


私は年収が何億円もあるわけではありません。 

世の中には月収数千万の成功者がごろごろいます。 

もし私達が月収数千万円の成功者になるためには朝から晩まで働いたり誰も 

思いつかないようなビジネスを考えたりしなければなりません。 

しかし年収 1千万、月に数万、数十万円ほどの収入ならあなたが考えている 

よりも簡単に稼ぐ事ができます。 

私が今からあなたにシェアしていこうと思っている話はインターネットで 

収入を得る方法です。 

私が 1年程度でインターネットビジネスで不労所得を得られるようになった 

具体的な方法です。 

インターネットで収入を得る方法を覚えれば明日仕事を辞めても来月リストラ

にあっても普通に暮らしていくことができます。 

インターネットにさえ繋ぐことができれば世界中をバックパック一つで 

旅しながらでも年収 1千万円を稼ぐ事ができます。 

私は今までに本やセミナーや教材などでマーケティングやコピーライティング

成功法則など様々な勉強をしてきました。 

かなりいろんな知識を勉強してきたと思います。 

しかし数年前まではその知識を使って現実世界で 1円たりとも稼ぐ事が 

できませんでした。 



あまりにも結果がでなかったので自分は単なるバカだと思っていました。 

ですので私の財布も膨らまなかったし、銀行口座の数字も増えませんでした。 

成功に関してはほとんど諦めかけていました。 

しかし学校の勉強もビジネスの勉強も結果が出なかったのは実は私の「せい」

ではなかった、ということに気が付きました。 

教え方が悪い先生の「せい」 

先生の教え方が悪いから生徒が結果を出せないという単純なことに気が付き 

ました。 

教え方の良い先生につくだけで学校の勉強もお金を稼ぐ勉強もスムーズに 

学習でき、そして結果を出せるという事です。 

良い先生についたおかげで現在は完全な不労所得を手に入れる事ができました。 

あまりにも単純で簡単なことだったのですが、私達はこのことに全く 

気が付かずに生きています。 

そしてお金がない、借金が減らない、好きなものも買えないし好きなところ 

にも行けないと諦めています。 

  



成功するための方法は単純で簡単な事なのですが、少しだけコツがいります。 

私達は時速 80km/hで走っている電車と同じです。 

90°直角に曲がったり急に逆走したりすることはできません。 

私達が生きてきた何十年もの習慣や考え方を急に変えればどこかにひずみが 

できます。 

ですので私が実際にメンターから学んで結果を出せるようになったコツを 

あなたにシェアしたいと思いました。 

コツを覚えればあなたがインターネットビジネスで成功することができます。 

毎月数十万円の不労所得を手にしたり、さらにレバレッジをかけて年収を 

数千万にする事もできます。 

私が今からあなたにシェアしていく方法は、あなたが今までに勉強してきた 

教材やレポート、書籍と比べて違う事が３点あります。 

1.ネットとパソコンの勉強をする時間が無いサラリーマンでも OK 

忙しくて時間がありませんか？ 

昼間は仕事が忙しいし、夜は付き合いで…。 

その通りだと思います。 

私達現代人は時間が無いので時間管理術にとても興味があります。 

  



本屋さんに行けば手帳を管理したりチェックリストを作るような「時間管理」

の本がたくさん並んでいます。 

私があなたにシェアするのは時間を管理する方法ではありません。 

時間を作り出す方法です。 

億万長者も、借金でグルグルになっている人も平等に持っている「あるもの」

を使って時間を作り出します。 

これを使えばあなたは半分の時間で最低２倍の仕事ができるようにな

ります。 

２．スピード感があり、最低 3年以上今の収入の最低２倍は稼げる 

あなたはどれくらい集中力とモチベーションを保てるでしょうか。 

私はとても飽きっぽく、重度の面倒くさがりです。 

基本的に何もしたくありません。 

家でゴロゴロして海外ドラマを見ながらカラムーチョを食べるのが幸せです。 

あなたが稼げるようになるまでに 2年も 3年もかかってしまうようでは 

飽きてしまうと思います。 

私は必要ないことも勉強してかなりの遠回りをしてきました。 

しかし今では昼間は仲間とのプロジェクトをこなしながら 1年程度で 

不労所得を手に入れました。 



あなたには私が実際にやってきて効果のあった成功法則だけをシェアします。 

ですのであなたは遙かに早いスピードで稼げるようになると思います。 

私達が作るのは安定収入です。 

すぐに使えなくなってしまう「○○量産ソフト」や「クリックするだけで毎月

○○万円の収入！」というのを見たことがあると思います。 

運が良ければうまく稼ぐ事ができるかもしれないのですが、ほとんどはすぐに

稼げなくなるか、1円も稼ぐ事はできません。 

理由はシンプルでインターネットやサービスの隙間を使って「騙す」仕組み 

だからです。 

長続きはしません。 

インターネットで稼げるのは全体の「5％以下」だと言われています。 

その中で「3年以上収入を伸ばしながら“安定収入”を得ている人は 1％以下 

だと感じています。 

あなたは「今すぐ、100万円欲しい」と考えているかもしれません。 

本当に重要なのは毎月 10万円でも 2年、3年と続く「システム」を作ること 

だと思っています。 

毎月安定した金額が入金されてしかもレバレッジをかけてそのお金を増やし 

続け、それを最低 3年以上継続できる方法だと思っています。 

  



３．ネットビジネスで稼ぐためにあなたが覚えなければならない事

「だけ」が分かる 

最新のネットビジネスのノウハウはアメリカにあります。 

心理学、催眠学、脳科学、ダイレクトマーケティング、インフォマーシャルの

最先端はアメリカです。 

私達がいつも見ているネットの広告や販売のテクニックのほとんどはアメリカ

で生まれています。 

パソコン一つでベットルームから億を稼ぐニートや、家事と育児をしながら 

旦那さんの数十倍の年収を稼ぐ主婦がゴロゴロいます。 

日本とアメリカでは文化も商習慣が違うのでノウハウをそのまま使うことは 

できません。 

私達は何十何百ものテストの結果、日本で結果の出せるノウハウやテクニック

を発見しました。 

何十年も変わらない原理・原則から、テンプレートに沿ってコピペするだけで

数億を売り上げるものまで様々です。 

あなたにシェアする情報は私が年間数百万円を費やして実際に結果が出た方

法だけです。 

  



水を飲むだけで収入を 2倍にする方法     

「すごそうなのは分かった、けどお前誰？」 

という気持ちが残ったままでは、私の話を信用することも話を聞いてみよう 

という気持ちすら起こらないと思いますので少し私自身の話もさせてください。 

私は今から数年前まではパチンコ屋さんのマーケティングコンサルティングを 

していました。 

インターネットを使ったマーケティングで 4ヶ月で月商を 6千万円ほど 

アップさせて、最終的にはグループ全体で年商 48億ほどアップさせました。 

その後ヨーロッパにある金融機関のネットマーケティングのコンサルティング

をしながら、1日で数億を売り上げるネットビジネスや 1回のセミナーで 

億の売上げを超えるネット販売などをしています。 

今は気の合う天才ネットマーケッター達とチームで楽しいプロジェクトを 

しながら不労所得を得ています。 

名前は小島たかひろと言います。 

東京に住んでいます。 

趣味は海外のマーケティングセミナーです。 

ipodにあらゆるセミナーを詰め込んで一日中聴いています。 

いろんな人に助けられて今は楽しく生活できていますが、数年前に悲劇が起こ

りました。 



月商数億の売上げをアップさせていたパチンコ店チェーンの経営陣が 

狂ったように売上げを消し始めました。 

詳しくは話せないのですが、中心のコンピュータをいじって売上げを 

無かったことにしてしまったのです。 

つまり、脱税目的の犯罪です。 

脱税するなら勝手にやってもらっても構わないのですが、コンサルとして 

私の仕事の結果を判断する基準である売上が減ってしまいます。 

売上という私の実績が無くなれば、私のやる気も無くなります。 

あとはあなたにも想像がつくと思うのですが、パチンコ店は事業の借金が 

返済できなくなって倒産しました。 

正直、刺してやりたいと思うほどキレました。 

「苦労してあげた売上は何だったんだ？」 

「私のやってきたことは何だったんだ？」 

心からそう思って本当に悩みました。 

ちょうどパチンコ屋さんが倒産する前なのですが睡眠時間もほとんどれない 

ほど仕事をしていたのですが「耳」の調子が悪かったのです。 

耳だれが出たり、時には血が出たりしていたのですがあまりにも忙しいので 

病院にも行かず放置していました。 

夜になると想像もつかない頭痛に襲われて本気で大声を出して叫びながら 

起きるという毎日を繰り返していました。 



本当に想像できないほどの痛みした。 

頭蓋骨の内側を鋭い剣山でかき回されているような感覚です。 

脳神経内科、脳外科、内科、耳鼻科とあらゆる所に行きましたが原因は不明で

「精神的なものだと思うよ」と言われて偏頭痛と言われ、ロキソニンなどの 

痛み止めをもらうだけでした。 

痛み止めを３，４個ガリガリ飲んでも全く頭痛は治まらなかったのですが 

ある日ペンチで目の奥の筋肉をギュっと挟まれているような激痛が収まらない

ので眼科に行きました。 

一通りの検査が終わると周辺視野が見えていないから脳に問題があると言われ

脳外科の紹介状を渡されました。 

CT を撮った後脳外科の診察室に呼び出されてレントゲンのような白黒の写真

を見せられました。 

あまりにも衝撃的な出来事だったので一生忘れないと思うのですが、テレビや

ドラマでよく見る脳に腫瘍ができている大きな影が見事に映っていました。 

しばらく呆然して、はじめに口に出た言葉が 

「これ、ヤバイですか？」でした。 

「腫瘍かもしれないけど、開いてみないと分からないから今から開きます。 

すぐに入院の準備をしてください。」と言われて 

「いやいや、そんなこと無いですよね」 

と意味の分からないことを言ったのを覚えています、笑えます。 



手術で頭を開いた結果、真珠種性中耳炎という聞いたことも無い病気だと 

知らされました。 

その病気が耳の奥から頭蓋骨を溶かして脳に浸入していたのです。 

その結果脳の神経を圧迫して、いろんな事が起きていたようです。 

手術をして入院をして本当に悲惨な時期だったのですが、今は生きているので

まぁいいかと思っています。 

パチンコ屋での悲惨な出来事と病気が重なって本当に鬱になるかと思った時期

だったのですが、1つだけ良い事がありました。 

ビジネスコンサルティングやネットビジネスの第一線で有名な、昔からの友人

に状況を相談しました。 

ネットマーケティングに関しては、業界で彼の右に出る人はいないと思います。

トップクラスの実績と実力の持ち主の一人です。 

彼の提案で新しいプロジェクトにメンバーとして参加したのがネットビジネス

の始まりでした。 

それまで私が知っていたマーケティングを遙かに想像を超えたレベルで 

実行していまいした。 

正直に言うとあまりにもレベルが高いのでついていくのが精一杯でした。 

月商数億円の売上げをアップさせて軽く調子に乗っていたのかも知れません。

それなりにビジネスを知っていると思っていました。 



しかし彼らのマーケティングはいままでやってきたことが「恥ずかしい」と 

思うほどのレベルでした。 

そしてプロジェクトが終わってみると私自身がとんでもなく成長していました。 

どんなネットビジネスを組み立てもうまくいくし、自分のプロジェクトの 

売上げの桁が一つ変わりました。 

たった 1 年足らずの事ですが、いろんなマーケティングのコアを知ることが出

来ました。 

ソーシャルネットワークや検索エンジンなどの最新ネットマーケティング、心

理学や催眠学をベースにしたダイレクトマーケティング、数十年に渡るマーケ

ティングの原理原則を組み合わせた 

ネットビジネスで成功する方法です。 

その中から私が実際にやってきて結果の出ている成功法則と今後も安定して

稼ぎ続ける事ができる成功法則だけをあなたにお話しします。 

  



「なんでそんな情報を無料で教えるの？」 

と考えると思います。 

あなたは警戒心と猜疑心でいっぱいだと思うのですが、私は知っていることを

全部お話するつもりです。 

こんな事を話しているのは善意でもなく、世界を変えたいわけでもなく 

知らない人を儲けさせたいわけでもありません。 

私が数年もの時間と数百万もの投資をして組み立てて、お金をもらって 

コンサルティングをしている事です。 

無料でガンジーのような崇高な精神でシェアできるほど人間ができては 

いません。 

理由を一言で言えば仲間を増やしたいだけです。 

ネットビジネスは部屋にこもって 24時間パソコンに向かってシコシコやる 

ものだと思われています。 

実際に稼いでいる人にもそんな人が多いのですが、淋しいと思います。 

気の向いたときに遊んで、楽しそうなプロジェクトがあれば一緒に稼いで 

メシを食ったり飲みに行ったりクラブに遊びに行く仲間をたくさん増やしたい

だけです。 

昔から思っているのですが、成功したときにふと横をみたら誰もいなかった 

という状況にはしたくありません。 

  



苦労して時間とお金に余裕ができたと思ったら、遊びに行くのも一人 

食事も一人、何をするにも一人ではどれだけお金を持っていても淋しいと 

思います。 

ですので、私の目的はただ 1つです。 

あなたにお金の不安が無くなるまで成功して欲しい。 

と思っています。 

自分の人生をお金に制限されたくはないと思います。 

毎月の支払いのために仕事を続けるのは苦痛でつまらない人生だと思います。 

お金に縛られないだけの収入があればあなたは人生をコントロールできます。 

好きな仕事や興味のある仕事だけをして普通の人の何倍も稼げればお金の 

心配をすることもありません。 

好きな仲間やクライアントとだけ仕事をして、家族との時間を大事にできます。 

お金が原因で崩壊する家庭もたくさんあります。 

子供がいれば一生を台無しにする程のトラウマにもなり得ます。 

お金の不安が無くなる程度の収入があればあなた自身もずっとやりたいと 

思っていた事ができますし、あなたの親や家族を海外旅行に連れて行ったり 

友人に羨ましがられるくらいのライフスタイルを手に入れられます。 

今後一生あなたのお金の不安を無くすのに必要な事は一歩踏み出してみること

だけです。 



「じゃぁやってみる？」 

という軽いノリでも良いと思います。 

ネットビジネスに少しの時間と労力の投資で大きなリターンが得られるのは 

今だけです。 

ネットを使ったビジネスは今後もどんどん成長します。 

お金を稼ぐのにさらに難しいパソコンの知識や技術も必要になると思います。 

その時にやっとスタート…、ではお金も時間も労力も数倍かかります。 

私と一緒にやってみませんか？ 

既にネットビジネスに挑戦したことがあって失敗していてもいいと思います。

仕事が忙しくて時間が無くても大丈夫です。 

パソコンやネットの知識が無くても問題ありません。 

「よし、ネットビジネスでお金を稼ごう！」 

とあなたが決めれば、すべての歯車が一気に動き出します。 

  



私たちが成功させたい人（レポートを読んでもらいたい人） 

 

「おいおい、なんか面倒な話になってきたな」 

と思うかもしれませんが、ビジネスでお金を稼ぐのに最も重要な話の１つです。 

この話をするのは少し恥ずかしいのですが、私が長い間うまくいかなかったビ

ジネス最大の秘密がこの３つです。 

この３つのキーワードを理解しはじめたときに奇跡がスタートしました。 

キャバクラでお気に入りの子を一ヶ月間オープンラストしても、フェラーリを

キャッシュで買えるほどお金を持っていたとしても他人から「金の亡者」 

と言われてまで億万長者になろうとは思いません。 

一緒に楽しめる仲間やお客さんと健全な人間関係を築いて、そしてお金も 

持っていたいと思っています。 

そして一人でも多くの仲間を成功させたいと思っています。 

ただ私も誰でも「成功させたい」と思っているわけではありません。 

正確に言えば、誰でも成功できるわけではないと思っています。 

下の条件に当てはまらない人は私が考える「成功」を受け入れることが 

できないと思います。 



テクニックだけを真似しても、かなり高い確率で途中で失敗するとも思って 

います。 

個人的な感情になりますが、私自身そういう人は好きでは無いので、それなら

成功に値する人だけに力を注ぎたい、もっと本音を言えば、そんな人は近くに

寄ってもらいたくないと思っています。 

私が成功させたい人は今からお話しする３つのキーワードのコンセプトを 

“受け入れられる人”だけです。 

それ以外の人には興味はありませんし、今はまだ全員を正しい方向に導いて 

あげられるほどの余裕もありません。 

３つのキーワードとは「共感」「貢献」「行動」なのですが、この３つに共感 

できない人は、私の話で収入を上げることができると思いますが、長期的に 

継続することはできないと思います。 

１．共感 

私はこのスキルが上がるのに比例して収入が上がるのを実感してきました。 

共感とは他人と感情を共有することです。 

簡単にいうと、人の気持ちが解るということです。 

自分の意見を絶対に曲げない人や聞く耳を持つスタンスさえ持たない人が 

いますが、一生成功することはありません。 

一時的に成功しても周りの仲間がいなくなるか、長期的に成功することは 

できないと思います。 

 



相手の現実を理解していったん飲み込める深さを持った人は人間関係も 

うまくいき、影響力もあり、尊敬できるライフスタイルを持っています。 

人の気持ちが解ると相手が求めているものが「透けて見える」ようになります。 

感情、精神、肉体のレベルで深く共感できればできるほど、相手のの心を 

ガッチリ捕まえることができます。 

ネットビジネスでも同じです。 

「何でこの商品の良さが分からないんだ！」 

と商品が売れなくてキレている経営者の大半は共感スキルを持っていないのが

原因です。 

「でも小島さん、年商何十億もある社長を知っていますがオラオラで社員を 

怒鳴りつけて蹴飛ばしています、とても共感ができるとは思えないのですが…」

と、言われるのですが、そういう人もいます。 

そういう人の気持ちは全く理解できないので分かりません。 

ただ一つ言えることは、長続きしないと言うことと、お金があっても心から 

一緒に遊べる仲間は一人もいないと思います。 

会社を成長させる能力に社員に対してもお客さんに対しても共感のスキルを 

持っていればもしかしたら彼らはもっと大きくなったのではないかなと 

思います。 

  



２．貢献 

貢献というとユニセフや○○募金をイメージしてしまうかもしれないのですが

貢献もビジネスに必要な重要なスキルです。 

95％もの人がネットビジネスで成功できなかったり 8割以上の会社が数年で 

倒産してしまうのは貢献ができないのが原因だと思っています。 

ビジネスの成功がお金だとしたら、どうすればお金を増やすことができると 

思いますか？ 

お客さんをたくさん呼ぶ方法を考えて、高い商品を売る方法を考えて、さらに

多くの商品を買わせる方法を考えるでしょうか。 

全て大正解で、どれをやってもお金は増えると思います。 

そして、もっといい方法があります。 

私達がお金を増やす方法を考えると“どのように得るか”を頭を捻って 

考えます。 

その代わりに“どのように与えるか”を考えてみてください。 

お金は価値の受け渡しをするものなので、お金自体に価値はありません 

10円は 10円分の価値の容れ物で、1万円札は 1万円分の価値の容れ物です。 

お金を増やす方法を考えるのは、他人から価値を無料で受け取る方法を考 

えるのと同じ事です。 

  



ビジネスでは全く知らない人と取引をします。 

知らない人と取引するのにいきなり「私にタダで価値をください」と言っても

失笑されるだけだと思います。 

先に価値を与えれば相手はそれに見合った価値をお金という容れ物に入れて 

返してくれます。 

花を育てたことがあると思いますが、植木鉢の中に埋まった種に向かって 

「咲け、オラ咲け！」とキレても、無理矢理種をひん剥いても花は咲かない 

と思います。 

水や栄養や太陽の光を“先に与える”ことでキレイな花が咲いてあなたを 

楽しませてくれます。 

１億円のお金を手に入れたいと思ったら、1億人から 1円を集める方法を 

いくら考えても無理だと思います。 

そして 1億人に 100円の価値を与える方法を考えれば、1億人が 1円ずつを 

あなたにくれると思います。 

  



 

３．行動 

アメリカの大学でとても興味深いリサーチが行われました。 

ビジネスの成功者と呼ばれる人たちの共通点を探すリサーチです 

リサーチ対象の全員が金を稼ぐエキスパートです。 

成功者に共通点があれば、それを真似するだけで成功することができます。 

もし成功者が共通して行っていることで私達がやっていなかったり、逆の事を 

していればお金を稼ぐという成功から遠ざかっているということです。 

リサーチの結果、興味深い１つの共通点が見つかりました。 

「実行スピード」です。 

成功者は例外なく新しいアイディアや知識から現実世界の行動に移すスピード

が早いという結果でした。 

思いついたアイディア、覚えた知識をすぐに行動して現実世界でテストします。 

彼らは椅子に腰掛けて、コーヒーを飲みながら 

「んー、どうだろうね、まずやるかやらないかじっくり考えないとね」 

なんて事は言いません。 

ただ、実行してみるだけです。 

  



ですので、私は常に新しいことを学んだり、アイディアをもらったときには 

まずすぐに実行するようにしています。 

都合良く気分で判断しないように、決断を結果から判断するようにしています。 

成功者の共通点が「実行スピード」なら真似をすればいいと思います。 

私達は情報過多の時代に生きています。 

行動しないと頭の中が情報やアイディアでいっぱいになり、身動きが取れなく

なってしまいます。 

頭の中がいっぱいになってしまうと、私達の脳は頭の中で物事をシミュレート

するようになります。 

頭の中で出来るのか出来ないのか、メリットがあるのかデメリットなのかを 

判断してしまいます。 

私達の脳はとても高性能なので、都合のいい方に考えてよい面だけを見て 

しまいます。 

“宝くじで 1億円当たった「ほとんどの人」が数年後には元の生活に戻る” 

そうです、という話を聞いて 

「プッ、バカだな－、俺なら全部投資に回して地道に運用するよ」 

と私達は思ってしまいます。 

FXをやる人の多くは 

「ここは絶対に上がる、上がらない理由がない」 



と都合良く良い面だけを見て判断してしまいます。 

私達の判断のほとんどは色眼鏡を通して見ている世界です。 

実際に行動してみないと何も判断することはできません。 

  



あなたはそろそろ 

「もう前置きはいいから早く本題に入れよ」 

と思っているかもしれません。 

このレポートは現時点で 23ページくらいになります 

読むと 5分 10分くらいでしょうか？ 

執筆し始めて 6時間になります。 

5分とはいえ、あなたは私に大切な時間を投資してくれています。 

その投資に見合った価値をあなたに提供するつもりです。 

今からまず、あなたの時間を 1日 26時間にする方法を話しますが、その前に 

一つだけ話を聞いてください。 

なぜ私が本題に入る前に「考え方」の話をしたかというと、あなたが私と同じ

性質の信念を持っているかを判断してもらうためでもありました。 

信念があまりにもかけ離れた人はここまでこのレポートを読んでいないと 

思います。 

何かこれまでの人生を振り返って、共感してくれる何かがあったのだと 

思います。 

はじめの方に話したと思うのですが、私のテーマはネットビジネスで稼げる 

仲間を増やすことです。 



信念レベルでビジネスの才能が無い人に、ネットビジネスで稼がせることが 

できるほどいろいろな事を知っているわけではありません。 

信念レベルで共感できる仲間なら全力で手伝いたいと思いますし、長期的な 

関係が築けると思っています。 

今お話しした３つのキーワードは私達が今からネットビジネスで稼ぐために 

とても重要なスキルで、この３つのコンセプトをマスターすればあなたの 

ビジネスは 100%成功します。 

この３つを無視してビジネスを続ければあっという間に借金まみれになって 

ホームレスになるか、そもそも稼ぐ事さえできないかもしれません。 

人を騙してお金を儲けてベンツやロレックスを買っても気分は良くは無いと 

思います。 

もしあなたが自由な時間とライフスタイルや気の合うビジネス仲間よりも 

目の前の現金や数百人の社員を持ちたいと思っているなら、私の話を聞いても

あまり意味が無いと思います。 

色々なところで温度差が生じ、そんなに遠くない未来にお互い離れていって 

しまうと思います。 

「全てを理解して共感できるわけではないですが、考え方はよく分かりまし

た。」 

もしあなたがそう思ってくれているなら、とてもうれしいです。 

ここからはあなたがインターネットで稼ぐための「時間」を作り出す話です。 



水を飲んで収入を２倍にする方法       

まず初めに話しておきたいのですが、私はこの方法を使って収入が 2倍以上に 

なりました。 

私だけでなくこの方法を知っている何人かの人も同じように収入が上がったり

仕事が段違いにできるようになった方法です。 

あなたがインターネットビジネスで稼ぐためにはまず時間が足りないと感じて

いると思います。 

ある人は 1時間あたり 700円しか稼げませんが、ある人は 1時間あたり 1万円

稼ぎます。 

この 2つの違いを理解すると奇跡が起きます。 

ヒントは「時間の密度」です。 

時間の密度といっても無理して瞬間的に一生懸命やっても長続きしないし 

疲れてしまうと思います。 

「頑張ったから自分へのご褒美にちょっとだけゲームをしようとか、こんなに

頑張ったんだから少しくらい遊んでもいいよね」と考えてしまうと思います。 

たとえ時給 5,000 円の仕事でもやりたくない事を毎日続けるには限界があると

思います。 

時給 1,500円の人は時給 2,000の価値の仕事を、時給 2,000円の人は 

時給 2,500円の価値を生み出し続けなければなりません。 



時間を増やすこと＝価値を多く生み出すことです。 

例えば 1日で 10個の荷物しか運べない人が 20個運べるようになれば 2倍の 

価値を生み出すのと同じです。 

1時間に 700円の価値を 1万円にすればあなたの月収は 176万になります。 

時間管理とかタイムマネジメントとよく言われますが、時間をどれだけ 

管理しても価値を高めることはできません。 

あなたが働ける限られた時間の中でどうしたら価値を最大にすることが 

出来るかが鍵です。 

私にとって最大のパラダイムシフトは、「エネルギーを管理する」という 

コンセプトでした。 

24時間を 26時間にするにはエネルギーの配分が重要です。 

マラソンで 42.195キロ走らなければならないのにスタート直後に全力疾走 

すればゴールにさえたどり着けないと思います。 

逆に 2週間かけてのろのろ進めばゴールはできるかもしれませんが 

100％ビリです。 

ビジネスの世界で成功するためには特定の分野でトップ 5％～20％に 

入らなければなりません。 

トップ 5～20%のプレイヤーになればその特定の分野でお金を稼ぐことが 

できます。 



21%より下のプレイヤーは 1円も稼げないか、ほとんど稼ぐ事ができません。 

「７つの習慣」の著者、“スティーブン・コーヴィー”さんでさえ 

「時間を管理することは不可能」だと言っています。 

時間を管理することはできませんが、あなた自身をコントロールすることは 

できます。 

あなた自身をコントロールすれば高いレバレッジを生み出す事ができます。 

今から話す方法であなた自身をコントロールして 24時間を 26時間に 

増やす事ができます。 

1日の中で 1時間あたりたった 8.3%価値を上げるだけで最低 2時間を 

増やすことができます。 

今からら話すいくつかのコンセプトのうち、一つだけでも実行すれば 

あなたの時間を増やすことができると思っています。 

コンセプト１．体のリズム 

普段ほとんど意識したことは無いと思いますが、体にはたくさんのリズム 

があります。 

心拍数のリズム、まばたきのリズム、呼吸のリズム、歩くリズムなどです。 

このリズムはあなたの生産性を無意識のレベルでコントロールします。 

オーケストラで一人だけ違うリズムで演奏するクラリネット奏者がいたら 

演奏は台無しになります。 



あなたの体の中にもたくさんのリズムがあります。 

リズムがピタッと合うと美しい音楽を演奏できるのと同じように、あなたの 

体も高い生産性を生み出します。 

私達の体は音楽を奏でているわけではありませんが、リズムが合うと 

ゾーンとかフローというスポーツ選手が超集中したハイパフォーマンス状態 

に入ることができます。 

グラフにすると山のような線を描いて、初めは集中状態に向かって上昇し 

しばらく頂上の杯パフォーマンス状態が続き、そして下降していきます。 

あなたも何かに熱中して何時間も過ぎていた経験があると思います。 

その状態をいつでも自由に使えたらすごいと思いませんか。 

リズムが一致しない状態で仕事をしたり新しいことを勉強したり覚えよう 

としても、手は動いているのに全く別のことを考えてしまったりメールや 

ニュースを読んでしまって何も進みません。 

体のさまざまなリズムを研究した結果、あなたが集中した状態を作り出すのに

適した時間割りが発見されました。 

コンセプト２．606030の法則 

体のリズムと同調して私達が高いパフォーマンスを出せる時間割りは 

60分、60分、30分のリズムです。 

このリズムが体のリズムと同調する時間割りです。 

2時間半、150分だらだらとメールを見たりニュースを見たり今日の夕飯の事を



考えたりしながら仕事をするよりも集中して数倍の仕事をこなして結果を 

出すことができます。 

人によって多少リズムは違うので数分の調整は必要だと思いますが 

この時間割りで仕事をするだけであなたは集中して効果を出す事ができます。 

私は 50分の仕事→10分の休憩→50分の仕事→10分の休憩→ 

30分のリフレッシュ、を１セットとしてこのサイクルで仕事をしています。 

1日丸ごとこのセットで埋めることは難しいと思いますが、このセットを 

増やせば増やすほどあなたの価値を高める事ができます。 

この話だけを聞いて実行するのは難しいと思うので、いくつかコツを教えます。 

コンセプト３．タイマーを使う 

キッチンタイマーのような○○分をセットしてカウントダウンしてくれるタイ

マーをホームセンターなどで１つ購入してください。 

私は iphoneのアプリを使っていますが、カウントダウンしてくれるタイマーな

らどんなものでも大丈夫です。 

50分をセット→仕事→10分をセット→休憩、という流れで仕事を行います。 

タイマーに管理されて仕事するなんてロボットみたいでイヤだな…、と考える

かもしれません。 

私も最初はタイマーで自分を管理なんてあり得ない…と思っていたのですが、

実際に終わらせた仕事を比べてみると効果に納得します。 



コンセプト４．シャットアウトする 

60・60・30 のリズムはゾーンに入るほど集中してやるべき事を終わらせる事

が目的です。 

集中して結果を出すには抵抗や邪魔の原因になる要素を全て取り除くのが 

コツです。 

私達が集中状態を一度中断して、もう一度集中ゾーンに戻るには 20分程度の 

時間を必要とします。 

50 分しかないリズムの中で 20 分かけて集中ゾーンに入り、途中で邪魔されて

しまえばあなたがゾーンの中で過ごせる時間はほとんどなくなります。 

ですので抵抗や邪魔になる原因を全て「あらかじめ」取り除いておきます。 

携帯電話の電源を切ったり、パソコンのメール通知のポップアップや音の鳴る

もの全てこの時間の間だけはストップしておきます。 

ドアを閉めたり、"don't disturb"というホテルのドアノブにかけておく 

邪魔しないでくださいというプレートを用意しても良いと思います。 

できる限り 100％に近づくまで邪魔されない環境を作るのがコツです。 

「会社で仕事してるのに、電話を切ったり部屋に閉じこもるなんて無理だよ…」

とよく言われるのですが、はじめは 1日 1セットを実行してみてください。 

100％人生が変わります。 



後で話しますが、必ず朝にこの１セットの時間を用意するようにしてください。 

朝この１セットをとるのには理由があります。 

意志の力の使い方 

私達の周りには意志の強い人と意志の弱い人がいると思います。 

ざっくりでいいので思い出してみて欲しいのですが、「コインの裏側」を 

見てください。 

あなたが意志が強いと思っている人は結果を出さない時間は何をしていると 

思いますか？ 

言い換えると仕事をしていない時間やプライベートの時間です。 

反対に意志が弱いと思われている人の、仕事をしていないは時間や 

プライベートの時間は何をしてどうやって過ごしているでしょうか。 

意志が強い人のほとんどはプライベートをとてもリラックスした時間を 

過ごしていると思います。 

ストレスもほとんど無く、嫌々何かをすることはあまりないと思います。 

一方意志の弱い人はプライベートで何かの問題を抱えています。 

リラックスしてリフレッシュできるような趣味や楽しみもあまりなく 

ストレスが溜まっています。 

何をするにも最初に浮かぶのは文句で、やりたくないことばかりを 



やっていたりやらされたりしています。 

私達は意志の力という希少で本当に少ししかないエネルギーを平等に 

持っています。 

一日が終わってリフレッシュして睡眠をしっかりとると意志の力は回復します。 

意志の力というあなたにとってのガソリンは、リラックスとリフレッシュで 

毎朝少しだけ与えられます。 

あなたが嫌だなと思うことをする度に意志の力のエネルギーは減っていきます。 

意志の力が空になっている状態で何かを頼まれたり、やらなければいけない 

事をしようとすると、「感情」が「もうムリ」という信号を出します。 

感情が「もうムリ」信号を出すと、出来ない理由を考え出して何とかして 

やらなくても良い方法を一生懸命考えます。 

例えば仕事の終わりがけ、夕方 6時頃に 

「この提案書、取引に必要だからちょっと頼まれてくれないかな。明日の 

朝までによろしく」 

と上司に言われたらどうでしょうか。 

上司の命令だし仕事なので会社の利益を考えてもやらないといけないと 

考えると思います。 



しかしあなたの感情が NOと言います。 

頭では分かっていても感情が NOというと、私達の脳はフルスピードで 

出来ない理由や言い訳を考えます。 

「すみません、今日どうしても外せない家族の用事が入っているので…」 

「やりたいのですが、打ち合わせを入れてしまったので、他の人に頼んでもら

えませんか…」 

感情と精神と肉体の矛盾が起きているときに行動しようとすると意志の力を 

消費します。 

私達人間は動物ではないので 1日中好きな事をして生きていく事は出来ません。 

サルのようにお腹が空いたら仲間から奪って食べて、ムカついた時は 

キレて殴りかかり、ヤリたいときに犯ることは出来ません。 

奪いたい、殴りたい、犯りたいを抑えるのは意志の力です。 

それを私達はストレスが溜まると表現して、意志の力を回復させることを 

リラックスやリフレッシュと表現しています。 

意志の強い人は結果を出す事だけに意志の力を使います。 

意志の弱い人は結果を出すこと以外に意志の力を取られすぎて結果を出すこと

ができません。 

少し複雑な話になってしまったのですが、今はなんとなくのイメージで考えて

もらえれば大丈夫です。 



意志の力は平等に少ししか無くて、寝て起きると毎朝チャージされているけど

嫌な事をする度に減っていきます。 

新しい事を覚えたり、勉強したり、作業したりするのはストレスが溜まると 

思います。 

ネットビジネスで稼ごうと考えれば新しいことを覚えたり作業しなければ 

なりません。 

そして覚えることを省略したり作業を限りなく少なくして最短で稼ぐための 

テクニックはたくさんあるので安心してください。 

車を運転するときにエンジンや駆動系の知識は必要ありませんが、アクセルと

ブレーキを知らなかったりハンドルの使い方を知らなければ大事故を起こして

しまうと思います。 

ネットビジネスで稼ぐのに体が動かなくなるような大事故はありませんが 

アクセルやブレーキの「役割」や「使い方」は知る必要があります。 

あなたは意志の力が満タンである「朝」にネットビジネスを行います。 

意志の力が満タンの朝なら多少イヤだなとおもうような勉強や作業を 

簡単に行う事ができるからです。 

仕事から帰ってきて友人や家族と時間を過ごした後で「さあやるぞ！」 

と思っても意志の力はほとんど残っていないと思います。 

たとえあなたがとても意志の強い人だったとしても数日やっただけで 

バテてしまうと思います。 



意志の力はあなたの未来を作るためのお金よりも大事な資産です。 

そのエネルギーを上手に使えばあなたは確実にネットビジネスで稼ぐ事が 

できます。 

そのためにエネルギーが満タンの朝にネットビジネスを行います。 

朝の儀式 

では具体的に朝に何をするのかの話をしたいと思います。 

私は朝の儀式と言っている「ルーティーン」を紹介します。 

ルーティーンというのは一連の決まった行動です。 

マッスルメモリーという言葉を聞いたことがあると思います。 

体が同じ動きを繰り返し行う事で、1つの動きをより自然に、スムースに 

行えるようになることで、しばらくブランクがあっても忘れないという話です。 

ボクサーはジャブやストレートという動作を何度も何度も繰り返し体に 

覚え込ませます。 

何度も何度も繰り返して体が勝手に正しく動くようになると、次は 

コンビネーションやカウンターといった高度な技術が使えるようになります。 

プロゴルフの選手は 1ショットが数百万円と変わってくる熾烈な世界です。 

1ショット 1ショットが成績でありお金なので、限りなく失敗しない方法を長年

かかって編み出してきました。 



週末のゴルフ中継を注意して見ていると、彼らはショットの前に必ず同じ 

動きをしています。 

まるでビデオを巻き戻して何度も再生しているように全く同じ行動を取ります。 

プレショットルーティーンといって、同じ結果を出すためにプロが使っている

テクニックの一つです。 

タイガーウッズも石川遼も必ず行っている方法です。 

朝の儀式は全く意識しなくても、放っておいても自然に結果が出てしまう 

ルーティーンを作るフレームワークです。 

先に意志の力の話をしましたが、儀式を繰り返すとマッスルメモリーのように

全く意識しなくてもできるようになります。 

あなたは朝の儀式を習慣にしてネットビジネスで自然に稼げるようになります。 

マイ朝の儀式 

朝の儀式といきなり言われてもイメージしにくいと思いますので、私が毎日行

っている朝の儀式を紹介したいと思います。 

全く同じ事をする必要はありませんが、後でお話しするいくつかのポイントが

あるので、あなたのスタイルに合わせてカスタマイズしてください。 



私は朝起きるとまず水をペットボトル 1本分一気飲みします。 

次に洗面所に行き、ネティポットで鼻を掃除して舌磨きと歯磨きをします。 

その後軽い運動をして心拍数を上げ、5分の瞑想の後シャワーを浴びます。 

次に６０・６０・３０のワークルーティンを行います。 

１．水 

２．洗面所 

３．エクササイズ 

４．６０・６０・３０ 

の順番です。 

「うわ、管理されてて刑務所で決められれた行動を押しつけられているようで

なんかイヤだな…」と考えると思います。 

最初にこの話を聞いたときには私もそう思いました。 

朝起きれないし、朝から運動したら疲れるし、朝一でご飯も食べずに仕事や 

勉強なんてマジであり得ないと思いました。 

今日は少し風邪気味のような気がするから止めておこうかなとか、今日は 

運動の気分じゃないから運動は省こうとか初めは「かなりサボりながら」 

やっていました。 

しかし朝水を飲んでスタートするこの儀式は続ければ続けるほど目に見えて 

結果が現れるようになりました。 



一見意味の分からない朝の儀式の一連の行動にはすべて理由があります。 

朝一で水を飲むのは睡眠中に脱水状態になった体を最速で動ける状態にします。 

ネティポットは片方の鼻の穴から水を流し込んで逆の鼻の穴から出す 

吸気系を掃除するためのヨガのアイテムです。 

話だけ聞くと拷問器具のような感じがするのですが、寝ている間に汚れた 

吸気系を掃除するには最高の道具で、私はこれを使い始めてから全く風邪を 

ひかなくなりました。 

ベッドを出てわずか 3分で、日中と同じいつでも動ける臨戦態勢になれるのは

水を飲む＋ネティポットくらいだと思います。 

次に洗面所で洗顔と歯磨き、舌磨きをして吸気系をしっかりキレイにします。 

この後の体を動かすエクササイズでしっかりと酸素を取り入れるためです。 

エクササイズの目的は心拍数を上げることです。 

ほとんどの人が知らないことなのですが、心拍数を上げると「感情がリセット」

されます。 

前の日に嫌な事があったりしてネガティブな状態の感情をすべてゼロの状態に

リセットしてくれます。 

ジョギングやエアロビクスでも良いと思いますが、私は面倒くさがりなので 

家でケトルベルという鉄球に取っ手がついたような器具を使っています。 

瞑想は心拍数を落ち着けるクールダウンと、ビジュアリゼーションや 

アファメーションを行います。 



ビジュアリゼーションやアファメーションは成功者が必ずと言っていいほど 

持っている習慣の一つで、私達のゴールを常にセットして目的地に向かう 

コンパスが狂わないようにするための方法です。 

私達はイメージしたことしか現実世界で行動できないので、求める結果を 

イメージするエクササイズはとてもパワフルです。 

個人的にはシャワーを浴びるとかなりリフレッシュできるのでこの後の 

６０・６０・３０のワークエクササイズに向けてシャワーを浴びて完全に 

リフレッシュします。 

ここまでのステップで体と頭がフレッシュな状態が作れます。 

あなたの体と頭のキャパシティーが最高にMAXな状態なので、何をするにも 

最高のパフォーマンスを出せる状態です。 

そして６０・６０・３０のワークルーティーンに入っていきます。 

50分の仕事、10分の休憩、2回目の 50分、そして 10分の休憩をして 30分の

食事時間を摂ります。 

60・60・30のワークエクササイズはライフタイムバリューを生み出す仕事を 

します。 

私の話であれば、今はコンテンツを作っています。 

今書いているようなレポートやインターネットを使ってできるだけ多くの人に

価値を提供できるコンテンツを作っています。 



多くの人に貢献することが私の富を作り出すからです。 

ライフタイムバリューとはあなたの目標に対して長期的に大きな利益を 

生み出し続ける価値です。 

なぜあなたに朝の儀式、最初のワークルーティーンでネットビジネスを勧める

かというと、ネットビジネスは長期的に富を作り出すライフタイムバリューに

なるからです。 

仕事とは別にもう一本収入の道を創ったり、仕事を辞めて独立するための 

基盤だったり、不労所得だったりすると思います。 

数億単位のお金を持っていれば市場や事業に投資することをおすすめしますが、

まずはネットビジネスが一番リスクが少なくリターンの大きい魅力的な投資

だと考えています。 

投資するのはお金ではなくてあなたの時間です。 

ネットビジネスは投資以上の長期的なリターンをもたらしてくれると思います。 

この話をすると、かなりの確率で「小島さん、わかりました。朝の儀式が重要

なのはわかったので、何をやったらいいのか、どうやって進めれば良いのか 

という具体的な方法を教えてください」と言われるのですが 

何を売ればいいのかとかレバレッジをかけて具体的に稼いでいく方法 

については後から話していきますので楽しみにしていてください。 

今は朝の儀式と時間を作り出すことにフォーカスしてください。 

なぜなら朝の儀式がリスク無しで一番早く成功に辿り着ける方法だからです。 



朝起きて、水を飲んで体にエンジンをかけてエクササイズで心拍数を上げて 

感情をリセット、６０・６０・３０のワークルーティーンをつくることに 

フォーカスしてください。 

次のコンテンツが出来上がり次第、あなたにプレゼントしたいと思っています。 

それまでの間、朝の儀式で１つ、エクササイズを行ってください。 

「メンタルデスクの片付け」です。 

これはあなたの時間とエネルギーを強力に増やすことができる方法の一つです。 

あなたの頭の中には無数の「気になること」「終わっていないこと」があると 

思います。 

白紙の紙かノートを用意して、順番に一つ残らず書き出してください。 

メンタルデスクが一杯だと何も終わっていないし結果も出ないのに、忙しくて

時間が無いと錯覚してしまいます。 

パソコンのハードディスクが一杯になると動きが遅くなったり壊れやすく 

なるのと同じように、私達の頭も一杯になると身動きが取れなくなります。 

時間とエネルギーを増やすことができれば、ネットビジネスで稼ぐのが遙かに

楽になり簡単になると思います。 

嫁に頼まれた買い物やメールを返していない友人、将来手に入れたいものや 

求めている結果までですべてです。 



すべて書き出したら、新しい紙を用意して真ん中に線を一本引いてください。 

１．自分でコントロールできるものと 

２．自分ではコントロールできないものに分けてください。 

今日の夕飯メニューはあなたにコントロールできますが、エイズが広がったり

アフリカの難民問題はコントロールできないと思います。 

リストの片方にコントロールできるもの、反対側にコントロールできないもの

を書き出してください。 

全て書き出したら、コントロールできるもののリストに優先順位を 

付けてください。 

どれがあなたにとって一番重要なことでしょうか。 

１番、２番、３番と優先順位を付けてみてください。 

１，２，３番と優先順位がついている項目が、あなたが６０・６０・３０で 

取り組む項目です。 

私の個人的な経験だと、ほとんどの場合３つの優先順位の中に「お金」の問題

があるか、根底がお金の問題だと思います。 

  



最後に一つ、最も重要な話をさせてください。 

習慣の話です。 

「毎日コツコツのことでしょ？知ってますよ、そんなこと。できないから 

困ってるんですよ」と思うかもしれませんが、私達がどんなにナマケモノでも

あなたが欲しい習慣を自販機でボタンを押すように簡単に手に入れられる方法

があります。 

習慣の力は私達が思っているよりも遙かにパワフルです。 

オギャーと生まれたときから毎日 100円を貯金し続ければ 56歳で 1億円になる

話を聞いたことがあると思います。 

詳しくは覚えていないのですが、10％の複利運用で 2千数百万円を投資する 

ことになるような話だったと思います。 

誰もが億万長者になりたいと思っているのに、誰でもできる方法を誰も実行 

しようとしません。 

イチローは毎日バットを振り続けて世界最高峰の大リーグで活躍しています。 

毎日バットを振り続ける習慣で年間 30億弱を稼ぎます。 

それほど重要な習慣の作り方について、私達は教わった覚えが無いと思います。 

大学や大学院でさえ教えていないし、習慣の作り方を教える専門機関さえ無い

と思います。 



習慣をあなたが思うとおりにコントロールができれば、ネットビジネスで 

お金を稼ぎ続けられるだけでなく、なかなかマスターできなかった 

英語の勉強やビジネスの勉強で結果を出すことが出来るようになります。 

習慣を変える事ができなければ今まで通り過去と同じ道を歩むだけです。 

お金が無い人はお金が無いまま、体を悪くする習慣を持っている人は体が 

ボロボロになっていくだけです。 

人付き合いがうまくできなかったり恋愛があまり上手ではない人は一生そのま

まです。 

後から詳しく話していきますが、習慣を作るために必要な期間は 30日です。 

30日であなたは手に入れたい習慣を簡単に身につけることが出来ます。 

意志の力の話を上の方でしたと思うのですが、意志の力を使うのは最初の 

20日だけです。 

20日以降はほとんど意志の力を必要としません。 

大変なのは最初の 10日だけです。 

やらない理由、やれない理由、不合理で理不尽なあらゆる言い訳を脳が 

フル回転して考え出します。 

今日は少し熱っぽいかも…、昨日仕事をがんばり過ぎたから…、今日は朝から

忙しいから少し体力を残して… 

 



最初は何をしてでも止めようとした習慣も、30日経つとやらない方が 

不自然に感じるようになっています。 

歯と歯の間を掃除宇する「フロス」をいつもつかっている人なら経験が 

あるかもしれないのですが、初めてフロスをしたときは気持ち悪くて 

とても続けるのは無理だと思わなかったでしょうか。 

歯茎の中を触られているような感覚で、糸を巻いた指は痛くなるし一本ずつ 

掃除していくのはとても面倒です。 

しかし気が付くと習慣になっていてフロスをしないと口の中が気持ち悪くて 

一旦ベッドに入ったのに忘れていたのを思い出して、また洗面所に行った 

経験があると思います。 

あなたが「コントロールできるリスト」で優先順位を付けたリストや 

ネットビジネスに必要な勉強や作業を朝の儀式と６０・６０・３０の習慣に 

してしまえば無意識のうちに稼げるシステムを苦労せずに簡単に創ることが 

できます。 

一つ、最高のヒントをプレゼントしたいと思います。 

６０・６０・３０のワークルーティーンにはライフタイムバリューを生み出す

習慣を考えて実行してください。 

メールを返したり連絡したり仕事や生活に直接関係がある事ではありません。 

毎日やらなければならない事はどちらにしてもやらなければなりません。 

仕事だったり、生活に必要な買い物や頼まれた小さな用事ではなく、長期的に



利益を生み続けるライフタイムバリューにフォーカスするようにしてください。 

そして、習慣を作る時には「抵抗と摩擦」を限りなく減らしてください。 

一つ一つのステップのつなぎや集中して仕事を行う際には限りなくスムースに

進めるような仕組みをあらかじめ作ってください。 

例えば朝の儀式なら前日の夜にペットボトルに水を入れてベッドの横に置いて

おいたり、洗面所の歯磨きとネティポットと舌磨きをやる順番に横に並べて 

おくなどです。 

「そうはいっても、神経質な人みたいでなんか抵抗があります…」 

と言われるのですが、私もはじめはそう思いました。 

昔はそのような人種を「人間が小さい」と忌み嫌っていましたが今は直接 

会いに行って謝罪したいです。 

習慣を作るうえで一番大変な 10日間をクリアするのに、これほど効果的な 

方法は他にありません。 

私の場合、朝の儀式を習慣にする上で一番大変だったのはエクササイズを 

する事と朝の６０・６０・３０のワークルーティーンをやる事でした。 

はじめのころはジョギングをしていたのですが、３日坊主を何度も繰り返して

いたので諦めました。 

私の目的は心拍数を上げて感情をリセットすすることだったので家で心拍数を

上げる方法を考える事にしました。 



結局ケトルベルという砲丸に取っ手がついたような運動器具をネットで 

購入してエクササイズをするようにしました。 

ケトルベルを使って心拍数を上げるエクササイズに使う時間は 5分程度です。 

６０・６０・３０のワークルーティーンは続ければ 100％成功するのが 

分かっていたので「どうしたら続けられるか」にフォーカスしました。 

私が考える６０・６０・３０の最終目標は完全引退することでした。 

今は少し違って、気の合う仲間やクライアントなど能力の高い人たちと 

仕事をしながら好きな事だけして暮らすのが目標です。 

完全引退だけを考えて習慣を続けるのは無理でした。 

なぜかというと現実離れしすぎていたからです。 

クラスで一番かわいい子なら頑張れば仲良くなれるかもしれないけど 

テレビに出ている女優さんと仲良くなるのは想像ができないのと同じです。 

ですので、マイルストーンを置くことにしました。 

あまりにも遠く想像も出来ない目標ではモチベーションも集中力も保つことが

出来ないので、小さな目標を作って最終目標に続くステップを作りました。 

マイルストーンとは距離標識のことで、目的に繋がる中間地点のステップです。 

庭園に流れている川の浮き石のようなもので、ひょんぴょん飛び移りながら川



を渡るためのステップです。 

マイルストーンは最終目標に向かうための小さなな目標で何個あっても良いと

思います。 

私は月に 30万円を稼ぐ事が最初のマイルストーンでした。 

なぜかというとサラリーマンの平均年収と同じという単純な理由です。 

マイルストーンを置くと不思議なのですが「脳が急に働き始めます」。 

脳が「どうすれば目標を実現することができるか」を考えるようになります。 

マイルストーンを置いて実現できそうな目標が分かれば、６０・６０・３０の

ワークルーティーンにはめ込むだけです。 

朝起きて水を飲むだけで、オイルを塗った滑り台のようにマイルストーンに 

向かってスムースに滑り落ちていきます。 

最初のマイルストーンはお金でも良いと思います。 

本当はお金に価値はないので、お金を目標にすると存在しないものを 

追いかけることになってしまうと思います。 

ですので本当はお金ではなく○○円分の価値を提供する、などお金ではない 

目標のが良いのですが、はじめは問題ないと思います。 

「行動する」というメリットの方が大きいからです。 



ある有名大学の教授が言っていたのですが、4年間毎日同じ事を繰り返せば間違

いなくその分野のトップ 5%に入ることができるといいます、100％です。 

私達の成功は科学でも物理でも数学でも、自動車や保険の話ではありません。 

まだ動き始めてたった 10年足らずのインターネットビジネスという業界です。 

私はたった 1年程度でかなりサボりながら 1つか 2つの習慣を作っただけで 

安定したサラリーマンの給料以上の不労所得と充実した人生を手に入れまし

た。 

あなたが「よし、やろう」と決めるだけで、お金を稼ぐための歯車が 

動き始めます。 

動き始めればお金を稼ぐための道具はすべて揃っています。 

最初のマイルストーン、月○○万円を稼ぐ方法ですか？ 

次のレポートでネットビジネスの稼ぎ方を教えます。 

楽しみにしていてください。 

小島 たかひろ 

 

P.S. 

「これが使えそうだ！」、「これが役に立った！」、「こんな事に気づいた！」「こ

うやって使ってみようと思う！」ということがあれば 

このページのコメント欄からシェアしてください。 
http://takakojima.com/water-income 



次のプレゼントを用意したいと思います。 

ありがとうございます。 

 

P.P.S 

「こんなことが聞きたい」「こんな事に困っている」とあなたが考えている事を

教えてもらえませんか？ 

あなたが困っていることや聞きたいことをダイレクトに解決したいと思ってい

るので、教えてもらえるとうれしいです。 

下のアドレスから私に直接メールをしてもらうか 

私のメールアドレス：talkto@takakojima.com  

フォームから送ってください。 
http://takakojima.com/talkto 

 




