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はじめに 

富田です。 
この度は、私の電子書籍を入手して頂きありがとうございます。 

この書籍では、 

・会社に頼らない自由な生き方や 
・ネットで稼げる人の仕組みを解説！ 
　・実際、自由を手にした私がどんな道のりで 
　・どんな稼ぎ方を実践し自由を手にしたのか？ 
　・そして、あなたも理想の未来を手にするには、何をするべきか？ 

を解説したいと思います。 

この電子書籍を最初から最後まで読んでいただければ、 

あなたの人生が大きく変わる！ 
と言っても過言ではありません！ 

あと、ページの最後に特別なプレゼントの 

ご案内も用意してありますので、そちらも、お見逃しなく！ 



今の時代、自由に生きる人が結構いるのをご存知ですか？ 

普通に働いていると分からないと思いますが、実は、今の時代、好きな時に 
好きな事ができる自由なライフスタイルを手にしてる人が、何気に多い事と、
その数が増えてるってご存知ですか？ 

自由を手にすることが出来た人達は、自分の趣味に没頭したり日々旅行三昧で
色んな所に行ったり、家族がいる方は子供との時間を楽しんだりしています。   

要は、仕事だけじゃなく毎日の人生を楽しむことが出来ているんです！   

事実、私自身もその内の1人です。   

私の場合、かれこれ16年以上前から好きな事を、好きな時に、好きな場所で、
好きなだけ出来る！という自由なライフスタイルで過ごしています。 

もちろん仕事も続けていますよ！   

でも仕事も、別に嫌々やっている事はありません。 
「仕事（ビジネス）＝楽しむ」感覚です。     

 色々と新しい事にも取り組んでいるんです。     

それに、別に休みたいと思えば、いつでも休める状態です。     

 “好きな時に働いて、好きな時に休む” 



 



現在、私は３児の父親になり、大分、若いの頃に比べるとライフスタイルは 
大きく変化しましたが、今は、日々、愛する子供たち（家族）と楽しい日々を
過ごせる自由があります。 

大体毎日、朝は、子供を送り９時ごろからカフェに行き、 
夕方にはジムに行って筋トレ＋スカッシュを行い 
帰宅後は、子供達と遊ぶ（お世話する）日々です。 

私は一人っ子だった為、温かい家庭に憧れていて 
今は子供達と過ごす時間が何よりの幸せなんですね。 

だから、子供が休みの日は、子供と遊び、 
帰宅後も子供の為に時間を費やすようにしています。 

何だか、こうやってみると、他のお父さん方と何ら 
変わりない感じですが、私には大きな違いがあります！ 

それは、私が 

自由を手にしている 

と言う事。 

好きな時に、好きな事が出来る時間の自由。 
好きな事でお金が稼げている仕事の自由。 



例えば、休日だって別に平日に休みを取り家族を連れて混んでないときに  

温泉にでも入りに行こう！　 

ディズニーランドに行こう！  

都内の高級ホテルに一泊しプールで遊ぼう！  

沖縄に1週間ぐらい滞在して、ゆっくり過ごそう！  

って思えば、私はそれが出来ますし実際に、本当にそうやって過ごしています 





だから、こう言っては悪いのですが普通の会社員のお父さん達のように、 
毎日会社に行って夜遅くまで仕事をする、自由がない人生ではありません。 

別に、それを否定しているわけじゃありませんよ！

それは、それで家族の為、頑張っている方達の姿であり 
私は、世の中のお父さん達は「偉い！」って思うし共感できる部分はあります。

ただ、私が望んでいたのは、そうじゃなかったんです。 

普通に、「今日は臨時で子供達も休みだから、 
ディズニーランドに遊びに行こう！」と思ったら、 
それが出来るような時間の自由。 

ゴールデンウィークは混むから、 
「ゴールデンウィーク後、混雑時を避けて家族で 
　旅行に行って高級ホテルでのんびりしよう！」 
と思ったら、それが出来るような自由。 

「自分は、人に指図されたり、命令されて仕事を 
　するのではなく、自分の好きな事をしてお金を稼ぐ」  
と思ったら、それが出来るお金の自由。 

今日は外の天気が良いからオープンカフェで仕事したい 
と思ったらそれが出来る仕事の自由！ 

私の場合、このような事が出来る自由を手にして 
今では、誰にも指図されず本当に、 

好きな事を好きな時に出来る 
自由なライフスタイルで生活をしているんです。 

これが、私と世のお父さん方との大きな違いです。 



ただ、このような自由なライフスタイルって、 
誰でも望めば手にする事って出来るんですよ。 

私も、元々は学生の頃、アルバイトをしながら 
今のような自由なLifeスタイルに憧れ、 
それを手にする為にな行動をし始めたんです。 

思いついたら直に行動する！ 
失敗しても良いから行動する！ 

これは、私のモットーですから。 
でも、その結果、今があるんです。 



私は一体どうやって自由なライフスタイルを手にしたのか？ 
ところで・・・

「私は、最終的に一体どうやって自由を手にする事が出来たのか？」
「なぜ、そんな事が可能なのか？」 

って思っていませんか？ 

実際、私の周りでも結構気になっている方が多く子供の友達のお父さんとか、
ジムで一緒にスカッシュをしている学生、社会人の方とか、何気なくですが 

「富田さんって、いつも自由ですね？」 
「どんな仕事をなされているんですか？」 

って聞いてきます。 

正直に言いますね。 

私が今のような自由なLifeスタイルを手に出来たのは 
パソコン１台さえあれば誰でも出来る 

ネットビジネスを始めたからです！ 

そして、私の分身となりお金を稼いでくれる 

ネット上の資産や不動産資産を増やしたからです！ 

私自身、今はパソコンとネット環境さえあれば 
どこに居ても仕事が出来るし、ネットからお金が 
入ってくるような仕組みも作り上げる事ができました。 

私が、今、会社に行かずとも、家族や好きな人と好きな事ができる、ハッピー
ライフをおくれる自由な生き方を手にしたのは、ネット上の資産を増やして、 
どこでも稼げる仕組みを作り上げたからです。 



実は、私の仕事のスタイルというか生活スタイルは 
雑誌にも取り上げられた事もあります。 

!  
 

このように、普通に働いていると俄かには信じられませんが今のネット社会に
おいてはこのような形で人生を楽しむ事が全然可能なんですよ！ 

ところで現在私は、海外・日本国内を含め複数のネットビジネスと不動産投資
も行っています。 

また、自らの経験を基に、私のように自由な 
Lifeスタイルを手にする方法を教える仕事もしています。 



ただ最初から、そんな多岐に渡ってネットビジネスを 
展開していたわけじゃありません。 

まずは、1つに集中して安定して稼ぐ仕組みを作り 
その後、徐々にネットビジネスを横展開していき 
収入源を増やしていきました。 

さらに、ネットで稼いだお金を基に 
不動産を購入する事も出来るようになったんです。 

「でも、ネットで稼ぐ？って、 
　想像がつかない… 
　一体どうやって？」 

「なんか怪しい方法じゃないの？」 

なんて思いますよ？ 

分かりました！ 

 
ここらは、私の事例をお見せしながら、具体的に何をすれば良いのかを 
詳しく解説していきます。 

これを見れば、決して怪しい方法ではなく 
ちゃんとしたビジネスを行いお金を稼いでいる事が分かると思います。 

そして、なぜ、ネットで稼ぐ事で私が自由な生活を 
おくる事が出来ているのか？ 

これが理解できますよ！ 



収入源その１：アフィリエイト

ここからは、実際に私がどのようにして稼いでいるか？  
また、初心者の方は最初に何をすれば良いのか？も 
私の体験談と成功事例を交えながら説明します。 

まず、アフィリエイトとは、簡単に説明すると、 

他の方が販売している商品やサービスを紹介して 
手数料を得るビジネスモデルの事です。 

!  

図をご覧になれば分かるように、ネットショップで販売している商品を 
私のブログでおすすめの商品として訪問者に紹介します。 

そこからネットショップに誘導して購入した人がいれば、  
その販売手数料を得る仕組み。 

例えば、10000円の英語教材を販売しているショップに 
あなたがお客様を呼び込んであげて、その人が教材を 
購入したら、手数料として5000円の報酬が貰えます。

アフィリエイトは、 
これからネット副業を始めたい方に１番オススメするやり方です。

これには理由がいくつかあります。



その１：在庫を抱えず配送もせず出来るビジネスだから

通常、ビジネスの大半は在庫を抱える事でリスクを背負う必要があります。

また配送業務もシステム化しないと、めちゃくちゃ手間が掛かりすぎます。

そうなると人を雇って組織化をして 
自動化するシステムを作りあげる必要があり、 
中々個人1人で出来るビジネスじゃないんです。

でも、アフィリエイトなら、そもそも商品を持つわけではなく 
紹介して稼ぐビジネスです。 
ですから１人でも大きく稼げるし少人数でも出来ます！

それに、在庫も抱える必要性も配送業務を行う必要性もないんです。

その２：小資金で、パソコン一台とネット環境で出来る

私は、ほとんど１人で全ての事をこなしていますし 

必要なのはパソコン１台とネット環境だけです。

＊中には、私がスクールで指導してあげた方で、  
スマホだけで稼げるようになった方もいます。

実際、私は世界中どこに居ても稼げる状態です

また、アフィリエイトを始めるためには、特に商品等を 
仕入れて販売する通常の商売とは違うので 
小資金で始めることができます！



その３：アフィリエイトはやり方次第で半自動化が可能

最初の頃は、自動的に稼げる仕組みを作る為には努力が必要ですが、 
それを作りあげる為の正しい道で行えばあなたがほとんど作業をしなくても 
勝手に報酬が発生するような状態が得れます。

１００％とは言えませんが、９０％程度の作業を自動化 

半自動で稼げる仕組みを構築する事は可能です！

もちろん、メールチェックや多少更新作業はありますが 
そんなのは週に１～２回で、1時間程度で終わります。

後は、自分の好きな事に時間を費やせますし、 
私のように楽しむ為他のビジネスをする事も出来ます。



さて、アフィリエイトのジャンルは物だけではなく
サービス、教材、広告など多岐にわたります。

私の場合、いろんなジャンルのアフィリエイト案件をブログやメルマガ等で 
紹介し毎月アフィリエイト報酬を稼いでいます。

1つ私が運営しているアフィリエイトブログの事例をお見せしたいと思います。

� 　

上記のブログは、私の妻に書かせているのですが、このブログでは、 
私の妻が使っているコスメを紹介しアフィリエイト報酬しています。

紹介している商品は美容クリーム、美容液など 
実際に使っているものを実際の体験談・口コミを書いて紹介。

だから、その紹介文に信憑性が出るし訪問者の方にも信頼され紹介してる商品
が買われて、私のところにアフィリエイト報酬が入ってくるんです。

また、私のやり方は、資産構築型アフィリエイト手法と 
自分で呼んでいるのですが、これは他のサイトやブログに書かれいる事を 
コピーしたりして作るのではありません。

しっかりとしたオリジナリティー溢れる価値ある情報を提供する媒体を作る事。



例えば、私の場合ならブログ、メルマガ等を使い価値ある情報を発信し媒体を
作り上げたりしてアフィリエイトに繋げている事が多いです。

そうする事で、徐々にですが報酬がつみ上がっていき 
毎月安定した報酬を生み出せるようになります。

私のこの資産構築型アフィリエイトのやり方は、主に、
ブログやメルマガを活用し自動的に報酬を生み出します。

やり方さえ間違えなければ週に１～２回程度の更新だけで、 
アフィリエイト報酬を生み出す事も可能です。

そして、私のやり方は1つの媒体をしっかりと育てる 

資産構築型アフィリエイトと呼ばれるやり方なんで、 
決して楽して稼ぐ方法ではありません！

しっかりとネット上の資産として、あなたの代わりに 
24時間365日働いてくれて、自動的に報酬を生み出す。

これが私が作り上げている仕組みなんです！

ですから初心者の方で、本気で私のような自由なライフスタイルを手にしたい
場合は、私は間違いなく、まず最初に資産構築型アフィリエイトを勧めます。



収入源その２：スマホアプリ 
さらに、私の場合、資産構築型のアフィリエイト以外にも  
スマホアプリで稼ぐ続ける仕組みを作り上げてました。コレが横展開です 

!  

スマホアプリは、始めてから数カ月で私のダイエットアプリが大ヒットして、 
一時期は月100万円以上の広告収入が、入ってくるようになりました。 
この事は雑誌にも特集で掲載されました。

ただし、スマホアプリはAppleの審査等がある為リリースするのに 

初心者の方にとっては、ハードルが少し高いです。 



収入源その３：情報発信ビジネス
収入源その３は、メルマガを使った情報発信ビジネスです。
メルマガも、ある程度仕組みを作り上げたら絶対に
やったほうが良いネットビジネス。

なぜなら、情報発信ビジネスは、複数の収入源を生み出しやすくなるからです 
そして、ネットビジネスで年収１０００万以上を稼ぐ最速・最短の方法だから

アフィリエイトはもちろん。独自商品やサービスの販売。
広告の販売など色んな収入源を一つのメルマガから 
生み出す事ができるようになるからです。

例えば、私はメルマガで自らの教材やオンラインスクールを企画して販売 

そして、億を稼ぎだす事が出来てます。

基本的には、メルマガだけでも年1000万～5000万。 
うまくやれば、1億円以上を稼ぐ事も可能です。

可能ですが、もちろん段階を踏まえてから行う必要があります。

ただ、最初からこのメルマガで稼ぐことの重要性を 
知っていると知らないとでは大きな差が出てきます。

なぜなら、ネットの世界というのはいつ何時何が起こるか分かりませんので、 
常に、複数の収入源を生み出す事を考える事は非常に重要だからです。 



収入源その４：海外ネットビジネス
また私の場合は、日本国内だけではなく、アメリカなど
海外向けにも翻訳サービスや、日本語教材を販売する 
インターネットビジネスを展開しています。

これで現在も、毎月１００万円程度稼いでいます。

�

�



�

実際、かれこれ１５年以上も続けてるネットビジネスで
今でも継続的に稼げている私のサブ事業でもあります。

ただ、この海外ネットビジネスは、
全ての方にオススメ出来るわけではありません。

やはり海外ネットビジネスですから

・ある程度の英語能力は必要です
・為替の影響を受ける　（円高の時は売上が下がる）

というのがあります。

例えば、為替の影響。 
円安の時は良いですが、円高になると利益が減るので、 
そこは、日本国内のネットビジネスと両立させて上手く運営しているんです。

そうする事で、円高の時は海外で稼いだお金は
海外に置いておき、円安になった時に戻すようにして
その間は、日本国内で稼いだお金で暮らすわけです。



また海外ネットビジネスの場合、どうしても英語が必要。
英語が喋れなくても良いですが読み書きが出来ない人は
海外ネットビジネスはやめておくべきです。

EBay等を使った輸出ビジネスならまだしも
本格的に海外ネットビジネスで稼ぎたい場合は、
やはり英語は必要なんですね。

逆に、英語に自信がある方、海外留学の経験のある方、
もしくは海外留学中、海外に移住された方は、
海外ネットビジネスが良いと思います。



お金と時間の自由を手にしたいなら…資産を構築せよ！
なんだか、こうやって書くと、大勢の社員を雇って
大きくビジネスを展開しているように見えますが
私は本当にパソコン１台でビジネスを展開してます。

たまに、手伝って頂いている方や、必要な時だけ
出来高報酬で作業をお手伝いしてもらう方はいますが
それ以外は、ほぼ１人で全てを運営しているんです。

後は、最近では妻にもブログを書かせたりしています。

ネットビジネスで大きく稼ぐには
「組織化する必要がある！」と考える方もいますが
これは、目的によって異なると思います！

私の場合、そこまで無理して会社を大きくする事は全く考えていないし、  
どちらかと言うと自由気ままに稼ぐ事が一番の目的だから 
組織化は考えていません。

人を雇うと正直、中々自由なお金は手に出来ても
正直、社員の目も気になるので自由な時間って
中々手に入りませんしね。

「社長だけずるい！」ってなるでしょ？
でも１人なら、そんな事はありませんよ。

それでも、毎月半自動的に５００万円ぐらいは１人で稼げていますし 
月によっては1000万円以上稼ぐこともあります。

その他、儲けたお金で不動産を購入し駐車場や賃貸経営も行っています。
後は、海外の銀行に預けたりして金利を得たりしてます。



そんな私の活動と実績は、多数のメディアにも認められ
テレビやラジオ、新聞、雑誌にも取材されました。

テレビ東京（ワールドビジネスサテライト）読売新聞、週刊現代、ＳＰＡ、
BIG tomorrowなどなど、数え切れないほどのメディアで紹介されたのです。

�

�

�



でも、なぜ、そんな事が可能なのか？
なぜ１人で、そこまで稼げるのか？

どうやったら、お金と時間の両方の自由を手にする事ができるのか？
あなたは分かりますか？

「分かった！稼ぐ金額を増やす！年収を増やす！」 
なんて言ったら、アウトですよ！

私のように、お金だけじゃなく時間という自由も手にしたいと思っているなら、
 
年収や稼ぐ金額ばかりを増やそうとしてもダメです！！

なぜなら、稼ぐ事・年収を上げる事ばかりだと、
時間の自由を手にする事ができないからです。

お金だけじゃなく時間の自由も手にしたいなら 

資産を作り上げないといけません。

あなたの代わりには、24時間365日文句も言わずに働いてお金をあなたのお財
布や銀行預金に入れてくれる資産を作り上げる事。

そうすれば、あなたはお金と時間の自由を手にする事ができるようになります！



もちろん不動産等の資産を作るには、それなりのお金が必要で 
その為には、あなたの収入を上げていく必要があります。
 
その為に１番良いのが、ネット上の資産を作り上げる事です！
 
ネット上の資産であれば、不動産資産のように大金 
（最低でも１０００万は必要）が最初から 
大金が必要じゃありません。

せいぜい、２０～３０万あれば大丈夫です。

もちろん最初から知識がある人やテンプレートやツール等も 
持っている人であれば、それこそ１０万円以内で始める事さえ可能です。 

普通の商売でも最低５００～１０００万ぐらいは掛かりますが、 
ネットなら２０～３０万あれば全然問題なく始める事が出来ます！



最初は、ネット上の資産を構築する事が自由への近道！
先ほどもお伝えしたように、資産と言っても様々です。
資産って言うと、普通に想像するのは、大抵の方は最初から・・・

• 不動産とか（賃貸収入を目的とした）
• 大手企業等の株式（配当を目的とした）

とかを考えると思います。

ただ、このような資産を作り上げるには大金が必要です。
さっき言ったように、最低でも1000万円ぐらい。

株でも、大手企業からの配当を目的とした場合、
はした金で株を買っても、大した配当金を得ることは 
できませんし、それだけで食べていくのは無理です。

不動産も、それなりのお金が必要です。
数百万円～数千万円という金額で不動産を購入し
そこから自分の持ってる不動産を貸して賃料を得る。

要は、このような資産は、サラリーマンや主婦の方など
いきなり持てるような資産じゃないんですね。

後々、ある程度の蓄えが出来てから持つべき資産であって、 
最初から手を出すべきではありません。

じゃ、どんな資産なら良いのか？

これはですね。ネット上の資産です！！
パソコン1台と、小資金で始めることができる
アフィリエイト等のネットビジネスで稼ぎ続ける
ネット上の資産を構築するべきなんですね。



特に最初は、私個人的には、ネット上の資産を作り 
アフィリエイトで稼ぐのが1番だと言っています。

あと一応、言っておきますが、気軽に誰でも始められる
アフィリエイトも２つのタイプがあります。
労働型と資産構築型。

もちろんの事、アフィリエイトも裏技とか量産等の
労働型のやり方ばかりを実践していても、
自由を手にすることはできません。

多少のお金は手に入っても、時間の自由は得れません。

だから、もし、あなたが自由を手にしたいなら 
絶対に労働に比例してネット上の資産が構築される
資産構築型のアフィリエイト手法を行うべきです！！

でも「ネット上の資産」って、どうやって作るの？
そもそも、ネット上の資産って何なのか？
って思いますよね？

これはですね。 

アフィリエイトする、もしくは商品を販売する場合でも
その商品に興味がある人を効率よく集められる媒体と
その媒体内で自動的に稼ぐ仕組みの事を言います。

まずは、アフィリエイトなら紹介している商品等に興味がある人が 
自動的に集まるサイトや、メルマガなどのネット媒体を作り上げる事です。

その為に、見込み客になる人達にとって有益な情報を、
かつ、価値ある情報を提供する必要があります。



実際、私は、すべての媒体において、 
価値のあるコンテンツを提供してネット資産になる媒体を構築してます。

また私の場合、体験談を踏まえたオリジナティーに溢れた価値あるコンテンツ
（情報）を提供しているので、それが多くの方に評価され、今も自動的に 
見込み客が集まる媒体を持つことができるようになっています。

よく、「アフィリエイトってコピー＆ペイストをするだけで稼げる」 
なんて未だに・・・言われてますが、 

そう簡単に稼げません。

だから、頭の悪い人・稼げない人は、大抵、
私の成功事例を見て、それをただ単に真似るだけ。
中には、私のブログをそのままパクる人もいます！

それじゃ稼げません！
逆に、それで稼げたら私が運営しているブログは公開しないですよ！

それに、真似するだけじゃネット資産を構築する事も出来ないので 
ネットで稼ぎ自由を手にする事も不可能！

アフィリエイトを含めどんなやり方のネットビジネスも
しっかりとネット上の資産を構築する為の 
知識と稼ぐ為のマインドを見に付ける必要があります！

特に、ネットビジネス初心者の方は、「簡単に稼げる！」という 
甘いイメージを持つかもしれませんが、それはあくまでも、 
ネット上の資産を構築してからの話です。

ちょっとした小遣い稼ぎと言う甘い考えでは無理です。
そういう方は、最初からネットで稼ぐ事は諦めて下さい。 



逆に、真面目に取り組んで私のようにネット上の資産を
構築し自由を手にしたいと思っている人は、
稼ぎ方だけじゃなく、

しっかりとネット上の資産を構築する為の
知識と稼ぐ為のマインドをまずは見に付け
変な情報に振り回されないようにして下さい！

そして、最終的には、ネットでお金が稼げてなおかつ
自由な暮らしが出来る事をしってもらいたいと思います。

それでは、まず私のプロフィールを交えて、 
私が一体どうやって稼げるようになったのか？ 

実際に、あなたはどんな事を最初に学べばよいか？を
詳しく解説していきたいと思います。



私自身は落ちこぼれでした・・・ 
私、富田貴典は、１９７９年生まれ

大学卒業後、就職活動をしていましたが 
中々、職が見つからずレストランのアルバイトを続け 
自分の将来について不安を抱えながら過ごしていました。

周りの友達たちが、安定した職に就き一人 
取り残されている状態を想像してみてください。

せっかく大学まで出たのに、レストランのアルバイトでウェイターをしながら、
 
1週間たった２～３万円程度のお金で生活をしていたんです。

ですから、１日５００円程度で食費は抑え住む場所もホームスティをしていて、
週８０００円程度の家賃で交渉し、大学卒業後は、超極貧生活をしてました。

しかし、私は、ある一冊の本と出合いました。

多くの方もご存知の、『金持ち父さん、貧乏父さん』です。
私は、その本を読んで衝撃を受けました。 
希望がなかった私に１つの大きな兆しが見えるようになったんです。

そして、彼が提案していた『資産を作る事』が重要だと教えてくれたんです。

と言っても、最初から資産を作るなんて無理なんで、 
『まずは、働きながらサイドビジネスで副収入を得る』ために、 
レストランのアルバイトを続け、ネットで副業を開始。

もちろん、資金は非常に乏しかったのであまり資金を必要としない、 
なおかつ、パソコン１台さえあれば世界中どこにいても出来る 
ネットビジネスを選びました。 



最初は何をすれば良いかわからずに、本屋に行って色んな稼ぎ方に関する本を
買いあさり独学で学び、手探り状態で副業を行っていました。 
結果、大半は思ったように売り上げが伸びず大失敗。

思ったように稼げず、反対に労働だけが増ええてき、物凄いストレスとなり 
一度、倒れて病院に入院した事さえあります。

このように、最初の頃は、何をやってもうまくいかない私でした。 
何度も、諦めかけた事さえあります。 

でも、ある時、ネット上で海外の起業家の方が、1億円以上を1人で 
稼ぎだす方法という内容を公開していたんです。

嘘くさ！って感じましたが、その方が配信している情報をくまなく読んでいき、
徐々に、信憑性が高いことを感じて、実際に彼の有料の教材を試しに購入。 
５万ぐらいでしたかね。

当時の私にとっては大金でしたが、金持ち父さんの本が教えてくれた、 

まずは知識に投資する事の大切さを思い出し、 
われをすがる思いでお金を払いました。

そして、彼が教えてくれた方法を勉強して、
それを実践していきました。

もちろん、その後も試行錯誤は続きましたが本質を理解したことで
その後、どうなったかというと・・・



副収入が生み出せるようになったんです！

さらに、その後も勉強を続け、他の方の教材やスクールに参加したりして 
徐々に自分自身のレベルアップを図る事で、それまでお金で苦労していたのが
嘘だったかのように、私の預金口座にはお金がどんどん増えていったのです。 

当時の私を損益計算書と貸借対照表で表すと下記のような感じです。
↓

�

例えば、私の場合はアルバイトをしながらバイト代の一部で教材や本を買って
色々と勉強し知識を身につけていきました。もちろん同時に実践しながらね。

また、なるべく生活費を抑え毎月手元に残るお金を残すようにしました。
それで、知識や作成ソフトなどにお金をつぎ込みました。

ポイントは毎月掛かる費用（生活費）は抑える
負債（借金）等は無くして資産を増やす事を目指す。

そして、最初の頃の資産というのは、あなたの頭の中の
知識と経験を増やす事が最大の資産になるわけです。 



ちなみに、現在私の損益計算書と貸借対照表は下記のような感じになりました
↓↓

�

私の場合は、現在、ネットビジネスからの収入と
不動産からの賃貸収入を得れるようになりました。

また、今でも継続的に知識への投資は続けて、お金を生み出すブログや、 
メルマガを作り、さらにネットで儲けたお金で不動産に投資してます。

私の場合は、起業しているのでこのような感じです。

ただ、副業でネットビジネスをしながら稼ぐなら 
「給料＋ネット副収入」という図式を作る為、まず知識に投資して 
最終的にはお金を生み出すブログやメルマガを作るようにします。 



ネット上の資産を構築する知識への投資
知識への投資！？と言われてもイマイチぴんとこない方も多いと思いますが、 
果たしてそれはどういう意味なのか？

ネットビジネスの場合、これは
 
「ネット上の資産を構築するやり方を学ぶ事」
「最低限必要なツールやネットサービスを購入する事」

特に、ネットビジネス初心者の方は、ネット上の資産を構築する為の 
知識と稼ぐマインドが必要です！

実際、私も最初はロバートキヨサキのセミナーに参加
３日間で４０万円以上もする高額セミナーに参加して
稼ぐ為のマインドを強化してもらいました。

当時、アルバイトしていた頃は、雇われずに稼ぐなんて
本当にできるの？それって特別な人だけじゃないの？
って思っていました。

ただ、そのセミナーに参加してからは、 
成功者の考え方を聞き私の考えは変わりました。

「自分で出来る！稼げる！絶対にやれる！」って思えるようになったんです。
これが実は一番大事なマインドの強化です！

当時、私の周りには成功者なんていなかったし、
バイト先で、「起業して稼ぐ！」なんて言うと、
皆口をそろえて「そんなの無理だよ」って言われました。

そういう声ばかりを聞いていると「やっぱり無理かな」って思いこんでしまい、
結局何もやらずに終わってします。



ただ、成功している人の話や、実践して実際稼いでる人の話を聞く事で、 
「自分にも出来るかも…」って思えるようになるんですね。

そうする事で、目の前あるチャンスを手にする事が出来
なおかつ、稼ぎ方を学んだあとに、それをちゃんと
実践するようになるんです！

結局、初心者の方って実践しない方が多い為、
結局何も出来る終わってしまう・・・　それじゃダメ。

行動を起こす為にも、 
マインドを強化する必要があります。

そして、次に投資したのは、ネットビジネスの教材では、
継続して稼ぐ仕組み（ネット上の資産）を構築する為に
必要な稼ぐ為の専門知識を学びました。

マインドが強化された後、稼ぎ方を学んでも
基礎知識も伴っていないと結局色んな情報を手にしては
何の成果も得れないで終わってしまいます。

初心者の方は、どうしても手っ取り早く稼ぎたい！
って考えを持つ方が多いので、色んな情報に振り回されてしまい 
結局稼げないで終わってしまう方も多いです。

それじゃ一向に、自由を手にする事は出来ません！



大事なのは、多少時間を掛けてでも、
ネット上に資産を構築して稼ぎ続ける仕組みを作る事。

そして、最終的には自由を手にするという
ぶれない気持ちを作り上げる事が大事なんです。

その為には、基礎知識からしっかりと学ぶ事！

基礎を学んだ上で、稼ぎ方のノウハウを手にすれば
ちゃんと成果が出るようになります！



後、もう1つ、ノウハウは、
組み合わせ自分流にアレンジする事も大事です。

ただ単に成功者の方達と、まるっきり同じブログを作るのではなく、 
自分独自のブログを作る事が大切！！

結構、初心者の方で教材や本を購入して稼げないと
「騙された！」って言う方がいますが、それは違います。

ちゃんとした教材を購入して稼げないのは 
プラモデル型のノウハウを多くの方が望んでいるからです。 

成功者の方のやり方を学ぶと言っても、別に
彼らと同じようなサイトやブログを作れ！と言っている
わけではないんです。

説明書が与えられ、その通り作れば皆同じものができる。 
「言われた通りにやれば必ず稼げる仕組み」  

確かにこんなものがあったら、きっと売る方も、買う方も、
全員が幸せになれるでしょう。 

 

でも、残念ながらこんなものは存在しません。
そうではなく教材を購入したら、その方の方法を学び 
自分のアイディアを基にアレンジしていく必要があります。



私自身も、マインドを強化しネット上の資産を構築する
基礎知識を得てからは、稼ぎ方のノウハウを組み合わせ
実践しながら自分なりにアレンジしました。

そうして、ドンドン収入源が膨らみ、月収100万円は 
徐々に達成できるようになったんです。

もちろん、試行錯誤をしながらですよ。

でも、その結果、一番稼げる組合せが見つける事が出来、
他の人とは違う、差別化を図る事が出来る仕組みが出来 
それがお金を生み出す仕組みとなるんです！

結構、「ネットビジネスの副業」というだけで、 
手軽に稼げるって誤解している人が多いです。

 
でも、ちゃんと稼ごうと思ったら、 

マインドを強化して専門知識を学んだ上で 
色んな方のノウハウを組み合わせて
自分なりに工夫しなくちゃ駄目なんですよ！



投資意識を持つ事が重要！
最後に、もう1つ言えるのは、 
投資が出来ない人は稼げない・・・と言う事。

ネットビジネスというと、全て無料で出来ると勘違いしている方が多いですが 
決してそうではありません。

知識やスキルを得るにはどうしてもお金がかかります。
それに、サイト作成ソフト等の必要最低限のツールは必要です。

って言っても、私もそうでした。

最初は全て無料で済まそうとしようとしてたのですが
ありとあらゆる分野で成功している方々のやり方を学び、
実践したからこそ、今は、ネット上稼げるなりました。

また、もう一つ大事のは、最初の頃は特に
稼いだお金の３０～５０％は再度投資に回す
と言う事です。



結構、ネットで稼げたからと言って、直に、
それを使い切っちゃう方っているのですが、それでは、
【自由】を手にする事は出来ません！

本当の【自由】をに手にするにはネット上に資産を作り
それらの資産が稼いでくれるようにする事です。
 
そして、最終的には、稼いだお金をネット以外の分野 
（僕の場合は、不動産や海外の外貨預金）にも投資する。

 
“不労所得”と言ったら胡散臭いですが、そのような 
お金にお金を生み出させる別の仕組みを作り上げる事が 
大事なんです！

その為には、まずは知識とスキルを得る為に投資する。
その後、稼いだお金を再投資して、ネット上の資産を
作り上げていけば良いんです！

ちなみに、初心者の方はマインドを鍛えるのと、
知識を得るため知識へ投資する事！



私以外にも・・・
さて、ここまでご覧になって 
「どうせ上手くいったのは、富田さんだからでしょ？」って言う方もいます。 

ただ、私以外にも資産構築型アフィリエイトで稼ぐ仕組みの作り方等を学び、
実践され人生が大きく変わった方は数多く存在します。 

例えば、サラリーマンとして働いている方で収益が大幅に増えて 
気持ちにもお金にも余裕が出た方は数知れず。 

 

 

彼らの場合は最初、嫌な仕事をしながら会社員として働いていましたが 
私が行ってきたやり方をお伝えして行動した結果、本業以外の収入源が増え 
気持ちに余裕が持てるようになり、その後、好きな仕事に転職。 

中には、会社員を辞めて独立されて自由な人生を謳歌されてる方もいます。 



他にも、シングルマザーとして大変な思いをされてい方も、人生を変えたい！ 
という強い思いで、私のもとにやってきて行動した結果… 

 

また、中にはその後、自分の夢を叶えた方もいます。 
 

彼らも、私と同じように自由な生活に憧れて、それを実現するために 
何をするべきかを明確に示してあげて行動した結果、 
今の人生を手にするようになったんです。 

もちろん、彼らの努力も大きいですよ。 

大きいですが、大事なのは、自分の人生を変えたい！今の状況を何とかしたい！

そう感じた後に、ちゃんと行動した事が大きいです！ 



最後に・・・

ネットビジネスって、他の商売よりは簡単に出来るし
リスクも少ないし稼げる金額も大きいです。

ただ、

コピペで稼げる！とか、何もしないで稼げる！とか
そういう話じゃないんです。

結局は、ネット上の資産を作り上げる
必要があって、その仕組みを手にした時、
本当に稼げるようになり自由を手にする事が出来ます。

楽して稼げるなんて言う甘いイメージを持たずに、
「他の人が運営しているサイト等を真似するだけじゃ、中々稼げない！」 
という事実を認識しておいて下さい。

そうすれば、あなた自身も会社に行かない自由な生き方。
どこでも稼げる人の仕組みを手に入れる事が出来るようになります！

富田貴典



最後に、特別なプレゼントのお知らせです！ 

色々と説明してきましたが、 
「そもそもネットビジネスなんて本当に稼げるの?」 
って思う方もいるでしょう。 
 

そんな方のために、まずは練習として 実際に実践すれば  
5000円～1万円程度であれば稼げる方法を解説した 
秘密の動画講座も無料でプレゼントさせていただきます! 

こちらの秘密のプレゼントの受け取り方は 
 下記のページにご案内がありますよ！ 

https://kaigainet.com/free/ABM-face1.html 

https://kaigainet.com/free/ABM-face1.html

