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こんにちは、織田です。

メルマガにご登録を頂き、

ありがとうございます。

まずは簡単に私の

自己紹介をさせていただきますね。

私は24歳で独立、起業し、
今年で5年目になります。

インターネットマーケティングを学び

ネット上でビジネスをしています。

現在は会社を立ち上げ、

株式会社の代表取締役です。



DIYで古民家を改装し、
山梨県で中古カメラショップと民泊も

経営しています。

僕の会社のホームページはこちらです。

https://www.forestcamera.com/

希望の方には好きな事で

生きていく方法教えたり、

ビジネスの仕組みを

基礎からお伝えし売上を伸ばしたり、

業務効率の改善をしたりしています。

最近は地域の健康食品店の

コンサルティングに入り、

会社の売り上げを伸ばす

お手伝いをしたりもします。

僕の肩書きは

https://www.forestcamera.com/


・株式会社の代表取締役

・カメラショップオーナー

・民泊オーナー

・コンサルタント

など、多岐にわたり、

20代で年収は2000万円ほどになりました。

僕の培ってきた知識・経験で、

困っていた人の人生が

180度良い方向に大逆転したり、
自分の力で稼いでいる人が増えています。

「織田さんのおかげで人生が変わりました！」

「織田さんの存在はうちの家庭では神扱いですよ。

織田さんがいなければ家計が火の車で今頃、

養育費も払うことができませんでした。」

など、たくさんの方の

人生に関わらせていただき、

喜びの声をいただくことが何より嬉しく思います。



僕が関わり、月収100万円達成した方々の感想の一部です。
（ブログにもっとたくさん感想を載せています）



第0章：発信の目的

僕の電子書籍や発信は

読者さんに

年収800万円を目指していただく

ことを目的としています。

なぜ年収800万円かと言うと、
年収800万円までが収入と幸福度が
直結して上昇するというデータが出ているからです。

逆に言うと

年収800万円を超えると、
それ以上年収が増えても幸福度は

そこまで増えません。

これは僕の体感的にもそうですね。



僕は幸せの条件は

-------------------------------------------------------
・お金

・時間

・健康

・人間関係

・生きがい

この5つの要素で自分の最適値を取ること
-------------------------------------------------------

だと定義しています。

ですが、

年収800万円までは、全力で
お金に振り切っていいと考えます。

なぜなら、お金がないと、

お金以外の4つの要素を満たすことが
難しいからです。



実際、僕自身、起業してから

年収800万円くらいまでは
自由な時間なんて考えず、

年末年始、週末祝日、

誕生日なんて忘れるくらい

ずっと働いていました。

けど、どんどん収入が増えていくことが

めちゃくちゃ楽しかったです。

年収800万円あると、
世の中で ”一般的” と言われている殆どのサービスを
値段を気にせず使うことができます。

例えば、人間の生存欲求を満たす3大要素は
衣・食・住ですが

衣：ユニクロ、GU、古着屋、無印良品
食：ファミレス、健康的な野菜、コンビニ、

　　いい感じの飲食店のテイクアウト

住：ニトリ、家賃10万円くらいまでのアパート

正直、豊かに生きていくだけなら、

十分以上に質の高いサービスです。



これ以上価格の高いものを買ったとしても、

値段に伴って質が上がることはありません。

満足度もそこまで上がりません。

吉野家の300円の牛丼より、
3000円のイタリアンのランチコースのほうが
10倍幸福度が上がるかと言うと、
そうでもありませんよね。

吉野家の300円の牛丼は
コスパで言えば、ピカイチです。

”一般的”と言われているサービスは、
コストパフォーマンスが最も高く、

幸福度に直結していきます。

この”一般的”な生活をお金を使うストレスなく
暮らせるようになるレベルが、

年収800万円です。

なので、僕のブログ、メルマガ、

そして、この電子書籍を

読んでいただいているあなたに、



年収800万円を目指していただくのが
僕の発信の目的になります。

「年収800万円なんて、夢のまた夢だよ」
「織田さんはもともと優秀だったんでしょ？」

なんて、初めて僕とお話する方は言いますが、

僕はめちゃくちゃポンコツです。

今でこそ、

織田さんはすごいですね！

と言われることも増えましたが、

基本的に僕はめちゃめちゃポンコツです。

鍋を火にかければ必ず噴きこぼすし、

料理をしていれば必ず焦げつきます。

どうやってもケアレスミスが治らないので、



現在雇っているスタッフの子から

一日3回は注意されます。

最近、スタッフの子にも

在宅ワークを始めてもらったのですが昨日、

スタッフ「あのー、シンさん、今まではまだ

よかったんですけど、在宅になってから

指示漏れがあると仕事止まっちゃうんで、

もう少し気をつけてもらってもいいですか？」

僕「あ、はい、すみません。

ほんとごめんね、気をつけます」

とか言われています。笑

さらに会社員時代は、

コミュ障でもありました。

会社の昼休みはスタッフの休憩ルームで、

他の同僚は一緒にお昼を食べているのに、

僕はその輪の中に入れずに、

一人でご飯を食べていました。



はじめの頃は、

たまに誘ってくれる人もいました。

けど、僕は大人数だと

すぐに黙ってしまったり、

みんなが笑ったタイミングで愛想笑いしかできず

場の雰囲気に乗っかることができませんでした。

僕からの発言がなくなり、

周りも気遣いに疲れてしまい、

次回から徐々に誘われなくなる。

そんな寂しい時代もありました。

なので、会社で働く辛さは、

人並み以上に理解できます。

本当に辛くて、居場所がなくて、

悪いのは僕自身なのもわかっていて。

けど、どうしていいかが

全然わからなかったのが、昔の僕でした。



そんな僕がなぜこんなに

自由な生活になったのかというと、

カメラせどりと仕組み化の

知識を身につけたからです。

お金の稼ぎ方の正しい知識を

教えてくれる人は

多くありません。

さらに、正しいビジネスのやり方を

知っている人はほとんどいません。

社長という肩書きは多いですが、

創業後、三年で潰れる会社は80%以上です。

10社あったとしたら、
2社しかまともな会社はない、ということです。

それほど、正しいビジネスの仕方というのは

知らない人が多いんです。

しかし、正しいやり方さえ知れば、

ビジネスで失敗することはありません。



起業はリスクとよく言われますが、

それは正しいやり方を知らないだけです。

正しいビジネスのやり方さえ学べば、

誰でも自分で稼ぐことは可能です。

例えば、

今では中学生、高校生でも、

ブログを書いたり、

メルカリなどネットを

使って稼いでいる方は多いです。

月収1千万円稼ぐ中学生とか、
話題になったりもしています。

ただそうして稼いでいる人たちは、

100%全員、やっていることは、

仕組み化とカメラせどり

たった、それだけです。



これさえ学べば、今の時代なら、

誰でも自分でビジネスオーナーとして、

事業を行うことは可能ということですね！



第 1 章：
「お金の重要性 お金を稼ぐことは悪？」

そもそも、日本だと

お金を稼ぐ！

というと

あまりいい顔をされない風潮があります。

僕はこれはとても変だなと思っています。

お金稼ぎは悪いことだと言いながら、

みんな、

お金を得るために、

毎日会社に出社しています

よね。

お金のために毎日出勤する

勤勉なサラリーマンは推奨されて、



お金を稼ぐ！と全力で取り組み、

世の中に価値を提供する社長は、

非難される。

とても不思議に感じませんか？

しかし、

今は時代がすごい速さで変化しています。

大手企業はリストラ祭り。

終身雇用、年功序列は崩壊しました。

自分で事業を起こす方も増えています。

今からは、会社員の代わりに、

フリーランスの時代がやってきます。

すでにアメリカでは

労働人口の50%がフリーランスです。

その流れは

日本でも加速していきます。



お金稼ぎは悪だ！

なんていっていると、

あっという間に取り残されます。

お金を自分の力で稼ぐ技術は、

必須科目になっています。



アクティビティ:
1分間で自分の悩み事を
すべて書き出してみよう

突然ですが、

手元にメモ用紙を用意していただき、

今のあなたの悩みを書けるだけ、書きだしてみてください。

1分だけで構いません。

とにかくスピード勝負で、

お金欲しいとか彼女欲しいとか、

端的なことで構いません。

一分間の間でとにかく、

書き続けて見てください。

スマホかパソコンで

この書籍を読んでいただいていると思いますが、

少し手を止めて、

メモ用紙と筆記用具をご用意ください。

(もし電車の中などで手が話せないなら、
頭の中で思い浮かべてみてくださいね！)



では、行きます。

よーい。はじめ。

・

・

・

[1 分経過 ]

いかがでしたでしょうか？

昔の僕を思い出して僕は、

こんな悩みを書き出しました。

[ 昔の織田の悩み10個 ]

・仕事いきたくない

・今日も失敗するんじゃないか

・休みが欲しい

・なんで俺ばっかり

・彼女欲しい

・遊びにいきたい

・怒られるのやだ

・お金欲しい



・寿司食べたい。回らないやつ。

・朝起きずに思いっきり寝たい

では、この悩みに対して、

解決策を考えてみましょう。

・仕事いきたくない

→ 在宅でお金稼げば仕事は行かなくていい
・今日も失敗するんじゃないか

→ 準備をしっかりする、疑問を残さない
・休みが欲しい

→ お金があれば、毎日休み
・なんで俺ばっかり

→ 抽象的だけど、お金と時間があれば出てこない悩み
・彼女欲しい

→ 頑張れ！（笑）コミュニケーションの練習
・遊びにいきたい

→ お金があれば会社に行かなくてもいいので、いつでもいける
・怒られるのやだ

→ お金があれば会社をやめて上司と会わないで済む
・お金欲しい

→ お金を得る
・寿司食べたい。回らないやつ。

→ お金があれば5万円くらいで食べれる
・朝起きずに思いっきり寝たい

→ お金があれば可能



この僕が書いた

悩み10個の中で

・今日も失敗するんじゃないか

・彼女欲しい

以外は全てお金で解決できます。

あなたの悩みにも、

解決策を書いて見てくださいね！

悩みの8割はお金があれば解決できる。

というのが事実です。

あなたの悩みも、お金があれば、

8割は解決可能だったのではないでしょうか？

これが資本主義の世の中です。

だから、お金は大事なんです。



資本主義社会において、お金は強力なツールです。

ユダヤの格言では

「お金は幸せにしてくれないが、

悩みを無くしてくれる」

と言います。

大切な人を守るのにもお金は必要です。

・両親の介護はどうしますか？

・大切な人が病気になったら？

・自分の子供がやりたことがある！

海外留学に行かせてくれ！と言ったら？

・妻が妊娠中で具合が悪い中、

　パートに働きに行ってもらった上に、

　家事までお願いしますか？

お金がないと、大切な人を守ることもできません。

第 2 章： ネットビジネスが最強な理由

さて、お金の重要性がわかったら、

次は

どうやったらお金を稼げるのか？



という手段のお話です。

これにはネットビジネスが最強です。

ネットビジネス?
怪しい・・・。

胡散臭すぎる・・・。

と思いますよね。

僕もはじめはそうでした。

しかし、ネットビジネスとは、

インターネットを使ったビジネスのことです。

考えてみれば、

今の時代、インターネットを使わずに

営業している企業を探す方が難しい

と思いませんか？

稼ぎたいなら、

ネットを使うというのはもはや常識です。



インターネットのビジネスでは、

下記のような大きなメリットがあるからです。

・固定費がかからない

・多くのお客さんに同時にアプローチできる

・仕事の場所を選ばない

の3つです。
では、詳しく解説していきます。

・固定費がかからない

例えば、ネットビジネスではなく、

実店舗でカフェを開きたい！と思ったら、

どうするでしょう？

店舗を建てる・改装する

初期費用で1000万円。
さらに毎月の家賃が発生します。

いきなり1000万円の借金からスタートです。
まだカフェが流行るかどうかもわからないのに。



僕のようにDIYで
古民家を改装して建てるにしろ、

材料費だけで200万-500万円。
あと、自分で改装する膨大な時間がかかります。

（僕は４年間DIYをやっています（笑））

つまり、店舗を持ったビジネスは

リスクが非常に高いということです。

僕はネットでメインのお金を稼ぎつつ、

趣味で実店舗でのビジネスをやっています。

そうじゃなきゃ

絶対にリアル店舗なんてやりません。

リスクに対しての

リターンが少なすぎるからです。

かたや、ネットビジネスの一つである、

ブログでの情報発信はどうでしょう？

ブログを開くのには、

だいたいサーバーの代金が

年間数千円ほど。



メルマガ配信するための

システムが毎月3000円ほど。
初期投資は0円。

色々、ブログの外観に

こだわりたいって言っても

3万円もかかりません。

リアル店舗の1/300ほどの
初期投資で始めることができます。

・多くのお客様にアプローチできる。

例えば、僕はカメラショップをやっていますが、

店員が僕一人だったら、僕一人につき、

一人のお客さんしか相手にできません。

しかし、ネットなら僕一人で

10人、100人、1000人のお客さんを
相手にすることができます。

ネットでやっている方の

僕のカメラショップは、



毎日1万人ほどのお客様が訪れ、
商品を勝手に買っていきます。

しかも、僕が寝ている間も

商品は購入されていきます。

これが、ネットビジネスの強みです。

圧倒的にリアルビジネスよりも、

ネットビジネスの方が、有利です。

・仕事の場所を選ばない

インターネットのビジネスは、

どこでも仕事をすることが可能です。

もともと僕は東京で起業しましたが、

地元に何かしらの貢献をしたいと思い、

山梨県に引越しをしてきました。

東京はとても刺激的ですが、

住んでいると疲れてしまうので、

僕は田舎が自分の性格に、

あっているみたいです。



ネットで稼いでいる人は、

より生活費が安く、

豪華な生活ができる東南アジアに

住んでいる方も多いですね。

場所を選ばないということは、

お客様を全国から集めることができますね。

例えば、実店舗で飲食店をやっているとします。

すると、

お客様はその店舗の半径5km以内という、
とても狭いマーケットで

やっていかなければなりません。

その点、ネットだったら

全国からお客様が訪れてくれます。

とまぁ、少しあげただけでも、

起業するのに



ネットビジネス以外を選ぶなんて、

ありえない！

と思いません？

僕はそう思っています（笑）

リアルなビジネスがやりたいのなら、

ネットで稼いで、

余った資金でやるのが最適解です。

で、ネットビジネスって

色々あるけど実際になにをやればいいの？



さて、そうすると

けど、ネットビジネスって言っても、

何やればいいかがわからない

という方が多いです。

僕も昔はネットビジネスを聞いたことはあっても、

ブログとかアフィリエイトとか

PPCとかアドセンスとか、

色々ありすぎてわからんわ！

何やればいいねん！

と思っていました（笑）

そんなあなたに、僕が経験上

もっとも間違いのない技術をお伝えします。

①売り方を学ぶ

②仕組みの作り方を学ぶ



③カメラせどりから始める

の3つです。

僕は実際にこの方法しか使っていません。

これだけで年収は2000万円です。

第 3 章： 売る技術の基礎



僕がやっているのは

ネット上で高く売る技術ですね。

そして売り方は

たった3つのステップに分解できます。

集客→ 教育→ 販売

のたった3つのステップです。

では、この3つのうち
一番大事なステップはどれでしょうか？



すこし、考えてみてください。

・

・

・

正解は、2番目の

「教育」

です。

多くの方は集客と考えがちですが、

実はこの「教育」のステップをしっかり踏むことによって、

ライバルをごぼう抜きにして高く商品を

売ることができます。

かつ、

お客様から感謝される最高の循環を

作り出すことができます。

恋愛で例えるとわかりやすいです。



集客→ 出会い
教育→ デート
販売→ 告白

どれだけ出会いが

なんてドラマティックであろうが、

どれだけ告白がかっこよかろうが、

デート(教育)が価値観が合わなかったら
オーケーしませんよね。

ヘリコプターをチャーターして

タキシードで告白されたから

付き合いました、ってことはないわけです。

告白がオーケーされたのなら、必ず、

その前のデートがよかったはずです。

逆に言えば、

出会いが道端でのナンパだったとしても、

その後のデートで意気投合し、時間を忘れるくらい

楽しいデートだったら、必ず告白もオーケーされます。



むしろ、告白する必要すらないかも知れません。

ビジネスも恋愛と全く同じです。

極端な話、すぐれた教育さえできれば、

適当な集客でも、適当なセールスでも、

商品は売れてしまいます。

さらに、お客さんからも感謝されます。

僕のメルマガの読者さんにはぜひ、

高く売る技術を学んでいただきたいと

思っていますので、楽しみにしていてくださいね！



第 3 章： 仕組み化の重要性

さて、物を売る技術の次は、

仕組み化です。

仕組み化とは、商品の売れるサイクルを

仕組みを作って自動化することです。

「自動収入なんて、怪しい。」

と思う方は多いんですが、

実は自動的な収入って

世の中に溢れかえっています。

・本の印税

・楽曲の印税

・特許

・You Tuber
・暇な社長

・不動産オーナー

・ビジネスオーナー

などなど



実は、仕組みによって自動的な収入を

得ている人って結構います。

世の中に不労所得のような

自動的な収入はありふれている

という事実があります。

そして、

自動収入の中でも最も簡単な

自動収入が、先程お伝えした

物を売るステップを

仕組みを作って自動化すること

です。

例えば、

あなたが読んでくれている

僕のメルマガ。



ブログからか、Twitterからか、You Tubeからか、
あなたは、現在、こうして僕のメルマガに登録し、

この電子書籍を読んでくれています。

僕がリアルタイムでこの電子書籍を

書いているわけでも、

「ぜひ僕のメルマガ読んでください！」

ってお願いしたわけでもありません。

あなたは自動的に僕が作ったコンテンツをたどって、

今ここでこの文章を読んでくれているはずです。

これも仕組みの一つですね。

例えば、

僕が運営している物販のネットショップ。

僕が寝ていても、旅行に行っていても

お客さんは商品リストから勝手に商品を見て



商品は自動で勝手に売れていきます。

売れた後の梱包・発送もスタッフが

やってくれています。

これも仕組みです。

つまり、

ビジネスで利益を出す

マーケティングのステップ、

集客→ 教育→ 販売

を仕組み化できれば、

自動的な収入を得ることができます。

不労所得は全然ありえるって

実感していただけましたか？

これを知らないと

「不労所得なんか怪しすぎる」

「騙されるんじゃないか」



と、もったいない

考えになってしまいます。

何がもったいないって、

仕組み化の概念を知らないと

稼げば稼ぐほど、

忙しくなってしまうことですね。

そうすると、

人間の時間は24時間なので、
どうやったって収入に天井ができてしまいます。

そして、仕組み化に最も適しているのは、

ネットビジネスです。

インターネットを使うと

集客→ 教育→ 販売

の仕組みが限りなく作りやすい

構造になっています。



例えば、

営業マンを例に考えてみましょう。

リアルな事業の営業マンだったら、

訪問、テレアポ、飛び込み、

一回のアポイントに付き

一人しか営業できません。

しかし、メールだったらどうでしょう？

一度で何万人、何十万人へと

営業メールを送ることだって可能です。

しかも、無料で。

例えば、決済サービス。

スーパーのレジはめちゃくちゃ混みますよね。

夕食時のスーパーなんかに行った日には、

せっかく買い物かごに入れた商品を

「やっぱ全部いらないんで帰ります。」



っていって帰りたくなるほど混みます。

てことは、

本来買ってもらうべきお客さんに

帰られてしまいます。

ネットショップなら、

行列なんてことはありえません。

同時に数十人、数百人のお客さんが

会計してくれます。

しかも、勝手に。

とまぁ、

仕組みを作ってマーケティングの

ステップを自動化するには、

ネットビジネスが最適

ということです。



自動で、たくさんのお客さんに、

同時に売れる。

だから仕組み化を覚えれば、

時間とお金の両立が可能なんです。



第5章：初心者はカメラせどりから始める

「売る技術と仕組み化の大切さはわかった。

じゃあ具体的に何すればいいの？」

という疑問が聞こえてきそうですね。

ビジネス初心者は、カメラせどりから始めましょう。

・そもそも「せどり」って何？

せどりとは、店舗やネットで商品を仕入れ、

ヤフオクやアマゾン、メルカリなどで販売し、

利益を得る稼ぎ方です。

せどりは、最も稼ぎやすく、シンプルな稼ぎ方です。

「安く仕入れて、高く売る」

商売の原理原則を学ぶことができます。

思い出してほしいのが「仕組み化」の話です。



例えば、僕はヤフオク！をメインに使っていますが、

商品を並べておくだけで、

勝手に商品が売れていきます。

例えば、これはヤフオク！で一日で

109個の商品が売れたときの画像です。





集客はヤフオク！がやってくれて、

販売もヤフオク！が勝手にやってくれます。

やるべきことは、仕入れと発送だけ。

せどりは、すでに、「仕組み化」が

できた状態で始める、

チートのようなビジネスです。

「なんでカメラを扱うの？難しそう！」

と思うかもしれませんね。

カメラを扱う理由は今後のメルマガでも

詳しく解説しますが、大きな理由は

「世界に売れて、

日本メーカーが世界シェアの

90%以上を持っている商品」

だからです。



一家に一台カメラってありますよね。

それは世界レベルでの共通認識です。

この巨大で、日本にいるからこそできる、

最高のビジネスをやらない理由はありません。



第6章：好きなことで、生きていく

僕はカメラせどりで、

ビジネスの基礎を学び、

売る技術と仕組みとを組み合わせ、

収入と自由な時間を両立し、

夢を叶えてきました。

今では、

自由な時間も十分にあるし、

結婚もできたし、子供もできました。

会社員時代は手取り月収18万円でした。
経済的な面で結婚・

育児なんて考えられなかったです

今は好きなだけ寝ていられるし、

具合が悪ければ休めるし、

4年かけて父一緒にとDIYして
男のロマンを詰め込んだお店を建てれたし、

民泊もお客さんの

「めちゃくちゃオシャレですね！」



なんて感想がとても楽しいです。

この人のコンテンツはいい！と思えば、

ネットマーケティングのコンサルに入ることもできるし、

一緒に切磋琢磨してきた師匠と仲間がいるし、

何より、

人から「ありがとう」をもらうことが

圧倒的に増えました。

正直、こんな人生になるなんて、

思ってもみませんでした。

偶然とはいえ、僕は自由になるための、

正しい知識と手段を知ることができました。

僕なんかでもできたのだから、

もっとたくさんの人が

僕と同じように自由になったら、

もっと世の中が面白くなるだろうと

思っています。



みんなが自分の好きなことをやって、

才能を最大限発揮できたら、

単純に世の中がもっと面白くなりますよね。

僕はそんな世界になってくれたほうが

面白いと思うし、

それは人類レベルで、

とても大事なことだと思っています。

一人ひとりがお金と時間から開放されて、

自分の才能を発揮して、幸せに生きる。

そんな世界のほうが楽しそうじゃないですか？

少なくとも、やりたくもない仕事をいやいや

やっているよりはね。

もともとポンコツで、人生がつらすぎて、

生きるのに希望が持てなかった僕が

ネットビジネスを学んだおかげで

これだけ楽しく生活できているから。



まとめ

今日の書籍では

第 0 章 :   発信の目的
第 1 章： お金の重要性
第 2 章： ネットビジネスが最強な理由
第 3 章： 売る技術の基礎
第 4 章： 仕組みの重要性
第 5 章： 初心者はカメラせどりから始める
第 6 章： 好きなことで生きていく

というお話をしました。



正しい知識を知れば、

楽勝で自由になることが可能です。

実際、僕は要領が悪く、

同時期にビジネスを始めた

先輩や後輩を入れても、

結果が出るのが一番遅かったタイプです。

後輩はどんどん僕を抜いていき、

とても悔しかったし、悲しかったです。

けど、その要領の悪さおかげで、

あらゆる壁にぶつかったし、

あらゆる問題を解決しました。

再発防止策を立て、

誰にでもできるようにマニュアル化することが

得意になりました。

人に教えることも得意になり、

感謝されることがたくさんあります。



僕にもできたのだから、

あなたなら成果を出すことは簡単ですし、

もし何かあなたに

コンプレックスがあったり、

自信がなくても、

それがあなたの武器になるのが、

ネットビジネスのすごいところです。

初めにお伝えしたとおり、まずは

全力で年収800万円を目指しましょう。

年収800万円あったら結構、
いろいろな夢が叶うと思いませんか？

・彼女を連れてビルの最上階レストランで豪華なディナー

・月に一回、夫婦でのんびり羽を伸ばす温泉旅行

・美味しいウニ丼を食べるためだけに北海道

・一流ホテルのスイートルームに泊まってみる

・妻を海外旅行へ連れて行く

・将来に備えて堅実な生活のためしっかり貯蓄

・趣味の高級スポーツカーを生活に余裕が出た分で買う

・夢だった一軒家を建てる



・住宅ローンを一気に完済する

・ほしかった高級腕時計を買う

人生金じゃない？

いやいや、

人生、金だけじゃない。

お金は、大事だし、必要なものだから。

自分をしっかりと満たしてこそ、

他人に対して優しくなれるんです。

今後、僕のブログ・メルマガでは、

自分で稼ぐ力をつける方法や思考、

具体的な手段として

・売る技術

・仕組み化

・お金の具体的な稼ぎ方

についてお話をしていきます。



「頑張っている人が報われる社会の方がいい」

僕はそう思っています。

一緒に、自分で稼ぐ力を身につけ、

自由で楽しい人生にしていきましょう！

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

感謝を込めて。

織田



P.S
[メルマガ読者様限定プレゼント]
このメルマガの感想を

ツイッターでシェアして頂いた方限定で

追加で動画のプレゼント!

[ ビジネスの構造 完全解剖 ]
の動画をお送りします。

本来有料の講座に入っている動画です。

応募期間は3日間限定です。

応募期間は3日間限定です。

[ 応募条件 ]

①ツイッターで織田をフォロー

https://twitter.com/oda_04032018
②このツイートを感想を添えて引用リツイート＆いいね

https://twitter.com/oda_04032018


https://twitter.com/oda_04032018/status/124382576177499
7507
③下記フォームに登録

https://my143p.com/p/r/z6grtiiG

このメールが届いた日から

3日間限定での応募です。
※ツイッターをやっていないという方も

ツイッターはネットビジネスに必須です。

この機会にアカウントを作成しちゃいましょう^^

P.P.S

読んでみて分からなかったことや、

質問、感想など、是非お気軽LINE
いただけたら嬉しいです。

頂いたコメントや感想は、

きちんと全部拝見していますし、

できる限り返信もします。

頂いた貴重なコメントを踏まえ、

この書籍やメルマガの内容も

https://twitter.com/oda_04032018/status/1243825761774997507
https://twitter.com/oda_04032018/status/1243825761774997507
https://my143p.com/p/r/z6grtiiG


アップグレードしていきたいと思っています。

一緒にあなたの理想の未来に向かって、

頑張っていきましょう。

↓↓LINEの友達登録 ↓↓
必ず返信するので軽く自己紹介をお願いします^^

■著作権について
当電子書籍は著作権法で保護されている著作物です。仕様に関しましては以下の

点にご注意ください。

本電子書籍の著作権は作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本テキス
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