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ビジネスビジネスマインドマインド編編

3児のワーママ、しかもワンオペ育児
そんな私でも5か月で収益化した方法を大公開！

ブログ × ツイッター × LINEブログ × ツイッター × LINE

１，ビジネスはお悩み解決！

２，実績ゼロでも大丈夫なの？

３，あなたが次にするべきことは？

Point！
⽬ 次
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■著作権について

 本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。本冊子の著作 権
は、発行者にあります。本冊子の使用に関しましては、以下の点にご 注意くださ
い。

 ■使用許諾契約書 

本契約は、本冊子を入手した個人・法人 (以下、甲と称す) と発行者(以 下、乙と
称す) との間で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封 すること により、
甲はこの契約に 同意したことになります。

 1. 本契約の目的: 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約 に基
づき甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。

 2. 禁止事項: 本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されてい ます。
甲は本冊子から得た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして 出版・ 講演
活動および電子メディアによる配信等により一般公開する ことを禁じます。特に
当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁じま す。甲は、自らの事業、所属する
会社および関連組織においてのみ本冊 子に含まれる情報を使用できるものとし
ます。 

3. 損害賠償: 甲が本契約の第2条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲 は乙に
対し、違約金が発生する場合がございますのでご注意ください。

 4. 契約の解除: 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使 用許
諾契約書を解除することができるものとします。 

5. 責任の範囲: 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報 を使
って損害が生じたとしても乙は一切の責任を負いません。 



”私がどんなビジネスモデルを使い
ネットだけで収入を得ているのか？”

気になる方は多いのかな？と思います。

今日は、私の収益化までの全ての流れと
私が稼げるようになるまでの

”思考回路の変化”について
お話ししていきたいと思います。

この無料プレゼントを最後まで読めば

ビジネス初心者のあなたは
”稼げる思考回路”を手に入れ

ライバルを差し置いて収益化まで
迷うことなくまっすぐに進むことができます。 

そうすればあなたは
家族との時間を手に入れるために
やるべきことを迷うことなく実践でき

 ビジネスマインド編

私のビジネスの全て私のビジネスの全て



自分で稼ぐ力を身につけられるでしょう。

そして・・・念願の脱サラ！！
夢にまでみたフリーランスです。

この記事は、そんなあなたが
自由な生活を手に入れるために

必要な１ステップになります。

”あなたが今すぐやるべきこと”を
最後に書かせて頂いております。

私の公式LINEに登録した
あなただけが閲覧できる
特別な内容なのです。

もし、この記事を

『無料だからそんな
大した内容じゃないでしょ』

と、読まずにスマホの中に
眠らせてしまうと・・・

あなたは 他の熱意のある皆さんに

完全に置いていかれます。



それどころか
無料プレゼントすら読めないあなたは

これから先ビジネスで継続して
稼ぎ続けることはかなり厳しいでしょう。

そんなあなたはもちろん

いつまでもビジネスで
１円も収益を出すことはできず

今の会社に縛られた生活を一生続けていきます。
そんな生活・・・もう嫌ですよね。

この記事は２１ページありますが
スマホでも読みやすいように
大きな文字で記入しました。

なのでスラスラと読めてしまうはずです。

今の生活から抜け出したいと強く願うなら
必ず、最後まで読み進めてください。



”元ビジネスど素人の私が
Webビジネスで稼いだ方法のすべて” 

その全てを、ノウハウぎっしり詰め込んで
お話ししていきたいところですが…

深くお話しするととっても難しい
お話になってしまいますので

まずは簡単に、私の収益化の
流れをお伝えします。

私の収益化の流れを
簡単に説明したあと

私が個人の力で
稼げるようになるまでの

『私の思考（マインド）の変化』を
お話ししていきたいと思います。

『思考とかマインドとか… 
そんなのいいから早くノウハウおしえて！』

って人は気をつけたほうがいいです。

元ビジネスど素人の私が
 Webビジネスで稼いだ方法のすべて。



あなたは『マインドセット』
という言葉を聞いたことがありますか？ 

マインドとは
 ”物事の考え方・思考回路”のことです。

Webビジネスの世界では
この”マインド”を 

一般人マインドからビジネスマインドに
変えていくことこそ

成功の近道です。

むしろ、ビジネスの成功者は
みーんな口を揃えて

『結局、一番大事なのはマインドだよね』
と言います。それくらい超重要です。 

この無料プレゼントを読んで

ぜひあなたに過去の私の
思考の変化を知っていただき

あなたのビジネスに
生かしていただけたらと思います。

それでは本題に入ります。



Twitterで集客
 ↓ 

ブログを読んでもらう
 ↓

 公式LINEに登録してもらう
 ↓

 LINE配信を読んでもらう（価値教育）
 ↓

 お客さんと信頼関係を築いていく
 ↓

 アフィリエイトoｒ商品を買ってもらう 

私のビジネス収益化の流れ

私の収益化の流れを
簡単にフローにします。

これが私のビジネスの収益化の流れです。

【収益化までの流れ】

この表でもわかる通り
私がビジネスで使用しているツールは 

①Twitter　②ブログ　③公式LINE 
この３つが主軸になっています。



なんじゃそりゃ？
って方にご説明します。

このDRMの代表的な例は
いわゆる『メルマガ』です。

あなたも、メルマガで育児情報や
ビジネスの情報を受け取ったことが
一度はあると思います。

このように、お客さんに
メルマガを送って読んでもらい

お客さんからの返信を頂いて
お客さんと交流をする。

そして交流の中でお客さんと
徐々に信頼関係を気づき

※音声配信やYouTubeもサブで
今後行う予定ですが、軸は３つです。

このビジネスの手法は、
『DRM：ダイレクトレスポンスマーケティング』
と呼ばれています。

D R M：
ダイレクトレスポンスマーケティング？



要望に合わせた商品を提案し、販売していく
（自分の商品でもアフィリエイトでも可）

これがDRM（ディーアールエム）です。

DRMのいいところは、お客さんと直接
メールやLINEで交流できる点です。

こうして『信頼関係づくり』ができることが 
DRMの最大のメリットです

一般的に初心者さんが手を出しがちな 
”ブログアフィリエイト”などのビジネスモデルは

お客さんと一切交流しないで商品を販売していきます。
だから信頼関係を築きにくいんですよね。

大前提として、お客さんは
信頼している人からしか、商品を購入してくれません。

ですから、比較的簡単に
お客さんとの信頼関係を気付けるDRMは

初心者さんでもやりやすい
戦略的に稼げるビジネスモデルなんです。

このDRMは、実は最も成約率が高い
マーケティング手法だとも言われています。 



ここから私の
マインドの話に移っていきます。
『DRMなんて無理…
なんかめちゃくちゃ怪しい…』

なんてよく言われますし
私もそう思っていました。 

ですが、全くもって
そんなことはありません。

私は、パートに行きながらワンオペ育児をして
自分の時間などない忙しい毎日でした。 

子供たちの話を聞く暇もなく
顔をゆっくり見るのはいつも寝た後…
 
夫の収入も安定せず、貯金もできない。

あなたと同じように、このままの生活でいいのかと
将来的な不安を感じていたのです。

”成約率が高い”とは単純に
”稼ぎやすい”ということですよね。

実際、ビジネスど素人だった私も
DRMを使って5ヶ月で収益化に成功しました。

最初はもちろん怖かった・・・



子供たちの教育資金や
年金にも頼れない自分たちの老後を考えると

今よりもさらに厳しくなっていく生活に 
『このままじゃいけない』と思い

Webビジネスを始めようと決意したのです。

ですが、副業を探していた当時の私は 

『Webビジネスは怪しすぎる…』

と心のどこかて
思っていたんですよね。

だって、ど素人が 
”人様からお金を取る” 

こんなの普通の社会人だったら
あり得ませんからね。

しかも、

『こんな私が…お客さんを集める！？』

なんて、本当にあり得ない世界でした。 

もしかしたらこの記事を
読んでいるあなたも



『稼ぎたいけど、私がお客さんから 
お金を貰うなんて…』

と思っているかもしれませんね。 
気持ちは良くわかります。 

ですが 
よく聞いてください。 

あなたはこれから先 
自分のビジネスでお金を 
稼いでいきたいんですよね？

それなのに、 
自分がやっていることを

 ”アヤシイことしてる。申し訳ない…” 

なんて思っているままだと 
お客さんも不安になってしまいますよね。 

この思考は真っ先に 
変えていく必要があります。 

”今すぐマインドを変えていきましょう！！”

うーん… 

その言葉が尚更怪しいって？ 
洗脳みたいに聞こえるって？



私がこの思考を消し去った 
最大のきっかけですが、 

『ビジネスとはお客さんのお悩み解決』
 
と言うことを知れたからです。 

例えば、 

あなたはお腹が空いたら 
コンビニでおにぎりを買いますよね？ 

また疲れてゆっくりしたい時は 
温泉に行ってリフレッシュしますよね？ 

考えてみて欲しいのが、ここであなたが 

そのコンビニや温泉を”怪しいビジネスだ” 
と思うかどうかです。

大丈夫ですよ。 

真のビジネスは 
決して怪しいものではないんです。 

私が”ビジネスは怪しい”を
消し去った理由



…全く思いませんよね。 

それはなぜでしょうか？ 

コンビニや温泉が 
怪しいビジネスではない理由。 

それは、

”食欲を満たしたい ”
”疲れた体を癒したい”

そんなあなたの欲求と悩みを 
解決してくれているからなんです。 

ここであなたに知って欲しいのは 

”世の中の全てはビジネスで成り立っている” 

ということ。 
コンビニも、オンラインサロンも 
温泉も、こどもちゃれんじだって 

全部ビジネスです。 

リアルでやるか、ネット上でやるか 
そこの違いだけなんですよね。 

『ビジネスとはお客さんのお悩み解決である』



『それはわかったけど、実績がないのに
 誰かのお悩み会解決なんてできない…』 

そうですよね。 

私も最初は実績０だったので 
そう考えていました。

でも大丈夫です。

実績がない。と思っていても 
実はあなたはお客さんよりも 

一歩先に立っていることがほとんどです。

例えばあなたは 
仕事でわからないことがあったときに

私が自分のビジネスを自信持って 
怪しくないと言えるのは

 ”自分の力で稼いで今の生活から抜け出したい” 
と言う悩みを抱えたお客さんに対して 

その悩みの解決策をちゃんと提示しているからなんです。 

実績ないけど大丈夫なのかな？



先輩か上司に聞いたりしますよね？ 

でも、最初から社長とか専務とかに
質問することはないと思います。 

これが結構大事で 
お客さんよりちょっと先にいること 
がとても大切な実績なんですよ。

私だってもちろん最初は収益なんて
１円も出ていないし、実績なんてなかったけど

ちゃんとお客さんを集められたのは 

お客さんより”ほんのちょっとだけ多く” 
ビジネスについて知っていたからです。

たったそれだけでいいんですよ。 

だから、この記事を読んで今 
ビジネスマインドを学んでいるあなたも 

ビジネスマインドの大切さを知らない 
初心者さんからしたら 

確かに一歩先にいるんですよ。 
ちゃんと実績が積み重なっています。

 ”月収１００万円”とか”脱サラ”とか



”ビジネスはお悩み解決 
実績がなくても大丈夫”

 それは理解した。

 『でも…それでも私が商品を
 売り込んでいくのはちょっと…』 
その気持ちも良くわかります。 

もちろん、お腹が空いていない人に 
おにぎりをゴリ押ししても嫌がられるだけです。

同様に、ビジネスを知りたくない人に 
ゴリゴリとビジネスの営業したら 

”怪しい”と思われても当然ですよね。

『必要な人に必要なだけ 
情報を提供するために』

そんな実績を持っている 
必要なんかありません。 

自信を持って 
今の最大限のあなたの知識を 
提供していきましょうね。 

それでもやっぱり私が
”売り込み’をするのは…



『お客さんの悩みをしっかり捉えて 
間違った売り込みをしないために』 

そのためにあなたに 
必要な次のステップが… 

ズバリ！

 『ビジネステーマ・コンセプトの設定』です。

この公式LINEでは 

あなたがまず最初にやるべき 
『稼げるビジネステーマの設定』 
から完全サポートしていきます。

私がいるから大丈夫です。
楽しみにしていてくださいね。 

あなたもお客さんの
お悩み解決ができます。

繰り返しますが、

『稼げるビジネステーマの設定』

これはとっても重要です！



そして、
 『インプットしたらアウトプットをする』 
これが成長への第一歩です。

この無料プレゼントを 
お受け取りいただき 

また、最後まで読んで 
くださったあなたは 

少しでも自分の中の
 ”マインド、思考回路の変化”が
 あったのではないでしょうか？

せっかく読んで切れたこの時間と 
この知識を無駄にしないように。

公式ラインで配信していきますので 
見逃さないように要注意！ですよ。 

しっかりこなしていけばあなたもちゃんと 

”お客さんのお悩み解決＝ビジネス” 

で、しっかりと稼いでいく事が 
できるようになりますからね。

あなたが今すぐにやるべき事



しっかりとアウトプットをしてくださいね。

公式ラインに直接メッセージを 
送ってくださいね。

読み終わったらすぐ 
送ってしまいましょう！ 

スピード感がとーっても 
大事なんですよ！

相談や不安に思っている事なども 
どんどん遠慮なく聞いてくださいね。 

お待ちしております。 

それでは。 

長文を最後まで読んで頂き
ありがとうございました。 

Webビジネスに希望を抱いた 
ビジネス初心者のあなたが 

家族との時間を手に入れる事を
私はずっと願っています。
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