
～招待状～ 

「個人で稼ぐスキルが欲しい。　 
　でも、何をすればいいのか分からない」 
という、あなたのための講座を始めます。 

あなたのメールに、７日間連続で、 
全くの初心者でも最高の１歩が踏み出せる、 

そんなコンテンツをお届けします。 

こんにちは。okamotoです。 

今回は、個人的に１番やりたかった企画のご案内です。 

１番というのは、 

別にハイレベルなことをやる、というわけではなく、 

僕がビジネス初心者だった頃、 

１番聞きたかった話。 

「もっと早く知りたかった. . .」と、 

当時、最も苦渋を舐めた経験を回避するための情報。 



それらをひっくるめた上で、 

これから挑戦する人に、 

「当時の僕が、１番最初に身につけたかった知識」 

をお届けします。 

今まで全くビジネスを勉強してこなかったという人でも、 

きっと、この講座が終了する頃には、 

インターネットビジネスの基本だけでなく、 

起業家として中級クラスの視野を手に入れているはずです。 

「これから個人で稼いでいく！」と決心した人、 

もしくは、 

「決心するきっかけが欲しいんだ！」という人は、 

まずは、この招待状を読んでみてください。 



さっそく、結論です。 

今回、何をやるのか、結論から言えば、 

個人ビジネスに特化した『スタートアップ基礎講座』を開催し
ます。 

僕がビジネス初心者の頃、 

正直、なかなか “自分で稼ぐ” という感覚が掴めませんでし
た。 

たくさんのセミナーや教材で勉強しましたが、 

•テクニック論だけで本質から程遠いセミナー 
•上級者向けでビジネスを持っていない自分が使いこなせない
知識 
•言ってることは分かるけど、自分には応用できない事例 
•そもそも大企業や中小企業、ベンチャー向けの知識で個人ビ
ジネス向きではない戦略 

合計すると1,000,000円分をゆうに超えました。 

もちろん、ほぼ全てが優良なセミナーでした。 



しかし、 

ビジネスの感覚が掴めず、全体像が把握できていない初心者の
僕は、 

それらを使える知識に変換することができず、ただ持て余すだ
け。 

そんな僕は、 

ノウハウコレクター、勉強が趣味の人、意識高い系 (笑)  

とバカにされても、言い返すことはできませんでした。 

だって、成果が出せなかったから。 

この一言に尽きます。 

そして、最近、 

僕が経験した「O→１フェーズ」の悩みは、業界全体を通して
増大しているのです。 



“稼ぐ選択肢が急増した” 

「YouTube、転売、プログラミング、note、物販ビジネス、メ
ルカリ、楽天、MLM、PPC、サイトアフィリエイト、ブロガー、
リストマーケティング、コンテンツビジネス、情報発信ビジネ
ス」 

知識と情報が錯綜し、目的と手段が、まるでスバゲッティのよ
うに複雑に絡み合っています。 

ビジネス経験ゼロの人間、 

自分のビジネスが確立できていない人間は、 

たくさんのセミナーを受け、 

そこで習った知識を整理整頓し、必死につなぎ合わせ、 

自分に必要な知識かどうかを吟味する、 

この過程が、より複雑化してきたのです。 

もちろん、インターネットビジネスは、 



基本的に、 

 “人の真似をして成果を出す”  

という文化があります。 

ある１人を師匠と見立て、徹底的にその人の真似をする。 

成功者のマネをすることで、まずは成果を出す。 

理屈は分からないが、とりあえず型に当てはめる。 

まずは収益を上げることで「稼ぐ」という体感を得ながら、 

経験則的にビジネスの本質を理解していく。 

これが王道です。 

 “型に当てはめる能力” が一般的に言われる『ビジネス力』な
のです。 

僕は、この考え方に100%賛成です。 



全くの異論なしに賛成ですが、 

ここに初心者が陥る落とし穴があるのです。 

本質を理解していない状態で真似すると、 

・たまたま本質をおさえて真似した人 
・たまたま本質を外して真似した人 

の２つのグループに別れます。 

本質を抑えることができるか、できないかは、運次第です。 

もちろん、たまたま本質を抑えることができた人は成果を出す
ことができ、次のステップに進むわけです。 

一方で、たまたま本質を抑えることができなかった人は、挫
折、もしくは苦悩するのです。 

そうです。 

初心者の最初、第一歩目が、 



成功するか・失敗するか、は運ゲー状態なのです。 

「なんとなくうまくいった。」 

「なぜか失敗した。」 

僕は、運的要素を抹消したい。 

もちろん、ビジネスに失敗は付きものです。 

100%成功する、なんて謳うものがあろうなら、それは詐欺だ
と判断します。 

そして、失敗することで学べることもたくさんあります。 

失敗しないことが１番の失敗であることも理解しています。 

だから、失敗は決してネガティブなことではありません。 

しかし、それでも、 

・必要のない失敗、 



・無駄な失敗、 

・何も得られない失敗、 

は、少ない方が良いに決まっています。 

何より、初心者の「０→１フェーズ」では小さな収益を少しで
も速く出した方がいい。 

これまでも言ってきましたが、 

ビジネスの本質は非常にシンプルです。 

しかし、 

多くの「ゼロ→イチ」を謳う講座は、 

ただのテクニックの紹介で本質が理解できません。 

一方で、中級者・上級者向けセミナーは実践ベースで話されま
す。 

そもそも、自分にはどのような選択肢があるのかも理解せず、 



これから中長期的に実践するビジネスを選択する事自体がリス
クです。 

テキトーに選んでしまうから、 

「自分には合っていないのだ。」 

「もっと自分には良いビジネスがあるはずだ。」 

と、やることをコロコロ変える。 

その結果、ただフラフラしているだけで永遠に「０→１」が達
成できない状況に陥るのです。 

十分納得した上で始めることが大事なのです。 

そこで、 

ビジネス初心者が「０→１フェーズ」をクリアする段階で、 

本質を理解し、ビジネス全体を俯瞰することで運的要素を排除
した上で、 

今後、あなたがビジネスを展開していくのに、 



最高の１歩目として、意味のある初収益を出すための “知識” 
と “選択肢” と “思考法” が学べる講座 

を開くことにしたのです。 

「ゼロ→イチ」を達成し、 
ビジネス中級者の視野を身につける 

ですから、今回はビジネス初心者の方に “最高のスタート” を
きってもらうための「スタートアップ基礎講座」として、イン
ターネットビジネスの基本を理解してもらいつつ、起業家とし
ての視野も手に入れてもらう企画としました。 

これは、スーパー気軽に受けていただけますし、 

「基礎」ということなので、 

これまでのメッセージよりもかなり丁寧に解説しています。 

そして、講座ということですが、 

期間は『１週間』です。 



７日連続で、いつも以上に濃い内容のメッセージが僕から届き
ます。 

読んでいただくだけで、 

もしくは音声を聞いていただくだけで、 

抵抗なく、スムーズに、体系的に学べるように設計していま
す。 

テーマは大きく５つ。 

◯ インターネットビジネスの業界理解 
◯ 個人ビジネスの選択肢 
◯ ダイレクト・レスポンス・マーケティング 
◯ アフィリエイトの活用法 
◯ 情報発信ビジネス 

１つでも興味があるものがあれば、ご参加ください。 

メルマガの延長なので、企画は「参加無料」です。 



最短、最速、最適に、 
個人ビジネスの基礎が学べる１週間講座 

この「スタートアップ基礎講座」は、 

全日程を通して基礎を固めるにふさわしいカリキュラムとなっ
ています。 

今、考えられるベストな方法である、 

と判断した流れで学習します。 

ですので、 

職人のように背中で語るということはしませんし、 

自己啓発家のように抽象的な精神論を語るということもしませ
ん。 

「トイレを掃除すると稼げるようになります」 
「長財布を買いましょう」 

なんて、口が裂けても言いませんｗ 



実践的、かつ実用的、 

絶対に知っておくべき知識を中心に、 

戦略や戦術、仕掛ける側の裏の意図、駆け引きも解説します。 

この講座は「一本道」となっています。 

僕が、進むべき道を選択し、歩きやすいようにアスファルトで
舗装し、躓きそうな石は排除してあります。 

まずは、この道をまっすぐ進んでください。 

さすがに「担いで運んであげます」というところまではできま
せんが、 

やる気があって、エネルギーもあって、爆走する準備でもでき
ている。でも、進むべき道が分からない 



そんな人が、迷子にならずに学習できる環境で、 

初心者の方が身につけるべき知識や視点が養える最適な形にし
てあります。 

着実に、そして確実に、「基礎固め」を行っていただきます。 

そのための場を準備しました。 

具体的に説明します。 

本講座は３段階になっています。 

１．業界の全体像を把握する 

まずは、インターネットビジネス業界の全体像を把握します。 

現在、インターネットビジネスでは多数のマネタイズの方法が
あり、 

また、情報発信ビジネスも日々進化しています。 



個人として生きる術が増えているから、 

・自分にはどのような選択肢があるのか？ 
・どのようなビジネスモデルが存在するのか？ 
・情報発信ビジネスと他のモデルの違いは？ 

などを理解することで、 

自分が進むべき方向性、自分が進んでいる道がより明確に理解
できます。 

まずは、 

俯瞰する 

ということをします。 

２. 具体的な事例から学ぶ 

次に、個人で稼いだ人の実例で具体的に学んでいきます。 

知識をつけるだけでなく、 



もともと普通の学生や会社員だった人が、どのようにビジネス
を展開していったのか？ 

を追体験してもらうことで、 

「みんなこんな感じでビジネスしてるんだ」 
「特別、難しいことをしてるわけではないんだ」 

という 

体感 

を持ってもらうのがここでの最大のポイントです。 

そのために、擬似的に成功体験をしてもらいます。 

たまたま上手くいった「自称成功者」や「なんちゃって起業
家」ではなく、 

本質的な起業力を身につけた、 

一流の “仕掛ける側” の人間が実践していることを、 



臨場感を持って理解してもらいます。 

３. 個人が実践すべきマーケティングを学ぶ 

そして、最後にこの講座のメインパートに入ります。 

僕は、 

ずっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっと、 

自分の「ビジネスシステム」を構築し続けました。 

何かに依存して稼ぐのではなく、 

独立した自分の仕組みで、収益を上げるシステムです。 

要するに、自分だけの商流を作っていたわけです。 

そのおかげで、安定して収益が発生し、ノマドとして自由な生
活を送ることができています。 



それは、僕の代わりにシステムが働いてくれているからです。 

そして、僕は、あなたにもシステムを持ってもらいたいと思っ
ています。 

何かに依存した収入源ではなく、 

独立したあなただけのビジネスシステムを持ち、 

ゆくゆくは仕組み化や自動化を見越したシステム構築を 

ここから先、実施してもらいたいのです。 

そして、 

このシステム構築のベースとなるのが、 

マーケティング 

です。 

マーケティングという言葉は多義に渡って使用されるので、 



ややこしいですが、簡潔に説明すると、 

マーケティングは『商品が売れるまでの導線づくり』です。 

売れるまでに取られた施策は、 

だいたいマーケティングに属すわけですが、 

大企業が取る戦略もあれば、個人に向いている戦略もあるわけ
です。 

本講座では、 

個人が実践すべきマーケティングにだけ焦点を当て、 

実践的かつ実用的なマーケティングの知識を学びます。 

そして、システム構築の土台となる知識を手に入れるのです。 

以上が、８年以上ノマドとして個人で稼いできた僕が勧める、 



最も速く、最も効率的で、最も効果的に、最も簡単に、そして
最も確実に基礎を固めることができるカリキュラムです。 

このステップに従って１週間学習してもらうことで、おそらく
１人で闇雲に勉強するよりも数倍の効率で、インターネットビ
ジネスの基本的知識と起業家としての視野が身につくはずで
す。 

今回、参加資格があるのは、 
“勉強意欲” のある人だけです 

いきなり質問ですが、 

「月に何冊の本を読みますか？」 

この質問に対して、 

「０（ゼロ）」以外の数字が答えられるなら、 

一般的に言って、あなたは『かなりのレベルの勉強家』です。 



それくらい、一般に日本人は本を読まないということです。 

別に、 

「本を読まない人は参加しないで下さい。」 

と言うつもりはありません。 

何が言いたいかと言うと、 

日本は、大人になって勉強すれば、 “楽勝な社会” なんです。 

こんな小さな国なのに、世界第３位の経済大国です。 

経済的に考えれば、充実しかしていないこの国で、 

住んでいる人たちは勉強していないのです。 

こんな恵まれた環境、他の国ではありえません。 



哲学を学ぶのあれば、古代ギリシャ。 

仏教を学ぶのであれば、古代インド。 

ビジネスをやるなら、今の日本。 

そう言われているくらい楽勝な社会なんです。 

僕も黙々と勉強を続けたことで、堕落した面白くない人生を軌
道修正させました。 

もちろん、僕のように軌道修正した人たちをたくさん知ってい
ます。 

起業・副業・独立に挑戦する人もたくさん見てきました。 

そうした中で確信したことは、 

稼げない人は、 

"勉強不足、行動不足、継続不足のどれか”  

ということ。 



つまり、 

適切に勉強して、ちゃんと行動して、正しく継続すれば、 

今の日本で全く稼げないということはありえないのです。 

さらに僕は、 

「初心者が成果を出すかどうか」の運的要素も排除したいと考
えています。 

つまり、 

勉強する人がちゃんと成果を出せるコンテンツを作る 

というのが、１つのコンセプトになっているのです。 

もし今のあなたが、全く本を読んでいなくても問題ありませ
ん。 

僕もかつては超ダメ人間でしたのでｗ 



しかし、 

この１週間だけは、 

引退試合前の部活のように、 

受験の最後の追い込みのように、 

砂漠でオアシスを見つけた冒険者のように、 

そんな熱量で勉強できる、という方のご参加をお待ちしており
ます。 

特典 

今回の「スタートアップ基礎講座」は、特別に起業家の玉井氏
にご協力頂きました。 

なので、本企画の “教科書” 的な存在として、 

玉井氏が製作した『オウンドビジネス大百科（３部作）』と、 



それに付随する『オウンドビジネス進路相談会』を無料でご提
供します。 

『オウンドビジネス大百科』は、 

10年以上、業界の最前線でビジネスを展開してきた玉井氏が厳
選した『起業３年目までに必要な知識』が学べるコンテンツで
す。 

ご存知の通り、 

僕は玉井氏の “猿真似” をして稼げるようになりました。 

知識や情報、使用した教材や思考回路まで全てをインプットし
たのです。 

これまでも話に出てきていますが、 

念の為、「玉井」という男を簡単に紹介すると、 

•東京大学出身 
•起業後、たった３ヶ月で1,000万円を稼ぐ 



•メルマガ読者数16,000人 
•マーケターとして累計売上１億円以上 
•月収300万円を自動化 
•ぽっちゃり 

理系ということもあり、 

解説では『説得力』と『論理性』が伴っているのに、 

初心者にも分かりやすいところは、もはや圧巻です。 

百聞は一見にしかず、 

業界最高峰の起業家思考をご体験ください。 

参加方法 

メールにお送りした 
「参加リンク」よりご参加ください。 

※今回の企画は、『３日間限定の募集』となります。 



以上が、新しい企画の全貌です。 

スタートアップ基礎講座。 

企画は、メールに送られてくるメッセージを読み進めてもらう
だけなので、 

形式は普段と同じです。 

しかし、 

テーマを絞って深く話すことから、 

希望者だけを募り、よりエネルギーの高いものとするため、 
“企画” という形にしました。 

招待状をここまでお読み頂いた、 

その熱量と勉強意欲があるのでしたら、迷う理由も特にないと
思います。 

ぜひご参加ください。 

日本中の、熱量も勉強意欲も無い人たちをごぼう抜きする絶好
の機会です。 



『スタートアップ基礎講座』でお会いできることを楽しみにし
ています。 

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。 

okamoto 



追伸： 

繰り返しになりますが、 

今回の『スタートアップ基礎講座』は３日間限定の募集です。 

毎回、企画を開催すると、 

「期限を見逃していました。まだ間に合いますか？」 
「登録するのを忘れてました。申し込んだつもりだったんで
す。」 

と、ご連絡をいただくことがあります。 

ですが、 

僕が起業の世界に飛び込んだ時の事を考えると、 

チャンスを掴むのも１つの能力、そして才能なんだ、と実感し
ました。 

なので、今回の企画は期限の『３日間』が過ぎましたら、 

心を鬼にして、きっちりと終了とさせて頂きます。 

よろしくお願いします。


