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感想を送っていただき 

ありがとうございました。 

今回、感想を送ってくださった方だけに、 
3日間限定で特別なご案内があります。 
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半永久的に自分が稼ぎたい分の報酬をもたらしてくれ
る仕組みをしゅんえいと二人三脚で作れる 

史上最強のスクール 

　フリーインターウィードクラブ 
-free Interweed Club- 

どんな時代だろうが無くならない 
最新型のアフィリエイト手法を公開します。 

廃れない自分だけの仕組みをここで作れば、ぶっ
ちゃけ、もう他の高額塾や教材にお金を使う必要

はありません。 



初心者がまずやるべきなのはアフィリエイト。 
その後に独自コンテンツ販売。 

こんにちは、しゅんえいです。 

2016年の1月からネットビジネスに携わってきて、早4年が経ちま
したが、やっぱり、 

小手先のノウハウやテクニックをいくら追い求めてもすぐに廃て、 
時代が進んでいく度にライバルもどんどん増えてきているな 

と思います。 

その中で、ネットビジネス初心者の方に毎回質問をいただくのは、 
「初心者は何からやればいいでしょうか？」というものです。 

ですので、今回は 

・まず何からやればいいのか 
・どういうステップで稼ぎ、真の自由になればいいのか 

を解説してみたいと思います。 

かなり本質的な内容にはなりますが、10分以内で読めるように設
計しています。 



最後まで読んでもらうことで、今後あなたの人生は大きく変わると
断言できます。 

なぜなら、それだけ現実的で、インパクトのある内容だからです。 

それに、僕はこれまで100人以上のお客さんや、これからビジネス
で稼ぎたいと思う人を直接見てきて、1番再現性のある仕組みの作
り方を話そうと思っています。 

そして、この手紙の最後には、僕の初めてのスクールのご案内があ
るので、「しゅんえいと二人三脚で成功したい」という方は参加し
てみてください。 

とはいえ、参加するしないに関わらず、ビジネスで失敗しないため
の大事な話をするので、ぜひ最後まで読んでみてください。 

まずいきなり単刀直入に言いますが、 
初心者は、アフィリエイトからやるのがベストです。 

そして、アフィリエイトというビジネスモデルを使ってまずは 
真の自由な状態になる為に、仕組みを作る必要があります。 

その後、アフィリエイトに慣れてきたら、今度は独自コンテンツ販
売をする。その順番が初心者が成功するには1番です。 



僕自身も、2年前は無料オファー案件のアフィリエイトをメインに
月30万～40万ほど報酬を発生させていました。 

論より証拠だと思ったので、証拠を見せます。 
下記の報酬画像は、数あるASPの1つです。 

何気に僕の本名を公開していますが、そこは気にせず笑 

話を戻しますが、僕は元々アフィリエイトの経験があったので、 
メルマガやブログで本格的に情報発信を始めた時から独自コンテン
ツを販売してきました。 

そして、もちろん結果も出してきました。 



今は法人化2期目に入り、まだまだしょぼいですが、1期目の利益
は月平均で50万ほどでした。 

独自コンテンツ販売の収入は1000万を超え、その内、ペイパルか
らの収入だけでも700万を突破してます。 
 

と同時に、おそらく僕のライフスタイルは、他のビジネスマンと
違って「暇」な時間が多いです。 

午前中は近くのスバタに行って仕事をすることが多いですが、 
基本的にお昼以降はNetflixで映画を観たり、漫画を読んだりしてま
す。 

それ以外にも、その日のノリ次第で帰りの切符を買わずに旅行に
行ったりもするし、1日中YouTubeを見たり、趣味の筋トレとバ
レーをして身体を動かす時間が多いです。 

つまり、他の人とは違って、 



お金と時間を両方得られている状態なのです。 

アフィリエイト→独自コンテンツ販売 
という流れで仕組みを作ることで、それを可能にすることができま
す。 

繰り返しにはなりますが、 

自分の売れる商品が何もない初心者であれば、 
間違いなくアフィリエイトからやるのがベストです。 

と同時に、今後ビジネスで勝ち続けて、真の自由な状態になりたの
なら、「ビジネスが自動で回る仕組み」を作る必要があります。 

「教材を買ったけど何からやればいいかわからない」 
「どんな順番でやればいいか知りたい」 
「年収1億とか目指してないからとにかく時間とお金を得たい」 

そんな方は、今すぐにアフィリエイトからやることをおすすめしま
す。 

でも、そんな事を言っても、 

別に、とりあえず今稼げたら 
それでいいんじゃないの？ 

と言われることがあります。 



例えば、今はアフィリエイト以外にもいろんなビジネスがありま
す。 

ブロガー、FX、せどり、YouTuber・・・など、 
インフラが整ってきたことで色んな稼ぎ方があるわけですね。 

確かに上記４つは、やれば「とりあえず今生きるだけのお金」は稼
げると思います。 

でも、それではダメなのです。 

その理由は簡単で、 
お金があるだけでは全く自由じゃないからです。 

ほっと深掘りしますが、では、なぜ自由じゃないんでしょうか？ 

お金は稼げるけど、上記4つのビジネス自由じゃない。 

それは、自動化できないビジネスだからです。 

例えば「ブロガー」というビジネスモデルは、 
1年間まともなPVが無い中でも毎日ブログに記事を更新し、アド
センスや薄利のアフィリ案件で稼ぐというビジネスですが、 



そもそも1年間、毎日ブログを更新できる人なんて初心者にはほと
んどいないし、99.9％の人は途中で挫折します。 

しかも、その労働量に対してのコスパが悪いのがブロガーの典型例
です。 

確かに、ビジネス系のインフルエンサーはほとんどブロガーさんが
多いので、「ブログのアドセンスやアフィリがいいのかな？」とみ
んな誤解しがちですが、それでは真の自由にはなれないのです。 

「FX」も自由ではありません。 

そもそも投資は初心者がやるものではないし、余剰資金がないのに
やろうとすると、間違いなく失敗します。 

僕の知り合いで、サラリーマンでFXに手を出して、600万の借金
を背負った「Jさん」という方がいますが、彼はいまだに毎月10万
ずつ消費者金融に返済してます。 

投資をやるのは、ビジネスで稼いである程度の余剰資金が溜まって
からです。 

それまでは、1番最適なビジネス（自動化可能なアフィリエイト）
でお金を稼ぐことがベストなのでは？と思います。 

「せどり」も僕自信、経験があるので言えることですが、 



基本的に物販というのは労働地獄です。 

確かに即金性という面で見ればいいのかもしれませんが、 
一生付き纏うのが「仕入れ」と「梱包発送」です。 

ここで考えなきゃいけないのは、 
「50歳、60歳になっても一生労働できますか？」ってことです。 

そして、ほとんどの人が迷わず「NO！！！」と答えると思いま
す。 

なので、せどりも真の自由ではありません。 

「YouTuber」も、有名になれば相当な金額を稼げるでしょう。 

ですが、そもそも有名になるのが大変ですし、 
仮に有名になれたとして、今有名なYouTuberで真の自由な状態な
人は誰一人いないと思ってます。 

それに、あなたは、別に有名になる為に稼ぎたいわけじゃ無いと思
うんですね。ただある程度、自由になれるお金と時間があればそれ
でいい。 

そういう考え方で、ここまでこの手紙を読んでいただてるのだと思
うんです。 



もし、「俺は有名になって影響力を持ちたいんだ！！」と思ってい
るのなら僕はYouTuberになる事を止めませんが、「自由になりた
い」のなら、その選択肢は間違ってます。 

要は、 

・自分が働かなくてもビジネスが回って収益が生まれる仕組みを持
てるか？ 

・ビジネスを自動化させないと労働地獄に陥ってしまう 

ってことです。 

そして、「アフィリエイト」こそが自動化しやすいビジネスなので
す。 

しゅんえいさん、 
アフィリエイトがいいのはもうわかりました。 

じゃあ、どうやってアフィリエイトで 
自動化するんですか？ 

そろそろ、なぜ初心者はアフィリをすべきか？は理解できたかなと
思うので、ここからは具体的にどうやって真の自由になるのか？を
話します。 



これは結論、 
ブログとメルマガを組み合わせることで、ビジネスを自動化できま
す。 

つまり、ブログで集客し、メルマガに見込み客を集めてアフィリエ
イト（もしくは独自コンテンツ販売）するってことです。 

はい、これに関しては僕も普段からYouTubeやブログの中でもお
伝えしているんですが、 

ただ、その方法で稼ごうとした時に、初心者さんがよくやってしま
いがちなミスがあります。 

それは・・・ 

いきなり自動化しようとすると、稼げない 

ってことです。 

実際、「自動化することが大事だ！」「仕組み化だ！」と多くの人
が言ってるので、ほとんどの人は 

①ブログとメルマガで情報発信 
②自動化 

の順番で仕組みを作ろうとしますが、 



ですが、その場合、「そもそも発信するもの（＝武器）」がない状
態なのにブログやメルマガをやっても9割くらいの人は途中で挫折
してしまうんですね。 

確かに、「武器」が無い状態でもいきなり自動化できるにはできる
し、場合によってはお金も稼げますが、僕がこの5年間ネットビジ
ネスに挑戦する人たち、そしてその中で挫折してビジネスを諦めて
いく人たちを徹底的にリサーチした結果、 

武器がない状態でいきなり自動化するとほぼ挫折する 

ってことがわかったのです。 

どうですか？ 

あなたは人に価値提供できるスキルや知識やノウハウを持って、 
今ビジネスを自動化できてますか？ 

そして、真の自由な状態になれてますか？ 

お金も時間も両方、手に入れてますか？ 

もし、これらの質問に対して1つでも「YES！！」と言えないのな
ら、正しい3ステップを踏んで、真の自由になる必要があります。 



真の自由になるための正しい3ステップとは？ 

これから話す3ステップを踏めば、アフィリエイトを自動化して真
の自由になることができます。 

ステップ①：まずは発信する武器を纏（まと）う 

現時点で何かしら発信できる武器（スキルや知識）があれば問題な
いですが、それがない場合は1ステップ目でその武器を作る必要が
あります。 

よく、「実績がないから稼げない」「自分にはネタがないから行動
できない」という人がいますね。 

つまりそれは、「武器がない」状態。 

ないのなら、その武器を作ればいいのです。 

なので、まずは再現性のあるスキルやノウハウで実績を作ります。 

例えばそれが僕みたいに「お金系」のジャンルであれば、別に月
100万みたいな実績なんて必要ありません。 



月5万もあれば十分でしょう。 
（月100万より、月5万稼ぎたい！という人の方が多いからです） 

再現性のあるノウハウとしては、最近だと「note」という稼ぎ方が
あったり、「転売」や「自己アフィリエイト」といったものでいい
と思いますし、月5万円の実績というのは割とすぐに作れます。 

例） 
5000円のnoteを10人に売れば5万円になりますし、 
自己アフィリで5万円も案件をこなせば突破できますし、 
不用品や転売をしても5万円は作れるかと思います。 

お金系のジャンル以外にも、恋愛市場も熱いので、「ナンパ」とか
「復縁」とかのノウハウで実績を作るでも全然OKです。 

とりあえず、ステップ①では再現性の高いスキルとノウハウを身に
付けてしまえば、それがあなたの武器になるのです。 

ステップ②：ブログとメルマガを使ってステップ①で作った武器を
発信する 

ステップ①ができたら次に移ります。 

①で作った武器（スキルとノウハウ）を使って今度はブログとメル
マガで情報発信していきます。 



ブログでその武器に絞った形でコンテンツを作り、 
メルマガに読者を集め、武器に特化したアフィリエイト商品を販売
していくわけですね。 

すでに武器があって、独自コンテンツが作れる人は独自コンテンツ
を売りましょう。 

ちなみに、このステップ②の時点で月30万～月100万は十分許容
範囲になります。 

例えば1件2万円のアフィリ報酬がもらえる商品だったら、 
1日1人に売るだけで月60万の報酬が生まれるわけですし、 

3万円の独自コンテンツを1日1人に販売できれば、月90万の収益
が生まれます。 

こんなことを言うと、「そんなの本当に可能なんですか？」と言わ
れますが、ネット人口は日本だけでも1億人以上いるので、その中
から2、30人に自分のお客さんになってもらう 

と考えたら、かなり現実的だと思いませんか？ 

もちろん、10万単位の独自コンテンツを作れば、もっと少ない客
数で月100万を目指すこともできます。 



ちなみに、ステップ②の段階で「ブログ」を使うので、もしかした
ら「おいおい！それじゃブロガーと同じじゃねーか！」と思ったか
もしれませんが、 

ブロガーの「とにかくPVを集めて薄利多売する」ような戦略では
全くないので、ブロガーさんとは全く別のブログ戦略を取ります。 

・商品を欲しくなるような記事を書く 
・不必要な記事は書かず、必要な記事のみを書いてメルマガにリス
トを集める 

他にも、細かい戦略はありますが、 
このようにブロガーとは違う戦略で仕組みを作っているからこそ、 
真の自由になれるのです。 

と同時に、僕が常に大事にしてるのは、 
いかに少ない労働量で最大の収益を出せるか？ってことです。 

つまり、生産性やコスパですね。 

ブロガーさんのように、毎日毎日労働しまくって稼ぐコスパの悪い
ライフスタイルでは真の自由ではないのです。 

そこを突き詰めていった結果、ブログとメルマガを使ってアフィリ
エイトする（独自コンテンツ販売する）という結論に辿りつきまし
た。 



ステップ③：自動化する 

さて、ようやくステップ②までできたら、ここで初めて自動化して
いきます。 

具体的には、ステップメールを使う事でビジネスを自動化できま
す。 

そこまでできればあとはもう、 

・集客を伸ばして（SNS、YouTube、広告等）さらに報酬を上げ
るのもよし 

・仕組みにビジネスを任せて気分で旅行するのもよし 

・家族や恋人と大事な時間を思う存分過ごすのもよし 

自分が思うように、自由に生きればいいと思います。 

ここまでステップ①～③を解説しましたが、 
このステップを順番通り踏む事で、お金も時間も両方手に入れて、 
晴れて真の自由が実現するのです。 

どうですか？何となくでも、イメージが湧きましたか？ 



ぶっちゃけ、アフィリエイトや独自コンテンツ
販売はどのくらいの結果を出せるのか？ 

はい、ここまで一通り、真の自由になるために大事なこと、アフィ
リエイト手法、3ステップなどを話してきましたが、 

それを実践した人は、どのくらい結果が出ているのでしょうか？ 

既にこれまでの僕の講座生やコンサル生の中からいくつか事例を紹
介しますね。 

Case1：マーケティングの独自コンテンツ販売で 
会社の給料と合わせて月50万を突破したコンサル生 

2020年に入ってコンサル生になったRさんですが、最初はマーケ
ティング（主にリストマーケティング）の商品をアフィリエイト し
て、その後5万、10万と言った独自コンテンツを販売し、 

副業でなかなか時間がない中、ビジネスで月30万を突破。 

会社の給料と合わせて月50万の収入を稼ぐことに成功してます。 

現在は、脱サラに向けて本格的に動いていて、かつての目標だった
月100万も、おそらく年内（2～3ヶ月以内）には達成すると見て
ます。 



元々Rさんは2019年の12月までは、 

・ノウハウはあるけど何をすればいいかわからない 
・実践はしているものの、3ヶ月間1リストも集まらない 
・本当にこのやり方でいいんだろうか？ 

・・・みたいな、右も左もわからない状態でした。 

Rさん自身も、先ほど解説したステップ①～ステップ③を順番通り
に踏んだだけです。 

特別、難しいことはしてません。 
ただやる事をやっただけです。 

そんな状態を知っているからこそ、僕が提唱する3ステップは再現
性は高いと思ってます。 

Case2：コミュニケーションの商品をアフィリエイトして 
月60万稼ぐ大学生の講座生Tさん 

Tさんは2年前に僕の講座に参加してくれました。 



そして、人間関係やコミュ障で悩む人をターゲットに、「コミュニ
ケーションを克服する教材」をブログとメルマガを使ってアフィリ
エイトして、20歳の大学生ながらも月60万のアフィリ報酬を稼い
でます。 

現在はいろんな企画をしているらしく、 
「映画鑑賞会」をイベントして稼いだり、「英語の独自コンテンツ
販売」をしたりしています。 

彼も同じで、結局やってることの本質は3ステップなのです。 

正しい3ステップを踏む事で、どんなジャンルでアフィリエイトし
ても稼ぐことができて、尚且つビジネスを自動化できるので、真の
自由になれるわけですね。 

巷にあるのはどれも抽象的な内容の教材や 
高額塾ばかりだと思った。 

さて、ここまで真の自由になる為に色々解説したわけですが、 
いかがでしょうか？ 



ここまで読んでくださった多くの方は、 

「なるほど。アフィリエイトから初めてビジネスを自動化して、慣
れてきたら独自コンテンツを作って売ればいいのか… 

でも、いざやるとなっても、具体的に何を学べばいいの？ 

何から手をつけたらいいんだろう…？」 

という心境なんじゃないかな？と思うんです。 

実際、僕もブログやメルマガで何年も情報発信していると、 
次第に読者さんからこのような質問をいただきます 

↓ 

「具体的に何をやればいいのかを学べる教材を教えてください」 

こういった質問をいただいたので、 
「具体的に何をやればいいのかを解説しているもの」を自分なりに
探して、いくつか教材を購入してみました。 

高額塾にも入りました。 

ですが、どれも抽象的な内容ばかりで、 
具体的にやるべきことがわからないものばかりだったんです。 



確かに、中身のいい教材などはあるにはあるんですけど、 
ほとんどが短期的なノウハウだったり、飽和しやすいテクニックみ
たいなものでした。 

今の僕のように、ある程度経験のある人が手に取るならまだしも、 
当然、ネットビジネス初心者の人にとっては、 
巷に出回っているノウハウを手に取ったところで 

結局、「何やったらいいの？」で終わってしまうなと思ったんで
す。 

そうなるくらいなら、 

「僕自身が実践して今でも結果を出しているノウハウを詰め込み、 
何をやればいいかをステップバイステップで理解でき環境を作れ
ば、きっと読者さんの成功までの近道になるんじゃないか？」 

という思いが湧いてきたんです。 

僕自身、19歳からネットビジネスに携わり、24歳になった今でも
ずっとネットビジネスで稼ぎながら、法人化もしています。 

自分で言うのもなんですが、周りを見ても、そんな人はなかなかい
ません。 



それに、僕がこうして情報発信しているのは、読者さんに 
「まずは稼ぐスキルを身に付けてもらう為」なので、 

これを機に、正しいステップで稼いで真の自由になる為のスクール
を初めてリリースする事にしました。 

具体的な内容は、 
アフィリエイト（もしくは独自コンテンツ販売）で自動で回る仕組
みを作り、お金も時間も得られる環境をご提供させていただこうと
思ってます。 

恐らく、僕もそうですが、これからビジネスで稼ぎ、自由になる事
を目指すあなたは「普通の凡人」です。 

別に、元から何か才能があるわけでもないし、異性からモテてきた
わけでもないし、どちらかと言うと何かしらコンプレックスがあっ
て、自分にそんなに自信もない。 

そんな、ごく普通の人間だと思うんです。 

だから、そういう凡人が成功して真の自由になるには、 
雑草の如くやるべき事をただただやるしか方法なんてないと思って
ます。（実際、凡人の僕がそうだったので） 



でも、巷を見ると 

・コピペ1つで誰でも月100万を稼げる 
・スキル不要！勉強不要！月利200％のシステム 

↑ 

こういう、「努力せずに稼げます」的な詐欺商材やキャッチコピー
で溢れてますが、こんなのははっきり言って「バカな情弱を騙す為
の搾取」に過ぎません。 

なので、スクール名の由来は、 
インターネットのビジネスで雑草の如くやるべき事をやり、 
正しいステップで正しくお金も時間も得られる。 

そんな最高の環境を作りたいという想いを込めて、 

・フリー(free＝自由) 
・インター（Inter＝インターネット） 
・ウィード（weed＝雑草） 

を組み合わせて、フリーインターウィードクラブです。 

フリーインターウィードクラブは、一言で言うと、 
アフィリエイト（もしくは独自コンテンツ販売）で自動で回る仕組
みを作り、お金も時間も得られる環境をご提供させていただくわけ
ですが、特別難しい事をやるわけではありません。 



しかも、先ほども説明した通り、ステップごとで進めていくので、 
失敗しようのない状態を作ることができます。 

3ステップの通りにアフィリエイト→独自コンテンツ販売を進めて
いくだけなので、特殊なスキルはいらないし、やる事をやるだけで
す。 

ですので、是非楽しみながら学んでいただければと思います。 

加えて、今回は僕も初めての試みですが、「しゅんえいからサポー
トを受けることもできる」ので、質問や疑問点などは即座に解決で
きます。 

これから、具体的に学べる項目を説明します。 

フリーインターウィードクラブの内容 
カリキュラム概要は？ 

基本項目は3ステップなので、3つに分かれてますが、 
その中でも必要なスキルごとでさらに項目を分けてます。 

具体的には、下記の通りです。 
1つずつご確認ください。 



【ステップ①：武器を纏おう】 

～武器を作るためのリサーチ編～ 

✓再現性のあるスキル、ノウハウの見つけ方とリサーチ方法 
✓どのジャンルの武器を纏うのがいいか？おすすめの武器ジャンル 
✓しゅんえいが個人的に稼ぎやすいと思うノウハウ第５選 
✓以外にコッソリ儲かっている市場とその見分け方 
✓なぜ自己アフィリを武器にしてもいいのか？誰も知らない理由 

などを解説します。 

ぶっちゃけ、ステップ①に関してはそこまで多くありません。 

【ステップ②：ブログとメルマガで情報発信しよう】 

～コンテンツ作成編～ 

✓当たり障りないコンテンツと面白みのあるコンテンツの違い 
✓人が勝手に集まって来るコンテンツの3つの型とは？ 
✓なぜコンテンツの中で極論を提示すべきなのか？その理由とは？ 
✓1000いいね以上獲得した拡散されるコンテンツの典型パターン 
✓コンテンツを作れない人の脳内パターン 
✓真似してもいいコンテンツ部分と真似してはいけない部分とは？ 

～集客・リスト化編～ 

✓最低1日3リスト獲得。シンプルなメルマガLPに必要な3つの要素 



✓月3000PVでも毎日リスト化できている集客の構造 
✓初期段階にやるべきシンプルなYouTube戦略とは？ 
✓アクセスが少ない時、リスト化で必ず必要なブログ戦略とは？ 
✓シンプルに、集客する時に1番始めにやるべき事 
✓他人のブランドをジャックして意図的にリスト化する悪魔的方法 
✓口コミが起こすバズマーケティング戦略 
✓Twitterを4年研究してわかった弱者のSNSマーケティング 
✓しゅんえいチャンネルのYouTubeデータを公開 
✓しゅんえいブログのデータを公開 

～ライティング編～ 

✓ブログ・メルマガそれぞれのライティングテンプレート 
✓グサグサ刺さるキーワードを見つける方法 
✓見込み客の価値観を変えてファン化する本質 
✓ストーリーライティングの型 
✓人を洗脳させる扇動術をライティングに活かす方法 

～プロモーション・セールス編～ 

✓成約率を一気に上げるマーケティング戦略とは？ 
✓コンテンツ商品特有のアフィリエイトテンプレート 
✓ライバルと一切特典競走しないオリジナルプロモーションの型 
✓セールスになくてはならない思考・マインドセット 
✓売れるプロモーションの5つの条件とは？ 
✓「買わせてください」と言われるオファーテンプレート 

～0⇒1思考編～ 

✓最初のゼロイチ段階で初報酬を得る思考回路とは？ 



✓０の状態で1番初めにするべきコトとは？ 
✓しゅんえいが０⇒１をどうやって作ったか？実演解説 
✓なぜモチベーションが継続しないのか？ 
✓しゅんえいがモチベーションを継続できている理由・習慣 
✓月100万突破するまでに持っていた価値観・思考とは？ 
✓行動だけしていても意味がない理由 

などをステップ②では解説しますが、 
必要なライティングスキルだったり、集客～商品が売れるまでの中
で、必要な要素を全てお伝えしていきます。 

なるべく排除できる部分は排除して、本当になくてはならないスキ
ルだけに抽出しました。 

【ステップ③：自動化をしよう】 

～ステップメール編～ 

✓信頼を獲得するステップメール1通目の書き方 
✓実際に売れている2通目～7通目までのメールの型・要素とは？ 
✓自動化に必要な6つの要素。これらを合体させるだけで完成 
✓スラスラ文章を書けるようになる訓練法 
✓なぜ「ストーリー」を入れる必要があるのか？ 
✓面白みのない、稼げないステップメールの典型例 
✓開かれるタイトルの付け方とは？ 
✓ステップメールを組んでも売れない人のミスとは？ 

～リピート戦略編～ 



✓10万以上の商品でも「また欲しい！」と言われる理由 
✓リアルのイベントを使って圧倒的にリピート化させる悪魔的戦略 
✓縋りたくなるほどリピートしたくなる商品構成・作り方 
✓商品時代ではなく販売者自体を好きにさせなければいけない理由 

などをステップ③では解説していきます。 

また、順次必要な内容については増やしていくのでご安心くださ
い。 

これらの内容が学べる3ステップを 
動画講義形式にして会員サイトにまとめまし

た。 

コンテンツ内容は全てスクール専用会員サイトに動画講義でまとめ
ていて、いつでも好きなタイミングで学ぶことができます。 

なので、自分のペースで進めてもらえればと。 

3ステップで必要なことは全て揃っているので、挫折することなく
結果を出すことができるでしょう。 

基本的には、会員サイトがメインコンテンツとなります。 



あと、今回のスクールでは僕自信初の試みとばりますが・・・ 

さらに、それに加えて、 
しゅんえいから半年間LINEサポートを受けら

れます。 

フリーインターウィードクラブはオンラインスクールなので、 
サポート期間を設けることにしました。 

これまで、僕の講座は基本サポートなしで行ってきましたが、 
「やっぱり一人でやるより、しゅんえいさんから直接サポートを受
けながらビジネスを進めたいです。」という声をこれまで多くいた
だいてきました。 

それがサポートを付けようと思った理由です。 

スクール生専用LINE＠を作ったので、わからない事や疑問点など
はLINE＠に直接質問してください。 

24時間以内にその質問に対してしゅんえいが直接フィードバック
します。 

そこまでやれば、スクール生が露頭に迷うことはないと思ったし、 



挫折もしにくいのかなと思います。 

ぜひ半年間のサポートを思う存分使ってしゅんえいに質問して壁を
二人三脚で乗り越えていきましょう。 

さらに、メインコンテンツと半年間サポートに加え、「特典」もい
くつかご用意しました。 

特典ⅰ：1Day直接作業会&ディナー権利 

今回ご提供するスクールは無理に入ってもらおうなんて思ってない
ので、価格もそれなりに設定させていただいてます。 

なので、少数精鋭になると思いますので、 
スクール生の特典として、しゅんえいと1日間作業間&ディナーで
きる権利をご用意させていただきます。（場所は名古屋or豊橋市で
す） 

本来はコンサル生のみに行っているものですが、 
スクール生にはスムーズに結果を出して欲しいと思ったのでつける
ことにしました。 

権利を支えるのはスクール生それぞれ1回限りですが、 



たった1日でも急成長できる日になるかと思います。 

特典Ⅱ：別キャラYouTubeのアナリティクス
を見ながら別ジャンルのマーケティング戦略セ

ミナー 

これに関しては正直、特典として公開したくなかったんですが、 
今回はスクール生だけに特典としてご提供することにしました。 

現在、僕は「しゅんえい」というキャラ以外に別名のキャラで
YouTube運営をしているのですが、チャンネル登録者数も2020年
9月現在で1万3千人を超えています。 

1番多く再生されている動画は180万回以上（1日1万回再生のペー
ス）なのですが、この結果には当然僕なりのマーケティング戦略が
あります。 

別キャラの名前などは公開できませんが、 
YouTubeのデータや数字を公開して「そこにどんな戦略」がある
のか？をお伝えすることはできるので、それをスクール生のみに全
て解説したセミナーをご提供させていただきます。 

もちろん外部に漏らすことのないようお願いしますね。 



今はまだマネタイズはしてませんが、今後別キャラでもコンテンツ
販売やアフィリをしていくつもりなので、そのマネタイズ戦略も含
めたセミナーをお届けします。 

ぜひお楽しみに。 

特典Ⅲ：一回限りのリアルセミナー参加権利 

3つ目の特典は、今年中にリアルセミナーをする予定なので、そこ
に参加できる権利をご提供します。（セミナーの内容はスクール生
のみに追ってご連絡します） 

場所は東京or名古屋で、11月or12月の開催になるかと思います
が、メインコンテンツでは話しきれてない事をこのリアルセミナー
では存分に公開していきます。 

ここでもしゅんえいと直接会うことができるので、ここで直接質問
も可能です。 

で、セミナーの後はスクール生みんなで懇親会をします。 

これも少数精鋭になるとは思いますが、僕自身、大人数は苦手なの
でその分濃い話ができたらいいなと思ってます。 



以上、3つの特典を受け取ることができます。 

正直、「やりすぎかも・・・」とは思いますが、 
逆に言うとそのくらいスクール生の結果にコミットしたいと思って
るんですよね。 

もちろん、これまでの僕の講座だけでも十分結果は出るんですが、 
スクールにしてサポートを付けた方が成長スピードは遥かに上がる
わけですね。 

だからこその内容です。 

フリーインターウィードクラブは、 
通常コースとシークレットコンサルコースの 

2つのコースがあります。 

フリーインターウィードクラブでは、 
・メインコンテンツと特典コンテンツでやるべきことを学び、 
・わからない事はLINEサポートで解決しながら 
結果を出していく通常コースが基本ですが、 

今回は事前に要望があったので、シークレットコンサルコースも選
択できるようにしました。 



シークレットコンサルコースの内容は、 

通常コースの内容に加えて、 
・1年間いつでも添削アドバイス 
・1年間毎月1回スカイプサポート 
を付けます。 

通常コースでもサポートは付いてますが、そこではサポートしきれ
ないメディアやコンテンツ添削だったり、直接会話しながらのサ
ポートを受けられるのがシークレットコンサルコースになります。 

コンサルコースのスクール生に関しては、しゅんえいのコンサル生
になるので、僕がこれまでビジネスで学んだ経験全てを教える形に
なります。 

多分、急に作業会に誘う時もあるだろうし、ご飯に誘う時もあるか
と思いますので、楽しみにしていてください笑 

以上がフリーインターウィードクラブで受け取れる内容になりま
す。 



フリーインターウィードクラブで受け取れる
内容をまとめると・・・ 

【通常コース】 

・メインコンテンツ（スクール生専用会員サイト） 
・しゅんえいから直接半年間LINEサポート 
・特典ⅰ：1Day直接作業会&ディナー権利 
・特典Ⅱ：別キャラYouTubeのアナリティクスを見ながら別ジャ
ンルのマーケティング戦略セミナー 
・特典Ⅲ：一回限りのリアルセミナー参加権利 

【シークレットコンサルコース】 

・通常コースの全内容 
・1年間いつでも添削アドバイス 
・1年間毎月1回スカイプサポート 

になりますので、通常コースかシークレットコンサルコースのどち
らかを選択してフリーインターウィードクラブに参加してくださ
い。 



フリーインターウィードクラブが 
他の教材と違うところ 

FICが他とどう違うのか？を僕なりに話していきます。 

✓オールイーワンパッケージで本質&具体が学べる 

僕のこれまでの講座では「特化型」の内容が多かったですが、 
FICでは真の自由になるための集客～販売までを一通り学ぶことが
できます。 

✓しゅんえいから直接サポートが受けられる 

これは初の試みなんですが、僕から半年間（コンサルコースは1年
間）サポートを受けられるので、二人三脚で結果を出していけま
す。 

なので、「一人じゃなかなかモチベが上がらなくてできない」と言
う方にはピッタリすぎる環境かと思います。 

ちなみに、たまに講座生と直接話すことがあるんですが、「しゅん
えいさんと話してるとモチベーション上がってヤバいです笑」とよ
く言われるので、サポートの仕方に関しても自信があります。 



✓しゅんえいとリアルセミナーで会える 

僕のライフスタイル上、セミナーをすることは基本ありませんでし
たが、FICのみあえてリアルセミナーの場を設けることで、さらに
理解力が深まりますし、やるべき事が明確になるんじゃないでしょ
うか。 

✓ステップバイステップで学べる 

3ステップという順序を設けてコンテンツを作っているので、正し
い順番でビジネスを成長させることができます。 

もし、ステップごとで悩んだり困った場合は、LINEサポートを
使って壁を乗り越えていきましょう。 

フリーインターウィードクラブに参加して欲し
い人はどんな人か？ 

さて、ここまで一気に内容を話しましたが、いかがですか？ 
マジでやりすぎ感満載ですが、それだけ情熱を持っているし、何よ
りスクール生の結果にコミットしたいと思っています。 
真の自由になる為には今回話した3ステップが必須なわけですが、 
ネットビジネスが無くなる事は今後ないと言っても過言ではないで
しょう。 



まあ仮にそうなったとしても、ここでは本質的になくならないマー
ケティングスキルや集客スキル全て学べるので稼ぐことはできるん
ですが、僕なりに参加して欲しい人を下記にまとめてみました。 

「あ、これってまさに今の自分じゃん…」 

と思った場合は、自分自身の為にぜひ参加してみてください。 

・今、初心者で0⇒1を突破したい人 

初心者から1日でも早く脱出し、初報酬の壁を突破したい人はかな
り多いと思います。僕もゼロイチを突破した時はめちゃくちゃ嬉し
かったし、その感動を今でも忘れずにビジネスを続けてます。 

今、初心者だなと思う人はすぐにアフィリエイトから始めることを
おすすめしますし、FICにはその全てが入ってます。 

・自動化できるアフィリエイトで最低30万を突破し
たい人 

アフィリエイトはいくつか種類がありますが、自動化可能なアフィ
リエイトを実践できている人は少ないし、それでちゃんと稼ぎ続け
ている人も少ないです。 



なので、お金も時間も手に入れられるアフィリエイト手法を学びた
い方はぜひ。最低月30万は超えてください。 

・独自コンテンツ販売を実現させたい人 

「アフィリはできたけど、独自コンテンツができない…」と言う方
もFICに参加することをおすすめします。 

僕自身、アフィリをやってた時期が半年あるのでわかりますが、 
自分で商品を作って売れるようになる、つまり独自コンテンツ販売
をする方が当然値段も全て自分で設定できるので、シンプルに儲か
りやすくなります。 

・副業で月100万を突破したい人 

今の会社はそのまま続けて安定した給料を貰いながら、副業で月
100万を突破したい方もFICに参加して欲しいなと思いました。 

月100万を初心者から目指すこともできるし、このスクールにある
３ステップを踏めば、十分可能かと思います。 
・会社や他人に縛られるのが嫌な人 

僕がビジネスを始めた理由としては「縛られたくない」というのが
大きかったわけですが、きっと同じような気持ちを持って毎日会社
に出勤している人は多いんじゃないかなと。 



アフィリエイトから始めて、最終的に独自コンテンツ販売ができれ
ば、「何にも、誰にも縛られない状態」を作り出せます。 

・シンプルに「自由」になりたい人 

自由になりたい人もFICにはピッタリです。 
お金も時間も両方なければビジネスをやる意味がないと思うし、自
由じゃなければ楽しくないと思います。 

シンプルに「自由」になって、真の自由を掴み取ってください。 

逆に、絶対に参加して欲しくない人は？ 

逆に、「こんな人には絶対参加して欲しくない」という人の事例を
いくつか紹介します。 

1つでも当てはまると感じたら、その状態を改善してから参加する
か、もしくは参加は見送ってください。 

・自己責任思考がない人 

基本的に、ビジネスは自己責任です。 
必要なスキルは全てFICで学べますが、行動するのは自分次第だ
し、結果をいちいち人のせいにしている暇はありません。 



自己責任感のない人は、参加しないでください。 

・返金を求める人 

返金を求める人もNGです。その奥の思考に依存マインドが隠れて
いるので、そこを直さない限りは成功しません。 

FICも、返金制度はありません。 

・最初から片手間で楽して稼ぎたい人 

いきなり楽をしてお金が降ってくるほど、ビジネスは甘くありませ
ん。初心者からやる以上、多少時間がかかるのは宿命ですし、早く
稼げるノウハウはどれも廃れやすいです。 

それに、ビジネスは片手間でやるものではないので、そこは誤解し
ないようお願いします。 

コンテンツ納品日について 

現在、コンテンツの中身を作成中ですので、 
事前にコンテンツ（会員サイト、パスワード等）の納品日をお伝え
しておきます。 



2020年10月5日（月）に納品させていただきますので、それまで
楽しみにしていてください。 

また、セミナー日程についても同時にお伝えする形になります。 

フリーインターウィードクラブの参加費 

さて、ここまでFICの概要や3ステップの重要性を解説してきたわけ
ですが、1番気になるのは参加費だと思います。 

先ほども言った通り、初の直接サポート付きという部分など、内容
も内容なので、やはりそれなりの参加費をいただこうと事前に決め
ていました。 

それに、僕自身ここまで来るのに軽く500万以上の投資をしてます
し、アフィリエイト、独自コンテンツ販売で累計2000万以上は稼
いできました。 

なので、価値的には300万とか頂いてもおかしくないと本気で思っ
てます。 

3ステップを順番通り踏めば、月30万→月50万→月100万という
流れで真の自由を獲得できます。 



つまり、FICに参加することで、僕のこれまでの4年間の時間と数
百万の投資をペイできると言うことです。 

だからと言って、「参加費は300万です」なんて言うつもりはない
のでご安心ください。 

それに、今回のご案内自体、セミナーの感想をわざわざ送っていた
だいた方にしかオファーしていないので、今、ここまで手紙を読ん
でいただいてる時点で、「真の自由」に対して情熱を持ってくれて
いると思っています。 

FICに参加したその日から順調に実践してくれると思っています。 

それに、僕も「世の中の全員を成功させたい！」とは微塵も思って
なくて、「しゅんえいの価値観に共感し、信頼していただいた上
で、自分の為に前向きに取り組める人だけ」を成功させたいと思っ
ているので、 

その気持ちを込めて、 

・通常コース40万円（一括払い） 
・シークレットコンサルコース120万円（一括払い） 

でFICをご提供させていただきます。 



ちなみに、コンサルに関しては現在1年間で200万をいただいてる
ので、FICのコンサルコースはかなりお得かと思います。 

とは言え、通常コースにも半年間のサポートがあるので、十分真の
自由を実現させることはできるかと思います。 

正しい3ステップを順番通りに踏むことで、正しく自由になれるの
ではないでしょうか。 

僕も、僕のことを信頼し、僕から学んでくれたこれまでの講座生
も、そうなってからは一気に理想が現実になりました。 

・嫌な上司に怒られることも関わることもないし 
・毎日好きな時間に起きて、好きな時間に起きて 
・自分が稼ぎたい分だけ自由にお金を稼ぎ 
・やりたいことを追求しながら自由に生きています 

FICでは、「真の自由になること」を目的としているので、 
今の状態をそのまま維持するか、これから人生を変えるかはご自身
で決めてください。 

＞＞【通常コース】に参加する＜＜ 

＞＞【シークレットコンサルコース】に参加する＜＜ 

https://my29p.com/p/r/f1ecMOzL
https://my29p.com/p/r/B88HKKES


※銀行振り込み一括かクレジット決済一括か選択してください 
※シークレットコンサルコースをご希望の場合は審査フォームからお申し込みくだ
さい 

追伸 

まずは、ここまで読んでくださり本当にありがとうございます。 

今回のご案内に関しては、「行動力のある人」にしか案内がいかな
いように設定したので、もうこの時点であなたは成功気質の高い人
間だと思っています。 

ネットビジネスの種類や世の中の稼ぎ方を見れば、いろんな種類が
あるわけですが、その全てが「自由」になれるわけではないので
す。 

「お金」と「時間」、両方手に入れられるのは、3ステップ通りに 
アフィリエイト（もしくは独自コンテンツ販売）を自動化させる以
外、ビジネス初心者さんにとって再現性のあるビジネスはありませ
ん。 



それなのに、巷では「楽して稼げる」だの「お金がもらえる」だの
わけのわからない詐欺商材が横行しているせいで、その真実を知れ
ずに露頭に迷い、諦めてしまう人たちが大勢いるのは僕も嫌です。 

正直、FICを押し売りする気は一切ないので、今回のご案内は質の
高い人にしかしていない、というのが真実ですが、 

ここまで読んでいただいたのなら、真の自由を獲得できると思いま
せんか？ 

僕も、あなたが自由になる為であれば全力でサポートしますし、 
二人三脚で自由になれたらいいな、と思っています。 

これまでも色んな講座を募集してきましたが、今回のご案内が1番
手厚いかと思います。 

僕もその分本気だし、FICのスクール生には全員自由になっても
らって、全員とジョイントビジネスできるくらいのレアな精鋭にし
たいと思っています。 

参加する、しないに関わらずですが、 
自分のために時間とお金を投じれる人だけが自由になれると思う
し、ごく普通の凡人こそ「それしかないのでは？」と思うのです。 



だからこそ、FICに参加してくれる人がどんな人なのか楽しみにし
ていますし、リアルセミナーや懇親会などでも会えるのが待ち遠し
いです。 

真の自由を目指す為に3ステップを踏み、半年後や1年後にいざ振
り返った時、「あの時、自分の為に真の自由を目指してよかった」
と言ってもらえる瞬間が来ることでしょう。 

その時は、僕もあなたの事を全力で褒め称えますし、 
さらに一緒に成長していけるように進化し続けたいですね。 

短期間で廃れるノウハウにしがみ付いて怯えるのではなく、 
お客に喜ばれながら長期にわたってお金も時間も両方手に入れなが
ら、真の自由になれるスキルをFICで身につけてみてください。 

では、最後まで読んでいただきありがとうございました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅんえい 

＞＞【通常コース】に参加する＜＜ 

＞＞【シークレットコンサルコース】に参加する＜＜ 

https://my29p.com/p/r/f1ecMOzL
https://my29p.com/p/r/B88HKKES


※銀行振り込み一括かクレジット決済一括か選択してください 
※シークレットコンサルコースをご希望の場合は審査フォームからお申し込みくだ
さい 

特商法 

https://syunnei001.com/LP/tokusyo-ho

