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著作権に関して

本作品の内容を無断で複製 ・複写 ・放送 ・デ ータ放送配信 ・転載 ・改ざん ・公衆送信 （ホ ームペ ージなど
に掲載することを含む ）することは 、固くお断りいたします 。



第1章　約束

世の中には、沢山の成功についてまとめた本があります。

多くの人が読んでも成功できない理由は、最終的に行動ができないからです。

ダイエット本と一緒ですね！

 
ですので、この本を手に取ってくれた方には

まず、約束して欲しいことが1つあります。
 
それは、"最後まで読まないでください"
最後まで読む前に、本で上げている行動やこれから自分の変える習慣をまずは1つでも決めてくだ
さい。

 
その方が確実にあなたの為になります。

 
この本は、あなたをお金持ちにする為の本ではありません。

お金持ちになるかどうかは、自分次第です。

ですが、間違えなく”ヒント”はたくさん用意しました。
 
今まで100人を超える、お金持ち（年収3000万円以上）と出会い、共に働き、さらに成功してい
く人、途中でつまずく人を見て

同じ失敗をしないように、皆様が成功できるようにこの本で成功者の行動をまとめました。

何か1つでもお役に立てれば嬉しいです。



第2章　あなたは、お金の稼ぎ方についてどれだけ詳しい？

世の中の多くは、お金を稼ぎたい人達です。

けれども、このお金について勉強している人は実はかなり少ないんです。

 
別に、株などの専門知識について勉強をしなくてもいいです。

もっと身近な銀行でもいいです。

 
日本銀行の普通預金にお金を預けると、利子が約0.02%です。
つまり、100万円預けても、年に200円にしかならない。
さらにこれをATMで下ろしたら、もう残らないですね。
 
海外では、9%~高いところですと20%などあります。
つまり、2000万円貯金できれば、年収が400万円になります。
これだけでもリタイアできますよね。

 
私が、伝えたいのはお金の勉強をしてきたかどうか？です。

世の中は、本当に知っているか知らないかだけです。

ですが知る為には、求めなくてはいけない。

求めれば、答えは必ず現れます。

 
あなたの収入が低い理由は、単純にお金の稼ぎ方を知らないからです。

大事なのは、学びを常に怠らないことです。



2-1　最高の収入モデル

ここで、3つの収入のモデルを紹介します。
お金持ちになるには、この3つしかありません。
 
①ビジネスオーナー

②投資家

③高給取り

 
ビジネスオーナーとは、「ビジネス」を「所有」している人のことで、

自分以外の人を雇い、他人に働いてもらう事です。

事業を自動的に回して収入を得る方法です。

 
投資家とは、利益を得る目的で事業などに資金を出す人。

先物、不動産、株などです。

 
高給取りは、外資系、東証一部上場企業の中でも

役職などポストがついている人ですね。

 
この3つの収入モデルを比べた時にどれが稼げるか？
答えは、オーナーと投資家です。

 
高給取りはあくまで会社員ですので

ここに来るまでは、勉強しかないです。

 
ただ、今の時代は大企業も当たり前に潰れており、安定というのはないので

勉強したからといって、大手に入社できる訳ではないですし

昇進もできない可能性が高いです。

理由は、新入社員の数と役職の数が合わないからです。

会社こそ、まさにピラミッド形式です。

 
その点、ビジネスや投資は事業やお金が変わりに働くので

お金だけではなく、自由な時間も手に入る。

 
投資から始める方もいますが

最初にまとまった大きなお金が必要となるので

ビジネスで稼ぎ、稼いだお金を投資するが一番リスクも抑えれます。



2-2　でも、自分で会社をやるのは難しくない？

この質問を答える前に、大事なことをお伝えします。

それは、なぜあなたがお金を稼ぎたいか？です。

 
起業をする為にお金を稼ぐのではありません。

投資をする為にお金を稼ぐのではありません。

 
起業や投資はあなたの夢を叶える為のただの手段に過ぎません。

あなたの夢や目標を達成する為です。

 
最終的に収入を得てどうしたいか？

親孝行したい！

好きな時に海外にいきたい！

夢のあの車を買いたい！

家族の為に稼ぎたい！

 
夢や目標がある方が、これを読んでくれていると思います。

その夢や目標をどれくらい叶えたいのか？

私は、呼吸するくらい成功したかった。

 
プールの中に息を止めて入ったことありますか？

苦しくなると、体が酸素を求めますよね。

苦しい！とにかく呼吸したい！

これくらい求めれば間違えなく、成功できるでしょう。

 
逆に、この気持ちが大きくなければ結局変われませんし

ビル・ゲイツなどがあなたにビジネスを教えても成果は出ませんし

バフェットが投資を教えても結果は出ません。

 
ビジネスは常に、己との勝負です。

会社を0にするのも、1000億円企業にするのも”自分次第”です。
 
教えるのが上手な人に教われば結果が出る訳ではありません。

ビジネスは、頭がいい悪いよりも心の強さが大事です。

 
これを踏まえた上で、お答えしていきます。



2-3　ビジネスで失敗する理由を無くすだけ

現在は起業のハードルは落ちています。

難しく起業と考えなくても、あなたの行きつけのお店のオーナーも

コンビニの店長も、個人のタクシーも

皆んな自分でビジネスをしています。

 
 
さらに、最初から起業しなくても

スマホやパソコンがあれば、自分のネットショップなど開業できます。

これは、お店（実店舗）を開いているよりも早く、効率よく経営できます。

ショップではなくても、アフィリエイト、転売などネットで稼ぐ方法は無数にあります。

 
ビジネスを始める上で失敗しない為の法則があります。

① 初期費用が負担にならないもの
② 在庫をかかえない
③ 粗利が高い物を売る
 
この3つの条件に当てはまるビジネスを行えば失敗しません。
ですが、逆のケースを見てみましょう。

 
 
① 開業費用に1000万円などかけてお店を開いても
回収に10,20年かかるモデルが多いです。
どれだけ売ってもマイナスから始まります。

 
 
② 在庫を持てば管理のスペースが必要になります。
事務所、倉庫が無ければここでまず賃料が必要になります

次に売れ残りのリスクです

在庫は売れなければ、赤字になります。

商品によっては、賞味期限、使用期限があるので在庫はリスクを大きく増やします。

 
 
③ 一商品売った時の単価が高いモデルを行う。
例えば、飲食店は10%、美容院は80%です。
これですと、同じ量を売っても最終的に残る利益が全く異なります。



ラーメン一つを1000円で売っても原価がかかるので
美容院などのサービスより粗利が低くなります。

 
 
オススメのビジネスは、サイトビジネス、アフィリエイト、転売などです。

ネットでできますし、費用は数千円から始めれます。

例えば、サイトビジネスなどで、痩せる方法について記事を量産し

興味がある読者が集まってきたら、商品（サプリやダイエット商品）を紹介します。

紹介はYOUTUBEのように広告です。
クリックで100円や申し込みで1000円、10,000円など様々です。
 
転売は、アマゾンやヤフオクで販売されている物の価格差を見つける事ができれば

あとは、売買するだけです。

価格差はどこにでもあります。



第3章　99%の人はノウハウを求め、1%は思考様式を求める。

あなたがビジネスを成功させる上でもっとも大事なこと

思考様式、マインドセットです

どう考えるか、心の持ちようです。

 
失敗する人は、どうビジネスをやるのか？

どうやって動かしていくのか？

戦略などのノウハウを求めます。

 
これですと、成功するまでに続かなかったり

1回目で失敗するとすぐに諦めてしまいます。
 
あなたが語学を学びたいとします。

語学の勉強の仕方よりも、勉強を続けれる”思考”の方が大事です
ノウハウはテキストの勉強の仕方を学べば終わりです

思考は、語学を身につけるまで一生続くものです。

 
どんなにいい先生がいても

どんなに素晴らしい教材でも

あなたが、勉強しようと思わなければ意味がないですよね？

 
思考様式はあなたの行動の理由であり、力であり、全てです。

成功するかどうかは、始める前から決まっています。

 
あなたの気持ちが強ければ、強いほど目標に近づきます。

強い人はいいと思いますが、弱い人はどうすればいいのか？

 
まずは、目標設定をすることです

自分がやりたいことを、全て書き出してください

一度っきりの人生です、妥協しないで書いてください。

 
書いたその夢をよく見てください。

夢や目標があるのに、なぜ本気になれないのか？

それは、自分が心のどこかで諦めているからです。

 
夢がないわけではなく、自分にはできないと諦めている。



諦める理由は、自分の過去（学歴や職歴）に、自信がないから

やってみて失敗したら不安だからです

この気持ちから逃げないで、向き合いましょう。

 
私自身も、学歴が無い為に

自分が人よりも馬鹿だと思っていました。

本なんて書けないって

 
もっと気軽に考えてください、失敗してもいいじゃないですか？

ただ、せめて失敗した時に

甲子園の球児が負けた時に、泣き崩れるくらい本気で挑んでください。

 
それくらい本気で行動すれば、1回で成功しなくても
悔いが残らないです。



第4章　お金持ちの時間の使い方

お金持ちは、お金よりも時間を大切にしてます。

お金は、稼いだり、貸したり、借りたりできますが

時間はできないからです。

 
その為、自分の時間の価値を知り

時間給以下の仕事は断ります。

 
できるだけ多くの人の時間を買い

自分の時間を作ります、家事代行や運転手を雇います。

確かに、雇うとお金が出ていきますが

時間が作り出されるので、さらに稼ぐ事ができるのです。

 
あなたは、昨日一日をどう過ごしましたか？

何もしなかった人

一日仕事をしていた人

寝ていた人

様々だと思います。

 
一番気をつけなくちゃいけないのが自分の無意識の時間が使い方です。

つまり上記の質問に答えれない人は要注意です。

 
無意識にスマホをいじっていませんか？

無意識にテレビをつけていませんか？

無意識にゲームをしていませんか？

 
まずは、自分の無意識な無駄な行動を意識的に変える必要があります。

自分の夢や目標の為の行動に変えるという事です。

最初は意識的に行うので大変ですが、習慣がつき、無意識に変わっていきます。

 
無意識に自分の夢に向かいましょう。



第5章　お金持ちの人間関係

人には、三種類の人がいます。

ジンザイです。

 
① 人財
② 人在
③ 人罪
 
① 人財は、一緒にいて価値がある人です
プラスの情報や、エネルギーが伝わってくる人。

 
② 人在は、現状を維持している人
ただ、存在している人。

この人はマイナスでも、プラスでもありません。

 
③ 人罪、一緒にいても、価値を生み出さない人
あなたをマイナスの方向に連れていく人です。

 
多くの人は、人在と接している人が多いです。

特に上を求めなければ、新たな行動もしない人達です。

 
お金持ちは、常に人財と接しています。

新しいことに挑戦するのが好きで、ワクワクしている人が多いです。

 
プラスの環境に入る事ができれば

あなたの行動は大きく変わります。

 
例えば、料理を一人で練習するのか？

自分と一緒の思いの人達がいる、料理教室に通うのか？

 
受験に受かりたい場合、一人で家で勉強するのか？

集中して取り組める学習塾に入るのか？

 
付き合う人、環境を変えれば結果も変わります。



第6章　お金持ちのお金の使い方

お金持ちは、価値を生むものに投資をします

ここでは、実際の投資の話ではなく

自己投資について話していきます。

 
① 知識
② 健康
 
まずは、知識です。

お金持ちは、本をたくさん買います

平均の人より、月に38倍もの読書量です
読書量が年収に比例するとも言われています。

 
2,3日で忘れるものを読んでなんの意味になるのか？
読書の真の価値は、記憶するより、脳に刺激を与える事です

たくさん本を読めば、刺激を受け、思考が変わり、行動も変わっていきます。

とにかく刺激を受け、自分の内部を変えることに意味があります。

 
一回で10、20万円のセミナーなど
お金持ちは、こういう場に集まります

なぜ10万もするセミナーに行くのか？
まずは、10万円も投資すれば自分のセミナーへの態度が変わります。
無料セミナーなどは、寝ている人もいます。

 
次に来る人達のレベルも大きく変わります。

ここだけでも人脈が築けるくらいです。

 
このような、セミナーを開催する講師は

コンテンツのレベルも高く、確実に10万円以上の価値があるから行くのです。
 
しかし、多くの人はお金を何に使っているか？

車、家、バッグ、服などです

これは、必要より欲しい分野に入ります。

 
② 健康
 



病気になったら、どれだけお金があっても足りません。

その為に、お金持ちは健康に気をつけます。

 
睡眠は十分にとる、暴飲暴食をしない。

高い食品ではなく、体にいい物を買う。

 
健康を維持することで、仕事も高いパフォーマンスで行え

収入も自動的に増えていきます。

 
あなたがいつまでも、欲しい物を買っていては

お金持ちにはなれません。

買って価値を失うものではなく、価値を生み出していくものにお金を使いましょう。



6-1　お金の増やし方、守り方

 
お金を増やす方法は、再投資です。

100万円を年利10%の金融商品に投資したとします。
10%ですので、1年で10万円の利益になります。
これを10年間続ければ、100万の利益（単利）です。
 
この毎年の利益の10万円を元本にあて
1年で110万を運用すれば、11万円の利益になります。
10年後は、150万以上の利益（複利）になります。
 
貯金ではなく、常に再投資することがさらにお金を増やす方法。

 
銀行の預金補償額は1000万円までです。
銀行も潰れる時は、潰れます。

 
収入を一つの柱より、多くの柱を作ることが大事です。

株、不動産、土地、先物などに分散投資するのが

一番のお金を守る方法です。



第7章　信じる

 
本書を読み終えて、行動はできましたか？

まだの方はどういった部分を変えていきたいですか？

 
本当に変えたい事、不満などがある方が一番行動が早いです。

逆に今の人生に満足している方は、無理に行動しなくてもいいと思います。

 
行動はしたいけど、まだ不安がある方は

人生は、自分から行動しないと何も起こりません。

 
常に行動し、頭を使い、失敗しても

諦めずにまた続ける。

 
地味な道かもしれませんが

成功する1%が行なっている事です。
 
間違えなく、実践すれば人生を大きく変えると信じています。

 
 
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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