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・著作権について

本冊子並びに本冊子の表記は、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て、以下の点を十分ご留意ください。

・使用承諾に関する契約

本契約は、本冊子を持つ個人・法人（以下甲）と発行者（以下乙）との間での

契約です。

本冊子を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになりま

す。

第一条 本契約の目的

乙が本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾する

ものです。

ただし、使用は非独占的なものに限られます。

第二条 禁止事項

本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊

子に含まれる情報を、甲は乙の書面による事前許可なくして出版・講演活動お

よびメディア配信などによって一般公開することを禁じます。また、電子メデ

ィアによる配信等によって一般公開することを禁じています。特に当フ

ァイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は自らの所属する会社や

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。

第三条 損害賠償

甲が本契約の二条に反し、乙に損害が生じた場合には、乙は甲に対し違約金を

請求する権利を有するものとします。

第四条 契約の解除

甲が本契約に反したと乙が判断した場合は、乙は使用承諾に関する契約を解除

することができるものとします。

第五条 免責事項

本冊子に含まれる情報の使用責任の一切は甲にあり、この情報により甲に損害

が生じても、乙は一切の責任を問われません。
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1、自己紹介

　 ■こんな人

1980.3.1

魚座のo型

動物占いでは「コアラ」です。

身長：177cm

体重：65kgぐらい

■考え方

何にでも興味があって、とりあえず経験したいと日々考えています。

嫌いなものは『普通』と『常識』と、そういう類いの他人と自分を比べるよ

うな言葉•行動

常識というたくさんの人の平均を定義したものではなく

自分が相手を想う行動が大事であると考えています。

だから昔仕事をしていた、バイトをしていたという人と今でも連絡を取るし、

そういう人間関係が好きです。

何でもやりたがり、興味がたくさんの事にあります。

人と接するのが大好きです。

もっと夢を叶えながら・継続しながら生活もきちんと安定させたい

そんな気持ちから自分で何か始めないとと思ってネットビジネスの世界に飛

び込みました！

facebookで友達募集しています。

https://www.facebook.com/hiromitsu.unabara.7

□詳細なプロフィールはコチラ
http://affiliate-time.com/prof

https://www.facebook.com/hiromitsu.unabara.7
http://affiliate-time.com/prof


2.このレポートでお伝えできること

僕の最終目標は障害者でも稼げる方法を確立する事です 

というのも僕には兄がいるのですが、 聴覚障害があり仕事を探すのも苦労している日々を

送っています。

それもなかなか耳が聞こえないとコミュニケーションが取りにくい でも  インターネット  それ

もオンラインゲームは好きでよくやっています。

それは文字だけの世界だから 実際にしゃべれなくても文章が打てれば誰かと交流できる、

だから最終的には兄が成功する事が僕の目的です。

つまり障害者でも稼げるという事を目標にしているので 健常者であるなら稼げないはずが

ないと思っています。 

だからといっても片手間に楽して・・・なんていうほど甘い世界ではないことは覚えておいて

ください！

簡単ですが、楽では決してありません。ですが、簡単です！

このレポートで教えることはビジネスの本質！

さっきの自己紹介でも言いましたが、ネットビジネスだけでなく 自分がやりたい事（夢）にも

応用ができるように   

「まずはビジネスの本質を伝えていきます。」

   そして、副業という気持ちではなく、 起業するという気持ちで取り組んでください！

その感覚で取り組むことができたら圧倒的に簡単に稼げるし、 自分のお店を持つとかに

比べたら金銭的リスクは無いに等しいこのネットビジネスで 稼ぐことができるようになります。

ほとんどの人は「ビジネス」として捉えていない 努力もしないですぐにあきらめてしまいます。

本当にシンプルな簡単な事なのに9割以上の人は行動できないのです。

そのシンプルな事の本質として  【価値の提供　＝　収入】  これに繋がります。    

これがネットを使うことによってシンプルに多くの人に伝えることができます！   

お金を稼いでいる人は   ただ、信じて続けれている 諦めていないという

 稼ぐまでやっている！とっても簡単な事です。



3.このレポートを発行する理由  

単純です、僕は全ての人に会うことは出来ないからです。

でもこうしてインターネットを使うことによって 一生かけても会うことができない人に 僕のメッ

セージを届けることができます。

そしてお金だけではなく、  自由な時間 幸せ   こういった自分の人生の最終目標を達成し

てほしいからです。

そのためにビジネスの本質や思考 世の中の間違いをこのメルマガを通して知ってもらいた

い！

情報弱者どころか、社会的弱者でもインターネットの世界では 同じ所からスタートでき 目

標を達成できるとわかってもらいたいから

一応芸能界につま先を突っ込んでいるので 社会の裏側が見えるときがあるんですが,

本当に知識、スキル、正しい情報がないとヤバイです!

サラリーマンの平均給与は年々下がっている中で、年収が増えてきている起業家も沢山い

るのが現実なのです。

いくら努力しても会社の都合で簡単にリストラされてしまいます。

低賃金、搾取、過重労働、残業、突然のリストラ・・・ 

そして来年には消費税が8％になる事が決まり 再来年には10％になろうとしています！

安定した生活を求めている人に今、安心ですかと言いたい !

会社に依存している人間がリストラされたらどうやって稼いでいけばいいの？

イトーヨーカドーなんて今年全国で4000人の正社員をカットしたし 大企業でもリストラなん

て当たり前の時代に突入していますよ！

ヨーカ堂、正社員半減へ…パート従業員は大幅増

セブン＆アイ・ホールディングスは、２０１５年度をめどに傘下のスーパー「イトーヨーカ堂」の正社員を半減する

一方、パート従業員を大幅に増やし、人件費を削減する方針を明らかにした。

収益構造を改善させることで、不振のスーパー事業の立て直しを急ぐ。

景気低迷で消費者の節約志向が高まる中、スーパー業界の競争は激しさを増しており、人件費を抑えるため、

正社員をパートに切り替える動きが今後、広がりそうだ。

現在、イトーヨーカ堂は正社員が約８６００人、パートが約２万９０００人。正社員を半分程度の約４０００人に減ら

す一方、正社員に比べて人件費の安いパートを６８００～７０００人増やし、パート比率を現行の７７％から９０％に

相当する約３万６０００人に引き上げる。

（2012年9月8日12時31分 読売新聞） 



1人の力で大金持ちとはいわなくても自分の身の回りの人を安心させることができるスキル 

いつでもお金を生み出せるスキルを持つことが本当の安心だとおもいませんか？

そんな世の中の落とし穴の一つとして【常識】があります

常識とはみんなの平均 それも、同じ仕事をしている人同士でなければ成り立ちにくい

そんなみんなにとって平均って誰が決めているの？

常識という言葉に操られないで自分の意思をしっかり持つこと忘れないでくださいね！



4.このレポートがあなたの人生にどう影響するのか

あなたが僕に出会ったのも縁だと思います。 

夢を諦めない方法を知りたいからなのか、iphoneでできる方法を知りたいという事なのか 、

実際はどういうきっかけで登録してくれたかはわかりません。

でも、あなたは僕と縁を持つことで劇的に人生を変えるチャンスを手に入れました！

もし、僕を信じて本気でついてきてくれたら自由な時間とお金を手に入れることができま

す！

中学生でもできるスキルがあれば稼げるんです！

ただ、ネットビジネスといっても 明日から結果は出るというのはあり得ませんから！

でも結果がすぐにでないからと言ってやめないでください！

理由は最初に言いましたよね！ それだけです！

 リアルビジネスと比べて圧倒的に成功するのは簡単でほとんどノーリスク！

それも最初に基盤を作れば自分が毎日働かなくても収入が入るようになります。

死ぬ気で取り組む4ヶ月あればこれだけで生活できるぐらいは稼げます！

自分の夢を追うこともできるようになるし 家族との時間を作ることができるようになるし 

世界中どこでもビジネスができるので、世界一周旅行しながら稼ぐこともできます！

そんな自分の姿を想像してください！    その理想を手に入れましょう！

その代わりに必要な事は全て実行すること！  これだけです。

僕は多くの人に価値を提供して、  幸せ 夢を追ってもらうこと

障害者でも安心した生活を送れて幸せになれるようにすることを目的にしています。

あなたもその一人になってください！   自分自身で成功を掴んでください！

成功するためのステップとしては 

1.明確な目標を決める 

2.何で稼ぐのかを決める 

3.稼げるようになるまでずっとついていくメンターを決める 

4.知識に投資する。 

5.アウトプットしてしっかり知識を身につける 

6.収入が増えなくても続ける  

行動するということをやめないでくださいね！ 

正しい知識で努力すれば目標達成ができます！ 



5.働いて稼ぐお金には何も価値は無い

あなたはネットでお金を稼ぐ、夢を叶えるという決断を自分の意思でしましたね。

ここできちんと理解してほしいことがあります。

それは

「汗水たらして働いている＝稼げる」

という事は大きな間違いであるという事です。

正しくは

「世の中に多くの価値を提供している＝稼げる」

です。

どんなに会社で頑張っても必要とされないことをやっていたらお金は生まれません。

だって必要とされないものには誰もお金を払わないからです。

逆に楽しても多くの価値を正しく提供できるなら稼げます。

それがネットを使えば世界中に情報発信ができるんです

それも一度に大量の価値を提供できる！



わかりやすく言えば Youtubeなんかそうですね、

僕は

・iphoneで動画を撮ってドラムのうんちくを提供しています。

・ライブ会場の行き方を撮影した動画を提供しています。

一度撮影してアップロードしてしまえば

その後は僕は働かなくても勝手に動画が価値を提供してくれちゃいます！

どこの誰かが何回再生しようとも僕の労力は変わらないんです！

1万回再生動画が再生されれば

30 分で撮影したものが 1万回僕の代わりに話し

うんちくを披露するという価値を提供してくれる。

ミュージシャンで言ったらCDです。

レコーディングを１週間かけて作った後はCDを再生すれば何回でも最高の音楽が提供

できるんです！

これが【レバレッジ】、てこの原理と呼ばれるものです。

この自動化する仕組みを作ってしまえば

ほとんど労力をかけなくてもいくらでもお金を生み出してくれるんです。



ブログ、メルマガ、動画、音楽、ネットを使えば自分以外のものが仕事、

つまり価値を提供してくれるので、24時間いつでもお金を稼いでくれます！

これがネットビジネスが稼げる最大の理由です！

1 対 1 でセールスにまわったり、

時給 1000円で工場の単純作業をしていて自分に対して

何も生産性がないバイトをしているのはとっても効率が悪いんです。

もちろん最初から片手間で稼げるというわけではありません。

ですが、

仕組みを作ってしまったら、

その努力をするなら誰でもほったらかしで稼げるようになります。

今僕はメール１通で 100 人の読者に対して情報を伝えることができます。

じゃあ読者が 500 人になったら？

同じ労力で 5倍の人に価値を提供できてしまうんです。

読者を増やす方法はもちろんあなたにもできますし、誰にでもできるんです。



でも前に言っていますが

【簡単ではあるが、楽ではない】

つまりは

【シンプルであるが、楽ではない】

という事です。

もっとはっきり言ってしまえば【継続】ができれば成功できる！

これはどの世界でも共通していることだと思います。

・メール１通で 10万円

・一日 30 分の作業で月収 20万

・完全ほったらかしで稼ぐ

よくありふれているフレーズですよね！



でも

これらはきちんと基盤ができている状態だから実現できているんです

明日からメルマガ初めて一通で 10万円稼げるのかというと違いますよね？

10000 人読者がいるから一通で 10万という事が言えるわけです

嘘は言っていないですがいきなりは無理です

でも

本気で取り組めば半年あれば十分です！

「汗水たらして働いている＝稼げる」

ではなく

「世の中に多くの価値を提供している＝稼げる」

というこの価値を多くの方に提供できるネットの凄い特徴を理解してもらえましたでしょう

か？

僕が作ったサイト、メルマガ、動画、すべて僕の代わりに価値を提供して稼いでくれます。



でも、世の中のほとんどの人はこういう世界や稼ぎかたをしらないまま一生を終えてしまい

ます。

でも知らない事というのはこういうネットの世界だけではありません。

上流階級の人間の世界観

皇族の方の世界観

ヤクザの世界の世界観

ホームレスの世界観

世の中知らない世界がほとんどです。

むしろ憲法もよく知りません。

というか、憲法を国民がみんな知っているとは思えません

でも、犯罪行為などは知らなかったではまずいのです。

無知というのは恐ろしい事です。

でも幸いにもあなたは今まで知ることができなかった世界を今、知ることができました。

人生を大きく変えるチャンスを手にしたと言う事です。



知ってしまった以上、これからは 1 対 1 のビジネスにとらわれないで

【1 対∞】のビジネスにシフトチェンジしていきましょう！

そして楽して稼ぐために、長い人生の中のほんの少しだけ頑張りましょう！



6、ネットを使わないビジネスがありえない理由

今ネットビジネスと言っていますが、

これからの時代、いや既にネットを使わないビジネスというのはありえないのです。

ネットというのは【電気通信技術】です。

そんなの言われなくても分かるよっていう声が聞こえてきそうですが

では、あなたの身の回りで電気通信技術を使って生活していない人は何人いますか？

僕のまわりには一人もいません。

・携帯持ってネットやメール見ています。

・パソコン持っています。

・職場でパソコンを使って商品管理しています。

・テレビ見ています。

・オークションしています。

・楽天、アマゾンで商品を買っています。

どうですか？

つまりほとんどの人にネットでアピールすることができる可能性があるんです。

土地や建物がなくてもネット上にお店を出すことが簡単になってきました。

さっき挙げた楽天やアマゾンなんかもそうです。



そしてネット上のお店であれば

メーカーや卸売を経由しなくても直接お客さんに販売できるんです。

もちろん初期費用はほとんどかかりませんし、

パソコンで管理ができるシステムを構築してしまえば人件費もかかりません。

しかもそのシステムもこれから構築していく必要もなく既にあるんです。

しかもとっても簡単。

そういうシステムがあるならわざわざ必要以上に人を雇ったりしませんよね！

むしろ人件費がかかって単純なミスもあるかもしれないし効率が悪いです。

【ネットを使ったビジネス＝自動化ができる！】

という事です。

自動化できることを手動化する必要は全くありません。

さらにさっき言ったネットで得られるレバレッジを使えば応用力は自分のアイデア次第で無

限に広がります。

僕の友人にお笑い芸人がいてよく相談にのっているのですが

youtubeに動画をあげて、ブログに集客、



自己発信をしてそこから実際にライブに来てもらうという流れで集客を狙っています。

実際に先月から 2～3 人程の反応があると言っていました。

ネットが使えなかった彼らは

今までライブで面白いステージを見せればお客さんは勝手に増えていくだろう

そう思っていましたが、実際にはお客さんは 1 人とか 2 人とかでした

でもネットで自分たちの事を広めることによって

多数の人に知ってもらう事ができるようになったんです。

どんなに素晴らしい事を発信していても

知ってもらえないと反応は当然少ししかありません。

それをネットを使うことによって補うどころか絶大な効果を得る事ができます。

これはすべてのビジネスに共通しています。

弁護士であっても、日曜芸術家であっても塾の先生であっても

ネットをを使うことによって自分を気軽に知ってもらう事ができます。

そこからオフラインの世界に集客することができます。

そしてよく見かけるのが飲食店とかのお店でのメルマガ会員登録の募集！



オフラインからネットを使ってリピータを増やしたいという狙いだったりします。

イトーヨーカドーという超大手会社でもメルマガ会員は普通に募集しています。

つまりはどんなビジネスであってもネットを使わないことはありえない時代になっているんで

す。

そしてレバレッジをきかせて、出来る限り自動化すること

そして多くの顧客をネットで獲得することが重要なんです。

ネットでのマーケティングは本当に簡単にできます。

無料ブログのアカウントを 5 分で取ってプロフィールを書いて記事を書く。

これだけでもアクセスが集まるわけですから、

オフラインのビジネスで戦略を考えて高い広告を打つよりもはるかに楽です。

こんなに費用対効果が高い方法は絶対にありません。

【これから】、ではなく【今すでに】ITの時代になっています。

情報こそがビジネスを制します。



というか全てのビジネスは情報があってこそ成立しています。

飲食店もおいしく調理する情報を持っているから

大工さんも家を建築する情報を持っているから

学校の先生も勉強を教える知識という情報を持っているから

お笑い芸人も人を笑わせることができる情報をもっているから

情報を持っていないのは赤ちゃんだけです。

むしろ赤ちゃんも胎教で情報を得ているかもしれません。

だから情報こそがビジネスを制しているという事がわかりますよね！

そしてその情報をたくさん伝えることができるネットこそが

これからのビジネスには絶対に必要になってきます。

なので、必ずネットを使ったマーケティングは身につけていきましょう！

この先のメールでもマーケティングについては解説していきます！



7.複数の視点から物事を考えていきましょう

実はちょっと前の記事からもっと広い視点で書きたいと思ってきたので

物事を 1 つの視点でなくて複数の視点で考えていきたいと思います(´∀｀)

早速ですが、これから自分がビジネスを行う上でどのビジネスにも当てはまる稼ぐ為の流

れ・条件を頭に入れていきましょう。

ビジネスの考えですが、ビジネスでなくても全てに応用できます。がビジネスで考えたほう

がわかりやすいのでその流れで説明していきます。

 

ビジネスで稼ぐ為の流れとしては

・集客をする

・教育をする

・売る

という流れがあります。この流れは全てのビジネスにおいて適応できる大原則となります。

これらは一番初めにマスターしないといけません。

なぜなら大原則というようにこの土台がないビジネスでの成功は難しいからです。

逆に言えばこれらをきっちりと理解しておくことができるなら成功への道は限りなく真っ直ぐ

に伸びていると言えるでしょう！

 



集客・教育・販売について理解を深めマスターしたいなら

【マーケティング】

【コピーライティング】

この２つのスキルをマスターしないといけません。

 

ではこの２つをここでは簡単に説明していきましょう。



■■■マーケティング

マーケティングとは、自分が参入する市場・マーケットを決めて

その市場の顧客がどういう悩みを持っているのか！

それを解決するにはどういう商品を提供すればいいのか！

どうやってその見込み客を集めて売っていくのか！

この商品を作成するという事から、お客様（顧客）の手に渡るまでの一連の流れをいいます。

 

 

もっと堅苦しく書くと

・顧客を集めて

・顧客を教育して

・顧客に販売する

これを、ダイレクト・レスポンス・マーケティング(DRM)といいます

これが一番有効なのがメールマガジン

ではメールマガジンを使って健康食品を宣伝したい場合を例にあげてみましょう

健康で悩んでいる人を集めて

メールで信頼構築をして

気持ちが高まった所に販売を促する

こういう事になるわけです。

メールマガジンでは、お金をかけて不特定多数の人に情報を発信して反応が少ないという

マーケティングではなく、あらかじめ自分が解決できる悩みを持ったお客さまを集めること



によって、そこにたいして最も有効な情報を発信することができます。

こういう状況は自分が発信したい事を非常に高い確率で受け取ってもらうことができます。

この状態は集客・教育・販売どれかが欠けても成立しません。

逆に成立したときは大きな成果を上げることができるでしょう。

じゃぁまずは集客！と言いたいのですが

その前にリサーチが大事になってきます。

リサーチとは顧客が何を求めているのかを理解しそれに合った商品（価値）を作る、もしく

は探すことです。

顧客が望んでいる事（解決したい悩み）に標準があっていないとどんなにいい事を言って

いても販売までたどり着かないからです。

自分が勝手にいいと思っていてもダメなんです。

だから顧客の気持ちを知るためにリサーチをするのです。

アンケートとか病院のカルテとかもこれに当てはまりますよね(´∀｀)

 

それから集客、教育となるわけですが

教育といってもその言葉のように一方的なことではなく

自分の提供する情報を求めているお客様との距離を縮めるという事です



つまりは知ってもらうという事が大事になっています。

 

インターネットで何かを発信するときはこの DRMは必ず覚えてくださいね。



■■■コピーライティング

先ほどのマーケティングは実際は誰でも簡単に身につけることができるのですが

このコピーライティング（言葉の表現力）は身につけている人は少ないと感じています。

実際に私がよく言われているのですが

何を考えているかよくわからない、言葉に出してください。

そう言われていましたし、今も言われることがあります。

それでも顔を合わせていれば表情や雰囲気で分かることもあります。

でも家族でもない初対面の人には難しい事です

その時に一番大事なのがコピーライティング

つまりは『伝える力』です。

人間は伝え方が 9割と僕は思っています。

その方法がそれぞれ人によって変わってきますがインターネットを使って何かを伝えたい

時はコピーライティング力

これは必須になります。

 

もし自分のビジネス・やりたいことを認めてもらいたいならこのコピーライティング力を身に

つけないことには始まりません。



コピーライティングをナメている人は本当に多いですが、

もしこれを勉強しなくてもいいと思っているなら成功したくないというのと同じです。

 

でもコピーライティングは難しいんじゃないの？才能があるからなんでしょって思っているな

ら大きな間違いです。

むしろ難しく考えない方がいいかもしれません。

なぜなら考え込まれた日本語の綺麗な言葉でなくてもいいからです。

お客様の感情を動かして、欲しいと思ってもらえれば何でもいいからです。

人間の心理に基づいた原則と基本的なテクニックを知るだけで圧倒的に変わってきます。

 

ではそのコピーライティングの基本をあげてみましょう。



■3 つの one

one market

one message

one output

 

one market とは 1 つの市場に絞るということです。

ラーメン屋さんでピザ出したら混乱しますよね？

そして冷めてしまいます。

そんなピザ食わないし、そんなお店ってどうなの！？

こうなるわけです、必要ない情報は発信しないようにしましょう。

 

one messageとは 1 つの事をきちんと明確に伝えろ！という事です

コンビニでお腹が減っているならガッツリご飯食べましょう！いや、ラーメンもいいです、そ

してパンは大きくて食べごたえありますよ！

・・・どれがオススメ？

混乱してしまいますよね！何を伝えたいのかを明確にしていきましょう！

 

one output これは出口が一つしか用意してはいけないということです。



コンビニの例の続きですがこんなに答えがあったら混乱してしまいます。今回買ったとして

も

次からここ面倒だから来ないようにしよう

うっとおしいから別な所で買おう

最悪、ウザくて喧嘩になるかもしれません。

用意する答えは一つだけです。

たらふく食べたいならガッツリご飯食べましょう！でいいのです



■3 つの not

not read

not believe

not act

 

not readは読まない。

基本人は文章を読みません、読まれなければどんなに素敵な事が書いてあっても意味が

ありません。読まれるような工夫をしてください。

よくある迷惑メールだと「読まないでください」とか「メアド変えました」とか読者がビックって

なる見出しがありますが、通用するのは最初だけです、慢性的になるのは注意してくださ

い。

 

not believe 　信じない

よくインターネットで見る毎日 30 分の作業で毎月 100万円稼げる方法！

これ最高に胡散臭いですよね w

なので信じさせないといけません。

信じてもらえる 1 つの方法としてはどうしてそうなるのかを論理的に説明すること

こういう方法をつかってこういう行動をするから 100万円が手に入るわけです！

という感じです。



自分の体験談などはとてもいいと思います。

 

not act 行動しない

読んでもらって、信じてもらった、商品、価値も十分認めてもらった

でも行動しません

どうすればいいのかわからないと結局去っていきます

なので行動を促すことが重要です！

ここから申し込んでください、このアンケートに連絡先を書いてくださいとか

簡単な表現で大丈夫です。

大事な事はどういう行動をすれそれが自分に得られるのかを指示することです！

それで行動してくれます！

 

これはをしっかり押さえた上で自分は人生で何をしたいのか考えてください

その行動には必ずお金が必要になってきます。

 

ですが、お金を稼ぐ方法として出来ること出来ないことやりたいことやりたくないことが必ず

あります。



できることを見つけてみませんか

それを無理なくビジネスに向けてみませんか

 

その為のヒント・ネタ帳としてこの電子書籍は読んでみる価値があります。

それが無料だというのですからリスクはありません。

それも今だけです！

自分の人生やりたいことがあって出来ていないというなら見てください

関係ないという事は思わないでください。

見方を変えて違う方向から見ることができれば自分に必要な情報になってきます。

孤立した点として捉えていたものが自分の人生を豊かにするスキルに変わってきます。

今はできなくてもできるようになります。

 

あなたの夢を現実のものとしていきましょう。

夢を叶える方法・思考を自分の中に育てていきましょう！



■価値というのはどうやって産みだしていくのでしょうか！

この事をわからないで世の中にただ振り回されている人が多い気がします

もし、わかって乗っかているのか

わからないで流されているのかでは大きな差があります

わからないでいる人は物事を難しく考える傾向にあるようですが

実は成功している、継続して価値を発信している人がやっていることを

5 つあげてみました。

◆１、シンプルに考えることができる！

ビジネスや、価値を多くの人に提供している人がやっているのはとってもシンプルです。

わからない人、わかっていない人というのは物事を勝手に難しく考えてしまいます。

逆に成功している人、価値が提供出来ている人は難しい事であっても簡単に考えようとす

る事を考えます。

シンプルに考えることができるように考えることです。

◆2、基本を大事にする！

シンプルにつながっていることなのですが、基本というのはとってもシンプルです。

そして基本が大事にできているということは、小手先に囚われていないしっかりとした事を

提供できるようになります。

基本というのは価値だけではありません、提供する人の品質、やりとりがきちんとできるのか

どうか、挨拶ができない人は仕事ができるのか？というところだと思います。

◆3。とにかく動く！

人間というのは考える事ができる生き物です、

そして不思議なことに考えて

【達成できる方法がわかる】と【行動しなくなります】



そこで自分はできろと満足、

いつでもそこに行けると思って行動することをやめてしまいます。

それとは別のパターンで

【失敗することを考えてしまう】

その思考が歯止めをかけているケースです。

この場合はマイナス思考になっているのでプラス思考にしていきましょう！

昨日紹介させてもらった【やる気の育て方】よんでみてくださいね！

◆4、失敗してもいいんです！

それも早いうちに失敗するのがいいです！

ちょっと経験を積んでからだと失敗もできなくなってしまいまいます。

そして虚勢をはってしまうんです。

だから早いうちに失敗をしてきたほうがいいし、素直に助けを求められるようになります。

失敗を怖がらなくなります。つまりは前にすすめるという事ですね！

◆5、日々の積み重ねが大事になる

毎日できる事で大きくなる事がたくさんあります。

というか毎日のように積み重ねができないと難しい事の方が多いです。

勉強だって毎日少しずつやるから身につくし、

僕で言えばドラムの演奏も毎日少しでもやらないと下手になります。



簡単な事でいいとさっき言いましたよね！

その簡単な事を積み重ねることができるのが重要です。


