
中卒起業家の�
落ちこぼれレポート�

・最終学歴中学�

・ビジネス開始４ヶ⽉で⽉収７０万�

・脱サラ�

・⾃⼰破産�

・再起業、不労⽉収１３０万



「⼆階堂さんに出会わなかったら�
 こんな嬉しい気持ち、�
 前向きな気持ちにはなれなかったです。�

 本当にありがとうございます！�
 このサイトに出会えた私は幸運です！」�

⼀⼈の読者さんから⾔われた⾔葉でした。�

僕はこの⽇までずっと�
⾃分は無価値な⼈間だと思い⽣きてきた。�

何をやってもすぐに諦め、�
⾔い訳をして逃げるどうしようもない男。�

幼少期からずっと⽗に暴⼒を振るわれ�

家にいるだけで⽂句を⾔われ�

邪魔な⽣き物としてこの世に存在していた。�



学校にも僕の居場所はなかった�

学校に来るな�

死ね�

気持ち悪い�

何をやってもお前はダメな奴�

僕が存在するだけで誰かが気分を害していてた。�

だから死にたくて�
他⼈を憎み続けて�

中学に上がってから�
これまで耐えてきた怒りが爆発し、�

暴⼒で⼈を⽀配するようになっていた。�

今度は僕が⼈を傷つけるようになっていった。�



僕はいつだって 
誰かの害でしかなかった。�
こんなダメな⼈間になって⺟親に申し訳ない。�

本当はずっと誰かに、僕の存在を�
認めてもらいたかっただけだった。�

でも、うまく感情の表現できなくて�
プライドが邪魔して�
イライラして�
感情がコントロールできなくて。�

本当はずっと寂しかっただけだった。�

ずっと空回りして⽣きていた。�

インターネットビジネスに出会ってから�
初めて僕の存在が認められた。�

初めて僕が存在したことで感謝された。�



俺、⽣きていても良いんだ�

この⼥性からの⼀⾔で�
僕の過去のツライこと苦しいことが�
⼀気にフラッシュバックして�
全て浄化さていった気分だった。�

涙が⽌まらなかった。�



■・・序章�

■・・まさか僕がいじめに遭うなんて�
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■・・�死んでみんなを困らせてやりたい�
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■・・傷害�
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■・・このままじゃ返済できない・・�
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■・・こんな俺が初めて存在を認められて・・�

■・・ネットビジネスやめよう�

■・・再び�

■・・追伸・不労所得の仕組み�
 
■�・・追伸２・（親⽗との今の関係） 
 
■・・�最後まで読んでくれたあなたへ特別なプレゼント 



■�序章�

初めまして⼆階堂です。�

いきなりですが、僕の最終学歴は中学です。�

幼い頃からいじめ、虐待を受けていて�
中学に⼊ってからは不良の世界へ。�

真⾯⽬に⽣きることはダサい�

そんな価値観で⽣きてきました。�

ですが⼤⼈になるにつれ、�

学歴がないことが、重くのしかかってきました。�

中卒で就職できる仕事は限られていたからです。�

だから僕は⼯事現場の仕事ばかり�

ガテン系で⽣きていくしか道はありませんでし
た。�



毎⽇こき使われ、休みも取れず�

体⼒が尽きるまで働いても�
⽣活に余裕は⽣まれない。�

稼いでも稼いでもお⾦は消えていく。�

「俺・・・これからどうなっていくんだろう・・・」�

毎⽇が不安でした。�

起きている時間はほぼ全て仕事に殺され�
休みの⽇は疲れ切って寝て過ごしてしまい、�
休⽇はあっとゆー間に終わる。�

こんな⽣活をしていて、�
どう考えても⾃分が成⻑するとは思えなかったし�
このままだとどんどん退化するだけ・・�

このままいったら�
将来やばすぎるだろ・・・�



職場の上司はみんなイライラしてて�
過去の武勇伝ばかり話して連中ばかり�

清潔感がなくて�
⻭はボロボロで臭くて�
⾒た⽬も⼼も汚れている。�

「俺もこの会社にいたらこうなるんだ・・・」�

⾃分の将来の姿が⽬の前にあった�

このままだと俺はやばい・・�

「怪我や病気をしたら⽣活はどうなる？」�

このまま歳を重ねていったら�
体⼒は確実に今よりも落ちる。�

そうなったら・・・�

毎⽇強烈な不安に襲われていた。�

「なんで俺は 
もっと真⾯⽬に⽣きてこなかったんだ・・」�



過去を何度も後悔した。�

それから空いている時間をダラダラ過ごすのをやめ、�
今の⽣活を抜け出すために�
いろんなことに挑戦していきました。�

転職活動をしたり�
⼿に職をつけるために技術を⾝につけようと�
スクールに通ったり�
投資⽤不動産の営業マンになってみたり�

でも、どれも⻑く続かなかった。�

何をやっても⻑続きしない⾃分に対して腹が⽴ち、�
落ち込んでの繰り返しだった�

それでも諦めることができず、�
また新たなに職を探していた�

そんなとき、�
インターネットビジネスという世界を知りました。�

２０１６年から本業の傍らで取り組み、�



４ヶ⽉⽬で�

⽉収７０万円を達成。�

ビジネスを始めた５ヶ⽉⽬で脱サラ。�
フリーランスとしてなりました。�

その後、収益を⾃動化することに取り組み�

不労所得の仕組みを数々作り上げていきました。�

ですが・・�

数々のトラブルの積み重ねで�

２５００万円の借⾦を背負い 

⾃⼰破産することとなりました。�

ネットビジネスから離れ 
アルバイト⽣活に逆戻り。�

その間もビジネスの勉強を続けていきました。�



⾃⼰破産⼿続きが全て終わり、�
副業として再びネットビジネスをスタート。�

現在は⾃動⽉収１３０万の仕組みを構築。�

ネットビジネスで学んだ�

マーケティングの知識などを活かして�
最近だと・・�

美容室�
エステ�
飲⾷店�

などの店舗コンサルなども⾏なっています。�

それ以外にも�

主婦、シングルマザー、CA�
学⽣、サラリーマン、バンドマン�
ニート、キャバ嬢、医者�
など、フリーランスになる�
個⼈コンサルもやっていたりします。�



後半にも触れますが�
ネットビジネスはパソコンスキルは全く必要がなく、 
（ネットサーフィンができるレベルでOK）�
資⾦もほとんどかかりません。�
（有料のブログ運営費、⽉１３００円程度 
その他にかかったとしても１万円もかからない）�

在庫も不要だし、�
パソコン１台とネット環境があれば�
どこにいても稼げます。�

ちゃんと勉強してスキルを⾝につけていけば�
サラリーマン年収分の不労所得を作ることはチートで
す。�

ただし、決して楽をして稼げるものではありません。�

よく、�
「１⽇５分の作業で誰でも簡単に毎⽉１００万円！」�

的な広告がありますが、こんなものは稼げません。�

というか、ちゃんと勉強して仕組みを構築すれば�
５分の作業だけでも可能っちゃ可能ですけど、�



ラクをして�

初⼼者でも�

という発想では１００％無理です。�

努⼒してスキルを⾼め、�
継続していく覚悟がなければ絶対に無理です。�

ですが、�
現状はライバルが弱すぎて余裕で勝てる世界です。�

なぜならビジネスについて勉強をしている⼈間が�
ほとんどいないからです。�

ネットビジネスを舐めているやつらが多すぎるので。�

ほとんどの⼈らは�

ツイッター攻略⽅法�
アメブロ攻略⽅法�
ユーチューブ攻略⽅法�

とか、戦術レベルなことしか⾒ていません。�



こんなものは正直どうでもいい。�

確かに⾮常に優れたツールではありますが、�
根本的なことを学ばずして�
ツールを使いこなせても意味がない。�

お⾦が動く上で最も学ぶべきことは�

⼈の⼼です。�

ツイッターにしろユーチューブにしろ�
ユーザー層は違えど�
画⾯の向こうには⼈間がいるわけです。�

⼈の⼼を理解すれば�
SNSの攻略⽅法なんて戦略的なものを学ぶ必要なんて
全くないわけです。�

また最近だと、�
⼿に職をつけるため、脱サラするために�
プログラミングを学ぶ⼈が増えていますが�
これもナンセンス。�

もちろん現状は�
プログラマーが圧倒的に⼈が⾜りていませんから�



⼈材を欲しがっている市場。�

ですが、そんな時間があるなら�
ビジネスを学んで数ヶ⽉とかで稼げるようになり、�
プログラマーを雇う側になって�
ビジネスを拡⼤していったほうが�
圧倒的にコスパいいです。�

プログラマーは所詮労働者です。�

労働収益で稼げる⾦額は天井が決まっています。�

今はまだプログラマーの⼈員不⾜で希少性があるので�
市場価値は⽐較的⾼いので報酬はそこそこもらえます�
ですが、�
これから確実にプログラマー市場では�
ライバル増えていきます。�

そうなれば⼈は溢れ、価格戦争が起こり、�
希少性が低くなって価値が下がります。�

差別化を図るためには�
付加価値をつけなくてはならない。�



その時、どんなサービスを出せるか？�
あなたを選んでもらうメリットはなんなのか？�

結局、プログラミングスキルだけあっても�
意味がないわけです。�

⾃⼰プロデュース能⼒、ブランディング、�
マーケティング能⼒など、�
何かを⽣み出す思考がある⼈間でなければ�
⽣き残れなくなっていきます。�

どんなに技術が優れていても、�
活かすことができなければ意味がありません。�

逆に技術が全くなくても�
⼈を活かすスキルがあれば�
他⼈の技術を活かすことがだけで稼げるようになる。�

テレビのプロデューサー、�
映画監督とかそうですよね。�

演技ができるわけでも�
イケメンでもない。�



カメラ操作だってカメラマンの⽅が�
圧倒的に技術が⾼い。�

ですが、そういった技術ある⼈たちを輝かせる事ので
きる能⼒があるから�
地位の⾼い⼈間でいることができるわけです。�

ネットビジネスはそういった思考⼒や�
世の中の⾒え⽅が異次元に変わるにで�
お⾦を⽣み出す⽅法や�
アイディアが無限に⽣まれます。�

僕がネットビジネスで教えているのは�
そういった経営者側になること。�

⼈やツールを使って�
お⾦を回す側の⼈間になることです。�

⾃分にはできない。�
そんな才能も環境も整っていない�

そう思うかもしれませんが僕⾃⾝、�
資⾦なんてありませんでした。�



働いていた当時の休みは⽉に４⽇以下�
労働時間は１２時間以上。�

飯をまともに⾷べる時間すらありませんでした。�

そんな状態でも稼げるようになりました。�

僕の⽣徒さんでは�

⼦育て中の専業主婦の⽅で�
旦那と離婚したいけど経済⼒がないが故に�
仕⽅なく家族として⽣活していた中、�
間時間でネットビジネスを始めて�
１年ほどで旦那の年収を稼げるようになって�
晴れて離婚した３７歳⼥性。�

僕と同じように学歴にコンプレックスがあって 

社会に出てからも差別され続けて鬱になった⼈が�
ビジネス学んで�
ネットの収益だけで海外⽣活をしている２４歳男性。�

など�



ちゃんと学んで思考し、⾏動していけば�
精神的、⾁体的、⾦銭的、時間的な⾃由�
を得られるようになります。�

できない理由なんてありません。�

これまで５００万以上の⾃⼰投資で学んだ知識や�
３億円以上稼ぐ経営者たちから学んだビジネス戦略を�
実践した経験を元に発信していきます。�

そして全く勉強をしてこなかった僕が�
３０歳で初めて勉強をして�

たった５ヶ⽉で独⽴するまでに⾄った経験など
を⽣かし、学歴がなかろうが�

勉強ができないコンプレックスが 
ある⼈にとっては特に有益な情報になると思います。�

どん底で落ちこぼれ�
中途半端な不良�

本当にどうしようもない⼈間でした。�
でも、ビジネスを通して学んだこと、�



経験したことで�
⼈格、思考、⾏動が�
ガラっと変わり�
⽣まれ変わることができました。�

あなたが過去、�
どんな⽣き⽅をしてきたかはわかりませんが、�

変わりたい�

これから⼈⽣を好転させたい�

逆転したい�

本気でそう思っているなら�
可能です。�

僕は学歴がなかったからこそ、�
⾃分の⼈⽣に真剣に向き合うことができ、�
成⻑するために⾏動を起こすことができました。�

もし、僕に⾼卒以上の学歴があったら�



当時の僕ほどコンプレックスを持たなかったと思いま
す。�

⼈⽣変えてやる！�

と、⾏動に移すほどの�
原動⼒を持つことはなかったと思います。�

普通に就職して�
普通に働いて、たまに飲み会で愚痴を⾔って�
なんとなく⽣きていたんじゃないかな（笑）�

コンプレックスがあればあるほど�
⾃分の⼈⽣と真剣に向き合うことができると僕は思
う。�

だからコンプレックスがある⼈ほど、�
ポテンシャルが⾼いと僕はおもいます。�

できない理由なんてない。�

いますぐに変わることは誰にでもできます。�



思考、⾏動を変えていけば結果も変わってくる。�
その積み重ねで�
未来は⼤きく変えられる。�

今は希望を持てていないかもしれないけど、�
僕の物語を通して�
希望を持ってもらえればと思い、�
僕は情報発信を始めました。�

カッコつけるつもりもありません。�

⾒栄を張るつもりもありません。�

ありのまま、さらけ出していきます。�

少しでもあなたの�
⾏動するきっかけになれればいいな。�

そう思っています。�

このレポートでは主に�
ネットビジネスを始める前までの�
⾃分の⽣い⽴ちを書いています。�



誰からも存在を認められず�
いじめや虐待を受け、�
その反動で⾮⾏に⾛り、�
⼈に危害を加える⼈間でした。�

そんな僕がネットビジネスを通して�
⼈に感謝されました。�

初めて⼈として存在を認められました�

そんな物語を書きました。�

どうか最後まで読んでくれると嬉しいです。�



■�まさか僕がいじめに遭うなんて・・・�

〜２２年前〜�

⼩学校５年になる時、�
引っ越をすることになった。�

引っ越すのは嫌で嫌でたまらなかった。�

僕は極度の⼈⾒知りで、�
初対⾯の⼈とは会話もできない。�

話かけられても頷くので精⼀杯。�

そんなレベルだ。�

不安しかない。�

�知っている⼈が誰もいない、�
学校という何百⼈もの集団の中に、��
いきなりよそ者の僕が⼊っていけるのだろうか？��



猛獣だらけの檻の中に放られる気分だった。��

⼤げさなように聞こえるが、��
⼩学⽣だった僕はそれくらいに感じていた。��

そして、転校初⽇。��

僕はみんなの前で⾃⼰紹介をすることになった。��

みんなが僕だけを⾒て、僕に注⽬する。��

この状況が耐えられなかった。��

緊張して、�
僕はしゃべることができなくなったのだ。�

頑張って喋ろうとするんだけど、�
声が出ない。�
��
すると隅っこの⽅で��



クスクス�

と笑い声が聞こえた。��

僕はものすごく恥ずかしくなった。��

代わりに先⽣が僕を紹介し、�
僕は⾔葉を発することがなかった。��

「今すぐこの場から逃げたい・・・�」�

そう思った。��

休み時間になり、��
僕の周りに、⼈が集まってきた。��

転校⽣とは注⽬されるものだ。��



「どこから来たの？」��

「なんで転校してきたの？」��

「どこに住んでるの？」��

質問攻めにあった。��

僕は恥ずかしくて何も答えられず、�
ただただ下を向いているだけだった。��

そんな僕を遠⽬で⾒ていたグループがいた。��

⼥６⼈グループだ。��

⽬があった時、 
なぜか冷たい視線で僕の⽬を離さなかった。��

何だか怖くなった。��



その⽇は無事に何も起こることなく、帰宅した。��

僕は次の⽇を考えると憂鬱でしかたがなかった。��

誰も知らない、友達もいない。�

うまく話すことができない。��

でも�

「明⽇はもうちょっと話せるように頑張ろう。」��

「友達を作ろう。」��

そう思い、眠りについた。��

翌朝。��



学校へ⾏き、�教室に⼊ると��
⽬の前に⼥⼦のグループが⽴っていた。��

少し微笑みながらこっちを⾒ていた。��
僕の頭の中は��

「？？？？」��

だった。��

そのまま⾃分の席に着き、�
机の引き出しに⼿を⼊れると��

⼀枚の紙と、⼤量のがびょうが⼊っていた�

紙には�

「死ね。暗い。転校してくるな。帰れ。」��

こんな⽂字がたくさん書いてあった。��



⼀番避けたかったものだった。��

イジメだ。��

体中に⼤量の電流が流れてきた。�

⼼臓が裂けそうな強い⿎動�

恐怖�

僕は頭の中が真っ⽩になった。��

僕は勉強も全然できなくて�
いじめのネタも増える。�

先⽣に当てられて�
みんなの前で発⾔をすることが�
めちゃくちゃ怖かったし、�
頭は真っ⽩になって答えらなくなって。�



何かの発表会があったり、�
⾳楽の授業でみんなの前で歌うとか�
本当に無理で�
仮病使って休んだり�
保健室に⾏ったりしていた。�

でもそうすると�

「あいつはいつもこーゆー時いない。ズルしてる」�

となって、僕に対する仕打ちは��
どんどんエスカレートしていった。�

上履きにがびょう�

机に落書き��

トイレに⼊閉じ込められて⽔をかけられたり��

筆箱を隠されたり��



僕は完全にイジメの対象にされており、��
菌扱いをされ、みんな僕を避けていく。��

机を話され、�
僕が触れたところは誰も触りたがらない。�

ツラかった。��

本当にツラかった・・・��



■ ⽗親からの暴⼒。          
外も家も僕の居場所はなかった。�

僕の家庭の話を少しする。��

僕には弟がいて、�
⺟と⽗親の４⼈暮らし。��

家庭内でも僕の居場所がなかった。��

僕の⽗親は気性の荒い⼈で、��
よく⽗親に殴られていた。��

理由は�・・�

よくわからない。��

幼い頃から何かミスをしたりするとよく殴られてい
た。��



例えば、⼀緒にスーパーに買い物をいった時。��

ジュースなど、�
重いものが⼊った袋を持たされて、��
重くて落としそうになった。��

そしたら頭にゲンコツを⾷らった。��

体の⼩さい僕にとって 
それはものすごく重いもの。��

耐えきれず地⾯に置くことも許されない。��

気に⼊らないことがあれば 
すぐに殴ってくる。��

僕にとって親⽗の存在は恐怖でしかなかった。��

ある時、僕はプラモデルを買って��

家でスプレーを吹いて塗装をしていたのだが、��



謝って壁にほんの少しスプレーを吹いてしまったこと
がある。��

僕は焦ってスプレーを落とそうとしたが、��
全く落ちない。��

⽗親に殺される・・・��

案の定、親⽗はそれを⾒て激怒した。��

殴られ、蹴られ。�

僕はひたすら��

「ごめんなさい！ごめんなさい！ごめんなさい！」��

泣きじゃくり必死に謝った。��

それでも怒りの収まらない⽗親は�僕の⾸を掴み、�

⾵呂場へ連れて⾏き��

湯船に僕の顔を押し付けた。�



息ができなくて、⼤量の⽔を飲み、��
限界がきそうなところで顔を引っ張りあげられ、��
また⽔の中に。��

苦しくて、死ぬかと思った。��

そして�

悲しかった。��

優しい⽗親が欲しかった・・��

でも、それは叶わない。��

僕には⽗親が⻤にしか⾒えなかった。��

だから僕は昔から⽗親に⼼を開かず、�
まともに⽬を合わせて喋ったことがない。��

⽗親の前ではいつもおどおどしていた。��



⽗親の機嫌のいい時は、普通に話をかけてくるのだ
が、��
僕は⽗親が恐かったので、��
返事をするときはいつもボソボソと呟くだけ。��

⽗親はその態度に腹を⽴て、 
また僕を殴る。��

その繰り返し。��

お腹が空いて冷蔵庫を開ければ��

「テメェ。何勝⼿に冷蔵庫開けてんだ。」��

トイレに⾏っても、��

部屋の中を歩いていても同じことを⾔われる�。�

僕には居場所がなかった。��

常に監視をされていて、�動けば⽂句を⾔われる。��

⽗親が家にいるとき、��



息を殺すように、静かに部屋でじっとしていた。��

僕が⼈⾒知りで、 
⼈の⽬が気になってしまうのは��
これが⼤きな原因だったのだと思う。��

毎⽇脅えながら、 
ただただ⽂句を⾔われないよう��
存在を消すように毎⽇を過ごしていた。��

同時にいつも怒りの感情があり�
イライラしていた。�

どうしようもない怒りをモノにぶつけ、�
壁に⽳を空け、�
ゲームのコントローラーの配線を噛みちぎり、�
⽗親がいない時は奇声を上げていた。�

ちなみに⺟は僕の唯⼀の味⽅ではあったが�
仕事が忙しく、�帰ってくるのはいつも遅かった。��

⽗親のことを相談できなかった。��



⼝に出すのが怖かった。��

そうは⾔っても、�
僕の態度や顔のあざを⾒て気付かない筈がない。��

⺟はと⽗は度々揉めていた。�

僕は⽗親が憎く⼤嫌いだった。��



■�担任は僕を助けてくれなかった�

あまりにツラくなって�
⼀度担任にいじめのことを相談したことがあった。�

⼥⼦にいじめられている。�

そんなことカッコ悪くて�
とても⾔えなかった。�

でも、もう限界だったので�
担任に助けを求めるしかなかった。�

席替えをした時、�
そのいじめのリーダー格と同じ班になったことが原因
でした。�

今まで以上にいじめがエスカレートして、�
僕は耐えられなくて助けを求めるしかなかった。�

放課後、誰にも⾒つからないように担任のところへ相
談に。�



恥ずかしい気持ちを必死にこらえて�

担任に�
僕が数名の⼥⼦からいじめられていること。�

今までされてきたことを打ち明けた。�

いじめられていることを告⽩するって�
かなり惨めなるものだ。�

すごくカッコ悪い。情けない。�
と、⼩学⽣ながら感じていた。�

それでも担任に勇気を出して相談した。�

助けてほしいから。�

でも担任は�

「あの⼦がそんなことをするわけがないだろ。�
だいたい、もしそれが本当だとしても�
⼥にいじめられるお前が悪い。」�



と⾔われ、逆に怒られて相⼿にしてももらえなかっ
た。�

・・⾔うんじゃなかった�

誰も助けてくれない�

僕がいるとみんな迷惑なんだ�

僕には誰も味⽅がいない�



■�死んでみんなを困らせてやりたい�

学校に⾏ってはイジメを受けて、��
家に帰れば殴られる。��

僕に居場所はなかった。�

親⽗はバスの運転⼿で仕事の時間は不定期。��

昼に帰ってくることもある。��

逆に夜遅いときもあった。��

親⽗がいるであろうときは、��
ギリギリまで家に帰らず、��
ランドセルを背負ったまま街をふらふらしていた。��

友達もいなく毎⽇が孤独だった。��

「なんで僕は⽣まれたんだ。」��

「⽣きている意味があるのか。」�

「なんで・・」�



気がつくと⼤量の涙が出ていた。��

僕はいつも何かから逃げる事ばかりを考えていた。�

現実逃避していた。��

もし、別の⼈間に⽣まれていたら。�
過去に戻る能⼒があったら。�

それが染み付き 
ひどいマイナス思考だった。��

とても正常な頭ではなかった。��

そして�
僕の頭にはいつもこんな事が浮かんでいた。��

「死んで親⽗を困らせたい。」��

「いじめてきたやつらを困らせたい。」��

「担任を困らせたい」�



どうしようもない怒りは�
他⼈を恨むことでしか晴らすことができなかった。�

転校する前の僕はスポーツが好きで��
友達とサッカーをやっていて、�
いつも体を動かしていた。��

でも�
転校してから全く運動をしなくなり、��
僕はブクブク太っていった。��

そのせいで更にイジメはエスカレートし、��

容姿をイジられ、��

デブだから飯は⾷うなと給⾷にツバを⼊れられ、��

とにかく散々だった。��

いじめてくる奴が⼥⼦だからタチが悪い。��

⼥⼦を⼿を出すこともできない。�



⼝で⾔っても勝てないし、�
どうしようもなかった。��

実は⼩３からずっと空⼿をやったのだが、�
全く役に⽴たなかったのだ。�

だからどうしようもなく、ただただ耐えるだけ。�
��
次第に男⼦からもイジメを受けるようになった。��

もう卑屈になっていたので、��
⽴ち向かう勇気さえなくなっていた。��

集団でくるから絶対に勝てない。�

仮に仕返してもその後が怖い。��

何より恐かったのは⽗親の存在だ。��

問題を起こしたら⽗親に殺される。��
⽗親からの仕打ちが⼀番恐かった。��

ある時は⽔攻め。��



ある時はバットで殴られて、��
そのバットを膝の裏に挟みガムテープで巻き付けられ
て正座させられて閉じ込められたり。��

それが何より⼀番怖かった。��

だから、より⾏動ができない。��

僕は耐えるしかなかった・・・��

僕の家は社宅マンションで、��
最上階の１０階だった。��

よくベランダの柵に⾝を投げ出すよう、��
ぼーっと下を⾒ていた。��

「このまま下に落ちたら楽になれるんだろうか。」�

「⾟い思いをしなくなるのだろうか」�

「落ちたら痛いのかなぁ」��



僕が死んだら�
⽗親を困らせることができる。��

僕をイジメる⼥⼦、男⼦。��

知らん顔する教師。��

こいつら全員困らせたいな・・�

僕は遺書を書いた。��

困らせたい奴らの名前を書き、��

「お前らのせいで僕は死んだ」��

そんな内容の遺書を書いた。��

そしてベランダに⾏き、僕は外を眺めていた。��

死んでみんなが困っている姿を想像した。��

「ザマァみろ。」��



「お前らは犯罪者になるんだ。」��

「後悔させてやる。」��

困った奴らを想像し、今までの出来事を思い出しなが
ら、��
ベランダの柵に⾝を乗り出して、��
これから⾶び降りる下をぼーっと⾒下ろしていた。��

「僕が死んでイジメた事を⼀⽣後悔しろ。」��

「僕が死んで⽗さんは警察に捕まってしまえ。」��

僕と同じ想いをしろ。��

僕に友達はいない。��
⾟い思い出しか出てこない・・��

外でも、家でもゴミ扱いれる思い出。��

・・・��



「僕が⽣きていると迷惑なんだ。」��

「邪魔なんだ。」��

「もっと楽しく過ごしたかったな・・�」�

「友達欲しかった・・」��

「お⽗さんに優しくして欲しかった・・�」�

「家族みんなでテレビ⾒たり、⼀緒にゲームしたり��
サッカーしたり。」��

僕が死んで困る⼈はいるけど、��
悲しい⼈はいないだろうな・・・��

いた。��



僕が死ぬことで��

泣く⼈がいた。��

⺟親だ。��

⺟はいつも僕の味⽅をしてくれた唯⼀の⼈だった。��

僕を⼤切に扱ってくれていた。�
「そんな⺟を泣かせていいのか？」��

「それから弟もきっと泣くだろうな。�」�

弟は３つ下で、僕とは正反対で明るく、��
親⽗には可愛がられていた。��

暴⼒の対象は僕だけだったから��
弟は被害にほとんどあっていなかった。��



弟は⼩さいなりに僕を⼼配してくれた。��

・・・・・・�

僕にも味⽅は居たんだなぁ�

そう思うと��

涙が溢れた出た。��

情けない⾃分。��

せっかく育ててくれた⺟に申し訳ない思い。��

ダメな兄貴でいる弟への思い。��



頭の中に駆け巡り��
涙が⽌まらなかった。��

変わりたい。�

変わりたかった。�



■�決意�

ようやく⼩学校を卒業し、中学に上がった。�

学区が変わり、�
僕をいじめていた⼈間の半分以上は別の学校へ。�

いじめは前よりも少なくなった。�

少し気持ちが晴れた。�

が、それでも完全になくなったわけではなかった。�

でも、�

⾃殺を考えたあの⽇から�
僕の考えは少し変わっていた。�

いじめられないように何かしよう。�
そう思って�

⾃分がコンプレックスに持っているものを紙に
書き出した。�



・⾝⻑が低い（←中１時点で1４6センチくらい）�
・太っている�
・勉強が苦⼿�
・うまく話せない�

こんな感じで書き出しをしたと思う。�

で、この中で僕が改善しようと思ったのは�

「太っている」だ。�

ダイエットをして外⾒を変えるのが�
⼀番インパクトがあるし、�
この容姿のせいで�
⾃信を持てない⼤きな原因の⼀つでもあった。�

僕はダイエットに取り組んだ。�

最初は思うように痩せることができなかったのだが�
僕の家庭は少し変わっていて�
ダイエットに関する知識を⼿に⼊れやすい環境下に
あったのだ。�



というのも、⽗親が⼤のボディビル好きで�
⽗親⾃⾝の体も殺⼈的な⾝体をしていた。�

腕がの太さが異常で、太ももくらいはあった。�

家では常に海外のボディビルのトレーニングビデオが
流れてて�
男の喘ぎ声が鳴り響く異様な家庭環境。�

さらには家にベンチプレスがあり、�
幼い頃から親⽗がベンチプレスをやる際、�
スポッターをやらされていた。�
（※スポッターってのは補助。 
ベンチなどで挙げられくなったら補助をしてさらに追い込む）�

５歳とかその辺でやらされてたから�
当然うまくできるはずもなく、�
よく怒られていた。�

僕も筋トレを昔から無理やりやらされてて�
弟を担いでスクワット１００本とか�
腕⽴て２００とかやらされてた。�

今現在、�



体を鍛えることが趣味になっているのだが、�
当時は無理やり筋トレさせられてて�
その反動で筋トレが⼤嫌いだった。�

話が逸れてしまったが、�
実はダイエットはってボディビルと深く関係してい
る。�

今はフィットネスがめちゃくちゃ流⾏っているので�
わかる⼈も多いと思うが、�
ボディビルダーは⼤会で筋⾁の形を競うので�
極限までに脂肪をそぎ落とすって事をする。�
 
⾒た⽬を最も重要視した競技。�

つまり、�
ダイエットという専⾨知識を持っている⼈がほとん
ど。�

ダイエットと聞くと、ボクサーなどを想像する⼈も多
いが、�
ボディビルとボクサーとでは⽬的が違う。�

ボクサーの場合、試合に出れる体重に収める。�



そのためには”⾒た⽬”はどうでもいい。�

試合に出る資格と、試合で動ける体。�

それが⽬的。�

対してボディビルは、筋⾁の形だったりカットだった
りを競う。�
なので、⾒た⽬が最も重要。�

太っている⼈が悩んで⾏うダイエットの⽬的は体重で
はなく、⾒た⽬。�
つまり、ボディビルダーたちの⾏うダイエット⽅法が
⼀番⾒た⽬をかっこよく、綺麗にする。�

ただ、⼤会前ともなると�
不⾃然なほどに脂肪が削ぎ落とされて�
⾏き過ぎたレベルになる。�

話がまた逸れてしまったが、�
家には栄養学書、トレーニング理論書などの専⾨書が
あって�

ボディビル雑誌（IRONMAN）が１００冊以上。�



など、僕の場合は⽐較的ダイエットの正しい情報が⼿
に⼊れやすい環境にあった。�

そんな感じで僕はダイエットに取り組んでいった。�

当時は中学⽣で成⻑期。�

⾝⻑も⼀気に伸びてくれたのも助けとなり、�
みるみる痩せ、外⾒もまるっきり変わっていった。�

中２になった時は１６５センチくらいまで伸びてい
た。�

明らかな外⾒の変化で�
周りからの反応もあからさまに�
変わってきたのがよくわかった。�

⼥⼦からの反応も変わっていて�
少し⾃信がついていった。�

少しずつ僕の⼼の中で変化が現れ、�
明るくなっていった。�



同時に、ちょっと不真⾯⽬な感じになってきていて�
授業中も寝たりするようになり、�
教師の間で問題視され始めていた。�

そして、事件が起きた�



■�教師に濡れ⾐を着せられて・・・�

中２の期末テスト時期だった。�

僕はどれも点数がひどくて�
５教科合わせて７０点とかってレベルだ。�

テスト後は�
それぞれの教科ごとの授業でテストの答え合わせをす
る。�

事が起きたのは�
国語の授業でのことだ。�

２０年経った今でも名前と顔をはっきりと覚えてい
る。�

国語担当の⽔⽥（仮名）という⼥教師だ。�

いつも通り、テスト⽤紙が返却され�
採点ミスがないか？を⽬的とした�
答え合わせが⾏われた。�



テストの点数はひどいもので�
確か１２点とかだった。�

⽔⽥が答えを読み上げて�
僕ら⽣徒は採点ミスがないかの確認をしていた。�

すると�
⼀つ採点ミスが⾒つかった。�

僕が書いた答えが正しかったのだが、�
不正解とされていた。�

「まぁでも２点増えるだけだし、どうでもいいか〜」�

って感じだった。�

⼀通りの答えあわせが終わり�

「間違え等あったら⾔ってくださいね〜」�

と、⽔⽥はみんなに声をかけた。�



「２点増えてもなんも変わらんけど、�
 まぁ⼀応伝えとこうかな」�

そんな軽い気持ちだった。�

みんなが席についている中、�
僕は⽴ち上がり、⽔⽥の⽴つ教壇へ向かった。�

「⽔⽥先⽣〜。ここの答えが間違って採点されてたん
ですけど〜」�

採点ミスがあったことを⽔⽥先⽣に伝えた。�

そして帰ってきた⾔葉は
⽿を疑うものだった。�



みんなが席についてる⽬の前で�

「あんたが今書き直したんでしょ」�

「・・・はい？」�

「あんたはいつも授業を真⾯⽬に聞かないんだから勉
強できるわけないでしょ！そういうずるいことするん
じゃないの！」�

「・・・・え？・・いやっ俺はそんなこと！・・・」�

クスクス・・・�

！？�



静まり返った教室内から�
かすかに聞こえてくる笑い声。�

あの時と同じだ。�

転校初⽇、うまく話せなかったあの時と。�

恥ずかしかった。�

めちゃくちゃ恥ずかしくなった。�

みんなの⽬の前でそんあこといいやがって�

みんな俺をバカにしている�



俺は何も悪いことはしていない。�

ただ、間違っているものを間違っていると⾔っただけ
だ。�

なのに、なんで俺はこんな悪者にされる？�

なんでこんな恥ずかしい思いをする？�

・�
・�
・�

テメェ！！！ 
この野郎ふざけんじゃねぇ！！�

そんなことしてねぇ！！！！�



今まで耐えてきた�
いじめ、⽗からの暴⼒。�

あの瞬間に全て爆発した感じだった。�

⽬の前にある物を⽚っ端から蹴り、殴り。�

とにかく暴れた。�

⽬の前にいる⽔⽥。�

俺を笑った同級⽣たち。�

全ての⼈間が敵に⾒えた。�

今まで感情を抑えてきた僕だったが�
タグが外れて制御不能になり、�
感情を抑えることができない⼈間になっていった。�

そして、�
その⽇を境に僕の⼈⽣は変わっていった。�



■�感情が抑えられない�

⽔⽥の出来事から�
数⽇間学校をサボり、久しぶりに学校へ⾏くことにし
た。�

教室の前に着いたき、扉を開けた。�

今までガヤガヤとしていた会話声が�
⼀瞬ピタッ⽌まり、みんなの視線がこちらを向いてい
た。�

久しぶりに登校したから�

ではない。�

僕の頭の⾊が⾦髪になっていたからだ。�

⾒てくる⽣徒たちに�



「なんか⽂句あんのかよ？」�

皆⽬を背けて�
何も⾔わなくなった。�

教師もこいつら⽣徒も�

俺のことをバカにしてんだろ。�

そう思っていたし、�
俺も俺のことを笑ったこいつらのことが 
⼼底憎かった。�

⾃ら距離をおき、僕は孤⽴していった。�

その後、�
僕が⾦髪になって学校に来たことが話題となり、�
他のクラスの奴らが僕のことを⾒にきていた。�

その中にヤツがいた。�

当時、僕をいじめていた連中だ。�



そして僕に向かって�

「お前バカじゃね？笑�
⾦髪にしても何も怖くねぇし」�

と、⾔ってきた。�

どうせ⼿を出してこない�

そう思っていたのだと思う。�

・�
・�
・�

その後はご想像にお任せします。�

⽔⽥との⼀件がきっかけとなって�
⾃分以外の⼈間に対して�
歪んだ感情を抱くなるようになっていった。�



暴⼒で⼈を⽀配するようになり、�
学校では威張りくさっていった。�

⽬が合い挨拶しなければ暴⼒�
気に⼊らない奴がいれば、いきなり殴りかかる。�

完全に感情のコントロールができなくなってしまっ
た。�

と⾔うかコントロールしようともしていなかった。�

僕は誰も信⽤していなかった。�

そして特に⼤⼈が⼤嫌いでした。�

教師という⼈種が僕は⼼底憎くてたまらなかった。�

⼩学校の担任の⼀件から⽔⽥の⼀件。�

偉そうにする教師たち。�
⾒下したように、⾃分が正しいと⾔わんばかりの態
度。�



お前らはそんな⽴派な⼈間なのか？�

実は⽔⽥との⼀件の後すぐに�
僕の家へ⽔⽥が訪問してきた事があった。�

が、⽔⽥は�
「私は何も悪くありません」と⾔うスタンスで�
謝りもせず、�
むしろこれまでの僕の授業態度を避難するばかりでし
た。�

当時の授業態度と⾔っても�
 
寝るくらいで�
妨害するようなことは⼀切していません。�

⼤⼈って⾃分の⾝を守る事しか考えていないんだな�

と⼦供ながら思いました。�

その後、学校に登校し始めた頃、�
担任に呼ばれて�



「１対１話そう。俺はお前の味⽅だ」�

と⾔われて、その時は了承しました。�

僕は⾔われた通り教育相談室に向かいました。�

で、席について待っていると�

教師たちがぞろぞろと・・・�

は？１対１で話すんじゃなかったのか？�

少しでも⼼を許してしまったことを後悔した。�

頭にきて担任を殴り⾶ばした�

すぐに他の教師達が複数で僕の体を�
地⾯に押さえつけました。�

⾝動きが取れなくなりました。�

⾝動きが取れなくなった僕を⾒下ろす教師達。�



⼤⼈って汚ねぇ�

僕は常に怒りの感情に⽀配され�
全ての物事を否定的に捉えるようになりました。�

ちょっとしたことで敏感に反応し、�

⽬が合えば�

「俺のことバカにしてんのか？」�

笑っている奴を⾒れば�

「俺のこと笑ってんのか？」�

そんな感じで 
どんどん⼈の悪いところばかりを⾒るように、�
関連付けて考えたり。�

⼈を妬み、�
憎む思考がどんどん強くなっていきました。�



他⼈を認めない。�

どうせあいつは⼼の中で・・�

と、疑いを持つ⼈間に。�

そんな調⼦で�
僕は暴⼒で⽀配していった�

もう⼆度とバカにされたくなかったから。�

俺を⾒てビビらない奴がいたら�
ビビるようにする。�

誰も⻭向かえないよう、徹底的に。�

ただその度に⺟親迷惑をかけていた。�

仕事中なのに�
学校に呼び出されたり�
相⼿の親に頭を下げて謝りに⾏ったり。�

学校もろくに⾏かなくなり、�



次第に他校の⼈間と遊びまわり�
家にもほとんど帰らなくなりました。�

⽗親と会いたくなかったので、⺟には連絡をして�
⽗親のシフトを聞き、�
いないタイミングを⾒計らって帰っていました。�

⺟だけが唯⼀僕のことを否定せずに受けてれてくれて
いて�
家に帰ってこないこともそこまで強くは⾔ってきませ
んでした。�

もちろん、�
トラブルを起こすことに関しては�
こっぴどく叱られましたが、�
⽗親が僕に対する仕打ち等を知っていて�
⺟も僕を攻めきれなかったんだと思います。�

話を戻して、�

こういった感じで毎⽇を過ごしてきたので�
⾼校も⼊れるところがなく、�

定時制の⾼校に⾏くことに。�



が、⾼校に⼊ってからも�
学校にはほとんど⾏かず、�
定時制で知り合った奴らと遊びまわって�

何も考えずに�
⾃分がやりたいように⽣きて嫌な事はやらない。�

むかつくことには反発する。�

悪いことをするのがカッコいい。�

真⾯⽬はダサい。�

そんな価値観で�
毎⽇適当に⼈⽣を過ごしていました。�

こんな⼈間だったから�
当然僕を嫌う⼈間が出てきます。�

ある時、僕を恨む奴が�
数⼈を引き連れて僕を取り囲いました。�

そのまま公園に連れて⾏かれ、�



そこには⼗数⼈の同じ⾊の服を着た不良たちが�
僕をにらみつけて待っていました。�

みんな道具を持っていて�

殺される・・�

と思いました。�

そのグループのヤバイ噂を聞いていたので�
本当に殺されると思いました。�

恥ずかしながら僕はビビりました。�

そして命乞いをし、謝りました。�

ダサい・・・�

ヤンキー漫画の主⼈公のようなカッコ良さは�
微塵もありません。�

「俺ダサすぎるだろ・・�
なんで⽴ち向かえなかったんだよ。」�



根性がなく、�
ただイキがっているだけのダサい男。�
簡単にメッキは剥がれました。�

そんな⾃分が⼤嫌いで�
恥ずかしくて�
本当にどうしようもないクズだと思いした。�



■傷害�

１６歳の夏。�

僕は⾼校にほとんど⾏かなかったので�
留年し、再び１年⽣になっていました。�

僕は毎⽇⽬的を持たず、ただ�
ダラダラと過ごしていました。�

命乞いしたあの⽇。�

僕は⾃分の根性のなさ、�
男としても⼈間としても�
ダサすぎる⾃分を痛感して�

何かしなければ�
⾃分を変えていかなければ・・�

なんとなくそう思っていた。�

もうあんなダサい思いはしたくない�
だからビビって逃げることはもう絶対にしない�



複数⼈数に絡まれても�
絶対に逃げないよう意地を張った。�

まぁボコボコにされて⻭が⽴たないのが・・�

それでも�
命乞いをして逃げた時の�
惨めな思いよりもずっと晴れやかだった。�

⽬が合ったらとりあえず�
喧嘩ばかり売っていた�

そんな時、�
僕はまた事件を起こしてしました。�

傷害で警察署に連れて⾏かれたのです。�

僕は仲間だった⼀⼈の男、�
新井（仮名）に暴⼒をはたらき怪我を負わせました。�

その新井が⽗親を引き連れて�
突然、僕の⾃宅にやってきました。�
僕の⺟は⻘ざめていました。�



僕と僕の⺟は�
新井の⽗親の⾞で�
警察署に連れて⾏かれました。�

「こいつ・・バカか？」�

助⼿席に座る新井をぼーっと⾒ながら思いました。�
警察署につき、�
取り調べを受けることに。�

殴った経緯など⾊々と聞かれたが�
警察は⼤嫌いだったので�
まともに話そうとはせず�

「カツ丼だせー」�

を連呼していた。�

しばらくして�
警官はこんなことを⾔いました。�

「なんであんなになるまで殴ったんだ？�
 彼は何も悪いことをしてないのに�



 いきなり殴られたと⾔ってるぞ」�

・・何も悪いことをしていない？�

その⾔葉を聞いてカチンときた。�

あいつ・・バカか�

あいつがどうなっても�
もう知ったこっちゃねぇや・・�

僕は殴った経緯を話した。�

・�
・�
・�
・�

僕らは新井を含め、�



８⼈くらいの仲間で集まっていてよく遊んでいた。�

男が６⼈�

⼥が２⼈ （サユリ、ユイ）�

０時頃になると�
閉まったマクドナルドの前に集まり�
お菓⼦や酒を買ってくだらない話をしたり�
チャリとバイクであてもなくフラフラしていた。�

そんな仲間達だった�

ある⽇、僕が家で寝ていた時のことだ。�

ケータイの着信⾳で起き、�
寝ぼけた状態で出た。�

確か１８時頃だったかな。�

俺「・・・は・い・・」�

「・・てぇ！！！」�



「・・あ？」�

「（ガタガタガヤガヤ）」�

なんだ？イタ電か？�

電話を切ろうと、⽿からケータイを離した時に�

「助けて！！！」�

・・・？�

ん！？�

⼥の声がかすかに聞こえた�

俺 「おい！なんだ！？どうした！？」�

⼥ 「助けて助けて助けて助けて！！」�

俺 「は！？何が！？」�



⼥ 「襲われる！」�

俺 「え！？は！？今どこ！？」�

⼥ 「新井の家！早くきて！！！」�

俺 「新井ん家！？は！？どーゆーこと！！？�
   ちょっとまっ！！速攻で向かうから！！！」�

⼥ 「お願い早くきて！！」�

俺 「何がどうした！？どうなってんの！！？�
   新井はどうした！？」�

⼥ 「新井がサユリを押し倒してるの！」�

全く状況を理解できなかった。�

俺 「新井が！？なんで！！？」�

ユイ 「レイプ！！！」�

⾜の先から頭の先まで�
バァーーーッッと�



⿃肌が⽴った。�

⼼臓は⼤きく⿎動して�
こめかみの⾎管が�
バクバクと⿎動して流れが早くなっている。�

新井の家までは俺の家から�
バイクで５分とかからない場所だった。�

速攻でバイクを⾛らせ、新井の家に。�

新井の家は⼀軒家。�

⽞関は空いていて扉を開けると�
すぐ⽬の前に階段がある。�

階段を登って右⼿の部屋が�
新井の部屋だ。�

家の中に⼊ると�
ユイらしき⼥の泣き叫ぶような声が�
⼆階から聞こえてきた。�
俺は靴も脱がず、�
全速⼒で⼆階に上がり�



新井の部屋に勢いよく⼊った�

部屋を⼊ると左⼿にベッドがあり�
異様な光景が俺に⽬に映った。�

服がぐちゃぐちゃに、脱がされかけて�
泣いているサユリの上に新井が乗っていた。�

そしてベッドのすぐ横で�
うずくまっているユイの姿。�

あたりには⽸ビールや⾷べかけのお菓⼦が散らばって
いた。�

部屋に⼊った勢いのまま、�
新井の顔⾯を殴った。�

ユイが必死に⽌め、�
サユリも抵抗を続けていたおかげで�
なんとか⼿前のところで済んだ。�

殴ったところがクリーンヒットしたのか�



新井は下半⾝丸出しで気絶していた。�

クソ野郎・・�

泣いているサユリとユイを�
すぐに部屋から外へ連れていき、�
少し離れた公園に⾏った。�

近くの⾃販機で⽔を買い２⼈に渡した。�

サユリはまだ泣いていたが、�
ユイは少し冷静さを取り戻していた。�

事情を聞くと⼆⼈で居た所、�
たまたま新井にバッタリ会ったらしい。�

「今⽇は親がいないからみんなでウチで遊ぼうぜ」�

そう⾔われ、�
酒を買い込んで新井の家に⾏ったらしい。�

いつも遊んでいた仲間だったし�
あとでみんなも来るという話だったので�



全く疑うこともなかった。�

ちなみに俺ら他の連中は�
⼀切誘われていなかった。�

あとで誘うつもりだったのか？�

それとも確信犯だったのか？�

今ではわからない。�

どちらにしても許されることではないし、�
俺は新井への怒りが収まらなかった。�

基本的に⼈を信⽤しなかったが、�
新井は結構気の利く奴だった。�

前に俺は泥酔して新井の家に泊またことがある。�

朝起きたら�
インスタントラーメンを作ってくれたり�
優しい奴だった。�



⼥好きではあったが、�
まさか害のある奴だとは思わなかった。�

それだけに裏切られた気分で�
怒りが収まらなかった。�
⼆⼈を⾃宅に送り、俺は新井に電話をかけた。�

「何？」�

俺「”何”じゃねぇだろ！」�

「・・何が？忙しいから切るわ」�

・・・�

こいつ、ただじゃおかねぇ。�
どうにかして外に呼び出そう。�

すぐに仲間の（⽯井）⼀⼈に電話をかけ、�
事情を説明。�

新井を呼び出してもらう為に協⼒をしてもらった。�

設定はこうだ。�



⽯井は⼥といて俺の電話に出れなかった。�

その後、電話をかけ直すも電話に出ないので�

仲間である新井なら⼀緒にいるかも？�

という設定で電話をかけさせる。�

で、⽯井は⼥２⼈と居て�
俺を飲みに誘うつもりだったけど、�
俺が捕まらないので代わりに来ないか？�
というものだ。�

今考えればこんな⽳だらけの作戦で成功するか？�
と思ったが⾒事に引っかかった。�

⽯井と新井は近くの公園で待ち合わせた。�

そこの公園は道に迷う程でかい公園で�



地元の⼈間でないと迷う程。�

また、⾃殺スポットとして地元では有名だった。�

なので特に夜は⼈が寄りつかないし�

おまわりも巡回に来ないので不良グループがよく�
ケンカに使う場所だった。�

トーナメント場と⾔われる�
緑の壁に囲まれたボクシングリングより�
やや⼤きい場所があり、�
タイマンなどはそこで⾏われることが多い。�

中学校のアタマやOB同⼠が�
それぞれ後輩を連れて⾏きケンカさせる。�

それでトーナメント場と⾔われてた。�

俺も中２の時にデビューした。�

そこへ新井を呼び出し、�
逃げられない状況を作った。�



公園付近だと流⽯に勘ぐられてバレるので�
少し⼿前で待ち伏せをして�
公園に連れていくことに。�

２⼈と合流し、新井は逃げ出そうとしたが�
無理やり引きずり公園へ連れて⾏った。�

「どうしたんすか！？�
 なんかあったんすか！？」�

公園に向かっている途中７、８⼈くらいでたむろして
いた後輩たちと遭遇。�

「あぁ。ちょっとな」�

俺は新井を押さえつけ、⼿を取られていて�
⽯井が対応していた。�

なぜかその後輩たちも付いてきてしまい、�



トーナメント場についた。�

相変わらず抵抗し続ける新井。�

「お前、⾃分が何やったかわかってんの？」�

「は？」�

そのまま殴りかかり、新井も殴り返してきた。�

が、段々と⼀⽅的になり�
新井は殴り返せなくなってきていた。�

テメェ！！！！クズやろう！！！�
何⼥泣かしてんだゴミ！！！！�

怒りが収まらず、殴り続けた。�

「・・ご・・めんな・・さい」�



⼿を⽌めなかった。�

殺す殺す殺す殺す�
テメェ殺してやる�
流⽯にヤバイ状態だったらしく�
後ろから⽯井が⽻交い締めにして�
俺を⽌めた。�

新井の顔は完全に変形してた�

「ご・・めんあ・・はい・・ごめ・・・う”ぁ・・はぁ
あ・・い」�

倒れながら⼟下座をして謝っていた。�

⼥に⼿をあげる奴は絶対に許せない。�



なぜか昔からそういった価値観を持っていた。�

こいつの⾏った⾏為は絶対に許せなかった。�

現場を⽬の当たりにしてしまったからこそ�
泣いている⼥友達を⾒たから�
余計に。�

・�
・�
・�
・�
そういった経緯で僕は傷害事件を起こした。�

そしてそのことを全て警察に話した。�

黙っていたのは�
まだどこかで新井のことを憎み切れていなかったから
かもしれない・・�



別の部屋では新井と新井の⽗親が居て�
そこで「⼆階堂に⼀⽅的に殴られた」�
というようなことを話していたらしい。�

が、事情が事情なだけに�
警察の態度が変わった。�

俺は取調室に⼀⼈取り残された。�
新井の所に事情を確認しにいった様⼦だった。�

しばらくして警官が戻ってきて�

「被害にあった⼥の⼦に電話できるか？」�
と尋ねられ、電話することに。�

やっぱそうなるよな・・�

しぶしぶ電話をするが�
電話に出なかった。�

その後、何度か電話をかけるも�
繋がらなかった。�



しばらくし、警官から�

「相⼿の親御さんは被害届を出さないと⾔っているの
でもう帰っていいよ。」�

そう⾔われ、俺は帰ることに。�

・・何が”被害届出さない”�だよ。�
上からかよ。お前の息⼦、何したかわかってんのか？�

帰る前に新井親⼦のいる部屋に連れて⾏かれ、�
⼀⾔挨拶して帰れと⾔われたので�

俺 「ご迷惑おかけしました」�

「・・いえ、こちらこそ」�

そうして俺は解放された。�

こっちが真実を伝えたら�
絶対に不利になるはずなのに�
なんであいつは親にチクったんだ？�

バカなのか？�



顔の傷で問い詰められて⾔ったのか？�
だったら嘘つけばいい。�

今となってはもうわからない。�

まぁどっちにしても�
バカな奴であることには変わらない。�

家に帰る途中、ケータイが鳴った。�

⺟からだ。�

すでに警察から事情を聞いて知っていたようで�
少し声に落ち着きがあった。�

「あぁ・・俺、何やってんだろ・・・」�



■�国外追放！？�

警察署から帰った時は夜中だったので�
その⽇は寝て�
翌⽇、家族３⼈（俺、⺟、親⽗）で話し合うことに。�

⽗親との関係だが�
年⽉が経ち、⽗親⾃⾝も�
僕に対しての⾏いに後悔していた。�

がこうなってしまったことに�
少なからず責任を感じているようだった。�

だが、今回の⼀件。�
そして、これまでのひどい⽣活を⾒ていた両親が、�
このままでは本当にやばいと思っていた。�

⼈を殴り、かなりの重傷を負わせたことなど�
こっぴどく叱られた。�

今回の⼀件の話が終わったあと�



⺟「で、あんたこれから学校どうするつもりなの？」�

俺 「⾏ってもつまんねぇし、�
  なんの意味があるか分からん。」�

⺟ 「⾼校を出なければ�
  これからもっと⼤変な思いをすることになるよ？�
  それでも覚悟はある？」�

俺 「よく分からんけど、�
   学校とかなんも意味ねぇと思う。�
   学校の授業とか社会に出て�
   なんの役に⽴つかよく分からねぇし。」�

⺟ 「・・じゃあもう⾼校辞めちゃいなさい。」�

俺 「え？いいの？」�



⺟ 「その代わり、あんた海外に⾏ってきなさい」�

俺 「はぁ？」�

⺟ 「今のまま⽣活してても�
   あんたはろくな⼤⼈にならない。�
   世界⾒てきなさい。」�

俺 「海外って？」�

⺟ 「お⽗さんの友達で�
   海外で仕事している⼈がいる。�
   その⼈の所で勉強してきなさい。」�

横に黙って座っていた親⽗が⾔葉を発した。�

親⽗「タイかロサンゼルスだ」�

俺は⾯と向かって親⽗と話したのは�
この時が初めてだった気がする。�



「・・タイかロス」�

親⽗「タイにはダイビングショップを経営している�
   友達がいて、�
   ロサンゼルスには�
   ボディビルの専属カメラマンの友⼈がいる。�
   お前はどっちがいい？」�

ちなみに、両⽅とも⽇本⼈です。�

俺 「・・・ロスの⽅がカッケェ」�

だが⽗親的にはタイに⾏かせたかったらしい。�

個⼈的にダイビングをさせたかったのか、�
理由は覚えていないが�
なんかタイの⽅に誘導されていた。�

俺 「わかった・・じゃあタイに⾏くよ」�

僕は条件付きでタイへ⾏くことになった。�



その条件とは�

⾼校を卒業しない代わりに�
スキューバダイビングの�
インストラクターの資格をとる。�

それが条件だった。�

「なんか難しそうだけど、�
 学校の勉強してるより全然いいや。」�

僕は⾼校を退学し、�
仲間たちに海外に⾏くことを伝え集まりに⾏くことを
やめた。�

お⾦を貯めなければいけなかったからだ。�

インストラクター資格取得までのお⾦は�
両親が全て払ってくれていたが、�
⾶⾏機代、⽣活代は⾃分で貯めることに。�

⽬標の⾦額は２５万円。�



出発予定は翌年の２⽉。�

この時は７⽉だったので約７ヶ⽉あった。�

その間、引越し屋や荷揚げをやるなどして�
仕事に明け暮れた。�

初めて⽬標を持って⽣きた気がした。�

不安は⼤きいが�
それ以上にワクワクが⽌まらなかった。�

留学とかカッケェじゃん�

なんか俺でかくなれんじゃね？�

そんな感じで考えていた。�

いつぶりだろう。�
こんな前向きな気分になったのは？�

ダイエットをしたあの時以来か？�

なんかすげぇことになりそうだ！！！�



■�タイ王国へ�
２⽉�

１７歳になった僕は�
タイ、プーケット国際空港にいた。�

全く聞きなれない⾔葉が⾶び交い�

看板には�
暗号のような⽂字（タイ語）ばかり。�

空港はタイ独特の匂い。�

数時間前まで⽇本にいて�
寒くて厚着をしていたのに�

こっちは３５度を超えていた。�

「ついにきちゃったんだな・・」�

なんだか地に⾜がついておらず、�
夢を⾒ている気分だった。�



「サワディカップ」�

タイ語のハンドブック⽚⼿に�
ぎこちないタイ語と英語を混ぜて�
タイ⼈空港職員に道を訪ねた。�

これからお世話になる�
ダイビングショップの⼈が�
空港まで迎えにきてくれていて�

場所を聞きまわった。�

なんとか待ち合わせの出⼝に辿り着くことができた。�

あたりを⾒渡すと�

「おぉ！こっちこっち！」�

「あ、シンジさんですか。どもです」�

「よろしくな！」�

彼はタイでダイビングショップを経営するボス�
シンジさんだ。�



当時３８歳。�

⾊⿊で⽬がクリッと⼤きく、�
細⾝でスタイルの良い�
おじさんというよりお兄さんだ。�

これからお世話になるダイビングショップは�
プーケットから⾞で約２時間ほど⾏った�
カオラックという所に�
ダイビングショップを構えていた。�

当時、街には全然店もなく⽥舎だった。�

ちなみに、�
２０１９年現在はかなり栄えているらしい。�

ダイビングショップにつき、�
シンジさんが僕をみんなに紹介。�

相変わらず⼈⾒知りだった僕は�
「・・ど、ども・・よろしく・・お願いします」�

ちょっとふてくされたような感じで挨拶をした。�
タイでの⽣活は�



船の上がほとんどでした。�

３泊４⽇のダイビングクルーズをスタッフとして�
連続で乗り続けていました。�

ダイビングショップのスタッフは�
全員⽇本⼈。�

お客さんも⽇本⼈のお客さんを�
ターゲットにしていたので９割以上は⽇本⼈でした。�

僕は雑⽤をやったり、�
ダイビング中は�
アシスタントして�
みんなの後ろを泳ぎ、サポートをしていました。�

とはいってもダイビング⾃体、�
タイに来て初めてだったので�
最初はサポートもクソもありません。�

初めて海に潜った時の�
あの不思議な感覚。�

真っ⻘でカラフルな⿂がたくさん泳いでいて。�



宙を浮いているような感覚で�

「俺、なんかすごいことしてるな・・」�

クルーズのルーティンとしては�

１⽇４本もぐり�

１本潜ったら数時間休憩�

その間は⾃由に過ごして�
⽇焼けをする⼈、�
カードゲームする⼈�
昼寝する⼈�

そんな感じで過ごしていました�

ただ僕はこの時間が⼀番苦痛でした。�

僕は⼈⾒知りな上、⼈が好きじゃない。�

雑⽤など、必要なことをやったら�



みんなの⽬につかないところで�
海を眺めながらぼーっとしていました。�

当時の僕はまぁひどいものでした。�

ろくに挨拶もしませんでした。�

それどころか、客を睨みつけ、�
ナメんなよ的な態度すらとっていたくらい（笑）�

今思い出すと�
本当に恥ずかし過ぎるのですが、�
平気でそういったことをやっていました。�

いつもふてくされていた。�

でも、ここにくるお客さんたちは�
みんな⼼が広いというか�

こんな⽣意気なクソガキを気にかけて�
話をかけてきてくれたり、�
みんなでカードゲームをやったり�
夜には⼀緒に酒を飲んだり。�



今まで関わってきた⼈たちとはまるで違かった。�

なんでこんな俺を�
気にかけてくれるんだろう・・�

不思議でしかなかった。�

今まで関わってきた⼤⼈たちはみんな冷めた⽩い⽬で
俺のことを⾒てきた。�

でもこの⼈たちはどうだ？�

⼤⼈っていうより�
⼦供みたいに⽬をくしゃくしゃにして�
笑っている⼈たちばかりだ。�

なんだかすげぇ居⼼地が良かった。�

僕は少しずつ、�
明るく振る舞えるようになっていった。�

挨拶もろくにできなかった僕が�



⾃ら挨拶をするように。�

クルーズ初⽇はいつも出発が夜で�
クルーズ船のデッキで⼣⾷を⾷べる。�

船は１４〜１８⼈ほどが泊まれるサイズ。�

３〜４⼈組くらいの４、５グループが�
同じクルーズ船に乗る。�

僕は飲み物を持ってそれぞれのテーブルに�
挨拶をして周り�
コミュニケーションをとるようになった。�

少し前の僕では考えられないことだった。�

１７歳の僕が�
１０歳も２０歳も年上のグループに突然紛れ込んで�
２０分後には肩を組んで酒を飲んで笑い合っていた。�

ここでの⽣活が�
僕にとって１つのターニングポイントになった。�



タイ⼈とかめちゃくちゃゆるゆるで�
いい意味でみんなヘラヘラしてて。�

だってデパートとか⾏くと�
店員が商品のベッドで寝てましたからね（笑）�

どんだけ⾃由だよ！笑�

⾃分が今まで守ってきたプライドとか�
すげぇ⼩さく感じて。�

毎⽇こんな楽しいと思ったことがなかった。�

クルーズに乗っていない休みの⽇は�
レンタルでアメリカンバイクを借りて�
⼀⼈タイの街を⾛り回ったり、�

夜は近くのバーに⾏くと�
いろんな外国⼈が集まっていて�
そこに混じって⼀緒に飲んでいました。�
英語もタイ語も全くわからないけど（笑）�

ノリで会話というかジェスチャーしてました�



タイには欧⽶⼈がたくさん住んでいて�

イタリア⼈やらアメリカ⼈やら�
⾦髪系が多かったですね�

綺麗な⾦髪美⼥ダイバーとかもいました。�

ちょっと楽しい経験もしました（笑）�

毎⽇がすげぇ充実してて�
初めて僕は⼈⽣を⽣きている感じがしました。�

いつも誰かを憎んで憎まれて�
怒りに⽀配されて�
ナメられないように虚勢を張って。�

⾃分って⼈間の⼩ささを思い知った。�

そして�
お世話になった⼈たちの⼈間⼒のデカさ。�

「俺もこんな⼤⼈になりたい。」�



そして僕はとうとうスキューバの資格を取得。�

インストラクターではないけど、�
半プロの�
DIVE�MASTERの資格を取得しました。�

１８歳になった僕は�
少しだけ⼤⼈になって⽇本に帰国した。�



■�夢を探して�

久しぶりに⽇本に帰国して、�
なんだか⾃分という⼈間が�
少し⼤きくなった気分がしていた。�

⼀⼈で海外に⾏って�
⾼校⽣が経験できないようなことを経験し、�
それが少し⾃信になっていた。�

⼈に気使いができるようになり、�
愛想よく⼈と接することができるようになっていた。�

以前は誰彼構わず睨みつけてたガキでしたから�
そこからみたらかなりの進歩です（笑）�

そして、タイで⽣活をして�
「俺もあの⼤⼈たちのようになりたい」�

そう思うようになり�
⾃分のやりたいこと、夢を探すようになった。�



タイにいたみんなの様に�
楽しみながらお⾦を稼げるようになりたい。�

好きなことでお⾦を稼げるように。�

いっぱい稼いで�
お⾦に不⾃由ない⽣活を送りたい。�

もし結婚しても�
俺が全部を養えるような経済⼒を⼿に⼊れたい。�

格好いい男に。�

そのために、�
俺は⼀体何をすればいいんだろうか？�

最初は東京のダイビングショップで働こうとして�
⾯接にも⾏った。�

もちろん即採⽤だったけど、�
東京のダイビングショップってあんま良い噂を聞かな
くて。�



必要のない機材を買わせたり�
⾺⿅⾼いウエットスーツ買わせたり�

⾃分がタイで経験した�
ダイビングのイメージを壊したくなかった。�

いろんな思いがあって�
結局ダイビングショップで働くのはやめた。�
他に⾃分のやりたいことを探しつつ、�
中⽬⿊のアパレルショップで働き始めた。�

ファッションは詳しくないけど�
なんとなくアパレルってかっこよくね？�
って理由だ。�

で、最初に挑戦したのは�
俳優だった。�

原宿でたまたまスカウトされたのがきっかけだ。�

「芸能⼈とかカッケェじゃん！�
 学歴も関係ないし、 
 うまくいけばめっちゃ稼げる！」�



ってなノリで事務所に⼊った。�

まぁ全然⼩さい事務所でしたけどね�

その後、何度かレッスンに⾏ったんだけど�

「あぁ・・俺には無理だなこれ。」�

と思ってすぐにやめました。�

⼗数⼈が集まるレッスンで�

「飲料⽔のCMに出演したという仮定して�
美味しく飲む演技をしてください！」�

と。⼀⼈⼀⼈前に出てやらされた。�

プハァー！！うまい！！！（満⾯の笑み）�

そんな演技をする⾃分に�
寒気がして�
冷めてしまったからだ。�



何やってんだ俺？？�
俺気持ちわり・・�

そんな感じで１つ⽬の挑戦は即終了。�

その次は�

当時Kー１が流⾏り出していて�

「K-1に出てがっぽり儲けてやるぞ！」�

と思ってキックボクシングジムに⼊⾨した。�

格闘技には多少⾃信があった。�

いじめられていたものの、�
⼩学校３年から極真空⼿をやっていて�
⼤会でも２回準優勝した経験もあった。�

中２からはボクシングもやって、�
根拠のない⾃信があったのでいける気がした。�



実際、久しぶりに格闘技を始めて早々に�
スパーをしたが�
プロになったばかりの同い年と互⾓に戦えていた。�

「俺めっちゃセンスあんじゃね？」�
とすら思った。�

が、�

度々左膝を痛めるようになり、�
ジムを休んだりの繰り返しに。�

最初はスパーで痛めたのだろうって思っていたけど�
そもそも膝を痛めるような覚えがなかった。�

あまりにも痛めることが多く、�
ある時歩くことができなくなってしまった。�

これはおかしい・・・�

そう思い、病院に⾏って診察してもらうと�



”分裂膝蓋⾻”�

という診断が下された。�

膝の⽫が割れている状態で�
その分裂しているところが圧迫され�
激痛を起こしたらしい。�

私⽣活は問題はないが�
激しい運動は勧めない。�
つまり、格闘技はもうできないということだった。�

「マジか・・・・」�

これがきっかけとなって�
僕はキックボクシングを諦めた。�

まぁこの怪我もそうだったが�
練習がキツ過ぎて�

どこかで�
プロ志望の⼈間との温度差を感じていたので�
残念には思ったけど�
そこまでの悔しさはなかった。�



でも、何か⽬標を持っていないといけない。�

そう思っていたので�
焦りはあった。�

この時、俺は２２歳になっていた。�

その後、�

イタリアンレストランでコックを⽬指したり�
ラーメン屋開業を試みて修⾏したり�
投資不動産の営業をやってみたり�
彫⾦師や�
⾰靴職⼈�
etc・・・�

何か⾃分の⼒で稼げる特殊能⼒を・・�

思いついたものには全て挑戦した。�

でも、�
どれも少し続けて⾏くと�



この世界で頑張っていて�
本当に⾃⽴できるんだろうか？�

もっと他に良い選択があるんじゃ？�

平均以上のお⾦を稼げないんじゃ？�

そう思って他のことが気になって�
全然集中できない。�

挑戦はするが、�
次第にこんな思いが浮かぶように。�

俺って何やっても 
⻑続きしねぇな・・�

次何かやっても�
どうせ途中で投げだちゃうんだろうな・・�

と、だんだんとセルフイメージが低くなっていた。�

中学からずっと⾃分の感情を抑えずに⽣きてきたので�



そもそも忍耐⼒というものがなかった。�

タイでライセンスを取得できたのは�
逃げ場のない環境だったから�
そもそも特殊な環境。�

いざ⽇本に帰ってきて�
⾃分が決めたことを⾏おうとしても�
簡単にルールを破れてしまう。�

俺は⾃分に⽢い⼈間だった。�

たくさんのことに挑戦するたびに�
どんどん⾃分に⾃信がなくなっていった。�

⾃分が決めたことも守れない�
⽢い⼈間。�

そんな⼈間が⽬標を達成することなんてできない。�

その価値観が頭ん中で繰り返され、�
⾃分の⾔葉によってネガティブな洗脳が⾏われて、�
すっかり⾃分に⾃信がなくなっていった。�



年齢も２２、２３、２４・・・と�
どんどん歳だけがとって⾏く。�

それで⾃分がやりたいことを探し続けていた。�

周りの⼈間からは�

「お前いつまでフラフラしてんだ？」�

「良い加減落ち着け」�

「世の中を⽢く⾒過ぎ」�

とか散々⾔われた。�

仕事をしながら⾃分のやりたいことを探す⽇々。�

でも未だ何をしたら良いかわからない。�

苛⽴ちが⽇に⽇に増していき、�



気がついたら�
また昔の⾃分に戻りつつあった。�



■劣等感、後悔�
タイから戻って�
もう１０年。。�

２８歳になった僕は�
ガテン系の仕事に落ち着いていた。�

道路の⽩線を引く仕事だ。�

そこで正社員となり�
親⽅として働いていた�

僕が正社員になったのは理由があった。�

実は当時、僕は結婚をしたばかり。�

相⼿の両親に挨拶へ⾏くのに�
”アルバイト”ではカッコがつかなかったらだ。�

嫁は⼀つ上で�
当時２９歳だった。�

嫁は結婚願望もあり、結婚式を絶対にあげたい。�
というタイプだった。�



だから僕はちょっと無理をして�
嫁が３０歳になる前に結婚式を⾏うことにした。�

⼈⽣に⼀度。�
⼀⽣記憶に残るものだから�
嫁がやりたいように�
盛⼤に式を挙げることにした。�

で、�
結婚式、新婚旅⾏にバリ島。�

総額５５０万円かかった。�

半端なく豪華な式でした・・笑�

僕は貯⾦が２0０万しかなかったので�
残りを嫁が少々、あとはブライダルローンで賄った。�

当時の僕の給与は現場仕事なので波はあったが�
３５〜４５万くらいは得ていた。�

なので、返済の⽬処はありました。�



でも、僕は絶対に今のままでは終わらない。�

いずれ独⽴をして�
⼤⾦を稼げるようになる。�

嫁が働かなくても養えるくらいに。�

⼦供ができたら何不⾃由なく育てられるように。�

結婚をしても�
仕事をしながらに夢を追うことを諦めませんでした。�

仕事の傍らで�
独学で始めた彫⾦（シルバーアクセ）を�
オーダーで受注して�
売ったりしていました。�

シルバーは原価がめちゃめちゃ安いので�
超かっけぇブランド作れば�
儲けられる！って思っていました。�



�
�

�
�

�

�

�



その後、知り合いの紹介で�
⽇本でそこそこ有名な�
シルバーアクセの⾼級ブランドG◯�R◯◯�
の創業メンバー？だったか�
まぁかなりのお偉いさんがいるんだが、�
その⼈が独⽴して�
新たにブランドを⽴ち上げるってことで�
造形師としての話が来た。�

うぉぉ！！１１まじか！！�

と超絶テンションが上がったのは今でも覚えている。�

でも、しばらくして�
⾃分のシルバー熱が冷めてきて�
結局その話はお蔵⼊りになってしまった。�

理由は２つ。�

シルバーアクセの需要がそもそも少ない。�
原価は安くても�
設備を整えるとしたら相当だ。�



ブランドではなく、スクールを開くことも考えたが�
それだともっと⾼等技術も必要だな・・と。�

僕はあくまで独学。�

クロムハーツやスカル系のような造形が得意だったが�
・・・差別化が難しい。�

もっと細やかなハワジュのような繊細な技術があれ
ば・・とも思ったが�
3Dプリンターが出てきた今、�
技術での差別化は難しい・・・�

そう考えたらなんだか熱が冷めてしまった。�

シルバーを作るのは好きだが�
仕事とするにはあまり現実的ではない。�

僕は⼤⾦を稼げるようになりたかったから。�
それからもう⼀つの理由が�

⾰靴職⼈に興味を持ち出したからだ。�

ハンドメイドの⾰靴は１⾜３０万円以上する。�



にも関わらず、需要があった。�

オシャレに気を使うビジネスマン、�
ちょっとこだわりのある⼈は�
１⾜は欲しいアイテムだ。�

当時の僕はそう思っていた。�

シルバーアクセサリーよりも�
まだ堅い。�
そう思った。�

中卒の僕が�
成功するためには�
何か特殊能⼒を⾝につける必要がある。�

頭を使うことが苦⼿でも�
⼿先は多少器⽤だし、�
ものを作るのが単純に好きだった。�

なので�
その分野で成功を⽬論んでいた。�



お⾦が稼げて⾃分にも頑張ればできそうなこと。�

そう考え、⾰靴職⼈の道を選んだ。�

仕事の傍ら、週に１⽇。�
⾰靴職⼈のスクールに通い始めた。�

ロンドンのハンドメイド⾰靴業界で�
超⼀流メーカーで職⼈をしていた⼈が�
東京でスクールを開いていたので�
そこに通った。�

嫁は僕が何かを追うことに何も⽂句は⾔わず、�
むしろ応援をしてくれていた。�

しばらく僕は⾰靴作りに没頭した。�

でもすぐに悪い癖が出始めていた。�

本当にこの世界でやっていけるんだろうか・・�

また、ブレが出てきたのだ。�



僕は何をやっても�
ちょっとやるとすぐに熱が冷め�
うまくいかない未来ばかり想像してしまう。�

もしかしたらもっと良い道があるんじゃ・・�

もっと良い何かが・・�

僕の根元にあるのはお⾦だった。�

やりたいことを⾒つける�

というより、�

⾃分にもできるお⾦を稼げる仕事�

だったので�
軸がブレブレ。�

何をやってもすぐに他が気になってしまう。�



まぁ嫁にも応援してもらっている⼿前�
そんなことは⾔えなかったし�
態度にも出しませんでしたが。�

こんな感じで僕は軸が定まらない⼈間で�
いつもブレまくる。�

もう何年もこんな状態なので�

ふとこう思うことがありました。�

もう俺は終わっているんじゃ・・�
もう⼈⽣を変えることはできないんじゃ・・�

⼣⽅になると、なんか気分がさらに落ちて�

「あぁ・・今⽇もいつもと変わらない１⽇だった・・」�

そして周りの⼈間と⽐較し、�
劣等感を感じるように。�

⾵の噂で同級⽣の〇〇が�



⼤⼿の広告代理店に就職しててバリバリらしい�

商社でめちゃくちゃ稼いでいる�

など⽿にし、�

それに⽐べて、俺は⼀体・・�
毎度毎度⾃分が決めたことを貫けず、�
ブレブレ。�

そんなダメな⾃分が惨めになるし�
ダメな⾃分を認めたくなかったから�

誰かが成功しているのは�
悔しかったし、認めたくなかった。�

そして�
学歴がないことへの�
コンプレックスが強くなっていった。�



「なんで俺はあんなに不真⾯⽬に�
 毎⽇を適当に過ごしてしまった
のだろう・・」�

「学校でもっと真⾯⽬に⽣活して�
勉強もちゃんとしていれば�
今頃いい会社に⼊ることもできたかもしれない」�

「もっと選択肢の幅も広がったはずだ。」�

俺を受け⼊れてくれる会社なんて�
せいぜい⾁体労働くらいだ。�

このままで⾃分はいつか本当に稼げるようになるの
か？�

やっぱり独⽴は無理なんじゃ？�

そう思って、�
もう⼀度学校へ通い直すことも考えた。�



でも、何かやりたいことがあるわけでもない。�
仮に⾼校を出たところこで今更だ。�

そもそも⾼卒も学歴としては低い。�

中卒という肩書きが僕に⼤きくのしかかってきた。�

落ち込み、焦り、イラつき、�
完全に⾃分を⾒失いかけていた。�

なんとか今を抜け出したい。�

俺はこんなところで⽌まっているわけにはいかない。�

でも、これからも何もかわらずにいたら・・�

５年後、１０年後はどうなっている？�

今の仕事をまだしている？�



もし怪我をしたりたら？�
収⼊は⽌まる。�
⼀瞬で家計は厳しくなる�

当時の会社も�
社⻑のワンマンで⼈が育たない�
社⻑が⾃ら営業したり、で仕事を取ってくるけど、�
もし、この社⻑が倒れたら？�

会社は今までのように機能しなくなる�
そうなったら給料は？�
俺たちの⽣活は？�

このままでいるのはリスクでしかない�

こんな⽣活を⼀⽣続けていわけにはいかない。�

労働しても⽀払いに消えて。�

また翌⽉も労働して⽀払いに消える。�

ハムスターが⻭⾞を回すように�



終わりの⾒えないゴールに向かって�
ただ⾛り続ける⽣活。�

怖かった。�

だから暇さえあれば�
転職サイトを開いて�
今より稼げる仕事を探していた。�

でも、良い仕事は全然なくて・・�

そんな時だった。�

グーグルで�

中卒 仕事 稼げる�

と検索をしていたとき�
2015年夏�
インターネットビジネスという世界に出会った。�



■�嫁が⾒知らぬ男とホテルで・・�

『ネットだけで累計８千万以上稼いだ』�

という男のブログを⾒つけ（以下：８千万男）、�

そこには�

“学歴がなくても億万⻑者になれる”�

ということが書かれていた。�

そして８千万男も中卒。�

「マジか・・すげぇ・・」�

ブログ記事には�
ギラギラした⾼級時計や�
キャデラックを２台所有していて�
悠々⾃適な⽣活を送っていた。�

「カッケェ・・」�

そう思った。�



当時の僕はこの８千万男に完全に魅了されてしまった
のだ。�

速攻でメルマガに登録した。�

胡散臭いと思う反⾯、�
今の俺が成り上がるにはもうこれしかない。�

成功したらもうお⾦の⼼配をして⽣活することもない�
嫁を養うことも�
⺟を楽にさせてやることも�

その⽇から�
⼀⽇中ずーっとネットビジネスについて調べていた。�

アフィリエイト�
せどり�
情報商材�
PPC�
ワードプレス�
テンプレート�

専⾨⽤語すぎてもうわけわからん！�



状態でした。�

結局何をすればいいんだ！！！？�

ごちゃちゃ調べていても 
時間がかかってしょうがない。�

そう思い、８千万男がブログでオススメてしている�
情報商材を購⼊した。�

確か１９８００円くらいだった。�

「よっしゃ！これで俺も億万⻑者になっていやる！ 
 まずは⽉収１００万を⽬指すぞ！！」�

ちなみにこの時買った商材は�
トレンドアフィリエイトの商材で�
アドセンス広告で収益を得るのに特化した教材だ。�

要は�



流⾏になっている記事を書き、�
アクセスを集める。�

あらかじめ記事に広告を載せておき�

その広告がクリックされると�
数円の報酬が発⽣する仕組みのこと。�

まぁこれは稼げませんし�
資産にもならない�

トップブロガーになってアクセスを�
異次元なレベルまで集められれば�
稼げるけど�
現実的ではありません。�

トレンドアフィリエイトは�
知識としては持っておけば�
応⽤して使うことはできるけど�
正直必要ない知識です。�

でも�



初⼼者の僕は�
そもそもそんなこと知らないので�
勧められている教材をとりあえず買ってみた。�
という感じです。�

そこから僕は�
ひたすらトレンド記事を書きまくりました�

当時はエンジェルハートというアニメ�
（シティハンターの続編 パラレルワールド設定）が�
ドラマで実写化されると話題になって�
その記事をいくつかの視点で書いていました。�

話題性があるから�
検索数も増える。うまくいけばアクセスを稼げ、�

広告をクリックしてもらえる＝１クリック数円の報酬�
という仕組み。�

当時は寝る間も惜しんで�
記事を書きまくっていましたが�
まぁひどい記事でした。�
シティハンターとは・・�



冴⽻リョウとは・・�

みたいなクッソつまらん記事を⻑々と。�

で、１ヶ⽉やって結局稼げた⾦額は８円・・�

８円て・・・・・�

少し挫折しそうになった・・�
でも、もうすがるところがなかったから�
やめる。という選択肢はなかった。�

よし、もっともっと記事を書こう。�

嫁に俺と結婚してよかったと思ってもらえる�
ように⾦稼いでかっけぇ男になる�



⺟を楽にさせて親孝⾏をするんだ！�

落ち込むことはあったけど、�
僕は前だけを⾒るようにしていた。�

そんなとき、�

嫁の浮気が発覚し、�
⼈⽣でトップクラスのどん底を味わうことになった。�

数ヶ⽉前から�
外泊が続いていてた。�

ある⽇の夜中、�
嫁と同じベッドで寝ていたとき、�

僕はふと夜中に⽬を覚ました。�

嫁はまだ起きていて�
僕に背を向けながら�



ケータイをいじっていた。�

⽬を覚まして�
たまたまスマホの画⾯が⽬に⼊った時、�
嫁のラインのやりとりが⼀瞬⾒えてしまい、�
こんな⽂章が書いてあった。�

「もーまたエッチなこと考えてるんでしょ笑」�

！！！？？�

・・え？�



⼀瞬何が何だかわからなかった。�

いや・・まさか・・・�

僕は嫁のことを⼼底信頼していたので�
疑っていなかった。�
というより、疑いたくなかった。�

嫁を失いたくないと思っていたので�
疑わないようにしていたんだと思う。�

でも、⾒てしまった。�

それからあのやりとりが気になってしょうがなくな
り、�
ある⽇、嫁のPCを開いた。�

というのも、�
嫁は数ヶ⽉前から⼀眼レフにハマっていて�
⾵景写真やら⼈物の写真やらを保存していたのを知っ
ていたから。�



で、最近頻繁に出かけるのは�
そのカメラ仲間と写真を撮りにいくことが多くなって
いたからだ。�

もしかしたら�
そのうちの誰かと？�

そう思い、もう気になってどうしようもなくなり�
PCを開いた。�

すると・・・�

ホテルで男と映る写真が⼤量に・・・�

頭がマジで真っ⽩になって�
⼼臓がはち切れそうなほど強く⿎動を打った。�

もう何がなんだかわからなかった。�



でも、はっきりと�

これは”浮気”だった。�

・・・�
僕は⼀気にどん底へと突き落とされた。�

結婚⽣活９ヶ⽉⽬での出来事だった。�



■ 寂しさを紛らわせるために�

帰宅した嫁を呼び、�
説明を求めた。�

でも嫁はひたすら黙秘。�

何時間経っても�
何も話さない。�

だたただ黙るだけ。�

「なんで何も⾔ってくれないんだよ・・」�

嫁の顔を⾒るのが⾟くて�
あの写真が残像のように⽬の前に現れ�
したくもない想像を勝⼿にしてしまい、�
僕は精神がどうにかなりそうだった。�

とりあえず話にならないので�

嫁をいったん実家に返すことにした。�



時間をおけば話す気になるだろう�

そう思って�

１週間実家に帰ってくれ�
と⾔い、僕は⼀⼈で過ごす。�

でも、あんなものを⾒たら�
寝ることなんてできやしない。�

⽬を瞑ると�
嫁と男のホテルでの⾏いを嫌でも映像が浮かんできて
しまい、⽬を瞑ることができなかった。�

寝ることができなくなり、�
外に出て近くの飲み屋で⼀⼈酒を飲んで時間を潰して
いた。�

１週間で２時間も寝ることができなかった。�

改めて嫁と話しても�
また黙認。�
何も話さない。�



結局、最後まで嫁は何も⾔わず�
ただ黙るだけで�
僕が耐えられなくなり�
家を追い出し、離婚することとなった。�

僕はどうしようもない怒りや�
寂しさを紛らわすため、�

キャバクラ、⾵俗、⼥性と遊びまくり、�
その全てをクレジットカードで⽀払い、�
少しずつ借⾦が溜まっていた。�

お⾦を使って精神を保つしかなかった。�



■�⾼額な情報商材も躊躇なく�

⾦銭感覚も完全に⿇痺して�
ネットビジネスの⾼額商材も躊躇なく購⼊していた。�
３０万の教材、１５万の教材など�

ネットビジネス関係で�
トータルで７０万くらいはすでに借⾦をしている状態
だった。�

ちなみに３０万の教材は�
８千万男のメルマガで流れてきた教材。�

さらに⾔えばその教材はクソだった。�

もう魂が抜けて、精神も崩壊⼨前。�

タバコも１⽇５箱吸い�
思考⼒が奪われ�
寝ないで現場仕事にたち、�
些細なことにも苛⽴ち�
職場でも⼈間関係をどんどん悪くしていった。�
僕は離婚したことを誰にも⾔えなかった。�



⾔うのが⾟かったから。�

⼝に出すのが⾟すぎて。�

たまに会う友⼈などで�

「結婚⽣活どう！？」�
とか聞かれて�
マジでしんどかった。�

この状態から⽴ち直るのに�
約半年ほどかかった。�



■ネットビジネス本格始動！�
�せどらーになる�

年が明け２０１６年。�

離婚から精神状態が不安定になり�
ネットビジネスは�
やったりやらなかったりの状態だった。�

半年近く経って�
ようやく気持ちも落ち着き、�

嫁を⾒返したい�
離婚したことを後悔させてやりたい！！�

そう思い、�
改めてネットビジネスを真剣に取り組むことにした�

教材をさらにいくつか買い、�
⾃⼰投資をたくさんしていった。�

でも、僕はこれまで何度も�



物事を簡単に投げ出してきたし�
そもそも勉強なんてまともにやってこなかったから�
勉強の仕⽅がよくわからなかったし�

勉強すると眠くなるし、�
わからないとすぐイライラしたし�

毎⽇継続することがそもそも困難でした。�

夢は⼤きいくせに、�
その過程は全く抜け落ちている。�

努⼒というものができない⼈間だったので�
続けるってことがまず相当苦労しました。�

スタート段階でも⼀般的な⼈より劣っているので�
それだけでも不利でしたし�
⼈⼀倍理解⼒がないし�
勉強ってなると全く頭に⼊ってこなくなるし。�

諦める理由、⾔い訳はたくさんありました。�

それでも、�



今回ばかりは諦められなかった。�

今の学歴で、経験で⼈⽣逆転できるものは�
ネットビジネス以外考えられませんでした。�

何度も⾜踏みをして、ネガティブになって�
サボってしまったりたけど�

それでもまた歩き出して。�

ちゃんとダメな⾃分を受け⼊れて。�

試⾏錯誤しながら続け、�
中々思うように進めることができず、�
情報がありすぎて何をやればいいのかわからない・・・�

そんなとき、ネットで�
１億円以上稼ぐ２３歳というのを⾒つけました。�

「は！？２３歳が年収１億超え！？」�

ふざけんなと思いました。�



そんなのありえない！！�
嘘だ！！！！！！�

と思いました。�

認めたくなかった。�

俺よりも年下のくせのガキが�
俺より裕福な⽣活を送っているなんて。�

どうせこいつ内⾯クソな奴だろ？�
なんか悪いことして稼いでんだろ？�
年収１億とかハッタリだろ？�

⽬の前にある事実を認めることができなかったので�
否定しまくりました。�

認めてしまったら�
⾃分のクズっぷりを認めてしまう。�

もし、事実だとたら俺は⾃信を失う・・・�



だからユーチューブで⾒つけたとき、�
タイトルでムカついてずっと⾒ませんでした。�

でも、どうしても気になってしょうがなくなり、�
⼀週間くらいした頃�

「⾒てやろうじゃねぇか。」�

と、動画を⾒ました。�

衝撃的だった。�

めちゃくちゃ頭いいじゃん・・�

純粋に”すごい”と思いました。�

めっちゃ的を得ていることばかり⾔っていて�
ビジネスモデルもしっかりしている。�

僕は次第にこの⼈に惹かれていきました。�



何より、ものすごい謙虚でした。�

もっと偉そうにして⾒下してくると思ったのですが、�
全然そんなことない。�

「なんか俺、恥ずかしいわ・・�
 プライドばっか⾼くて・・」�

僕はこの２３歳（以下Rさん）に速攻でアポを取り�
コンサルティングをお願いしました。�

１年間のコンサルティング費⽤はなんと�
２５０万円。�

⼈⽣が変わるならこれくらい⼤したことはない。�

こんな⼤⾦を払ったらもう逃げられない。�

寝る時間も遊ぶ時間も全て削り、�
飲み代、洋服代は全て⾃分の知識に投資。�

⾦、時間を全てビジネスに充てました。�



そして指導が始まった。�

当時、僕の仕事は激務で�
朝６時から２２時までほぼ休憩なしの�
⽉によっては１ヶ⽉丸々休みなし、�
または２回程度しかない状態でした。�

僕の働いていた職場はかなりブラックで�
休みもあまりなく、時間を捻出するのが�
中々難しい状態でした。�

なので�
まず時間を確保するために�
即⾦性があって初⼼者でもすぐに稼げる�
”せどり”をやることにしました。�

正直、情報発信をやりたかったが�
時間を作るためだ。しょうがない。�

それにせどりで１００万は全然いけるとのことだった
おので�

「よっしゃ！だったら１００万絶対に稼げるように
なったらぁ！！！」�



と気合が⼊った。�

そして僕は�
さらに⾃分に負荷をかけるため、�
あることを決めた。�

それは�

５ヶ⽉後のお盆休み前までに�
絶対にせどりだけで�
⾷っていけるようになること。�

ただ⽬標設定するだけでは弱い。�

翌⽇、 

僕は社⻑に直接、�
お盆休みで辞職することを伝えた。�

もう逃げられねぇぞ・・・�



当時勤めていた会社は�
⼈をロボットのようにこき使いまくっていて�
⼀緒に働く⼈間も⼤嫌いだったので�
早く抜け出したくて�
焦りもあった。�

２０１６年３⽉。�

僕はせどらーとしてデビューした。�



■�稼げない・・・借⾦が増える・・�

せどりを始めるにあたって�
指導をしてくれる⼈がつくのだが�
このRさん⾃⾝、元々せどらーだったのだが�
もう現役を離れているたので�
知り合いの現役せどらーを紹介してくれ、�
せどりに関しては他の⼈に教わることとなった。�

８⽉で仕事をやめ、時間を確保したら�
情報発信ビジネスを始める。�

その時に直接指導を受けることとなった。�

が、�

この指導者である現役せどらー。�

指導者としては微妙だった・・・�

僕が初⼼者すぎたせいで�
理解ができないだけだ・・と当時は思い込んでいたが、�
今振り返ってみても�
あれはダメな教え⽅だ（笑）�



ざっくり教えてもらった内容をいうと�

セール品での仕⼊れ�

⼦供向けの玩具で⼀時的にプレミア価格になっている
ジャンルを教えてくれた�

視点を鍛えるために、�
⼦供達が持っているおもちゃ、来ている洋服からトレ
ンドを察知するという教え。�

遊戯王カードのあたりカードを引き当てる仕⼊れ�

・・�

初めてせどりをした感想は�
クッソつまらなく、ワクワク感がまるでなかった。�

「価値観崩壊しました！」�
ってその⼈には嘘ついたけど�
内⼼は絶望。�

ある意味価値観崩壊はしたか・・（笑）�



彼の指導は�
確かにせどり経験者であれば�
応⽤できる視点はたくさんある。�

だが、初⼼者に教えることではない。�

⼟台がない初⼼者には使えないことばかりだった。�

朝９時から夜８時まで回って⾒込み利益は４万円。�

その利益の半分が�
セール品でお⼀⼈様１点限りの商品を４点。�
２⼈で⾏ったので�
２種類の商品を２つずつ。�

セール品って運なところが多く、�
再現性がまるで低い。�

今⽇たまたま運よく仕⼊れられても意味がない。�
もっと安定的に仕⼊れる視点。�
セール品やら�
限定品やら⼀時的なトレンドに頼る仕⼊れは�
続かないと思っていたから。�



また、残りの仕⼊れた商品は結局�
半年以上経っても売れず�
その後値下げして⾚字でさばきました。�

それ以外のものも�
値崩れが起こり、�
実際に得られた利益は�
１万２０００円。�

売れるのも遅く、キャッシュが全然回らなかった。�

⼀緒に仕⼊れに回って�
絶望感を味わったのは今でも覚えている。�

「え？俺５ヶ⽉後に会社やめるんだけど・・・�
 これヤバすぎじゃね？」�

僕はこの⽇まで、かなりの借⾦を抱えていた。�

ブライダルローンで２００万以上�

その後、精神崩壊で⾦を使いまくり�
６０万円以上はリボ払い�



情報商材でも６０万以上リボ�

今回のコンサルで２５０万�

この時点でも�
５００万を超える借⾦をすでに背負っていた。�

そこに来て�
キャッシュが回らないせどりを教えられ、�
しかもほとんど利益になっていない。�

「いや、これマジやばい・・・」�

もちろん、⾃分の能⼒不⾜だったから�
責任を外に向けるつもりはまるでなかった。�
⾃分が悪いと思っていた。�

逃げ道がない僕は攻めるしかなかった。�

なので。。。�



僕はせどりでも⾃⼰投資をした。�

稼ぐ以外、道はない。�

これ以上借⾦をするのは�
危険だということは百も承知。�
でも他に選択肢がなかった。�

せどりだけでも�
多分、８０万円以上知識に投資した。�

こんなに投資をしなくても�
せどりは全然稼げる。�

だが僕は焦りしかなかった。�

お⾦がなくなることより、�
今後稼げないことが怖かった。�

借⾦は稼いで返せばいい。�
だから今はとにかく稼げるようになるために投資しま
くるべきだ�

と、冷静な判断ができない状態にあった。�



この時、１００万絶対に稼ぐということしか頭にな
かったので、�
不確定な稼げている未来を宛にして�
借⾦しまくった。�

今思えばRさんに�
紹介してもらった⼈の指導内容を伝えるべきだった。�

でも、�

「まったく稼げていないクセに�
 何⾔ってんだ？」�

となると思い、⾔えなかった。�

ここまで、�
Rさんの印象を悪くしてしまったかもしれないが�
そもそも僕が⾔わなかったのが悪いし、�
今現在でもRさんを尊敬している。�

コンサルティングが終わった後でも�
気にかけて連絡をくれたりもする。�



それに、まだ初⼼者だった僕の理解⼒が浅いせいだ。�
聞き逃していたことが実はあったのかも。�

そう思って⾔えなかった。�

せどりの教材をいくつか買い、�
有料のコミュニティに⼊り、�
睡眠時間も削って情報収集。�

１⽇１０分の仮眠しかとらない⽇もあった。�

当時の僕はそれくらい必死だった。�

知識を⼊れ、少ない時間でせどりに出かけ、�
でも全然仕⼊れができない。。。�

休みの⽇は朝６時から夜２３時まで店舗を回ってい
た。�

でも、それだけ回っても１万円⾏くか⾏かないか。。�



しかもレンタカーを借りていたので�
実質⾒込み利益千円程度・・�

俺には時間がない。�
まさかこんなところでいきなり躓くなんて。�

焦りまくった俺は�
さらに⾃⼰投資してノウハウを⽚っ端から収集。�

この時、毎⽉の借⾦返済が１５万円を超えていた。�

やばいやばいやばい！！！！！！�

このままじゃマジで破産する！！！�

２４時間ひたすらせどりのことを考え続け、�
ちょっとでも時間があれば�
仕⼊れに出かけ�

とにかく利益の出る商品を頭に叩き込んで�



⾃分の仕⼊れリストを作り、�
⼀つ商品を⾒つけたら�
派⽣させて仕⼊れの幅を拡⼤。�

少しずつ仕⼊れができるようになっていった。�

せどりを始めて２ヶ⽉。�

ほぼ独学で１回の仕⼊れで⾒込み利益�
２万円くらいは稼げるようになった。�

⼿探りで中古せどりを開拓し、�
この時はCDをメインにしいれていた。�

あるアニメのサントラは�
⼀定の時期で売値が跳ね上がるものがいくつかあっ
た。�
店舗によるが�
９５０円〜１６５０円くらいで仕⼊れ、�
４千円〜６千円で売れるものを⾒つけ、�
関連商品も⽐較的⾼値取引されているものがあった。�



これは僕が最初にやった�
トレンドアフィリエイトを応⽤して�
⾒つけ出した。�

今、話題になっているものは？�

なぜ話題に？�

どのタイミングで？�

理由は？�

話題になる期間は？�

こんな感じで�
CDをメインで２万くらいは稼げるようになってい
た。�
だが、これではまだ�
独⽴するには程遠い。�

当時⼊っていたせどりのコミュニティでは�
毎⽉それぞれに売り上げ⽬標を掲げていた。�



今では普通に考えて危険なことだとよくわかるのだ
が、このコミュニティでは�
利益ではなく売り上げを⽬標にしていた。�

利益が⾃分の収⼊。�
こんなこと冷静でなくてもわかる。�

でも僕はもう視野がめちゃ狭くなっていて�
とにかく売り上げを上げることを⽬標にして、�
無理やり売り上げを上げにいった。�
利益がプラマイ０�
時には１００円マイナスでも�
売り上げを上げるために仕⼊れをしていた。�

⾼回転で売れる新品のWiiとか何個も買って�
売り上げを上げにいった。�

なにアホなことしてんのこいつ？�
って思われるかもしれない。�

いや、⾃分でも思いますよ（笑）�



⼝に出した⽬標をクリアできないのはポテンシャルが
低い。みたいにコミュニティで⾔われていたので�
僕の⾼いプライドがその⾔葉に反応してしまってい
た。�

よく⾒られたい。�
カッコつけたい。�

⾃分が成⻑することより�
周りからの評価を１番に考えてしまっていたからだ。�

でもそのせいで僕はどんどん⾃分の⾸を苦しめていっ
た。�

そんなある⽇。�

仕⼊れに寄った店舗で�
めちゃくちゃ仕⼊れまくっている�
せどらーが店舗を荒らしていた。�

なんだこの⼈すげぇ・・�



かごパンパンに仕⼊れて・・�

ってかご何個あんだよ！！？�

俺もこの⼈みたいに仕⼊れができたら�
めちゃくちゃ楽しいだろうな・・・�

「すごいですね。そんなに仕⼊れられるなんて。�

 どれくらいせどりやられてるんですか？」�

気が付いたら僕は�
⾒知らぬせどらーに話をかけていた。�

⾒ず知らずの⼈に話をかけるなんて滅多にない。�

それにせどらーっていわばライバル。�
敵なわけです。�

それくらい僕は必死だった。�

でも彼は快く話をしてくれた。�



そして僕はそのままの勢いで�

「お⾦を払うんで�
 １⽇仕⼊れを⼀緒に回ってください！」�

出会って数分で⾒知らぬせどらーに�
弟⼦⼊りを志願。�

彼との出会いによって�
せどらーとして⼀気に実⼒が伸びていった。�

２０１７年８⽉�

せどりを始めて�
５ヶ⽉ちょっとが経ち、�

僕は会社を辞め、せどらーとして独⽴した。�

偶然知り合ったせどらーからの指導により、�



僕の仕⼊れ⼒は上がっていた。�

この頃には⽉収７０万円を超えていた�

会社をやめれば時間ができるので�
もっと仕⼊れができる。�

利益をもっと膨らませることができる�
⽬処がたったので退職した。�

本当はまだ独⽴するには早かったのだが・・�

というのも、ここまでで既に借⾦がとんでもない額が
あったから。�

毎⽉の借⾦返済だけでも�
多分４０万近くはあった。�

でも当時の僕はどれだけの借⾦があるか把握していな
かった。�

というか把握しようとしなかった。�



すれば絶対に不安が強くなり、�
焦りがより⼀層増してしまうから。�

額を知ったところで�
お⾦が増えるわけでもない。�

もう稼ぐ以外の道はないのだから�
⾃分の中で余計な⼼配を増やしたくなかった。�

だから⾒ないようにしていた。�

独⽴をしてからようやく�
本来の⽬的である情報発信ビジネスを始めることに
なった。�



■いきなり独⾃商材を作る！？�

８⽉に⼊り、晴れて独⽴した僕は情報発信ビジネスを
やることとなった。�
（全然晴れてない・・借⾦まみれの無茶苦茶な独⽴ 
笑）�

何について情報発信をしようか迷っていたが、�
Rさんと話し合った結果�
⼥性向けのダイエットのサイトを作ることとなった。�

なぜダイエットのサイトを？�

それは僕が昔、体型にコンプレックスがあり、�
ダイエット経験があったから。�

そしてほんの少しだけ、�
専⾨知識を持っていた。�

専⾨知識といっても、�
今はフィットネスブームが起こっているので�



そういった⼈たちは持っている知識。�

なので僕の中では�
⾃分が持っている知識は特別なことではないと思って
いた。�

でも、⾊々とリサーチしていると�
ダイエットに関し、�
未だに�

カロリー制限�
⾷べない�
腹筋すればお腹が引き締まる�
有酸素運動で痩せる�
サプリメント�
脂肪燃焼スープ�

など、間違ったダイエット⽅法を実践している⼈がま
だまだ多いということ。�

またそういった情報発信をしているサイトばかりが上
位に上がっているということ。�



この事実を知り、�

こういった⼈にとって僕が持っている知識は�

価値になる�

と思いました。�

フィットネスを⾏なっている中上級者にとっては�
無価値でも�
初⼼者にとっては価値になる。�

だったら僕は�
フィットネスに興味を持つきっかけ、�
正しいダイエット⽅を知るきっかけとなる⼈物にれば
良い。�

そう思い、ダイエットのサイトを⽴ち上げました。�

また、⼥性にした理由は�
単純に⼥性はダイエットを経験したことがない⼈�
の⽅が�



むしろ少ないくらい。�

そしてそのほとんどが全く間違った⼿法を⾏なってい
るからだ。�

特に⼥性はストイックにやりすぎて�
体を壊してしまう⼈が多い。�

男に⽐べ�
⼥性はホルモンバランスが乱れやすく、�
ダイエットが少し難しい。�

なので、精神状態が不安定になってしまったり�
過⾷症、拒⾷症になってしまう⼈が多い。�

男性より、⼥性の⽅が必要としている情報だと思いま
した。�

ただ、問題がありました。�

これからかブログで稼ぐためには�
売るものが必要。�



しかし、売るものが⾒つからなかった。�
出回っているダイエット商材は正直クソばかりでし
た。�

お⾦は稼ぎたい。�

でも⼈を騙したり�
⾃分が価値に感じないものを�
売りつけることはしたくない。�

例えば、ダイエット⽬的で�
⻘汁、野菜ジュースを売ることはできる。�

だがダイエットにとって�
健康にとっても別に必要ではない。�

あったらそりゃいいかもしれないけど�
わざわざ毎⽉出費してまで買う必要のものではない。�

⾃分の利益のことだけを考えれば�
売れるが、相⼿のことを考えたら売れない。�

だったら何を売ったらいいんだろう・・・�



と悩みました。�

・・・・・�

だったら俺が�
ダイエットの教材作ればいいじゃん。�

ネットビジネスど初⼼者で�
いきなり教材までも作ることになったのです。�

まだブログも全然できていない状態です（笑）�

⾔っておきますが�
ネットビジネス初⼼者はいきなり教材を作るのは�
ハードルが⾼すぎて挫折しかねないので�
最初はASPからアフィリしてくださいね（笑）�

話を戻して�
ブログも作ったことのない初⼼者が�
いきなり教材も同時に作るって�



かなり⼤変でした。�

そもそも教材の作り⽅なんてわからない。�

Rさんに教えてもらった�
オススメの会員サイトを作るテンプレートを購⼊して�
⾒よう⾒真似で作っていった。�

頭の中にあるダイエットの知識を全て書き出し、�
体系的にまとめながら、エビデンスを確かめ、�
感覚的にやっていたことを全て⾔語化していく。�

また、⾃分の体を使い、�
わざと太ってダイエットをし、�
⾃分の体で効果を実証していった。�

そして体系的にまとめたダイエットの知識を�
動画で撮り、�
セミナー形式にまとめていった。�

動画なんて撮ったことがなかったので超苦戦した。�



初めて動画撮った時�

「俺の声キモッ！！ 
何いってるか全然わからねぇ！」�

ってな状態で何度も何度も撮り直しをしていきまし
た。�

⼈前で話すのが超苦⼿だったし、�
⼈に教える。�
なんてことしたこともないので�
話し⽅がわからない。�

何度も何度もテイクを重ねまくり�

途中「やっぱ作るのやめようかな・・泣」�
と、何度も挫けそうになりました。�

それでも続けてこられたのは�

これを⼿にして喜んでくれる未来の購⼊者さん。�



をイメージしていたから。�

こんなめちゃめちゃなダイエットをしていて�
今も悩んで苦しんでる⼈がたくさんいる。�

この教材を⼿にしたことで�
ダイエットに対しての悩みがなくなって�
明るくなっていく⼥性の姿。�

喜んでもらいたい。�

そして誰かの役に⽴ちたい。�

僕⾃⾝が今まで誰からも必要とされない無価値な⼈間
だった。�

⼈に必要とされることなんてなかった。�

ネットビジネスを通して�
誰かの役に⽴ちたい。�

⾃分という存在を価値あるものにしたい。�



そんな想いでダイエット教材を作りました。�

そして３ヶ⽉後の１２⽉。�

ようやくダイエット教材が完成。�

もうめちゃめちゃ⼤変だった。�

でもそれ以上に達成感でいっぱいだった。�

これでようやく売るものができた�

ただ、この段階では�
まだブログがほんとんどできていない状態だった。�

ブログを書いても売るものがなかったので�
優先度が�
”売るものを作る”だったからだ。�



そしてこの３ヶ⽉間は�
教材作りを７割�
３割せどり�

といった感じで進めていった。�

せどりの⽅は�
⽣活できる必要最低限レベルに落として�
時間を確保していた。�

なのでこれからは�
６：４くらいの割合で�
せどり：情報発信�
という感じで�
少し収益を確保していくことにした。�

■ 集中できない・何やっても中途半端に�

この時期のルーティーンは�



週に３回仕⼊れ�
２⽇間はほぼ出品作業�
２⽇間は情報発信�

こんな感じだった。�

この時の僕は�
⽬に⾒えない恐怖や不安、焦りばかりを感じていた。�

借⾦がどれくらいあるのか気になり�
利益はほとんど返済に消える。�

教材を作っている期間は�
利益だけでは賄えなくなっていて�
売り上げ分も返済にあてたり�
キャッシングをして返済にあてていた。�

というのは�
せどりは全てクレカで⾏なっていたので�
返済しないどどんどん限度額がなくなり�
仕⼊れができなくなってしまう。�



当時、１０枚以上のクレカを持っていて�
締め⽇ごとにクレカを使い分けたりして使い分けてい
た。�

何枚かは限度額がいっぱいで使えないもの。�
何枚かのカードの限度額を保つために�
キャッシングを⽬⼀杯して�
返済にあてたり�
ずっと騙し騙し⾏なってきた。�

でもどんどん使えるカードは限られ�
限度額は少しずつ減っていき、�
仕⼊れ資⾦が少しずつ減っていっていた。�

この焦りから�
仕⼊れも厳選して�
利益率１００％を超えるもの以外は基本仕⼊れない。�
即⽇売れるくらいの⾼回転系商品は利益率２０％を超
えるなら仕⼊れる。�
など。かなり厳選して仕⼊れを⾏なっていた。�



超⾼回転の薄利（利益率２０％以上）�
中低回転（〜３ヶ⽉くらいかかる利益率１００％以
上）�

って感じ。�
こんな仕⼊れをしていたので�
せどりスキルはめちゃめちゃ伸びた（笑）�

多分、今でもその辺のせどらーが�
あまり⽬をつけないであろう商品も仕⼊れていた�

美味しかったのは出品２週間で�
９８００円で仕⼊れた中古商品が�
４９８０００円で売れたりして�
似たような商品を探して�
派⽣させてマニアックなものを仕⼊れて�
利益率を上げていった。�

⽇によっては１⽇で⾒込み利益が�
１５万を超えていた。�



いろんな仮説を⽴てて�
その仮説に沿って商品を探し、�
リサーチしてみると意外なものがバンバン仕⼊れられ
る。�

これはめちゃめちゃ⾯⽩かった。�

だが、ふとした時�
ものすごい不安に駆られる。�

今、俺はどれだけの借⾦があるのだろう・・�
これから俺は本当に稼げるようになるのか・・・�
まだブログでの収益も⼀切出ていない。�

毎⽇仕⼊れても�
返済にほぼ全て消える。�

気が付いた時、⽣活費などは�
利益から賄えないほどになっていた。�

やばい・・�



そんな精神状態で毎⽇を過ごし�
ブログを構築する時も�

今、俺はブログを書くよりも�
まず⽣活を安定させた⽅がいいんじゃないか？�
今こうして机に向かっている時間はお⾦は発⽣しな
い。�

ブログもいつ⼈が訪問してくれるようになるか・・�

この時、僕のサイト訪問数は１〜２⼈程度。�

０⼈という⽇も多々あった。�

教材が売れるまでまだまだ⻑い�

まだメルマガ登録者だっていない。�

「だめだ・・集中できない。�



 でも記事書かなかったら�
 いつまでたってもせどりから抜け出せない。�
 �
 でもやっぱり・・・」�

ブログを書いていれば�
せどりをやらなきゃ・・�

となり�

せどりをしていれば�
ブログを書かなきゃ・・�

となり、�
何をやっても集中ができなかった。�

ブログを書くにしても�
ただ書くだけではダメで�
相⼿に欲しいと思ってもらう。�

ライティング⼒だったり�



それに付随して⼼理学などのインプットも必要。�

また、情報発信でも�
集客を⽬的として�
SNSをやったり。�
でもツイッターやらフェイスブックやら�
何がいいのかわからず、�
とりあえず全部に⼿を出すも�
全部中途半端。�

⼀⽇中、やることに迷い、�
結局何も進まずに１⽇が終わり�
マインドがどんどん低くなっていった。�

朝起きてから速攻で気分は超ブルー�

また今⽇も何も進まないのかな・・�

しかもこの時、�
さらに僕は集中できない状態にあった。�



当時、Rさんのコンサルティングを受けていたのだ
が、�
その中でコンサル⽣同⼠のグループチャットに⼊って
いて�
毎⽇、ノルマを掲げ、報告し合わなければいけなかっ
た。�

そのノルマは毎⽇ユーチューブ動画を５個あげる。�
とかだった。�

他の⼈が５つ上げていたので�
⾃分もそれくらい上げないといけないと思っていた。�

そしてそれ以外に�
Rさんが書いた記事などがグループで共有され�
毎回感想を求められた。�

下⼿な感想を送ることなんてできない。�
だから毎回ちゃんと書くのだが�
当時の僕は余裕がなくなっていて内⼼は�

「俺は今こんなことやってる場合じゃない。�
マジで⽣活がかかってて本気でやばい状態なんだよ」�



と思っていた。�

でもそんなことは⾔えない。�

⾃分が蒔いた種だから。�

それに僕がこんな⽣活状況だということを�
Rさんは知らない。�

もし知っていたら�
こういったノルマは出されなかっただろうけど、�
僕は⾔えなかった。�

ダメなやつだって思われたくなかったから・・�

そんな中、�
さらなる追い討ちをかけられる。�

Rさんが新たに教材をリリースすることとなり、�



その教材は動画でやく４〜６０時間くらいはあった。�

そして出された課題は・・�

・教材の動画⼀つ⼀つを�
 完コピして新たに動画をとってYouTubeにアップ�

・１ヶ⽉後、�
 これら全ての動画を１時間半程度に集約して�
 網羅的に喋るプレゼン⼤会をする�

もう俺はパンク⼨前・・いや完全にパンクした。�

能⼒を伸ばすには良い⽅法かもしれないけど、�
今の俺はもっとやらなきゃいけないことがある。�

⻑期的な⽬線で⾒たら�



今後、⼤きく稼げるようになるために必要なことかも
しれない。�

だけど、�
まだ稼げていない状態の⾃分にとって�
これは今必要なことではない。�

完全にやらされている感覚になって�
毎⽇イライラしてた。�

なんでこんなことを今やらなきゃいけないんだ・・・�
俺にはもっとやらなきゃいけないことがあるんだ
よ！！！！�

そう思うも、⾔われたことに�
できないなんて⾔えない。というか⾔いたくない。�

プライドが許さなかったから。�

でもそんな状態でやってから当然、�
全く⾝にならない。�

とりあえず動画は撮ったが�



やらされている感覚が先⾏していて�
全く頭に⼊っておらず�
ただこなしただけ。�

何もかもさらに集中できなくなり�
頭がおかしくなりそうだった。�

そんな状態でのプレゼン⼤会。�

当然、全く喋ることができなかった。�

Rさんにこっぴどく絞られた。�

みんなの前で恥をかいてもう何もかもが嫌になって
いった。�

「俺はやっぱ何をやってもダメなやつなんだ・・�
 本当に⾃分は情けない・・」�

当時は�
あまりにも情報量が多くて消化不良を起こして�



選択肢を絞れなくなっていた。�

結局何をやればいいのか全くわからない状態だった。�

コンサル期間中、�
週に１回記事を書いて添削会というのをスカイプを通
して⾏われていたのだが�
僕はこの⽇を境に忙しさを⾔い訳に�
徐々にフェードアウトしていった。�

つーかマジで忙しかったんですけどね・・（笑）�

■�もうやめたい・・ �



毎⽇が⽣きている⼼地がしなかった。�
毎⽇焦っていた。�
毎⽇不安に押しつぶされそうだった。�

何をやっても集中できない。�

俺は本当に稼げるようになるんだろうか・・・�
記事を書こうとするも�
集中できずに⼿が⽌まり、�
⾔葉が全く出てこない。�

⾔葉が出るように情報取集してインプットするも�
頭には不安がいつもよぎって全く頭に⼊ってこない。�

こんな感じで�
相変わらずブログ構築は進まず、�
記事を書くこうとしてもかけない状態が続き、�
記事を書くことがだんだんと嫌になっていった。�

また今⽇も全然かけないんだろうな・・�
無駄な時間を過ごしちゃうんだろうな・・・・�



そう思って暗くなってしまい、�
テンションをあげるために�
気分転換にアクションものの映画を⾒たりして�
テンションを上げてから作業しようとした。�

映画を⾒ているときは�
これ⾒たら記事書くぞ！�
って思うんだけど�
⾒終わると�

あぁ。�
記事・・書かなきゃなぁ・・�
嫌だな・・・�

となる。�

そしてどんどん先延ばしにして�
もう１本映画をみるという選択をしてしまい、�
結局何も進まない。�

⾃⼰否定感ばかりが増していき、�
もう何をやってもうまくいくイメージが湧かなくなっ
ていった。�



マインドが下がり、�
せどりも仕⼊れが全然できなくなっていった。�

⾯⽩いくらい商品が⾒つからないのだ。�

あんなに⾃信があった仕⼊れも全然できなくなり、�
資⾦もどんどんなくなって�
不安以外考えることがなくなっていった。�

今⽉を⽣きるのに必死だった。�



■ 売れた！！？�

２⽉の終わり頃。�

こんな状態でも�

当時のブログへのアクセス数は�
１⽇５〜１０⼈程度。�

「はぁ・・まだ全然⼈集まらねぇや・・」�

すっっかり落ち込んでいた。�

このとき、メルマガ登録者数は５⼈程度。�

この業界では成約率が８％でかなり良い⽅。�



１３⼈に１⼈が買えば良い⽅。�
というかかなり良い⽅だ。�

ネットビジネスを始めたばかりの僕は�
２〜３０⼈くらいは集めないとダメだろう。�

そう思っていたので�

とてつもなく⻑く、�
⾮現実的に思えていた。�

そんなとき、�
スマホが鳴った。�

友⼈からのLINEだ。�

内容は飲みに⾏こう。�

というものだった。�



ネットビジネスを始めてから�
ほとんど連絡をシャットアウトして�
遊びにもほとんど⾏っていなかったので�

「気晴らしに⾏くか・・」�

と、飲みに⾏くことにした。�

友⼈「アフィリの⽅はどうなのよ？稼げそうなの？」�

俺「いやー。まだ稼げるイメージは湧かないか
なぁ・・�
⾃分が書いた記事、読み返してもつまらないし（笑）�

まぁでもメルマガに５⼈も登録してくれるように鳴っ
てるからまぁもうちょっとかな」�
（僕は少しだけ強がってそう⾔った。�
 内⼼はそんな前向きじゃなかった）�

友「へぇ！よかったじゃん！」�



俺「つーかお前は最近どうなんだよ？仕事相変わら
ず？」�

「だね・・全然家に帰れてない（笑）�
 最近⼦供の寝顔しか⾒てないよ。�

 嫁もずっと不機嫌だし・・・」�

「仕事まだそんな忙しいんだ。�
商品開発任されてからずっとだよな。�
それ・・・」�

ピロン！（メール着信⾳）�

テーブルの上に無造作に置かれたスマホがなり、�
会話を続けながら⼿に取った。�

メルマガ登録だったら良いな・・�



ちょっとだけ希望を持ちながらメールを開いた。�

お！メルマガ登録してくれた⼈がまた増え・・・�

・・・・・・ん？？？？�

！！！！！！？�





うぉぉぉぉぉ
ぉぉぉぉぉ！
！！！！！�

「どうした！？」�



「う、うれた」�

「なんて？」�

「売れた！メルマガから商品が売れた！」�

「うっそマジ！？すげぇじゃん！」�

「予想外すぎてビビってる！売れた！！」�

全く予想していなかった。�

もう希望を失いかけていたネットビジネスの世界。�

でも、本当に売れるんだ。�

僕は居酒屋で友⼈と飲んでいた。�



その状態で収益が発⽣した。�

もっとブログの精度やメルマガの精度が上がったら？�

稼げる。�

稼げるぞ！！！�

ようやく光が少し⾒えてきた。�

あまりに嬉しくて�
購⼊してくれた⼈にメールをした。�

そしてスカイプで通話することとなり、�
１時間以上もダイエットについての悩みを聞き、�
全⼒でアドバイスをした。�

購⼊してくれた⼈は�
北海道に住む４０代の⼥性だった。�

本当に嬉しかった。�



こんな僕が作った教材を購⼊してくれて、�
⾃分を信じてくれて。�
考え深いものがあり、�
涙が出そうになった。�

そして同時に改めてネットの威⼒を実感した。�

僕は東京に住み、北海道に⾏っていない。�

にも関わらず、�
遠く離れた⼈に僕の声が届き、�
商品が売れ、利益が発⽣する。�

当たり前と思う⼈もいるだろうが�
これってすごいことだ。�

少なくとも�
僕が中学時代、ネットは普及していなかった。�



リアルに関わった⼈としか交流を持たない。�

ましてやお⾦の取引をするなんて考えられない。�

営業の仕事でも１件１件訪問して�
商品を売る。�

それって１⽇にできる量は限られる。�

収⼊も限界がある。�

でも、このネットを極めたらどうなる？�

たった１回作った記事や動画が勝⼿に世界中に拡散さ
れ、あらかじめ作っておいたメルマガが勝⼿に流れて
いき、�
勝⼿に営業をかけてくれる。�

１の労⼒が１００にも１００００にも１００００００
００００にも、無限⼤だ。�

そうなれば利益は？�



これがレバレッジか。�

これが不労所得か。�

すげぇ。�



■�さらに売れた！？�

３⽉に⼊り僕は少しだけ�
気分が前を向き始めていた。�

本当に”売れる”ということを経験したからだ。�

ただ、アクセス数は相変わらずだった。�

もっと良い記事を書いて�
SEOを意識した記事を書いていかないと！�

当時の僕はSNSで集客ができる気がしていなかったの
で�
SEOを勉強していた。�

Rさんからも�
SEOはやる必要がないって⾔われていたけど、�
SNSは全然反応が取れなくてこっちで集客できる気が
していなかった。�

当時は選択肢が絞れずに作業していたから�



それじゃ結果でないよね・・っていうやり⽅をしてい
たで反応取れなくて当然。�

でも当時の僕はそんなことわからず、徐々に⾃⼰流へ
と⾛っていた。�

毎⽇数⼈程度のアクセスが集まる中、�
⽉に１⼈のペースくらいでメルマガへの登録があっ
た。�

もっとアクセスを伸ばさなくては！！�

とSEO記事を書きまくっていた。�

そんなとき、�

メルマガ読者さんから質問のメールがきた。�

商品が売れる、売れない以前に�
連絡がくるってことがものすごく嬉しかった。�

⼈に必要とされることがなかった僕は�



⼈⼀倍、こういったことに敏感だったんだと思う。�

マジで⽬がうるっとしてました（笑）�

きた質問に対しては�
質問した以上に丁寧に返信した。�

そしたらめちゃくちゃ喜んでくれて�
なんと２つ⽬の教材が売れた。�

２⽉、３⽉と連続で利益が発⽣し、�
プラス、�
サイト上でアフィリしていた商品も売れ、�
２⽉〜３⽉時点での利益は�
・29800円（独⾃商材）�
・29800円（独⾃商材）�
・�6660円（アフィリ商品）�

＝合計66,260円�

⽉をまたいでいたものの�



最初に収益が発⽣してから�
１ヶ⽉も経っていなかった。�

確実に前に進んでいる！�

よし、このまま�
記事を量産してアクセス数を増やしていけばで�
１００万を狙える！しかも不労所得で！�

ようやくゴールが⾃分の稼げるイメージが湧いてき
た。。�

が・・�



■このままじゃ返済できない・・・�

情報発信は少しずつ良い感じになってきたが�
まだまだ⽣活は安定していない状態。�

というのも�
せどりの⽅がやばい状態になっていた。�

資⾦が７０万円を切ろうとしていたからだ。�

通常であれば７０万あれば⼗分。�
余裕で⽉収１００万は狙える。�

が、当時の僕は�
借⾦の返済だけで�
４０万を超え始めていた。�

どんなにうまく仕⼊れたとしても�
利益だけで返済を全てまかなうことは現実的にほぼ不
可能。�

単純に４０万円を仕⼊れに使って�
利益率１００％。�
つまり４０万円の仕⼊れで�



８０万円の売り上げを上げる。�

かなり無謀だ。�
現実的ではない。�

しかもほとんどリボ払いにしていたので�
利息ばかり払って元⾦が全く減らず�
返済しても資⾦は全く減らない状態。�

なのでカードの限度額が全然復活しない。�

仕⼊れのスキルはあるのに�
資⾦がないので仕⼊れができない状態だった。�

マジでやばい・・�

せどりだけではもう⽣活ができない・・・�

僕は再びアルバイトをすることとなった。�



本来はもっと早くやるべきだったのだが、�
実際に追い込まれた状態になると�
冷静な判断ができなかった。�

それに、アルバイトをしたところで�
稼げる額はせいぜい２０万前後。�

それ以上稼ぐとなると�
かなりの時間を費やすこととなり�

せどりもほぼできないどころか�
情報発信ビジネスもできない。�

返済額もアルバイトで稼げる⾦額を超えていたので�
だったらせどりに出て稼いだ⽅が良いという考えもあ
り、アルバイトに踏み出すのが遅れてしまった。�

また、これだけ借⾦が膨らんだのもいくつかのトラブ
ルがあった。�

１台15〜18万以上で売れる新品商品が�
９万円代で売られていて�
５つ仕⼊れた。�



新品だから箱を開けない⽅がいい。�

なんとなくそう思って中⾝を確認せず、�
そのまま出品。�

いつもなら新品だったとしても�
開けられる商品なら確認をするのだが�
その時だけはあけなかった。�

まぁ⼤丈夫だろう。�

そう思っていた。�

そして読み通り、�
少し⾼めに設定して�
１８５,０００円で５台は完売。�

⼀気に売れた。�

よっしゃ！�



これだけでも３０万円以上の利益だった。�

しかし、そこから１週間以内に�
５台中４台が返品。�

理由は全て�
中古品だった。�
ということだ。�

まんまと騙された・・�

内容物をちゃんと確認しなかった⾃分が悪い。�

が、中古品をつかまされるとは思っていなかった。�

完全に油断していた。�

本当に⾺⿅すぎだ。�

それ以外に�
発売したばかりの�
WiiUのゲームソフトが１０００円ほどの利益が出る
ものを⾒つけた。�



約７０００円の商品を１２個買い出品した。�

そしたら５つが返品。�

理由は�

つまらなかった。�

Wiiで使えると思ったらWiiUでしか使えなかった。�

間違って買った。�

などの理由で�
返品され、�
そしてその全てが封を開けられていた・・�

購⼊者の勝⼿な理由で返品され�
もう新品として再出品はできない。�

中古として再出品するも�
４千円台と�
仕⼊額を⼤きく下回ることとなった。�



当時はアマゾンでのみ出品をしてたのだが�
アマゾンはいかなる理由があろうと�
３０⽇以内なら返品し放題。�

こいつらマジで死んでくれ�

と思った。�

そんな理由の返品や�
あとは付属品だけパクって返品するやつ。�

全く違う商品を⼊れて返品するやつなどもいた。�

こういったことがいくつもあり�
⾚字になってしまうことがあった。�

依存したビジネスは怖いと改めて思った。�

アマゾンで出品する以上、�
たとえ理不尽でもそれに耐えなければいけない。�



また、アマゾンはしょっちゅう出品規制をかけたり解
除したりする。�

たとえば�
さっきまでソニーの商品が出品できていたとしても�
１時間後にはいきなり規制が掛かって�
メーカーから直接仕⼊れている証明書や�
その穂必要書類を提出して申請を出せ。�

ってなことになっていきなり出品できなくなる。�

なんてことが多々ある。�

そのせいで�
仕⼊れた商品が出品できなくなって�
メルカリやヤフオクで薄利でさばく。�

なんてこともあった。�

物が無いと利益が出ないビジネスはせどりをやって�
本当に嫌になった�



弱者は強者に従うしかない。�

だからこそ知識をつけることが必要だし、�
知識だけでお⾦を稼げるようになる必要があった。�

何にも依存しないビジネスモデルを作ることい。�

そうしなければ⾃由は得られない�

誰かのいいなりになるしかない。�

せどりを通して思ったことだ。�

話を戻して�
とりあえず週５⽇働いて２２万円稼げるアルバイトを
⾒つけた。�

給与を全て返済に充て�
休みの⽇は全てせどりに充てて�
とにかくキャッシュが回るようしなければならなかっ
た。�



■�情報発信している場合じゃなくなった�

アルバイトを始めてから�
週５⽇で働きに出て�
休みの２⽇間は仕⼊れ。�

出品作業は仕事終わりの夜に少しずつ⽚付ける。�

そんな⽇々となり�

なんとか返済と⽣活費を払ってプラマイ０になってい
た。�

が、雑費が全く残っておらず�
⽉に３万円くらいは毎⽉⾚字が出ていた。�

ちょっとした交通費や外でコーヒー１杯飲むお⾦もな
い状態になっていた。�

返済して元⾦はほとんど減らないから�
クレカの限度額も少しずつ減っていった。�



もう情報発信をしている時間も余裕もなくなってい
た。�

こんなことになるなら�
あの時会社を辞めなければよかった。�

せどりなんてやらなきゃよかった。�

みっともないが�
当時は�
⼀番最初にせどりを俺に教えた⼈間が憎くなった。�

責任を他⼈のせいにし始めていた。�

あの時、もっとちゃんとした⼈から教わっていれば�
せどりで無駄に投資する必要もなかったのに・・・�

そう思った。�

責任は全て⾃分にある。�



頭ではわかっていても�

当時の僕はそんな⼼の余裕なんてなかった。�

本当、なんてダメなやつなんだ俺は・・・�



■こんな俺が初めて存在を認められて・・�

２０１７年７⽉�

僕はすっかり情報発信をやらなくなっていた。�

SEO記事もほとんど書いていない状態だったので�
にわかSEO。�

PVは全く伸びていなかった。�

サイト訪問は５⼈未満。�

当然、メルマガ登録も全然ない状態だった。�

せどりとアルバイトに毎⽇忙殺され、�
完全に⽴ち⽌まっている状態だった。�

⾃⼰否定する毎⽇。�

そんなとき、スカイプにメールが届いた。�



スカイプでやり取りする⼈は限られていて�
購⼊者さんや、コンサルグループくらい。�

だがしばらく誰とも連絡を取っていない状態だった。�

誰だろう？？？そう思ってい開いてみると・・�



初めて教材を購⼊してくれた⼥性からだった。�

最初は�
クレームかな！？�

と思ったが、成果が出た報告だった。�

ダイエットスタートって時に�
旦那さんとの離婚が重なってしまい、�

ダイエットができなくなっていたのですが、�
その後少しずつ再開していた様⼦。�
（「⾝の回りの⾊々が・・」と⾔うのはそのことです。）�

上には書いていないのだが�

体重５１.３キロ→４７.７キロ�
体脂肪２１.８％→１９.０％�

という数字を 
運動なしで⾷事を意識しただけで実現した。�



嬉しかった。�

嬉しいのは成果が出たことではない。�

僕が作った教材が⼈の役に⽴てたこと。�

そしてわざわざ連絡をくれたこと。�

この後スカイプでお話しをした。�

「⼆階堂さんに出会わなかったら�
こんな嬉しい気持ち、前向きな気持ちにはな
れなかったです。�

今まで何をやっても全然痩せられなかったの
に、⾷事の摂り⽅を意識しただけで�
本当に痩せていきました！�

会社の同僚にも�
どうやって痩せたのか質問攻めになるほどで�
本当に感謝しています。�
 �



⼆階堂さんに出会わなかったら�
今もダイエットに悩んで�
暗い毎⽇を過ごしていたと思います。�

このサイトに出会えた私は幸運です！�

⼆階堂さんに出会えてよかったです！�
もう感謝しかありません！」�

僕はこの⽇までずっと�
⾃分は無価値な⼈間だと思い⽣きてきた。�

何をやってもすぐに諦め、�
⾔い訳をして逃げるどうしようもない男。�

幼い頃から⽗に殴られ�
家にいるだけで⽂句を⾔われ�
ひっそりと息を殺すようにして�
毎⽇過ごし、�



学校ではいじめられて。�

学校に来るな�

死ね�

気持ち悪い�

など⾔われ、�
家族からも同級⽣からも�
僕が存在するだけでみんな気分を害していて。�

だから死にたくて�
他⼈を憎み続けて�

中学からは他⼈を暴⼒で⽀配しようとしたり�
今度は僕が⼈を傷つけるようになり、�
ずっと僕は誰かの害でしかなかった。�

こんなダメな⼈間になって⺟親に申し訳ない。�

本当はずっと�
誰かに存在を認めてもらいたかっただけだった。�



でも、うまく表現できなくて�
イライラして�
感情がコントロールできなくて。�

本当はずっと寂しかっただけだった。�

ずっと空回りして⽣きていた。�

初めて誰かに存在を認められた�
始めて僕が存在したことで感謝されたんだ。�

「俺、⽣きていて良かったんだ・・」�

この⼥性からの⼀⾔で�
僕の過去のツライこと苦しいことが�

⼀気にフラッシュバックして�
全て浄化さてていった気分だった。�

涙が⽌まらなかった。�



このあと、�
この事を記事に書いてアップしたら�
彼⼥がこんなコメントをくれて。�

また泣きました（笑）�
（こっちでは別名で顔出しして�
 サイト運営していたので名前は隠ささせていただきます笑）�



■ネットビジネス辞めよう�

こんな僕でも�
⼈の役に⽴つことができた。�

⽣きることを許された感覚だった。�

ずっと背負っていた何かが�
⼀気になくなった気分だった。�

気持ちが軽くなり、�
なんとなく�
ネットビジネスを始めてからのことを�
思い出していた。�

この１年半。�
本当にめちゃくちゃにがむしゃらにやってきたな�

離婚してから�
感覚が⿇痺して�
焦りまくって�



御構い無しに⾃⼰投資もガンガンして�

前に進むしかなくて�
突っ⾛ってきた。�

この時初めて�
借⾦総額を計算してみた。�

今までずっと怖くて⾒てこなかった。�

その総額は・・・・�

２５００万円だった。�

⾏くところまで⾏ったか。�

逆に冷静になった�

さて、これからどうするか。�



最初は融資を考えた。�

資⾦さえあれば復活できると思っていたから。�

個⼈事業主として�
政策⾦融公庫から融資も考え、�
何軒か回ったた。�

でも、�
そんな中で�
⾃⼰破産という⼿段に初めて気がついた。�

今の今まで⾃⼰破産という考えは�
全く思いつかなかった。�

前に進むしかない。�

そう考えていたから。�
でも⾃⼰破産というものを知って、�

もうお⾦に追われる⽣活から解放されるんだ・・・�



と思うとなんだか気が抜けてしまった。�

僕は少し疲れてしまった。�

返済しても返済しても全く減らず�
毎⽉毎⽉⽣活できるか不安に押しつぶされそうで。�

⾃⼰破産・・するか・・�

それからいくつかの法律事務所を回った。�

⾃⼰破産はしても�
情報発信ビジネスは続けたい。�

利益も出ていたのもあるけど�

もっといろんな⼈に価値を伝えていきたい。�
もっと⼈の役に⽴ちたい。�
必要とされたい。�

そう思っていた。�



１軒⽬に訪れた法律事務所でネットビジネスについて�
聞いてみると�
ダメだ。それならうちでは受け付けない。�

と⾔われてた。�

そうか。ダメなんだ。�

・・・�

今は利益を出すことよりも�
今ある負債を整理することが先決だった。�

ネットビジネスは⼀旦やめよう・・�

後で知ったのだが�
ネットビジネスは継続することは可能だ。�



ただ、収益があったりすると申請する際、�
ちょっとややこしくなる。�

というだけで、�
情報発信⾃体は問題なかった。�

でも、余計なことはしないほうが賢明。�
僕はこれまで積み上げてきた仕組みを全て停⽌した。�

⼀旦ネットビジネスから完全に離れよう。�

ずっと地に⾜がついていない状態だったから�
しばらく何も考えず�
普通のアルバイト⽣活に戻ってみよう。�

⼀からやり直そう。�

僕は必ず戻ってくる。�



■再び�

破産申請して１年ちょっとかかって�
ようやく⾃⼰破産の免責決定が下された。�

これまでの負債は全てなくなり�
完全にリセットされた。�

⼿続きや費⽤の関係で�
かなり時間がかかってしまったがなんとか終わった。�



⾃⼰破産が決定されるまでの期間、�
ネットビジネスはほとんどストップしていた。�

たまに記事をちょこちょこ書いたりしていたが、�
マネタイズができなかったので�
ほとんど触っていなかった。�

この期間中、いろんなアルバイトをした。�

六本⽊で⿊服�
新宿でメンズキャバクラ�
恵⽐寿で⿊服�
アマゾンの配送員�

興味があった夜の世界をやってみたが、�
昼夜逆転⽣活が無理すぎた（笑）�

⾊々とアルバイトをやってみたが、改めて�

雇われるということは本当に⼤変だなぁ。。と。�

⾃分の感情を捨てて�
理不尽なことでも我慢して�



嫌われないようにしていかなきゃいけませんから�
頭おかしくなります。�

アルバイト⽣活を続ける中でも�
ビジネスの勉強は続け、�
経営者のセミナーに⾏ったり、�
マーケティングを学んだり、�
⼼理学の勉強をしたりなど�
⾃分への⾃⼰投資は続けていた。�

⼊ってくるお⾦は�
⽣活費以外ほぼ全て⾃分の脳みそに使い、�
仕事以外の時間は勉強に使い続けました。�

そして、⾃⼰破産も無事終わり、�
知り合いの内装業の仕事をしながら�
ネットビジネスを再開しました。�

ビジネスを再開する前まで貯⾦は３万程度でしたが、�
再開してから仕組みを構築していき、�
徐々に使っても勝⼿に貯まる状態になっていきまし
た。�

ようやくスタートラインに⽴つことができました。�



これからガンガン成⻑していく。�

もっと⼈の役に⽴ちたい。�

僕と出会ってよかったと思ってもらいたい。�

あの時、⼀⼈の読者さんの⾔葉があったから�
僕はここまでこれたと思います。�

そして市場を新たに�
ダイエットから�
個⼈ビジネスの発信へシフトしました。�

こんなクズだった僕でも変わることができた。�

将来に希望を持つことができました。�

僕は今、毎⽇がとても充実してます。�

もちろん、悩むこと苦しいことは�
相変わらずあるけど、�
でもこの数年間、本当にいろんなことを経験し、�
少しだけ⾃分に⾃信を持つことができ、�



少しだけ忍耐⼒ができ、�
少しだけ⼈として成⻑できたと思う。�

今、何をやったらいいかわからない。�

将来に不安しかない。�

⽣きていてつまらない。�

そんな⼈は�
僕がこれからどうなっていくか�
⾒ていてください。�

やればできる。�

それを⾝をもって証明していきます。�

⼈⽣なんて本当にあっという間。�

失敗しても⽌まらず、�
どんどん挑戦して楽しい未来を掴み取っていく。�

諦めず、正しい努⼒をすれば�
必ず成功はつかめると信じて、�



これからも前を向いて進んでいきます。�

最後まで読んでくれてありがとうございました。�



■ネットビジネスと不労所得の仕組み�

ネットビジネスは怪しい�

不労所得なんて作れるわけがない�

そういった否定的な意⾒が多数あります。�

まぁそう思うのは無理もないし、�
誰でも最初は怪しと思う。�

僕も怪しいと思ったから。�

その辺については後で話すとして、�
今回は少しだけ�

ネットビジネスと、�
不労所得の仕組みについて解説していく。�

その前に最もよく来る質問。�

・PCのスキルがない�
・プログラミングができない�



についてだが、�
ネットビジネスにそんなスキルは必要ない�

僕も今だにネットサーフィンができるレベルです。�

そんな状態でも⽉収１００万２００万くらい稼げる�

というか僕の周りで�
年収数億円を越えている⼈らはみんな�
プログラミングもできない。�

その辺のちょっとPCに詳しい中学⽣の⽅が�
全然PCスキルレベルは上。�

ネットサーフィンができる�
⽂字が打てる�
スマホが操作できるレベルの能⼒�

があれば⼗分。�

ということで話を進めていきます。�



まず、ネットビジネスというのは�
インターネット上で商品を売ること。�

媒体は�
ブログ、メルマガ、ユーチューブ、SNSなどを使う。�

インターネット上では顔を出さずとも�
商品取引ができるので�
詐欺をする⼈間がいるのは事実。�

そんなイメージが先⾏しているから�

ネットビジネス＝怪しい�
なんてイメージが広がっている。�

ただ、�

良いものを売れば良い�
悪いものを売れば悪い�

ネットビジネスに善悪はなく、�

ただの⼿段でしかない。�



で、どのように収益を得るかというと�
ASPというサイトがあって�
そこにはたくさんの商品がある。�
 
（以下の記事を参照）�
https://nikaido01.com/net-business-rist/�

無料で登録でき、商品を売るのも無料。�

要はブログとかで紹介して�
売れたら紹介してありがとうってことで�
お礼にマージンがもらえる。�

商品を扱うメーカーとしても�
売れたらマージンを⽀払うという�
成果報酬なので宣伝費⽤に⾦を出す必要がない。�

経費は抑えられるし、売れたら⽀払えばいいので�
ローリスクで宣伝ができるわけだ。�

雑誌やらCMやら�
宣伝費⽤はアホみたいに⾼い。�
が、必ずしも利益につながるとは限らない。�
費⽤対効果はあまり良くない。�

https://nikaido01.com/net-business-rist/


その点、アフィリエイターに頼めば�
費⽤０円で宣伝してくれ、売れた場合に限り�
報酬を⽀払えば良いので�
広告を出すよりも圧倒的にローリスクで�
宣伝ができる。�

メーカーもアフィリエイターも�
お互いにメリットだらけなわけです。�

ちなみに、�
世の中の商品でアフィリできないものはほとんどない�

スポーツジムの⼊会、旅⾏、ダイエット�
クレカの登録、アプリ、マッチングサイト�
⾳楽、ゲーム、⾷品、医療、恋愛・・・�

世の中にある、�
ありとあらゆる商品を売ることができる。�

ネットビジネスは�

在庫を持たないし�

仕⼊れ料⾦もかからない�



故に失敗のリスクがない。�

そして場所も選ばないので�

温泉旅⾏中だろうが�
海外旅⾏中だろうが�
利益は⽣まれる�

住む場所も関係ないから�
⽥舎でのんびり⽣活している⼈�
海外で⽣活している達もたくさんいる。�

あとはレバレッジが効く�

例えば�
この記事も書く労⼒は１回だけだ。�

でも１度書いて�
ネット上に置いておけば、�
あとは勝⼿に⾒られていく。�

１００⼈、１０００⼈、１万⼈・・�
と、⼀度作った記事が勝⼿に営業をかけてくれる。�



対⾯営業の場合、⼀⼈⼀⼈に営業をするが�
そうなると物理的に営業かけられる⼈数が限られる。�

が、ネットのレバレッジを使えば�
最初に記事を書いたりするだけの労⼒で�
あとは寝ていようが勝⼿に書いた記事たちが�
営業をしてくれる。�

というイメージだ。�

書いた記事や動画などが�
勝⼿に⼈に⾒られ�
価値観などが共有されていく。�

そうすることで⼈の⼼が動いて�
商品が勝⼿にどんどん売れていく。�

ネット上にコンテンツという資産を作り�
お⾦が⽣まれる仕組みを作ることができる。�

不動産の家賃収⼊を�
資⾦なしで作ることができるイメージ。�



そしてその不労所得を作るのに�

絶対に必要なツールがメルマガだ�

メルマガって楽天とかで商品買うと送られてくる�
超邪魔なあれだ。�

はっきり⾔って�
世の中のメルマガはゴミ以下で�
むしろ店の価値を下げる使い⽅をしていて本当に勿体
なさすぎる。�

メルマガはちゃんと使いこなせば�
これほど強⼒なものはない。�

メルマガには�
あらかじめメール配信を予約する機能がある。�

前もってたくさんのメールを作っておくと、�
メルマガに登録してくれた読者さんの元に�
⾃動的にメールが送られてくる。�

そしてそのメールの中には�



様々なマーケティングが仕掛けてある。�

読者さんがメールを読んでいくことで�
だんだんと⼼が動き、�
タイミングの良いところで商品をオファーする�
メールを仕込んでおく。�

そうすることで商品が売れる。�

そしてその商品に満⾜してくれれば�
次にオファーした商品もリピートしてくれる。�

ただただこの繰り返しです。�

メールの中にはいろんな⼼理要素を⼊れ込んでおり、�
読者さんの⼼を操るように作られている。�

そしてそれらには全て”型”があり、�
⼈の⼼がどう動くか予測が⽴てられるので�
前もってメールを作っておくことができる。�

あとは⾃動でステップメールを流していくだけで�



⾃動的に商品が売れる仕組みが出来上がる。�

ネットビジネスで�
メルマガを取り⼊れていない⼈が多いが�
利益を本気であげたい�
と思っていての⾏動だとしたらはっきりいって�

バカだ。�

メルマガを舐めすぎている⼈が多すぎる。�

メルマガは�
こっちから⼝説き落としにいくことのできる�
唯⼀のツールだ。�

ブログやユーチューブはあくまでも�
待ちのビジネス�
待っていても⼈の⼼は動かせない。�

どんなにイケメンでも待っているだけでは�
落とせる⼥性は限られる。�

が、こちらから⼝説きにいくことで�



落ちる確⽴は上がる。�

また、話術を磨けば�
さらに⼝説き落とせる確⽴は上がりまくる。�

⼝説きの質を上げる＝メルマガの質を上げる�

僕はビジネスでの成約率を上げるために�
ナンパをするようになった。�

もともとナンパなんて⼀切できない⼈間だったが�
⼼理学を応⽤し、�
反応を⾒ながらアプローチしていくと�

今まで⼝説けなかった超美⼥を�
簡単に⼝説き落とすことができるようになった。�

⾔葉のスキルを磨くのに�
ナンパは超良いトレーニングになる。�

度胸もつくし�
メンタルブロックも外れてポジティブになれるし�
⾃信もつく�
（男限定になるが 笑）�



また、メルマガにはザイオンス効果という�
⼈間の⼼理も⼤きく関与し、�
価値観の共有を最もしやすく、�
扇動することができる。�

⼈間の⼼理ってゆーのは�
何百年も変わらないもの。�

ビジネスで成功するためには�
絶対に学ぶ必要のなるものが⼈の⼼だ。�

ヒトラーが⼤衆の⼼を操ったのも�

ただ演説をしたわけではなく、�
⼼理学の応⽤で⼈の⼼を意図して操った。�

結果、第⼆次世界⼤戦を誘発したわけです。�

ヒトラーは演説だけで総統になった。�

⼼理学を学ぶとそれほどの威⼒がある。�

⼈間の⼼理をちゃんと勉強し、�



スキルを⾝につければメールだけで�
３０万、５０万の商品が�
⾃動で売れるようになる。�

スキルが⾝につけば�
どんなものでも売れる。�

それはつまり、�
粗悪品も売ることができてしまう・・・�

ただ、これだけは覚えておいて欲しい。�

詐欺をやっていると�

業界では⽣き残ることはできない。�

詐欺商材を売ったら�
お客さんはリピートしてくれない。�

ビジネスで売り上げを伸ばすためには�
リピーターを獲得することが�
絶対条件になる。�



だからこそ、価値ある物をオファーする必要がある。�

飲⾷店でもなんでもそうだが�
売れるお店ってのは�
リピーターがついている店だ。�

キャバクラであれば�
指名の来ないキャバクラは速攻で潰れる。�

新規客をとるだけのビジネスモデルは確実に潰れる。�
まぁこれはいうまでもなく理解できるはずです。�

ネットビジネスでも同じで�
詐欺商材を売れば信⽤を失い、次はない。�

それに１回⽬でのオファーで�
３０万とかの商品はそう簡単には売れない。�

だからフロントエンド、バックエンドという概念があ
る。�

まぁこの辺の詳しいことはメルマガ内で話していく。�



ネットビジネスは誰にでもできるビジネスだ�

サラリーマンの年収を１ヶ⽉で稼ぐことすら容易にで
きてしまう。�

が、怪しいという先⼊観だけで�
否定する⼈が多く、�
知ろうとしない⼈が多い。�

不労所得なんてできっこない。�

どうせ怪しい物を売ってる。�

詐欺をしてる。�

など、どれも感情的な批判だけで�
ロジカルな批判は全くない。�

ネットビジネスの仕組みをちゃんと理解したら�
批判なんてできない。�

否定、批判をした時点でもうその先はない。�



⾃分の価値観だけで世の中の全てを知ったつもりに
なっていては�
絶対に世界は広がらないし、�
⼈⽣は良くなるはずがない。�

⼈⽣を変えたい。�

そう思うなら否定する前にまずその世界のことを理解
しよう。�

ものを売る⼒が⾝につけられれば怖いものはない。�

だから普段から常にいろんなことに視点を向け、�
⽇々トレーニングをすることをお勧めする。�

例えばスタバの⼈気の秘密はなんなのか？�

なぜ、１杯５００円近くもする�
コーヒーがあんなに売れるのか？�

コンビニでは１００円でも⼗分に美味しいコーヒーが
飲めるのに。�



スタバが提供しているものはコーヒーではない。�

⼼地よい空間だ。�

ちょっと⾼貴な空間だ。�

⼈は⽬に⾒えない空間、�
雰囲気にもお⾦を払うという潜在ニーズがある。�

空気感や雰囲気という演出をすることで�
価値を⾼め�
１杯５００円という⾼価格なコーヒーでもお客さんは�
喜んで⽀払ってくれる。�

そこに価値を感じてくれるからだ。�

物の質が良ければ＝価値ではない�

たとえばルイ・ヴィトン�

使っている素材は塩化ビニール�



⾼価なビニールとはいえ、 
所詮、ただのビニールだ�

ライターで炙れば燃える。�

ダミエやモノグラムができたのは�

１３０年以上前のものだ。�
ものすごく古いデザイン。�

ルイヴィトンよりも�
質の⾼い財布やカバンのメーカーは�
腐る程ある。�
それでもなぜハイブランドの地位を確⽴しているの
か？�

演出だ。�
⾼価なブランディングによって価値を⾼めている。�

この辺の話はブログやユーチューブ、�
メルマガなんかでも話しているので端折るが�

要は全てマーケティングだ�



お客さんはどんなことを求めている？�
どんな需要があるか？�

潜在的にどんなことを求めているのか？�

それがわかるようになると�
ものはどんどん売れる。�

そして⽇々、視点を鍛える。�

最後にもう⼀つ。�
例えば�
プロテインについてどんなイメージを持っている？�

おそらく筋⾁で�
ムキムキの男が飲むイメージだ。�

が、�
プロテインというのはそもそもなんなのか？�

タンパク質の塊だ�

タンパク質というのは�
肌、髪、⽖、⻭、⾻、など�



からだ中のありとあらゆるものを作る材料。�

つまり、これは美容という視点でも効果がある�

ということは�

ターゲットを美意識の⾼い⼥性�
に向けてプロテインを売ることができる。�

新たなターゲット層を得ることができ、�
市場を伸ばすことができる。�
いろんな視点で⾒ることができれば�
それだけターゲット層もかわり�
顧客ニーズも変わる。�

プロテインの特性を知れば�
プロテインというたった⼀つの商品だけでも�

モテたい男⼦�
痩せたい⼥⼦�
肌を綺麗にしたい⼥⼦�
肌のハリツヤを気にし始めた⼥性�
お年寄り�
など、ターゲットを変え商品を売ることができる。�



イメージを変え、�
ブランディングをするだけで�
新たな市場は開拓できます。�

プロテインというたった⼀つの商品だけでも�
売り上げは何倍にも跳ねあがる。�

ネットビジネスって�
あまり頭を使わないイメージとか�
ただただブログを書くとか�
そんなイメージ持っている⼈が多いけど�

実はもっともビジネスの原理原則を学べることのでき
るもので、�
そしてもっと参⼊障壁の低いビジネスです。�

これからビジネスはどんどん�
ネットに移⾏していきます。�

⼤型家電、⽇⽤品、⾷品など�
ネットで買う⼈が増えていて�
今ではもう当たり前になっています。�



わざわざ⼈が外に出て買い物をするってことが�
どんどん減ってきている。�

わざわざ外に出て買い物をするメリットがない。�

そうなると実店舗はどんどん潰れていきます。�

⼈が集まるところにお⾦は集まる�

そして�
今⼈がもっとも集まっている場所はネットです。�

そしてそのネット上には誰にでも発⾔権がある。�

だからこそビジネスを学んで�
どんどん情報を発信していけば�
今までではありえない収⼊を得ることができることが
可能な時代なわけです。�

そしてそこに学歴も�
性別も�
年齢も�



何も関係ない。�

どんなに良い⼤学を出ていても�
学歴がなくても�
誰もが平等に戦える市場です�

あとは�
やるかやらないか�

それだけです。�

常識は常に疑え。�

常識にとらわれていたら�
世の中の平均的な⼈間レベルにとどまるということ。�

年収１千万円を超えるのは�
世の中の５％程度って⾔われている。�

これって世間で⾔えば⾮常識なわけです。�

みんながやっているから⾃分もやる�



みんなが正しいといっているから正しい�

それが当たり前だから�

正しいから�

常識だから�

⾃分の考えを持たない発⾔は�
クソ喰らえです�

学歴も肩書きも�
そんなもんに振り回されず、�
常に⾃分の頭使って思考することが⼤事。�

⾃分の中にある常識ガ�
ンガンぶっ壊していきましょう�

⾃分で⾃分の可能性を潰さないでください。�



■�追伸２・（親⽗との今の関係）�

⽗親との関係ですが、�
今はたまにサシで飲みにいく様になりました。�

僕はずっと⽗が⼤嫌いで、�
マジでこの世から消えてくれ。と思っていました。�

本編では語りませんでしたが�
僕が２０歳の時に離婚をして�
１１年ほどは連絡が来てもシカトをしていました。�

その時までは�
⽗に暴⼒を振るわれる夢にうなされて起きる事が度々
ありました。�

トラウマを抱え、被害者意識を持っていました。�

それから僕⾃⾝も⾊んな経験をしてきて�
結婚した嫁に浮気されて離婚したり�
起業するも２５００万の借⾦を抱えて⾃⼰破産。�
かなり追い込まれた状況にありました。�

うちの両親は２０歳で僕を⽣み、�



親となりました。�

僕が⽣まれた当初は相当な貧乏な家で�
まともに⾷事が取れない事があり�
⼩⻨と砂糖を⽔で溶いて焼いた�
「貧乏焼き」なるものが我が家のおやつでした。�

⽗親⾃⾝もまた若い時は相当荒れていて�
悪いグループの主催者？だったみたいです。�

⾼卒で低収⼊。�

僕が⽣まれた当初は�
ミキサー⾞の運転⼿をやっていました。�

家族を養っていくために�
⼤型２種の免許を取り、�
バスの運転⼿になり�
⽗なりに家族を守ろうとしていました。�

でも、社会でのストレスや�
⾃分の時間や⾦銭的余裕がなく�
分かっていても感情を抑えられず、�
僕に当たってしまった。�



もちろん、許される⾏為ではありませんし、�
家庭を持ったのは⾃分なのだから�
責任を果たせ。といえばそれまでです。�

でも、僕も離婚や⾃⼰破産などを経験して�
思い通りにならない苛⽴ちや�
そのせいで他に当たってしまったりしていく中で、�

なんとなく⽗のやってしまった事が理解できたという
か、�
気持ちがわかったわけです�

今までは⽗の⽴場になって考えることはしませんでし
た。�

⽗は悪。�

それだけで終わらせていましたが、�
僕が⽗の⽴場になったら�
僕ももしかしたら同じ事をしてしまっていたかもしれ
ない。�

そう思いました。�



どこで仕⼊れたかはわかりませんが�
度々僕に謝りのメールを送ってきたり�
電話がかかってきたりしていて。�

このまま⽗を攻めていても�
得はないし、⽗の⼼境を考えたら�
かなり⾟いだろうな。�

そう思い、⽗と和解する事を決めました。�

そこから夢でうなされる事も無くなったし�
なんか気分がスッキリしました。�

⼼のどこかにかかっていた靄が晴れた感じに。�

そんな感じで今では親⽗と２⼈で飲みにいく間柄に
なってます。�



■ 最後まで読んでくれたあなたへ 
特別なプレゼント 

 �
最後まで読んでくれた感謝の気持ちとして�
特別プレゼントを⽤意しました。 

通常１時間２万円で⾏なっている�
有料のSkype通話相談を�

無料でプレゼント�
その際、必ずメルマガに登録してください！�
↓↓↓�

https://nikaido01.com/lp/nikaido-mailmagazine/�

https://nikaido01.com/lp/nikaido-mailmagazine/


〜応募条件〜�

通常２万円のコンサルを無料でプレゼントするので�
条件を設けさせていただきます。�

・このレポートの感想（適当な感想は対象外となります）�

・年齢、性別、名前（仮名でも構わないです）�

・現在の職業�

・僕のことを知った経緯�

・今取り組んでいるネットビジネス（なければ「無し」）�

・ネットビジネスで稼げるようになりたい理由、�
 今後の⽬標など可能な限り⾃分の思いを教えてください。�

※応募期限はメルマガ登録から５⽇以内です。�

上記の内容を記載の上、僕のメルマガに直接返信してくださ
い。�

その際、�



・タイトルに「無料コンサル申請」�
・⽂章の⼀番最初にメルマガを登録した⽇付�

を必ずつけて送ってください。�

適当な内容だったり、 
想いが感じられない⼈には返信しません。�

真剣な思いを持っている⼈、 
熱い思いを持っている⼈のみに対応したいと思います。�

真剣な思いがある⼈。�
全く知識がない⼈でも躊躇せず、�
遠慮せずにご応募してください。�

また、この企画は予告なく終了しますので応募は早めに。�

※１週間以内に僕から返信がない場合は申請が通らなかったと判断してください。�

 

ではまた会いましょう。�

⼆階堂�

• •



⼆階堂公式サイト�
https://nikaido01.com�

ツイッター�
https://twitter.com/nikaido_s01�

ユーチューブ�
https://www.youtube.com/channel/UCVMpjWdeGZjWy-
YKIasBJKQ/featured�

https://nikaido01.com
https://twitter.com/nikaido_s01
https://www.youtube.com/channel/UCVMpjWdeGZjWy-YKIasBJKQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCVMpjWdeGZjWy-YKIasBJKQ/featured

