
ビジネスで成功するための３要素 
 

 
  

こんにちは、ウィングです。  

  
  
このレポートをみているということは、  
あなたは非常に勉強家で、  
自分の将来と真剣に向き合おうと 
しているのだと思います。 
  

なぜなら、わざわざ自分の時間を割いてまで、  
この特別レポートに目を通しているからです。  
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もしあなたが、「一生今のままでもいいや」  
なんて消費者的な思考停止状態に 
陥っていたとしたら、  
そもそも特別レポートに目も通しませんよね？  
  
  
  
まず、それだけで、あなたは  
一歩リードできていると言えますし、  
  
さらに言えば、  
このレポートを完璧に自分の潜在意識レベルまで  
落とし込むことができれば確実に成功に近づきます。  
  
  
  
これは確信を持って言えることです。  

  
  
それほどまでに、今回この特別レポートの内容は、  
成功するための大きな一歩となるので、  
ものにできてさえしまえば、  
最短ルートで成功街道を駆け上がることができます。  
  

  /  2 47



  
事実、現在進行形で  
ぼくの思考の中心に深く根付いている考えです。  
  
  
  
最初に言っておきますが、  
これから話す3つの要素を 
全て満たす必要はないです。  
  
  
  
どれか1つでも満たしていれば、おっけーです。  
  
  
逆に、どれも無い場合は、  
どんなビジネスでも、  
いや、ビジネス以外でも 
成功するのは非常に難しいです。  
  
  
「簡単に稼げるからやってみよう、 
努力しなくていい」  
と思ってるなら、それは幻想なので、 
辞めたほうがいいです。  
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それと同時に、巷では、  
今日話すことが必要がないと 
謳っている教材、セミナーなどが ありますが、 

大抵は嘘か、誇大広告なので今後気をつけましょう。  
  

  
楽して稼ごうという思考は辞めて、  
力や知識をつけてレベルアップした末に、 
稼げるようになる、  
というのであれば、ぼくは全力で支援しますので。  
  
  
そういう方に向けて、今日は話します。  
  
それでは3つの要素とは何か 
を解説していきましょう。  
  
  
1. 根気強い  
2. 自分の軸を持っている  
3. センスの持ち主  

この3つです。  
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この要素のうち、最低でも1つは、  
ビジネスで成功するために必要な要素になります。  
  
  
じっくり解説していきますね。  
  
  

  

1.根気強い  
  
  
物事に対して、 
真摯に長期間かけてやり遂げる気力のことです。  
  
  
つまり、ネットビジネスで言えば、  
淡々と作業量をこなせるかどうかということです。  
  
  
「夏休みの宿題」を毎日コツコツとできた人、  
難しい本を1年ほど 
かけて毎日読み続けて読破した人、  
部活の練習を毎日サボらずに頑張っていた人、  
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こういう人は根気強いです。  
  
  
ぼくはどちらかと言うと根気弱いです。笑  
  
  
高校生のとき通っていた塾もサボって  
コンビニで漫画立ち読みしてたり、  
夏休みの宿題も  
最後の最後まで終わらなかったりしました。  
  
  
  
でも部活はレベルアップしたいという、 
過程を重視していたので、 
毎日休まず、練習をして、 
コツコツ頑張ることができました。  
  
  
成長したい、レベルアップしたい、 
進化したいと思っているほど、  
物事を継続しやすいというのが 
そもそもの人間の特徴です。  
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ネットビジネスで成功しない人は、  
シンプルに成功する前に辞めてしまうからです。  
  
  
なんで、辞めてしまうかというと、  
結果を重視しているからであり、 
稼げない結果に幻滅して、  
途中で放棄してしまうからです。  
  
  
でも、  
「スキルを身に付けたい！ビジネスで成長したい！」  
と思っているなら、それは果てしない探究心なので  
” 良い意味 ”で終わりがありません。  
  
  
お金は過程で稼げるものであり、  
過程に重きを置いている人はそれを知っています。  
  
  
仮に最初の方でお金が稼げなかったとしても、  
目的はレベルアップすることなので、 
稼げないからといって、  
それが辞める理由にはならないんですよね。  
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しかも、  
プロセスにフォーカスしていたら 
稼げないなんてことはなく、  

稼げてないのであれば、 
それは稼げる直前だということです。  
  
  

最初だけです。  

それ以降は永遠に稼ぎ続けることができますので、 
安心してください。  
  
  
あと、最初に言いましたが、  
これは必須条件ではありません。  
  
  
もちろん、あるに越したことはないですが、  
満たせなくても他の２つの要素があればいいのです。  
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さらに言えば、短期集中型だとしても、  
それはデメリットではありません。  
  
  
コツコツやって結果を出すのか、  
短期的に集中して結果を出すのかの違いです。  
  
  
でも、コツコツやることが出来たら、  
成功がグッと近くのは間違いないです。  
  
  
まぁ後は、続けるコツがあるんです。  
  
  
  
習慣化することを習慣化することが続けるコツです。  
  
  
  
人間は「起動力」にエネルギーを一番使い、  
そこに消費しすぎて、 
エネルギーが保たないというのが、  
続けられない原因です。  
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もっと言えば、  
自分で求めていることのハードルが高すぎるんです。  
  
  
  
「毎日こういうブログを書こう！」  
と、思うから難しくなるんです。  
  
  
まず、書くか書かないかでエネルギーを消費し、  
いざそこから書こう思っても、 
起動にエネルギーを消費しすぎて、 
  
それはもう、 
行動しようとする気力が残っていない状況です。  
  
  
  
そうではなく、  
「毎日ブログの管理画面を開くこと」を 
目標にすればいいんです。  
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ぼくは、カフェだと作業に集中できたので、  
「カフェに行くこと」を習慣にしていました。  
  
  
  
やるかやらないかで悩むなんて、無駄で、  
「ブログを開くこと」や「カフェに行くこと」を 
習慣化するために、  
エネルギーを注いで 
それが習慣化されるまで頑張ろうってことです。  
  

  
  
だいたい3週間で習慣化されるので、  
そうなれば、今まで以上に 
エコなエネルギー消費量になり、  
無意識でその領域まで到達可能になります。  
  
  
  
そこから初めて、  
「どんなブログを書こうかな？」って、  
考えられるようになるんです。  
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だからまずは、  
ハードルを低くして、 
誰でも出来る（管理画面を開く）ことが  

無意識領域で出来るようになるための 
習慣化を意識して、 

そこだけをやるように 
3週間過ごして習慣化されれば、オッケーです。 
  
  
  
そして、何より意識しないといけないのは、  
  
起業してお金を得る仕組みと、  
給料としてお金を得る仕組みは違うということです。  
  
  
  
アルバイトやサラリーマン、OL、  
これらは全て「時給」という形で収入を得ます。  
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当たり前の話になりますが、 
時給は1時間働いていくらという形で、  
ぼくらは労働に使った時間に対して、 
リターンを享受できます。  
  
  
  
ぼくも大学生時代にバイトをしていたので、 
経験済みです。  
  

  
これは収入の伸びが単利ということです。  

  
1月に10万円稼いでもリセットされ、  
2月は0から稼がなければなりません。  
  
  

一方で、起業してお金を稼ぐ場合、  
多くの人は、最初の数ヶ月、0の時期が続きます。  
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ぼくも18歳で起業した当初、 
バイトはしていましたが、  
ビジネスとしての収入は3ヶ月間、０でした。  
  
  
もちろん、初月で結果を出す人もいますし、  
その違いは、圧倒的な作業量の違いだけであり、  
もしくは後述する2つの要素が 
大幅にカバーしているからです。  
  
  
なので、通常の場合、  
最初の数ヶ月はほとんど0に近い、 
と思っていた方がいいです。  
  
  
淡い期待はしないことです。  
  
  
それが嫌なら、初月で優先順位を決めて、  
猛烈に作業をこなせば、回避できます。 
（だいたい1日5時間ほど）  
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でも、挫折してしまう人の多くは、  
先ほど話した習慣化出来ないということも 
ありますが、  
  
そもそも「何時間働いたらいくらもらえる」 
という パラダイムで生きているので、 
いくら作業しても  
収入が入らないことに耐えられないわけです。  

  
あなたが、 

今までに何かまともに勉強した事もなく、  
何か熱中して取り組んできた経験もなく、  
自分に特別な魅力や才能もなく、  
ユニークのかけらもない人生を 
歩んできたのであれば、  
  
もう、根気強く続けるしか 
報われる望みはありません。  
  
  
でも、逆に言えばこれだけで勝てるんです。  
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ほとんどの人はこれが出来ないから、 
うまくいかないだけなんです。  
  
  
さっき話した習慣化のコツさえ意識すれば、  
勝ったも同然です。  
  
  
なので、  
最低でも1ヶ月、長くても半年は報酬0でも、  
毎日1、2時間は取り組んでレベルアップしよう  
という根気強さを持って、臨んでください。  
  

そういう方は大歓迎です。  

  
ただ、それすらも出来ない場合は、 
起業に向いてないので、  
ビジネスは辞めて、時間給で働いた方が 
楽して稼げると思います。  
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「楽して月収100万円」みたいなことを 
巷で言われますが、  
それは、結果論であり、 
ほとんど嘘みたいなものです。  
  

  
確かに仕組みを作り上げさえしまえば、  
ほとんど動かずとも 
月数百万円、数千万円稼ぐ仕組みを  
ネット上に作り上げることも可能です。  
  
  
  

ですが、仕組みを作り上げることを 
「楽して」はできません。  
  

  
頑張った者しか報われない世界です。  
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ただ、なぜそれでもネットビジネスを勧めるのか？  
  
  
この期間を乗り越えたら、  
指数関数的に収入が伸びていくからです。  
  
成長曲線と呼ばれるやつです。  
  
  
事実ぼくはビジネスを始めて  
半年の間ほとんど稼げませんでしたが、  
1年と数ヶ月後、月収100万円を稼ぎました。  
  
  
なので、最初に過度な期待はせず、  
コツコツと意味ある努力を続けられれば、 
オッケーです。  
  
  
「1ヶ月でこれくらい稼ごう！」  
みたいな結果だけにフォーカスするのではなく、  
ちゃんと頑張ってレベルアップに 
フォーカスしようって感じでいいんです。  
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結果に焦点を当てるから、  
すぐに現実の自分と 
理想の自分のギャップに幻滅して、  
段々と自信がなくなっていくんです。  
  
  
  
  
では、1の要素をまとめると、  
習慣化のコツをマスターして、過程に重きを置き、  
コツコツ試行錯誤して頑張るってことです。  
  
  
以上が要素1つ目の説明でした。  
  
  
  
「周りは稼いでいるのに自分はまだゼロ。」  
なんて焦ってしまうと思いますが、  
  
そんなことを思う必要もなく、  
レベルアップした先に 
自然とお金は稼げるようなってる  
と思って、淡々と作業を続けたらいいんです。  
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まじで、この要素と正しいノウハウがあれば、  
数ヶ月であっという間に人生が変わるはずです。  
  
  
まだ１つ目ですが、  
今日話す要素の中では1番満たしやすいでしょう。  
（まぁ難しいと感じる人もいますが）  
  
  
これがどうしてもできないなら、  
諦めるか、他の2つで勝負するしかないです。  

  

  
  
2. 自分の軸を持っている  
  
  
次に説明するのは、  
「自分の軸を持っている」ということです。  
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これは情報ビジネス、ネットビジネスに限らず、  
長期的にビジネスで稼ぐということを 
考るのであれば、  
非常に重要になってくる概念です。  
  
  
  
3つの要素の中では 
最重要といっても過言ではありません。  
  
  
どういうことかというと、  
何かの分野を徹底して極めるということです。  
  
  
  
ただ、極めるといっても、 
「専門家」になる必要はなく、  
一般人よりかはるかに飛び抜けるくらいの  
レベルまで極めるということです。  
  
  
ぼくの場合の軸は、ビジネスです。  
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常にビジネスという軸、視点で世界を視て、  
一見共通してない世界同士を 
結びつけることもできます。  
  
  
けど、別に大学で学問的に研究したわけでもなく、  
ただ数年間ビジネスをやってきたにすぎません。  
  
  
  
ですが、一般人よりはるかに  
ビジネスに精通している自信はあります。  
  

  
映画とビジネス、スポーツとビジネス、 
恋愛とビジネスなど、  

日常となるあらゆるものを視座をあげて 
ビジネスと結びつけて  
見ることができるようになりました。  
  
  
だから、その分野で成長したい、進化したい、  
と思うことを極めていけばいいんです。  
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この軸となるものはなんでもいいんです。  
  
  
  
ぼくの場合は、  
ビジネスをやってきたので 
軸もビジネスになりましたが、  
  
例えば、心理学、物理学、スポーツ、華道、将棋、 
プログラミング、  
あるいは漫画とかゲームとかでもいいわけです。  
  
  
  
それらについて、発信するのではなく、  
そういった視点で世界を視るということです。  
  
  

漫画が好きなんだったら、1万冊くらい  
色んなジャンルの漫画を読んでみればいいんです。  
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そしたら、間違いなく、  
ランダムで選ばれた日本人10人くらいの中では  
誰よりも漫画を読んでいることでしょう。  
  
それくらいでいいんです。  
  
  

そして自然と量である数をこなしていると、  
「面白い漫画に共通するロジック」 
「少女漫画の共通点」などの、  
本質と呼ばれるものが見えてくるようになります。  
  
  
例えば、初めて読んだ漫画に出会った時、  
「あ、これワンピース意識してるな」 
ってわかるんです。  
  
  
  
他には、  
売れる漫画のロジックは 
こういうパターンで展開してるな、とか、  
  
ダークヒーローが誕生するロジックとか、  
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苦戦する敵にはこういう特徴があるなとか、  
  
普通の人が持ってない視点を持つことが 
可能になります。  
  
  
そうすれば日常もユニークになります。  
  

「あ、この人ラスボスっぽい特徴してるな」 
と思ってたら、 
実は会社の社長で現実でも 
ラスボスを担っていたとか。笑  
  
  
  
そして、他の分野でも軸を持てれば  
また分野同士の共通部分やロジックが手に入って、  
どんどん視点が繋がれて強化されます。  
  
  
分野を繋げば繋ぐほど、  
全ての物事に流れている 
普遍的な原理に気づくことができるのです。  
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普遍的な原理に気づくから 
思考の次元が上がるのです。  
  
  
  
普通の人は漫画を読んでも 
面白い、面白くないで判断するのに対し、 

自分は漫画や他の分野を超えた視点で 
視ることができるので、  
文字通り、「視える世界」が違います。  
  
  
普通の人が視えてないものが 
視えるようになるんです。  
  
  
こうやって、分野を極めて 
本質を知っていくということが 、 
ぼくの理念の１つである「進化」ということです。  
  

ただ、そうそう簡単には、 
出来上がるものでもありません。  
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今日明日とかではいかないでしょう。  
  
  
それに、  
「ただ1万冊漫画を読んでるだけ」ではダメです。  
  
  
  
漫画を軸にしたいなら、  
一般人と同じようにぼーっと読んでいるのではなく、  
頭を働かせて、漫画の世界に共通するロジックを  
発見する必要があります。  
  
  
ぼくの知り合いでピアノをやっている人がいますが、  
毎日3時間ほど、YouTubeで 
色んな曲を研究するらしいです。  
  
  
売れている曲、再生回数が多い曲などの 
共通点などを、  
毎日毎日頭の中にサンプルとして 
蓄積していくらしいです。  
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この前話した時も、売れる曲の共通点、  
日本人が好きなコード進行などの話を 
してくれました。  
  
  
それを聞いた時、  
「やっぱりこういうことをしてるんだな～」って 
思いましたね。  
  
  
この「軸」を作る作業は、  
早くても数ヶ月、長くても1、2年くらいの期間は  
必要になってくるでしょう。  
  
  
この期間はどれだけその軸を通して、  
日常の世界で生きれているかによります。  
  
  
昔からそういう軸で生きていたり、  
大学時代にそういった分野に取り組んでいたり、  
人がしないようなことをしてきた人は 
ある程度自然と出来ています。  
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しかし、今までろくに勉強して来ず、  
何かに打ち込んだ経験もなければ、 
好きなこともなく、  
なんとなく過ごしてきたとなれば、  
  
これから軸をイチから作らなければなりません。  
  
  

  
その場合の解決策は２つです。  

  
  
１つ目は、自分のコアを見つけることです。  

  
  
つまり、  
本当にやりたい事、進化していきたいことを 
見つけることです。  
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本当にやりたい事、没頭できることに出会えば、  
いくらそれに時間を使っても、 
苦痛にはなりませんし、  
徹底的に研究することができるでしょう。  
  
  
  
２つ目は、自分の得意な分野を見つけて、 
根気強く続けることです。  
  

  
最初に話した  
１つ目の要素である「根気強さ」が 
必要になってきますが、  
  
極めるまでは我慢して、  
その分野に関する見識を深めていく事です。 
  
  
  
ただ、これは我慢というより忍耐です。  
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なので１つ目の、 
自分のやりたいこと＝コア、を見つけて  
とりあえず突き進んでいくことをおすすめします。  
  

  
何かを極めようとすれば、  
天才じゃない限り、 
数ヶ月から数年単位の時間が必要ですし、  

どうせ、数年後もビジネスで食っていきたい 
というのであれば  
自然と何年もそういう軸をずっと強化することになる
わけです。  
  
  
  
もっと言えば、  
極めるということは苦痛でも忍耐でも何でもないし、  
どうせ時間と共に人生は経過していくので、  
  
その軸を強化して、進化したいと思うのであれば、  
無駄な時間を過ごすより、 
何かを突き詰めた方が有意義だと思います。  
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そして、この軸の強さが、  
安定したビジネスに影響してきます。  
  
  
どっちみち作っていかないといけません。  
  

  
逆に、この軸が少しでも出来てきたら、  
日常生活のすべてが面白い（価値のある）もの 
となり、  

日常を過ごしているだけでコンテンツを 
生み出せるようになります。  
  

  
この状態こそ、  
ぼくのコミュニティが目指している理想の世界です。  
  

いつでも、価値を生み出せる力です。  
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そうなれば、価値のあるコンテンツが 
いくらでもできるわけなので、  

後は、ビジネスのロジック、ネットビジネスの方法論
さえ学べば、  
ネットでお金を大なり小なり稼ぐことは 
そんなに難しくないです。  
  
（これはネットビジネスを網羅する企画で学べます）  
  
  

以上が２つ目の解決策です。  
  
  
いずれにしても、労働収入以外を 
長期に渡って作っていきたければ、  
この軸を作っていかないといけないので頑張りましょ
う。  
  
  
遅かれ、早かれ必要になってきます。  
  
  

  /  33 47



これが、何者になれるか、  
何者にもなれないかの違いです。  
  
  
軸がしっかりしてくれば、  
何でも出来て、色んな事やってる人になります。  
  
  
でも、逆に軸がないと、  
色んな事に手を出して、 
何をやってるかわからない人になります。  
  
  
  
これが何者になれてない人です。  
  
  
軸がなく、あちこち手を出すからです。  
  
  

  

ぼくがビジネスをやる基準は、  
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・面白いか？  
・自分が成長できるか？  
・稼げるか？  
  
の3点です。  
  
  

そういったポリシーみたいなものを含めて、  

短期的な思考でビジネスを 
やっていてもうまくはいきませんし、  

永遠に何者にもなれずに、 
うまくいかず仕舞いになるので、  
しっかり、ぼくと共に軸を作っていきましょう。  
  

  
  
3.　センスの持ち主  
  
最後の要素は「センスの持ち主」です。  
  
  

  /  35 47



現実なので先に言っておきますが、  
ビジネスは、センスさえあれば稼げてしまいます。  
  
  
ある意味、普通の人からすれば、 
羨ましいかもしれません。  
  
  
この、「センスの持ち主」とは  
下記の条件などがそうで、 
どれか当てはまっていればいいです。  
  
  
・見た目が良い  
・喋るのがうまい  
・強烈な個性（キャラ）  
・カリスマ性がある  
・マインドが高い  
  
  
これは要するに、  
自分を主軸にしたキャラクタービジネスにする 
ということです。  
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芸能人と似ています。  
  
ただ、カリスマ性に関しては、  
数値として判断するのが難しく、  
努力ではどうしても厳しい部分ではあります。  
  
  
動画を撮って喋っても、カリスマ性がない人は  
なぜか地味な印象を与えてしまいます。  
  
  
ただ、動画が無意味というわけではなく、  
やり方はいくらでもあり、 
動画マーケティング自体も有効です。  
  
  
顔を出さずにパワーポイントや 
マインドマップで喋ればいいですし、  
音声のみでも十分有効です。  
  
  
  
そんな中、 
「マインドだけは別物」です。  
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これは努力でいくらでも高くすることができます。  
  
  
  
マインドが高い人の中でも 
セルフイメージが高い人は、  
自分に確固たる自信があるということです。  
  
  
これは至極当たり前の話で、  
自信がない人から商品を買いたくないですよね。  
  
  
人は自分より、自信のある人の元に集まってきます。  

そういう風にプログラムされているんです。  
  
  
  
つまり、マインドが高い人とは、  
自分は「成功できる」と確信し、 
実感を持っているんです。  
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でも、本人自身も手段が明確になってないですが、  
そんなことは本来どうでもいいことです。  
  
  
  
「理由は分からないけど、 
とりあえず自分は成功できる」  
  
と、実績や根拠がない時から、  
思い続けれるかどうかです。  
  
  
  
受験勉強などは、終わりがあるので、  
一度受験に失敗してしまうと  
浪人かランクを落とすかしなければならないですが、  
  
人生においては期限なんてありません。  
  
  
  
強いて言うなら死ぬまでです。  
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だから、何度つまずいたとしても、  
上手くいかなかったとしても、  
  
「いや、おれは成功できるから。」  
  
と思るかどうかです。  
  
  
この自信がないと、 
脳が無意識にブレーキをかけてしまいます。  
  
  
  
顕在意識では、成功したいと思っているけど、  
潜在意識では、成功したくないと思っているからで
す。  
  
  
月100万円稼ぐことが実感できない人は、  
そういうチャンスがあっても飛び込めないか、  

そもそもチャンスに 
気づかないという現象に陥ります。  
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脳は潜在意識が一番強く作用するので、  
潜在意識で実感が持ててる人は、 
勝手に月100万稼ぐ思考になり、  
自然と月100万稼ぐような行動を取っています。  
  
  
  
自動追跡ミサイルのように、 
ズレても軌道修正されて  
目指すゴールに向かって、 
確実に進んでいくことができるんです。  
  
  
以上の3つが、ぼくが考える成功の要素です。  
  
  
  
ちなみに、今のぼくは3つとも満たしています。笑  
  
  
ただ、最初に書いたように、  
全て満たさないといけないわけではありません。  
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しかし、どれか満たさないとキツイです。  
  
  

じゃあ、  

「どれもない自分は 
諦めた方がいいですか？」  

と思ってしまいますよね。  
  

  
現時点でどれも満たしてなかったとしても、  
努力次第で１つは満たせるようになります。  
  
  
  
どれだけ時間がかかったとして、  
満たせるようになってしまえば、  
成功するのはめっちゃ簡単になります。  
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しかし、  
いずれの要素を満たすための  
努力すらしたくないのであれば、  
  
そもそも、 
ビジネスで上手くいくのは不可能に近いので、  

早めに諦めて、努力せず稼げるような  
時間給で働くことをおすすめします。  
  
  
  
もちろん運で成功することもあります。  
  
  
全ての要素がないからといって、  
一概に成功しないと言ってるわけではありません。  
  
  
  
ただ、楽して稼ごうという幻想に釣られて、  
頑張らずダラダラとビジネスで時間を消費するのは、  
非常にもったいないと思ったので、  
厳しい現実ですが、正直に伝えようと思いました。  
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逆に少しでもはやく成功して、人生を謳歌したいなら  
「誰でも楽して稼げる」 
という魔法の世界から出てきて、  
堅実に努力をし、現実をみましょう。  
  
  
決して楽な道ではないんですが、  
どんなビジネス、どんな業界を見ても、  
圧倒的に成功しやすいし、なにより楽しいです。  
  
  
  
そして、非常に可能性（夢）のある世界です。  
  
  
  
成功しさえすれば、  
時間給の世界では有り得ないくらいの 
お金を稼ぐ事ができます。  
  
  
なにより、お金という”呪縛”から抜け出し、  
やりたいことを際限なくやれるようになります。  
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実際ぼくは、  
ノリで全国絶景スポット巡りの旅に行ったり、  
  
名古屋の有名な高級焼肉店（一皿数万円）にも  
月に何度も、飽きるほどいけるようになりましたし、  
  
おしゃれなインスタ映えカフェで 
仕事したりできています。  
  
  
  
極めれば、  
これから先、億の世界も数年以内に到達可能なはずで
す。  
  
  
そんなリターンを得る事が 
できるだけの可能性がある、  

ということを考えれば、  
努力せずになんておかしな話だということが 
わかると思います。  
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ただ、小難しいことを話ましたが、  
そんなシビアに考えずに、簡単なところから、  
軽い気持ちで始めたらいいと思います。  
  
  
失敗して大損するとかないです。  
  

  
基本的にかなりのローコスト、 ローリスクで 
始められるのが、ネットビジネスです。 

ブログも、YouTubeも、集客も、販売も、  
全部無料でやろうと思えばできますから。  

  
だから、ごちゃごちゃ考えるのではなく、  

まずはビジネスを楽しんで、 
学ぶことが楽しいと感じるまで  
突き抜ければ、いずれ成功します。  
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「楽しんで、 
将来の自分はレベルアップして別人になろう！」  
  
くらいで良くて、足を踏み入れてもらったら  
人生は変わり始めています。  
  
  

それでは、以上です。  
  
  
引き続きメルマガも書いていきますね。  

ではでは！ 
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