


はじめに 

初めまして、しょーきです。 

僕は現在22歳の大学4年ですが、 
月に80～100万円くらいの収入を得ています。 

僕の月収を周りに言うと、 

「もともと頭が良かったんでしょ」 
「何か怪しいことしてるんでしょ」 
「才能があったんだね」 

などと言われます。 

しかし、約1年前の僕は 
頭も良くない3流大学ですし、 
何か特別な人脈もあったわけでも、 
お金が稼げるようなスキルもありませんでした。 



そこらへんにいる、バイトして家に帰るだけのよ
うな、普通の大学生だったんです。 

これが今から1年前の僕のリアルな状況。 

けど、そこからビジネスを学び、 
どうやったらお金を稼げるのか必死に勉強しま
した。 

その結果、今では月100万稼ぐまでに。 

そして、その収入の全てが「仕組み化」されて
います。 

なので、僕が1ヶ月働かなくても 
口座には80万円～100万円が入ってきます。 



仕組み化を実現すると 
とにかく自由が手に入ります。 

時間的にも、場所的にも、経済的にも。 

実際、僕の1日のスケジュールは毎日バラバラ。 
朝7時に起きる日があれば、11時まで寝てる日
も。 

場所もどこでもいいので、スタバにいたり、家の
近くのオフィスだったり。 

お金もそれなりにあるので、旅行に行きたいと
思えば 
明日の飛行機をとって海外に行くことも可能です。

旅行している時でさえ、仕組みが動いてくれるの
で収入があります。 



こうなると心にもかなり余裕が持てるんです。 

これが「仕組み化」による「自由」です。 

僕はもともと、 
「時間」と「経済的」な自由が欲しかったので、

働きまくって月収100万円とかは目指してません
でした。（途中で遠回りした時期もありました
が。） 

とにかく、どれだけ自分が働かずにお金を稼げ
るのか考えたんです。 

そして、約1年でここまで到達できました。 



本書では 
僕が約1年かけて築き上げた、 

仕組み化のエッセンスを無料で配布しています。 

正直、今思うと遠回りしてしまったなと思うこ
とも多々あります。 

「もっと、こうしとけば良かった…」 
と後悔することも。 

なので、今これを読んでくれているあなたには 
なるべくなら近道で仕組み化を達成してほしい。

そう思っています。 

まぁとは言っても、 
大学生が月収100万なんて怪しすぎますよね。 
しかも、「仕組み化」とかよくわからんし。 



僕も1年前に、この文章を読んでたらおそらく、
めちゃくちゃ疑ってたと思います。 

でも、それが普通です。 

もし、今の段階で 

「仕組み化で月収100万は可能だ」 

と理解しているとしたら、それは逆におかしい。

その人はおそらく既に稼げている人です。 

今稼げてないからこそ、 
「月収100万円」 
「仕組み化」 
という言葉に強烈的な怪しさを感じます。 



でも、そのままでOKです。 

なにこれ怪しすぎる… 

と思いながら読んでみてください。 

ちなみに、仕組み化を理解し、実行すれば月収
100万円とかペーペーです。 

僕より1つ上で、月収700万とか普通にいる世界
なんです。 

中には、 
毎週末クラブに行ってVIP席でシャンパン開けて
いる人がいたり、 
海外旅行に行きまくってたり、 
24歳で新宿のタワマンに住んでる人もいます。 



僕も稼げるようになってから一時期は 
ブランドの靴とかリュックとか買って、 
シンガポール旅行とか行って豪遊してましたが、 
今ではあまり興味がなくなりました。 

正直1年前の僕はこんな世界想像もしてませんで
した。 

というか、想像できなかったです。 

バイト以外で稼ぐ方法もわからなかったですし、
個人で稼ぐって何するの？ 

って感じです。 

でも、結果的には到達できてしまった。 



本書「仕組み化の教科書」を使って 

どうすれば収入を仕組み化させることは可能な
のか。 

を知っていただければと思います。 

そのあたりを理解し、実行に移していただけれ
ば、誰でも、現実的に、仕組みから収入を得る
ことはできます。 

ただ、1つ注意して欲しいことが、 
本書は 

「クリックだけで30万円稼げる」とか 
「1ヶ月で月収1億円に到達する」とか、 

ネットの世界でよくある、内容のない話は一切し
てません。 



そんなものがもし実際にあれば、今頃億万長者
がゴロゴロいます。 

しかし、実際には年収が1000万を終えている人
は日本人の4%とか。 

僕もこの手の 

「簡単に稼げる」 

といったものに騙された時期もあります。 

でも、今だから確実に言えるのは 
そんなもの、この世に存在しません。 



なので、「クリックだけで月収100万」とかに
興味がある人は、そろそろ目を覚ましましょう。

本気でビジネスに取り組んで、 

”自分で稼ぐ力” 

を身に付けていただければ幸いです。 

繰り返しになりますが、しっかり努力して継続
すれば、収入を仕組み化させることは現実的に
可能です。 

それが、お金も人脈もない大学生、あるいは 
朝から晩まで仕事で余裕がないサラリーマンだ
としても。 

間違った方向にさえ進まなければ 
誰にでも到達できるんです。 



まずは、 イチから仕組み化を知り、 
実行に移していきましょう。 

そうすれば、「時間、場所、お金」に縛られな
い自由が手に入ります。 

もちろん、本書の内容だけで、 
「仕組み化」の0～100まで全てを解説すること
はページ数の関係上不可能ですが、 

まずはエッセンス（本質）を伝えることができ
ればと思っています。 

では、始めます。 



目次 

はじめに 

第1章 - 僕が仕組み化に到るまでの物語 

第2章 - 仕組み化を分かりやすく解説 

第3章 - 知識ゼロから始める仕組み化 

第4章 - 僕から伝えたいこと 



第1章 -  
僕が仕組みに至るまでの物語 

仕組み化とは何か、 
どうやって構築するのか。 

その説明を始める前にまずは、 

”僕がどんなやつなのか” 
”なぜ仕組み化を始めたのか” 

について話していきます。 

今では月80万円～100万円を稼げていたり、 
こうやって電子書籍を出していたり、 
飲食店などのコンサルをし、 
自分の力で稼いでいますが、 



約1年前までは、 
どこにでもいる、飲み会が大好きな普通の大学
生でした。 

僕は経済学部なんですが、 
「授業なんか出ても意味ない」 
と言って、バイトして、 

テスト前になると友達からノートを見せてもら
い単位はギリギリでとるみたいな学生でした。 

周りからしてみたら、多少迷惑なやつだったか
もしれません。笑 

そんな感じで大学生活を過ごしていました。 

ただ一つ周りと違ったのは、 
大学3年の時には 
「就職はしない」と決めていた、 
ということです。 



僕は起業家を夢見る大学生だった 

大学3年になり、 
周りの友人たちは就活の準備を始めていきまし
た。 

そんな中僕は、 

「起業するから就活はしない」 

と何の根拠もなく大口を叩いていたんです。 

よくいる意識高い系の大学生ってやつで 
まさに”それ”でした。 

ただ、大学に入ったころから 
「就職はしないで起業する」 
と決めていたかというと 
そうではありません。 



大学2年までは、総合商社に入ろうとしてました。
伊藤忠とか、丸紅、双日とかそのへん。 

でも、ある時わかったんです。 

自分のいる大学から総合商社に入れる可能性は
限らなくゼロに近いと。 

というのも、総合商社に入る学生は 
高学歴でエリートと言われる学生たちばかり。 

三流大学の自分が、その学生たちを抑えて 
内定を取れる可能性はほぼゼロに近いと気づき
ました。 

それにそもそも、 
僕が総合商社に入りたいと思った理由は2つで、 



「給料が良さそう」 
そして 
「なんかカッコいい」 
というだけです。笑 

この2つだけの理由で総合商社を目指していまし
た。 

入るためには英語が必要だと思い、 
留学に行ったり、TOEICの勉強をしたりはしま
した。 

でも、そのくらい誰でもやります。 

なので、それだけじゃ元々差がある高学歴の学
生たちには勝てない。 

そう思ったんです。 

で、考えました。 



どうしたら給料が良くて、なんかカッコいい大
人になれるのか。 

そうして出た答えが「起業家」だったんです。 

大学2年の終わり頃には 
社長になることを目標にしていました。 

それから 
何をして社長になろうか。 
どうやってお金を稼ごうか、毎日のように考えて
いました。 

最初は 
メルカリ転売をやってみたり 
Amazonに本を出品してみたり、 
ビックカメラで家電を買ってヤフオクに出品し
たり。 
いわゆる、物販を始めました。 



物販でも月20万くらいは達成しましたが、 
結局、自分が働かないと売り上げは上がらない
んですよね。 

いくら頑張っても月20万とかが限界でした。 

中には物販を仕組み化して 
月100万以上を売り上げる人もいますが、 
僕には向いてませんでした。 

僕がそうこうしている内に 
周りはどんどん就活を進めて内定を取っていき
ます。 

「起業するから就活をしない」 
と言ったものの全くうまく行きません。 

なので、周りからもだんだん孤立していきます。 



周りの大学生たちは、 
夏に内定には内定をとり、 
海外旅行に行ったり、BBQしたり。 

正直めちゃくちゃ焦っていました。 

自分だけどんどん置いてかれる気分です。 

よくある「3年働いてから起業する」とか言い訳
して、就職しようかなとも思ったり。 

でも、周りに言ってしまったし、 
これで就職とかしたらめちゃくちゃカッコ悪い
なと。 

「何とか個人で稼げる方法はないのか」 
その時から毎日ネットで検索していました。 



途中で 
「クリックで15万」 
とか言う典型的な詐欺に遭いそうになったり
も。 

お金もない。 
起業するとは言ったものの、何をしたらいいか
わからない。 
さらには、卒業がどんどん迫ってくる。 

それに、周りの友人は内定を取って遊びまくっ
てる。 

そんな過酷な状況に追いやられてしまったんです。

結果、 
僕は精神的にやられ、 
眠れない日が3日くらい続き、 
食欲もなくなり、 
自然と涙が出るまでに病みました。 



この時は流石にしんどかったです。 
今までの人生で一番悩み苦しんだ時期だったと
思います。 

ネットビジネスとか怪しすぎだろ 

そんな迷いに迷ってる時に出会ったのが 
ネットビジネスでした。 

出会ったと言っても 
僕が検索して一方的に知っただけなんですけど。 

その時見つけたのは、 
「23歳で月収200万円」 
とかいう人のブログでした。 

23歳って俺より1つ上なだけじゃん！！ 

当時の僕からすると、強烈的でしたね。 



「月200万なんて絶対嘘だろ？俺なんて毎日バイ
トしても18万くらいがやっとなのに。はぁ？」 

と思いましたが（笑） 
当時の僕に選択の余地はありません。 

とにかく、この人に連絡してみようと、 
ライン＠を登録して連絡することに。 

すると意外にもあっさり返信が。 

その時の内容は 

僕「ブログで月200万も稼げるんですか？」 

200万の人「稼げますよ」 
僕「そうなんですね。ありがとうごさいます。」 

と、これだけ。 



今考えてみれば、よくこれだけでその人が稼いで
いると信じたなと。 

しかし、僕はそっからブログで稼ぐ方法を調べ
まくりました。 

そしたら、何やらアフィリエイトというものが 
めちゃくちゃ稼げるらしい。 
とわかったんです。 

アフィリエイトとは簡単に言うと、 
商品やサービスを紹介して、紹介料をもらうとい
うもの。 

友人に「このアイスうまいよ」と紹介して 
友人がそのアイスを買えば、 
アイスを売ってる人から代金の10%がもらえる
ような感じ。 



ブログで行うアフィリエイトはこれをネットで完
結させるものです。 

ただ、このアフィリエイトについて調べていると、
とにかく怪しい情報が多かったです。 

当時の僕は 
アフィリエイト＝詐欺 
みたいな構図を頭に浮かべていました。 

しかし、本格的に調べて行くと 
アフィリエイトが詐欺とかではなく、 
ネットビジネスがそもそも怪しい。 

冒頭でも言った通りネットビジネスの中には 
「クリックだけで30万」とか 
「1ヶ月で月収1億円」など 
の”空の情報”が出回っています。 



そのような情報に騙されてしまう人がいるのも
事実。 
だからなくならないんでしょう。 

ただ、しっかり調べるとどうやらアフィリエイ
トはしっかりしたビジネスだということがわか
りました。 

なので、ブログの作り方も知らない僕は 
とにかく調べて、何とかブログを立ち上げるこ
とに。 

そして、ブログを書いてどうやってアフィリエイ
トをするのか。 
約2週間、Youtubeを見たり、5万円の情報商材
を買ったりと、研究しまくりました。 

最初の3ヶ月は毎日ブログを書いていたのに、全
く成果が出ず 
一円も稼げず絶望しました。 



しかし、3ヶ月がたち、ブログで稼ぐ方法が 
ある程度わかってきてからはだんだんと収益が
発生するようになり、 
半年後にはや10万円を稼げるまでに。 

当時の僕からしたら 
ネットで10万円稼げたという喜びは 
今までで一番大きかったです。 

毎日10時間以上作業し月40万達成 

アフィリエイトで稼げる感覚を掴み始めた僕は 
ブログを書き続けていました。 

朝起きて、歯磨きして、パソコンに向かう。 
眠くなってきたら風呂に入り、歯磨きして寝る 
そして起きてまたパソコンに向かう。 

1日のうち、家から出るのは 
昼飯を買いにコンビニに行く時くらい。 



その他の時間は家にこもりっぱなしでパソコン
に向かっていました。 

家から出ないなら汚れないし、風呂に入る必要
もないなと思い、 
シャワーは2日に1回を繰り返していた時期も。 

とにかく、「誰よりも多くブログを書く」こと
に専念していたんです。 

その甲斐あり、 
ブログを開始して約7ヶ月くらいで月40万円を達
成。 

めちゃくちゃ嬉しかったです。 

これで、大丈夫だ！！ 
就職しなくても生きていける！！ 



将来の不安が軽減され、 
自分で稼げるという自信も手に入れました。

とにかく精神的にだいぶ楽になったんです。 

けど、自由は一切手に入らず 

しかし、 
ブログアフィリエイトでの収益は長く続きません
でした。 

40万を達成した翌月には 
7万円まで収益が落ちました。 

正直何が起きたのか自分でもわかりません。 

積み重ねてきた努力が 
やっと結果として現れたのに。 



一気に崩れ落ちました。 

というもの、 
ブログアフィリエイト収益は 
ユーザーがネット検索した時の 
順位表示に依存しています。 

例えば、Googleで 
「チワワ　ドッグフード　おすすめ」 
で検索する人がいたとして、 
1ページ目に表示されるのは10位までです。 

そして、 
1位の記事をクリックする人が21％ 
2位の記事をクリックする人が10% 
3位の記事をクリックする人が7.5%ほど。 
4位以下の記事は、1～4％ 



つまり、1～3位に表示されなければ 
クリックされず、誰にも読まれないということで
す。 

ブログアフィリエイトは自分が書いた記事を読ん
でもらい 
その記事で紹介しているサービスや商品を購入し
てもらって初めて収益になります。 

「チワワ　ドッグフード　おすすめ」 
で1位に表示される記事を書いて、 
その記事内で紹介したドッグフードを買っても
らって初めて収益が生まれるというモデルです。 

なので、読まれなければいくら書いても1円にも
なりません。 

僕が月40万円に到達したときは、 
200個以上の検索キーワードで表示結果1位を獲
得していました。 



しかし、ある日を境に 
今まで1位に表示されていたキーワードが 
10位や30位まで一気に順位を落としたんです。 

10位以下になると 
もう誰もクリックしてくれません。 
つまり読まれない。 

読まれなければ当然収益も発生しません。 

なぜいきなり順位が落ちてしまったのか。 

一番はGoogleのプログラムが変わってしまった
ことが原因でした。 

ブログアフィリエイトをやっている人の中では 
このGoogleのプログラム変更のことを 
「アルゴリズムによる変動」と呼びます。 



この変動は半年に1回のペースほどで訪れるんで
す。 

なので、1位を取ったとしても 
その順位を維持することは大変です。 

僕は、この現実に直面したとき、 
このままブログアフィリエイトを続けていても 
「時間的自由」「経済的自由」 
は手に入らないと思ったんです。 

月40万まで毎日寝る間も惜しんでやっていたの
に、変動により1日にして崩れ落ちてしまいまし
た。 

この時も4日くらいは絶望から立ち直れず、 
ベッドでひたすら映画をみて過ごしていました。

これがブログアフィリエイトの怖さです。 



仕組み化を達成している人との出会
い 

ブログアフィリエイトだけに頼っっていてはダメ
だ。 
そう感じている時に、またもネットで発見した
のが 

「”仕組み化”で月100万達成している大学生」 
でした。 

当時、彼の年齢は僕と同じ22歳。 

その人もブログをやっていましたが、 
僕が今まで取り組んできたブログとは全く違いま
した。 



ブログアフィリエイトで稼いだ経験がある僕から
すると、こんなブログで稼げてるわけないと思
いました。 
ただ「とにかく、まずは情報を集めよう」 
ということで、 
その人がやってる”無料メルマガ”に登録してみた
んです。 

そしたら、 
毎日決まった時間にその人からメールが届く。 

メールの内容は、 
ビジネスで稼ぐための基礎や、 
どのように仕組み化をするのか、 
どうやったら月100万の収益を得られるのか、 
など、 

無料とは思えない濃い内容で 
僕は圧倒されました。 



それに、この人のブログは、僕が行っていたアフィ
リエイトを目的としたブログとは目的が全く違っ
たんです。 

なので、ブログから収益を出す必要はない。 

同い歳なのにこんなにも知識の差がある。 
と思い知りました。 

今まで何をしていたのか...後悔 

その人が送ってくれる 
メルマガを読んでいくうちに、 

僕が今までやってたことは 
かなり「下流の工程」だと認識させられました。

とにかく、今までブログアフィリエイトで頑張っ
ていた自分に激しく後悔したことを覚えています。



と、同時に 

この”仕組み化”を本気で学べば自分にもで
きるかもしれない。 
そう思いました。 

それからというもの、 
その人のメルマガを何度も読み、 
おすすめされた教材は片っ端から買い、 

寝る間を惜しんで自動化について学ぶ日々に。 

そして、仕組み化を実践し始めて約3ヶ月。 
ついに成果が出始めました。 

何をするべきか明確になる 

そもそも、僕は 



いつ何をしてもいい 
「時間的自由」と 
やりたいことが何でも実現できる 
「経済的自由」を望んでいました。 

最初は物販では、短期間で収益を増やせたもの
の、労働が増えるだけ。 

ブログアフィリエイトでは、 
Googleのプログラムに振り回され安定が手に入
らない。 
そうなると精神的にも不安定になります。 

そうしてようやくたどり着いたのが「仕組み化」
だったんです。 

仕組み化の先には僕が望む 
2つの自由がはっきり見えました。 

場所も時間も、お金も。 



全てにおいて自分が好きなように動ける、そん
な理想の生活が見えるように。 

やることが明確になればあとは 
突き進むだけです。 

仕組み化を達成している人のメルマガを読み、 
教材を買い、 
インプットとアウトプットを繰り返す。 

そんな日々を過ごしているうちに 
僕の収入は5万、10万、20万、50万と、どん
どん上がっていきました。 

そして、気付いた時には 
仕組み化で月100万円を達成していたんです。 

検索順位にも左右されず、 
物販のように自分が動く必要もない。 



家で寝ている時も、 
旅行している時も、 
彼女とデートしている時も、 

僕が何をしてても収益が生まれる仕組みが出来
上がったんです。 

もちろん、これからさらに仕組みを強化して 
収入を増やしていきます。 

おそらく、このままいけば年内に月300万円は 
達成するでしょう。 

というか、仕組み化には上限がないので、 
積み重ねれば収入は必然的に上がっていきます。 

収入は上がっていっても 
労働は増えず、むしろどんどん”暇”になります。 



暇な状態でも収入は増えていくわけです。 

時間的にも、経済的にもどんどん豊かになる一
方。 

好きな人と好きなだけ一緒に過ごせますし、 
その人たちの行きたい場所に連れて行ってあげ
ることも。 

僕は先日、うかい亭という料亭に家族を連れて
行きました。 

その時の料金は合計で15万。 

1年前に 
まさか自分が1食15万の食事をするとは思って
もいません。 

でも、現実として 
達成しています。 



これも仕組み化を 
正しい方法で学び、実践したからです。 

頭がいいわけでもなく 
人脈があったわけでもない。 
それに、特別なスキルもなかった。 

そんな普通の大学生だった僕が 
約1年でここまでこれたんです。 

今は人生100年時代と言われています。 

多くの人が100歳まで生きるんです。 

100年のうちの 
半年や1年、本気で仕組み化取り組んで、 

時間的、経済的な自由を手に入れられたら最高
だと思いませんか？ 



変な資格取るより圧倒的に人生の役に立ちます。 

中には半年くらいで仕組みを構築し、 
自由な生活を手に入れる人もいます。 

「そんな生活かなうわけない。無理だよ」 
と思う気持ちもわかります。 

しかし、こればかりは 
実際に行動に移してチャレンジした人にしかわか
りません。 

やらないで後悔するなら 
やって後悔する方を僕は選びます。 



なぜ僕が「仕組み化の教科書」を出
したのか 

僕が仕組み化に出会う前は 
とにかく将来に不安しかありませんでした。 

何をしたらいいのかも、 
就職しないでどうやって生活していくのかも。 

おそらくあのままだったら 

妥協して普通に就職し、 
毎日電車に揺られ、 
家と仕事場の往復をするような、 

味気ない人生になっていたと思います。 

よく、「3年は働いてみてそれから決めればいい」
ということを耳にしますが、 

その3年あれば理想は余裕で実現します。 



それに3年続けたら人はその環境に慣れる。 
慣れたら仕事を変えるのもためらうようになり
ます。 

その間に結婚して子供ができたらもう無理です。 

子供のためにと思い、 
したくもない仕事を我慢しながら一生を過ごして
いくことになります。 

僕はそれが嫌でした。 

せっかく日本という勝ち組みの国に生まれたの
に、自分の好きでもないことを一生我慢して続
けていくのは、もったいなさ過ぎると思ったんで
す。 

だから仕組み化を学び実行し、 
自由を手に入れました。 



本書を書いた理由は 
「僕と同じような考えの人の役に立ちたい」 
と思ったからです。 

僕と同じように、 

「後悔しない生き方をしたい」 
「好きな時間に、好きなことをして生活したい」
「経済的、時間的な自由が欲しい」 
「いつでも旅行に行けるような生活がしたい」 

と思っている20代の人は多いです。 

でも、そのために何をしたらいいのかわかって
いる人は少ない。 

僕は20代前半でこの仕組み化に出会えて本当に
よかったです。 



おそらく一生気づかないまま死んでいく人もい
ます。 

やりたくもない仕事を我慢して 
嫌いな人と我慢しながら仕事していく。 

それで一生を終えたら、絶対後悔するだろうな
と考えていました。 

でもちょっとのきっかけがあれば、人は変われ
ます。 

あとはそのきっかけに出会えるかどうかなんです。

本書があなたの”きっかけ”になれたら幸いです。 

第2章 -  
仕組み化をわかりやすく解説 



この第2章では、 
「仕組み化とは何か」を具体的に説明していき
ます。 

最初に言っておくと 
仕組み化はどこにでもあるものです。 

なので難しく考える必要はありません。 

ズバリ、仕組み化を簡単に言うと 
自分が何もせず動くようにすると言うことです。 

つまり、自動化。 

身の回りで言えば「自動販売機」などは仕組み
化されたものと言えます。 

自動販売機は、一度設置してしまえば自動で動
き続けます。 



雨の日も風の日も。 
設置した会社の人がその場にいなくても 
ビジネスとして成立してしまうんです。 

飲み物を買いたい人が来て 
お金を入れてボタンを押す。 
そしたら、飲み物が出てくる。 

お客さんは欲しい飲み物が手に入り、 
自動販売機にはお金が入ります。 

win-winの関係。 

簡単に言うとこれが仕組み化です。 

僕はこのような仕組みを 
ネット上に作ってあります。 

そうすることで、 
僕が作った仕組みに訪れた人が 
お金を払って行ってくれるんです。 



もちろん、僕はその人に価値を提供しなくては
なりません。 

自動販売機で言えば飲み物＝価値です。 

自動販売機の他にも、仕組み化されたものは世
の中にたくさんあります。 

例えば、「ユニクロ」 

ユニクロの社長は柳井正さんと言う方ですが、 
社長が店舗に出て働かなくても 
世界中でユニクロの服は売れていきます。 

まさに社長からしてみればユニクロは仕組み化
されたものなんです。 

この仕組み化をうまく取り入れているからこそ、
ユニクロを運営するファーストリテイリングの売
上は年間2兆を超えています。 



2兆円ですよ。 

この仕組みを作った人が 
社長の柳井正さんという方です。 

逆に、ユニクロと同じ服屋さんなのに仕組みを
うまく作れてないお店もあります。 

それが、商店街にあるような個人店舗です。 

個人店舗は仕組み化を取り入れていないので、 
そのお店の店主が働くしかありません。 

毎日お店に出て、 
お客さんの対応をして。 

売上も当然、少なくなります。 

仕組み化をできてるかどうかで 
これだけ差が生まれてしまうんです。 



ただ、実店舗の洋服屋さんとかを仕組み化する
には人手が必要になります。 

人手を必要とする実店舗は 
やはり、初期投資も必要ですし、 
苦労する面も多い。 
なおかつリスクも高いです。 

その一方で、 
ネット上であれば仕組みはいくらでも作れます。 
仕組みを作りあげてしまえば 
あとは自分が何をしていても大丈夫。 

寝ていても仕組みが勝手に働いていくれるんです。

実際、この書籍は 
僕のブログに訪れた人がメールアドレスを登録し
たら、自動で送られるような仕組みになってい
ます。 



もちろん、最初は1文字1文字打って 
文を作る必要はありますが、 

一度作ってしまえば、 
あとは仕組みに動いてもらうだけ。 

僕は労働する必要がなくなるんです。 

でも、これが1通1通書いて、 
メールアドレスを登録してくれた人全員に 
個別で送るとなったら大変。 

というか無理でしょう。 

あとは、Youtuberとかも仕組みを取り入れてい
ますね。 

Youtuberが取り入れていると言うより 
Youtube自体が仕組み化されたものです。 



Youtuberが動画を上げれば 
その動画は世界中の人に再生されます。 

その人が寝てても 
再生されるごとにお金が入って来ます。 

動画をアップし続ければ、どんどん再生される
ようになり、 
収入も上がっていきます。 

Youtube上に動画が残っている限り再生され、 
極端な話、その人が死んでも、収益が発生し
ていくわけです。 

つまり、自分が何もしなくても仕組みが勝手に
稼いでくれる状態です。 

逆に、サラリーマンや、アルバイトでは仕組み化
ができないので、働かなければお金は入って来
ません。 



自分が働いた分だけの収入です。 

1ヶ月ずっと寝てたら収入はゼロ。 
と言うことです。 

なので、いつまでたっても 
時間的、場所的、経済的な自由はありません。 

決まった場所に行って、 
決まった時間働いて、 
ようやく給料がもらえます。 

その一方で、一回仕組みを作ってしまえば 
1ヶ月ずっと寝ていても収入が入ってきます。 

どこにいようと、 
何をしてようと、 
口座にはお金が入ってくるようになるわけです。 



時間や場所にも縛られず、 
嫌な上司と一緒に仕事する必要も無くなります。 

僕は仕事する人を選べる環境にあるので、 
人間関係によるストレスがほぼゼロに等しいで
す。 

最近はこれもこれでどうなのか、と思い始めてい
ますが、特に問題がない限りはこの環境を維持
していきます。 



第3章 -  
ゼロから始める仕組み化 

仕組み化とは何か、 
については、はなんとなくわかってもらえたかと
思います。 

なので、第3章では、具体的にどうやって仕組み
を構築すればいいのかということについて説明し
ていきます。 

おそらく、ここまでの話を聞いて仕組み化につ
いて理解はできていても、 
実際にどうやるのか。 
をイメージできている人は少ないと思います。 

ましてや、 

「自分にはスキルもないし、仕組みなんか構築
できるんだろうか」 



「自動販売機が仕組み化されているのはわかっ
たけど、ネット上での仕組み化はよくわらない」
「頭も良くないし、自分にもできるのか」 
「パソコンとか苦手だと無理なのかな」 

と不安に思う人もいるでしょう。 

しかし、 
仕組みを構築するのは、 
ゼロから誰にでも可能です。 

僕が始めた時は、 
なんのスキルも、経験も、資格もありませんでし
たし、 
何度も言っているように地頭が良かったわけで
もありません。 

しかし月収100万円を稼ぐまでに 
成長できました。 



なので、これからしっかり学び、実行して行けば 
実現できます。 

初心者の方が取り組むべきこと 

これからビジネスを始めようとする時、まず何
を基準として、ジャンルを選べばいいのか？ 

それはシンプルに 
仕組み化が可能なビジネスがどうか。 
という1点に限ります。 

仕組み化が不可能なビジネスを継続して頑張っ
ても一生自由にはなれません。 

自分が働いた時間や労力の分しかお金が入って
きません。 



なので、僕がアドバイスしているのは、 
仕組みをなるべく早い段階で構築できるジャンル
ということです。 

まぁ、どんな業界やジャンルのビジネスであろう
と人を雇って仕組み化をすることは可能ですが、
人を雇うとなると、資金が必要ですし、 
リスクも増えます。 

そのような観点から見て、 
まず初心者の方が取り組むべきは 

「アフィリエイトを使った仕組み化」です。 

なぜ、初心者の方にはアフィリエイトがいいのか
というと、それは低リスクだから。 

アフィリエイトを始めるのに必要なのは、 
極端な話パソコンだけOK。 



もちろん収益を発生させるためには、 
ツールが必要だったりはします。 

しかし、それでも初期費用でかかるのは1万円程
度。 

なので、仕組み化ビジネスを始める第一歩として
はアフィリエイトが最適です。 

ただ、アフィリエイトと聞いて 
「いや、さっきアフィリエイトはGoogleの変動
とかいうやつがあるから、やめた方がいいみた
いな流れだったじゃん」 

と思う人もいるかと。 

確かに、そうなんですが 
僕が以前やっていたのは、ブログを使ったサイト
アフィリエイトというもののことです。 



アフィリエイトというのは、 
第三者に商品やサービスを紹介して、使ってもら
えたら、紹介料をもらえるというビジネスモデル
のことを言います。 

なので、ブログで行うサイトアフィリエイトだけ
とは限らないんです。 

実際にアフィリエイトには種類がたくさんあり
ます。 

たとえば、 
世間で話題になってるトレンド記事を書いて広告
がクリックされたら報酬が入る「アドセンスア
フィリエイト」や 

僕が行っていた「サイトアフィリエイト」 

さらには、Youtubeに動画をあげて再生数に応
じて報酬が入る「Youtubeアドセンス」など。 



他にも、アフィリエイトはいろんな形で存在して
います。 

何をやるにしても、稼ぐ力を身につ
けることが大切 

アフィリエイトには種類がたくさんありますが、
何をやるにしても一番重要なのが、 

「稼ぐ力が身につくか」ということです。 

なので、どのアフィリエイトを始めるか決める時
も、この稼ぐ力がつくかどうかを基準にしてみ
てください。 

僕が以前取り組んでいた 
サイトアフィリエイトは確かに稼げます。 
それに、ビジネスの基本的なことも学べる。 



ただ、安定性がありません。 

Googleの変動が来たら 
積み重ねてきたものが1日で吹っ飛びます。 

あれは、精神的にやられます。 

そして、他のアドセンスアフィリエイトは 
稼げるは稼げるけど、 
ビジネスの基本的な能力はそこまで身につかな
いんです。 

というか、そもそもビジネスの基本的な能力（稼
ぐ力）とはなんなのか。 



個人で稼ぐに基本的な能力は3つです。 

1.集客 
2.教育 
3.販売 

個人で稼ぐ力をつけるにはこの3つの 
基本を身につける必要があります。 

この3つの要素を理解し、 
実行することができれば 
一生食える、稼ぐ力が確実に身につきます。 

ただ、集客、教育、販売と言われても 
具体的にどんなものなのかわかりませんよね。 

なのでここからは、 
その1つ1つを詳しく説明していきます。 



月100万とかのレベルで稼ぎたいのであれば 
必要な要素になるので、しっかり読んでみてくだ
さい。 

1.集客 

1つ目の集客とは、 
商品を買ってくれそうな見込み客を集めること
です。 

商品やサービスがあっても 
買ってくれそうな人を集めることができなけれ
ば、1つも売れません。 

企業などは、その見込み客を集めるために、 
広告を出したり、 
営業で家を回ったりします。 

集客が上手ければ 
多くの人に商品やサービスの存在を知らせるこ
とが可能です。 



僕が行うネット上の仕組み化では集客のことを 
「リストを集める」 
と言ったりします。 

リストを集めるとは 
メールアドレスや、名前、電話番号、LINE@の
友達を集めることを言います。 

リストは多ければ多いほどメリットがあるんです。

というのも、 
リストが100人いるのと、 
1000人いるのでは、告知できる数が10倍も違
います。 

告知した1%の人が商品を買ってくれる場合、 
100人のリストだったら購入者は1人ですが、 
1000人のリストがあれば10人が購入してくれま
す。 



この数が1万、10万と増えていけば、 
同じ商品を告知したとしても、 
買ってくれる人が何倍も違います。 

つまり、売上に直結するんです。 

商品の単価や成約率も重要ですが、 
そもそものリストが少なければ売上も少ないま
ま。 

100人のうち1％が1万円の商品を買ってくれて
も1万円の売上ですが、 
10万人のうち1％が同じ1万円の商品を買ってく
れれば一気に1000万円の売上です。 

なので、集客力は稼げる力に直結しています。 



2.教育 

2つ目は教育です。 

教育ってよくわかりませんが、 
簡単に言い換えると、「信頼構築」です。 

たとえば、知らない人からいきなり 
道端でジュースを渡されても誰も受け取りたくな
いですよね。 

むしろ「何か入ってるんじゃないか」と恐怖す
ら感じます。 

でも、いつも一緒にいる友人から 
「これ飲んでいいよ」と渡されたら、 
普通に受け取りますよね。 

このような信頼関係を構築するのが 
教育ということです。 



そして、教育にはもう一つの役割もあります。 

それが、商品の魅力を事前に理解してもらえる
ようにする。ということ。 

たとえば、 
世界三大珍味の「キャビア」を売るとなった時、
もし、お客さんがキャビアの存在を知らなけれ
ば、いきなり売っても価値を感じてもらえませ
ん。 

「何これ？なんか気持ちわるい…」くらいに思
われます。 

しかし、事前に 

「キャビアは世界三大珍味の1つで、 
高級レストランでもなかなか食べられません。 
それに、キャビアの中にはたった100gで10万
円の値段をつけるものあるんです。 



今なら100gを3万円で召し上がっていただくこ
とができますがどうですか？」 

となれば購入してくれる確率は格段に上がります。

この「事前に価値を伝えておく」と言う役割も
教育には含まれます。 

リストが集まり、 
教育がうまくいけば、 
どんな商品やサービスを売るとしても 
買ってみようかなと思う人が現れます。 

3.販売 

そして最後が販売。 

販売には、購入を考えている人を後押しする役割
があります。 



この販売は苦手とする人が多いです。 

なぜなら、販売というと押し売りとか 
営業マンのイメージが強いから。 

ただ実際は、 
集客と教育がうまくいけば、あとはちょっと背
中を押してあげるだけです。 

なので、押し売りみたいな強引なセールスは全く
必要ありません。 

ただ、 
この後押しがないと、購入につながらないこと
も事実。 

「なんかこの商品良さそうだし、今の自分には
必要かも」と思っているお客さんに 
その商品を購入した後どんな良い未来が待って
いるのか見せてあげることが大切です。 



今まで説明してきた3つのビジネス要素。 

「集客、教育、販売」 
この3つの要素を取り入れて、 
身近なスーパーの試食品コーナーを見てみましょ
う。 

まずは集客。 

「今日は餃子が無料で試食できますよ～どうで
すか～」 
と販売員の人が周りに呼びかけ、 
無料という言葉や、いい匂いで見込み客を集め
ます。 

そして、次に教育。 

「あ、今日も来てくれたんですね～いつもありが
とうございます」 
と常連さんに挨拶して、 



「この餃子、高級ホテルの中華料理店のものが
再現されていて、肉汁が溢れてくるんですよ。 
見てみてください」（実際に見せる） 

「ひき肉はワンランク上のものが使われている
のに、料金は普通の冷凍餃子と変わりません」 

ここまでが教育。 

「お仕事から帰ってくる旦那さんも”ビールに合
う”ってきっと喜びますよ～。今夜のメインとし
て1つどうですか？」 

これが販売です。 

この3つのスキルを取得することで 
一生困らない、稼ぐ力が養われます。 



そして、 
この「集客、教育、販売」の3つのビジネスの基
本が身につくのがメルマガアフィリエイトです。 

メルマガアフィリエイトでは 
まさにこの3つの要素を余すことなく必要とする
んです。 

アフィリエイトなら販売する商品を自分で作る
必要もありませんし、先ほども言った通りリス
クも少ない。 

メルマガを作る際に、ステップメールという方法
を使えば、全てを仕組み化することも可能です。 

収益はサイトアフィリエイトよりも安定し、 
高単価な商品も扱えます。 



正直、僕がサイトアフィリエイトをしていた時は 
単価の低さに悩まされました。 

10個売っても、1つの値段が500円とか1000円
とかだと、5000円～10000円ほどの売上にしか
ならないんです。 

もちろんサイトアフィリエイトでも 
高単価な商品を販売することは可能なんですが、
メルマガより難易度が高い。 

なぜなら、1つの記事で 
教育をして、販売まで持って持っていかなければ
収益につながらないから。 

一方、メルマガアフィリエイトなら時間をかけて
教育し、販売までいけます。 

極端な話、 
友人のような関係を1000人と構築すれば 
どんな商品を売っても売れてしまうわけです。 



もちろん、 
商品の質が低かったり、 
使った後の満足度が低ければ 
信頼は落ちますし、クレームにも繋がってしま
います。 

こうなると、 
持続可能なビジネスにはなりません。 

なので、しっかり価値のあるものを提供し、満
足してもらえる商品を紹介する必要があります。 

と、ここでページの関係上 
本書の終わりが来てしまいました。 

最後に、僕が本書を通して伝えたかったことを
書いているのでちょっと読んでみてください。 



第4章 -  
僕から伝えたいこと 

僕は、21歳からビジネスを初めて 
約1年で月80万～100万円を稼ぐまでになりま
した。 

サイトアフィリエイトをやっていた頃は、 
売上は上がったものの、自由になれず、 
Googleの変動で一瞬にして積み上げてきたもの
が吹き飛ぶという経験もしました。 

ただ、あの時の経験があったから 
今の仕組み化に辿りついたと思います。 

というのも、 
サイトアフィリエイトをしていた時は、 
毎日10時間以上、寝る時間、食事をする時間を
削って労働をしていたんです。 



起きてすぐパソコンに向かい 
昼飯を買いにコンビニに行き、 
またパソコンに向かって 
歯磨きして寝る。 

来る日も来る日もそれを繰り返す。 

おそらく、あのまま労働をひたすら続けていて
も今よのような自由には辿りついていません。 

もちろん、同年代の人よりは稼げていましたが、
労働時間に対する収益だったんです。 

労働時間に対して報酬が発生している間は 
一生自由になることはありません。 

これは大学生のアルバイトでも、 
サラリーマンの方でも同じです。 

あなたの時間を会社のために削らなければ 
一切給料はもらえなません。 



もし、会社が潰れれば次の日から 
入ってくるお金はゼロ。 

正直、その状況は、起業するよりもリスクが高
い。 

病気で入院することがあったり、 
事故で怪我をする可能性だってあります。 

そうなれば保険がおりるかもしれませんが、 
精神的な不安は避けられません。 

しかし、仕組み化したビジネスを一つ持ってお
けば、どんな状況でも収入は確保できます。 

もし、それが30万～40万だとしても、 
生活するには困らないでしょう。 

それに、自分でビジネスを始めることで、 
ゼロから稼ぐ力がつくわけです。 



もし、僕の仕組みが何かの原因で 
機能しなくなったとしても、 
ゼロから稼ぐ力をつけているので全く困りませ
ん。 

会社や自分以外の誰かに依存して 
給料をもらっているのは考え直してみると 
結構リスクが高かったり。 

ビジネスの基礎を身につけて 
自分で稼ぐ力をつけるのが最大の保険なんです。 

いつ、どこで、何をしてても良い。 
時間的、場所的、精神的な自由を手に入れましょ
う。 

僕はそれを 
仕組み化によって手に入れました。 



本書があなたにとって、仕組み化を始めるきっ
かけになれば幸いです。 

ここまで余すことなく、 
仕組み化について伝えてきたつもりですが、 
やはり本書だけで全てを伝えきるのは難しい。 

僕はメール講座でも、 
このようなビジネスの基礎や 
個人で稼ぐ方法論などを配信しています。 

自分で稼ぐ力を身に付けて 
仕組み化を実行したいという方には参考になる
かと思います。 

ブログや本書では書ききれない細かい内容だっ
たり、具体的な方法などもメール講座では配信し
ています。 



1人でも多くの人が 
仕組み化を達成して、自由な生活を手に入れてく
れたらなと思っています。 

ぜひ挑戦してみてください。 

店舗を持つ必要も、 
人を雇う必要もないのでリスクはほぼゼロです。 

あとはやるかやらないか決意するだけ。 

その決意が1年後のあなたを決めます。 

自由を手に入れて、好きな場所で好きな人と一
緒にいるか。 
イヤイヤ仕事をしながら、毎日労働を繰り返すか。



では、 
最後まで読んでいただきありがとうございまし
た。 

メール講座はこれから毎日配信されるのでお楽
しみに。 


