


誰もがそんな思いがあると思います。

では、⾃分の『楽しい』とは何なのか？

私たちFreiheitは、『楽しいを創る』を理念として掲げ、

インターネットでのコンテンツ販売を通じて
価値の創造・交換に取り組み、

⼀⼈⼀⼈が、⼼が満ち⾜りて豊かな
『楽しい』を追及・創造していく事を⽬指しています。
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Freiheit理念■

.

「楽しい⼈⽣にしたい！」「楽しい⼈⽣にしたい！」



なぜ今、「自分の力で稼ぐ」というスキルと
雇われ以外の収入源が必要とされているのか？

 

.



「普通の生活」をするには？■

結婚し、子供2人がいる普通の家庭で
生活するために必要な金額は
30代で年間650万円です。

最低でも「月収54万円」以上でなければ
普通の生活すらできません。

また、ここには、
車、一軒家、趣味、交際費など
自分のために使う金額は含まれていません。

.



サラリーマンの平均収入■

サラリーマンの平均収入は、手取りで、
30代：27〜29万円、
40代：30〜32万円です。

サラリーマンで働いていれば
誰もが思い描く『普通の生活』くらいは
実現できるという時代は
とうに終わっています。

.



サラリーマンの「老後破産」■

３０％近くが貯金すらできない
厳しい生活を強いられています。

定年退職後に、生活するためには
2000万円が必要という問題もあります。

.



副業したい人”7割”。■

ビズリーチが匿名でアンケートを取った結果、
副業したい人が７割というデータ

.



大企業でも副業を勧める時代■

日本トップの自動車メーカーの社長が
「終身雇用は難しい」と発言し、

名だたる大企業も表立って
副業推進・解禁だと発表しています。

.



日本経済新聞にも副業後押し■

実際、日本経済新聞にも
「正社員の副業」を後押しするという
政府の方針が示されています。

この方針から、政府は私たちに
一つの会社や職場から
与えられる収入だけでなく、

『自分から』動き、自分や大切な人を守る
姿勢を求めているのが分かります。

.



『コロナ』による影響■

コロナによって気付いた人も
いるかもしれませんが、

会社や国が、
個人を守ってくれる時代は
とうに終わりを迎えています。

僕たちは、自分自身の力で
自分や大切な人を守らなければ
ならない時代を生きています。

.



 
自分の力で稼ぐ力は、

『あったらいいもの』ではなく、
 

『必要なもの』

今の延長線が、あなたの人生。■

.



=

ビジネスの方程式を理解する■

「自分で稼ぐ力」＝「自分で売上をあげる力」

集 客 ✖ ✖販 売 商 品

売 上

.



集 客 ✖ ✖販 売 商 品

ビジネスの方程式を理解する■

= 売 上

Freiheitでは、DRMという手法を用いて、
上記のビジネスの方程式を実践していきます。

 
この「集客」「販売」「商品」の3要素は、

ほぼ全ての業界で必ずと言っていいほど
使用されている重要なポイントです。

.



DRMって？なぜ使うの？■

DRM：ダイレクトレスポンスマーケティングの略。
 

一部のターゲットに絞り、オーダーメイドで
提供するマーケティング。

＜使用する理由＞
①：ターゲットが被らないので、ライバルなしで
　　実践でき、個人で戦いやすい。
②：オーダーメイドで相手に提供するので、時流に合ってる。
③：お客さんをファンにする事ができる。

.



ビジネスの方程式の具体例■

　実際に、
ビジネスの方程式（集客 ×販売 ×商品）

に基づいて行われている例

例：
　カフェ　　→　　店舗（集客）、　　店員さん（販売）、　　コーヒー（商品）
　ジム　　　→　　広告（集客）、　　トレーナー（販売）、　サポート（商品）
携帯ショップ→　広告や店舗（集客）、販売員さん（販売）、　スマホ（商品）

.



資金、知識、経験も、完全に「0」から
ビジネスを立ち上げて、

 
売上を作っていく事は、果たして

可能なの？

はい！可能です！
だから、僕たちはインターネットを使った！

.



集 客 ✖ ✖販 売 商 品

SNS
ブログ ✖ ✖メール

LINE
情報

サポート

ネットを使うことで、リスクをかけず、
かつ時間や場所に

縛られることなく実践できる！

.



収益までのプログラム！■
ステージ０ ステージ1,２ ステージ３

ステージ４,５ステージ６クリア！！

コンセプトメイキング
発信していくテーマ、

ターゲット、コンセプトを決定
販売、商品作成の練習 ブログ構築

集客記事の執筆
＆

顧客リストを集める
収益達成！！

プロモーション
集まった顧客リストに
専用の手法を用い、

実際の商品を売っていくための
Webページを配信します。

.



大学生Aさんの場合 フリーターBさんの場合 週5,6日勤務Cさんの場合

＜収益化シミュレーション＞■

どれくらいで収益に繋がるか？

5～6時間/日5～6時間/日 1～2時間/日 30分/日

収益化目安1～2ヶ月収益化目安1～2ヶ月 収益化目安3～4ヶ月 収益化目安6ヶ月

.



＜収益者＞■

学生
花澤萌（21）

.

私は、法律を学ぶ学部に通う大学生でした。
でも、そこで学ぶ事は私のやりたい事ではないし、大学になんとなく
通ってるだけの生活に漠然とした不安があったんです。
大学を卒業した後も、就きたい会社とかやりたい仕事もなかったですし。

そんな中で、このスクールに出会って、正直自分にできるのかなって不安も
ありましたけど、「やってみないと分からない！」って最後は勇気を出して
挑戦してみました！

進めていく中でもずっと、大丈夫かな？上手くいくかな？って思ってたんですけど、
担当者の方が気にかけてくれたり、他のメンバーの子と作業会をしたりして、
初収益まで出すことができました。

なにかに挑戦して、頑張る経験って一生の自信になると思うんです。

勇気を出すことって簡単じゃないと思うんですけど、必ず後で活きてきます！
それを信じて、新しい事に挑戦してほしいです。

初収益
　　19,600円
　　　（9800円 ×2本）



＜収益者＞■

.

最近まで私は、
「ビジネスとかお金稼ぐのって頭の良い人しかできない」
ってイメージだったんです。

だけど、私と同世代の子たちが、ゼロから始めて収益を出したり、
楽しそうに仕事してる姿をみて、
結局、自分がやってないだけだったんだな、
「自分にはできない」って思ってただけだったんだな、って気付きました。

生まれて初めてのビジネスだったんですけど、
画面の向こうに「すごい！」「タメになります」「ありがとうございます」
って感謝して、私を待ってくれてるお客さんができました。

今だからこそ言えます。やったらできる。
できてないのだとしたら、何かが足りないってだけ。

上手くいかないこと考えてばかりじゃなくて、
一回飛び込んでみてほしいです！

初収益
　　49,000円
　　　（9800円 ×5本）

学生
永田ののか（20）



＜収益者＞■

.

この環境に出会う前の僕は、車屋さんで働くサラリーマンでした。

会社では、いくら成績が良かろうが、仕事を頑張ろうが、
入社1年目と給料はなにも変わることはなく、
会社からの評価も変わりませんでした。

むしろ、コロナで給料が減った事もありましたし、
上司から「やっといて」と次々、仕事を渡され、それをこなす日々でした。

ですが、この環境と出会って、自分の力で稼ぐスキルと自信が手に入りました。
「何か」変えなくてはいけないと思っていた僕にキッカケをくれて、
結果まで導いてくれたコンサルタントの方には感謝しかありません。

この環境には、普通の会社員の僕に本気で向き合ってくれる
コンサルタントの方や一緒に走ってくれる仲間がいます。

僕を導いてくれたように、あなたも導いてくれます！
僕と同じく「何か」を探してるなら一歩飛び込んでみませんか？

初収益
　　50,000円
　　　(50,000円 ×1本)

社会人
平田達也（23）
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＜僕たちがあなたに提供するもの＞■

教材
・音声教材＆実践編
→時間がない人でも自宅でも、移動中でも、
　サイトにログインすれば
　どこでも学習できるニュースタイル！

・週2回のオンラインセミナー
→モチベーションが続かない人でも、
　未経験からでも、ゼロから
　一緒に成長していくシステムを構築！

・イベント会、ゲーム大会や遊び
→横のつながりを通して、
　切磋琢磨できる環境！

・作業会・コンサル
→分からない事はすぐにコンサルタントに質
　問する事ができます。
　また不定期にて作業会も開催しています。

定例ライブ

コンサル

交流会

.



教材・グループ■

.

教材の一部（ポータルサイト） 課題の添削グループ



オフラインイベント会■

.



オンラインイベント会■

.

イベントやゲームを通して
切磋琢磨できる仲間と
オンラインで交流ができます。



オンライン・オフライン作業会■

.

オンライン、オフラインの両方で
作業会を定期開催しています。
モチベーションが上がらない時も
楽しみながら実践できる環境です



A社
教材提供　　　　　　：◯
課題添削サポート　　：×
サポート(3ヶ月程度)  ：◯
仲間との交流　　　　：×
セミナー（勉強会）　：×
マンツーマンサポート：×

料金
5万〜50万円

他社比較■

.

コンサル個人B
教材提供　　　　　　：×
課題添削サポート　　：×
定期サポート　　　　：×
仲間との交流　　　　：×
セミナー（勉強会）　：×
マンツーマンコンサル：◯

料金
30万〜400万円

セミナー合宿C
教材提供　　　　　　：×
課題添削サポート　　：×
定期サポート　　　　：×
仲間との交流　　　　：◯
セミナーor合宿　　　：◯
コンサルティング　　：×

料金
10万〜1000万円



Step1：
書類面の手続き

Step2：
ご入金の手続き

Step3：
教材のお渡し
LINEグループなどの招待

＜申し込み手続きフロー＞■
27

.



仮に、月＋1万円稼ぐ力が
身についたとしたら…？

 
1年で＋12万円

10年で＋100万円

自分の力で稼ぐ力の価値は
どれくらいなのか？

たった月＋1万円稼ぐ力の価値だけでも
10年で＋100万円の価値がある。

30

.



交流イベント会
個別相談＆作業会

音声教材
実践動画教材

課題の添削サポート
オンラインセミナー（勉強会）

マンツーマン担当者サポート

 
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
 

＜内容・カリキュラム講座金額＞

期間：無期限（収益まで半永久サポート）
金額30万円（税抜き）、収益額15％（税抜き、成功報酬）

支払い方法：無理のない形で応相談

■
31

.



Q1：どんな流れでやっていますか？

A1：スタートミーティングの際に、
添削LINEグループに招待されます。

 
そこで課題をやって

→添削を受ける→次の課題に取り組むを
繰り返していきます。

 
迷わず一本道でコンサルタントと
二人三脚で取り組んでいきます。

 

A2：スタートミーティングにて、
一緒にテーマを決めます。

 
コンサルタントがあなたのワークから

テーマとなるものをリストアップしていく
ので安心してください。

A3：ほとんどの方が副業・学生で
始めています。

 
自分の時間と学習を進められるのが

僕たちの強みです。

Q2：自分のテーマが不安です Q3：副業や学生でもできますか？

＜よくある質問＞■
32

.



Q4：友達とこのスクールに
参加されたという例はありますか？

A4：ほとんどありません。
 

自分のスキルや収入を上げていくために
始める方がほとんどなので、

 
自分で決めて参加される方が

ほとんどです。

A5：ほとんどの方がオンラインを
中心に実践しているので

時間や場所に制限は、ほとんど
ありません。

 
不定期で開催する

オフラインイベントもございますが、
 

そちらは自由参加ですので、好きな
タイミングで参加して頂いて大丈夫です。

A6：はい、大丈夫です。
 

定例ライブや作業会、
交流イベント会がありますので

 
そういった場所を利用して知り合いを

増やす方も多いですし、
コンサルタントがフォローも行います。

 

Q5：時間や場所など、
何か制限はありますか？

Q6：参加者同士で交流することは
可能ですか？

＜よくある質問＞■
33

.


