
才能レポート 
こんにちは、しゅんえいです。 

今回のレポートのテーマですが、 
「才能」について書いていきます。 

これを読むだけでも、 
どうやって才能を磨いていくかとか、 
センスをどう高めていけばいいかを 
理解できると思います。 

さらに、 
このレポートを読めばかなり 
ビジネスの当たり前度が上がる内容になってます。 

あなたのやる気を充電するつもりで 
楽しんでいただければと思います。 

ではここからスタート。 
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自分よりもレベルがある人と一緒に話したりすると、 
つい嫉妬してしまって、 



「この人にはきっと才能があるんだな。」 

と思ってしまったことがある。 

つい最近は自分よりも 
すごい起業家と飲みにいく機会があった。 

で、そこでいろんな話を聞くことができて、 
話しているうちにだんだんと見えてくるものがあった。 

それは、 
「成功者はただやるべきことをやってるだけ」だった。 

外見だけ見れば、 
ただの才能にしか見えないし、 
元から持っている考え方とか素質とかの 
レベルの高さに圧倒されてしまった。 

でも一緒にいて成功者を見てみると、 
ただ地味なことを淡々とやってるだけだった。 

そのやるべきことっていうのは、 

・本を読んだり 
・知識に投資したり 



・素直になることだったり 
・謙虚に学んだり 
・行動しまくったり 
・勇気を出して飛び込んだりすることだった。 

これってほとんど才能がないと 
できないものではなかった。 

例えばいきなり無人島に飛ばされてサバイバル！ 
みたいな常人並の行動をしないといけないわけじゃない。 

やるべきこととは、 
やろうと思ったら誰でもできる範囲で、 
こんな僕でもできる様なことをただ淡々とこなしてるだけだった。 

で、かなり驚いたのが 
ちなみに僕は毎日30分は本を読んでいる。 

そこで一緒にいた起業家に 
どのくらいのペースで読書するのかを聞いてみた。 

そしたら彼は、 
1日１冊のペースで本を読んでいた。 



これにはさすがに驚いたと同時に、 
すごく悔しかったなー。 

同じ毎日を過ごしていても、 
こんなに密度が違うなんて、、、と実力の差を知らされた。 

自分の中ではちゃんと見えないところで 
もっと努力してるんだろうな、と思っていたけど、 

こうやって見えるところで差をしっかり見せつけられて 
めちゃくちゃ悔しかったし、もっと行動しなきゃだめだな。 
という気持ちになることができた。 

そこから反省して、 
僕はすぐにAmazonで本を10冊ほどポチった。 

とりあえずこの10冊を1週間以内に 
全て読んでしまおうと思っている。 

で、早速読み進めているけど、 
色んな分野の本を読んでいるから、 
点と点が線でつながって1つの面になる感覚がして、気持ちいい。 

この感覚は今まで何となくでしか感じられなかったけど、 



ここでしっかしと知識を入れ込むことで、 
その感覚がハッキリとわかってきた。 

例えば、飲食店の看板って 
何で赤色を使った看板が多いのか？ 

これをずっと考えてたんだけど、 
それは日常にある信号によるものだった。 

僕らは赤信号で止まって、 
青信号で進む、というルールが昔からある。 

だから赤色が入った看板を見てしまうと、 
無意識に止まってしまって、 
やがてそのお店が気になって入ってしまう。 

こういったことが瞬時に理解できる様になった。 

成功者はこんなことを常に考えていて、 
知識があるあら点と点がすぐに繋がる。 

あとは、2020年に東京オリンピックがあるけど、 
その後は不況になると言われている。 



なぜなら、 
アテネオリンピックがあったギリシャや、 
北京オリンピックがあった中国も、 
オリンピックの後は不況になったから。 

そしてこの背景には 
2008年のリーマンショックとか 
アメリカとロシアの冷戦の話がある。 

こういった観点から繋がる様にして 
オリンピックの後は不況になる、と理解できる。 

だから、 
2020年までには資産を数億円くらいにするくらい 
マジで行動しなきゃな。 

とか、 

てかのんびりやってる場合じゃないな 
もっと早く行動しないと不況に巻き込まれる、、 

とかいうのがわかってくる。 

今まではそんな世界の情勢や 
金融の話なんて全く関係ないと思ってたし、 



興味なんてまるでなかった。 

でも、今は知的好奇心が出てきて 
何か調べたり知識を増やすことが楽しくなった。 

人間としてレベルアップしてる感じがするし、 
同時にビジネスアイデアもどんどん出てくるようになった。 

それまではレベルが高すぎる人がたくさんいて、 
「そんなことまで知らなきゃいけないの？」 
とか思ってたんだけど、 

知識を知るのにはちゃんと意味があるんだと、 
体感レベルで理解できるようになった。 

例えば、経営者と会った時に、 
マーケティングの話ができない、金融の話ができない、 

経済の話もできないとなると、 
まず相手にされなくなるから、ある程度は知識をつける必要がある。

別に、専門家レベルの知識をつける必要はない。 



月に本を1冊読むとか、1日1ページずつ読む、 
くらいの感覚でいい。 

これをやるだけでもかなりの知識はつくし、 
脳のレベルが上がるし、 
一生知識は使えるからこそ、 
墓場まで得た知識を持ってくつもりで学びは続けようと思う。 

話が逸れたので戻そう。 
やるべき事をやってるだけという話だった。 

その時今まで読んだ本の話をしていたら、 
「1日1冊読むなんて、俺が20歳の時は普通だったよ」 
という言葉が飛んできた。 

つまり、1日1冊読むことを今の僕より2年も若い時に 
普通にこなしていたということだった。 

その言葉を聞いて僕は、 
ハンマーで頭を殴られたような感覚がした。 

マジでやることしてるだけだわ、、、 



と思ったし、 
成功するべくして成功してるんだな、、と思った。 

しっかり知識を突っ込んでるし、 
その知識にちゃんとお金をかけて勉強してるし、 
足を動かして行動していた。 

これをその時話していて強く感じた。 

この人はこうやって 
今までの人生の中でちゃんと学んできたからこそ 
みんなが「天才」だというくらい成功してきたんだと思う。 

ネットビジネスはある意味、 
この起業家ほど勉強を積まなくても 
月100万くらいだったら普通に達成する。 

僕もぶっちゃけ本なんて読んでなかった。 

マジで真剣に読んだ本といえば、 
脳科学の本をちょっと読んだり、 
自己啓発の本を数ページ流し読みしたくらいだった。 



本をちゃんと読まなくても 
正しい知識さえあればやるべきことがわかるし、 
軸になる教材とネットに落ちてる情報だけで 
月100万を達成していた。 

その時はめちゃくちゃ嬉しかったけど、 
なぜかその時自分がすげえみたいな感じがして 
天狗になってしまったことがある。 

コンテンツビジネスは自動化できるし、 
資産性も高いから、専門家レベルの勉強しなくてもいいから、 
そこで完全燃焼してしまう人がかなり多い。 

僕自身も一度、 
行動してるんだけど、 
なかなか作業に身が入らずに1日中Amazonプライム観たり、 

ダラダラして昼まで寝てたり、 
気が向いたら外に出てニートみたいな状態になっていた。 

その時は 
「これって理想の生活じゃね？」 
と何となく思っていた。 



でも、時間が経つと同時に、 
心の中にポカンと穴が空いた感じがして 
前に進んでない焦りのようなものを感じるようになった。 

今思い返すとマジで勿体無いと思う。 

お前何調子乗ってセミリタイアぶってんの？って感じ。 

こういうのも簡単に結果が出てしまう 
ネットビジネスの悪いところだと僕は思う。 

同じような人はかなり多い。 

ただ、そこで止まってしまう人と、 
さらに上を目指して学ぶ人との差は、 
結局「知ってるか、知らないか」だけだと思う。 

自分より圧倒的格上と出会う勇気を持って、 
会うための努力をしているかどうかが大事。 

あまり前だけど、格上と出会った時は 
ショックを受けると思う。 



今までの自分の努力って 
なんなんだって気持ちになるし、 

バカにされるし、 
逃げたくもなるし、恥をかくかもしれない。 

そんな格上と出会ってしまうよりも、 
できれば下の人とだけつるんで 
狭い世界で天狗になってた方がまだ楽だと思ってしまう。 

だからそういった狭い世界で 
いばりちらすようになるんだけど、 
あとで年をとった時に自分の世界の狭さに気づいてももう遅い。 

どれくらいその起業家と僕がレベルが違うのかっていうと、 
僕は1週間の間にほとんどパソコンに触れなかったけど 
20万ほどの収益が出ていた。 

これでも、まあまあすごいかもしれない。 
と僕はその時思っていたんだけど、、、 

でもそれに対して一緒にいた起業家は、 
同じ1週間で150万ほど収益が出ていたらしい。 



差でいうと7.５倍の差があった笑 

マジかよ。こんなレベル違うのかよ、、 
レベチじゃん。 

で、この結果を見てどう思うかが大事。 

今までの僕だったらこの結果を見て、 
「才能があるんだな」「チートだろ」 

という言葉で片付けてたんだけど、 
一緒ににいて行動を見ていたからそうは思わなかった。 

確かに、ずっと自由でほとんど働いてる感じは見えなかった。 
でもちゃんと知識を詰め込んで学んでいたことは理解できた。 

だからこそ結果が 
当たり前のように出るんだなと思うし、 
その結果は過去の行動の恩恵を受け取ってるだけに過ぎない。 



才能の真の姿 

人の才能って何で決まるんだろう？ 
ってずっと考えていた。 

つまり、才能の正体って何で決まるのかを考えていた。 

で、その答えは 
”どこを目指しているか？”で全てが決まると思う。 

年収1000万が目標であればそれがその人の器だし、 
1億ならそれがその人の器になる。 
で、そこから10億、100億と進めるか？ 

という目的がそのまま器になっていく。 

でも、その器だけじゃダメで、大事なのは 
「知ってるかどうか」 
ということだ。 

要は、自分よりも圧倒的格上と出会って、 
その人の思考に触れることが大事。 



例えば、イチローは確かに才能があるけど、 
その才能だけじゃなくて圧倒的な努力があるからこその結果だ。 

つまり、５点満点の才能に 
５点満点の努力をかけて25になってるイメージ。 

だから、たとえ才能が３点しかなくても、 
５をかければ15になって成功することができる。 

15もあったらかなりのレベルまでいける。 
おそらくプロの領域は15くらいだと思う。 

逆に、いくら才能が5点あったとしても、 
そこに努力をかけなければショボいまま終わってしまう。 

つまり何が言いたいのかというと、 
自分の努力次第でその人の才能すべてを変えられるということ。 

僕はすごく貧乏な家庭でスタートしたから、 
多少の領域なら下克上できると思う。 



日本にいて、日本語で話せて、 
ネットが使えて、普通に生活できている。 
手と足が2本ずつ生えていて、目も耳も問題ない。 

その状態であれば、かなり恵まれてるなと思う。 
（もちろん、障害があっても下克上は可能だけど） 

だからこそ、 
これは常に自分にも当てはまることだけど、 

「才能」という言葉だけで片付けて 
何も努力しない人を見るとムカついてしまう。 

ってか昔の自分は完全にこれだった。 

圧倒的格差にいる人を見て 

すげえなあ、才能あるんだなあ、 

という言葉だけで片付けてるそのマインドがまずい。 

だから必死に言わないように努力した。それを直そうと意識した。 



すごいと思うんじゃなくて、俺にだってできるんだ。 
と思うようになった。 

そういえばこの前は、 
年収4500万の経営者と対談する機会があったんだけど、 
そのときに 

「しゅんえい君は、いつも謙虚だしすごいよね」 

と言っていただいた。 

どうやら、僕は自分より上の人達にビビらず 
謙虚にたくさん学んでいる、という意味らしかった。 

まだまだ自分が上から学ぶ姿勢が足りないので、 
僕の謙虚な姿勢を真似したいと言ってくれた。 

そして彼は上の人に学ぶと決心してから、 
さっそく業界でも有名な人と会って話す約束をしていた。 

素直にすげえと思った。 

彼は普通にセミリタイアできるくらいの資産があるのに、 



それでもまだまだ学ぶ姿勢があるし、 
素直で謙虚でマジでかっこよかった。 

年下だろうがそんなの関係なく 
自分よりすごい人から徹底的に学ぶ意欲があるし、 

常に自分を客観視していて、 
その上で謙虚に改善する素直さに何よりも驚いた。 

そしてすぐに行動して、 
学んだことをそのまま現実のものに変化させている。 

業界トップ層の人に会うって絶対緊張するだろうし、 
圧倒的格差を見せつけられて凹む可能性だってあるのに 
どうしてそんなにまっすぐに進めるんだろう？と思った。 

でも、それが経営者の魅力だし、 
素晴らしい姿勢だと思う。 

自分より上の世界にいる人が 
さらに自分より謙虚な姿勢で行動してたら、 
そりゃあもう叶わないよな。 

衰退しないし、調子乗らないし、ずっと前に進んでくだけだ。 



調子に乗ってもらった方が僕としては都合がいいけど、 
それすらしないからずっと成功し続けている。 

素直だし、何よりも謙虚。 

そして自分の可能性を無限に信じていて、 
どこまでも成長できると本気で信じきっている。 

やっぱ、成功者はやることやってるだけだった。 

ちなみにどうして上の人から素直に学べるんですか？ 
と言われるけど、 

それは自分のことを基本信用してないから。 

ポテンシャルは信用してる。 
まだ若いし、1億でも10億でもいけると思ってる。 

でも今の自分の能力は、 
まだまだ未熟でもっと学ばないと10億はいけないと思う。 

もちろん、ビジネスはある程度のレベルまで学んでるから、 



アフィリエイトもコンテンツビジネスも 
かなり本質的なところまでは理解できたと思う。 

自動化、マーケティングも得意な領域まで来ている。 

だけど、他の知識に関してはまだまだ自分はポンコツだと思う。 

例えば金融や医療や行動経済学とか、 
今まで特に触れたことがない分野はまだまだだし、 

学ぶことも山のようにあるから、 
今後ももっと勉強していきたいと思う。 

だからこそ止まっている時間はないし、 
天狗になって調子にのるなんてほってのほかだ。 

天狗になるなんてダサいからその鼻ごとへし折って、 
もっと大きな世界を見ろよ、と思う。 

とにかくもっと大きな世界へ、 
上のステージまで進んでいきたいと思う。 

そしたらもっと楽しい人生になるだろうし、 



見る景色もきっと変わって、 
集まってくる人のレベルもどんどん上がるはずだ。 

才能はマインドが全て 

僕は今まで、本当に色んな経営者に会ってきた。 

その中で、僕が追いつこうとしても追いつかず、 
かるか上の世界に行ってしまった人も何人もいる。 

逆に、僕が追い抜いてきた経営者も沢山いる。 

じゃあ、その違いは何なのかと聞かれたら、 
ひとつの出した結論が 

「マインド」 

というシンプルなものだった。 

マインドが高ければ成功するし、低ければ成功できない。 



は？そんなわけないでしょ。と思うかもしれない。 
僕自身もマインドとかいらんでしょ。それよりノウハウでしょ。 
とか思ってた。 

でも、どんなノウハウを選ぶのか？ 
というのもまたマインドによって全く変わってくる。 

例えば、目先のお金を求める人はすぐに収益が出るものを選ぶし、 
長期的に稼いでいくことを求める人は 
ずっと商品を売り続けるものを選ぶ。 

だからこそ、長期的にわたって成功している人は 
しっかりと種まきになる作業を選ぶし、 
長期的なビジネスを選んでビジネスをしている。 

別にどっちでもいい。 

自分が行きたい方を素直に選べばいい。 

だから、目先のお金を求めてビジネスをしてしまって、 
あとで大失敗して後悔してしまう人が多い。 



ネットビジネスは途中で諦める人が多い、 
というイメージが多いけど、 
それは選んだビジネスをただ間違えてるだけに過ぎない。 

成功する人はずっと成功し続けている。 

もしくは、サクッと儲けて投資の世界に行って、 
そこでさらに成功している人も多くいる。 

ここで大事なのは、 
マインドによって選択するものが決まるということだ。 

マインドが腐ってたらどうしようもないビジネスを選んでしまうし、
マインド次第ではどうやっても正しい情報しか入ってこなくなる。 

色んな情報が落ちまくってるけど、 
その情報の中から正しい情報を得られるのはマインドの力だ。 

そしてそこから得た情報を素直に落とし込み、 
ちゃんと富を増やすというのもまたマインドの力によるものだ。 



つまり、マインドを鍛えることで正しい情報を戦略を知り、 
そしてかつ、しっかり富を築けるということだ。 

事実として、 
この人はマインドが高いな、と思った人で 
失敗した人を今まで見たことがない。 

今まで会ってきた中で刺激的だったのが、 
以前もメルマガの中で紹介したけど 
ぶっ飛んでる同い年の起業家だ。 

彼とはもう1年以上会ってないけど、 
久々にこの前彼のSNSを見てみたところ、 

業界の大御所と一緒に 
ツーショット写真を撮ってアップしていた。 

で、その人の塾に入って 
もう一度1からマーケティングを学ぼうとしていた。 

僕は彼のぶっ飛んだマインドが好きで、 
彼とマインドについて話した中で 
マジで心に残る言葉があるんだけど、 



「根拠のない自信を持ってブサイクでもいいから行動する」 

と言っていた。 

あとで詳しく聞いてみると、 
彼はネットビジネスという世界に出会ったことで 
自分でも絶対に億万長者の世界に行けると信じきっていたらしい。 

だからどんなに下手くそでも 
プライドなんか捨て去って行動するし、 
成功者が言ったことをそのまま実行するだけだ、と言っていた。 

で、1番すごいと思ったのが 
彼はその業界の大御所の会社に弟子入りを申し出たらしい。 

給料はいらないからとにかくそこで 
1から学びたいとのことでわざわざ動画を撮って 
その人にメールまでしたとのこと。 

この時点で「負けた」、と思った。 

と同時にめちゃくちゃかっこいいなと思った。 



自分が成功することを微塵も疑わずに 
ずっと行動しているし、 
成功するのが当然のように振舞っている。 

だからビジネスを始めて45日目で 
月収100万を超えて、3ヶ月目で200万を超え、 
今では会社を２社経営して大きくビジネス展開できているそうだ。 

彼の周りの起業家にも会ったけど、 
すげえ礼儀正しくて、とても好感を持った。 

すごくいい環境でビジネスできているんだなと思った。 

ここで彼から学べることがたった1つ。 

それは、”根拠のない自信を持てるかどうか？” 

だと思う。 

自分の未来をどこまで信用できるのか？ 
成功するっしょ。俺は選んだ道が正解だ。だから成功して当然。 

くらいの自信を持つことが重要だ。 



もちろん僕もビジネスを始めた時は、 
自信がまるでなかった。 

要領は悪いし、まともに勉強できないし、 
仕事もろくにできないほうだった。 

だから、ビジネスやるときも 
「お前が経営者？」 
と周りにバカにされていた。 

それくらい僕には才能が低かった。 

でも、実際にネットで稼いでる人を見て、 
無我夢中でメルマガを読み漁ってるうちに 

「ん？もしかしたら俺にもできるかもしれない！」 
と思うようになった。 

最初はもしかしたら稼げるかも、 
とぼんやりした感覚だったけど、 
僕の確信したセリフが 

「月に3人に10万の商品を売れば月収30万になる。 
日本には4000万人のネット人口がいる。 



月に3人に商品を買ってもらうことって難しいと思う？」 

という言葉だった。 

いや、難しくない、これなら確実にいける。 
てか結構ちゃんとやればできるぞ？ 
10万の商品２個売れば仕事辞めれるし最高じゃん！ 

と思ってこの世界に飛び込んだ。 

最初はお金のためにやってた。 
犯罪とかでない限り稼げれば何でもいいと思ってた。 

だから目先のお金を求めてありとあらゆるビジネスの話を聞いて、 
すぐに稼げるビジネスに何度も手を出したことがある。 

Twitterいじるだけで稼げる方法とか、 
そんなのやったなあ。 

それはそれで短期的には稼げた。 
でもずっと続かないだろうと思ってすぐに辞めた。 



僕の知り合いはそれを続けてたみたいだけど、 
ある日アカウントが凍結して収入がゼロになったとLINEが来た。 

今は再就職してるらしい。 

やっぱり短期的だとダメなんだという 
自分への教訓になった。 

で、結局今のビジネスに戻って来た。 

つまり仕組みを作って 
資産をひたすら作っていくビジネスモデルだ。 

ブログ書いて、メルマガ書いて、商品作る。 

これをひたすら繰り返したから、 
今は自動で日給3万は安定するようになった。 

実際、今ある僕の仕組みは5万の商品が5～6個売れる。 

このレポートも近くのスタバで書いているけど、 



すでに3つほど商品が売れている。 

売り上げでいうと15万くらい。 

月に5個の商品を売ることが実はそんなに難しいことじゃない。 

初心者の時に知った根拠のない自信も、 
実践すれば必ず現実になるんだなと思った。 

そう考えたら、 
1日3個商品を売ることもできるのでは？ 

という発想になってくるし、 

なんなら商品単価を上げて、 
1日1個売ることもできるのでは？ 

と考えるようになる。 

例えば、10万の商品が毎日3本売れたら日給30万。 



それが1年間続けば×365日で9000万ほどの収入になる。 

これさえも夢のように見えるかもしれないけど、 
全く不可能な話ではない。 

それを当たり前のように達成してる人を 
何人も知っているからこそ、自信を持って言えるのだ。 

結局は知ってるか知らないか 

結局は知ってるか知らないかの世界だと思う。 

僕は今のビジネスモデルを構造的に見ても 
年収1000万は絶対に行ける範囲だと思ったし、 
年収1億だって必ず行けると信じている。 

年収1000万は人口の5％しかいない。 
だから難しい、なんて発想には全くならなかった。 

いや、むしろ1億2000万人のうち5％もいるんだ。 
600万人もいるじゃん。いけるっしょ。という感覚だった。 



さすがに年収1億ともなると、 
人口の0.001%くらいになるけれど、 
だとしても1万人くらいいることになる。 

1万人もいるんだ。 

この1万人に入ればいいんだな。 
と思うと、これも楽勝じゃね？と思えてくる。 

しかも、節税とかで 
実は年収1億以上あるけど 
無いように見せている人もいるから実はもっと多い。 

意外と普通の見た目の人が 
実は年収1億で３社の代表やってます、とかはかなりある。 

ここで結論をまとめたいと思う。 

とにかく持つべきマインドは、 

「自分も絶対に成功者になれる」 



という確信を持つことだ。 

最初は自信なんてなくてもいい。 
根拠を持たなくてもいい。 

とにかく自分は「できる」と思って 
調べて見たり、新しい世界を覗いて見ることが大事なのだ。 

日本に住んでいたら、 
何でもできると思うし、平等にチャンスはあると思う。 

いくらでも挑戦できるし、 
すでに体系立てて成功する方法もちゃんと存在している。 

型を学んで、マインドを学んで、 
丸真似のように真似しまくって、 
それをスピード感を持って実践すれば、 

大抵のライバルなんて追い越せる。 

だって、みんな我流でやるんだもん。 



マインドを鍛えようとしないし、 
ビジネスの本質を知るという視点が欠けているから 
ずーっと目の前のニンジンを追いかけてる馬みたいだ。 

そうじゃなくて、 
ちゃんと本質を学んで 
知識と思考を身につけた方が絶対に早い。 

強い武器を身にまとって行動してると、 
面白いようにポンポン結果が出てくる。 

わかりやすく言うならば、 
裸のサルvs刀と鎧をまとった侍みたいな構図になる。 

そりゃ刀持ってる侍の方が強いよな。 
サルはいくら引っ掻いたって鎧あるから傷はつかないんだからさ。 

だからまずは、 
強い武器を手に入れることから始めよう。 

型、思考、知識、マインド。 



これを持って突っ走ればマリオのスター状態になって、 
結果がどんどん出るようになる。 

才能は後で身につく 

僕はこれを知ってから、 
毎日のように音声を聴きまくっていた。 

自分より格上の人を見つけて、 
その人の音声を何度も何度も擦り切れるくらい聴きまくった。 

どれくらい聴いてたかと言うと、 

ご飯食べてる時も、 
風呂に入ってる時も、 
トイレで踏ん張ってる時も、 
寝てる時も聴きまくった。 

今でも聴きまくってるし、 
聴くたびにマインドセットが高まるのを実感する。 

音声学習はめちゃくちゃいい。 



文章だけだとどうしても 
自分で読まないといけないという労力がいるけど、 
音声なら勝手にマインドをガンガン植えつけてくれる。 

耳から知識が入ってくるから 
自分の哲学がどんどん作られる。 

話を戻すけど、 
どのコンテンツを見るのか、なんの話を聴くのか。 
それ次第でマインドセットはガラッと変わってしまう。 

だからこそ、 
それを成功者のマインドとして自分で作っていけばいい。 

自分が理想としている人の音声を手に入れ、 
何度も何度も擦り切れるレベルで聴きまくるのだ。 

基本的にどの音声も3回は聴く。 
特に大事なところに関しては10回以上は聴くようにしている。 

そうすれば、 
自然に音声で言ってることが当たり前になってくる。 



例えば、「自動化したら収入が増える」というのも、 
学びまくっていれば当たり前の常識に変わるんだけど、 

でも普通は、自動化したら収入は下がるって思うはず。 

ってか自動って何？ 
働かなくてもお金が入ってくる？ 
不労所得？うわー、怪しい。 

って反応が正常だと思う。 

でも、学びまくっていると 
自動化に関しては息を吸うようにできるようになってくる。 

全ての生活を自動化させようとするし、 
ビジネスだってすぐに自動化させちゃうから 
収入が増えてるのに時間も同時に増えていく、みたいな。 

これはかなり常識破壊だった。 

年収1000万ってめっちゃくちゃ働いてる 
サラリーマンのイメージしかなかったけど、 



むしろ1秒も働かずに稼ぐ人もいるってのを知った時。 

この時は足がグラついた感覚がした。 

経営者って絶対忙しいもんだと思ってたし、 
ドキュメンタリー番組とか見てると 
馬車馬のように働いてる系姿しか出てこなかった。 

でも、自分の目でいざ確かめてみると、 
むしろ逆で暇な経営者の方が多かった。 

暇で暇で、資産はどんどん増えていって、 
暇だからなんか事業でもしますかー 
みたいな感覚で社会貢献しちゃう経営者もいる。 

この世には1日で1億稼ぐ人もいるし、 
1秒も働かずに年収2億とか稼いで 
サラリーマンの生涯年収を一切働かず稼いじゃう人だっている。 

世の常識って何なんだろうか、、、 
と何度思ったことか。。 



また話が逸れちゃったけど、 
要は音声を聴きまくっていれば 
思考が変わって行動が変わるようになっていく。 

その上で取り組めば、 
サクッと結果が出る、といったシンプルな話だ。 

こんな風にすげー偉そうに語ってるけど、 
今思うと昔の俺はただの裸族みたいなもんだった。 

一切知識もマインドもない状態で 
アクセル全開で突っ走っていただけだった。 

いやいやいや、勉強しようぜっていうね。 

なに毎日のように作業作業作業で 
ガムシャラになって突っ走んてんの？ 

と、過去に戻って自分をぶん殴りたい。 

で、何とか途中で武器がいることに気づいて 
マインドを変えるようにしたんだけど、 
いやーマジで危なかったなーと思う。 



もしもあのまま全速力で突っ走ってたら、 
今も作業地獄にハマってたのかなと。 

しっかり学んで、 
結果が出ることだけにフォーカスしたら 
本当に楽に戦えるようになった。 

これも、 
マインドが変わったおかげだと思う。 

それまではずっと、 
「作業してれば結果出るでしょ」 
という考えを持ってたんだけど、 

正しくは、 
「勉強×実践すれば結果が出る」 
っていうのが正解なんだ。 

いい武器を手に入れたからこそ、 
効率よく前に進むことができている。 

サクサクっと結果が出てきて、 
何をやれば収入が伸びるかわかるようになるのだ。 



これだけは絶対に言えるんだけど、 
僕は本当に「0」の状態から今のステージに来れたから 
「素直にやればできる」 
と確信を持って言える。 

年も環境も年収も関係ない。 
仮にいま初心者だろうが一切関係ない。 

ようするに、マインドセットが全てだ。 

自分の未来を信じて取り組めるかどうか、 
それをどこまで信じれるかが本当に全てだと思う。 

未分不相応？そんなの知ったことか。 
まだ自分のステージがどうのこうのとかどうでもいい。 

思いっきり背伸びして 
大風呂敷広げてリスク背負って 
エイやー！って進んでみればいいんじゃない？と思う。 

そこまでやる人いないから、楽勝に勝てるよ。 



知らなかったら、知る努力したらいい。 
知れば知るほど、構造的に儲かることがわかってくるから。 

簡単な話、資産を作り続ければいい。 

勉強して、資産作って、また勉強して、資産作る。 

マジでこれだけ。 
難しいことなんて一切考えなくておっけー。 

本質を学びまくって、型を知ればいい。 

そしたら、 
なーんだこんなことか、 
とむしろ拍子抜けしてしまうかもしれない。 

そこまで学んでから資産を作れば、 
結果はものすごいスピードで生まれる。 

そして、 
そうやって結果を出しまくる能力のことを 



「才能」 
と呼ぶのだと思うんだ。 

つまり才能とは、 
マインドであり、それによって作られた 
思考そのものなのだ。 

だからこそ、誰もがいわゆる 
「才能」 
を鍛えることができる。 

収入が面白いように増えていって、 
何でもすごいスピードで上達していって、 
常に高い基準値で行動することができる。 

そういったスーパーマンみたいな人は、 
マインドを鍛え上げた結果なのだと思う。 

だからマインドは鍛えても 
鍛えすぎるという上限はない。 



鍛えれば鍛えるほどセンスが磨かれて、 
もっと高いレベルに進化することができるからだ。 

だから、僕は今でもマインドを鍛え続けている。 

ハタから見たら 
こりゃ才能だわ、と言われるほど 
マインドを鍛えていきたいと思う。 

その根っこの部分にあるのは、 
「上の世界に一体何があるんだろう？ 
　見てみたいから見に行こう」 
という気持ちだ。 

ワクワクしかしない。 
上に行けば行くほど面白くなる。 

上の世界から見る世界ってきっと楽しいんだろうなー、 
と思いながら今日も一歩一歩前に進んでいきたいと思う。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 



という感じでレポートを書いてみました。 

いま素直に思ってることを 
そのまま書きなぐってしまったので、 
読み苦しい部分があったらごめんなさい。 

もし学んだことだったり、 
感想、意見などあれば是非ください。 

楽しく読ませていただきます。 

で、これは絶対に伝えたいんですが、 
感情が高ぶったのであれば、何かアクションを 
起こしたほうがいいと思います。 

僕にメールを送るとかでもいいし、 
Twitterで呟いてみるでもいいし、 
ブログを開設してみるでもいいと思います。 

そうやって今の現状を変えてみることで、 
少なくとも結果が出るからです。 

僕自身もこの機会に誰かがアクションを起こしてくれたら、 



自分ごとのように嬉しく思います。 

では！ 

しゅんえい 

筆者ブログ：http://syunnei001.com/ 
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