
インターネットとアフィリエイトの可能性と、
大量リストラが当たり前のように起こるよレポート

こんにちは、工藤なおきです。

いきなりタイトルが衝撃的ですが、
これは大げさでもなんでもなく
現実に起こっている事実です。

（以下、ですます調を省略します）

経済ニュースをみると連日のように
銀行、家電業界、製造業など、
あらゆる業種でリストラが始まっている。

もし、あなたが企業に雇われている立場なら
このリストラは対岸の火事ではない。

理由は、インターネットの影響だ。

インターネットが世の中に普及すればするほど、
リストラはどんどん増えていく。

そしてインターネットはこれからも
良くも悪くもどんどん僕らの生活に侵食してくる。

だから何人たりともインターネットから
逃げることはできない。
（森の中で自給自足とかをしない限り）



今回のレポートでは、
ネット使ってビジネスをしていくうえで
絶対に知っておくべきアフィリエイトについて、
中学生でも分かるように解説する。

と、同時になぜインターネットが普及すると

リストラが起こるのか？
雇用が減っていくのか？

という話もセットで解説する。

そして、今回のレポートで一番大事なこと。

そんなリストラ大量時代に
生活を脅かされることなく、
自己満足できる人生を送るためには
どんな行動をとればいいのか？

を話していく。

つまり、このレポートを見れば

・アフィリエイトについて理解できる

・インターネットが普及することで
雇用が減る理由を理解できる

・そんな時代でも自己満足できる人生を送るために
どうすればいいのかが理解できる



というわけだ。

1石3鳥なので、お得である。

レポートを読むのは1分でもいい。

この1分が、あなたの生涯年収を増やし、
人生を変えるきっかけになるはずだ。

逆に言えばこの1分を惜しんでしまうなら、
将来自分の身に起こるかもしれないリストラに怯え、
不安な毎日を過ごしてしまうかもしれない。

変に煽ったり、脅すつもりはない。

けど、あまりにもインターネットの力と
僕らの生活に与える影響を軽視している人が多いのも事実。

そのままだとマジでやばいよ？と
少しだけ警鐘を鳴らしたい、という思いもある。

だから少しでも
意識を変えるきっかけになればと思って伝えたい。



今このレポートを読んでくれるあなたは
僕の存在をネット上で発見してくれて、
きっと怪しいと思いつつも
メルマガに登録してくれたのだと思う。

そしてレポートを開き、
ここまで読み進めてくれている。

きっと僕の発信に対して多少なりとも
期待や可能性を感じてくれているのだと思う。

だからそんな人に
インターネットが引き起こす荒波に
呑まれてほしくないのだ。

（メルマガの1通目でも言ったように
僕は勝手にメルマガ読者を仲間だと思ってるからだ。）

そして、インターネットが身近になった現在で、
このまま何もしなければ困るのは目に見えている。

だから僕の大事な友人(仲間)に向けて
語りかけるように書いていく。

本音を言えば最後まで読んでほしいし
レポートの中身を実践してほしい。

そして、



何か行動しなければ、、
何かやばそうな気がする、、

とすでに少し焦っている人も
まずこのレポートを読んで、
このレポートの通りに実践してみてほしい。

ちなみにすでにネットビジネスを実践している人なら
5分でも読める内容だ。

とはいえ、僕の知っている知識・情報を
総動員して書いている。

ゆえに勉強になることは多々あると思う。

では、早速話していく。

最初にお伝えしておくと、僕の発信の根本には

「自己満足できる人生を歩むべし」

という理念がある。
これはブログのプロフィール記事にも書いているので
まだ読んでいなければぜひ読んでほしい。

そして、自己満足できる人生を送るためには

金銭的自由
精神的自由

http://kudo01.com/kigyo/


時間的自由
身体的自由

の4つの自由度を上げていく必要がある。

この4つの自由が高ければ高いほど、
自己満足できる人生を送れる可能性が高いのだ。

その中でも、最も重要なのが金銭的な自由だ。

なぜなら金銭的に自由な状態であれば
他の自由を「買う」こともできるからだ。

貯金が10億円もあれば
精神的には余裕ができるし、
会社を辞めることもできる。

会社をやめれば
通勤時間、勤務時間などがごっそり浮く。

さらに家事代行サービスを使えば
掃除、洗濯、料理などの家事も任せることができる。

時間をお金で買うことができるのだ。

僕の話をするとお金がなかった頃は



自分で掃除機をかけてた。

面倒だし疲れるし時間もかかる。

そこでロボット掃除機を買ったら
掃除の時間が激減した。

他にも、お金が勿体ないという発想で
今までは食材を買ってきて
家で調理して、食器を洗って、、

食事に関してもなるべく自炊をすることも多かった。

けど、今では一人で食事をするときは
Uber Eatsを利用するようになった。

食料を買いに行く時間、
調理する時間、
食器を洗う時間が消滅する代わりに

本を読む時間、ブログやメルマガを書く時間が生まれた。

仲間と食事をするときは
値段を気にせず好きな店に行って
ビジネスの話で盛り上がって楽しく過ごす。

会計時の金額を気にすることもない。



このように、金銭的な自由が手に入ると
時間を買ったり、面倒を省けるようになる。
結果として、時間も、精神も自由になっていく。
というわけだ。

だからまずは金銭的な自由を目指すべき、
というのが僕の考えだ。

そのためにはビジネスでの成功は必須だと思う。

僕自身もビジネスで結果を出したことで
人生を変えることができた。

そして、今から非常に大事なことを話す。

初心者がビジネスを始めるなら
リスクの少ないビジネスを選ぶべき。ということだ。

リスクを低く抑える。

当たり前のことを言ってるが、
本当に大事なことだ。



ちなみにリスクには4つある。

金銭的なリスク
精神的なリスク
時間的なリスク
身体的なリスク

の4つである。

もちろん、リスクを0にすることはできない。

何をするにも時間はかかるし、
完全に無料でビジネスをすることはできないからだ。

しかし知識さえあればリスクを低く抑えつつ
大きな金額を稼ぐこともできる。

だからビジネス初心者には4つのリスクが
限りなく低いアフィリエイトを強く推奨したい。

このレポートもアフィリエイトがいかに優れたビジネスなのかを
理解してもらうために書いているわけだ。

では、前置きが長くなってしまったが
本題のアフィリエイトについて解説していく。



アフィリエイトを理解しておくことで
ビジネスを有利に進めていくことができるのだ。

逆に言えばアフィリエイトは
ネットを使ってビジネスをしていく上では
絶対に知っておかなければならない。

聞きなれない単語だとは思うが、
最後までついてきてほしい。

では、早速スタートしよう。

まず、アフィリエイトは、販売代理店の仕事だと
考えてもらえばわかりやすい。

例えば100gで500円の高級お肉を売りたいお店があって、
そのお肉をネットで代わりに売ってあげるのだ。

仮に5000円分のお肉が売れたら、その5000円の一部を
販売してあげた代わりの手数料としてお金をもらう。

これがアフィリエイトである。

インターネット上にブログやHPを作って商品を紹介するだけの
シンプルなビジネスだ。



ここで、
ブログやHPで商品が売れるんかいな。
と思ったかもしれないけど、正直めちゃくちゃ売れる。

僕の知り合いはコンタクトを比較するサイトを作って
月300万円を稼いでいた。

年収300万円じゃない。月収300万円だ。

別の知り合いは脱毛に関するブログを作って
脱毛をアフィリエイトして月500万円を稼いでいた。

普通の感覚からすれば意味不明な金額だろう。

けど、しっかりとビジネスを作り込めば
これくらい大きな金額を稼げるのがアフィリエイトなのだ。

だからアフィリエイトは儲からない、というのは
単なる知識不足だ。

アフィリエイトは儲かる。
それも、尋常じゃなく儲かる。

さらに商品の発送作業も、お客さん対応も
全部お店側がやってくれるのだ。



ノルマもない。

だから自分はネット上でお客さんを集めて
商品を紹介するだけでいい。

しかもアフィリエイトするときに必要なお金は
ブログやHPを運用するときに必要な
サーバー代とドメイン代だけなので月々1000円ちょっと。

初期費用が0円に加えて、固定費も格安だ。

僕の友人たちは月1000円ちょっとの費用で
毎月300万円～500万円もの利益を叩き出していたのだ。

このようにアフィリエイトは猛烈に儲かる。

だからこそアフィリエイトを
自分のビジネスの仕組みの中に導入することで
お金持ちになりやすくなることは間違いない。

どうだろうか？少し目の色は変わっただろうか？

そして、アフィリエイトには
5つの特徴がある。

①初期費用がいらない



②在庫がいらない
③パソコン一台で完結。場所を問わない
④レバレッジがかかる
⑤資産となって自動で収益を生んでくれる

この5つについて、それぞれ解説していこう。

まず、

①初期費用がいらない

から解説しよう。

もうこれはとんでもないメリットだ。
インターネットが発達する以前では
考えられない。

ビジネスをするときに
初期費用がかからないメリットは
実験し放題、ということだ。

言い換えれば失敗しても金銭的なダメージがない。
何度でもやり直すことができる。

お金を失うのが怖くて行動できない、という
心理的なハードルを無くしてくれるのだ。

では、ここで一つ質問をしたい。



もし、あなたがこれからビジネスを立ち上げて
カフェを始めようと思ったら、資金はいくら必要だろうか？

コンビニのフランチャイズを
始めようと思ったらいくら必要だろうか？

はたまたオシャレなバーを
始めようと思ったらいくら必要だろうか？

答えは、ざっくり

カフェ：５００万円
コンビニのフランチャイズ：３００万円
おしゃれなバー：１０００万円

といった具合だ。

このように、店舗が必要なビジネスには
かならず初期費用がかかる。

しかも数百万単位で。

これらの店舗型ビジネスを始めようと思ったら
自分の貯金を使うか、
銀行などからお金を借りる必要がある。

いきなり数百万円のお金を用意してからがスタートになる。

これは正直、ビジネス初心者の人にとっては
リスクが大きすぎる。



貯金がすっからかんになるリスクもある。
借りたお金を返せないリスクもある。

返済の義務がある状態で、
貯金が底をつきそうになっていれば
精神的にかなりきつい。

少しでも客足が途絶えれば

せっかく貯めたお金が無駄になってしまう・・・
せっかく借りたお金がなくなっていく・・・

と精神を蝕んでいくのだ。

精神的に追い込まれてしまえば
夜も眠れなくなり、頭の中は常に売上のことばかり考え、
緊張しっぱなしで体も心もボロボロになる。

そして、適切な判断ができなくなり、
これまで積み上げてきた自信、人間関係、徐々に壊れていく。

初期費用が高いということは、
金銭的なリスクが高いことを意味する。

さらに

「返済をしなきゃ、、」
「貯金が底をつきそう、、」



と常に不安がつきまとう
精神的なリスクにも繋がる。

僕の知り合いの知り合いは、
数年前に飲食店をオープンした。

初期費用で数百万円かかったそうだ。

本人は自分のお店を持てて喜んでいた。

明るい未来に向かって頑張っていくんだと。

しかし、その数年後。

彼はお店をたたみ自己破産したと聞いた。

お客さんを集客したり、売上を伸ばす方法を知らないまま
大きな費用をかけてしまった代償は大きかった。

このように初期費用が大きくかかるビジネスは
初心者には難しすぎるのだ。

登山をしたことのない素人が
いきなりエベレストに登頂するようなものだ。

成功する可能性は限りなく0だ。



であれば、まずは小さな山から登って、
一つずつできることを増やしていく。

そして実力がついてきたら、
エベレストに登頂できるようになるかもしれない。

いきなり世界一に挑戦する必要はない。

ビジネスってのは、
階段を1つづつ乗り越えていくようなもので、
初期費用がかかると、それだけでビジネス初心者にはハードルが高い。

ハードルは超えていくためにあるのであって、
高くそびえ立つハードルを見ていても意味はない。

ちょっと頑張ったら越えれるハードルくらいを
設定するのがちょうどいいのだ。

なぜかたまに、超ハードルの高いビジネスを
やろうとする人がいるが、僕は断固反対の立場をとる。

だから初期費用は少ないに越したことはない。
まずは小さい壁を超えていこう。

まだ何のスキルもない初心者のうちから
いきなり数百万円を借りて新しく事業を始めるなんて
正直言えば危険すぎるのだ。



なにより一番の問題はリスクのせいで
行動できなくなってしまうことだ。

せっかくお金を稼げるようになりたい。
自由な生活を手に入れたい。

そう思っても
行動できなければ1円にもならない。

どれだけ良いアイディアを持っていても
どれだけ知識があっても
行動しなければ意味がない。

だからこそ初心者におすすめしたいのが
初期費用のかからないアフィリエイトだ。

さきほども言ったように、
アフィリエイトには初期費用が必要ないから
金銭的リスクを極限まで軽減できる。

これはめちゃくちゃなメリットである。

ビジネスをスタートさせるハードルがとにかく低いのだ。
資金のない学生、主婦でも簡単に始めることができる。



あと、少し話は変わるが
ハピタスの自己アフィリエイトはもうやっただろうか？

アフィリエイトと名前がついているように、
あれも実はアフィリエイトの方法を応用したものだ。

ハピタスを使えば、一瞬で3万円ほどの金額を稼ぐことができる。

まだやっていない方は今すぐやるべきだ。

僕も最初は本当に稼げるのか半信半疑だった。
けど銀行に振り込まれたらもう疑いようがない。

信じるしかないわけだ。

実績も能力も何もない人間が
パソコン1台で3万円以上の利益を上げることができるのだ。

本当にこれだけでも人生変わる人は超いると思う。

というかこれができないのであれば、
ビジネスはあきらめたほうがいい。

目の前にチャンスがあって、
それがノーリスクなのであれば積極的に行動していくスタンスを
取っていかなければ未来はない。

下記からハピタスに登録できるので、即やることを勧める。



ハピタスはこちら→https://m.hapitas.jp/register?i=11937094&route=mail

ハピタスマニュアルはこちら→http://kudo01.com/hapitasu.pdf

それができないなら、
正直一生労働者として働いたほうがいいので、
あえてここでは厳しく言っておく。

当然ハピタスをやること自体も初期費用はかからない。

無料でできる。

よくわからないと思っても、
マニュアルを見ながらぜひやってみてほしい。

特に初心者に人なら
最初は、はっきり言って何もわからない。

けど、わからなかったことがわかったとき、
また一つお金持ちに近づいたということだ。

ちなみにASP（アフィリエイトサービスプロパイダー）と呼ばれる
サービスに無料で登録すれば、今すぐにアフィリエイトを開始できる。

大事なことはASPに登録したら
アフィリエイトで扱える商品をたくさん見ることができる。

https://m.hapitas.jp/register?i=11937094&route=mail
http://kudo01.com/hapitasu.pdf


そして、そこから実際にアフィリエイトに取り組むことができる。

これだけ知っていれば十分だ。

これを機にASPにも登録しておこう。
登録必須のASPは下記の記事にまとめておいた。

ASP一覧→ http://kudo01.com/asp/

ASPに登録してもらえればわかるが 
アフィリエイトで販売できる商品は無数にある。

家電、食品、不動産などの資料請求、クレジットカード契約など、
多種多様な商品を売ることができるのだ。

ここまで説明を聞いて
アフィリエイトをイメージできないなら、まずは、
商品をいろいろ見てみるべきだ。

実際に、ASPに登録して、中を見てみてほしい。

ASP一覧→ http://kudo01.com/asp/

扱える商品が無数にあって実際にすぐに
アフィリエイトをすることができることに
驚くはずだ。

そして百聞は一見にしかずで、

http://kudo01.com/asp/
http://kudo01.com/asp/


ASPを見たあとと、見る前では全然イメージ変わってくる。

たった1歩でも踏み出すことで
見える景色は大きく変わる。

ASPに登録することに金銭的リスクはない。

まずはハードルを下げて、
どんな商品があるかASPをのぞいてみよう。

ASP一覧→ http://kudo01.com/asp/

アフィリエイトはいろんな商品を売っていく過程で
セールスする能力が高くなる。
つまり、売れるようになるのだ。

手数料としてお金ももらえるうえに、
リスクなくセールス力を磨くことができるのだ。

セールス力があるということは
ビジネスする上で強力な武器になる。

ビジネスはシンプルにしてしまえば、
お客さんを集めて、売ること。

ここ集約していく。
だから売れる人間は強いのだ。

http://kudo01.com/asp/


では次。

②在庫がいらない

アフィリエイトは初期費用がかからないことに加えて、
在庫を持つ必要がない。

これも大きなメリットである。

僕は物販をやっているので、在庫の怖さを知っている。

例えば100万円分の在庫を仕入れたとき、
もし50万円分しか売れなかったら
残り50万円分は在庫として手元に残ることになる。

とはいえ、在庫が余ってしまえば
当たり前だが売り上げは出ない。

だから売上を出すためには
また追加で商品を仕入れる必要があるのだ。

50万円分も売れてない在庫が残っているのに、
また商品を仕入れないといけない。



すると、仕入れた一部がまた余る。
このようにどんどん在庫が増えていく。

売れなかったらどうしよう。
この100万円分の赤字はどうしよう。
どうやって在庫をさばこう。

このように売れない在庫が増えてくると
在庫ばかりに気を取られ、
胃がキリキリしてくるのだ。

在庫を抱える商売をやってる人なら
一度は経験があると思う。

かなり精神が圧迫されるうえに
さらに在庫が増えるのが怖いから
仕入れにもブレーキがかかる。

アクセルをベタ踏みできなくなる。

リスクを考えてしまい、
思い切って行動ができなくなるのだ。

さきほども言ったように
行動しなければ1円にもならない。



だから在庫を抱える商売は
ビジネス初心者にはお勧めできない。

かたや、アフィリエイトをする場合は
在庫がいらない。

これは本当に神。

僕は物販からビジネスを始めたので
在庫がなくても商品が売れるって
意味不明なメリットだ。

仕入れがいらないなんて驚いた。

在庫を抱えるリスクがないのだ。
仕入れ資金もいらない。

初心者の行動を最も阻害するのは、
金銭的なリスクだと思う。

仕入れ、初期費用、固定費が高いと
それだけで足踏みしてしまうだろう。

その点、アフィリエイトは
金銭的リスクがないので
アクセルをベタ踏みして
どんどん行動できる。

行動すればするほど実力もつく。



では次。

③パソコン一台で完結。場所・時間を問わない

これもめちゃくちゃ強いメリットだ。

パソコン一台あれば、どこでもビジネスができる。

起業すると聞くと、きれいなオフィスを借りて、、
というイメージがあるかもしれないが
アフィリエイトは事務所も従業員も必要ない。

家で、たった一人で完結できる。時間も問わない。

会社員や学生なら、
仕事や学校が終わったあとの隙間時間でできる。

主婦でも子育ての合間にビジネスができるのだ。

しかもアフィリエイトはパソコンさえあれば、
その日からできるのだ。

数日後から売上がたつなんてこともある。

隙間時間を活用して
圧倒的スピードでビジネスが立ち上がる。

ビジネスではこのスピード感が重要なのだ。



ビジネスはスピードが早いだけで、
売上が立ちやすくなり、成功までの時間を短縮できる。

だから僕は短期間でスピード感をもって
一気にビジネスを作ってしまうことをお勧めする。

長い人生の中で、たった3ヶ月でも
本気でネットビジネスに取り組めば自由になれる。

3ヶ月間だけ集中して死ぬ気でやって、
あとの9ヶ月は遊び呆けてもいい。

自由な時間とお金を手にしたあとなら何をやっても良い。

大事なことは、できるか？できないか？ではなく、
やりたいか、やりたくないか、だ。

今はできないかもしれないが、やりたいことをやって
できるようになった時の喜びは大きい。

僕はネットビジネスの世界に飛び込んでみたかった。
人生を変えたかった。だからやってみたのだ。

できない自分、貧乏な自分、
劣等感まみれの自分が嫌だった。



決別したかったのだ。

だから結果を出したいと思って勉強した。

勉強したら案外ネットビジネスって簡単だったのだ。

自信もついた。お金も稼げた。時間も増えた。
起業って最高じゃないかと思った。

そもそも多くの人は自分のことを低く見積もり過ぎている。

会社で成果が出せなくても、
周りの人間と上手に馴染めなくても関係ない。

ビジネスは才能なんてなくなって
適切な知識と適切な努力をすれば誰だって結果を出せるのだ。

50代だろうが、60代だろうが、
自分を自分で無能と認定していようが
諦めるにはまだ早すぎる。

僕だって自分が起業して稼げるなんて微塵も思ってなかった。
センスなんてない。

頭も悪かったが勉強したら稼げるようになった。

ちなみに僕は今だに家で仕事をしている。



物販をメインにしていたときは一時的に、
アパートを事務所代わりにしていたこともあるが
今は事務所もない。

カフェに行って仕事をすることもあるし、
旅行先のホテルでも仕事ができる。

だから起業家同士で全国に遊びに行って、
夜はお互いのビジネスの情報交換をするなんてこともある。
これがまた楽しいのだ。

では次。

④レバレッジがかかる

これはめちゃくちゃ大事。

レバレッジとは、1の労力で100にも1000にも
効果が大きくなっていくことだ。

例えば僕のメルマガの読者は500人を超えている。
そして何もしなくても自動で商品が売れていく。

これはインターネットビジネスのレバレッジの力だ。

僕が何もしなくても、勝手に働いてくれる。

いってしまえば、ネットのおかげで、
部下が大量に増えたみたいなイメージである。



しかも順々な部下である。
僕のいうことに反旗をひるがえすことは絶対にない。

なんて便利なんでしょう。インターネット。笑

インターネットの世の中をどんどん効率化する。

例えば、Amazonで買い物をするとき
今までだったらスーパーやホームセンターなどの、
小売店に行って買い物をする必要があった。

しかし、Amazonなら、家で簡単に買い物ができる。
これによって移動時間が短縮された。

重い買い物袋を持たずとも、
Amazonなら配達員が家まで届けてくれる。

僕もAmazonのヘビーユーザーだが、
楽ちんすぎる。

僕がお店に払うはずだったお金がAmazonに流れたのだ。

そうなると、ホームセンターやスーパーの売り上げは下がる。
すると余計な人件費をカットするようになるのだ。

もう気が付いたかもしれないが、



インターネットがもたらす効率化によって、
職を追われる人が大量発生するのだ。

人間は便利なもの、
楽なものにどうしたって流れる。

それは歴史が証明している。

新しい商品やサービスが発明されるたびに
僕たち人類の生活は楽に・便利になってきた。

その過程でどんどん新しいが生まれて
これまでの仕事が消えてきた。

例えば移動手段、荷物を運ぶ手段一つとっても、
徒歩→馬→鉄道車→自動車とどんどん新しい便利なサービスが生まれて
人々は楽なものにどんどん乗り換えている。

例えば、蒸気機関車が全盛期だった頃は、
石炭を採掘する仕事をしている人がたくさんいた。

しかし、蒸気機関車に変わって、便利な電気鉄道が主流になった。

すると石炭を採掘する仕事をしていた人は
ほとんどが職を追われたのだ。



これまで当たり前だった仕事も
新しい技術や革新的なサービスによって無くなっていく。

そして、その最たるものがインターネットとロボットだ。

インターネットは世の中をどんどん便利にしていく一方、
人の仕事はインターネットに代替わりするので雇用は減っていく。

例えば、銀行の受付。

僕はここ数年、銀行の窓口に行っていない。
入金確認も振り込みも全部ネットバンクで済んでしまう。

銀行に行く時間も、銀行で待つ時間も必要なくなった。
インターネットのおかげで便利になったのだ。

空いた時間のおかげで、読書したり
僕はクライアントにアドバイスをしたり
こうやってコンテンツを作ることもできる。

多くの人は銀行に行かなくなり
ネットバンクに切り替えるようになる。

すると、銀行の支店で受付をしている人の仕事はなくなるのだ。

銀行の受付の人の仕事はなくなるかもしれないが
社会全体としては効率化され、便利になった。



さらにいうとインターネットによって、
産業自体がなくなってきている。

例えば、年賀状。

若者を中心に、年賀状じゃなくて
LINEとかでいいじゃん。と考える人は多い。

実際、僕も年賀状を書くのは面倒だと思ってしまうし
もう何年も年賀状を書いていない。

その結果、今までは1枚50円で売っていた年賀状が売れなくなり、
日本郵政の収入は激減した。

ネットによって年賀状という産業が消滅しようとしているのだ。
完全に消えることは考えにくいけど
年々、売れなくなってきている。

他には、印鑑。

今は書類を書くときに何かと印鑑が必要で、
非常に不便だ。

今後は、紙にわざわざ印鑑を押さなくてもいいように
電子化がすすんでいくだろう。

すると、印鑑が不要になる。



印鑑を作っている人の雇用は消えてしまう。

確かに雇用は減っていくが、
果たしてそれってマイナスなのだろうか？

雇用が減るってことは、
雇用しなくても社会が回るようになった。ということだ。

つまり人間が一生懸命働かなくても良くなったのだ。

銀行の受付をしていた人は、
仕事がなくなった代わりにAIやロボットができない
クリエイティブなことができるかもしれない。

印鑑を作っていた人は、
もっと素晴らしい商品を作る人になれるかもしれない。

もともと人間がやっていたことを
ロボットに成り変わられたことに問題があるだろうか？

だって、今までやっていた仕事の代わりに
他の仕事ができるんだから。

いいじゃないか。

物事は1面的に見てはいけない。

銀行の受付の仕事は消えたかもしれないが、



他の仕事ができるのだ。

人生はトレードオフなのだ。

何かをやらないということは、
何かを他のことをやる時間が得られるってことだ。

まだまだロボットに置き換えれない仕事はたくさんある。

例えば文章を書く仕事。

僕はレポートという形で文章を書いているが
この文章をAIが書くことは今の段階ではできない。

ましてや文章を使って商品をセールスし、
自動で売れる仕組みを作り上げることもできない。

重要なのは、雇用が減った時に
巻き込まれない状態になっておくこと。

だから自分の知識量を増やし、
技術を身につけておくべきなのだ。

雇用なんて減っても
関係ない、と言えるように自分を高めていれば
何の問題もない。



ちなみにビジネスの世界で最も重宝されるスキルは
売れるスキルだ。

先ほども言ったように、

ビジネスを究極にシンプルに考えると

集客する。
売る。

の2つに分けることができる。

そして、アフィリエイトはこの2つの能力を磨くことができる。

いつの時代も売れる人間がお金を稼いできた。

例えば、どれだけ良い商品を持っていても、
売り方が下手くそだったら絶対に売れない。

逆に、対して良い商品じゃなかったとしても、
売り方が上手ければ爆発的に売れる。

お金持ちになるのは、後者だ。

だから、お金持ちになるためには

ちなみに、売る。という行為は
セールスと言い換えられるが



セールスと聞くと嫌なイメージを持つ人もいる。

「強引に売り込まれる」感じがするからだ。

しかし、それはセールスではなく売り込みだ。

売るとは、相手の欲しいものを提案することである。

例えば僕は近所のカフェに行ってコーヒーを買うが
強引に売り込まれた、と思ったことは一度もない。

コーヒーが欲しかったから買った。
ただ、それだけだ。

セールスには善も悪もない。

相手の欲しいものを売って喜んでくれたら善だし、
相手のいらないものをゴリ押しして
無理やり売ったら悪なのだ。

お客さんが欲しくなるような提案すればいいだけ。

この能力をアフィリエイトは磨いてくれる。



では、最後。

⑤資産となって自動で収益を生んでくれる

これは、マジで超絶なメリット。

お金持ちになりたければ
資産をたくさん持つといい。

というのはなんとなくわかると思う。

アフィリエイトはビジネスに
取り入れることで資産になるのだ。

例えばブログにアフィリエイトを組み合わせると
アフィリリンクから商品が勝手に売れる。

一度記事を書けば
不動産の家賃収入と同じで、
自分が働かずとも
永続的に収入が生み出され続ける。

僕のブログでもアフィリエイトを張っているけど
数年前に書いた記事からも売れる。

そして毎月僕の口座には
アフィリエイト報酬が振り込まれる。



記事は書けば書くほど、収益は増えていくわけで
資産の量産が可能なのだ。

立派な不労所得だ。
これは超良い。

不労所得の何が良いって、
自分が遊んでても、寝てても、デートしてても
勝手にお金が増えることだ。

かなり前に鹿児島に旅行に行ってきたんだけど
二泊三日で10万円くらい稼いでいた。

もちろん一切労働はしていない。

桜島に行って、鹿児島の地酒を飲んで、
楽しく観光してただけである。

僕は旅行先で旅費代以上稼ぐなんて当たり前すぎて
朝起きて歯を磨くくらい普通のことになっている。

常識的に考えれば意味がわからないだろう。

けど、資産を持っておけば
こういうことが当たり前になる。

仮に僕が病気になって寝込んでも、
作った資産は僕の口座にお金を運び続けてくれる。



だから資産を構築することができると
どれだけインターネットに職を奪われようと関係ない。

僕は常に自己投資を欠かさない。

今でも講座を買ったり、セミナーに行ったり、
人に会ったり、コンサルティングを受ける。

情報・知識には惜しみなくお金を払うのは
自己投資以上に利回りの良い投資はないからだ。

自己投資を続けていたら
僕の知識や経験が増えていき、
アドバイスできることも増えてきた。

知識や情報を持っていると、
引き寄せ合うかのように新しい知識や情報が
集まってくる。

その結果、お金も集まってくるようになった。

真のお金持ちの世界を垣間見てわかったことは、
一度お金持ちになってしまえば
構造的に転落しない、ということ。

お金を持っている人の元には、
知識も情報もお金も集まるからだ。



学校では教えてくれなかったが、
この世の真理だ。

だから何度も言うように、
稼げるようになりたいのであれば
惜しみなく自己投資したほうがいい。

何を犠牲にしても
知識に投資することを第一優先するべきだと思う。

僕は貯金なんてしなくてもいいと本気で思っている。

お金なんて銀行に預けていても、
ほとんど意味はない。

物価の上昇を考えてみると
相対的にお金の価値は減るので
今持っている100万円が
20年後には50万円の価値しかない。

なんてことも多々ある。

銀行に預けるよりも、自己投資にお金を回せば
勝手にお金は入ってくるようになる。

100万円貯金するよりも、
100万円分の情報に投資して、
1000万円稼げばいいのだ。



一度身につけた知識は、生涯使うことができる。
奪われることも、使えなくなることもない。

100万円分の情報から永遠とお金を生み出すこともできる。

僕は1000万円をもらっても
情報と知識を失うことは絶対に嫌なのだ。

これまでビジネスをやってきて培った知識と情報を
1000万円ごときで失うのは
どう考えてもコストパフォーマンスが悪い。

というか今まで累積してきた知識と情報を使えば
1億円を稼ぐことができるので、絶対に断固拒否する。

逆に言えば1億円稼げる知識と情報なら
1000万円を払ってでも手に入れる。

ただ、多くの人はここでお金を出し渋ってしまう。

僕と他の人とで、決定的な差があるとすれば
僕はここぞという時にお金を投資してきたことだ。

21歳の時に師事した師匠に100万円を払い、
その知識で1000万円以上稼いだ。



そして1000万円近く投資して得てきた知識と情報で
今後は年収ベースで1億円以上を稼ぐつもりだ。

僕はまだ20代だが、周りの不勉強さ、
情報感度の低さには正直呆れるを通り越して笑ってしまう。

なぜ、勉強しないのか？
なぜ、こんなに変化の時代に情報を取りに行かないのか？
なぜ、危機感を抱かないのか？

疑問でしょうがない。

とあるデータによると月に1冊も読まない社会人は40%だそうだ。

それでいて、暇だ暇だと言っている。
そのままの感覚でいるのは普通にやばいと思う。

ただ、 本屋に並んでいる本を読めば、 

この時代を生きていけるか？ 

と言われたらそれは NOである。 

というのは、 本を読んだところで
何をやっていけばいいかわからないからだ。

さらに最近の出版されている本は
著者が信用を稼ぐために出しているケースも多い。



つまり大半の本の中身は大したことがないのだ。

僕もこれまでに大量の本を買ってきたが
カルピスの原液を1000倍に薄めたような内容の本もあった。

もちろん、すべての本がそうだと言いたいわけではないが、
自分の売名と信用を得るために本を書く。
という著者がいることも知っておこう。

あとは本が世にでる頃には、
情報が劣化していることが多い。

例えばアフィリエイトの世界では
目まぐるしく状況が変わる。

昨日は使えていた手法が
いきなり今日から使えなくなったりする。

使える情報というのは、
1年2年で使えなくなる情報ではなくて、 

普遍的に使える情報だ。

僕は商売の原理原則、本質的な知識。と言っている。

他には某News Picksなどの情報提供メディアも同様だ。

いっけんすると勉強になるようなコンテンツが
配布されているように感じるかもしれない。



確かに見てるぶんにはいろんな意味で面白い。

しかし、あれは単なる知的エンタメに過ぎず、
News Picksをどれだけ見ても稼ぐスキルは一切身につかない。

語弊を招くかもしれないけど
「頭が良くなった気がするだけ」である。

現実は何も変わらない。

特に初心者のうち、ビジネス経験のないうちは
稼げない情報、使えない情報は必要ないのだ。

とにかく稼ぐことに特化した情報に投資しまくること。

せっかく勉強するなら
稼ぐことに特化した内容を学ぶことが
最短最速でお金持ちになる道だ。

これを第一優先にすべきだと思う。

逆に言えば、それ以外にはお金を使う必要がない。

例えば資格は稼ぎとは直結しない。

資格を取ったところで



年収が100万円増えるだろうか？

答えは否だ。

資格を取得する人の数が
増えれば増えるほど飽和していく。

現に今では弁護士ですら
まともに食えない人が続出している。

資格を取ったら安泰というのは幻想に過ぎない。

むしろ資格を取る勉強時間を
ネットビジネスの実践をすれば
年間100万円を増やすなんてことは簡単だ。

資格を取るよりももっと
お金に直結する知識を学ぶべきだ。

お金を稼ぎたいなら
視点を手に入れること。

これに尽きる。

僕は

セールスの視点
マーケティングの視点
ビジネスモデルの視点
人間心理の視点



仕組み化の視点
歴史の視点

などなど、挙げればキリがない視点を
大量に手に入れた。

ただ、これらの視点があるからこそ、
狙った結果を出せるようになる。

ビジネスはギャンブルと違って
狙って結果が出せるのだ。

さっき紹介した自己アフィリだけでも
1日で3万円以上は稼げるうえに、
知識さえあれば稼ぎ方なんてのは無数にある。

では、最後にまとめようと思う。

今回のレポートを読んだことで
インターネットがいかに効率的か。
アフィリエイトがいかにリスクが低く優れたビジネスか。

理解できたと思う。

そしてインターネットによって職を追われる人が
今後どんどん増えていく。

しかし自分で稼げるスキルを持っていれば
職を追われようが関係ない。



いつ、何が起きても食っていけるという
自信を手にすることができる。

その最初の一歩目としてアフィリエイトは
非常にハードルが低く、取り組みやすい。

それは

①初期費用がいらない
②在庫がいらない
③パソコン一台で完結。場所を問わない
④レバレッジがかかる
⑤資産となって自動で収益を生んでくれる

という5つの理由からだ。

いきなり事務所を借りたり、初期費用をかけたり
在庫を持つ商売をするのではなく
金銭的リスクを抑えた上で、確実に収益を生みつつ
自分のレベルをあげていくこと。

これが初心者がもっとも挫折しにくく、
成功しやすい方法だ。

正直、本来であればセミナーで
何時間もかけて話す内容だった量を
ぎゅっと濃縮しているので、
一度では覚えきれないと思う。

なので、何度も繰り返し読み込んでほしい。



すごく大事なことを大量に書いたし
常識を破壊されるような価値観も散りばめてみた。

僕はいろんなところfr

個人で100万円、200万円稼ぐ程度なら
知識量と行動量が伴えば簡単だと言っている。

これはポジショントークでも何でもなく、
単なる事実だ。

現に僕が直接指導した人も
続々と月100万円を稼ぐようになった。

知識があれば誰だって稼げる。

まずは小さく初めてみること。
完璧主義を捨てて、とりあえずやってみること。

この積み重ねが大きな収益につながっていく。

ということで、今回はここで終わろうと思う。

工藤なおき


