
【電子書籍プレゼント】初めまして、元郵便局員社長のしゅんえいです。 

初めまして、藤野駿英です。 

ネット上では「しゅんえい」という名前で発信してます。 

そして今回は僕のメルマガに登録していただき、 
本当にありがとうございます。 

今は会社を辞めて独立してますが、 
元々は郵便局で働いていました。 

そしてビジネスを始める前までは 
仕事もまともにこなせないただの貧乏社員でしたが、 

今は郵便局は脱サラして、 
一人でウェブマーケティングの会社経営をしながら 
かなり自由度の高い状態になったり、最高で月190万を突破したり、 
時には1日中ネトフリで映画見まくったり 

ちょうどこのメールもスタバでMacBookを叩きながら書いてます。 

たまに読者さんから、 
「本当に稼げてるんですか？」とメールをいただくので 
一応証拠としてこちらのページに実績の1部を公開してます。 

→　%url17% 

今回は、自己紹介がてら僕はどういう人間なのかを話していきますね、 

そして先日、初めて電子書籍を書きました。 



かなり多くの方に読んでいただいていて、 
好評も多くて自分でもビックリしてます。 

通常は有料のこの電子書籍を 
今だけ期間限定で公開してます。 

→%url10% 

また、読んだ後に書籍の感想を送っていただけたら、 
ささやかながら追加プレゼントもお渡ししてますので、 
%now_time_month_afterday-5%月%now_time_day_afterday-5%日まで受け取れるので、サ
クッと感想を書いて受け取っちゃってください。 

今日のメールは、僕がこの世界に出会うまでの経歴から。 

それをザッと物語形式にして話していきます。 

かなりリアルに書いているので、 
ビジネスの世界ってどんな感じなのか？が 
かなりイメージできるかと思います。 

読者さんからは「読みやすい」等のメールをいただいてますので、 
5分くらいでサクッと読めると思います。 
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では、ここからは 
僕がまだ19歳だった頃まで遡りたいと思います。 

①：【金がない、コンプレックスの塊からの突破口】 

高校を卒業して 
郵便局で働いてはや半年がたった頃、 
僕は初めて「ネットビジネス」という言葉をTwitterで目にした。 

当時は19歳。 

就職して半年が経ち、 
何となく今後の人生のことや 
今の給料に対して不満を抱えていた。 

当時の手取りは12万円。 

一人暮らししたいと思っても、 
かなり切り詰めて生活しないと 
絶対にやっていけない給料だった。 

その時はまだ実家にいて、 
そろそろ一人暮らししたいな～ 
とか思ってたけど、 

今の現実を考えると 
それはほぼ無理な願いだった。 

もっと給料上がらんかなー。 
こんなんじゃまともに生活もできねえよ。 
とか思いながら、 



たまに飲みに行く高校の友達には、 
給料をごまかしたりして 
笑われるのを怖がっていた。 

とにかくそれが自分のコンプレックスだった。 

そんなどうしようもない状況だったので、 
こんな自由な世界があるんだと知って 
そこから僕はとにかく早くこの状況から抜け出すために 
すぐにネットビジネスに取り組む決断をした。 

将来は絶対にネットビジネスで成功して、 
周りの奴らより自由気ままに生きてやる。 

その思いが強かったので、 
今では独立してはや2年半が経って 
それなりに収入も右肩上がりになった。 

今は23歳で世間的に見たら 
この年で独立してビジネスしてる人なんて 
なかなかいないので、 

周りの友達とか、 
昔からの知り合いの人とかに 
「若いのにすごい」「才能があるんだね」 
といった言葉がだいたい飛んでくる。 

でも、ビジネスで成功するのに才能はいらない。 

実際、僕には才能なんて何もないし、 
今でも自分に何か特別な才能があるなんて 
本当に微塵も思ってない。 

もう一度言うが、 
才能なんて本当にいらない。 



で、話を戻すと 
僕がネットビジネスをやろうと思った主な理由としては、 

1、「給料が低かったから」 
2、「何にも縛られずに生きていきたかったから」 

主にこの2つだった。 

まず、給料が低かったことについてだが、 
僕は高卒で郵便局に就職した1年目の給料が、 
手取りで12万しかなかった。 

これには僕も予想外で、 
これでは年収240万程度しかないとなると 
さすがにまともに貯金も残らないし、 

一人暮らしなんて無縁だと思った。 

会社の上司を見ていてもみんな給料が低いとばかり言ってるし、 
飲み会の席でも大体は会社の不満や給料の低さについてしか 
みんな話していなかったので、 

じゃあそれならもう自分で起業した方がよくね？ 

となったことが理由だった。 

2つ目の、何にも縛られずに自由になりたい 
ということに関しては、 
今までずっと会社に縛られて 
上司の言うことをペコペコしながらしたがって、 
「雇われの身」としてしか生きてこなかったので 

自由に稼いで、 



好きなことを思うがままにできる状態に憧れていたのと、 

昔から”社長になる”というのが 
かすかな夢だったことから、 
もう会社のサラリーで生きるのではなくて、 

ちゃんと知識を得て 
しっかり取り組めば絶対に俺にだって社長になれる、 
それをこの世界を知って確信していた。 

それに、普段から一人で過ごしたり、 
一人の時間を楽しむのが結構好きだったりもした。 

誰にも指図されることなくいくらでも映画を観れるし、 
好きなタイミングで寝たり漫画読んだりもできる。 

それがすごく自分の中では快感だった。 

あと、3歳から母子家庭で、 
さすがに親に苦労させたくないというのもあって、 
自分がもっと稼いで親を養えばそれだけで 
喜んでもらえると思ったし、 

少なからず親孝行をすることができると思っていた。 

それなのに、現実を見たら 
給料は12万だし、毎日楽しくもないし、 
やりたい趣味とかもろくにできてない状態だった。 

だからもう、 
自分にとっては「これしかない」と思った。 

ネットビジネス以外に、 
お金を稼いで自由になる具体的な方法はないと思った。 

これをやってみたい、とか 
こういう人生だったらな、とか 



そんなのを思っているだけだったら 
正直何も変わらないし、 

もし仮にネットビジネスで失敗したとしても、 
またやり直せばいいと思ってたし 
「何とかなるだろう」と思っていた。 

今まで心から毎日が楽しい！ 
なんて思ったことが本当に無くて、 
社会に流されて生きて、定年退職して 
自然に死んでくのかな～とか思ってた。 

でも、この世界に出会えたおかげで、 
これから俺は絶対に生まれ変わって自由になって 
モテモテの生活を送ってやる。 

そう決心して、 
郵便局に就職して約1年で 
僕は勢いで退職することとなった。 

親には当時相当反対されて、 
何度も喧嘩して泣かれたこともあったけど、 
そんなのは全部無視して退職することにした。 

でも、実は今思うと 
この時ちょっと後悔している。 

当時はまだネットビジネスの世界がある、 
というのを知っていただけであって、 
じゃあ実際に稼げていたのか？ 

と聞かれると全く稼げていなかった。 

だからほぼ投げやりだったし、 
当時の親には申し訳ないことをしたな、 
と反省している。 



その辺の詳しいエピソードも、 
今後のメルマガで話していくのでぜひお楽しみに。 

はい。　 

ここまでが郵便局を退職するまでの流れです。 
マジでお金なかったんですよね。本当に。 

お金がなかったのでいつか車を買うために 
かなり我慢しまくって毎月7万くらいは貯金してました。 

なので相当カツカツ状態です笑 
（もうあんな状態にはさすがに戻りたくねえ・・・泣） 

しかも、そのおかげで貧乏性になっていたため、 
今でもよくコンビニに行った時に 
108円のいろはすにするか、 
それともちょっと贅沢して210円のモンスターを買うかで 
かなり悩んでしまう癖があります。 

だいたい迷ったら15分くらいは悩んでしまう笑 
この貧乏性は治したいですね笑 

まあ、たぶんもっと稼げば治るんでしょうけど。 

②：【勢いで郵便局を辞めた後のリアルな妄想】 

さて、話を勢いで退職した後に戻します。 

何とか上司を説得して 
とりあえず辞めることができた。 



でも、さっきも言ったが 
まだ1円もネットビジネスから収益は 
発生していなかった。 

さあ、いざ辞めたけど何すればいいんだ・・・ 

という状態になっていた。 

んー、ネットビジネスって稼げるのは確かだけど、 
いざやるってなったら具体的に何をやったらいいのやら。 

早速、ネットサーフィンして調べてみた。 

この時、初めてしっかり調べたので、 
ネットビジネスには色んな種類があることがわかった。 

なるほど。 
アフィリエイトってものがあるんだ。 
商品紹介すると、その売り上げの一部を 
アフィリエイト報酬として受け取ることができるのか。 

しかもそれが初期費用ほぼ０円で、 
ネットで全て完結するらしい。 

これはすげえな。 

パソコンとネット環境あればどこでもできるし、 
アクセスをたくさん集めて、 
商品が売れれば売れるほど 
アフィリエイト報酬もバンバン口座に振り込まれる。 

これは結構僕の中でも驚きで、 
意外と知らないだけでいろんな企業の商品がアフィリできるらしい。 
Amazonのものは全て紹介できるし、 
化粧品とかダイエットジムとか何から何まで商品がある。 

で、怪しいと思ってたのは最初だけで、 



気付いたらどんどんネットビジネスに興味が湧いている自分がいた。 

なんというか、これからの未来が明るい気しかしなかった。 

MacBook開いて、 
スタバでアイスコーヒー飲みながら作業して 
やりたい時間にやってそれ以外は自由気ままな生活が 
これから待っているんだ～はっはっは～～！ 

とか思ってたから、 
一目散にネットビジネスをしたくなった。 

今までは世間の常識の中で生きてきて、 
とくに勉強に明け暮れたこともなく過ごしてきたから、 
いろんな知識が一気に入ってきて 
頭が今にも爆発しそうなくらいパンクしていた。 

だから調べていて単純に楽しかったし、 
何より普通に面白かった。 

だけど、 
こういうのって他にも色々情報がありすぎて、 
具体的に何をやったらいいのかちんぷんかんぷんだった。 

③：【怖かったけど、30万払ってビジネス世界に足を踏み入れた】 

だから、とりあえず直接人に教わって、 
個人コンサルを受けることにした。 

ネットビジネスで稼いで、 
月収200万稼いでいるという同い年の 
人がTwitterにいたので、その人に直接アポを取って、 

30万払って初めてネットビジネスに取り組んだ。 



今までは会社からの給料でしか生活してなかったので、 
ぶっちゃけ騙されるんじゃないか？とか、 
詐欺だったらどうしよう・・・とか思っていた。 

あの時は普通に怖かったなあ。 

確かに、当時はもう3年前だけど、 
今思い出してみても完全に怪しさMAXだった。 

でも、すでに決断してたこともあって、 
とりあえずやってみることにした。 

僕のやる前のイメージとしては、 
ネットビジネス＝起業家じゃん。 
なんかカッコいい。 

これでネットビジネスで成功できたら、 
俺絶対女の子からモテモテなんだろうなあ。 

だって、もし詐欺だったら、 
わざわざYouTubeとかブログで発信したりするか？ 
いやいやいや、しないでしょ。 

しかも、本当に月収100万とか稼げるようになれば 
絶対自信付くし、親も楽に過ごしてもらえる。 

で、コンサルを受けるために 
愛知から神奈川まで新幹線で行って、 
現金30万円を封筒に入れてそのまま会いに行った。 

そして新幹線に乗ること約2時間。 

やっと新横浜駅に着いた。 



で、そこから待つこと5分。 
改札に集合とのことだったので、 
そのまま改札で待っていた。 

そしたらそれらしき人が歩いてきて、声をかけられた。 

「あ、しゅんえいさんですか？」 

「は、はい！、、、初めまして（焦）」 

いくら同い年とはいえ、 
超緊張してたのでめちゃくちゃ焦ってた。 

でも、いざ会ってみると、 
見た目は意外と普通の青年だった。 

（彼の名前は言えないのでここではKさんとします。） 

こんな同い年の普通の人が、 
本当に月200万も稼いでるのか？ 

年収換算したら、 
2400万でしょ？普通に金持ちだし、 
今までの俺からするとありえねー笑 

そしてKさんが気軽に話してくれた。 

Kさん「お腹空いてますよね(^ ^) 
　　　　何食べたいですか？」 

し「え、あ、は、はい、焼肉が食べたいです！」 

Kさん「いいですね～！この駅の中にいい焼肉屋があるので、 
　　　　そこでランチご馳走しますね！」 



し「え！？いやいやいや・・・ 
　　そんなの申し訳ないですよ！！」 

Kさん「大丈夫ですって～w 
　　　　そんな遠慮せずいきましょう！」 
　　 

し「あ・・・ 
　　は、はい・・・ 
　　ご馳走さまです！！！！」 
　 

そして、焼肉を食べながら 
ネットビジネスについて色々聴きまくった。 

Kさんから聞いた話は全て衝撃の嵐だった。 

Kさん「今はアベレージ月200万～300万くらいあるので、 
　　　　年収でいうと3000万くらいですかね～？」 

マ、、、マジかよ。予想はしてたけど、 
いざちゃんと本人を目の前にして聞くと、 
さすがにこんな感覚は初めてだった。 

だって、同い年でしょ？ 

同い年の19歳が、月300万もあんの？ 

こんな同い年にあったのは、 
当たり前だが生まれて初めてだった。 

テレビでなら何となく見たことはあったけど、 
リアルで目の前にしたのは人生初。 



そのあとは、どうやって月収300万を達成したのか。 
ネットビジネスはちゃんと取り組めば、 
高校生、大学生、主婦、サラリーマン、、、 

立場、年齢関係なく成功できるということ。 

で、それを知らない人が世の中の殆どだということ。 

ざっくりとだが、このようなことを教えてもらった。 

ちなみにもうこの時点で、 
「早くやりたい」「早く稼ぎたい」 
と言う感じで、めちゃくちゃ興奮していた。 

その理由は、 
「お金がなかったから」 
「自信を付けたかったから」 

大きな理由はこれです。 

ネットビジネスで稼げるようになれば、 
この2つを抜け出すことができる。 
そう確信していた。 

この時は自分に全く自信がなくて、 
なおかつプライドの塊みたいなものだったから、 
何かコンプレックスとかがあってもそれを素直に友達に話したりなんて 
とてもじゃないけどできなかった。 

だからこそ逆に、 
”絶対に成功して自由になりたい”という気持ちは 
おそらく人一倍強かったんだろうなと思う。 

マジでお金がなくて、自信もなくて、 
なおかつ心配性で、コンプレックスの塊だった。 



だからやらない理由がなかったし、 
ネットビジネスの世界は、 
本当に当時の自分にとってたった1つの希望の光でしかなかった。 

改めてここで、 
ネットビジネスに骨を埋める覚悟を持った。 

そして、2016年の1月から、 
僕のビジネス人生がスタートする。 

はい。 

ここまでが、本格的にネットビジネスを 
始めるまでの具体的なエピソードです。 

④：【初めての月収100万円と、これまでの常識の消滅】 

ビジネスを開始してからは多少苦労はあったが、 
何とかその1年後、僕は月収50万円を達成した。 

その後も少しづつだが、収益を伸ばしていき、 
70万、100万と収益を上げることができていった。 

そして、ほとんど何もしなくても 
毎月数十万単位でお金が入ってくる状態になった。 

寝てても勝手にお金が口座に振り込まれる。 
（これも今後のメルマガで掘っていきますね） 

映画観ててもいいし、本読んでてもいいし、 
旅行しててもいいし、何をしても仕組みからお金が生まれた。 



こんなの、郵便局員だった僕からしたら、 
普通にありえないし、一気に価値観が崩壊した。 

これまで生きてきた人生の常識とか、一気に吹き飛んだ。 

だから、この時点でこの世には 
常識なんてないと思ったし、 
生き方に正解なんて無いんだなと思った。 

今まで教えられてきた学校教育や、 
会社でしつこいくらい言われてきた常識ってマジなんやねん・・・ 

そう思って、常識なんて本当に関係ないんだと肌で感じた。 

19歳～23歳のこの4年間で、 
僕の人生は本当に変わった。 

まだまだこれに満足することなく、 
これからもずっと勉強を続けて、 
さらに成長していきたいと思うし、 

こういう仲間を一人でも多く、 
どんどん増やしていくために発信を続けていこうと思った。 

まだまだ成長したいし、 
将来的には一人で10億規模の経営者になりたいとも思ってるので、 
これからも引き続き勉強して成長していこうと思う。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

はい、ざっくばらんですがこんな流れで今に至ります。 
本当はもっと話したいんですけどね。 



まあその辺は今後のお楽しみということで。 

こうやって、僕のこれまでの経歴を出すことで、 
僕がどんな人間だったのかを理解した上でメールを読むことができるし、 
しゅんえいってこんな奴だったんだよー 
ということを把握した上でメルマガを楽しんでもらえたらなと。 

日本人って特にそうで、 
みんな自信がなくて、本当はこうなりたい！ 
って思っててもなかなか行動ができません。 

でも、難しく考える必要はなくて、 
やり方を知った上で、行動することができたら 
その理想は現実になるんだよ。 
ということをこれまでの経験で勉強しました。 

これまでの約4年間というのは、 
僕にとって本当に濃厚で、刺激的な経験だったし、 
これまでで最もインパクトのある4年間でした。 

でも、「ただ行動すればいいんだよ。」 
とは言うつもりは全くありません。 

確かに行動力は大事だけど、 
でもそれだけではいけないのです。 

その行動とプラスして、”スキル”が必要です。 

スキルがないと、どれだけ行動しても無駄な時間をすり減らしてしまいます。 

スタートからゴールまでの 
明確な道がわかっていて、ちょっとした努力ができれば、 



経済的な成功は十分に可能です。（月30万～月100万くらいは） 

しかも、それもお金が生まれる仕組みを作れば、 
寝ていたとしても勝手に発生してしまいます。 

怪しいし、胡散臭いと思うかもしれないけど、 
これは事実ですし、僕や僕以外の人のメルマガを読んでいれば 
何となく嘘じゃないと理解はできるはずです。 

その気持ちはわかります。 

僕もそういった時期があって、 
特にネットビジネスの情報発信者に対しては、 

「こいつらどうせ詐欺でもやってんだろ？」 

としか思ってなかったので笑 

どうしても「ビジネス」と聞くと、 
「難しい」「人脈がいる」「才能がいる」と思いがちですが、 
ぶっちゃけ特別難しくはありません。 

先ほども言ったように、スキルがあればお金は稼げるし、 
自分が成長していけば人脈だって資産だって知識だってどんどん増えます。 

だからまずは、スキルを身に付けて 
毎月食っていけるだけのお金を自分で稼げるようになるところから目指していきましょう。 

そこに年齢や立場は全く関係ないです。 

大学生でも、 
主婦でも、 
サラリーマンでも、 



高校生でも、 
年老いてても、 
全く自信が無くても、 
何かしらコンプレックスを抱えていても、 
人脈がなくても、 
お金がなくても、 

まずは「たった一人で稼ぐスキル」さえ身に付けてしまえば大丈夫です。 

僕も3年前はただのしがないサラリーマンです。 
低賃金な給料をもらいながら生きていた普通の凡人です。 

知識なんてないし、スキルもない、 
人脈も、お金も余裕があったわけではなかったです。 

それでも、何とか稼ぐスキルをまずは身に付けてやろう 
と思って、必死に正しい努力を失敗しながらも繰り返してきました。 

だから、あなたも同じように 
正しい知識と努力を繰り返すことで、成功できるんですね。 

毎月数十万が生まれる仕組みを作って、 
好きなように生きていくくらいのある程度の自由だったら、 
ちゃんとやれば1年もあれば達成できます。 

でも、まずは自分自身がスキルを身に付けて、 
「成長」していく必要性があるので、 

僕の明日からのメールでは、「稼ぐスキル」を身に付けてもらって、 
成長して、最終的には 

「お金と時間を両方手に入れて本当の自由になる」 

というステージに行くことにフォーカスして話していきますね。 



明日以降のメールに関しては、 

・コンテンツビジネスで月100万以上稼ぐ具体的な方法、 
・累計10億以上稼いだ起業家から教わった思考回路、 
・ノリで平日旅行に行きながらも自由に生きるスキル 
・稼げないノウハウコレクターになってお金と時間を超無駄にした失敗談、 
・超チキンから自信満々になった方法、 

etc・・・ 

僕しゅんえいがこれまで経験してきて学んだことを話していきます。 

あと、僕が人並み以上に失敗もしてるので、 
その辺の具体的なストーリーもふんだんに話したいと思ってます。 

どうせなら、読者さんが楽しめるようなメルマガを配信していきたいなと。 
何かリクエストなどあれば気軽に返信ください。 

では、2通目以降のメールをお楽しみに。 

追伸1 

今後、僕のメルマガが迷惑メールに入ってしまう可能性があるので、 
こちらから迷惑メールに入らない設定をしていただければと思います。 

設定方法はこちら 
→　%url16% 

もし今後しゅんえいからのメルマガが届かない！ 
という場合は、「迷惑メールフォルダ」をご確認ください。 



追伸2 

まず何やればいいの？ 
と言う場合は、まずは電子書籍を読んでみてください。 

ここにある程度の考え方や手段を書きました。 

追加特典もあるので、ぜひ感想を送ってください。 

→%url11% 

感想を送ると自分の思考を鍛えることができるし、 
その知識を出すことによって 
それがそのまま自分の経験に変わります。 

その感覚を掴めば、 
かなり成長スピードが加速されて 
ビジネスの結果も青天井になりますので。 

感想を送ってくれたら、 
追加でプレゼントも受け取れるので 
それも駆使して勉強してみてくださいね。 

一応、これは有料で販売しているものなので、 
それをしっかり勉強するだけでも 
かなり理解できるようになってます。 

今まで何百人と見てきましたが、 
はやりフットワークが軽い人ほど 
成長して成功するスピードも早いです。 



サクッと行動してしまって、 
確実に成功へ進んでいきましょう。 

追伸3 

メルマガの他にも、メディアを運営してるので 
よかったらぜひフォローなどしてくれると嬉しいです。 

各メディアをここに載せておきます。 

ブログ：%url12% 

YouTube：%url13% 

Twitter：%url14% 

LINE＠：%url15% 

他のメディアでも、具体的な仕組み作りだったり 
必要な思考や大事なことも話しているので、 
ぜひ僕のことをストーカーするつもりでフォローしてみてください。 

僕もまだ初心者の頃は、とにかく見本の人を決めて 
めちゃくちゃストーカーしまくってました。 

毎回メルマガには必ず返信したり、 
ブログを3日で全て読みきったり、 
YouTubeにコメントして目立とうとしたりしました笑 

でも、それを繰り返して行くうちに、 
どんどんスキルが身に付いて結果が出るようになったんですよね。 



ですので、どんどんスキルを盗むつもりで 
このメルマガも読んでいただけたら嬉しいです。 

正しい知識があればスキルが身に付いて、どんどん成長していきますよ。 

では、また明日メールしますね。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url6%


