
コンテンツビジネス企画シナリオ 
1通目件名：コンテンツで一生分の資産を自動化。破壊力抜群の計り知れないコン
テンツビジネスの世界。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

コンテンツビジネス企画に 
興味を持ってただきありがとうございます。 

ちなみにこのメールは、 
ちゃんと行動に移してくれた人にしか 
メールを送らないようにしてるので、 
しっかりと本音をぶつけていきますね。 

僕は今まで、 
コンテンツビジネスに取り組んで 
700万以上は稼いできました。 

そして僕が今こうして 
若い段階で自由になれているのは、 
間違いなく「コンテンツビジネス」を 
知ることができて、取り組んだからです。 

というか、 
成功して自由に生きるためには 
もうこれしかありえないと思ってます。 

それが本音です。 

ですが巷の情報を見ると、 



仮想通貨が熱いとか 
初心者は転売が1番いいとか 
FXやバイナリーが儲かるとか 

こういった情報が 
めちゃくちゃ発信されてますが、 

実際のところ冷静に考えると、 

・自動で 
・一生分の資産を 
・安定して右肩上がりで 

稼いでいくには、 
やっぱりコンテンツビジネス以外 
僕は考えられません。 

お小遣い程度でとか 
副業感覚でとかであれば全然いいんですが、 
それをやろうにも早く安定させて資産を作るには 
絶対にコンテンツビジネスが1番です。 

本当に月10万とか30万とかなら、 
コンテンツビジネスを勉強すればあっという間だし、 
それが実現すれば普段の生活にも 
かなり余裕が出て精神的にも楽になります。 

もちろん収入も一気に伸びて、 
今までお金で悩んでた恐怖やコンプレックスは 
一気に解決することができます。 

僕もそうでしたが、 



月10万とかからスタートして 
そこから資産を増やしていって、 
気づいたら月収100万を超えて自由になった人は 
実際にたくさんいます。 

なので、 
僕は今年収1億を本気で目指しながら 
コンテンツビジネスに取り組めてます。 

てか、 
達成できる未来しか見えてません。 

あとはルール通りにやるだけだし、 
もうコンテンツビジネスの型は理解したので 
コツコツと進めていくだけです。 

もしあなたが、 
自動でお金を稼ぐことができて、 
しかもそれが時給無限の世界で 
いくらでも収入をコントロールできる状態だったら、 
めちゃくちゃ魅力的だしカッコいいと思いませんか？ 

だからこそ今回の企画では、 
そういったコンテンツビジネスの 
ノウハウから本質まで全てをお教えします。 

あ、ちなみにコンテンツビジネスは 
ネットだけのものではなくて、 
実業とかの飲食店とか美容院とかにも 
十分応用が可能なんですよね。 

僕の知る限りだと、 



飲食店にコンテンツビジネスを応用させたら、 
月の売上が８倍になったという事例もあります。 

もちろん特別なことは何もしてなくて、 
ただコンテンツビジネスの型を 
そのまま飲食店に使っただけです。 

だからこそ本当に、 
コンテンツビジネスって 
まだまだ計り知れないなーと思います。 

で、これって単純に 
知ってるか知らないかだけなんですよね。 

まだまだコンテンツビジネスを知らない人は 
めちゃくちゃいるし、 
僕も全く知らなかったうちの1人です。 

だからこそ、 
若いうちに知れて本当にラッキーでした。 

逆に今も知らずにやってたら、 
絶対に今のような自由な時間もないだろうし、 
きっとお金にも悩まされて精神的にキツくなってます。 

ここで少し考えて欲しいんですが、 
北海道から沖縄まで行きたい時に、 
あなたは何を使って行きますか？ 

今の時代はもう、 
飛行機とか新幹線とかがあるので 



すぐに行こうと思えば行けますが、 
今の時代に 
「徒歩」で行こうと思う人はいないはずです。 

もし徒歩で行こうもんなら、 
何日かかるんですか… 
となってしまいます。 

ましてや、 
地図すら持たずに行くことなんて 
絶対に無理だし、 
すぐに危ない場所に入ってしまって 
彷徨い続けて遭難して死ぬだけです。 

ですが、 
ネットビジネスの世界ではなぜか、 
これを堂々とやってる人が多いんですよね。 

何の地図も持たないまま徒歩で出発して、 
案の定そのまま迷って死んで行く人が 
圧倒的に多い世界がこの業界です。 

そりゃー 
地図も無しに進んだら、 
確実にそのまま遭難しますよね笑 

だからこそ、 
ちゃんと本気でネットビジネスをするなら、 

「何をやるべきで、何をやらないべきなのか？」 

これをちゃんと理解するだけで、 



結果が出て成功するまでの時間も 
手にする資産の数もデカさも 
圧倒的に変わってくるんです。 

これは実際の事例ですが、 

1年間やってたった1万円しか稼げてない人と、 
1年間やって100万円をしっかり資産化して全て自由になった人。 

同じ取り組み時間なのに、 
やり方一つでこんなにも差が開いてしまうんです。 

ゼロの状態の人が、 
圧倒的な自由を得るのであれば 
絶対にコンテンツビジネスしかないと思ってますし、 
それが最強で最短な選択肢です。 

どうせやるんだったら、 
最短で楽しく、 
迷わずにやりたいじゃないですか。 

・・・と、こんな感じで 
本音をぶつけていきましたが、 
コンテンツビジネスは本当に奥が深いし、 
破壊力抜群のとても計り知れないものです。 

ですので、 
僕が2年間かけて勉強してきた 
コンテンツビジネスをこの企画で全てお伝えします。 

この企画でコンテンツビジネスに関しては、 



全て伝授できるかなーと思います。 

企画の詳細については2日後にご案内しますね。 
では、お楽しみに。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url1% 
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ーーーーーーーーーーー 

2通目件名：明日の20時ちょうどに募集を開始します。日給20万超えのコンテンツ
ビジネスマスターの日常。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

企画の募集を明日開始します。 

で、 
今日はまだあまり成功するイメージが 
湧いてないと思うので、 
実際にコンテンツビジネスで成功して 
自由になった人たちの日常を話していきますね。 

口語体で話します。 

ーーーーーーーーーーーー 



僕はよく、 
同じ起業家仲間と一緒に作業会したり、 
お酒を飲んだりして絡んでたりする。 

と言っても、 
自分より圧倒的に稼いでる人に誘われて、 
愛知から東京までその日のうちに行ったりする。 

そこには平気で月収300万の人がいたり、 
それ以外の人でも月100万超えが普通だ。 

だから、 
時間とかお金とか全く気にせず、 
食べたいものを頼めるし、 
終電が無くなったとしても 
近くのホテルにそのまま泊まったりする。 

よくカフェで作業会をした後、 
そのまま飲みに行くんだけど、 
そこでの会話は基本ビジネスの話がほとんど。 

今手掛けてるビジネスのことや、 
今後手掛けたいビジネスの話とか、 
あとは「今日いくら稼いだ？」 
といった話になることも。 

ちょっと生々しいけど、 
そこにいる人たちはみんな平気で 
1日で5万、10万単位のお金を稼いでる。 

中には、 
「俺今日50万いったわ。」 
と真顔でつぶやく意味不明な怪物もいる。 



ちなみにこの人は年収1億を悠に超えている。 

もちろんその他の起業家も、 
平気で日給5万とか20万を 
”たった1日”で稼ぐ人ばかり。 

そして驚きなのが、 
全員が”完全自動”で稼いでいる。 

朝から晩まで一緒にいても、 
平気でそのくらいの金額を稼ぐ状態。 

この時点でもう意味不明だと思う。 

「あ、売れたなー。 
　よし、もう一軒行きますかー。」 

こういうノリが普通にある。 

・・・1時間後 

ある起業家が、iPhoneを見ながら、 

「あ、また5万売れてるわw」 

みたいなこともよくある。 

で、 
この商品がバコバコ売れる感覚は、 



単純に安心感と安定感がハンパない。 

本当に毎日が給料日の状態。 

僕自身も、 
たまに日給20万稼ぐ日もあったりする。 

毎日20万。というわけではないけど、 
それでも1日で5万円稼ぐのも 
最近はそんなに驚かなくなってきた。 

朝起きてiPhoneの画面を見れば、 
「決済完了」 
の4文字が表示されているのがしばしば。 

最初の方は本当にこれには驚愕したし、 
天にも昇る勢いで、 

「よっっっしゃああああああ！！！」 

と叫んだのを今でも鮮明に覚えてるけど、 

最近は叫ぶことも無くなって、 
それよりももっと頑張んなきゃな。 
といった気持ちになることが多い。 

5万10万単位のお金を自動で稼ぐとか、 
本当に意味不明だし「？」状態だと思うけど、 
じゃあどうしてそんな状態になってるのかというと、 
単純にみんな自分の「コンテンツ」を持ってるから。 

もちろんそれは、 



自分だけのコンテンツだから 
利益率は100％になる。 

3万の商品が売れたら3万の利益、 
5万の商品が売れたら5万の利益、 
10万なら10万の利益になる。 

別にこれは、 
自慢してるわけでもなんでもなくて、 
ただこういった日常が 
自分でコンテンツを持つ人の 
「常識」だということ。 

そしてそれぞれが 
自分オリジナルのコンテンツだから、 
他の人とは比べ物にならないくらいの 
「安心感かつ安定感」 
がそこには存在する。 

自分オリジナルだから、 
誰かと競争するわけでもないし、 
そのコンテンツが自分の分身となって 
死ぬまでずっと働いてくれて、 
自分に富をもたらしてくれる。 

だからこそ安心できる。 

よく起業家仲間との会話の中で、 
弁護士とか医者とかよりも 
自分たちの方が何倍も安定してるよね。 
といった話になる。 



もちろんそれに関しては、 
激しく同意してるし、 
今ある仕組みもネットがなくならない限り 
構造的に崩れることがないから、 
今後一生食いっぱぐれないと確信してる。 

そしてその安心感や喜びは 
単にお金だけじゃなくて、 
いつもメールアプリを開けば 
毎日のように読者さんからの嬉しいメールが 
ドカドカ届いてる状態。 

「YouTubeでしゅんえいさんを知りました！」 
「今回のメルマガもありがとうございます！」 
「企画に参加させていただきました！参加してよかったです！」 

こういった嬉しいメールが、 
毎日のように僕のGmailに届いてる。 

これに関しては、 
お金とはとても比較にならんくらい嬉しいし、 
もっともっと勉強していいコンテンツを 
読者さんに届けられるように頑張ろう。 
といつも身が引き締まる思いになる。 

自動で勝手に商品が売れていって、 
毎日読者さんからの感謝のメールが届いて、 
喜びも増して、お金も時間もどんどん増えるから 
毎日幸せだし楽しめるんだなと思う。 

この状態ってどうだろう？ 
めちゃくちゃ理想的だと思う。 



繰り返し言うけど、 
こうなれるのは全て 
「コンテンツビジネス」に取り組んで、 
コツコツ資産を作ったからだ。 

正直まだ日給5万とか、 
イメージが湧いてないと思う。 

もちろん僕自身も最初は、 
は？そんなもんあるわけねえだろ！ 
と本気で思ってたしちょっとムカついてた。 

時には小手先レベルのノウハウに食いついて、 
無駄にお金と時間をかけてしまったこともある。 

でも、 
とりあえず精神で 
コンテンツを作ってみたら、 
こういう想像もできないような日常が 
本当に現実の世界になって、 
もう当たり前の常識になった。 

本当にゼロの初心者から、 
ここまで来ることができた。 

しかもこれは僕だけではなく、 
僕の先輩もそうだし、 
教え子だってそうだし、 
普段関わる起業家仲間もみんな同じ。 

全員が元々は何もできなくて、 
何も持ってない状態からのスタートだった。 



最初に自己アフィリして、 
Twitterのアカウントを作って、 
ゴミみたいなブログ記事を書いて、 
1日中フォロワー集めに集中して、 
動画を撮りまくったり、 
メルマガの文章がなかなか書けなかったり、 
集客がなかなかできなかったり、 
そのせいでモチベーションが上がらなかったり。 

みんな同じなんだなあと思う。 

そしてみんな途中から、 
コンテンツ作りの本質や 
ビジネスの本質に気づいて、 
そこから一気に月収100万まで突破した人ばかり。 

成功者全員の共通点といえば、 
「本質に気づいたこと」 
これがかなりデカい共通点。 

成功者に会うたびに話す事が、 
本当にネットビジネスは誰でもできるよね、 
といった話になる。 

俺は初心者だからとか、 
お金がないからとか、 
時間がないからとか、 
知識がないからとか、 
モチベーションが上がらないからとか、 
行動するのが怖いからとか、 



こんなのは一切関係なく 
誰でもやれば結果を必ず出すことができるのが、 
”コンテンツビジネス”の良いところだし、 
何よりも魅力的だと思う。 

お世辞抜きで、 
この世界にちょっと入るだけで、 
常識が非常識になって、非常識が常識になる。 

だからこそこれからも、 
どんどんコンテンツの資産を作って 
末永く安定して結果を残していきたいと思う。 

追伸1 

明日企画の募集を開始します。 

実際にどのくらい結果が出ているのか？ 
といった実績の写真などを載せたいと思います。 

やればちゃんとできますよっていう 
絶対的な確信と安心を持ってもらいたいんです。 

それにプラスして、 
今まで僕が具体的にやってきたノウハウを、 
僕なりの戦略や考えと一緒にお伝えするので 
レターを読むだけでもかなり勉強になるようにしてます。 



なので、 
参加するしないに関わらず 
届く案内は隅から隅まで読んでみて欲しいと思ってます。 

ここまでせっかく読んでいただいてるからこそ、 
僕もあなたに最高の提案をしていきますね。 

追伸2 

「やった事ないし想像できないから、 
　ネットビジネスはなんだか難しそう。」 
と思うかもしれませんが、 

実際に僕がやっていったように、 
まずは月5万や10万を目指して資産を作れば 
あっという間に5万10万は突破します。 

月5万でも資産が増えれば、 
それだけでもかなり余裕が出ると思います。 

僕は同じ人間がそれを達成してると知って、 
絶対に同じ人間がやってんだから俺にもできる 
と思ってたし、 

自分に負けたくなかった気持ちもあったし、 
あとは普通に自由になりたくて 
単純に後で楽をしたかったのが本音です。 

だからこそ「本質」を学ぶために、 
かなり早い段階から容赦無く投資しました。 



そしたら当たり前のように結果が出て、 
収入も時間も安定して得られるようになったので 
今改めてコンテンツビジネスに取り組んでおいて 
本当に良かったと思うし何一つとして後悔はありません。 

明日の20：00ちょうどに募集開始します。 
明日があなたの成功記念日になると良いですね。 

では。 

今後の案内を受け取りたくない方は、 
今のうちに解除しておいてください。 
%url1% 
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ーーーーーーーーーーー 

3通目件名：お待たせしました。【自由人錬金術】を5日間限定で募集開始します。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

お待たせしました。 

今日からこの5日間限定で、 
”コンテンツビジネスで 
自由人に生まれ変わるための企画” 

【自由人錬金術】 



に参加することができます。 

レターを読むだけでも勉強できるように、 
僕の実績やノウハウを加えながら書きました。 

ぜひ最後まで読み進めてみてください。 
→%url1% 

圧倒的な成長と結果は約束できます。 

では。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 
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ーーーーーーーーーーー 

4通目件名：自由人錬金術の狙いと目的&コンテンツビジネスに取り組んだ人の圧倒
的な自由度。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

昨日初めて、 
『自由人錬金術』の募集を開始しました。 

今日は、この企画に対する 
僕の裏側の狙いや思いを話していきますね。 



まず、この企画名の由来から。 

それは単純に、 

「コンテンツビジネスを通して、 
　本当の意味で自由なっていく人が 
　増えていけたらいいな。」 

と思ったのが、この企画名にしたきっかけです。 

個人が本当の意味で自由になって、 
自分の人生を思いのまま操る錬金術を 
身につけてもらおうという事で、 
『自由人錬金術』です。 

自由になるといっても、 
ただお金だけがあっても意味がないので 

自分の人生に関わる事全てを自由に 
コントロールできるようなスキルだったり、 
それを実現させるための思考だったり、 

コンテンツビジネスを通して 
あらゆるビジネスにも応用できるし、 

自分の人生を自由に作り上げていく事にも 
十分応用が可能です。 

だからこそ、 
そういった全てにおいて自由な人間を 
僕の企画を通してどんどん増やしていきたいんです。 



可能であればこの企画を通して 
自由になった人たちと 
一緒に遊んだりもしたいし、 
美味しいお酒でも飲みながら 
熱く語り合いたいと思ってます。 

僕が今までビジネスを教えて来た人は 
おそらく何十人レベルでいますが、 
実際に会って話したりして思うのは、 

やっぱりビジネスを通して 
すごく人生が楽しそうで、 
みんなワクワクしながらやってるなーと。 

例えば、 

・大学に通いながらも健康系の発信をして、 
　過去の自分と同じ悩みを持つ人の悩みを解決したり 

・サラリーマンをしながら 
　副業でコンテンツビジネスを初めて、 
　月20万単位の収益をコンスタントに稼ぐまでに成長したり 

・ブログやメルマガでコミュニケーションの発信をして、 
　20歳なのに40万以上自動化させたり・・・ 

どの人も楽しみながら、 
ビジネスに取り組めていて何よりです。 

そしてほとんどの人が 



自動化を基本としてビジネスしてるので、 
ご飯に誘ったりすればすぐに飛んで来てくれます。 

基本自由なので 
何にも縛られる事もなく、 
一緒に東京のスパで作業したり 
ちょっとおしゃれなカフェで読書したりと、 

しっかりとそれぞれが 
”自由人”になれているので、 
お互い相乗効果にもなるんですよね。 

そういった感じで、 
これからもどんどん自由になる人を増やして 
それぞれがレベルの高い魅力的な人間になって、 
今後何か一緒にデカい事業とかできたらなと思ってます。 

もちろんこの企画もそれの一環だし、 
お金はもちろんいただきますけど 

今まで以上に 
圧倒的に成長して欲しいと思ってるので、 
企画の中身には異常なくらい作り込みました。 

僕は普段ブログや 
YouTubeやメルマガで発信してますが、 
それ以上にこういう企画には 
全身全霊を持って取り組んでます。 

自分が3年間勉強して実践してきて、 
そこから教わった事や得たことは 
全て企画の中に突っ込んでます。 



それも、今後一生使えるものだけです。 

逆にいうと、 
数年で廃れるようなノウハウや本質は 
絶対に教えたくないしそんなの使って欲しくない。 
というのが僕の思いでもあります。 

だからとは言いませんが、 
今のところ 
参加してくれた方の満足度は100％です。 

「え…ここまで話してくれるんですか…。」 

と言われるほど仕上げてますし、 
必要に応じて編集もしてたりします。 

なのでちょっと不合理かなと思ってますが、 
だとしても人に喜んでもらうことは好きだし 
全然苦でもないのでいいかな、という感じです。 

最近は本当に思うんですが、 
やっぱり普通の人よりもビジネスしてる人の方が 
カッコいいし一緒にいて楽しいですね。 

本当にたまーーーに 
地元の友達と飲みにいきますが、 
毎回毎回上司の悪口とかゲームの話とか、 
給料が少ないからな～とか 

ハッキリ言って何も面白くもないし、 



なんか一緒にいるとそういうネガティブな思考に 
インフルエンザみたいに感染しそうでマジで嫌になります。 

ワクワクの「ワ」の字もない。 
てか普通につまんないですしね。 

なので今度誘われても 
きっぱり断ることにしますw 

逆に、 
ビジネスしてる起業家や 
仲間と飲みに行ったりしたら、 
ずっと前向きでポジティブな事しか話さないし、 
その時もかなりいい刺激も受けれるし 
そのおかげでマインドもモチベも上がるし、 
新しいアイデアも湯水のように湧き出てきます。 

起業家は人のことを応援することはあっても、 
さっきの地元の友達と違って 
人を否定するような事は絶対しませんからね。 

それにどの人も資産を作ってて自由なので、 
お金とか時間とかに変な気を遣う必要もないので 
一緒にいてすごく楽なんですよね。 

まあ早い話、 
関わりたい人としか関わらない感じです。 

せっかく日本に生まれてこれて、 
これだけ自由になれる環境もインフラもあるし、 
どうせ一回しか人生もないので 
好きな人とだけ過ごしたいと思ってます。 



だからこそこの価格でやってますし、 
企画の中身も今まで以上に 
とことん「成長」できるようにしました。 

なぜなら、 
僕がこういった企画をやる狙いや目的は、 
”圧倒的に自由な人を増やす事”だからです。 

そういった思いを込めて、 
自由人錬金術を作り上げました。 

自由人錬金術はこちらから参加できます。 
→ %url1% 

追伸 

レターの解説を動画でしました。 
→%url3% 

かなり細かく話してるので、 
気になるところを聞いてもらえればなと。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 



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ーーーーーーーーーーー 

5通目件名：コンテンツビジネス初心者でも100倍以上のリターンを得られる”錬金
術”。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

募集開始して2日が経ちましたが、 
しっかりと成長したいという 
意思のある参加者さんから 
たくさんの熱いメールをいただいてます。 

参加費もそれなりのものなので、 
まだ初心者の方で迷ってる方も 
結構いらっしゃるみたいです。 

なので、 
今回はそんな方の背中を押すつもりで、 
僕の自己投資に対しての考え方を話します。 

まず、 
自己投資なので当たり前ですが 
常にあとでどのくらい自分に返ってくるのか？ 
といった「リターン」を考えます。 

”これに投資したら、 
俺にいくら返ってくるんだろう？” 

・・・と冷静になって考えるんです。 

で、そのリターンが10倍以上であれば、 



もう迷いなくお金と時間を突っ込みます。 

これは僕も 
コンテンツビジネス初心者の頃から 
全く変わってない考え方で、 

全く稼げてない頃から、 
30万とか50万の教材を 
普通に買ったりしてました。 

2年前くらいですかね。 

その頃はまだ派遣社員してて、 
給料は15万くらいだったので、 
今の金銭感覚の10分の1くらいです。 

なので今の感覚で言えば、 
300万とかの教材に 
おりゃー！って気持ちで投資してました。 

そのくらいの覚悟でいたので、 
それが何十倍にもなって自分に返ってきました。 

でも、僕からすると 
「そんなの当たり前だろ。」って感じで、 

こんだけやったんだから結果でないわけないでしょw 
と素直に思ってました。 

というか10倍どころのリターンじゃなくて、 
30倍とかこれから先のことも考慮すると、 
余裕で100倍は返ってきますね。 



あと根性論含めで言いますが、 
「知識」と「情報」に投資したら、 
えぐいスピードで成長して 
あっという間に結果が出てしまうのが事実です。 

なぜそうなるかわかりますか？ 

”やるしかない状態になるから”ですよ。 

よく、若いうちに何でも挑戦した方がいい。 
って言いますが、 

誰でも「今」が一番若いので、 
今のうちに自分の成長のために 
ちゃんと勉強することってのは 
すごい意義のあることだし、 

成功してる人ほど、 
若いうちから容赦無くお金を突っ込んで 
確実に早い成長と成功を掴みに行ってます。 

自分よりも「プロ」の人に 
ちゃんと教えてもらって、 
知恵という圧倒的な 
”ショートカット”を使い倒して、 
その上でビジネスに取り組んでます。 

早い段階からそうやって努力したからこそ、 
今は綺麗な夜景の見える場所に住めたり、 
カッコいい車に乗れてたり、 



いろんな人から求められるような、 
「人生の勝ち組」 
と呼ばれる存在になれてるんですよね。 

僕ももちろんそうなりたいし、 
周りの人間には負けたくないし、 
ちょっとはちやほやされたいです。 

だって、 
二階堂ふみみたいな 
かわいい子と付き合いたいし、 
100億クラスの成功者とも関わりたいし、 
とにかく自由になって何にも縛られたくないです。 

本当に欲望しかないですよ笑 

そこはなるべく素直になって、 
自分の理想を目指すのが正解だと思ってます。 

どう足掻こうが1回しか生きられないですからね。 

だからこそ、 
若いうちなんて何でもやってみればいいし 
別に失敗してもいいじゃんって感じで、 
とにかくお金と時間をかけてきました。 

そういうマインドでやってきたので、 
結果的に今は失敗どころか成功。 
むしろ当時の理想のはるか先まで 



成長することができてます。 

最初の頃は月5万稼げたらいいかな～ 
って思ってましたからね笑 

逆に全く投資せずにいたら、 
今頃普通に会社の奴隷にでもなって 
ちょっとした隙間時間で荒野行動でもしながら 
つまらん毎日を過ごしてたんだろうな・・・ 

俺はいつか成功してやるぞ～ 
とか言いながら、 
毎日朝6時に起きて 
蕁麻疹が出そうな満員電車に乗って会社に行って、 
クソみたいな上司に 
必死にペコペコしてたんだろうなーと。 

もう側から見たら完全に負け組です。 
どう見ても勝ち組じゃないです。 

本当に恐怖ですね。 

自覚してない失敗が1番酷いです。 

あ、ちょっと話がそれてしまいましたね。 

今回の話をまとめると、 
何が伝えたかったのかというと 

「自分の成長のために、 
　しっかりとお金と時間をかけよう」 



ということです。 

今の状態のまま、 
常に迷って不安になりながらやったり、 
よくわからん不明確な情報に惑わされて 
大事なお金と時間を失うくらいなら、 

ちゃんと我に立ち返って勉強して、 
自分にとって1番の 
最短コースで成長すればいいのでは？ 

と思ってます。 

それに加えて、 
ここでちゃんとコンテンツビジネスを勉強して、 
圧倒的に素晴らしい仕組みを作っていきましょうよ。 

自由人錬金術の中では、 
僕が今まで勉強+実践してきて 
うまくいったノウハウや裏技的なことも 
ガッツリ話していくし、 

逆に失敗したノウハウや手法も話して、 
これをやったら失敗するからやらないでくださいね。 
といったこともどんどん暴露してます。 

だからこそ、 
成功のステージまで一気に到達できます。 

やることもちゃんと明確にしてるので、 
「あとはやるだけ」の状態にしてます。 



まずはコンテンツビジネスで 
経済的な成功をして、 
そこから先もさらに成長して成功できる 
レールを作り上げたので、 
その型にカチッと 
車輪を合わせて進んでいくだけです。 

そうすればマジでやるだけなので、 
驚くほど早く結果が出ます。 

今回の企画に関しては、 
内容的に考えると 
30万の参加費にしても全然よかったんです。 

実際、コンテンツビジネスに関しては 
この10倍くらいお金をかけて 
僕は勉強してきましたし、 
参加費の10倍は回収できるように 
マジで真剣に作り込んでます。 

ですが、 
僕がまだ貯金が無くて初心者だった頃、 
30万の教材を買おうにも 
なかなかキツかったので、 

今回は12万8千円の参加費にしました。 

ちなみに参加費に関しては、 
最終的に350,000円まで値上げします。 



なので、 
もし自分には今後一生必要ない。 
と思ったのであれば、 
別に無理して参加しなくていいです。 

ですが、 
「自由になって成功したい！」 
と本気で思ってるのに何も勉強しないってのは、 
本当に機会損失でしかないので、 
ここであなたの背中を押させてもらいました。 

何でもそうですが、 
行動した人だけにしか 
報われない世界だと思ってます。 

いずれにせよ自分のためですし、 
迷ってるなら素直に挑戦してみるってのも 
全然アリなんじゃないかなーと思いますよ。 

自由人錬金術はこちらから参加できます。 
→%url1% 

追伸1 

自由人錬金術では、 
僕がいつも記事や動画やメルマガ文章などの 
「コンテンツ」を作ってる時に、 
何を考えながら作ってるのか？ 



これを丸裸にしてます。 

受け止め方によっては、 
超打算的じゃんwって思うかもしれません。 

なので、 
その裏側の真実を知って 
僕の真似をするだけでも、 
相当反応が良いコンテンツを量産できるし 

それを活かした仕組みも細かく解説してるので、 
勉強しながら自分の安定した資産が作れます。 

まずは5万とか10万とかの仕組みで十分です。 

ちゃんと安定させながら、 
徐々に資産を大きく拡大していきましょう。 

そうすれば、 
それが月100万→月300万といった感じで 
大きな仕組みができていくので、 
スムーズにレールを進めていけます。 

追伸2 

よくある質問に答えました。 
→ %url3% 

これ以外に何かご質問等あれば、 
気軽にメールください。 



今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 
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ーーーーーーーーーーー 

6通目件名：チョットだけ企画の中身を先取りします。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

今僕は22歳で 
それなりの自由になってますが、 
それはこれまでのコンテンツが 
”365日24時間自動で働いてくれる” 
ってのが大きいです。 

ここで自由人錬金術の中身を 
少しだけ先取りしますが、 

「コンテンンツ」 

とは言ってしまえば著作物になるので、 
一度作れば利権を売らない限り、 
ずっと自分だけのものになります。 

例えば漫画とかが良い例です。 
その漫画は作者にしか書けないコンテンツです。 

ワンピースは尾田栄一郎しか書けませんからね。 



漫画以外にもたくさんコンテンツはあります。 

スターウォーズやハリーポッター、 
天空の城ラピュタや君の名はとかもそうです。 

これら全てコンテンツになります。 

一度コンテンツを作れば、 
そのキャラクターグッズを使った販売だったり、 
他にもアニメ化や映画化をすることによって、 
それ以降ずっと稼ぎ続けられるんです。 

それも、全て自動化ができるのが魅力的です。 

なぜなら、 
自動で集客してくれて、 
自動で価値提供してファンを増やしてくれて、 
自動で商品を販売までしてくれるからです。 

要は、自分がいなくても（働かなくても） 
コンテンツがあればそれが 
働いてくれるからです。 

自分だけの優秀な営業マンがいる、 
と思えば良いと思います。 

これってすごいと思いませんか？ 

実際にその凄さを明確にした出来事があります。 



僕の同い年の大学生の友達がいて、 
そいつはせっせとAmazonで転売をしてますが、 
利益は毎月変わらないらしく、 

ある日一緒にスタバでコーヒー飲んでる時に、 
隣で友人はスマホをずっと見て作業してましたが 
僕はずっとkindleで本を読んでました。 

ですが、 
その日稼いだ額は僕の方が大きかったんです。 
友達は1万、僕は5万くらいだったと思います。 

当時はすでに 
コンテンツビジネスをやってたので、 
僕は何もしてなかったけど 
勝手に収益が発生してたんです。 

で、その時に友達は 
コンテンツビジネスの凄さに感銘を受けて、 
その日にちょっとだけ教えたら、 
翌月にはコンテンツからの収益が出たみたいです。 

僕は今の時点で完全にコンテンツに任せてるので、 
ひたすらコンテンツを作って 
あとは自動化→自動化→自動化。 

といった感じで 
資産を作れてるのがラッキーだし、 
その重要さや凄さを 
友達にも理解してもらえてよかったです。 

ちなみに、 



その友達よりも僕が凄いとは微塵も思ってません。 

労働のビジネスをやってるか、 
コンテンツビジネスをやってるか。 
ただそれだけの違いです。 

別にコンテンツを販売して稼ぐといっても、 
大ヒット映画みたいな規模でやる必要は全く無くて、 

自分を信頼してくれる数人のファンに 
コンテンツを売れれば良いんです。 

そうすれば、 
あとはもう売れたコンテンツを仕組みに組み込んで 
そこからはひたすら自動化すればオッケーです。 

本当にこれだけなんですよね。 
別に難しいことは何もしてないし、 
やれば誰でもできるよね、というレベルです。 

これって個人だけじゃなくて、 
会社がうまくいくのか？さえも、 
この考え方って重要になります。 

「コンテンツを作って自動化」 

というのはいわばビジネスの本質なので、 
この考え方があれば無限に商品を量産できるし 
原価も０円で稼ぎ続けることができてしまいます。 

こういった収入形態は、 



権利収入とか不労所得とかと同じです。 

ネットが無かった時代であれば、 
本を出版したり、発明品を作って 
それを販売するのが困難でしたけど、 

今はネットが当たり前の世界になったことで 
コンテンツを使って 
しっかりと商品を売ることができるので、 

僕みたいな特に才能もないような凡人でも、 
ちゃんと不労所得は作れるんです。 

①自分だけの商品を作って、 
②それが売れる仕組みを作って自動化する 

本当にこれしかやることないです。 

いろんな仕組みを量産させてもいいし、 
1つの仕組みだけをデカくしてもいいです。 

当然その仕組みを極めれば、 
1億以上を狙えるようにもなるし、 
月収30万とかであればかなりあっさり超えます。 

それくらいコンテンツビジネスは、 
威力抜群のビジネスなんです。 

逆に、 
転売とかアフィリエイトとか 
それ以外のものも含めネットビジネス全て、 



コンテンツビジネス無しでは語れません。 

ですが、 
なぜか多くの人がそこに気づかずに 
何も勉強してないのが現実です。 

有名なブロガーさんはもしかすると、 
多少はコンテンツを勉強してるかもしれませんね。 

それでも、 
彼らは月間100万PVとかあるのに、 
実は収益は少なかったりしてます。 

その根拠に、 
彼らは100万PVもあるから当然有名で 
やっと月収100万を稼いでますが、 

それに対して 
僕はたった4000PVしかないのに、 
収益は190万出せてます。 

僕は全く有名でもないし、 
生まれ持った才能があるわけでもない。 

僕のコンテンツは基本は文章か動画です。 

それも一流の小説家のような 
ライティング力があるわけでもないし、 
動画もマインドマップで簡単にまとめて 
それなりに喋ってるだけで、 
話す能力も対してすごくありません。 

それでも、 



100万PVもあるような有名ブロガーよりも 
僕の方が稼げてたりするんです。 

しかもお金だけじゃなくて、 
僕の元には毎日のように感謝のメールや 
前向きなメールが送られて来ます。 

それだけお客さんに信頼される 
コンテンツを作ることができたら、 
当然満足度も跳ね上がっていきます。 

コンテンツの力で人に喜んでもらえるし、 
実際に行動してもらって結果を出してくれるし、 
自分が発信することで感動して泣いてくれたりします。 

綺麗事を言うつもりはないですが、 
人に感謝されながら稼げるって素晴らしいし、 
何よりも楽しいしやりがいがあります。 

なので社会貢献ができてると思えるし、 
それがかなりモチベーションを保てる 
重要な要素の1つになってます。 

欲を言えばもっと早くに 
コンテンツビジネスと出会いたかったし、 

初心者の状態で 
そういった感覚でビジネスしたかったです。 

僕はちゃんと結果が出るまでに 



1年以上かかってしまいましたが、 
もっと早く知っていれば 
絶対1年以上もかけずに成功できてました。 

だからこそ、 
僕のコンテンツビジネスに対する思いは 
人よりも何倍も強いです。 

これからビジネスをするのであれば、 
早い段階からコンテンツを勉強して極めれば、 
めちゃくちゃ美味しい思いができるのかなと。 

コンテンツで質の高い人を集客して 
誠心誠意を持って商品を作って 
その商品を多くのファンに届けて 
お客さんにちゃんと満足してもらうことで 
感謝のメールを毎日もらって 
そのおかげでまた満足されるコンテンツが作れて 
さらにデカい仕組みを完成させていき、 

確実に結果を出して、 
自分にとっての成功をすればいいんです。 

そのために必要な知識やノウハウは、 
僕が全てお教えするので 
ここからは、 
大船に乗ったつもりでいてください。 

自由人錬金術は残り72時間で募集終了します。 

カウントダウンが終わったら、 



その時点でページが閉じて 
参加できなくなるのでご注意を。 

→%url1% 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 
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ーーーーーーーーーーー 

7通目件名：大企業（実業） vs 個人（コンテンツビジネス）　 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

コンテンツビジネス企画の募集は、 
残り48時間となりました。 

で、今日の内容は 
「大企業と個人では、どちらが勝つのか？」 

これについて話しますね。 

いきなりですが、 
大企業と個人が戦うとなったら、 
どちらが勝つと思いますか？ 

まあ、”普通”に考えたら、 
絶対に大企業が勝つだろうなと思うはずです。 



ですが、 
こういった”普通”に考えてしまう事や、 
世間一般的な目線で判断してしまう事が、 
今後ビジネスする上でいかに危険なのか。 

そしてその固定概念を全て捨て去って、 
新しい価値観を身につけることによって、 
今後のビジネスでの成功率や人生の充実度は 
一気にうなぎ上りになります。 

一般的な考えで見たら、 
そりゃー大企業のが強いです。 

でもここで少し考えてみて欲しいんですが、 
そもそも同じ土俵で戦う必要があるのか？ 

と思ってます。 

まず大前提ですが、 
大企業や大手企業になってくると、 
何をやろうにも 
絶対に「コスト」がかかってしまう。 

人を雇って、 
企画会議をやって、 
それを上に報告までしなきゃいけない。 

こういった 
人やモノの流通のようなものがあれば、 
それだけ時間も金もかかってしまいます。 



要は、個人の身軽さは大企業にはありません。 
フットワークが重いんです。 

しかも、 
毎月給料も決まった額払わないといけません。 

大企業はとにかく新しい事業とか 
企画とかをする参入障壁が高い。 

僕ら個人みたいに、 
とりあえずコンテンツ10個作って 
テストして簡単なデータとるかー。 

みたいな事が大企業にはできません。 

それも、その名の通り大企業。 

”大きな企業”なので、 
個人がやるような小さなビジネスなんかを 
わざわざやろうとは思わないですね。 

もっと言うと、 
投資家からの了解を得られないというのが事実です。 

なので、 
そもそもの戦う土俵が違うんです。 

だって、街の商店街のあるような、 
小さな八百屋さんを大企業は潰そうとはしません。 



これはなぜか？ 

大企業は一気に全てをまとめて管理したいからです。 

もし大企業が 
そういった個人店を潰そうもんなら、 
街の商店街ごと買い取ったり、 
そこを一気に工事して 
大型スーパーを作ったりするはずです。 

八百屋や魚屋のような単一商売じゃなくて、 
イオンやコンビニのような、 
総合商売をするはずなんですよね。 

なので基本的には、 
大企業は総合。個人は単一です。 

これに関しては今後はもっと二極化します。 

ですが、 
今後は特に僕ら個人がやるような 
単一商売が人々のニーズになっていきます。 

毎日の生活に刺激がなくなってきたからです。 
だから個人価値の深さをどんどん感じるようになります。 

ヒカキンさんやはじめしゃちょーなどの、 
個人YouTuberがでも全然成り立ってるのは 
この理由にあると思ってます。 



大企業のような大人数よりも、 
個人の方が信憑性が高いので、 
より信頼感が生まれます。 

大企業ってなんか、 
いかにも業者っぽいというか・・・ 

この感じわかりますよね？笑 

Twitterアカウントとか見てても、 
業者っぽいアカウントって、 
あんまりフォローしたくないですよね。 

逆に個人アカウントの方が、 
ちゃんとしたアカウントに見えて 
信頼もできるので、 
大体フォローされたらフォローし返します。 

それが個人が強い本質です。 

昔はネットがなかったので、 
テレビ広告や街に貼ってある広告を見たら、 
大企業の商品が良いんだ！みたいな感じで 
それを信頼してましたけど、 

今はYouTubeやTwitter、 
というようにネットが発達したおかげで 
個人が信頼を生み出せる時代に進化したんです。 

一個人が勉強したことや、 
元々持ってるスキルをネットで発信すれば、 



それだけで人が勝手に集まるようになりました。 

こういった人間らしいコンテンツだったり、 
元々備わっていたクリエイティブさが大事です。 

良いコンテンツを生み出す事ができれば、 
どんどん人が集まってくるし、 
それを1番やりやすいのが個人です。 

だからこそ、 
個人がどんどん情報発信すべきなんですよ。 

そしてその発信先がネットであり、 
手段がコンテンツというわけです。 

記事や動画や写真といったコンテンツの資産が 
どんどんネット上に増える事によって、 
自分という存在が勝手に知られていくんです。 

ネットリテラシーがない政治家みたいに、 
わざわざ街に出てマイク使ってデカイ声を出して 
自分をアピールしなくてもいいんです。 

コンテンツを作るだけで、 
それに興味のある人だけが見てくれて、 
自分の事を好きになってくれます。 

しかもそこから口コミや、 
ネット上での拡散がどんどん起こってきます。 

そうすると、 
「あなたに会いたいです！」 



と言ってくれるファンが増えていきます。 

僕の場合を言うと、 
こないだ東京で初の懇親会を開きましたが、 
かなり遠いところから 
僕に会いに来てくれた読者さんがいました。 

その方は青森から来てくれたみたいです。 

いやー、やっぱり嬉しいですね。 

こういった「会いたい」 
と思ってもらえる存在というのは、 
それがもう個人としての価値になるし、 
コンテンツを作る事でそれが可能になります。 

そうすれば、自分が何かの広告塔にもなり得ます。 

まあ、小規模のビジネスですけどね。 

でも個人が経済的な成功をするなら、 
小規模ビジネスで十分です。 

わざわざ大企業のような、 
大規模なビジネスを目指す必要はありません。 

個人は小さな小舟のようなもので、 
何か障害が出たり、 
壁が出てきたとしても 
すぐに避けたり方向を変えたりできます。 



だからこそしっかりと信頼されて、 
質の高いコンテンツ作りを目指していけば、 
何を言ってるのかさっぱり理解できない 
ゴミみたいなサイトや記事なんかに負けないし、 
お客さんからいつも信頼される存在になります。 

当たり前ですがそうなれば、 
価値提供の量がまるで違うので 
富も人も情報もどんどん集まります。 

なので個人の方が圧倒的に勝負したとしても、 
おそらく勝てるだろうなと思ってます。 

本当に個人でビジネスできるって素晴らしいです。 

だっていくらでも失敗できるし、 
いくらでも挑戦する事ができるからです。 

僕も最初は失敗しまくりでしたよ。 
ですがその分、挑戦もしまくってました。 

まあ別に失敗してもお金かかんないからいっか。 
的なノリでやってましたし、今だってそうです。 

しかもどんなコンテンツも資産になって溜まってくし、 
消したいなと思ったらすぐ消せるし、 
やればやるほど知識も経験も増えていきますね。 

だから失敗は無いと思ってます。 



本当の失敗というのは、 
「何も行動しないこと」だと思ってます。 

とりあえずコンテンツを勉強してみて、 
コンテンツ作ってみっかー、 

これでいいんですよ。 

今の時代、ト◯タなどの大企業でも、 
簡単にクビを切られる時代になりました。 

今後は個人で稼ぐ時代です。 

どんどん知識を付けて、 
しっかり稼いで刺激的な毎日を過ごして、 
そして”自由人”になっていきましょう。 

そんな理想の世界を、 
『自由人錬金術』では作ろうとしてます。 

自由人錬金術はこちら。 
%url1% 

追伸 

ヤバイ勢いで決済通知が来ます。 

コンテンツビジネスマスターになって、 



大企業にも負けないスキルを身につけてやりましょう。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 
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8通目件名：常に3次元で捉えること。1日35円で確実に自由人に生まれ変わる企
画。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

今回は買い物をする際の価値観について。 

これは僕の価値観ですが、 
ケチって安い物をたくさん買うよりも、 
ちょっと高くてもそれをできるだけ 
長く使い倒そうと思って買う買わないを決めてます。 

例えば、 

1万円のバック、 
5万円のバック、 
10万円のバック。 



この3つの中からどれを買うか？ 
もう迷わず10万円のバックを買いますね。 

なぜなら、 
僕は常に物事の費用対効果を考えていて、 
できるだけ3次元で捉えているからです。 

ここで言う1次元は価格。 
2次元は機能と性質。 
3次元は時間軸です。 

確かに価格だけ見れば、 
10万のバックは高く見えます。 

ですが、 
それ以外の性質や 
ブランド力も同時に考えると、 
1万のものを買うよりも圧倒的に 
費用対効果は大きいです。 

僕は職業柄、 
他の起業家さんと会う機会がありますが、 

もしそこで 
安っぽいボロボロのバックを持っていたら、 
印象も信用もガタ落ちしてしまうでしょう。 

そう考えた時に、 
10万以上の損失をするどころか、 
それをきかっけに 
成長にも歯止めがかかってしまって、 
結果的に100万以上の損をするかもしれませんね。 



大げさに聞こえると思いますが、 
本当にリアルに起こってる事です。 

で、ここで1番大事なのは、 
お金を使うときは常に3次元で考える。 
つまり「時間軸」をちゃんと見るという事。 

これを考えた時に、 
10万のバックを買ったとして 
それを1年間使うとすれば、 
1日あたり273円になりますね。 

さらに3年間使ったとすると、 
1日あたりたった91円です。 

1日たった91円。 

それだけで自分のレベルを上げれて、 
富も人脈も知識も増えるんです。 

逆にここでもしケチってたら、 
どうなってると思います？ 

値段は超安いけど、 
それ以外の機能やその後にもたらす影響は 
きっと悪くなるんじゃないですかね。 

人には等価交換の意識があるので 
安いが故に大事に使わなくなるだろうし、 
すぐ新しいバックを買うだろうから、 
結果的に安いものを買う方が損失が大きくなります。 



これってビジネスでも全く同じ事が言えます。 

安っぽい教材をたくさん買い漁って 
結果的に損してる人は腐る程いるから、 

だったら高くて内容も良くてボリューミーで 
なおかつ質の良い教材を反復して勉強する方が、 
よっぽど結果は早く出るし、急成長します。 

もちろん投資したお金なんてすぐにペイできるし、 
その後の成功や進化も考えると 
完全にそれ以上の効果を出してプライスレスです。 

そして今回の企画に関しても、 
参加費を払うとなれば 
躊躇するんじゃないでしょうか？ 

ですがここで、 
さっきと同じように 
それがもたらす費用対効果と 
「時間軸」で考えてみてください。 

コンテンツビジネスはどんな年号になろうが、 
どんな時代になろうが永遠に使えるものなので、 

1年単位あるいは10年単位で考えると、 
12万8千円であっても、 

1年だと1日350円。 



5年だと1日70円。 
10年だと1日35円になります。 

普通にジュース我慢するだけで買えますね。 

それに、 
会社員として定年まで40年間働いても 
もらえる給料は目に見えてて、 
年収1000万を超えることはほぼありませんが、 

ネットビジネスを 
10年でも続けたらどうなると思います？ 

きっと普通に10年もやれば、 
年収1000万どころか1億は超えるはずです。 

ちゃんとやれば絶対3000万は超えますよ笑 

コンテンツビジネスであればなおさらです。 

1年やれば月収100万円は超えれるし、 
仮に1年やって、 
毎月10万円でも稼げるようになれば 
確実にその後あなたにもたらす影響は計り知れません。 

確実に自由人になれるんじゃないでしょうか？ 

今回の企画である 
『自由人錬金術』の中では、 



・コンテンツビジネスで100万稼ぐ本質とマインド 
・集客の基礎と攻略法 
・メディアの基本的な育て方 
・コンセプト作りの基本 
・魅力的なコンテンツ作りの基本 
・何も無い0の状態からの仕組みの作り方と戦略 
・感動されるコンテンツ作りの具体的な戦略 
・行動されるコピーライティング 
・高単価商品でも売れ続ける秘訣とノウハウ 
・僕の実際のメルマガを見せながら解説 

もちろんもっとありますが、 
こういった内容が盛り込んであります。 

どれか1個でも落とし込めば、 
参加費なんて余裕でペイできます。 

100万どころか、 
プライスレスですね。 

ここで自分に投資した12万8千円が、 
後に30万→50万→100万→500万→1000万… 
と、増えていけば安い投資なのかなーと。 

大学には借金までして入って 
これといった学びもできずに卒業していって 
なんとなーく会社に就職するくらいなら、 

ここでしっかり自分のためにお金と時間を使って 
会社なんかに属さず楽しく生きて自由になった方が、 
確実に良いんじゃないのかなーと。 



そう過去の自分には 
言ってあげたいと思ってます。 

自由人錬金術の中身は、 
参加してくれた方の意見も取り入れてるので、 
日々進化していくのでかなり充実してますよ。 

1日35円で確実に自由人になりましょ！ 

自由人錬金術はこちらから参加できます。 
%url1% 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 
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9通目件名：残り1時間です。レベルアップの階段を登って一気に自由へ。 

本文： 
どうも、しゅんえいです。 

残り1時間で、 
自由人錬金術の募集が終了します。 

これ以降は参加する事ができないので、 
ご注意ください。 

レターはこちらです。 



 %url1% 

「こんな自分でも稼げますか？ 
　コンテンツビジネスをやった事がありません…」 

こういったご質問をいただきました。 

で、結論を先に言ってしまいますが、 

大丈夫です。 
稼げますし、僕もやった事はありませんでした。 

それに、 
僕もいきなり難しい事はできなかったので、 
初心者の方もそこは安心してください。 

どっちにしろコンテンツの本質を学べば、 
今難しいと思ってる事も理解できるので 
かなり簡単に取り組めます。 

算数の九九と同じです。 

今は九九なんて簡単に言えると思いますが、 
それでも最初はなかなか覚えるのにも 
それなりに手こずったのではないでしょうか？ 

そしてコツを掴んでしまえば、 
もう九九なんて朝飯前だ～！ 
となります。 

ビジネスもそれと一緒で、 
一度コツを掴んで慣れてしまえば、 



もう一生使う事ができるわけです。 

コンテンツを作る本質や思考を 
ここでしっかり勉強する事で、 
無限に資産も富も生み出せるようになります。 

月収10万くらいの仕組みなら、 
おそらく1週間もあれば作れます。 

あ、でも寝ずにやれば 
最短で3日とかでいけそうです。 

なので、 
今ある僕の資産が全て倒れたとしても 
コンテンツを作る本質と思考があるので、 
すぐやり直せるしお金で困るような心配は 
正直なところありません。 

コンテンツがあるからこそ 
成功者は自動で稼ぐのが常識になってます。 

逆に言えば、 
コンテンツがなかったら 
自動でなんて絶対稼げないし、 
そうじゃなかったら自由じゃないです。 

カフェに行ってコーヒー飲んで 
のんびり本読んでる時に 
スマホ見たら、5万の入金通知。 

あ、売れた。 



よし、読書再開しよ。 

みたいな日が日常になるし、 
かなりのんびり怠ける日もあります。 

とは言ってもまだまだ成長したいので、 
心理学の勉強をしたり、 
セールスの勉強をしたり、 
脳科学の勉強をしたり、 
歴史の勉強をしたりとか 

こういった成長するための 
知識をかなり勉強してますが、 

やっぱ自動で商品が売れると 
精神的に余裕も出るので焦る事なく 
ちゃんとやりたい事に打ち込めますね。 

旅行をしたいと思ったら、 
1ヶ月毎日どこかに出かけたりして 
フルで自由な時間を使えるようになるんです。 

要は何が言いたいのかというと、 
「基準を1つずつ上げていけば楽勝になる」 
という事です。 

月10万の仕組みを作るのは 
僕にとっては楽勝なように、 
もっと上の成功者にとっては 
月100万も楽勝になってます。 

”完全に放置状態で毎月安定して100万” 



これをコンテンツビジネスで 
手に入れる事ができたらどうですかね？ 

今はあんまりイメージできないかもしれませんが、 
基準を1つずつ上げていけさえずれば 
これが常識に切り替わります。 

今回の自由人錬金術では、 
その基準を底上げするための 
ベストな環境を用意しました。 

一緒に自由になって旅行でも行きましょう。 
そして一生資産を生み出せる状態に生まれ変わりましょう。 

焦らずじっくり考えてくださいね。 
 %url2% 

参加できるのは、 
タイマーが動いてる間のみです。 

それ以降はもう二度と 
参加する事はできないので 
あらかじめご了承ください。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 



%url3%


