということもあります。 

 

そんな引きこもり生活を続けた結果、 

見事にメンタルを病みました… 

 

当時のぼくは、「人との関わり」がなかったので、 

外から与えられる刺激もなく、やりたいこともなく 

 

ただ機械のように作業をするだけの人間に 

なっていたのだと思います(笑) 

 

当然、ワクワクすることもなかったので、 

仕事って楽しいな！とは思いませんでした。 



 

その上、当時のぼくの目標は就活を捨てるだったので、 

叶えた途端にお金を稼ぐ目的を見失ってしまったのです。 

 

その後さすがに、このままではヤバい！と思い 

積極的に外に出るようにし、いろんな人と交流するうちに 

 

ぼくはまた新たな目標を作ることができました。 

それが今でも仕事のモチベーションになっています。 

 

ぼくがここでお伝えしたいことは、 

 

稼げるようになったその先に、 

あなたは何をやりたいのか 

常に意識しなければならない。 

 

しかし「お金やモノを得ること」 

をゴールにすべきではない。 



ということです。 

 

人間の欲は果てがありません。 

 

どれだけ良いモノを手に入れて、所有の楽しみを知っても 

永遠に満足することはないです。 

 

お金やモノを最終の目的やゴールにしてしまうと 

 

自分が人の役に立っているという達成感や充実感、 

豊かさを人と分かち合っているという喜びは感じられません。 

 

人間が働くことの喜びは、 

最終的にそういうものを感じることにある 

と言われていますし、ぼくもそうだと思います。 

 

 

 



まずは自分のため、そしてパートナーのため、 

子供のため、家族のため、友人のため、 

同じような悩みを持つ人や、地域、社会のため、  

 

そういう風に少しずつ、仕事の意味や目標を 

大きくしていくのがいいですね。 

 

 

 

 

 



《第五章》 

自由を得るためにすべきこと 

 

この章が「脱就活手引き書」の最後になります。 

 

ここまで読んでくださったあなたは、 

既にネットビジネスの世界で 

成功する素質があることは間違いありません。 

 

何故なら、ここまで読む人はプレゼントを 

受け取った人の内 10％くらいしか本当にいないからです。 

 

あなたにはその上位 10％に入る 

行動力があるということです。 

 

これは自信を持っていいことです！！ 

 

 



その行動力を持ったまま、 

ネットビジネスの世界に入りましょう。 

 

ぼくがこれまでお伝えしてきたことは 

全てぼくの経験にもとづいた真実です。 

 

社会も知らない大学生でも学びを続けたことで 

今の生活を手に入れることができたのですから 

 

あなたが今から始めても、遅いということはありません。 

 

あなたが、真に自由な自分の理想の人生を 

手に入れられるかどうかは、これにかかってきます。 

 

「本当にそれを望み、行動するかどうか？」 

 

というシンプルな結論です。 

 



つまり、あなたが理想の人生を送るために 

今からすべきことは、行動を起こしつづけるということです。 

 

ぼくのプロフィールを参考にしてもらってもいいですし、 

 

成功するための条件を 

一つずつ満たしていってもいいでしょう。 

 

諦めずに行動を起こしつづけていけば 

大抵の夢は叶えられます。 

 

それは脱就活だけでなく、スポーツや研究もそうです。 

非常にシンプルですが、世の中の真理です。 

 

今ここで立ち止まってしまっては、 

脱就活手引き書を読む前のあなたに戻ってしまいます。 

 

 



そして夢を諦めて、 

前と変わらぬ日常を送ることになります。 

 

このレポートやぼくの話も 

「夢物語」として終わってしまうのです。  

 

今ここで何か行動を起こしましょう。 

 

 

 

ぼくに相談や質問をしてもらっても構いませんし 

すでにビジネスを始めている人に話を聞くのも良いでしょう。 

 

 



大事なのは、頭（理性や一般常識）で考える前に 

心（あなたの本心）で行動すると決めることです。 

 

人間には恒常性（変化を嫌い、一定に保とうとする傾向） 

があるので、時間をおいてしまうと元に戻ってしまいます。 

 

多くの人が成功できない一番の理由はこれなのです。 

 

「きっと変わった方が良いんだろうけど怖い…」 

「行動を起こすのは不安だ…」 

 

そんな気持ちになって当然なのです。 

本能ですから。 

 

大事なのはそれを乗り越えられるかです。 

 

ここから先は自分との戦いなので、 

結論は自分で決めるしかありません。 



いろんな人に相談しても結果的に決めるのは自分なのです。 

 

ただ確実に言えることは、 

成功するためには全体の 10％に入る行動を 

取らなければならないということです。  

 

それさえクリアできれば、今は不安で怖くても 

「何であんなにビビってたんだろう(笑)」 

 

と思える時がきます(笑) 

いずれあなたが自分のビジネスを立ち上げるなら、 

 

これからも不安や決断を 

せまられる場面に直面するでしょう。 

 

その度に自分で決断して、 

行動していかなければなりません。 

 



スタートするかしないかで 

グズグズしている余裕はないのです！ 

 

自分の理想の人生を手に入れたいなら、 

そのための行動を起こしていかなければなりません。 

 

何でも早ければ良いという訳ではありませんが、 

ビジネスにおいては、何をするにしても早い方が良いです。 

 

時間は有限なので、あなたが早く自分の理想の人生を 

つかみ取れるように応援しています！ 

 

それでは最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 

ここまで読んでくださったあなたに 

 

「特別なプレゼント」をご用意しています。 

どうぞ次のページをご覧ください！ 

 



＜脱就活手引き書限定特典＞ 

～あなたの「コンセプト＆ターゲット」設定を無料サポート～ 

 

このレポートを最後まで 

読んでくださってありがとうございます。 

 

このレポートを読んでくださった方の中には 

 

「ネットビジネスで稼いで脱サラしたい！」 

「SNS 上でインフルエンサーになって影響力を高めたい！」 

 

という方も多いと思います。 

 

 



今回はこのレポートを 

最後まで読んでくださった方に限定で、 

 

初心者の方が収益を出すために必要な 

SNS・WEB 集客の基礎、 

 

あなたの「コンセプト＆ターゲット」設定を 

LINE 通話にて無料サポートします。 

 

あなたの発信したい情報に合わせて、 

一緒に「コンセプト＆ターゲット」を決めて行きましょう！ 

 

ご希望の方は公式 LINE のトークにお名前と 

「コンセプト設定サポート」と返信してください。 

こちらから日程のご案内をいたします。 

 

 

 



＊なぜ「コンセプト＆ターゲット」が大事なのか？ 

 

あなたはビジネスを始めるときに、 

ただ漠然と、自分が好きなことを 

 

発信したらいいかな～とか 

これしか人より詳しいと言えるものが無いし… 

 

などそういう理由で発信をしていませんか？ 

そうだとしたら、 

 

フォロワーや読者から 

興味を持たれていない恐れがあります。 

例え話をしましょう。 

 

あなたはネットビジネスで脱就活したくて、 

本屋さんでネットビジネス関係の本を探しているとします。 

 



そして全く同じタイトルの本を２冊見つけました。 

 

１冊は堀江 貴文さんが書いた 

「ネットビジネスで稼ぐ方法」 

 

もう一冊は誰かよく知らない Sato という人が書いた 

「ネットビジネスで稼ぐ方法」 

 

あなたはどちらの本を手に取りますか？ 

 

おそらく 99.8％の人は迷うことなく 

堀江さんの本を選ぶのでは無いでしょうか？ 

 

しかしこの時コウキという人が書いた本が、 

 

「働きたくない・縛られたくない・自由に生きたい 

そんな大学生が月収 80 万達成し、 

 



平日、休日関係なく 

気軽に海外旅行にいけるようになり 

 

ストレスフリーな生活ができるようになった 

ネットビジネスの始め方、全部教えます。」 

  

というようなものだったらどうでしょう？ 

前の本より選ばれる確率が上がりますよね。 

 

このように、有名でもない一個人が 

ネット上で選ばれるためには 

 

著名人と同じように、ざっくりしたタイトルや 

コンセプト、テーマ、ターゲットでは駄目なのです。 

 

あなたの発信のコンセプトやターゲットも 

出来るだけ細かく設定していく必要があります。 

 



細かく絞ってはじめて、これって私のことかな？と 

自分の発信に興味を持ってもらえるのです。 

 

それを一緒に決めていくのが今回の特別特典です。 

ぜひ活用してください。 

 

＊「コンセプト＆ターゲット」を決めると得られるメリット 

 

では、コンセプトとターゲットが 

具体的に決められるようになると 

どのようなメリットがあるのでしょうか？ 

 

・自分の情報を、お金を払ってでも欲しいという人が出てくる。 

・見込み客しか集まらなくなる。 

・ブログの PV 数が増える。 

・逆に PV 数が少なくても売り上げが伸びる。 

・自分の発信を喜んでもらえたり、感謝される。 

・人の悩みが分かるようになるので喜ばれる。 



・自分のプロデュース方法が分かるのでモテる。 

・同じ目的意識や、趣味を持った人を集められる。 

・ネット上だけでなくリアルでも人を集められる。 

・お店や会社の売り上げが増える。 

・個人でビジネスをする基礎力がつくので業績も上がる。 

・売り上げを上げるために何を変えればいいのか分かる。 

・人にアドバイスができるようになる。 

 

ざっと挙げただけでもこれくらいあります。 

直接ビジネスには関係ないことも多いですよね。 

 

コンセプトとターゲットを決める力がつくだけで 

これだけのメリットがあります。 

 

これはビジネスをしない人でも、 

やらない理由がないですね(笑) 

 

 



＊サポートを受けた方からのご感想 

 

今回この特典を作るにあたって、たくさんの方に 

モニターとしてサポートを受けていただきました。 

 

その時のご感想をいただいたので 

抜粋して少しご紹介します。 

 

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 

 

 

【H.T さん (40 代男性) 経営コンサル】 

コウキさん、いつもお世話になっております！ 

この度は無料サポートありがとうございました。 

私は今まで企業の経営コンサルなどを行ってきたので、それなりに 

ビジネスに対して自信がある方でした。 

しかし実際にアフィリエイトを始めてみると、全くお客様が集まら 

なかったので自信を失いかけていました(泣) 



サポートを受けて気づいたことは、自分は誰に向けて情報を発信し 

ているのか定まっていなかったということです。 

自分のサイトを見返してみると、確かにこれではお客様はいらっし 

ゃらないはずだと納得しました…。 

私のつたないサイトを見て一緒にターゲットを設定してくださった 

のは、自分にとっても初めての経験でしたのでとても勉強になりま 

した。 

こんなサポートが無料で受けられるなんて素晴らしいですね！ 

他にも、なぜ自分でビジネスをするべきなのか？というお話も教え 

てくださってありがとうございます。 

なかなかネットビジネスが上手くいっていなかったので、自分が起 

業をするなんて、夢のまた夢…と思いかけていました。 

こんな私にも光が見えてきたので、本当に驚いています！ 

元々のサポート内容とはずれた質問でしたが、快くお答えくださっ 

たので感謝しております。 

私も自分のビジネスを発展させて、来年には起業したいと考えてお 

ります。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 



 

【みほほんさん (３0 代女性) 販売業】 

こんにちは！ 

先日はモニター参加させて頂き、ありがとうございました！ 

あれからブログや YouTube の内容が、自分でもびっくりするくら 

い変わりました(笑) 

身内ですが、チャンネルを見てくれている友人からも、「なんか動 

画面白くなったね！」と上から目線で言われます(笑) 

今までの私の発信には、見てくれる人からの視点が足らなかったと 

気づかされました(^_^;) 

もっと良い発信ができそうで、今からとても楽しみです(*^ω^*) 

年末からハンドメイドのネットショップも始めようと考えているの 

ですが、お店のコンセプトにも活かされる内容だったので本当に参 

加させて頂けて良かったと思います！ 

コウキさんに「人のためにビジネスを頑張ろうと思っている人は絶 

対うまくいきますよ！」と励ましてもらえたのはとても嬉しかった 

です(;ω;) 

お金稼ぎをしたいというのもありますが、やっぱりお客さんに喜ん 



でいただけるのが一番の幸せです！ 

シンママを理由にしたくないので、息子のためにもお金に不自由さ 

せない生活を目指して頑張っていきたいと思います！ 

本当にありがとうございました m(_ _)m 

 

 

【K 斉藤 K さん (20 代男性) 学生】 

斉藤です！体験モニターありがとうございました！ 

予想以上にしっかりサポートしていただいて驚きです 

僕は以前 MLM とか投資もやっていましたが、どれも全然稼げなく 

て「やっぱりネットは詐欺しかないのかよ～」と諦めそうになって 

いました w 

今回のモニターに参加するチャンスをゲットできたのは、めちゃく 

ちゃ良かったです！ 

僕が今までやってたのはネットビジネスじゃなかったですね w 

まずネットビジネスに対して持っていた偏見というか、間違った認 

識みたいなのが変わりました 

今はメルカリとブログをかじってるくらいですが、将来は絶対起業 



したいのでこれからビジネスを勉強していきますよ！ 

僕のクソすぎてやめるかどうか迷ってたブログも、コンセプトがぶ 

れぶれだったからクソだったんだと分かりました！ 

教えてもらったとおりにターゲット分析してみます 

SNS で集客するのって難しそうなイメージがありましたが、相手の 

メリットを考えたらいけそうな気がします w 

こういう分析はブログだけじゃなく起業する時も役に立ちますね！ 

同じ関西出身ですし、これからもどうぞよろしくお願いします！！ 

 

 

今回のレポートを読んで、 

本気で行動してみようという読者さんには 

 

こっそり企画のお知らせや 

限定レポートをプレゼントすることもありますし、 

 

公式 LINE でも情報発信をしていくので 

引きつづきチェックしていただけたらと思います！ 



 

最後に 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

あなたにはこの時点で、すでにビジネスのセンスがあります。 

 

ほとんどの人がこのような情報にたどり着くことがない中、 

偶然かもしれませんが、ぼくコウキという人間を通して 

 

少しでもあなたの人生が変わるきっかけになれば 

とても嬉しいと個人的には思っています。 

 

これまでも何度もお伝えしている通り 

理想の人生を送るためには知識をつけることが必要と思っていて、 

 

その中でもまず最初にすべきことは 

「ビジネスの基礎」を身につけるところからスタートです。 

 



ぼくも自分で稼ぐスキルを身につけたことで、 

収入を得ながら、自分の自由な時間を確保できています。 

 

親孝行で旅行に連れていくこともあれば、 

家でまったり過ごすこともあります。 

 

同じような志を持った人たちと勉強会や作業会をしたり 

自分の使いたいことに、お金や時間を使えるようになりました。 

 

正直、会社員時代のぼくには今の生活は想像できませんでした。 

 

そしてこの自由な状態は、ぼくだけが特別に手にしたのではなく 

インターネットを使ってスキルを身につければ、 

 

会社員でも、学生でも、主婦でも、フリーターでも 

学歴や職歴、年齢や性別に関係なく実現することができます。 

 

 



ネットビジネスを始めるときは、普通に怖かったですが 

今の生活を続けても永遠に自由にはならないし 

 

このままあっという間に年をとって 

後悔しながら人生を終えるのは嫌でした。  

 

稼ぐなら早い方がいいし、チャンスはそう巡ってこないです。 

それなら今やるしかないと思ってスキルを身につけてきました。 

 

ぼくがなぜ情報発信をしているかと言うと、 

ぼく自身がかつて個人で稼ぐことに苦労してきたからです。 

 

以前のぼくは、周りにビジネスをしてる人がいなくて、 

ネットビジネスをしている人を探すのにも苦労しました。 

 

そこから、ひたすら行動しまくって、 

運良く正しいことを教えてくれるメンターに出会い、 

 



周りの人に支えられながらビジネスを勉強してきました。 

全くゼロのぼくでもここまでやってこれたのです。 

 

将来は同じ志を持った人たちと事業を立ち上げたり、 

おもしろい活動をして一緒に楽しんでいきたいと思っています。 

 

人生はどんな生き方をしようが、あっという間です。 

ぼくとあなたがお互いに成長できるなら、 

 

これほど素晴らしいことはないと思い 

このレポートを作りました。 

 

 



これを活用して、あなたも稼ぐスキルを 

身につけてもらえればと思います。 

 

今後も定期的に情報発信やプレゼントを作っていくので 

楽しみにしていただければと思います。 

 

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。 

 

 

コウキ 


