
●意見、提案、考察 
＝あるテーマについて自分の意見や考察を書く 
→相手に「気づき」を与える 

★学んだ知識を前提にした意見 

例） 

情報発信において一番大切なことって「読者・視聴者
が欲しがる情報をわかりやすく伝える」ことだと思う
んですよね。 

これを理解していないままブログ書いたりYouTube
やったりすると全然伸びない現象に起きるんじゃない
かと 

逆に言えばこれに気づいてる人は割と最初の方から結
果が出るのではないかな 

ーーーーー 

人に教える能力を高めることで本人の知識も固まるし、
相手にもわかるまで説明できる。そして、教えてあげ



た相手も教えてもらう人から教える人になる。教室に
いる人が生徒であり教師であれば、そのコミュニティ
は天才集団のようになる。灘高校はそのような環境が
ととのっている。 

ーーーーー 

高校生に歴史を教えるのはいいと思うんだ。けど、年
号とかどーでもいいと思う。歴史を学ぶのって過去の
事例から今を分析するための『ヒント』のようなもの
だし、仮に1192年に鎌倉幕府ができたことを知って
いても何も得ることはできないと思う。 

★社会の流れやトレンドから導き出した意
見 

例） 

僕は営業だけど、これからの時代は「誰もがプログラ
ミングができた方がいい理由」は、問題や課題の解決
の多くはソフトウェアによってなされており、これか
らは更にその傾向が加速するので、ソフトウェアを理



解してる人と、してない人は圧倒的に待遇差が生まれ
てしまうから。これはIT業界以外もだね。 

★自分の経験から導き出した意見 

例） 

起業したいなら周りの反対は無視して今すぐしたらえ
えよ 

俺、起業する時も結婚する時も周りに反対しかされん
かったよ 

でも反対してくる人達の事をよく見たら起業失敗して
たり起業した事無い人。 
上手くいってる人は絶対に反対せんよ 

だから俺は今すぐ起業すべきやと思うで 
だって俺、今幸せやもんな 

ーーーーー 



僕は会社設立のことがわからなかったので、本を3冊
ほど買って1日でカフェで読み切った。朝から読んで
いたのだが、昼の3時頃には読み終わっていて、会社
設立の基本知識がバッチリと身についていた。1日集
中してひとつのことを学ぶのは生産性がかなり高い。
そうやってひとつずつ学んでいる。 

★引用リツイート 

例） 

そうです。 

こういうアンチを一つ一つ潰していくという作業、論
破していくという作業はめちゃくちゃ大事です。 

もっと言えば、アンチを論破できるなら、普通の人は
もっと簡単に納得させれます。 

そのトレーニングの一種です。 

＝＝＝ 



しょうもないことやってるなと思いましたが、そうい
うことだったのですね。 
証明することの難しさ。 
半信半疑でよいということ。 
詐欺だった時のリスクを考えるという考え方。 
勉強になりました。 
＝＝＝ 

★時事ネタに関する自分の意見 

【大好きな前澤さんの10億円お年玉企画へ激怒】 
   
前澤さんの10億円の使い方は、社会構造の変革、根
本的な貧困問題の解決には全く意味がなく、個人の楽
しみ、社会貢献としては意味があるという感じ。 

前澤さんクラスの影響力があればマネーシステムを根
本から変えれるのに、それはしないようで。 

(   ˙-˙   )それがはがゆい。 



★その他（本、映画、ドラマ、漫画などの
作品、有名人の発言など）に関する自分の
意見 

「10人に嫌われても11人目に好かれればいい」てい
うローランドの名言。 

たしかに重要だけど、ローランドもあくまで「行動に
よって会話が”改善”していくだろう」という改善ベー
スの話だからね？ 

みんな真に受けて「とにかく数打て！」ていう方向に
行きがちだけどそれはお前、何浪しても合格しない 

●価値観、主義、理想像 
＝自分が目指している未来、理想像、好きなもの、嫌
いなものetc... 
→自分の「価値観」を伝える 

例） 

世の学生って「不自由すぎる」と思うんですよね 



基本的に中学に入ったら勉強と部活と家での”息抜き”
という名目の半端なゲームタイムの繰り返し。 

こんな生活の中じゃそりゃやりたいことも見つからな
いよなと。 

早い段階でやりたいことが見つかると相当人生変わる
のに。勿体無い。 

ーーーーー 

なんでもいいけど、学校で関わる人が思い描く「普通
の人生」がつまらなすぎると感じてしまってから「自
分の好きな道を歩めばいい」と割り切って生きてるの
でとても生きやすいです。 
手っ取り早い悟りみたいなもんだね。 

ーーーーー 

僕も「プログラミングを金儲けの手段としか考えない
なんて悲しい奴だ」とか散々言われてきたが、そんな
の人の勝手だろと。 



てか、インド人エンジニアとか大体金のためだろと。 

なんでそこにやりがいとか見出さないといけねんだよ。
お前はお前、俺は俺。あばよ。って感じだ。 

●体験（過去） 
→過去にこんな経験をした＝共感を呼ぶ 

サラリーマン時代の話。一度だけ上司にキレたことが
ある。 

「親の教育が悪い」的なことを言われたんで胸ぐら掴
んで出て行った。翌日から向こうは俺のこと空気扱い。

業務的な指示は来るけど感情は無。でもね、何も不都
合なかったよ。こないだ久々連絡来て会いたい言われ
たけど丁重に断っといたよ。 

ーーーーー 

クリエイターに対して、友達であることを理由に「タ
ダでやってよ」と近寄ってくる人は多い。 



僕も以前動画の編集をタダで、しかもクリエイターを
バカにするような言い方で頼まれたことがあります。 

僕も暇ではないので断ったら、なぜか「見損なった」
と捨て台詞を吐かれました 😌 

↓（続き） 

特に日本ではクリエイティブの価値が低く見積もられ
がちですが、 

技術を習得するための努力や制作にかける時間、アウ
トプットを繰り返して完成した制作物はれっきとした
商品であり、価値のあるものです。 

クリエイターにタダを求めるのは飲食店でタダ飯を乞
うことと同等の行為であることを忘れずに。 

●体験（現在） 
→自分が普段どんな生活をしているか、ビジネス活動
の様子やライフスタイルを見せる 



例） 

さて、昼休み終了。読書1冊です 😌 
これから午後の労働です。まずはYouTubeの台本を
作り、その後はブログ教材のアプデです。コツコツと
作業を進めます 

ーーーーー 

よし、YouTube台本の作成完了。約2,000文字です
😌  
ブログの毎日更新では「1記事3,000～4,000文字」
を生産しており、YouTubeでは「台本2,000文字＋撮
影＋編集」という感じ。作業量でいうと「YouTube
の方がハード」かもですね。僕は編集外注なので、問
題なしです 

ーーーーー 

早めに電車に乗って、6時チェックイン時点で「飛行
機がまだ現地を出発しておらず遅れます」と言われて
ゲートも決まってないからって保安検査も通れないん



だけどそんなことある？って感じでまたセブに対する
感情がry 

●知識（ノウハウ）系 
＝読者が関心を持ちそうなテーマに関する知識（ノウ
ハウ）を書く 
※これも自分の体験、もしくは権威ある人の引用など、
発言の根拠となるソースを提示するのが理想 
※なので結果的に「意見、提案、考察」と同じ感じに
なる 

★ノウハウとそれを学ぶことのメリットの
両方を書く 

例） 

ネットで稼ぐための心理法則 😌 

・フリー戦略 
・返報性の原理 
・単純接触効果 



・失敗を避けたい 
・選ぶのはお客さん 

僕はこのあたりを多用してます。これを使いこなした
ら、月100万は超えると思う。YouTubeにて解説予
定です 

ーーーーー 

インターネットでモノを売る場合、選ぶのはお客さん
です。 

・これがオススメです→売れない 
・これがオススメで、理由は◯◯です→まぁOK 
・これがオススメで、理由は◯◯で、他社比較がこれ
です→売れる 

こんな感じ。 
上位サイトを見ると、こういった構造になっていると
思います 

ーーーーー 
ブログで稼ぐには、ブログで稼ごうとしない気持ちが
大切。 



多くの人は「売るための記事」を書いたりしますが、
それだと伸び悩んだりする。それよりも、まずは「徹
底的に読者貢献」して、たまに「あ、このタイミング
なら商品を紹介した方が、読者のためだな」という部
分でリンクを貼る。すると売れる 
ーーーーー 

どうも、週明けに60万円振り込まれるヒロトです。 

月収1000万円の話をします。  
   
ビジネスモデル選定である程度収入の限界が見えると
かいう話。 

やはり選定が命 

→動画 

★自他の体験は絡めず、単純に知識だけ書
く（Wikipediaみたいな感じ） 
※味気なくつまらないツイートになりがちなので、あ
まりオススメしない。 



例） 

バイラルマーケティング一時的バイラルマーケティン
グとは商品自体を紹介したくなってしまうような仕組
みが組み込まれている。二次的バイラルマーケティン
グ何らかのインセンティブを提示して、商品の紹介を
依頼すること。紹介キャンペーンは二次的だし、アフィ
リエイトも二次的である。 

ーーーーー 

STPマーケティング。Segmentation、Targeting、
Positioningの頭文字をとったもの。セグメンテーショ
ンはわけること。ターゲティングは絞ること。ポジショ
ニングは独自の差別化を植え付けるための活動。ポジ
ショニングは差別化というキーワードとほぼ同じだ。 

●実績（自分or他人）系 

例） 

SEO報告：１位を量産しました 😌 



ブログを700日ほど毎日更新したら、月間170万PV
になり、月間収益は「500万円くらい」になりました。
世の中には「稼いでいるか怪しい人」が多いので、僕
はすべて公開しています。ノウハウは無料公開してい
ます 
manablog.org/affiliate/ 

ーーーーー 

これワンチャン今の案件だけで今月のアド利益300ぐ
らいいくのでは？？ってぐらい安定して発生してるん
だけどまあこれアレだよね正月パワーだよねきっと。。
ぐぬぬ。。 

でも今日アドで初めて1日利益10万越えたのでお年玉
という事で 🥳🥳🥳 

褒めて 😋🙆☺ 

ーーーーー 



一年前は預金に5000円すら入ってなかったのに今で
は自分で稼いだお金で、最新のiPhoneを現金一括購
入できるようになるなんて…。 

出世したな…。 

ーーーーー 

せどりと物販の利益率が64.8パーセントなのがかな
りの売りだとおもう！ 

月収30万円超えたらとか思ってたけど 
コンサルするか、迷う 

テストで今3人に教えてるけど 
学び方と考え方。 
そして、リサーチの仕方から教えないとだなぁと感じ
るなぁ。、 

なんだろう、センス？ 
それとも俺が馬鹿なのかも？笑 



●オファー（ブログ記事、メルマガ
やLINE@等への誘導） 

★ブログへの誘導 

私のフォロワーの平均年齢はおそらく30歳未満。 

仮に30歳だとして、人生100年時代だから2090年ま
で生きる。 

2090年の日本の人口は5700万人で、2020年の45%
の水準です。 

ずっと日本で快適に生きられると思わない方が良い。 

そんな時代を見据えて必須の情報を『日本脱出の教科
書』に全て網羅してます。 

URL 

ーーーーー 



絞るのは大事。もう今日はこれしかやらない！という
日を決める。試しにほかのことを一切やらないでたっ
た1日だけ一人の発信を読み漁るとかやってみると、
深い知識が身について専門家になれる。ブログにも書
きました→URL 

★メルマガへの誘導 

【期間限定メールマガジン】僕がどのようにして、月
収3000万を超えるようになり、実業家として活動し
ているか？なぜ起業したのか？年間2億円以上僕自身
が稼いでいる仕組みのお話など有益な情報をたくさん
流してます。無料です。wakki001.com/mlp/ 

ーーーーー 

僕が22歳の頃に、月収500万になってみて思ったこ
とを書いてます。コンプレックスの塊だった僕がすご
い自信を持てるようになり、人生が毎日退屈せずに、
毎日刺激的になった話です。 

★企画への誘導 



【あなたに100万円を強制的に稼がせます】 
   
私が生きている限り、永久に指導します。 
  
あなたが100万円稼いだら終わりです。 

※人数限定なのでお早めにご覧ください 

→URL 

●予定（未来にするであろう体験） 

今年6月頃発売のワシの書籍やけど 
ヒトデ 
@hitodeblog  
との共著で出すことになったで^_^ 

初心者向けに、お金の勉強をワシとヒトデが一からわ
かりやすく解説するで！ 

「お金なくして自由なし」 



一家に一冊！経済的自由に着実に一歩近づける、そん
な本にするで！ 

皆、頑張るから待っててやあああ^_^ 

ーーーーー 

あと２本ほど動画を撮ったらとりあえず渋谷まで行っ
てiPhone11Proを買って渋谷のどこかのカフェにで
も入って一件ブログでも書いてから家に帰るつもりで
す。 

とりあえず、 
・動画３件 
・記事１件 
・ツイート気が向いたら 
という感じで今日の作業は進めていきたいですね。 

まあ、割と普通。 

ーーーーー 

【事前登録者募集】 



1月末に、コンテンツ販売プラットフォーム「Brain」
をリリース予定です。 

購入レビュー機能と紹介機能で、良いコンテンツのみ
がうまく広がるように設計しています。詳細は少しず
つ出していきます。 

事前登録を希望の方はオープンチャットまでどうぞ！ 

URL


