
Copyright©2012 Office Shonan Coach All Rights Reserved.  1 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

好きなことで、好きなことで、好きなことで、好きなことで、    

副収入を副収入を副収入を副収入を月月月月 10101010 万円万円万円万円稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼ぐ    

５ステップ！５ステップ！５ステップ！５ステップ！    
    
    

〜〜〜〜33330000 代から、自分のビジネスを持つ方法〜代から、自分のビジネスを持つ方法〜代から、自分のビジネスを持つ方法〜代から、自分のビジネスを持つ方法〜    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

オフィス湘南コーチ 代表 

副業・起業支援のあなた商品化プロデューサー 
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著作権侵害にご注意ください！著作権侵害にご注意ください！著作権侵害にご注意ください！著作権侵害にご注意ください！    

 

 

「好きなことで、副収入を月１０万円稼ぐ 5 ステップ」（以下、本書と表記する。）の著作権はオフィス湘南コーチ、及び、鈴木健二に

あります。 

  

・ 本書のすべての内容は、日本の著作権法、及び国際条約によって保護されています。 

  

・オフィス湘南コーチ、及び、鈴木健二が事前に書面をもって許可した場合を除き、本書の一部、または全部を、あらゆるデータ蓄

積手段（印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等）により複製、流用、転載、転売することを固く禁じます。 

  

・ 著作権の侵害につきましては、著作権法第１１９条などの罰則がありますのでご注意下さい。 

  

第１１９条 次の各号のいずれかに該当する者は、５年以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 

  

１．著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者（第３０条第１項（第１０２条第１項において準用

する場合を含む。）に定める私的使用の目的をもって自ら著作物若しくは実演等の複製を行った者、第１１３条第３項の規定により

著作者人格権、著作  権、実演家人格権若しくは著作隣接権（同条第４項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第

１２０条の２第３号において同じ。）を侵害する行為とみなされる行為を行った者、または第１１３条第５項の規定により著作権若しく

は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。） 

  

２．営利を目的として、第３０条第１項第１号に規定する自動複製機器を著作権、出版権または著作隣接権の侵害となる著作物ま

たは実演等の複製に使用させた者。 

 

    

    

    

        

著作権者：オフィス湘南コーチ 

〒253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北 1-5-43 
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本書の使用に関する同意書本書の使用に関する同意書本書の使用に関する同意書本書の使用に関する同意書    

 

 

本同意書は、本書を購入した個人または法人（以下、甲と称す）とオフィス湘南コーチ、及び、鈴木健二（以下、乙を称す）との間

で、本書の使用に関する一切の関係に適用します。 

  本書を甲が受け取り、パッケージを開封した場合には、本同意書に記載されたすべての事項に同意したものとみなします。 

  

第１条 （本同意書の目的） 

 甲は、本同意書に基づき、乙が著作権を有する本書に含まれる情報（ノウハウ、テクニック等）を使用することができます。 

第２条 （知的財産侵害の禁止） 

 甲は、本書に関するすべての知的財産権が乙に帰属することを承諾し、その権利を侵害しないことを約します。甲は、乙の書面

による事前許可が得られない場合は、以下の行為を行ってはいけません。特に本書を他者に貸与、譲渡、販売、公開することを

固く禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社及び関連組織（販売店、代理店等）においてのみ、本書に関する情報を使用でき

るものとします。 

 （１）本書の複製、転写、転載、改ざん、部分使用 

 （２）本書の内容の一部または全部に関する出版、講演、広報活動 

 （３）本書の内容に関して取材を受ける行為 

 （４）本書の内容に関して不特定多数人に告知する行為 

 （５）その他、前各号に該当するおそれのある行為、またはこれに類する行為 

第３条 （損害賠償） 

 甲が本同意書の第２条に違反した場合、甲は乙に対し、その違約金として、違反件数と販売価格を乗じたものの１０倍の金額を

払うものとします。また、甲が本同意書に反した行為、または不正、違法な行為によって乙に損害を与えた場合は、甲は乙に対し

損害賠償の請求を行うことができるものとします。 

第４条 （責任の範囲） 

 乙は、甲に対し、本書の情報の使用により発生した一切の損害について責任を負わないものとし、損害賠償の義務もないものと

します。 

第５条 （本同意書の変更） 

 乙は、本同意書の内容をいつでも変更、追加、削除できるものとし、文書、電子メールによるお知らせなど乙が適当と考える方

法により甲に通知します。本同意書の内容の変更がなされたことの通知を甲が受け取った後に、甲が本書の使用を継続する場合

は、本同意書の変更を承諾したものとみなします。 

第６条 （裁判管轄） 

 本同意書に関して訴訟の必要が生じた場合には、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    
    

はじめまして。オフィス湘南コーチ 代表の鈴木健二です。 

  

この度は、【好きなことで月１０万円稼ぐ 5 ステップ】をご覧いただき、ありがとうございます。 

 

鈴木は、クライアント自身のなかにある、““““好き好き好き好き””””    やややや    ““““得意得意得意得意””””    といった目に見えないものといった目に見えないものといった目に見えないものといった目に見えないもの    を 

商品化・サービス化する、 “あなた商品化コーチ” として、多くのクライアントの支援をしてきました。 

  

そんな中で、副業・起業を目指す会社員の皆さんにとって、副業・起業に向けて、活動を 『スタートする

前』 と 『スタートした後』 に、ハードルとなっていることが “5 つ” あることに気がつきました。 

  

その 5 つのハードルはなにか？ 

そして、そのハードルを乗り越えるためには、何をすればいいのか？ 

そうした点を具体的にお伝えするのが、本教材です。 

  

それらのハードルの存在・超え方を知ることで、 

●●●●“お金”“お金”“お金”“お金”    とととと    “時間”をかけずに“時間”をかけずに“時間”をかけずに“時間”をかけずに、、、、副業・起業副業・起業副業・起業副業・起業の準備する方法の準備する方法の準備する方法の準備する方法    

●お客さんから欲しいと言われるサービス・商品設計ができる●お客さんから欲しいと言われるサービス・商品設計ができる●お客さんから欲しいと言われるサービス・商品設計ができる●お客さんから欲しいと言われるサービス・商品設計ができる方法方法方法方法    

●●●●集客、売上集客、売上集客、売上集客、売上が安定するようになるが安定するようになるが安定するようになるが安定するようになる方法方法方法方法    

が手に入ります。 

  

ハードルが 5 つもあるのか・・・ と思われますか？ 

安心してください。その 5 つのハードルは、誰でも超えられる方法があります。もっと言えば、多くの方が、

ハードルと思われているだけで、実際には存在しない、幻想のようなハードルもあるぐらいです。 

  

ぜひ、本教材で、5 つのハードルと、その超え方を理解し、副業・起業への具体的な一歩を踏み出してく

ださい！ 

    

    

オフィス湘南コーチ 代表 

副業・起業支援のあなた商品化プロデューサー 

鈴木健二 
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ステップ１ステップ１ステップ１ステップ１    

ビジネスアイデアビジネスアイデアビジネスアイデアビジネスアイデアがないがないがないがない    

あなたへあなたへあなたへあなたへ    
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ビジネスアイデアはビジネスアイデアはビジネスアイデアはビジネスアイデアは必ず“あなたの中”にあ必ず“あなたの中”にあ必ず“あなたの中”にあ必ず“あなたの中”にあります！ります！ります！ります！    

 

「副業・起業をしたいけど、何ができるか分からない、、、」 

「可能性の高いビジネスアイデアがあれば、教えてください」 

  

鈴木がお会いする、副業・起業を目指している会社員の方から、 

最初に相談されることが多いのは、こうした質問です。 

  

本書を読んでいただいているということは、 

あなたもそんな悩み・想いをお持ちかもしれませんね。 

  

結論からお伝えします。 

鈴木は、20 才以上で、自分の中にビジネスの種がない、 

という方とお会いしたことがありません。 

  

あなたが現在、既に 20 才以上であれば、必ず、 

ビジネスの種になることが、あなた自身の中にありますあなた自身の中にありますあなた自身の中にありますあなた自身の中にあります。 

  

しかも、多くの場合は、 

●あなたの好きなこと 

●あなたの得意なこと 

の中にこそ、隠れています。 

  

今、ビジネスアイデアを探しているなら、 

「自分の中にビジネスの種がない」 

のではなく、 

「自分の中のビジネスの種の見つけた方が分からない」 

と、正しく認識正しく認識正しく認識正しく認識してください。 

 

「自分の中にない」と考えていたら、ビジネスアイデアを、自分の外に求めてしまいます。 

「見つけ方が分からない」と認識すれば、「自分の中から探す方法」を考えるようになります。 

この認識の違いは、あなたの人生の質を決めるあなたの人生の質を決めるあなたの人生の質を決めるあなたの人生の質を決める ほど、大きな違いになってきます。 
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ビジネスになるものと、ならないものの違いは何か？ビジネスになるものと、ならないものの違いは何か？ビジネスになるものと、ならないものの違いは何か？ビジネスになるものと、ならないものの違いは何か？    

 

ビジネスアイデアを探されているあなたに、１つ質問があります。 

そもそも、ビジネスになるもの、と、ビジネスにならないものの違いは、どこにあると思われますか？ 

この先を読み進む前に、ちょっと考えてみてください。 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

考えてみましたか？ 

 

 

ビジネスになるものと、ならないものの違いの定義は人によって様々だと思いますが、 

鈴木はこう考えています。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

人が「時間」「時間」「時間」「時間」と「お金」「お金」「お金」「お金」をかけてでも、 

手に入れたいものを提供しているかどうか 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

どんなに『良いこと』や『良いもの』を提供していても、人が「お金」「時間」をかけて手に入れたいものでな

ければ、喜ばれるボランティアになっても、ビジネスにはなりません。 

 

さて、それでは、あなたの中からビジネスの種を見つける、大きなヒントになる質問をします。 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

あなたが、ここ 2〜3 年の間で、もっとも 

「お金」か「時間」、もしくはその両方を「お金」か「時間」、もしくはその両方を「お金」か「時間」、もしくはその両方を「お金」か「時間」、もしくはその両方を    

かけたものはなんですか？ 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
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それは、仕事に関係することかもしれません。 
プライベートなことに関することかもしれません。 
趣味や家族関係、友人関係、恋人関係などかもしれません。 
 
 
ビジネスになるかならないか、という観点を一度、忘れて考えてみるのがポイントです。 
自分にとって、良いことだったか、悪いことだったか、という観点も忘れてください。 
 
人によっては、辛いリハビリや、離婚のゴタゴタなどかもしれません。 
 
 
先ほど、ビジネスになるかどうかのポイントは、 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

人が「時間」「時間」「時間」「時間」と「お金」「お金」「お金」「お金」をかけてでも、 

手に入れたいものを提供しているかどうか 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 
です、とお伝えしました。 
 
 
 
あなたが、ここ 2〜3 年の間に、「時間」と「お金」をかけて手に入れたものならば、 
2222〜〜〜〜3333 年前のあなたと同じ状況の方年前のあなたと同じ状況の方年前のあなたと同じ状況の方年前のあなたと同じ状況の方であれば、その経験・知識・ノウハウを、 
「時間」と「お金」をかけてでも手に入れたい、と思っているはずです。 
 
 
ぜひじっくり考えてみてください。 
理想は、 
●あなたが好きでやっていること 
●誰にも強制されずにやっていること 
です。 
 
 

好きなこと。得意なこと。をビジネスのコアにするのは、非常に大切です。 

副業・起業を目指す場合は特にです。 

残念ながら、副業・起業をスタートして、一度も失敗せずに、右肩上がりに成長し続ける、ということは、

ほぼありえません。また、副業であれば、普段の仕事が忙しい中で時間を作って手がけるわけです。 

 

失敗したときや、忙しいときに、気持ちが折れずに続けるためにも、あなたの好きなこと・得意なことをビ

ジネスのコアにして、やりがいを感じながら、楽しんで取り組むやりがいを感じながら、楽しんで取り組むやりがいを感じながら、楽しんで取り組むやりがいを感じながら、楽しんで取り組む    必要があるのです。 

もっと言えば、そうでなければ、成功まで続かない可能性が高いでしょう。 

好きなこと・得意なことをビジネスにするのは、成功するための大切な条件なのです。 



Copyright©2012 Office Shonan Coach All Rights Reserved.  10 
 

    

    

    

ステップ２ステップ２ステップ２ステップ２    

ビジネスはビジネスはビジネスはビジネスはお金お金お金お金がないとがないとがないとがないと    

できないのか？できないのか？できないのか？できないのか？    
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副業・起業準備にいくら必要なのか？副業・起業準備にいくら必要なのか？副業・起業準備にいくら必要なのか？副業・起業準備にいくら必要なのか？    

 

以前、副業・起業を目指されている方たちに、 

「副業・起業を考える際に、ハードルになっていることはなんですか？」 

とアンケートをとったことがあります。 

 

その際に、多かった回答の１つは、 

「副業・起業をスタートするための、資金がない」 

というものでした。 

 

 

お金が欲しいから、副業・起業をスタートしたいのに、 

そのためのお金がない、というジレンマ・・・・。 

 

 

あなたはいかがでしょうか？ 

そんな風に考えられたことはありませんか？ 

 

 

では、ここで質問です。 

 

●副業・起業をスタートするためにいくら必要か副業・起業をスタートするためにいくら必要か副業・起業をスタートするためにいくら必要か副業・起業をスタートするためにいくら必要か、計算したことはありますか？ 

●手持ち資金と比較して、いくら足りないのかいくら足りないのかいくら足りないのかいくら足りないのか、計算したことはありますか？ 

 

この問題についても、アンケートで質問したのですが、 

「資金の問題がある」 と答えた方の中で 「計算をしたことがある」 と回答されたのは、1 割以下でした。 

 

多くの方は、「資金が足りない」 「自分には資金がない」 と思いながらも、実際にいくらかかって、いくら

足りないのか、について明確には分かっていない、といえそうです。 

※ビジネスアイデアを探されている方が多いのですから、何にお金がかかるかは分からないのは、当たり前かもしれません。 

 

もちろん、どんなビジネスを志すのか、によっても変わってきますが、 『小さく初めて、少しずつ大きくし

ていく』 ことが基本です。 

そうすれば、あなたが心配しているほど、最初から大きなお金は必要ありません。 
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借金をして、副業・起業をスタートしますか？借金をして、副業・起業をスタートしますか？借金をして、副業・起業をスタートしますか？借金をして、副業・起業をスタートしますか？    

 

起業塾のようなところで、しっかりとビジネスモデルを作り上げ、会社の退職時期まで決めたものの、 

そのビジネスモデルへと踏み出す決意がつかない、と鈴木に相談にこられ、 

クライアントになった方がいらっしゃいます。 

その方が抱えていた課題は、起業塾で作ったビジネスモデルに現実性がない、 

ということではありませんでした。 

 

ネックは、初期費用ネックは、初期費用ネックは、初期費用ネックは、初期費用。 

そのビジネスモデルに従えば、最初に 2000200020002000〜〜〜〜3000300030003000 万円の資金万円の資金万円の資金万円の資金が必要になります。 

 

しかも、従業員を 2〜3 名雇い、事務所も必要になるので、月々のランニングコストも相当かかります。 

もちろん、ビジネスモデルはしっかりとしているので、銀行や起業支援の公的機関で相談すれば、 

実際に借りることができるかもしれません。 

 

しかし、経営の経験がない中で、最初から 2000〜3000 万円の借金をすることや、従業員・事務所といっ

た固定費を抱えてスタートすることに、その方は、リアリティリアリティリアリティリアリティや自信や自信や自信や自信を持てなかったを持てなかったを持てなかったを持てなかったのです。 

 

あなたはいかがですか？ 

しっかりとしたビジネスプランができたのなら、数千万円の借金と、月々数十万円（100 万円以上？）のラ

ンニングコストを抱えて、ビジネスをスタートできそうですか？ 

 

戸惑いを持たれる方、一歩をためらう方も、多いのではないでしょうか？ 

鈴木なら、思いっきり、ためらいます(笑)。 

 

これは能力の問題ではなく、順番の問題能力の問題ではなく、順番の問題能力の問題ではなく、順番の問題能力の問題ではなく、順番の問題です。 

小さいところからスタートして、少しずつ大きくしていく。そして、将来的に事務所を借りて、従業員を雇う

という順番であれば、やってみたい、という方も多いはずです。 

 

 

「副業・起業をスタートするために、資金が足りないから、スタートできない」のではなく、 

「資金「資金「資金「資金をかけないをかけないをかけないをかけないビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」    をををを考え考え考え考えるるるるという選択肢が大切なのです。 
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あなた商品化、というスモールビジネスあなた商品化、というスモールビジネスあなた商品化、というスモールビジネスあなた商品化、というスモールビジネス    

 

では、お金をかけずに、どうやってスタートするのか？ 

鈴木がオススメしているのは、“あなた商品化”“あなた商品化”“あなた商品化”“あなた商品化”です。 

 

あなた商品化とは、 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

現在のあなたの、現在のあなたの、現在のあなたの、現在のあなたの、    

経験や知識・スキルをベースに経験や知識・スキルをベースに経験や知識・スキルをベースに経験や知識・スキルをベースに    

ビジネスを構築すること。 

主に、知恵・スキルを販売します 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

あなた商品化の例としては、 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

・結婚式ムービー制作 

・手づくりカバン販売 

・バイクツーリングDVD 

・コーチング 

・手づくり靴販売 

・料理教室 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

などが、挙げられます。 

 

どれも、その時の自分が出来ることをベースにして構築・スタートしています。 

趣味がベースになっている場合も少なくありません。 

 

学生であれば、自分の受験勉強をベースに家庭教師などが出来るかもしれません。 

子育てを終えた主婦の方なら、子育てが楽になるポイントを教えることができるかもしれません。 

 

あなたなら、何をベースにできそうですか？ 

ぜひ考えてみてください。 
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何よりも、自分の知恵・スキルをベースにした、“あなた商品化”ならば、 

初期投資はほとんどかかりません。 

 

一般的に副業・起業に資金がかかると考えられるものは、下記のようなものです。 

・商品（在庫） ・オフィス ・人件費 ・交通費 ・光熱費 

・通信費 ・名刺 ・ホームページ ・ブログ ・集客（宣伝・販促） 

 

あなた商品化であれば、 

【商品（在庫）】 

自分の知恵・スキルなどが商品なので、基本的に在庫は不要 

 

【オフィス】 

自宅の一角や、カフェ・ファミレスなどで、まずは十分です 

 

【人件費】 

かかりません。手伝ってもらうとしたら、家族・友人など、お金を抑えられる人を選びましょう 

 

【光熱費、通信費】 

自宅で使っているものが使えます 

 

【ホームページ、ブログ】 

数万円〜数十万円かかることもありますが、無料でできることも少なくありません 

ビジネスによっては、不要なケースもあります 

 

【集客（宣伝・販促）】 

SNS などの発達で、無料〜低コストでやれることもあります 

 

 

お金がかかることを心配するよりも、かけない方法を取り入れていくことが大切なのです。 
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ステップ３ステップ３ステップ３ステップ３    

時間時間時間時間がないがないがないがないからからからから    

準備ができない準備ができない準備ができない準備ができない？？？？    
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副業・起業準備に、どれくらい時間がかかるのか？副業・起業準備に、どれくらい時間がかかるのか？副業・起業準備に、どれくらい時間がかかるのか？副業・起業準備に、どれくらい時間がかかるのか？    

 

ステップ 2 の中で、以前、副業・起業を目指されている方たちに、 

「副業・起業を考える際に、ハードルになっていることはなんですか？」 

とアンケートをとった、とお伝えしました。 

 

その際に、お金と同じぐらい多かった回答は、 

「副業・起業の準備のための時間がない」 

というものでした。 

 

会社勤めをしていれば、残業だってあるでしょうし、通勤時間も取られます。 

土日などに休日出勤もしている、という方も少なくないかもしれません。 

 

では、ここで再度、質問をさせていただきます。 

 

●副業スタートに必要な時間がどれくらいか副業スタートに必要な時間がどれくらいか副業スタートに必要な時間がどれくらいか副業スタートに必要な時間がどれくらいか、計算したことはありますか？ 

●１日何分（何時間）なら、時間が作れるか１日何分（何時間）なら、時間が作れるか１日何分（何時間）なら、時間が作れるか１日何分（何時間）なら、時間が作れるか、計算したことはありますか？ 

 

実は、この質問もアンケートで聞いていたのですが、「資金の問題」同様、「計算をしたことがある」と回答

されたのは、1 割以下でした。 

 

少し考えてみてください。 

1 日 1 時間、時間をとって、3 ヵ月間取り組んだら、90 時間になります。 

週末だけ 1 日 2 時間にしたとして、3 ヶ月取り組めば、およそ 115 時間になります。 

 

それだけ時間があれば、いろいろなことができそうだと思いませんか？ 

 

でも、、、、 

 

「そんなことは、お前に言われなくても分かっているよ。 

毎日疲れているし、家族サービスなんかもしなくちゃいけないし、 

肉体的にも精神的にも、そんな余裕がないんだよ！肉体的にも精神的にも、そんな余裕がないんだよ！肉体的にも精神的にも、そんな余裕がないんだよ！肉体的にも精神的にも、そんな余裕がないんだよ！」 

 

そんな声（本音？）が聞こえてきそうですね(笑)。 
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問題の本質は時間の有無問題の本質は時間の有無問題の本質は時間の有無問題の本質は時間の有無ではないではないではないではない？？？？    
 

「肉体的にも、精神的にも余裕がないんだよ！」 と思われたとしたら、 

「問題の本質は、時間の有無ではない」 と認められた、ということになります。 

 

ということは、モチベーションの問題でしょうか？ 

確かにモチベーションは大切です。 

でも、モチベーションが高ければいい、というのは、幻想でしかありません。 

 

子供の頃、好きだった遊びを思い出してみてください。 

友だちと野球をすること？ 漫画を読むこと？ TV ゲーム？ 

 

好きな遊びをする時に、モチベーションについて考えたことはありますか？ 

断言しますが、遊ぶときにモチベーションを考えたことはないはずです。 

 

●やらされているとき●やらされているとき●やらされているとき●やらされているとき    

●意味を感じていないとき●意味を感じていないとき●意味を感じていないとき●意味を感じていないとき    

●優先順位が低いとき●優先順位が低いとき●優先順位が低いとき●優先順位が低いとき    

などに、人はモチベーションを上げて取り組もう、とするものです。 

 

ビジネスアイデアを見つける方法の説明の中で、 

「好きなこと」「得意なこと」をベースにすることが大切、とお伝えしました。 

 

好きなことや、やっていて楽しいと思えることであれば、 

多少疲れているときにでも、取り組めるはずです。 

むしろ、『取り組みたい！』と思って時間を作るようになるのが自然かもしれません。 

 

副業が忙しい時期に、2 日間連続で徹夜をした、というクライアントさんがいました。 

でもそのクライアントさんは、 

「会社の仕事中は眠くて早く帰りたかったけど、 

徹夜をしていることは全く辛くないし、むしろ楽しかった徹夜をしていることは全く辛くないし、むしろ楽しかった徹夜をしていることは全く辛くないし、むしろ楽しかった徹夜をしていることは全く辛くないし、むしろ楽しかった。 

今後は、徹夜しなくていいように、副業の進め方を調整しようとは思いましたけど(笑)」 

と楽しそうに話してくれました。 

これが、好きなことで、副業・起業することの本当の意味です。 

 

時間がない？ 

肉体的にも、精神的にもしんどい？ 

モチベーションがない？ 

 

そんなこと、全く問題ありません。 

好きなことを副業にしたらいいだけ好きなことを副業にしたらいいだけ好きなことを副業にしたらいいだけ好きなことを副業にしたらいいだけですから！ 
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逃げ逃げ逃げ逃げらららられない、残酷な現実れない、残酷な現実れない、残酷な現実れない、残酷な現実    
 

インターネットで、こんなデータを見つけました。 

 

●●●●2011201120112011 年サラリーマンのお小遣い調査年サラリーマンのお小遣い調査年サラリーマンのお小遣い調査年サラリーマンのお小遣い調査    

    
2009200920092009 年年年年 4444 月月月月    2010201020102010 年年年年 4444 月月月月    2011201120112011 年４月年４月年４月年４月    

20202020 代代代代    45,60045,60045,60045,600 円円円円    44,50044,50044,50044,500 円円円円    41,40041,40041,40041,400 円円円円    

30303030 代代代代    47,30047,30047,30047,300 円円円円    40,10040,10040,10040,100 円円円円    34,20034,20034,20034,200 円円円円    

40404040 代代代代    43,20043,20043,20043,200 円円円円    38,50038,50038,50038,500 円円円円    33,50033,50033,50033,500 円円円円    

50505050 代代代代    46,20046,20046,20046,200 円円円円    39,40039,40039,40039,400 円円円円    36.90036.90036.90036.900 円円円円    

年代別・世代別の平均お小遣い（昼食代込み）  ※新生銀行グループ調べ 

 

これは、2009 年から 3 年間にわたり、新生銀行が、全国の男女 2000 人以上を対象にアンケート調査を

行い、サラリーマンの年代別・世代別の平均のお小遣い額を算出したものです。 

 

細かい数字は、じっくり見ていただければと思いますが、ポイントは下記の通りです。 

●年代が進むほど、お小遣い額が減っている 

2009 年より 2010 年。2010 年より 2011 年と、世代を問わず、金額が下がっていく。 

世界経済・日本経済の動向と連動していると思われる。 

 

●世代が進むほど、お小遣い額が減っている 

20 代よりも 30 代。30 代よりも 40 代と、金額が下がっていく。 

結婚、出産、子供の進学などにともない、自由になるお金が少なくなり、子供が自立（高校・大学卒業）する 50 代になると、少し余

裕が出るため、お小遣い額が上がると思われる。 

 

一般的な見方をすれば、多くの人にとっては、 

年代が進み、世代が進めば、いまよりも自由になるお金が減っていくいまよりも自由になるお金が減っていくいまよりも自由になるお金が減っていくいまよりも自由になるお金が減っていくことを意味しています。 

恐らく、自由になる時間も、この傾向と大きくは変わらないはずです。 

 

さて、あなたは、この一般的な傾向に当てはまらない状態ですか？ 

もしも、当てはまっているとしたら、現状の 『お金』 と 『時間』 の問題は、 

１年経っても、2 年経っても、変わらないどころか、更に厳しくなるかもしれません。 

少し余裕ができる少し余裕ができる少し余裕ができる少し余裕ができる 50505050 代まで、待てますか？代まで、待てますか？代まで、待てますか？代まで、待てますか？    



Copyright©2012 Office Shonan Coach All Rights Reserved.  19 
 

    

    

ステップステップステップステップ 4444    

副業・起業副業・起業副業・起業副業・起業への最大の壁への最大の壁への最大の壁への最大の壁！？！？！？！？    

セールスセールスセールスセールスへの抵抗感の外し方への抵抗感の外し方への抵抗感の外し方への抵抗感の外し方    
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あなたが、最初にあなたが、最初にあなたが、最初にあなたが、最初に    
FXFXFXFX・株・不動産投資・アフィリエイトを・株・不動産投資・アフィリエイトを・株・不動産投資・アフィリエイトを・株・不動産投資・アフィリエイトを検討した検討した検討した検討した理由理由理由理由    

 

会社員の方が、副収入を考えたときに、最初に候補として頭に浮かべるもの。 

それは・・・ 

・FX ・株 ・不動産 ・アフィリエイト ・ヤフーオークション ・セドリ 

などではないでしょうか？ 

 

ちなみに、鈴木がロバートキヨサキ氏の 「金持ち父さん・貧乏父さん」 を読んで、最初に考えたのは、

「株」 と 「不動産」 でした。当時は、ビジネスを持つ、という選択肢が、 

自分から最も遠いところにあり、非現実的な自分から最も遠いところにあり、非現実的な自分から最も遠いところにあり、非現実的な自分から最も遠いところにあり、非現実的なものものものもの    と考えていました。 

たった 3 年ほど前の状態です。 

 

あなたはいかがですか？ 

恐らく、同じ、もしくは、似たような思考プロセスではないでしょうか？ 

 

理由は、今までに取り上げてきた 「ビジネスアイデア」 「お金」 「時間」 の問題かもしれません。 

が、、、、、、。 

 

 

最大のポイントは、違うところにあります。 

あたなは自覚していないかもしれませんが、 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

自分の商品・サービスを人に買ってもらうこと、 

一言で言えば、“セールスへの抵抗感”“セールスへの抵抗感”“セールスへの抵抗感”“セールスへの抵抗感”  

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

が、一番の理由です。 

 

 

この抵抗感は、既に独立・起業された方でも、持っている場合があります。 

 

逆に言えば、「営業経験があるし、その点は心配ないけどね」 と思われるとしたら、 

あなたはビジネスで成功する可能性が高く、 

ほかの人と比べてアドバンテージを持っているといえます。 
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誰でも、セールスが快感になるポイント誰でも、セールスが快感になるポイント誰でも、セールスが快感になるポイント誰でも、セールスが快感になるポイント    

 

セールスへの抵抗は鈴木にもあった、とお伝えしました。 

既に、独立・起業された方でも、持っている場合がある、ともお伝えしました。 

 

鈴木のクライアントで、これから副業・起業を目指す、という方でも、 

セールスへの抵抗感が、最大のハードルになっていた方もいます。 

 

ということは、セールスへの抵抗感は、あるのが当たり前なのでしょうか？ 

 

 

「金持ち父さんシリーズ」のロバート・キヨサキ氏も、「ユダヤ人大富豪の教え」の本田健氏も、 

その著書の中で、「セールスの能力ほど、あなたをお金持ちにしてくれるものはない」「セールスの能力ほど、あなたをお金持ちにしてくれるものはない」「セールスの能力ほど、あなたをお金持ちにしてくれるものはない」「セールスの能力ほど、あなたをお金持ちにしてくれるものはない」と言っています。 

 

 

では、あなたがセールスと聞いて、イメージするのは、A と B のどちらですか？ 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

A、セールス ＝ 相手を選ばず押し売りをする 

B、セールス ＝ 相手に必要なもの、得するものを紹介する 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

A が、あなたのイメージに近いとしたら。 

セールスへの抵抗感があるのが当たり前です。 

むしろ、ないとしたら、周囲に迷惑をかけてしまうかもしれません(笑)。 

 

B だとしたら？ 

セールスの抵抗感は、相当低くなるのではないでしょうか？ 

もっといえば、 

●自信をもってセールスができるようになる●自信をもってセールスができるようになる●自信をもってセールスができるようになる●自信をもってセールスができるようになる    

●むしろ、早く人に紹介したくなる●むしろ、早く人に紹介したくなる●むしろ、早く人に紹介したくなる●むしろ、早く人に紹介したくなる 

ことの方が自然かもしれません。 

 

 

例えば、、、 

 

どこにでも売っているペットボトルの水を、道を歩いている人に 1000100010001000 円円円円で売ってきてください、 

と言われたら、抵抗があるのが普通です。 

これは言ってみれば、A の 「セールス ＝ 相手を選ばず押し売りをする」 の状態。 
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しかし、どこにでも売っているペットボトルの水を、1000 円で、 

水を求めて水を求めて水を求めて水を求めて 2222 日間、砂漠をさまよっている人日間、砂漠をさまよっている人日間、砂漠をさまよっている人日間、砂漠をさまよっている人に、売ってきてください、 

と言われたら、いかがでしょうか？ 

中には、「もっと高く売れるのでは？」と思う方もいらっしゃるかもしれません。 

これは言ってみれば、B の 「セールス ＝ 相手に必要なもの、得するものを紹介する」 の状態です。 

 

 

あなた商品化の最大のポイントの１つは、 

自分で、商品・サービスの内容と、価格を決められることにあります。 

 

あなた自身が、 

「この内容で、この価格だったら、絶対にお得だ。というか、買わなきゃ損だよ買わなきゃ損だよ買わなきゃ損だよ買わなきゃ損だよ」 

と思えるものを、商品・サービスにすることができるのです。 

 

いかがですか？ 

あなたが、心から 

「この内容で、この価格だったら、絶対にお得だ。というか、買わなきゃ損だよ」 

と思えるものができたら、人に紹介すること、セールスすることに抵抗はありそうですか？ 

 

そんな商品・サービスができたら、抵抗はなくなるかも、と思った方が多いと思います。 

 

でも、「そもそも、自分の場合、そんな商品やサービスができるのかな・・・」と思われますか？ 

絶対に出来ます絶対に出来ます絶対に出来ます絶対に出来ます。 

 

鈴木のクライアントの多くが、「〇〇の体験・知識はあるけど、人には売れないと思う」 

というところからスタートします。 

 

しかし、鈴木とのセッション（打ち合わせ）の中で、 

いかに付加価値を付けて、ターゲットに届けるか、を考えていくと、 

「これなら売れる気がする」「これなら売れる気がする」「これなら売れる気がする」「これなら売れる気がする」    

「１万円で売りたいと思っていたけど、「１万円で売りたいと思っていたけど、「１万円で売りたいと思っていたけど、「１万円で売りたいと思っていたけど、5555 万円でも安いと思える」万円でも安いと思える」万円でも安いと思える」万円でも安いと思える」    

といった状態になります。 

 

ご理解いただきたいのは、どんな経験や知識にでも、付加価値の付け方や見せ方で 

自信を持って自信を持って自信を持って自信を持って人からお金を出してもらえる人からお金を出してもらえる人からお金を出してもらえる人からお金を出してもらえるサービスにする方法・ポイントがある、ということです。 

ステップ 5 では、その考え方のヒントをお伝えします。 
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ステップステップステップステップ 5555    

相手から欲しいと手を挙げてもらう相手から欲しいと手を挙げてもらう相手から欲しいと手を挙げてもらう相手から欲しいと手を挙げてもらう    

商品・サービスの作り方商品・サービスの作り方商品・サービスの作り方商品・サービスの作り方    
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“何を売るか”よりも、““何を売るか”よりも、““何を売るか”よりも、““何を売るか”よりも、“誰誰誰誰に売るか”に売るか”に売るか”に売るか”    

 

全米Ｎｏ１マーケッターとして知られ、今では常識となった近代マーケティングの手法の数々を公式化し

た人物、と言われるジェイ・エイブラハムが、こんなことを言っています。 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

レストランを開業するのに一番重要なことは、 

立地でも、シェフでも、機材でも、レシピでもない。 

『飢えたお客』がいることだ『飢えたお客』がいることだ『飢えたお客』がいることだ『飢えたお客』がいることだ。 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

自分のサービスや商品に、お金を出してもらうための、大切な第一歩は 

まさに、「飢えたお客」を探すこと、です。 

 

絶品料理を作ったとしても、「食べたばかりで満腹」、という人に 

料理を提供することは、なかなか難しいものです。 

 

逆に、多少まずい料理だったとしても、 

「何日も食事していなくて空腹」、という人なら、気にせずにお金を出すはずです。 

 

 

●相手から欲しい、と手をあげてもらう 

●自信をもって自分の商品・サービスを、紹介・セールスする 

そのどちらのためにも、非常に大切な一歩は、 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

その商品・サービスが欲しい、と言ってくれるお客さんが 

“どんな人” で、 “どこにいる” のかを考えること 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

です。 

 

 

この基本を忘れて、セールスのテクニックなどに走ると、なかなか結果が出ず、 

精神的にも、肉体的にもつらい思いをすることになります。 
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理想の顧客の探し方理想の顧客の探し方理想の顧客の探し方理想の顧客の探し方    

 

では、あなたの商品・サービスを欲しい、と言ってくれる方が 

どこにいるのか？ どんな人なのか？ 

の考え方をお伝えします。 

 

これは、実際に鈴木がクライアントと一緒に行う手法の１つです。 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

1、 理想の顧客を決める 

2、 理想の顧客の社会的ドメインを考える 

3、 理想の顧客の心理的ドメインを考える 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

これが、考え方の順番ですが、これだけ読んでいただいても、 

理想の顧客？ 社会的ドメイン？ 心理的ドメイン？ 

という感じですよね。詳細をご説明します。 

 

 

1、 理想の顧客を決める 

あなたの商品・サービスを喜んで使ってくれそうな方をイメージしてみてください。 

ベストなのは、顔と名前までイメージできることです。 

 

“あなた商品化” でのビジネス構築であれば、 

過去（2〜3 年前）のあなた自身が、最初の理想の顧客になります。 

 

 

2、 社会的ドメインを考える 

社会的ドメインとは、履歴書に書くようなこと、と考えるとイメージしやすいと思います。 

・年齢 ・学歴 ・家族構成 ・居住地 ・勤務地 ・最終学歴 ・年収 ・役職 などです。 

 

 

3、 心理的ドメインを考える 

心理的ドメインとは、面接で聞かれるようなことです。 

・性格 ・悩み ・希望 ・現状の不満 ・課題 ・欲しいもの ・辞めたいこと など 
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人間を動かす、たった人間を動かす、たった人間を動かす、たった人間を動かす、たった 2222 つの理由つの理由つの理由つの理由    

 

人間が行動をする理由は、2 つしかない、と言われています。 

ご存知ですか？ 

 

フロイト曰く、 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

「人間は、“痛み”“痛み”“痛み”“痛み” を 避けて、 “快楽”“快楽”“快楽”“快楽” を求める」 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

これが、人間の行動の源泉です。 

 

ご紹介した理想のターゲットを考える順番の 3 番目。 

心理的ドメインを考える、というのは、まさに 

理想のターゲットの “痛み” と “快楽” を見つけ出すために行います。 

 

心理的ドメインで、“痛み” と “快楽” が見えてきたら、その 

“痛み”“痛み”“痛み”“痛み”を解決する商品を解決する商品を解決する商品を解決する商品や、“快楽”“快楽”“快楽”“快楽”を提供するサービスを提供するサービスを提供するサービスを提供するサービスなどが見つかれば、 

“相手から欲しいと言ってもらえる、商品・サービス”“相手から欲しいと言ってもらえる、商品・サービス”“相手から欲しいと言ってもらえる、商品・サービス”“相手から欲しいと言ってもらえる、商品・サービス” ができた、といえるのです。 

 

リアリティのある “痛み” と “快楽” （心理的ドメイン）を見つけ出すためには、 

リアリティのある、理想のターゲットの状況 （社会的ドメイン）を考えることが欠かせません。 

なぜなら、人間の心理的な “痛み” と “快楽” は、その人の置かれた環境から出てくるからです。 

 

そして、リアリティのある、社会的ドメインを考えるためには、 

リアリティのある理想のターゲットイメージが必要なのです。 

 

ターゲティングの第一歩である、あなたの理想のターゲットが誰なのか？ 

まずは、そこからじっくり考えてみてください。 

最初は難しく思えるかもしれませんが、これは才能ではなく、 

スキルの問題なので、取り組むことでできるようになります。 

 

練習する場合は、まずは過去のご自分をベースに考えてみる過去のご自分をベースに考えてみる過去のご自分をベースに考えてみる過去のご自分をベースに考えてみることと、 

理想のターゲットを決める ⇒ 社会的ドメイン ⇒ 心理的ドメイン の順番を守る順番を守る順番を守る順番を守ることがポイントです。 
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さぁ、実際に売ってみよう！さぁ、実際に売ってみよう！さぁ、実際に売ってみよう！さぁ、実際に売ってみよう！    

 

あなたにとって、理想の顧客が、どこにいる、どんな人で、 

その人に自信を持って、オススメできる商品が出来上がれば、 

あとは実際に、売ってみる、という段階になります。 

 

では、どうやって理想の顧客と出会うのか？ 

 

ブログ？ Facebook？ Twitter？ Google+？ メルマガ？ PPC？ 

チラシ？ 口コミ？ 紹介？ 

 

などなど、ネット・リアルと様々な媒体があり、 

こうした媒体を使った集客に関する本・セミナーも数多く存在しています。 

 

ゆくゆくは、ぜひこうしたものも学んで、積極的に取り入れていってください！ 

でも、 “ゆくゆくは” です。 

 

 

では、鈴木がオススメする最初の一歩は何か？？？ 

 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

 

それは、 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

友人・知り合い友人・知り合い友人・知り合い友人・知り合いに紹介すること 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

です。 
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な〜んだ、そんなことか、と思われましたか？ 

「友人・知り合いに紹介するのはちょっと・・・」 

と心の中で抵抗感を覚えましたか？ 

 

仮にそうだとしても心配はいりません。 

ここまでお話したことを思い出してください。 

 

●買わなきゃ損だよ、と思えるサービス・商品 

●欲しいと言ってくれる理想の顧客 

この 2 つのステップを踏んでいることがポイントです、とお伝えしました。 

 

 

もしも、友人や知り合いに紹介しよう、と思って抵抗感があったとしたら、 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●本当に自分が欲しいと思えるサービス・商品になっていない●本当に自分が欲しいと思えるサービス・商品になっていない●本当に自分が欲しいと思えるサービス・商品になっていない●本当に自分が欲しいと思えるサービス・商品になっていない    

●声をかけようと思っている友人が、理想の顧客と大きく違う●声をかけようと思っている友人が、理想の顧客と大きく違う●声をかけようと思っている友人が、理想の顧客と大きく違う●声をかけようと思っている友人が、理想の顧客と大きく違う    

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

のどちらかに問題があります。 

 

 

友人に声をかけたくないから、ネットなどで、集客をしたい！ 

と思われているとしたら、、、、。 

 

残念ながら、それで販売できる可能性は低い販売できる可能性は低い販売できる可能性は低い販売できる可能性は低いと思います。 

自分の友人にさえ自信をもって紹介することができない 

商品・サービスを、全く知らない方が買ってくれるでしょうか？ 

 

紹介することに抵抗があるとしたら、 

紹介する相手が友人や知り合いであることに問題があるのではありません。 

問題は、 

●自分でも確信のない商品・サービスであること 

か、 

●理想の顧客に近い人ではなく、声をかけやすい人に声をかけていること 

などが問題なのです。  
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それでは、最後に、 

ゼロからスタートして、月収ゼロからスタートして、月収ゼロからスタートして、月収ゼロからスタートして、月収 10101010 万円を稼ぐために大切なステップ万円を稼ぐために大切なステップ万円を稼ぐために大切なステップ万円を稼ぐために大切なステップ    

を、お伝えします。 

  

１、自分が欲しい、と本気で思える、サービス・商品を考える 

２、友人など、欲しいと思ってくれそうな人に紹介してみる 

※この時点で友人に声をかけることに抵抗があるなら、 

  まだ「自分が本気で欲しい」と思えていないか、紹介しようという相手が間違っている可能性が高い。 

  もう一度、サービス・商品についてか、紹介する相手を考えてみる 

３、興味があると言ってくれたら、その友人に売ってみる 

※この時点で売ることに抵抗があるなら、自分の中で、サービス・商品と 

価格のバランスが取れていない可能性がある。 

更なるサービス・商品の付加価値アップか、価格をさげることを検討する。 

４、他の友人、友人から紹介された人に紹介・売ってみる 

  

ここでここでここでここで 10,00010,00010,00010,000 円でも、円でも、円でも、円でも、1,0001,0001,0001,000 円でも、いいので、売れると、円でも、いいので、売れると、円でも、いいので、売れると、円でも、いいので、売れると、    

その後、飛躍的に手にする金額が上がっていきます。その後、飛躍的に手にする金額が上がっていきます。その後、飛躍的に手にする金額が上がっていきます。その後、飛躍的に手にする金額が上がっていきます。    

 

 

なぜなら、 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

●サービス・商品を提供することで見えてきた課題を改善する 

●自信がついて、行動に加速がつく 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

ので、提供できる人数が増えたり、 

価格を上げることへの抵抗感・躊躇がなくなっていくからです。 

 

もちろん、失敗することや、上手くいかないこともあるはずです。 

鈴木は、１度も失敗せずに、上手くいった、という人に会ったことはありません。 

 

でも、忘れないでください。 

あなたが好きなことをベースにしているなら、 

失敗しても、もっと工夫したい！ 上手くいかなくても、もう１度チャレンジしたい！ 

という気持ちが、自然に湧き上がってくるはずです。 

 

改善を繰り返しながら、本書の内容を実践・継続できれば、 

あなたはもう、成功から逃げることはできあなたはもう、成功から逃げることはできあなたはもう、成功から逃げることはできあなたはもう、成功から逃げることはできませんませんませんません！！！！    
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終わりに終わりに終わりに終わりに    

 

この度は、【好きなことで月１０万円稼ぐ 5 ステップ】を最後までお読みいただき、 

誠にありがとうございました。 

 

本書でお伝えした内容は、 

鈴木の副業時代の経験だけではなく、鈴木のクライアントさんたちが成果を出した方法です。 

本来であれば、もっと多くのノウハウをお伝えしたいところですが 

一度にこれ以上の情報・ノウハウをお伝えしても、吸収・実践が難しいと思います。 

 

まずは、本書でお伝えしたことを実践してみてください。 

本書の内容を実践していただければ、 

半年から１年で、月収 10 万円を稼ぐ、あなたのビジネスが出来上がります。 

 

本書の最大の狙いは、副業や起業を志したときに、 

あなたの行動を止めてしまうであろうハードルを排除することあなたの行動を止めてしまうであろうハードルを排除することあなたの行動を止めてしまうであろうハードルを排除することあなたの行動を止めてしまうであろうハードルを排除すること です。 

 

もしもあなたが、 

「本書の内容を完全に理解・実践していないから行動できない・・・」 

と思われるとしたら、まさに本末転倒です。 

まずはできることや、やってみたいと思ったところから行動をしてください。 

 

前に進んでいく中で、立ち止まったり、停滞するようだったら、 

一歩前に戻ってください。 

●そもそも本当に “好きなこと” ・ “やりたいこと” をビジネスの種にしているのか？ 

●商品・サービスは自分が欲しいと思えるものになっているのか？ 

●その商品・サービスを必要としていそうな人に紹介しているのか？ 

などを確認してください。 

行動が止まるケースの多くは、こうしたことに問題があります。 

「モチベーション」「モチベーション」「モチベーション」「モチベーション」    「お金」「お金」「お金」「お金」    「時間」「時間」「時間」「時間」    が問題と誤解しないでください。が問題と誤解しないでください。が問題と誤解しないでください。が問題と誤解しないでください。    

 

副業・起業を目指すときに、一番怖いのは、失敗ではありません。副業・起業を目指すときに、一番怖いのは、失敗ではありません。副業・起業を目指すときに、一番怖いのは、失敗ではありません。副業・起業を目指すときに、一番怖いのは、失敗ではありません。    

停滞です。停滞です。停滞です。停滞です。    

 

失敗してもやりたい、と思えるものに、取り組んで、行動を続けてください！ 


