
件名：【新企画：第1話】僕の5年分のコンテンツビジネスの集大成は
%now_month_day_jp_afterday-2%に解禁します。　 

こんにちは、しゅんえいです。 

企画に興味を持ってただきありがとうございます。 

企画の詳細は、2日後に発表します。 

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、 
容赦なく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2000万以上は稼いできました。 

そして、今は月数十万が寝ていても入ってくる状態です。 

脱サラして3年が経ち、 
僕自身、今こうしてある程度の自由度があるのは、 
間違いなく「コンテンツビジネス」をやっているからです。 

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、 

・お金も時間も両方自由になって 
・完全放置で 
・一生分の資産を 
・安定して右肩上がりで 

稼ぎ続けるには、 
やっぱり「コンテンツビジネス」以外ありません。 

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収入を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最強です。 

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ゴロゴロいます。 

正直、最初はビジネスは 



ただお金を稼げれば何でもよかったです。 

お金がマジでなかったので…（泣） 

コンテンツビジネスをしっかり行えば、 
会社からも、人からも、時間からも、お金からも自由になれます。 

そんなコンテンツビジネスにはちゃんと型があり、 
ルールがあるので、その通りにコツコツとコンテンツを作っていくだけです。 

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と思いませんか？ 

だからこそ今回の企画では、 
そんなコンテンツビジネスのイロハを全てをお教えします。 

僕がメインで行っているコンテンツビジネスの全てです。 

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らしいです。 

コンテンツビジネスって破壊力抜群で 
まだまだ計り知れない世界だなと思います。 

マジで知ってるか知らないかだけです。 

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、 
こんな便利な時代に「歩き」で行こうと思う人はいないはずです。 



もし歩きで行こうもんなら、 
何日かかるんですか…って話です。 

しかも、 
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。 

でも、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。 

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、 



10年間やってたった全く稼げてない人と、 
1年間やって100万円をしっかり資産化した人。 

取り組み時間も全然違うのに、やり方が違うだけ、 
もっと言えばコンテンツビジネスをやってないだけで 
こんなにも格差が生じてしまうんです。 

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、迷わずにやりたいですね。 

コンテンツビジネスでお金も時間も自由になりましょう。 

追伸1 

こんな感じで、 
いきなり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年間かけて勉強しながら2000万以上生み出してきた 



コンテンツビジネスの全てを今回の企画の中でお伝えします。 

僕自身５年間ビジネスを実践してきて、 
人生初のオンラインスクールです。 

5年分の総括をこの企画で出します。 

追伸2 

昨日は、読者さんからこんなメールをもらいました。 

＝＝＝＝ここから＝＝＝＝ 

とても興味深い内容でした。 

また、私も今は愛知県に住んでいるので少しだけ親近感が湧きました。 

入社1年目にして会社を辞めたいと思い、 
インターネットビジネスについて調べ始めたのですが、さらにやる気が高まりました。 

YouTubeも早速チャンネル登録しました！ 

これから色んなことを色々と勉強して、 
しゅんえいさんのように生活していくことを目標に頑張りたいと思います。 

今年の4月に自分がやりたい職種の理想的な会社に入社できました。 

しかし、学生時代から一匹狼だったので 
人とのコミュニケーションが上手くいかず、 
仕事内容は好きなのですが会社というコミュニティに馴染めずストレスを感じています。 



さらに、唯一の同期はコミュ力の塊みたいな人間で、 
自分と勝手に比較して凹んでしまいます。 

上司も、私なんかよりも仕事のしやすい同期を積極的に現場に出しています。 

こんな状況の中、メンタルもさほど強くない私が 
まともに仕事をこなせるわけもなく、自分でも引くくらいのミスをしてしまいます。 

そんな現実に落ち込みまくっています。 

＝＝＝＝ここまで＝＝＝＝ 

メールありがとうございます。 

会社でストレスを抱えている人は、日本にたくさんいます。 
というか、日本人のほとんどは、仕事のストレスを抱えてる人が大半です。 

でも、コンテンツビジネスを仕事にできれば 
そんなストレスとはおさらばできます。 

僕も、4年前は郵便局員でしたが 
その時はもうストレスの毎日で、日を重ねるごとに大きくなりました。 

でもそこからネットビジネスの世界を知って、 
コンテンツビジネスに集中したことで 
今は自由な暮らしが手に入って、ノーストレスです。 

今回の企画では、 
そんな「ストレスからも自由になれる人間」を増やしていくので 
ぜひ、明日の企画案内も、しっかりと読んでみてください。 



繰り返しにはなりますが、 
企画詳細は%now_month_day_jp_afterday-2%にご案内しますね。 

では、お楽しみに。 

また明日メールします。 

登録解除 
%url2% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【新企画：第2話】明日の20時に募集開始です。日給20万超え人間の1日って？ 

こんにちは、しゅんえいです。 

企画の募集を明日の20時～開始します。 
すでに読者さんから、 

「楽しみです！」 

という声をいただいていて、 
僕もすごくワクワクしてますし、楽しみです。 

ただ、 

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 
お金も時間も自由になった人たちの日常を話していきますね。 

ライトに読みやすくしたので、 
ぜひ楽しみながら読んでみてください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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「今日の収益はいくらだった？」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10万、20万単位のお金を稼ぐ。 

中には、 
「俺今日50万いったよ。」 
とドヤ顔でつぶやく億超えの怪物もいる。 

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

そして驚きなのが、 
全員が”完全自動（放置）”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、また10万売れたなー。よし、もう一軒行きますかー。」 

コンテンツビジネスをビジネスに取り入れると、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10万売れてるわw」 



みたいなこともよくある。 

この商品が自動で売れる感覚は、 
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だ。 

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10万円稼ぐのも 
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かなあ。 

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。 

そして、そのコンテンツを使ってビジネスができるから。 

もちろんそれは、 
自分独自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、 
20万なら20万の利益になる。 

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 
「当たり前の常識」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、 



弁護士とか会社役員よりも 
自分たちの方が何倍も安定してるよなーといった話になる。 

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。 

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Gmailを開けば、 

「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 
僕のGmailに届くのでやりがいもある。 

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、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たこともある。 

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、 
寝ていてもお金が生まれることはもう当たり前になった。 

本当にゼロのコンテンツビジネス初心者だった。 

しかもこれは僕だけではなく、 
僕の先輩もそうだし、講座生だってそうだし、 
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、 
何も持ってない凡人からのスタートだった。 

最初に自己アフィリエイトして、 
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・・・ 

結局成功するプロセスはみんな同じなんだなあと思う。 
（その中でも僕は特に遠回りした方です…泣） 

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、 
「ビジネスの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やれば誰でもできるよね、 
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、 
嫌われ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 

末永く安定した自由な人間を極めていきたいと思うし、 
お金も時間も自由な人間を一人でも増やしたいと思う。 

終わり。 

追伸1 

明日の20時に、コンテンツビジネス企画の募集を開始します。 

「論より証拠」ということで、 

詳細ページの中には、 
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もしっかり載せます。 

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からです。 

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 
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企画をご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 
あっという間に財布は潤ってきます。 

月5万でも収入が増えれば、 
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でしょ。 
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いのと、 
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自己投資しました。 

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。 

それでは、明日の20：00に募集開始です。 

詳細案内の手紙の中では、 
実際の報酬画面も見せていきますので 
結果を出すまでがかなりイメージがしやすくなるのかな？と思います。 

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% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【お知らせ】いよいよ1時間後に企画募集します。 

こんにちは、しゅんえいです。 

５年分の集大成企画の準備が整いましたので、 
1時間後に企画の詳細ページをお送りしますね。 

すでに多くの読者さんから、 

「企画楽しみにしてます！」 
「早くコンテンツビジネスのノウハウを知りたいです！」 
「オンラインスクール早く参加したいです！」 

というメールが続々と届いてます。 

予定通り20時ピッタリにメールするので 
ぜひ楽しみにしていてくださいね。 

それでは、また1時間後に。 

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% 

＝＝＝＝＝ 

件名：72時間限定で『しゅんえいLabo』を募集します【新企画：第3話】 

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3日間限定で、 
”コンテンツビジネスでお金も時間も自由になる為のオンラインスクール” 

『しゅんえいLabo』を募集します。 

今日から3日間の限定で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、コンテンツビジネスの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。 
→　%url2% 

（募集時間締め切り後、 
そのままレターも閉じるように設定していますのでご注意ください） 

僕もコンテンツビジネスで一気に資産も増えて、 
お金も時間も自由になったので 
ぜひこの企画で僕と二人三脚で最高峰の資産を作っていきましょう。 



他の教材と違って僕のサポートもしっかり付いてるので 
正直、これ以上成長できる環境はどこにもないと思います。 

参加する価値があると思ったら、ぜひ参加してみてください。 

短めですが今回のメールはこれで。 

あとはレターをじっくり楽しんでくださいね。 
→　%url2% 

追伸 

銀行振り込み、クレカ（分割も可能）でできるので、 
企画に参加する方はどちらかを選択してください。 

クレカ決済の場合は、分割決済が可能なので 
ぜひその辺もうまく使ってもらえればなと思います。 

また、今回はコースを2つ用意してます。 

参加する場合は、 
「オンラインコース」か「プラチナコンサルコース」の 
どちらかを選択して、しゅんえいLaboに参加してください。 



今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url1% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【新企画：第4話】メルマガ限定動画で報酬公開。みんなすでに武器は持っている
ことに気づいてない 

おはようございます、しゅんえいです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
最後にメルマガ限定の解説動画があるので、 
企画に興味のある方はぜひご覧ください。 

報酬の管理画面も見せてます。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

昨日、僕の5年分の全てを詰め込んだ 
人生初のオンライン塾の募集をスタートしましたが、 
すでに何人かの読者さんが参加してくれました。 

加えて、決意表明や感想も送ってくれた方もいました。 

これから本気でしゅんえいLaboを盛り上げていくので、 
参加された講座生はぜひ楽しみにしていてください！ 

詳細はコチラ→　%url1% 



さて、今日はせっかくなので 
コンテンツビジネスでいかに結果を出して自由になるか？ 
についてこれから掘っていきますが、 

僕がこれまで企画をやってきたり、 
5年間ネットビジネスを追求してきましたが、 

年齢、性格、人間性、環境、職業、年収、価値観・・・etc 

それぞれが全く違う人たちが僕のメルマガを読んでくれています。 

例えば、 

・31歳で二人のお子さんを育てながら少額投資の株で稼ぐ主婦 
・24歳で北海道から東京に上京後、ブラック企業が嫌になり起業した男性 
・田舎の大学に通う19歳の青年 
・商材を買い漁ってノウハウコレクター化してしまっている50代男性 
・副業でYouTubeを外注化して月商250万稼ぐ医療従事者 
・20歳で年商1億稼ぐマーケター 

など、本当に色んな方がいらっしゃいます。 

その中でも、 
5年10年単位でネットビジネスで稼ぎ続けている人たちは 
みんな何かしらのジャンルでコンテンツビジネスを展開させている。 

ってことがこの5年間でわかったので、 
僕のブログやメルマガの中では 

今後、個人が本当の自由を手に入れるには 
間違いなくコンテンツビジネスがベストです。 



と言い続けてきのです。 

そして、今回の企画案内も同じです。 

でも、現実問題、多くの人は、 
「コンテンツビジネスで本当に結果を出せるのか、そのイメージが湧かない」 
というのがあると思います。 

そうなんです。 

具体的なイメージが湧かないから、 
そしたら次は、 

・実績がないから発信できるか不安です… 
・初心者の自分なんかが本当にコンテンツビジネスできるのか…？ 

っていう気持ちがどんどん強くなってしまうんですね。 

なので、今回のメールは 
その呪縛から解放される為に書いていくんですが、 

僕は今回、レターの中でも話してますが、 
「①ステップ目で武器を纏（まと）いましょう」と言っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
で、重要なのはここから 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



ここで一つ、覚えておいて欲しいのが、 
「みんなすでに武器は持っている」ってことです。 

そして、それに多くの人は気付いてないんですね。 

なぜ気付けてないかっていうと、 
みんな「目に見える明確な実績だけ」が武器だと思ってるからです。 

ナンパのコンテンツビジネスなら女性のゲット数とか、 

転売のコンテンツビジネスなら転売で稼いだ実績とか、 

ギターのコンテンツビジネスならギターの経験とか、 

不動産投資のコンテンツビジネスなら不動産収益とか、 

etc… 

他にも色んなジャンルがありますが、 
一言でいうと、「目先の数字」にしか目がいかなくなると 

「自分には武器がないからできない！！！」となってしまうんですね。 

確かに、目先の数字の実績ってわかりやすいから、 
それを大体的なコンセプトで発信してしまえば、確かに売りやすいのかもしれない。 

でも、そんな時代はもうとっくに終わってると思っていて、 
本当に大事なのは、その人の価値観や人間性や人生経験など、 
「本人特有の軸の部分」がそのまま武器になるってことなのです。 



だから、目先の数字に固執する必要はないんです。 

目先の実績は、「あればいい」ってだけです。 

あればいいけど、別になくたってコンテンツは売れます。 

多分、ほとんどの読者さんは 
最低でも20年くらいは生きていると思いますが、 
ぶっちゃけ、20年も生きてたら、 

何かしらこれまでの人生経験で武器を纏ってるはずです。 

僕だったら、ビジネスの発信をメインにはしてますが、 
ビジネスに関係ないことの方が武器になってるんですね。 

・3歳で両親が離婚した人生経験 
・小3～高3までバレーボールしてた人生経験 
・学生時代人と話すのが苦手だった人生経験 
・親に泣きながら起業を大反対された人生経験 
・11ヶ月で郵便局を辞めた人生経験 
・辛すぎてどん底だった派遣社員の人生経験 
・ビジネスを始めて自信が付いたことで初彼女ができた人生経験 
・お金を騙し取られそうになった人生経験 
・地元の友達と全く会話が噛み合わなくなった人生経験 
・コンサル生と数回喧嘩状態になった人生経験 
・一時期ギラギラしてた人生経験 
・お金に目が眩んだ人生経験 
・自分より圧倒的にレベルの高い起業家に褒められた人生経験 
・先輩起業家に迷惑かけて超怒られら人生経験 



正直、出したらキリないのでこの辺にしますが、 

こういう「人生経験」が、 
今のしゅんえいのコンテンツビジネスでは全て武器になっているのです。 

要は、「武器の幅を目一杯使ったらいいよ」ってことです。 

これは、コンテンツビジネスで稼げない人ほどそうですが、 
みんなそこまで自分の武器に対して追求しようとしません。 

だから、すぐに自分なんかが…と言って諦めてしまったり、 
時には稼げないのを人や教材のせいにしたりする人もいます。 

せっかく自由になる為にコンテンツビジネスを始めたのに、 
そうなってしまっては本末転倒で勿体ない。 

武器を纏うコツは、自分の人生経験を年齢順に棚卸しすることです。 

自分の人生を整理整頓するって行為は 
なかなかやる人は少ないし、何なら僕も最近までやってませんでした。 

ただ何となーく考えて、それを武器にして発信してました。 

でも、ちゃんと棚卸して整理整頓してからは、 



コンテンツの中身が濃くなったので、読者さんからの反応や、 
シンプルに売上が伸びました。 

なので、何の武器を纏うか？が収入に直結してきます。 

今回のメールでは、武器を纏うことについて深掘りしてみましたが、 
今まで、 

・実績がないから発信できるか不安です… 
・初心者の自分なんかが本当にコンテンツビジネスできるのか…？ 

って思ってた人は、かなり武器のイメージが湧いてくると思います。 

1日10分とかでいいので、ぜひ「人生経験の棚卸し」をしてみてください。 

みんな、すでに武器は持っていますので。 

しゅんえいLaboの中では、 
今回話した武器の纏い方についてかなり深掘りして解説するので 

「実績がないから発信できない！！！」 

という人ほどぴったりの塾です。 

僕が40歳になるまでずっと直接アドバイスももらえるので、 
ぜひその環境に飛び込んでみてください。 



しゅんえいLabo→　%url1% 

追伸 

要望があったので、 
「実際にしゅんえいはどのくらいコンテンツが売れてるの？」 
って部分を中心に、レターの解説をしました。 

→　%url3% 

正直、長いレター読むのがめんどくさい！！！ 

って方は、この動画見てもらうだけで企画内容など理解できるかと思います。 

とはいえ、読める人はなるべくレターは読んで欲しいけど笑 

では、また夜メールします。 

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% 



＝＝＝＝＝ 

件名：【新企画：第5話】参加者続出中。初心者でも本当に稼げるのか？ 

こんにちは、しゅんえいです。 

昨日、『しゅんえいLabo』の募集を開始しました。 
→　%url2% 

残り2日間です。 

早速参加してきくれた読者さんがいて、 
続々と自己紹介メールが届いています。 

やっぱり、成長意欲とやる気に満ち溢れてる人が多くて 
改めてプロモーションを打ってみてよかったなと思います。 

会員サイトに関しては、 
今リアルタイムでコンテンツを作っていて、 

2020年12月15日の納品になりますので、 
それまで楽しみにしていてください。 

の講座生になった方は、 
これから僕と二人三脚で資産を作り上げていきましょうね。 

わからないことや聞きたいことは、 
Labo専用の質問フォームから質問してください。 

今日は、よくある質問に回答してみたいと思います。 



これまでに何度か企画を打ってきましたが、 
必ずいただく質問は、 

「初心者でも本当に稼げますか？」というものです。 

で、この回答は、初心者でも大丈夫です。 
しっかり学んで実践してもらえれば、結果を出せます。 

なぜなら、今年収1億稼ぐ起業家も、 
僕も、誰もが最初は初心者だったからです。 

逆に、初心者じゃなかった人なんて 
この世には誰1人として存在しません。 

どんな物事もそうですが、みんな初心者からスタートします。 

僕も元々ビジネスなんてやったこともない 
ただの郵便局員で、知識も経験もなかったです。 

その状態からコンテンツビジネスを学び、 
実践したことで、今は自由に生きています。 

最高で月200万くらい稼ぐこともできています。 

なので、今あなたが初心者でも何の問題もないのです。 



今回の企画はまさに初心者さんに向けて 
０の状態からコンテンツビジネスで結果を出せる環境を用意しました。 

普通の教材だと、サポートは付いてないものがほとんどですが、 
今回の企画には、「僕が40歳になるまでスパルタサポート」という手厚い特典が付いて
ます。 

なので、僕のサポートを大いに使って欲しいんですね。 

多くの人が、 
なぜ途中でネットビジネスを諦めてしまうのかというと、 

「ひとりでやろうとするから」です。 

もちろん、ひとりで結果を出せる人がいるのは事実です。 

僕も、コンテンツビジネスに関しては 
教材だけで学んできた時間の方が大きいし、 
それでも月100万を突破することができました。 

でも、今初心者の人は 
なかなかサポートがないと結果にコミットできない人が多いと思うんです。 

だからこそのサポートです。 



何事もそうですが、 
結果を出したければ学んで実践するを繰り返すしかありません。 

九九を言えるようになるのだって、 
数字から学んで、覚えながら言葉に発して実践する。 

この繰り返しだったはずです。 

自転車だって、ダイエットだって、筋トレだって、 
英語だって、営業だって、コンテンツビジネスだって 
全て同じなんです。 

みんな初心者から結果を出しているし、 
今初心者だから結果が出ないという理由はどこにもありません。 

むしろ、初心者だからこそ 
これからしっかり学んでビジネスを実践して欲しいと思います。 

僕は、これまで10億以上の利益を作ってきた人や、 
年収1億を自動化した人からコンテンツビジネスを学んできました。 

教材は何度も聞き直し、実践も繰り返しましたが、 
1年もやってたらあっさり自由な暮らしを実現できました。 

なので、安心して企画に参加してほしいです。 

もちろんコンテンツビジネスは、 



「いきなりラクして稼げる」ものではないので、 
もし今の時点で 

「最初からラクして稼ぎたい」 

という人は、参加はしないでください。 

0からの場合は、最低でも3ヶ月は続けて欲しいと思います。 

早い人は1ヶ月目で結果を出しますが、 
大抵の場合は3ヶ月～半年くらいである程度稼ぐことができて、 
自由な暮らしが手に入ります。 

まあ、1年もやれば明らかに人生は飛躍して変わるでしょう。 

会社で1年間労働していても 
これと言った給料が上がることはないですが、 

コンテンツビジネスを1年間しっかり実践すれば 
収入は数十万、数百万増えて、時間にも縛られません。 

1年でそれが手に入るのなら、物凄い安い投資だと思うのです。 

具体的にコンテンツビジネスで何をすればいいのか？に関しては、 
会員サイトの講義でしっかり解説していくので安心してください。 

僕の実際のメディアの裏側などを見せながら 
細かいところまでわかりやすく解説します。 



もし、今の状態から抜け出して 
1日でも早くお金と時間の自由を手に入れたい 

と思うなら、ぜひ参加してみてくださいね。 

初心者でもコンテンツビジネスで稼ぐことはできます。 
安心して参加してください。 

サポートに関しては、専用のLINE＠を用意していますので 
そこからいつでもわからないことを質問してくださいね。 

しゅんえいLaboはこちらから。 

→　%url2% 

追伸1 

要望があったので、 
「実際にしゅんえいはどのくらいコンテンツが売れてるの？」 
って部分を中心に、レターの解説をしました。 

→　%url3% 

追伸2 



よくあるQ&Aに関しては、 
レターの最後に書いておきましたのでご確認ください。 

それでは！ 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url1% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【新企画：第6話】他の教材との大きな違いは？壁をブチ壊した快感は最高。 

こんにちは、しゅんえいです 

現在募集中の集大成企画「しゅんえいLabo」ですが、 
今日もまた講座生が増えてました。 

中には、これまでの講座にも参加してくださっていた 
「リピーター」の方も結構いて嬉しいです。 

おそらく、しゅんえいLaboはこれまでの講座と違って 
一味も二味も濃い環境を提供できるかと思うので、 
興味があればぜひレターを読んでみてください。 

→　%url1% 

明日で募集は締め切るので、 



今日も参加を迷っている方向けのメールを書いていきます。 

ちょうど、読者さんの「Yさん」からいい質問をいただたので、 
今回はそれを取り上げて解説していきますね。 

実際にいただいた質問は下記の通りです。 

＝＝＝＝ここから＝＝＝＝ 

しゅんえい様 

Yと申します。企画のお知らせ、ありがとうございます。 

質問なのですが、こちらの集大成企画は、 
「自由人錬金術」や「自動化操縦士」の教材を持っていなくても 
参加できるのでしょうか？ 

上記の教材との違いや、 
こちらに参加すれば教材は不要なのか？ 
教えていただければ幸いです。 

よろしくお願いします。 

＝＝＝＝ここまで＝＝＝＝ 

Yさん、いい質問をありがとうございます。 

きっとこの質問は、同じように思っている読者さんも多いと思ったので、 
ベストタイミングな質問ですね。 



で、まず回答からいきますが、 
すでにYさんには個別でメール返信しました。 

それがこちら。 

＝＝＝＝ここから＝＝＝＝ 

Yさん、メールありがとうございます。 

他の教材を持っていなくても、参加可能なのでご安心ください^ ^ 

レターの中でも解説しますが、 
僕のこれまでの講座との違いは 

「僕の直接サポートがある」っていうのが1番大きいかと思います。 

サポートを付けた理由は、実際にそのような要望をこれまで何人もの方からいただいたか
らです。 

「しゅんえいさんの直接サポートがあった方が進めやすいです！」という声です。 

なので、自由人錬金術等のこれまでの講座を持ってなくても 
０から結果を出せるように僕もコンテンツを作っていきます。 

あと、コンサルコースも用意しますが、 
またその辺の詳しい内容はぜひ案内フォームに登録していただき、 
これから案内するレターをじっくり読んでみてください。 

しゅんえい 



＝＝＝＝ここまで＝＝＝＝ 

これまで、5つほど有料企画を打ってきましたが、 
その中の「自由人錬金術」という講座や「自動化操縦士」という講座などに 
参加していなくても、しゅんえいLaboに参加できます。 

やっぱり、これまでとの違いは 
「僕が40歳になるまで直接サポートがあるところ」だと思います。 

これまで、コンテンツのみの販売にこだわってきたというのもありますが、 
基本はサポートは付けずに、その分を「メール講座」という形で補ってきました。 

もちろん、そうやって補ってきたので 
僕の直接サポートがない状態でも、十分結果を出せるように企画を作ってきてます。 

それでも、講座生の全員が全員、 
常に行動を継続できたり、モチベーションを保てるわけではない 
っていうのはわかっていたので、5年と言う良い節目に 

「そろそろ自分のスクールをやろう」 

と思ったのです。 

他のメールでも話しましたが、 
実はこれ、コンテンツビジネスをスタートさせた2年前から 
結構思い描いていたことなんです。 



いつかは自分のスクールを運営して、 
講座生に直接サポートしたり、 
すぐに作業会やセミナーや懇親会で会える環境を作りたい。 

と思ってました。 

理由は超シンプルなんですけど、 
「起業してから地元の友達がほぼ誰もいなくなったから」 
ってのが結構大きいです。 

話が地元の高校の友達とかとは合わないし、 
価値観も合わないし、なんかこう、波長が合わないのです笑 

僕としては、ビジネスの話やマーケの話、 
これから先のビジネスビジョンの話がしたいけど 

どうしても実際にビジネスをやってる人じゃないと 
そういうニッチな濃い話ってできません。 

結論、友達がいなくなったから起業家の友達（仲間）が欲しいのです。 

あとは、メルマガを読んでくださってる読者さんを 
ひとりでも多く稼ぐスキルを身に付けてもらい、自由になって欲しい。 
と思っているからです。 



僕の情報発信の根元は、そこにあります。 

ここだからこそ本音を言いますと、 
ぶっちゃけ、ビジネスをやり始めた当初（2016年1月）は、 
そんなこと考えもしませんでした。 

「何でもいいから自分が稼げりゃそれで良い！！！とりあえず金だ！！！」 

としか思ってませんでした。 

ですが、ここ2～３年の間でずっと情報発信をしてきたのもあって、 
自分の影響力も、まだまだ微量ではありますが、 
少しずつ大きくなりつつある中、 

今回質問してくださったYさんのような 
「自分自身の為に行動できる前向きな読者さん」 
がかなり増えてきたこともあり、それに全力で応えたいという思いが強くなったのです。 

特に、最近はYouTube経由で僕のことを知ってくださる読者さんも増えて、 
僕のメルマガを読む前に、すでに「しゅんえいさんのファンです！！」と 
メールをくださる方も前より増えてきました。 

正直、自分なんてまだまだ実力的にはひよっこですし、 
上には上がいるので大きい声では言えませんが 
講座生と一緒に自分もビジネスを極めてさらに自由な起業家でありたい。 

と、ここ最近は企画案内をしている中で思います。 



それに、今回は初のスクール案内なので 
今回のみプレオープン価格での参加が可能です。 

一応、人数制限してますが 
もしかしたら人数枠を増やすかもしれません。 

なので、最後の駆け込みもぜひお待ちしてます。 

コンテンツビジネスができるようになると、 
いつ何時に起きようが、誰と遊んでようが、どこにいようが 
仕組みから報酬が発生し、喜んでくれる人も増え続けます。 

それは、単純に自分だけがコンテンツビジネスで儲かるだけではなくて、 
自分がコンテンツという形で価値提供した「ファン」の人たちが 
全員満足してくれて、同時にあらゆる好循環も生まれるので、 

「ファン」から→「さらにコアなファン」 

になってくれるのです。 

つまり、コンテンツビジネスというビジネスモデルで 
ビジネスを繁栄させればさせるほど、そこに好循環が生まれ、 
自分にも報酬が舞い込んでくるし、あなたのお客さんも快く商品を受け取ってくれるので
す。 



もちろん、０からの場合は 
コンテンツで全体的な仕組みを作る労力や勉強が必要です。 

ただ学んだだけで、勝手に不労所得の仕組みが完成するわけじゃないし、 
ステップ①～③の中で、何らかの「壁」が立ちはだかる瞬間もあるでしょう。 

僕も、日々コンテンツを増やしたり、 
既存の仕組みを大きくしていますが、今でも平気で壁が出てきます笑 

でも、そんな時にこそ、ひとりだけで解決しようとせず、 
「頼れるメンター」的な人に直接メールでアドバイスを求めたり 
直接東京まで会いに行ったりしてその壁を1日でも早くブチ壊しにいきます。 

で、そうするとかなり早く壁をブチ壊せるので 
その壁を壊してさらに成長し、自由度が増した感覚になるんですけど、 
それがまた最高の快感なんですよね笑 

なんか、変態的な発言してますけど 
そうやって自分がどんどん自由になっていくのが最高に楽しくなります。 

もちろん、最初はしっかり正しく進めて行かなきゃなので 
しゅんえいLaboの中で解説しているステップ①～③をまずは順番通りに取り組んでくだ
さい。 

そうすれば、一通りの「仕組み」が完成するので、 



あとはそれをどんどん大きくしていくだけで、月100万も通過点になるし 
月300万とか、その先も許容範囲です。 

なので、「稼ぎたいけど、ビジネスをひとりでやるのは不安…」という方には 
最高にぴったりの環境なのかなと思います。 

そんな環境に興味があれば、 
ぜひレターをじっくり読んで参加してみてください。 

→　%url1% 

しゅんえいLaboにプレオープン価格で参加できるのは、明日までとなります。 

僕と二人三脚で、しっかりお金と時間の自由を獲得していきましょう。 

追伸 

順調に講座生が増えていて、かなり企画が盛り上がってきました。 

レターの最後にも書いたように、 
漫画、キングダムの「飛信隊」のようなレアな精鋭手段を目指します。 

（キングダム知らない方、すいません） 



なので、あんな感じで全員がどんどんレベルアップして 
人生が豊かになる環境をこれから一緒に作っていきましょう。 

お金と時間が自由になれば、それだけ人生も豊かになります。 

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% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【新企画：第7話】募集は明日で終了。最低でも10倍以上のリターンがあれば迷い
なく投資する 

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。 

レターはこちら。 
→　%url2% 

お伝えしている通り、明日で募集を締め切るので 
それ以降は詳細ページを開けなくなりますのでご注意を。 

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「お金の使い方」に対しての考え方を話します。 

まず、 
自分への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、一旦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。 

（ちなみに最近は150万の勉強代を使いましたｗ） 

確か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「っしゃおりゃー！」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10倍（数千万単位）以上に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。 

一度身に付けたスキルは一生使えるからです。 

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ます。 

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、 
二階堂ふみ級の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。 

本当に欲望と野心の塊みたいなもんです。 



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しね。 

だからこそ、 
若いうちなんて何でもやってみればいいし 
別に失敗してもまたやり直せばよくね？ 
って感じで、とにかくお金と時間をかけてきました。 

そういう思考でビジネスをやってきたので、 
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彼方まで 
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。 

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頭下げてたんだろうな… 



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。 

しかもそれを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。 

今回の話をまとめると、 

「自分の成長のために、知識と情報にしっかりとお金をかけよう」 

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した方がいい 
と本気で思ってます。 

だから、 
ここでちゃんとコンテンツビジネスを勉強して、 
最高峰の資産を作っていきませんか？ 



企画の中では、 
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。 

企画の参加費は、198,000円という価格設定をしました。 
決して安くない金額ですが、最低でもこの10倍はペイできます。 

実際、コンテンツビジネスに関しては 
この10倍以上お金をかけて僕は勉強してきましたし、 



参加費の100倍は回収できるように真剣に作り込んでます。 

レターの中でも話してますが、 
参加費に関しては、講座生が先着10名に達した時点で値上げします。 

なので、 
「自由になりたいけど、自分にはこれは今後一生必要ない」 
と思ったのであれば、別に無理して参加する必要はありません。 

ですが、 
「何にも縛られず自由になりたい！」 
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すつもりで話しました。 

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

それは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と思います。 

しゅんえいLaboはこちらから参加できます。 
→　%url2% 

まずは5万とか10万とかの仕組みを作ることを目指しましょう。 



そこから、徐々に資産を大きく拡大して 
月30万、50万、100万とステップアップしていきましょう。 

何かご質問等あれば、気軽にメールくださいね。 

それでは。 

追伸 

要望があったので、 
「実際にしゅんえいはどのくらいコンテンツが売れてるの？」 
って部分を中心に、レターの解説をしました。 

→　%url3% 

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% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【新企画：第8話】募集最終日。最高月収500万を突破した講座生と寿司食べてき
ました 

おはようございます、しゅんえいです。 



しゅんえいLaboは残りわずかの募集となりましたが、 
朝起きてメール通知を見たら、今日も講座生が数名増えてました。 

続々と参加してくれていて僕も嬉しいです。 

→　%url2% 

募集は本日までなので、 
24時以降はページが開けなくなるので 
まだ迷っている方はお早めに参加していただければと思います。 

今日が最終日なので、 
しゅんえいLaboに参加するとどうなれるのか？ 

その総まとめ的な話をしていきます。 

まず、企画の中で学んでやってもらうことは主に2つ。 

①コンテンツを作る 
②コンテンツを売る 

この2つに取り組み、資産構築することで 
お金も時間もダブルセットで手に入ります。 

どんなコンテンツを作って 
どんな商品を売ればいいのか？ 



に関しては、基本どんなジャンルでも大丈夫です。 

実際に企画に参加してくれている講座生の中には、 
色んなジャンルで発信してコンテンツビジネスをしてる人がいます。 

例えば、 

・ダイエット 
・発達障害 
・メンタルヘルス 
・投資 
・アフィリエイト 
・YouTube 
・外注化 
・コミュニケーション 
・人間関係 
・英語 
・映画 

などなど、例をあげればキリがありませんが、 
それぞれでコンテンツを作り、それを売る仕組みを作ることで 
自分が好きなことで稼ぐことができてます。 

よく、 
「稼ぐ方法を教える＝コンテンツビジネス」 
だと思う人がいますが、それは勘違いです。 

別に、お金を稼ぐ発信だけがコンテンツビジネスではなくて、 
もっと色んなジャンルでビジネスはできます。 

僕がなぜネットビジネスやお金に関する発信をしているかというと、 



僕自身がもっとビジネススキルを学び、成長したかったのと、 

「ネットビジネスが本気で人生を変えてくれた」 

と思っているからです。 

なので、僕自身めちゃくちゃ好きなこと 
（やりたいこと）を仕事にできてるんですね。 

だからこそあなたにも 
最終的には好きなことや得意なことを活かして 
コンテンツビジネスで自由になって欲しいと思います。 

例えば、 

・初めて彼女ができた経験を活かして 
恋愛の発信をしてもいいし、 

・厳しい受験競争を乗り越えた経験を活かして 
大学受験の発信をしてもいいし、 

・ダイエットで3キロ痩せた経験を活かして 
女性向けのダイエット方法を発信してもいいわけです。 

まあ、色んなジャンルで結果を出してる人がいるんですが、 
その中でも「儲かりやすいジャンル」もいくつかあります。 

（それに関しては、企画の中でじっくりと解説してますのでお楽しみに） 



一方、中には、 
「元々好きなことや得意なことなんて自分にはないんです…」 
って方もいるんじゃないでしょうか？ 

ですが、大丈夫です。 

初めから得意なことや発信ネタがなくても、 
それは後から見つけていけばいいんです。 

例えば、将来英語を話せるようになって海外移住したいと思ったら、 
今から英語習得法を学びながら、同時に情報発信すればOKです。 

シンプルに言うと、成長過程を発信すればいいんですね。 

人は、誰かの成長過程を見ると、 
その人のことを応援したくなって、自然とファンになるので 
後から商品を販売した時に買ってくれる可能性がめちゃくちゃ高いのです。 

その身近な例で言うと、 
AKB48とかまさにそれですね。 

確か少し前、AKBのドキュメンタリー映画とかやってましたし、 
他にも色んなメディアでAKBの成長過程を見せて新規でファン、 
もしくはリピーターを獲得しています。 

だからあれだけ売れてるんです。 



なので、何かしらの実績や得意なことが今なくても全然OKです。 

0の状態からどうやってコンテンツビジネスをしていくか？ 
についても企画の中でしっかり解説しているのでご安心ください。 

それに、コンテンツビジネスは 
多くの人に感謝されるビジネスなので、 
社会貢献性もピカイチだと思います。 

実際、僕のメルマガを読んでくれている読者さんからは 
これまで感謝のメールを何通ももらってきました。 

「しゅんえいさんのメルマガは非常にわかりやすいです！」 
「ここまでノウハウを暴露してくれるんですか！？」 
「初めて月10万超えることができました！」 
「メルマガを読んだその日から、毎日面白くなりました！」 

などのメールを色んな方からいただけるので、 
僕自身もめちゃくちゃコンテンツビジネスをやってよかったなと思うし 
これが社会貢献になってるんだと思うと、やりがいもありますね。 

あと、こないだ東京に行ってきたんですけど 
そこで最高月収500万を突破した講座生と寿司行きました。 

その講座生は2年前までは普通のサラリーマンで、 



主に営業の仕事をメインでやってました。 

営業でそこそこ結果は出たものの、 
仕事のしすぎで身体に異変が起きたことで 
サラリーマンという生活に限界を感じたそうです。 

具体的には、耳が突然聞こえなくなったり、 
夜眠れなくなって不眠症になってしまったりしたらしいです。 

つまり、サラリーマンを続ければ続けるほど 
身体にどんどん異変が起こって不健康になっていたんです。 

で、そんなタイミングでたまたま僕の情報発信を見て、 
僕の有料企画に参加してくれました。 

そしてその1年後には月100万を突破して脱サラしました。 

最近、新しいプロモーションをして 
過去最高収益の月500万も突破したそうです。 

今は素敵な彼氏さんと同棲しながら 
毎日自由にいきいきと過ごしています。 

寿司屋には2時間くらいいたんですけど、 
超刺激的な話ができたので、僕もまだまだ負けてられないなと思いました。 

企画の中では、この講座生のように、 



お金も時間も自由になれる人を少しでも増やしていきます。 

ゼロからコンテンツビジネスで自由を手に入れたい方は、 
ぜひ企画に参加してみてください。 

→　%url2% 

今日でページが閉じて参加できなくなりますので 
まだ迷ってる方はご注意ください。 

追伸1 

今回、3日間限定の募集にしたのは理由があって、 
「決断力のある人は成功する」からです。 

ビジネスで稼ぐ上で、 
自分の為に決断することはすごく大事。 

今回の決断が、あなたの成長のきっかけになればいいなと思います。 

追伸2 

要望があったので、 
「実際にしゅんえいはどのくらいコンテンツが売れてるの？」 
って部分を中心に、レターの解説をしました。 



→　%url3% 

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% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【新企画：第9話】残り7時間で募集終了。99％の人の悩みは「お金と時間」 

こんにちは、しゅんえいです。 

そろそろ募集も終盤に差し掛かってきました。 
→　%url2% 

今も講座生が続々と増えていて、 
24時になった時点で募集を締め切るので、 
まだ参加を迷ってる方はお早めに参加してもらえればと思います。 

募集期間は残り7時間です。 

＝＝＝ここから本題＝＝＝ 

「お金も時間も自由な人間を1人でも多く増やしたい」 

そう思ってという企画を作りましたが、 
今もその思いはずっと変わっていません。 



というか、これは僕自身の発信理念の1つでもあるので 
これからもずっと自由人を増やすための発信や企画をしていきます。 

4年前まで、僕は本当に普通の郵便局員でした。 

入社した当初は、 
このままずっとサラリーマンとして働いて 
結婚して子供を作ってそのまま定年退職すれば一生安泰・・・ 

なんて思ってましたが、 
やっぱり現実はそう簡単にはいかず、 
逆にかなりの精神的ストレスを抱え込んでいました。 

通勤電車はいつも満員でそれだけで帰りたくなるし、 
会社にいったらいったで「営業ノルマ」という名の地獄が待ってます。 

しかも、周りの同期や上司は 
いつも飲み会で会社の愚痴を垂れ流すだけです。 

それが40年間も続くと思ったら、 
正直もうサラリーマンなんてやってられるかと思いました。 

何十年と会社で労働しても給料が急に増えるわけでもないし、 
今は不景気なので給料が下がることだって往々にしてあります。 

要は、お金のためだけにみんな会社で働いてるんですね。 

しかも、自分の大事な時間を切り売りしてです。 



一方、ちゃんとやりがいを持ちながら 
サラリーマンとして生きてる人もいるので、 
それはそれでめちゃくちゃ素晴らしいことだと思います。 

ですが、99％の人は、 
「お金のため」に労働してるのではないでしょうか？ 

会社の愚痴を言うのだって、 
働いた分に見合う給料が少ないと思うからだし、 

特に興味もない、 
やりたくもない仕事をやっているからだと思うのです。 

逆に、お金があれば好きなことや得意なことを思う存分できます。 

嫌嫌仕事をする必要もないし、 
別に会社に行かなくたっていいのです。 

だからこそ自分で稼ぐスキルを身に付けてほしいし、 
コンテンツビジネスでお金も時間も自由になって欲しいのです。 

僕自身、19歳でサラリーマンという人生に限界を感じて 
そこからネットビジネスという仕事を知って、 
世の中には自分と同じ若い人でも自由に生きてる人がいることを知りました。 



それが、僕にとってはめちゃくちゃ衝撃的だったんですね。 

本当に、雷に打たれたような感覚でした。 

そこから試行錯誤を繰り返しながらも、 
いろんなノウハウを試してようやくコンテンツビジネスに出会い、 
今ではかなり自由な生活ができるようになりました。 

本格的にビジネスをしていきたいと思ったので 
ちゃんと法人化もして、もうすぐ独立5年目を迎えます。 

そして、今は好きな映画を1日中観たり、 
筋トレやバレーをしたり、 
起業家仲間と一緒に遊んだりして 

かなり好きなことをしながら生きれる状態になりました。 

ノリですぐに旅行にもいけるし、 
銀座の回らないお寿司屋さんにもいけるようになりました。 

関わる人も、講座生や起業家の先輩、師匠など 
「好きな人」としか関わらないので全くストレスがありません。 

ネットビジネスという生き方を知ったことがきっかけで、 
ここまで人生が一変するとは思いもしませんでした。 

これまでいろんな人を見てきたし、 



いろんな人の相談を受けてきましたが、 
そこでわかったことがあります。 

それは、みんな悩んでることは一緒だということです。 

99％の人の悩みは「お金と時間」です。 

・会社の給料が低い 
・このままじゃ家族をちゃんと養って幸せにできるか心配 
・帰って寝るだけの生活から卒業したい 
・上司の言うことを聞くのがもう嫌だ 
・やりたくもないつまらない仕事を辞めたい 
・誰にも縛られず自由になりたい 
・できることなら月100万円くらい稼ぎたい 
・お金も時間も自由になって家族や恋人ともっと一緒に過ごしたい 
・若い今のうちに自由になりたい 

という悩みや夢を持ってる人がほとんどだということです。 

今のまま、サラリーマンの給料だけでは 
何1つとしてその悩みを解決することはできないし、 
夢や目標を達成することは不可能です。 

みんな、 
「どうすればお金と時間の自由を得られるのか？」を 
知らないだけなんですね。 

だから毎日変わらず会社に行って労働するんです。 

逆に、その方法を知ってしまえば 



お金と時間の悩みは全て解決できて、 
自由人になることができるのです。 

そして、その方法こそがコンテンツビジネスです。 

僕はずっと「お金を稼ぐ」というジャンルで情報発信してますが、 
みんなが常に持っているお金と時間の悩みを解決して欲しいし 
1日でも早く自由人になってほしいと思うから発信しています。 

どう足掻いても、人生一回しかありません。 

みんないつか死ぬし、いつ死ぬかさえもわからないのに 
そのままただ時間をすり減らすだけの毎日は勿体ないですし、 
どうせなら自由に生きた方がいいと思うのです。 

僕自身はまだ20代で若いので、 
まだまだ成長したいし、どのレベルまで行けるのか試したくて 
今もずっとビジネスをしてますけど、 

人によっては短期間で一気に資産を作ってしまって 
残りはセミリタイア的な人生を歩んでもいいわけです。 

1年とかちゃんと資産作りをすれば、 
毎月最低でも30万とか生まれる状態にはなれます。 

なので、それを目指してお金も時間も自由になったら 

・日本一周してみる 



・新しい趣味や得意なことを見つけてみる 
・別のビジネスを新しく立ち上げてみる 

みたいな感じで、 
好きなことに没頭する人生をしっかり生きてもらいたいです。 

そうなれれば、シンプルに人生が面白くなると思うんですよね。 

で、そんな自由人がどんどん増えれば、 
それって僕にとっても超やりがいあることなんです。 

間違いなく、コンテンツビジネスしか 
お金と時間の自由を得る手段はありません。 

それに、普段僕は1人で過ごすことが多いので 
「自由に生きる仲間」がもっと欲しいのです。 

やっぱ、孤独だとどうしてもつまらないし、 
切磋琢磨できる仲間と一緒に成長し続ける方がずっと楽しい。 

僕の講座生とは、よくご飯に行ったり 
一緒にカフェで作業したりすることがありますが、 
毎回刺激的な時間になるのでそれも楽しいです。 

そんな風に、仲間と一緒に成長し合える環境は最高だなといつも思います。 



だからこそ企画は毎回熱を出すくらい全力で作り込みます。 

もちろんお金はいただきますけど、 
無料では出せない知識と僕のこれまでの経験を全て 
しゅんえいLaboでは公開していきます。 

しゅんえいLaboの講座生全員が、 
しゅんえいと二人三脚で成長して、ちゃんと自由になって 
講座生全員で遊んだりできる。 

そんな最高峰の環境を募集中です。 
→　%url2% 

追伸 

要望があったので、 
「実際にしゅんえいはどのくらいコンテンツが売れてるの？」 
って部分を中心に、レターの解説をしました。 

→　%url3% 

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% 



＝＝＝＝＝ 

件名：【新企画：最終話】残り1時間で募集終了。1日54円で5000万以上のリターン 

どうも、しゅんえいです。 

残り1時間で、しゅんえいLabo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。 
→　%url2% 

今回はの募集メールの最後なので、 
迷ってる方に向けて背中を押すつもりでお話ししていきます。 

加えて、これからコンテンツビジネスで 
人生を変える為の大事なことも僕の経験談から話しますね。 

まず、僕は4年前まで本当に普通のサラリーマンで、 
ある意味「人生終わったな」とずっと思っていました。 

給料も12万くらいしかない、 
人と話すことが苦手で超コミュ障、 
彼女もずっといない。 

そんな状態だったので、とにかく自分に自信がありませんでした。 

そのまま何となく周りと同じように生きて、 



「ああ、人生ってこんなもんなんかな…」 
と常に自己否定しながら絶望してた気がします。 

その中でも、何となく「成功したい」的な気持ちがありました。 

ですが、サラリーマンを1年やった結果、 
今のままでは何も変わることはないということを知って 
そこからはネットで「お金　稼ぐ方法」とかで検索し始めて 
何とか成功する為の行動を少しずつするようになりました。 

僕の場合はすぐに成功したかったので 
それまで勤めていた郵便局を辞めて、そのまま派遣社員になりました。 

そのタイミングで、 
「必ず成功して人生を変える」と自分に誓ったんです。 

そこからは、とにかくガムシャラになって 
稼げそうなノウハウを色々試しました。 

・バイナリーオプション 
・MLM 
・無在庫転売 
・出会い系アフィリエイト 
・カメラ転売 
・コンサルティング 
・オプトインアフィリエイト 

これら全てやりましたが、 
これと言った結果は最初の1年とかは出てなかったです。 



それでも諦めきれなくて、 
派遣を続けながら必死に試行錯誤しながらビジネスをやってました。 

そして、とあるタイミングで出会ったのが、 
「コンテンツビジネス」だったんですね。 

始めはわけもわからず教材や塾に投資して、 
1番最初はブログの開設からやりました。 

確かそれは丸一日かかったんですけど、 
そこからコツコツと記事を書いて 
同時にメルマガも書き始めたり、 
YouTubeをアップしたりもしました。 

その中で、自分なりのやり方や 
コンテンツの作り方なども模索しながら、 
順調に資産を作り続けました。 

その結果、1年後にはお金と時間の圧倒的自由が手に入ったのです。 

今は意欲的なメルマガ読者さんや、講座生、 
コンサル生や尊敬する師匠など、本当に魅力的な人たちに囲まれています。 

資産を作るのが毎日楽しくて、 
いつも「次はどんな資産作ろっかなー？」と 
ワクワクした状態で過ごすことができてます。 

そう考えると、人生は何が起こるか本当にわかりませんね。 



4年前のあの地獄のような毎日を考えると、 
もう見違えるほど人生変わりました。 

たまーに高校の友達と会ったりしますが、 
「しゅんえいってなんかすげえ変わったよな」って言われます。 

この経験から思うのは、 
「結局人生を変えられるのは自分しかいない」ってことです。 

そんな当たり前のこと言うなよ！と思うかもしれませんが、 
みんなそれを心の奥底では理解してるはずなんですけど、 
どこか他人よがりになってたり、自己責任で行動しようとしないんですね。 

それでは絶対人生なんて変わりません。 

他人が勝手に人生変えてくれるんじゃなくて、 
自分で自分の人生を自己責任で変えていくべきです。 

だからいつも「行動しないとダメですよ」と言ってるし、 
行動し続けることで、180度人生が変わるんです。 

なので、現状の生活や収入に不満があるのなら 
素直に行動してみてほしいのです。 

別に、僕みたいに勢いで会社を辞めなくてもいいです。 



サラリーマンをしながらまずは副業で 
1日1、2時間とか時間を作ってコンテンツビジネスに取り組めば、 
1年の間で月30万とか50万、少し頑張って月100万を超えた人は 
実際に僕の講座生にはたくさんいます。 

とにかく、自分の為に行動し続けることが大事なんです。 

しゅんえいLaboには、 
コンテンツビジネスで人生を変える為のノウハウや 
スキル、本質、サポート環境が全て詰まってます。 

16年間、僕が40歳になるまで直接サポートが受けられるのです。 

（他のビジネススクールじゃ、こんなサポート期間ありえないです） 

もし、この時点で迷ってるのなら 
ぜひ企画に参加してみてください。 

僕ももう500万以上はビジネスを学ぶ為に投資してきましたが、 
「この情報に投資して10倍以上のリターンがある」と思ったら 
いつも迷わず投資してます。 

なので、考え方としては 
将来にどれだけリターンがあるか？で考えてみてください。 

しゅんえいLaboの参加費は、198,000円です。 



決して安い金額ではないですが、 
コンテンツビジネスというスキルは向こう数十年は使えるスキルです。 

なぜなら、コンテンツの作り方と 
コンテンツの売り方の本質は昔も今も未来も変わらないからです。 

あらゆるジャンルでコンテンツビジネスができるし、 
ネット上でいろんな顔やキャラを持てるようになって、 
同時にお金と時間の自由を一気に獲得できるスキルなのです。 

少なく見積もっても、10年は通用するスキルです。 

そう考えると、1日54円です。 

1日54で、お金と時間の自由が手に入ります。 

しかも、企画の中身は常にアップデートされていきますし、 
僕のこれまでの数百万分の投資と、4年以上のビジネス経験を全て詰め込んでます。 

実際に講座生からは、 

「参加してよかったです！次の企画にも絶対参加します！」 
「100万円以上の価値があります！」 

というメールをいただいてます。 

なので、10倍以上の価値とリターンがあることは 



少なくともお約束できます。 

企画の中には、本質的なスキルがたくさん詰まってて、 
もちろん僕が実際に使ってるノウハウもかなり入れてます。 

一回学んでしまえば、一生お金を生み出すスキルが手に入るのです。 

昨日のメールでも話しましたが、 
実際、本当に0からの状態で 
最大風速月500万を突破した講座生もいます。 

そして、コンテンツビジネスで資産を作ることで、 
自分だけの確実な不労所得を作ることもできます。 

多分、3年とかコンテンツビジネスをやれば、 
平気で3000万とか、5000万とかのお金を生み出せるんじゃないかな？と思います。 

今回の198000円の投資が、 
5000万になって自分に返ってきたらどうですか？ 

めちゃくちゃすごいことだと思うんです。 

はっきり言いますが、 
コンテンツビジネスは絶対に消えないし、 
飽和もしないので一生食っていけます。 



もし、参加する価値があると思ったら、 
ぜひ企画に参加して、お金と時間の自由を手に入れてみてください。 

→　%url2% 

解説動画 

→　%url3% 

しゅんえいLaboに参加できるのは、今回が最後になります。 

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。 

では、ここまで読んでいただきありがとうございました。 

どんな人が来るか、しゅんえいLaboの中で楽しみに待ってます！ 

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% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【番外編：特別なお知らせ】読者さんから頂いた1通のメール。 



こんにちは、しゅんえいです。 

一昨日、しゅんえいLaboの募集が終了しました。 

今回の企画は、これまでの企画以上に申込数が多くて、 
僕が1番びっくりしてます。 

今はまだ、Laboのコンテンツを作成途中で 
まだ納品はしていませんが、 
すでに講座生からたくさんの決意表明をいただいてます。 

1つ、講座生からいただいたメールを紹介させてください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【Kさんからのメール】 

しゅんえいさん 

高単価のコンテンツに関する質問に 
お答え頂き、 
ありがとうございます！ 
お礼が遅くなり、 
申し訳ありません。 

そうですよね。 
おっしゃる通り、 
実際に自分が高単価のコンテンツに触れることで初めて解ることばかりだと 
思います。 

私は最近やっと仕事を始めてお金が貯まったので、初めての高単価コンテンツであるしゅ
んえいさんの講座に参加することができました。 

どんな内容か本当に楽しみにしています。今はそれが仕事の原動力です。 



せっかくなので講座が始まるまでに自分ができる範囲で準備？等が、 
できたらと思います。 

今のところワードプレスの設定と 
自己アフィリエイトくらいしかできていませんが、 
アフィリエイトも色んな情報を拾って 
戦略を練りつつ計画を立てています。 
方向性はこれでいいのか若干不安ですが。 

ではでは失礼致します。 
メルマガ今日も楽しんで読ませてもらいました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Kさん、これから一緒に頑張っていきましょうね。 

こんな感じで、初めてのスクール募集ということもあってか、 
いつもよりお申し込み人数が多かったし 
何よりも講座生のやる気と質が圧倒的に高いです。 

やっぱり、やる気に満ち溢れる人が集まってくると 
僕もその分気合が入るし、もっと良いコンテンツを作ろう！ 
と思えます。 

そして今回の募集では、最後の駆け込みラッシュも多かったです。 

大体いつも企画を募集すると 
募集初日と募集最終日が1番多く講座生が集まりますが 
今回は最終日が1番でした。 

Kさん以外の方からも、 



「これからしゅんえいLaboで学ぶのを楽しみにしてます！！」 

「コンテンツが届くのがワクワクすぎてなかなか寝れません笑」 

「初めてしゅんえいさんの企画に参加できました」 

等々の熱いメールをいただきました。 

ありがとうございます。 

そして、中にはこんなメールもあったのです。 

以下、そのまま引用させていただきますね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

件名：しゅんえいLabo参加について 

しゅんえいさん、お世話になっております。 

今回は初めてメール返信させていただきます。Fと申します。 

お時間のある時で構いませんので、このメールを読んでいただければと思います。 

いきなりですが、 
今回の集大成企画、案内を見逃してしまっていたため 
どうしてもメールに気づくことができず、プレオープンでの参加を逃してしまいました… 



本当に勝手で申し訳ありません。 

無理を承知で言いますが、今からでもしゅんえいLaboの参加は 
間に合いますでしょうか？？ 

ぜひ、参加させていただきたくメール致しました。 

しゅんえいさんの事は、始めはYouTubeで 
「郵便局あるあるベスト５」という動画経由で知りました。 

実は私も、元々は郵便局で働いていました。 

ですが、2年前に給料の低さや、当時の局の人間関係があまりにも嫌になり、 
退職して、今は別の営業会社に就職しております。 

しゅんえいさん自身も元郵便局員で、 
給料の低さやそれ以外のことなど、共感する部分が多く、 
しゅんえいさんのブログやYouTubeで拝見させていただいた瞬間、 
すぐにメルマガ登録させていただきました。 

現在は、まだ具体的なコンテンツビジネスというものは 
スタートできておりませんが、今回の募集でスクールを企画することを知り、 
「しゅんえいさんに直接サポートしてもらえるんだ！！」というのが1番嬉しくて 
ぜひ参加させていただきたい！そう思いました。 

誠に勝手で申し訳ありません。 

本来であれば、すでに募集は締め切りなので参加は無理かと思いますが、 
もし、可能であれば、ぜひしゅんえいLaboの講座生として参加させていただけないで
しょうか？？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



というメールが届いていたのです。 

まず、Fさんのメールを読んで、 

「ここまでちゃんと文章かければ、 
かなりいいコンテンツの仕組みが完成するな笑」 

と思ったし、同じ郵便局員を経験してらっしゃったことが 
嬉しいというか、同じ境遇の人って世の中にそうそういないので、 
それが発信しててよかったなーって思います。 

実は、Fさん以外にも、 

「まだ参加は間に合いませんでしょうか？… 
できれば参加させていただきたいのですが…」 

という内容のメールを何通かいただいてるので、 
今回のみ特別に、あと2日間だけしゅんえいLaboに参加できるようにレターを復活させま
した。 

なので、今から2日間でお申し込みくださった方のみ、 
しゅんえいLaboに参加できます。 

3年くらいかけて情報発信してきましたが、 
やっぱり僕の発信する根元は 

「ひとりで稼ぐスキルを身に付けて、 
自由になる人材をひとりでも多く増やしたい」 



というのがあるので、今回だけ特別応急処置ですが、 
再度、見逃してしまった方でも参加できるようにさせていただきます。 

ただ、それは僕のメールをここまで読んでくださっている方だけなので、 
かなり少数精鋭にはなるかと思いますが、 
もうその時点で、「成功気質が高い」です。 

残り2日間だけ参加できますので、 
「本当は参加したかったけど、募集に間に合わなかった…」 
という方は、下記のレターから参加可能です。 

→　%url1% 

残り2日で、完全に募集は締め切るので、そこだけはご注意ください。 

そして、参加された講座生は、 
せっかくのしゅんえいLaboを大いに活用してください。 

僕も、これまで30万や50万のスクールや塾に入って学んでいますが、 
どこに入ってもそのコミュニティで目立って、その環境を使いまくってきました。 

ぶっちゃけ、自分が入ったスクールの中から、 
僕の講座生になってくれた人もいます笑 

なので、スクールに入る特権ってめちゃくちゃあるし、 
その活用の仕方も様々です。 



まあ、その辺も含めてLaboの中で「スクール活用の極意」って感じで 
しっかり講義で解説していきますね。 

では、しゅんえいLaboでお会いできることを楽しみにしています！ 

再度、レターを置いておきますね。 

→　%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% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【番外編：残り24時間】「そんなの教えてもらっていいんですか？！」と言われた 

こんにちは、しゅんえいです。 

昨日、読者さんからの要望があったので、 
しゅんえいLaboをあと2日間だけ参加可能にしましたが 
メールを頂いた読者さん含め、他にも何名かの方が参加してくれました。 

→　%url1% 



しゅんえいLaboには残り24時間の間でしか参加できないので、 
興味のある方は、ぜひレターを確認してみてください。 

昨日は、Laboのコンテンツを作った後に 
読者さん（Sさん）が名古屋からわざわざ僕の地元まで会いにきてくれたので、 
そのまま食事しながらほぼコンサル状態になってました。 

その方は、最近僕のメルマガに登録してくれたらしく、 
たまたまベストタイミングで集大成企画案内を受け取ってくれてました。 

そしたらある日、1通のメールがきて、 

「ぜひしゅんえいさんにお会いしたいです！ 
ご飯も御馳走させてください！！！」 

とのことだったので、そのままお会いする形になったのです。 

僕自身、普段はあんまり人と会わなくて、 
会うとしてもコンサル生か講座生くらいしかご飯とかもいきません。 

でも、Sさんの長文メールに感動して 
久々に読者さんとお会いしました。 

Sさんは彼女にふられた経験をきっかけに、 
病んでしまい、一時期は人生のどん底になるくらいの 
ノイローゼになってしまったらしく、 



そこからは恋愛を勉強して、 
可愛いキャバ嬢や綺麗な女性を虜にしてしまうほど 
色んな女性と付き合えるまでになったので、 

これから恋愛でコンテンツビジネスをやりたい。 
けど、イマイチやり方や戦略のイメージが湧かない… 

っていう悩みを持ってたので、 
食事の最中に、僕が話せるだけの戦略やありとあらゆる事例を解説しました。 

Sさんは大分満足してくれて、 
アドバイスするたびに 

「そんなの教えてもらっていいんですか？！」 

と言ってました。 

ちなみに、Sさんから感想メールもいただいたので、 
紹介しておきますね。 

＝＝＝＝ここから＝＝＝＝ 

しゅんえいさん本日はありがとうございます！Sです！ 

焼肉とてもおいしかったですね！ 
静かですし、良いお店をご存知ですね^_^ 

クラフトビール屋さんも 
非常に美味しく頂きました。今回はベルギービールを嗜ませて頂いたので、次回は他の地
域の 
クラフトビールを味わいたいと思っております！ 

今回の豊橋遠征は、本当に色々学ばせていただきました。 



そのおかげで、コンテンツビジネスに希望しかありません！！(笑) 

例えばメルマガ登録時にアンケートを取り 
悩みを仕入れて、その悩みに対して限定動画を撮って読者の信頼残高を貯めると言うのは 
誰もやってなくない？？ 

というレベルの貴重な話でしたし、 
有意義な戦略だと思いました。 
「そりゃあ、ライバルがたくさんいる中でも 
モノが売れるよなぁ」って言う感想しか出ませんでした。 

そこにはそれを実行出来る 
しゅんえいさんの人間性も素晴らしいですし、 
思考の高さに関しては、この人神か、、、と尊敬するばかりです、、、(笑) 

実際にしゃべってしゅんえいさんに 
触れたからこそ、とても優しいなと思いましたし、なにを聞いても真剣に答えて頂いた姿
はとても嬉しいです。 

とにかく僕もそういった部分を真似して 
コンテンツを作っていこうと思いました。 

また、恋愛市場は非常に成功しやすいと言う 
前向きなコメントをいただけたので 
今後は、バシバシコンテンツを発信していき 
成果を出していきたいなぁと感じております。 

読者というのは、赤ちゃんなので、何度も何度も同じ内容を話していき、読者の人生が変
わるような発信を常に心がけ価値提供をやっていきたいと思います。 

また発信してる段階では自分より初心者しか集まらない。というのも勇気づけられます。 
安心して自分が持ってるスキル、ノウハウを 
自信持って伝えていけそうです。 

完璧主義にこだわらず、 
3割の完成度でどんどん市場に発信していき 
反応を集め、改善してやっていきたいなと思います。 



ひとまず、Twitterを極め、YouTubeに移って読者を集めてコンテンツ販売までこじつけ
たい。と思います！！ 

選択と集中は大事ですもんね！ 
全集中の型で、あれもこれもとならず 
1つのプラットフォームを極めて恋愛市場で 
戦っていきたいと思います！ 
本当に本日はありがとうございます！ 

PS. 
マジで月1くらいでご飯ご一緒したいですね^_^ 
しゅんえいさんのお好きなお店をまたご紹介ください！ご馳走させて頂きますので。 

＝＝＝＝ここまで＝＝＝＝ 

メールを見てもわかるように、 
最初に頂いたメール1通だけで、 

「あ、この人すぐ結果出るな…」と思いました。 

結果を出せる人は、ビジネスを自己責任で捉え、 
本質部分の「戦略」や「思考」を大切にしていますし 
学ぶ姿勢も凄まじいです。 

普通、遠い名古屋から僕の地元まで会いにくるとかしないと思います。 

ですが、Sさんは常に学ぶ姿勢を持っていて、 
かつ本質を大事にしているからこそなのかなと。 

まだ本格的なメディア運営はしてないみたいですが、 



早速コンテンツを作ってくれたみたいで、 
半年後の結果が楽しみですね。 

おそらく、毎月食っていけるくらいの報酬ならすぐに作れるし、 
月100万も悠に突破できます。 

現在、しゅんえいLaboはプレオープン価格での参加が可能ですが、 
今日中には人数が埋まってしまうかと思うので 
興味のある方はぜひお早めに参加していただければと思います。 

今、進行形でコンテンツ作成してますが 
かなり濃い内容のセミナーがいくつも完成してて、 
これから講座生達に会員サイトを届けるのが楽しみです笑 

月１ペースで勉強会や懇親会等もできたらいいなと思っていて、 
そこでも僕と直接話すこともできます。 

コンテンツビジネスというビジネスモデルを使って、 
僕と二人三脚で自由を掴み取っていきましょう。 

しゅんえいLaboはこちらから参加できます。 

→　%url1% 

追伸 



分割決済での可能もできますので、 
そちらも大いに活用してもらえたらと思います。 

今回、参加できなかった読者さんも 
これまでに配った「コンテンツビジネス最強レシピ」を熟読して実践してもらえれば 
しっかり結果を出せるようにしたので、ぜひ小さな1歩でもいいので実践しましょう！ 

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% 

＝＝＝＝＝ 

件名：【番外編：最終話】本当の自由の意味とは？ 

こんにちは、しゅんえいです。 

今日の朝、メール通知を見てみたら、 
またLaboの講座生が増えてました。 

中には、初めて僕の企画に参加してくださった方もいて、 
いきなり僕の直接サポートもあるしゅんえいLaboに参加できるのは 
かなりラッキーだなと個人的には思います笑 

本来であれば、2日前までの募集期間でしたが 
今回は特別に要望があったため、もう2日間募集期間を伸ばしました。 



そして、しゅんえいLaboに参加できるのも、 
もう残り4時間ほどになりました。 

しゅんえいLabo→　%url1% 

最後の駆け込みも大歓迎なので、 
「しゅんえいと二人三脚で自由を掴みたい」 
という方は、ぜひ参加してみてください。 

そうそう。 

昨日は、新しいプロフィール写真を友達に撮影してもらう為に 
静岡の浜松まで電車で行ってきました。 

すでにプロフ写真を変更したので、 
時間があればぜひ覗いてみてください。 

→　%url2% 

（プロフィール記事に飛びます） 

海で撮ったんですけど、 
海ってなんか大きいし、「自由で良いな」と思ってたんですよね。 

僕の情報発信では、 
「ひとりで稼ぐスキルを身に付けて、お金も時間も自由になる」 
っていうのを１つの軸にしているのもあるので、海はピッタリだなと思いました。 



で、撮影の後はそのまま「さわやか」という 
炭火焼ハンバーグ屋さんに行ってハンバーグを堪能してきました。 

さわやかは静岡人は知らない人はいない！ 
というくらい有名なご当地グルメです。 

僕も、高校生の時から友達が行きまくってて、 
「いつか行ってみたいな～」とは思ってたものの 
結局、22歳くらいまで行けずじまいでした。 

さわやかに行ったことある人はわかると思いますが、 
シンプルに牛のハンバーグがうまいんですよね笑 

ありがとう、牛さん 

って感じなんですけど、一度食べたら忘れられない味なので 
絶対リピーターになってしまいます。 

コンテンツビジネスの話に戻りますが、 
写真撮影して、ハンバーグを食べている間にも 
これまで作った僕のコンテンツ達が働いてくれているおかげで、 
家に帰ってメール通知を確認したら、24,900円の報酬が生まれてました。 

コンテンツビジネスの魅力って、 
やっぱりそこにあるなといつも思います。 

MacBookあればどこでも仕事ができるし、 
コンテンツを作れば作るほど、それらは全て「資産」になるので 



作った仕組みから不労所得が生まれます。 

しかも、どんなジャンルでもそれができます。 

元々ダイエットの経験があればダイエットでコンテンツビジネスができて、 
元々転売の経験があれば転売でコンテンツビジネスができて、 
元々占いに興味があれば占いでコンテンツビジネスができるのです。 

僕と同じように、 
「元々何のスキルもノウハウもない」人でも 

後天的に人の役に立つスキルやノウハウを身に付けながら 
同時にコンテンツビジネスを仕掛けていけば大丈夫です。 

それに、自分が稼ぎたいだけのお金をしっかり稼げます。 

僕は「若いうちにどこまでレベルアップできるか試したい」っていう欲求や 
単純に知的好奇心が高いのと、仕事が楽しいので 
2日に1回は何かしらの資産を作ってますが、別にそうじゃない人もいるでしょう。 

・とりあえず月30万生まれる仕組みを作れればそれでOK 
・海外移住しながら月10万稼ぎたい 
・セミリタイア状態に入って趣味だけで生きたい 

そんな人もいると思いますが、 
コンテンツビジネスって自分だけの著作物だし 
収入もコントロールできるので、 

もっと稼ぎたければもっとやれば良いし、 



「このくらいで自分はいいかな」って思ったらそのようにしたらいいんです。 

他の発信者を見ていると、 
「こうでなければダメなんだ！ずっと成長し続けろ！！」 
みたいな発信してる人が結構いますが、僕はそうは思いません。 

別に、本人の自由でよくね？ 

みたいな。 

僕も、僕の好きなようにビジネスをしたいし、 
ライフスタイルまで他人に決められるのはマジでいやです。 

束縛嫌いって言うんですかね笑 

時間やお金、環境や人間関係とかを縛られるのが本当にダメなタイプだからこそ、 
おそらくサラリーマンという組織の中で生きることが合わなかったんだと思います。 

多分、読者さんも同じような価値観の人が多いと思います。 

最近はメルマガの中に 
アンケートを取れる仕組みを設置したので、 
そこで色々読者さんのことを知れるんですけど、 
やっぱりどの方も僕と価値観が同じだなーと思いました。 

読者さんからの感想メールも前よりもかなり増えてきました。 



最近「習慣化」に関するメールを読んでくれたSさんからも 
こんな感想をいただきました↓ 

＝＝＝＝ここから＝＝＝＝ 

しゅんえいさん 
こんばんは。Sです。 

習慣化大事ですね！ 
僕も最近は、しゅんえいさんのメルマガを 
開かないと気持ち悪いですし、 
アウトプットしないと気持ち悪いです。 

かなり、いい感じに習慣になっております。 
やはり行動しないと、結果も出てきませんしね、、 

この感じを大切にコツコツと積んでいきたいと 
思います＾＾ 
今日もありがとうございます！ 

＝＝＝＝ここまで＝＝＝＝ 

これもコンテンツビジネスの魅力の１つで、 
「自分のことが好きな人だけが集まってくる」ってことです。 

この感覚って学校と同じです。 

学校の新クラスになった時、まず1番初めに仲良くなるのは 
「同じ価値観の人」だと思うんですね。 

女子はこれがわかりやすくて、 



大体ニコイチをまず作ろうとしますよね。 

で、同じ価値観で好き同士のニコイチが 
派生して4人グループになったり6人グループになったりして 
いつしか「いつメンだね～」とか言うようになるのです。 

これってまさに情報発信がベースとなる 
コンテンツビジネスそのもので、自分と似たような人、 
同じ価値観を持った人、共感してくれる人、 

ようは「コアなファン」が集まってくるからこそ、 
商品をオファーすれば売れるし、高い商品でもリピートしてくれるんです。 

コンテンツビジネスというビジネスモデルが、 
最も最強だし、趣味でさえも仕事にできるってのがいいですね。 

僕も、「お金を稼ぐ」という知識が好きなって 
もっといろんな人にひとりで稼ぐ知識を知って欲しい！ 
と思ってるからこそ、コンテンツビジネスができてます。 

逆に、嫌なことや我慢してまで仕事にしたくはないです。 

（もちろん、好きなことを仕事にする為に 
めんどくさいことや嫌なことをやる必要はありますけどね。 
あと、勉強や努力も必要です。） 

なので、そこも自分の自由に、 



好きなようにやることができるんですね。 

番外編メールは最終話になりますが、今回のメールをまとめると、 

「生き方や仕事、稼ぎたい収入から 
全て自由に決められる手段こそコンテンツビジネス」 

ということです。 

それを理解してもらえれば、もう十分伝わったのかなと思います。 

しゅんえいLaboに参加できるのは、残り4時間ほどです。 

今回を逃すと、もう二度と参加はできないので、 
コンテンツビジネスで本当の自由を掴みたい方はぜひ。 

→　%url1% 

（カウントが終了次第、ページが閉じます） 

追伸 

分割決済も可能なので、そちらも大いに活用してください。 



質問もあれば、気軽にこのメールで質問してください。 

返信しますので。 

それでは、ここまでお付き合いいただきありがとうございました！ 

しゅんえいLaboの中でお待ちしてます！ 

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% 


