
副業初心者が犯す 
3つの間違い 

山本大輝 

なぜ、”ある事”をしないと稼げないのか？ 
なぜ、普通のアフィリエイトだと自由になれないのか？ 
なぜ、”稼いでいる人”を師匠にしてはいけないのか？
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『なぜこのレポートを作った
か？』 

スタバでコーヒーを飲みながら
書いています。 

それではまずなぜこのレポート
を作ったのか？ 



それはこのレポートで話す内容
を知らないばかりに損をする人
が多いからです。 

例えば、ビジネス選びを間違っ
た人は頑張って、頑張って稼げ
るようになっても自由になれま
せん。 



稼げるようになったらまだいい
ですが、、、 

5年以上頑張っているのに全く
稼げていないなんて人もいます。

僕は奴隷型ビジネスって呼んで
るんですけど本当にビジネス選
びを間違ってしまうと奴隷のよ



うに働かなくてはいけなくなり
ます。 

しかも、プラットフォームの機
嫌次第で収入が止まります。 

そういうビジネスを教えている
指導者も「寝ずに頑張れ」といっ
た教え方しかしません(できま
せん) 



本当に最低な指導者だと一瞬だ
け稼いですぐにコンサルティン
グとかを取ったりして”実践”を
やめてしまいます。 

なのでなんか情報が古いんです
よね。 



それ以外にも、なん十万円も払っ
たのに対したコンテンツをもら
えなかったり、、、 

なんて事があります。 

最近、業界では逮捕者が出たり
しているみたいなので少しずつ



健全化はされていくのでしょう
が、、、 

まだしばらくは警戒する必要が
ありそうです。 

まぁ、ここで言いたいのは正し
いビジネスを選んで、正しい支
障を選んで、ちゃんと自己投資
して稼ぎましょうって事です。 



僕はかなり遠回りもしました。
遠回りもしましたけど、これら
をやっていたおかげで少しだけ
稼げるようになりました。 

月に30万円とかです。多いと
きで50万円とかです。 



まだまだこれから伸びていきま
す。 

これだけ稼ぐのですら176万
4000円の自己投資が必要でし
た。 



稼いでいる人たちはもっと教材
代などにお金をぶっ込んでいま
すw 

少し脱線しましたね、 

それでは、参りましょう。 



間違い1:副業の選択 

まず、間違える人が多いのがこ
こです。 

今から話すのは「不労所得を得
て自由になりたい人」に向けた
話なので、それ以外の人は参考
になりませんので悪しからず。 



それでは、あなたの目標は「不
労所得を得て自由になりたい」
でよろしいでしょうか？ 

はい！という方のみついてきて
ください。 

まず、副業の種類です。 

・転売 



・アフィリエイト 
・ブロガー 
・youtuber 
・情報販売 
・ネットワークビジネス 
・FX、投資 

などがありますね。 

この中であなたが興味あるビジ
ネスはどれでしょうか？ 



ここで人気なのが転売やブロガー
やyoutuberですが、、、 

これは絶対にしてはいけない選
択です。 

上に挙げた種類だと、、、 



・アフィリエイト 
・情報販売 

以外だと全く自由になれません。

今からその理由を１つづつお話
ししていきましょう。 



・転売 
まず転売ですが、これは副業初
心者が一番やりがちですが自由
を求めるなら絶対にやめてくだ
さい。 

転売は肉体労働を好む方はオス
スメです。 



なぜなら、転売で稼ごうと思っ
たら寝る間も惜しんで出品作業
や梱包作業をする必要があるか
らです。 

彼らはいとも簡単に稼げそうに
誘惑してきますが、、、 

実際に指導の際に彼らがいうセ
リフはこれです。 



「寝る間を惜しんで出品作業を
してください。」 

「マインドが弱いっす」 

「気合いっす」 

・・・・・ 
・・・・ 
・・・ 
・・ 



・ 

やばくないですか？w 

自由とは正反対っすよね～ 

しかもしかも、稼げるようにな
ればなるほどクレジットカード



の枠がパンパンなのでリボ払い
地獄に陥る人が多いです。 

稼いでも稼いでも仕入れ分のお
金を払わないといけないから稼
げた気がしない。 

というのは転売実践者がよくい
うセリフです。 



しかもamazonなどのプラット
フォームからアカウントを凍結
されたら一撃アウトです。 

・ブロガー 

ブロガーの作業量ってご存知で
すか？ 



ブロガー界ではかなり大御所の
イケハヤさん曰く、、、 

毎日6記事アップを1年続けた
ら稼げるようになるそうです。 

あなたはできますか？ 



しかも稼げるようになってもコ
ンスタントに記事をあげ続けな
ければいけません。 

本当に気合いと根性の世界で
す、、、 

果たして、これは僕たちが求め
る自由なのでしょうか？ 



・youtuber 

youtuberも人気ですよね。 

しかし、、、 

youtuberも作業量えぐいの知っ
てますか？ 



彼らの毎日のスケジュールはこ
んな感じです。 

2時間撮影 
8時間編集 

これを365日です。 

こんな事できますかね？ 



ずっと働き続けないといけないっ
て自由なのでしょうか？ 

しかも、youtubeアカウントが
BANされたら収入は一瞬でゼ
ロになります。 



それはまるで命を
google(youtube）に握られて
いるようですね。 

・ネットワークビジネス 

これは自由を求めるならマジで
やめた方がいいっす。 



そもそも単価が低いので頑張っ
ても大きな収入にならないです
し、、、 

まずは友達を紹介しろって言わ
れるので友達に連絡を取ってい
くうちに友達も無くします。 

自由になれるよ！っていってき
ますが、、、 



毎日人と会って、商品を紹介し
て、上の立場になったら部下の
管理に時間を割いて、、、、 

一日中働いている彼らのどこが
自由なのでしょうか？ 



・FX、投資 

FXとか投資とかもいいと思い
ます。 

確かに体を張って、会社に拘束
される事なく稼ぐ事ができます。



実際、FXとかは余裕で稼ぐ事
ができます。 

ちゃんとした手法を学べばの話
ですが。 

そして自分のお金が溶けても何
も感じない鉄のメンタルを持っ
ていたらの話ですが、、、 



しかし、稼げるとはいえ自由で
はありません。 

なぜならFXなどで稼ごうと思っ
たら常にチャートに張り付いて
いないといけないからです。 



チャートに張り付かずに稼げる
手法を編み出したら別の話なん
ですけど、それでも完全なる不
労所得にはなりません。 

自分の体を壊したらその時点で
終了です。 



しかも常に死と隣り合わせなの
でメンタルもかなりやられます。

ちょっとしたボタンのみす。判
断ミスで自分のお金が全てぶっ
飛ぶ可能性があるのですから。 

じゃぁ、何がいいの？ 



そう思いますよね。 

3年以上迷走してきた僕の経験
上、完全に自動化できるのは以
下の２つだけです。 

・アフィリエイト 
・情報販売 

この２つだけが完全に自動化で
きます。 



詳しくはオートマチックビジネ
スの教科書を見てもらえればと
思いますが、、、 

ビジネスに必要な3要素の全て
を自動化する事ができます。 

それが集客、製造、販売です。 



集客はブログやyoutubeで自動
集客ができます。 

僕たちはこの後に紹介する製造、
販売を組み合わせることによっ
てブロガーやyoutuberの人の20
分の1ほどの労力でそれ以上の
成果を得る事ができます。 



例えば、ブロガーの人が50万PV
を獲得してやっと100万円稼げ
たとすると、、、 

僕たちは4万PVもあれば十分そ
れ以上稼ぐ事ができます。 



なのである程度集まるようにな
ればそのあとは放置します。 

そして製造ですが、これはアフィ
リエイトなら人の商品を紹介す
るだけなのでそもそも製造する
必要がありません。 



情報販売なら作る手間はかかり
ますが、作っちゃえばその後は
ずっと自動でお金が入り続けま
す。 

東進ハイスクールの通信授業の
ように一度作ればその後はずっ
と労力は変わらないのです。 



そして、最後に販売です。 

販売の部分は”ステップメール”
を使います。 



このステップメールというのは
お客さんがメルマガに登録して
から 

1日目:自己紹介 
2日目:問題提起 
3日目:商品の紹介 

のようにあらかじめ自分が決め
ていたメールを自動で送信でき
るというものです。 



このステップメールを使うこと
により、販売の部分が完全に自
動化する事ができます。 

このように、集客、販売、製造
の全てを自動化する事ができる
からこそ、、、 



アフィリエイトや情報販売をし
ている人はたとえ寝ていても、
旅行していてもお金が入ってく
るようになります。 

だからこそ僕はアフィリエイト
や情報販売で自動化することを
一貫してオススメしています。 



間違い2:師匠の選び方 

少し長くなってきましたが、、、

頑張ってついてきてくださいね
w 

次に師匠の選び方ですが、これ
間違えるとマジで悲惨です。 



まともに教材を提供してくれな
い。 

教え方が下手。 

全く稼げるようにならない。 

お金ばっかり取られていく。 

なんてことに冗談抜きでなりま
す。 



僕の周りでよくあるのが、転売
で稼げるって言われたから転売
のスクールに入ったけど、、、 

「寝ずに気合いで頑張ってくだ
さい」 

とか言われて稼げないのを自分
のせいにされるとか。 



そもそも転売に対して罪悪感を
感じて全然作業が進まないとかっ
て事ですね。 

後、転売で稼いでいる人でツー
ルで稼いでいる人は自分の頭を
使わずに稼いでいるのでマジで
教えるのがへたって話を聞きま
す。 



後は実践していないのに教えて
いるなんて話もあります。 

だから情報が古いとか、、、 

だから師匠選びのポイントを外
すとマジで悲惨なことになるの
でお気をつけください。 



自由な人生を得るための師匠選
びのポイント。 

ポイント1 
実践を続けている人を選ぶ 

過去に稼いでいて、今はそのノ
ウハウで稼いでいない人は最新
の情報についてこれないので絶
対にやめてください。 



ポイント2 
仕組みで稼いでいる人を選ぶ 

仕組みを作っていない人は自由
なふりをしているだけの人がほ
とんどです。 

お気をつけて。 



気合いと根性で100万円稼いで
いる人なら仕組みで30万円稼
いでいる人から学ぶほうがよっ
ぽど自由に繋がります。 

ポイント3 
教材をやたらと買ってる人 

対して教材を買ってない人はイ
ンプット量がシンプルに少ない
ので教えられることも少ないで
す。 



一言で言うと、指導に応用が効
きません。 

応用が効かないので、何かイレ
ギュラーな事が起こると途端に
無力になります。 



なので最低でも100万円以上自
己投資した事がない人から学ぶ
のはやめましょう。 

ポイント4 
信頼できそうだと思った人 

これはちょっと感覚的な話にな
るんですけど、、、 



信頼”できそう”って思う人を選
ぶのがポイントです。 

人間の第六感ってすごいもので、
そういうのを読み取ります。 

なので信頼できそうで最後は選
んでください。 



間違い3:自己投資を全くしない 

これはよく言われるのでもう聞
き飽きたかと思いますが、、、 

本当にいい情報って無料じゃ落
ちてないっす。 



自分の商品を売りたいからとか
じゃなくて、自分が過去にそれ
だけ自己投資してきたからこそ
言える事です。 

僕が一番のブレイクスルーを起
こせた時も32万4000円の塾に
入った時でした。 



その時に知り合った人とは今で
も繋がっています。 

僕は今だに20万円とかの教材
を常に勉強しています。 

自己投資をしていなかったらと
思うと… 



恐ろしいですね。正直。 

稼ぐ公式は 
努力の量×方向性 
なんですけど、方向性が間違う
とどれだけ頑張っても稼げない
んです。 



自己投資をすることによって方
向性が定まります。 

その結果、最短最速で稼ぐ事が
できるようになります。 

初めの頃にコンサルとかを受け
ていませんでしたが、正直少し
高くてもコンサルとか受けとけ



ば良かったなって少し後悔して
います。 

時間ってそれだけ大事なものな
ので、最短で楽して稼ぐために
自己投資はお勧めします。 

では最後に！ 



このレポートの感想を 
いただけませんか？ 

感想をくれた方には希望される
方にだけ30分無料電話コンサ
ルティングをします。 



このレポートで話した仕組み化
や自動化に関して興味がある方
はぜひ。 

実は僕にもメリットがありまし
て、、、 

読者さんと電話していると今自
分が主催しているオンラインス
クールのコンテンツのアイデア
をいただけたりします。 



なのでまぁ、これはwinwinです。

僕は 
・他の発信者じゃなくて僕のメ
ルマガを見てくれたお礼 
・スクールコンテンツのアイデ
アが思い浮かぶ 
・もしかしたら新商品のアイデ
アが思いつくかもしれない 



そしてそのお礼と言ってはなん
ですが、僕の持ってる176万
4000円分の知識を総動員して
全力でコンサルをさせていただ
きます。 

希望される場合はこちらの
LINE@に感想とともにメッセー
ジをください。 

こちらをクリックする 
https://line.me/R/ti/p/
%40rop7753y 

https://line.me/R/ti/p/@rop7753y
https://line.me/R/ti/p/%40rop7753y
https://line.me/R/ti/p/%40rop7753y


【メッセージ例】 
レポート拝読しました。 

絶対に選んではいけないビジネ
スの所で転売の話をされていて、
いまの自分の事だと思いました。

ぜひ仕組み化や自動化を学んで
みたいです。 

なので30分無料電話コンサル
ティングを希望します。


