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はじめに 

 

副業・・ 

過去、日本の高度経済成長を支えてきた日本的経営（終身雇用・年功序列・企業内組合）

のスタイルから、国レベルで方向転換してからは大企業も次々と副業を認めるような時代

になりました。 

 

さらに今現在とこれからの未来の姿から、少子高齢化・年金問題というさらなる課題に今

から対処するために副業することが当たり前のようになりつつあります。 

 

 

さて、そんな副業にはいろんなパターンがあります。 

 

まずは労働型と収益型の副業という切り口があります。 

 

労働型・・アルバイトのように働いた分だけお金がもらえる。止めると稼げない。 

収益型・・不労所得、不労収入とも言われます。 

ほったらかしで、あるいは少しの労力で稼ぐことができる、という副業です。 

 

後者は、 

具体的には「投資」に近いかも知れません。 

不動産収入、株式からの配当や売買益、著作権収入などです。 

 

生きがい・やりがいという精神的な考え方を別にすれば、 

絶対に収益型の副業の方がいいのは誰しもが認めるところだと思います。 

 

なぜなら究極の「ほったらかし」で副収入（時にはメインの収入）が入るわけですから。 

この姿の到達点が「 FIRE 」でもあります。 

 

もう一つ、こんな切り口もあります。 

先行投資が必要なタイプと、今ある（もしくは少しの努力での）資質・スキルでマネタイ

ズできる（稼げるようになる）タイプです。 

 

具体的な例として、税理士の資格を取得してコンサルティングで稼げるようになる、とい

うのがあります。 

 

この場合は副業というよりも、独立・開業・起業という世界でもありますが。 

 

また、動画編集・ライターとしてのスキルを身に付けて稼げるようになるゾ、という副業

もあります。 



いずれにしても、資格やスキルを身に付けるためにそれなりのエネルギー（お金と時間）

が必要となります。 

 

それと忘れてはならないのが、資格取得やスキル習得と、稼げるようになるかどうかは別

問題だということです。 

 

プロレベルの野球センスを身に付けても、プロ野球の球団に入団できることと、プロの世

界で活躍できることは別問題なのと同じです。 

 

いろんなスキルを習得しても、集客・売上・収益（儲け）は別の話なのです。 

同じようなスキルで起業しても稼げる人と稼げない人が出てしまうのと同じです。 

 

誰しもノウハウやスキルを習得できれば、夢のような世界が待っていると思いがちですが、

この先行投資型の副業については費やしたエネルギー（時間とお金）がムダにならないよ

うに見極めたいものです。 

 

なので、今ある「資質・知識・スキル」を見つめるところから「お宝探し」＝自分再発見か

ら期待できるような副業という思考を、ぜひ一度はやってみてください。 

 

先の先行投資型の副業の反対側にあるような副業はないものだろうか、という発想です。 

（結論は「さいごに」で触れました） 

 

 

この副業大百科を読み進めるに当たっては、ぜひとも自分の未来・将来という少し中長期

的な視点と、自分のこれまでの人生を振り返ってみる、という視点から思考をめぐらせて

みてください。 

 

 

あなたの未来が輝くことを切に願っております。 
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1．ネット通販で稼ぐ（アマゾンでの物品販売含む） 

 

ネット物販にはいろんなやり方があります。 

そしてそれぞれにメリット・デメリットがあります。 

 

ここでは転売ビジネスを除きます。 

 

自社サイトで通販する。 

楽天やヤフーショッピングやアマゾンなどに出店・出品して通販する。 

 

オークションサイトにも出品して販売する。 

アマゾンの倉庫に保管・発送までを委託して、自分は仕入作業に専念する。 

 

最後のアマゾンの物品販売は最近サラリーマンや主婦の方に注目されています。 

さらに、これまで稼いでいた人がそのノウハウを販売して、もっと稼ごうという流れもあ

ります。 

 

いろんな切り口をまとめてみます。 

 

オリジナルの商品を用意して販売 仕入れたものをモール等で販売 

・自分でオリジナルの商品を製造若しくは 

どこかに製造してもらって（OEM）、自社サ

イトで販売する。 

・FB ページでの販売も可。 

・SNS で告知したり、広告を使って販売。 

・地域の名産、特産品などを身近なところ

から、あるいは外部から仕入で販売。 

・自社サイト、モール出店等で販売。 

仕入れたものをアマゾンに委託 オークションサイト等で販売 

・アリババなどで大量に仕入れた商品をア

マゾンで販売する。 

・まとめて倉庫に納入して、アマゾンで発

送までしてもらう。 

・自分は仕入に専念する形。 

・ヤフー等のオークションサイトで販売。 

・オークションサイトと自社サイトやモー

ル出店等を併用して販売。 

・フリマアプリにも出品。 

 

繰り返します。 

商品・商材をどうするか・・自作、外注、仕入、海外からの輸入など。 

 

身の回り・身近なところから発掘するか、県外の業者・海外の業者とつながることで仕入

れるか・・ 

 

あなたがプロデュースして、他の人の作品や商品を販売してあげることでも可能です。 

 



いろいろ考えてみてください。 

 

さらに、実店舗でのビジネスを考えることもできます。 

花屋（フラワーショップ）さん、パン屋さん、雑貨屋さん・・ 

 

小さい頃からの夢を実現することにつながるかも知れません。 

あれこれ、いろんなこと・自分でやってみたいことなどを、また自分でやれるかどうか、

などいろいろと思いをめぐらすことは大事です。 

 

個人でやるか、会社組織にするか、しばらくは個人でスタートして後から会社組織化を検

討するか、といったことなどもあわせて検討してみてください。 

 

会社設立などは司法書士に依頼する手もありますが、自分でやれば格安で済みます。 

 

お問い合わせいただければアドバイス・フォロー・お手伝いできるかと思います。 

 

 

さて、ネット通販ですが・・ 

スマホ 1 つでできるかと言うと、フリマアプリやオークションサイトへの出品程度なら可

能かと思いますが、やはり PC があった方が絶対にいいです。 

 

スマホ 1つでできる副業とまでは言えないかと思います。 

在庫管理や資金管理、さらには顧客名簿管理など PC がないと大変な作業がありますから。 

 

また、申告の時のことを考えるとやはり PC があった方がいいですね。 

もちろん伝票や領収書などを税理士さんに丸投げするのもアリですけど。 

（それもお金＝費用・コストです） 

 

ただし、 

自分のデザインを T シャツや文具や雑貨などに印刷してもらって、そこのサイトが販売管

理もしてくれるといったビジネスモデルも登場していますからスマホ 1 台だけで思い切っ

て飛び込むという選択肢もあるかも知れません。 

 

 

  



【ネット通販のメリット・デメリット】 

メリット ・自分で最後まで一貫してやれるなら、まさにメーカー兼販売店として

起業するようなものです。 

・規模が大きくなることで会社としての成長も期待できます。未来に向

けてどんどん可能性が膨らむのも事実です。 

・成功したら他のビジネスなどいろんな展開ができるのも魅力です。 

デメリット ・商品を用意できなければ売るものがないので商売としては成り立たな

くなります。 

・仕入・在庫・発送・資金管理（代金回収など）を当初は全部自分一人で

しなければなりません。 

・売れる商品・商材をみつける、取り扱うまでの苦労があります。 

・自前のサイトでやるか、楽天などのモールに出店するか・・選択肢は

いろいとありますし、それなりの費用がかかります。 

 

 

・商品が売れると月商ベースで数十万円、数百万円といった単位で収入が入ってくるよう

にもなります。もちろん「儲け」は別です。 

（人を雇ったり、外注化したり、それなりにコストも増えますから） 

・誰でも、手軽に、というものではありませんが（ネット通販は）可能性が広がるネット

ビジネスだと思います。 

・たとえ「やる・やらない」を別にしても、日頃からネットをいろいろと見る時には、商

品探しやアイデア探しを兼ねて、自分のアンテナの感度を上げておくことが大切です 

 

 

ここで私の体験（モール出店者から聞いた話）から・・繁盛している出品者さんです。 

 

【楽天に出店している果実屋さんの例】 

・農家さんから果実を集めてそれを全国に通販している女性オーナーさん。 

・季節性があるので、予約活動をして収穫期に発送する、という仕事。 

・売れる時には 1日の注文が数百件になります。 

・その方とパートさん 2、3人でこなします。 

・発送業務に追われて夜中まで仕事して徹夜のようななることもあります。 

 

 

会社が大きくなって成長して、それなりに人を雇って組織化するという形になればいいの

ですが、最初はどうしても自分一人で作業が多くなってしまうのも事実です。 

 

まあ、売れなくてまったく注文がこないとなればそもそも問題外ですけど。 

 

 



また、全部自分でやる、という話の延長なのですが。 

申告を税理士に依頼することなく、自分で決算処理・確定申告処理などをすることも可能

ですが、簿記・経理・財務などの処理を自分一人でこなすとなると結構大変です。 

 

 

【ネット通販のまとめ】 

・加齢で気力、体力がどんどん落ちていく中高年の方だと大変かも知れません。 

相当な覚悟が必要と言えます。なぜなら、普通はスタート時には何もかも一人でしなけれ

ばならないからです。 

・自分で商品を提供できる、または仕入れるためのルートを確保できていて、なおかつそ

れが売れそうだ、という判断ができる人はネット通販に積極的にチャレンジしてもいいか

も知れません。 

・ただし、最少のコストでスタートできるように努めることが大切です。 

 

 

ネット通販を副業としてスタートする、という大前提を自分一人で取り組むものとして解

説しました。作業も経理も経営も自分でやる形です。（ご理解・ご了承ください） 

 

また、資金力がない人は他の副業で稼いでからその資金を元にネット通販に乗り出す、と

いう選択肢もあります。 

 

または、金融機関から資金調達した上でチャレンジする、ということも可能です。 

元銀行支店長経験者の私に何でもご相談ください。 

 

 

あなたがネット通販などの物販にチャレンジしようとなったら、資金的なものをある程度

は細かく詰めておくことをおすすめします。 

 

いずれにしても、ある程度の軍資金（準備資金）が必要なことは他の副業やビジネスでも

一緒です。 

  



2．投資で稼ぐ 

 

【注意】 

投資で稼ぐという章の見出しですが、元銀行員の私としては FX・仮想通貨・アービトラー

ジなど一部の商品は「バクチ」に近いものだと考えています。 

 

その道のプロ（プロ集団）や人工知能 AI 相手に勝負するのはマジに「バクチ」だと思いま

す。なので本章では紹介していますが、普通の株式投資などを別にすれば決してすすめて

いるものではない、ということだけは理解しておいてください。 

 

 

ここ（本章）でいう投資とは、株式投資・FX・金融商品・金融派生商品・仮想通貨などが入

ります。 

もちろん不動産投資や貸駐車場などへの投資など、リアルな現実世界にも目を向けるとい

ろんな対象がありますが、ここではネットやスマホでできるものをイメージしています。 

 

投資は「自己責任」です。 

プラスもあれば元手が（元金)がマイナスになることもあります。 

 

（繰り返しますが） 

人によっては FX や仮想通貨などはギャンブルだと言う人もいます。 

実際、私も現役の時は銀行の就業規則で株式投資の信用取引・FX・仮想通貨などは禁止さ

れていました。 

 

もちろんリスク性の高い商品ということで、お客さまにもおすすめできるものではありま

せんでした。 

（株式投資のうち、信用取引ではなくて普通の売買なら認められていましたけど） 

 

この手の投資は 

ある程度の資金がないとムリな稼ぎ方です。 

 

お金にお金を稼いでもらう、というやり方です。 

いわゆる投資家という人たちのビジネスモデルです。 

（もちろん副業・サイドビジネスとしてやっている人もたくさんいます） 

 

最近では、昼食時間やスキマ時間にスマホを見て、「売ったり・買ったり」しているサラリ

ーマン・主婦の方などもいらっしゃいます。 

 

また、 

会社・組織も財テクと称して、経営戦略の一環として、あるいは純粋に投資としてお金に



お金を稼いでもらうということを普通にやっています。 

（昔は、そんな財テク部門を担当している人たちを花形としている時期もありました） 

 

この「お金」に「お金」を「稼いでもらう」というやり方は、完全に自己責任になります。 

当然に 100％の元本保証なんてのはまずありません。 

 

今や銀行でも金融商品を販売していますが、自己責任です。 

儲かることもあれば損することもあります。 

 

ですから、この投資をやる、ということであれば「余剰資金」「投資資金」でやるべきです。 

まさに「運用」です。 

 

間違っても借金したり、生活において必要な資金を流用しての投資（特に FX などのバクチ

的な要素が強い投資手法）は止めておいた方が絶対にいいです。 

 

ギャンブルで作ってしまった借金をギャンブルや、この FX や仮想通貨で取り戻そうと考え

るのは【絶対】にやめてください。宝くじなどもいっしょです。 

 

この「投資」という副業は内容によってはおすすめしない、というか他のネットビジネス

などで稼げるようになった時の余剰資金で運用するようにしてください。 

（副業初心者は絶対にその方がいいですよ。なぜなら ⇒ 競合相手がプロだからです） 

 

特に最近では仮想通貨がブームになっていたりしますが、乗り遅れる形での投資で「どう

ぞババを引かないように」してください。 

 

株式投資や FX や仮想通貨などは、ゼロサムゲームとまではいいませんが、誰かが損して、

誰かが得して、というビジネスモデルの一面があるのは事実なのですから。必ず勝つ人と

負ける人がいると思うのが賢明です。 

 

【スマホとの関係】 

・この「投資」は当然にスマホでも可能！ です。 

・お小遣い稼ぎ的なサラリーマンのスキマ時間での運用（かかわり）だと、スマホと相性

がいいかと思います。 

・ただし繰り返しますが、ハイリスク・ハイリターンという商品もありますので（ギャン

ブル性が高いので）、本当に余剰資金でやるようにしてください。 

 

ただ、スキルや投資できる資金量によって稼げる金額には差がでますし、それなりに投資

スキルをずっと磨き続けないといけないのも真実です。（それなりに勉強は必要です） 

 

決して、自動売買システムに一任したから（任せっきりだから）というパターンでは最終



的には資金がなくなることもあるかと思われます。 

 

何といっても競争相手は百戦錬磨のプロ（ファンドなどの組織も含む）・人工知能 AI です

から。 

しかも、競争相手は世界規模の組織であったりします。 

 

 

【投資のメリット・デメリット】 

メリット ・ハイリスク・ハイリターン、からローリスク・ローリターンまでいろ

んな商品があるので、自分の投資・運用方針や用意できる金額によって

は選択肢が広がるのがメリットです。 

・リターンの大きい投資なら、億単位で稼ぐことも可能となります。 

・長期的な視点と短期的な視点（場合によっては中期的な視点も）など、

投資対象をいろんなスパンで考えることも大切ですし、そういう思考が

求められます。 

デメリット ・元本保証はあり得ないので損することもあるし、下手するととんでも

なく大きな損失を出すこともあります。 

・ブーム性が強い商品だと、後発組は損する可能性もあります。 

・自己責任なので、それなりに「市場（マーケット）を読む力」「高いス

キル」が求められるのは間違いありません。 

 

繰り返しますね。くどいようですけど銀行員は、 

・FX、株式の信用取引（お金や株式を借りて株式を売買する手法）、仮想通貨などは NG で

す。 

・リスク性が極めて高い、ということです。 

・損をした時に人生が狂う場合がある、ということです。 

（銀行はリスク管理にうるさいのです） 

 

 ですから、FX や仮想通貨などは「儲かる可能性」も高いですが、それなりにリスクもあ

る、ということだけは十分に認識された上で取り組んでください。 

 

まあ、本記事で（他にも）ご案内・ご紹介するネットビジネスで稼いでから余剰資金で投

資・運用されるのがいちばんです。 

（今すでに稼いだ・貯めた豊富な資金がある人は別ですけど） 

 

 

  



【投資のまとめ】 

・ブームになったりもする FX・仮想通貨で稼ぐのはそれなりのスキルが必要。 

・日本だけではなくて世界中の投資家相手に「はりあう」のが投資の世界。 

・相手は素人ではなくてプロもしくは人工知能 AI がライバルとなる！ 

・中高年の方は、（老後のための）貴重な貯金や退職金などを元手に「一勝負」というのは

リスキーだと思われます。 

 

 

【老婆心ながら】 

くれぐれも大切なお金を【とかさないように】（ドブに捨てないように）してください。 

 

イメージは麻雀とほぼいっしょです。あなたの負け分が誰かの勝ち分になる、みたいなも

のです。 

 

借金がなくて十分に普通に生活できる人が、余裕のある資金を使って頭の体操的な趣味と

実益を兼ねた「副業」という位置づけで取り組むのはいいかも知れません。 

 

 

  



3．せどり・転売で稼ぐ 

 

場合によっては「古物商」の許可が必要な場合があります。 古物営業法で規定されていま

す。（中古品を売買する時に必要な許可で警察署に申請します） 

 

せどり・転売は「売れる商品」を見つける目・仕入れる資金・保管する場所・包装発送作

業などが必要になる副業です 。 

 

「せどり」とは中古本屋さんで珍しい中古本を仕入れてきて、それをネットで仕入価格以

上の金額で販売する、という元々商売として存在しているビジネスモデルです。 

 

いつの間にか、本以外のゲーム、CD、DVD といったようなものも扱われるようになり、最近

では何でもかんでもが対象のと商品となっているようです。 

 

要は、仕入れた時の価格と販売する時の「価格差」で稼ごうというビジネスモデルです。 

 

いわゆる不用品を（オークションなどで）売る、というところの延長的なビジネスモデル

でもありますが、自宅の不用品だけだといつかは在庫がなくなります。それで、中古本 ⇒ 

すべての商品 となっていったような感があります。 

 

この「価格差」というのは、私たちも身近なところで毎日のように体験する世界です。 

 

A スーパーは卵が 1パック 180 円だったけど、Bスーパーは 198 円だった・・というのはよ

くあります。 お店側が戦略的な価格で（広告の目玉として）消費者を集めようとしていた

り、ライバル店との競争で値下げしていたり、という世界があるからです。 

 

この価格差を、地域で・お店で・日本全国で・・（調べたり、計算したりして）行っている

のが「せどり・転売」というビジネスです。 

 

 

【スマホとの関係】 

・せどり・転売で稼ぐやり方は、スマホでもある程度は可能！ です。 

・ただし・・仕入・在庫管理等が発生しますのでスマホだけでの対応はかなりハードな作

業となることも予想されます。 

・どこのプラットホームに出品するか、ということにも関係してきます。まあ、PC はあっ

た方がベターです。 

 

  

 

 



【せどり・転売のメリット・デメリット】 

メリット ・手軽に、簡単に始めることができるものです。 

・在庫なしでも、できないことはない。 

（ただし規則違反になる可能性があります※後述） 

・稼げるようになったら法人組織にしたり、手間ひまを外注化したりす

れば、自分はほったらかしでお金が稼げるようにもなるビジネスモデル

になります。 

デメリット ・仕入れるための資金や、商品をストックしておく在庫のためのスペー

ス（部屋など）が必要。 

・売れる商品を見極める「目利き」としての力量が必要となります。 

・売れなかったら不良在庫（デッドストック）としてお金が眠ることに

なるのも事実です。 

・売れてくると（回転率が上がると）包装・梱包・発送作業に追われる

ことにもなるのが大変。 

・田舎・地方在住者は、商品を仕入れる中古本屋さんや大型のディスカ

ウントストアなどが身近にないため、商品仕入の力（ちから）がライバ

ルに比べると落ちるというハンディがあります。 

 

自宅にある不用品をオークションやフリマアプリで売ってお小遣いを稼ぐ（後述）程度の

取り組みなら、日々の生活のスキマ時間や週末を利用してのチャレンジができます。 

 

でも、せどり・転売を本格的にやるとしたら・・休日などは仕入活動などに時間をさかれ

ることがあります。（なぜなら儲けるために大量に仕入れる必要があるためです） 

 

これだと、（時間的に）自由になりたくて副業・ネットビジネスにトライするのに、どんど

ん忙しくなってしまった、となればある意味不幸なことでもあります。自分のライフスタ

イルとあわせて検討したいものです。 

 

取り組みやすいのでチャレンジする人（ライバル）が多いのも「せどり・転売」の特徴で

す。 

また、後発組もどんどん参入してきます。 

 

※ 規則違反という話をしましたが、以下のようなことです。 

それは、 

 

規則違反をしてまでの裏ワザ的ビジネス、みたいなやり方もできる、という話です。 

 

オークションにしても、フリマアプリにしても「場を提供している側」の決まり的には、

手元に在庫がないのに（つまり、架空の商品なのに）、それを出品することを（普通は）禁

じています。 



利用者保護の観点ですね。まあ、当然といえば当然です。 

それを商品がないのに（仕入れていないのに）出品する人たちがいるのです。 

（無在庫転売と称してそのノウハウを販売・レクチャーしている人たちも存在します） 

 

やり方としては、こうです。 フリマアプリに「ある商品」を出品します。 （当然、事前に

その商品をアマゾンで仕入れることのできる金額を調べておいて、儲けを上乗せした金額

で出品するわけです） 

 

⇒ フリマアプリで、売れたらアマゾンに発注して（その送付先をギフト扱いなどで）、購

入者宛に送付してもらう、という流れです。これだと、在庫は必要ありません。  

 

先に仕入れて売れなかった時のように損をすることはあり得ません。 

 

この手法は完全に禁じ手だと思いますが、 

実はこれに近いことができてしまう場所に住んでいる人たちがいます。 

 

つまり、 

先に出品して商品がないのに、その商品を同日のうちに入手してそれを発送できる人たち

がいるのです。 

 

それは大都会または大都会に近いところに住んでいる人たちです。 

そのやり方・流れとは、 

 

【具体的な流れ】 

・アマゾンは大量出品している業者や人たちがいるので、安くで仕入れることができる。 

・しかも、都市部だと（配送機能が）充実しているので、注文してから数時間で届けても

らえる。 ということも可能。となれば・・ 

・フリマアプリで出品したものが（在庫がなくても）売れてから、アマゾンに注文すれば、

大都会・その周辺に住んでいる人たには、その日のうちに商品が届く。 

・すぐに、転送（再発送）するような形で（自分で梱包したような形にみせかけて）発送

すれば何ら問題はない。 

⇒ こんな形での転売ビジネスをやれる人たちが存在するのです。 

 

あなたは都市部に、大都市近郊に住んでいますか？ 

 

上で紹介したしような裏ワザ的なやり方は大都市圏やその近郊に住んでいる人しかできな

いやり方です。でも、おすすめはしません。 

 

田舎には大型のディスカウントモールなどはありません。 

 



（繰り返しますが）問屋さんのような価格で、しかも個人でも買えるスポットは一部の限

られた地域に住んでいる人たちだけに関係する話です。 

 

つまり日本全国津々浦々どこでも「せどり・転売」という副業が可能かというと、厳しい

ものがある地域に住んでいる人もいるということだけは間違いありません。 

 

 

【せどり・転売のまとめ】 

・せどり・転売ビジネスは地方在住者と大都市近郊に住んでいる人とではハンディキャッ

プがあるようなものです。（しかも ⇒ 仕入に出かけたり、たくさんの仕入商品購入等で重

い荷物を持ったりするのも体力的に中高年には厳しいものがあります） 

・そんなライバルたちと競争・競合していかなければならないのがせどり・転売ビジネス。 

・ただし参入はラクですし、組織化するなど大きく成長できる可能性もあります。 

 

昔から馴染みのあるフリマや、最近のブーム的なメルカリのイメージもありますから【お

手軽・簡単】という感じで参入者（ライバル）が多いのもうなずけます。 

 

そもそも家にある不要品を処分する発想からスタートできるような副業でもありますから

すそ野が広いのだと言えるのではないでしょうか。 

 

  



4．輸出入ビジネス（転売含む）で稼ぐ 

 

海外から雑貨品等を輸入して国内で販売するビジネスだとイメージしやすいですね 。 

 

前述した「せどり・転売」ビジネスの価格差を、海外と日本国内とで利用して行うのが輸

出入ビジネスです。 

 

海外の商品を仕入れて、日本国内で販売する、いわゆる普通のビジネスといっしょになり

ます。（ワインや外国産の商品や石油などを輸入しているのと同じです） 

 

それこそ海外に出かけてお気に入りの雑貨を仕入れて、あるいは海外にいるお友だちや知

人にお願いして商品を輸入する。（お友だちにお礼をすれば、自分もお友だちもハッピー） 

それを自社サイトやオークションなどで販売するというビジネスモデルです。 

 

海外旅行という趣味と実益を兼ねたライフスタイルを満喫している女性の方なども多いと

聞きます。 

 

さらに、 

このビジネスの「逆バージョン」をやれる人ならもっともっと稼げるようになる・成功す

る可能性が高まると言えるのではないでしょうか。 

 

※ 逆バージョン ・・ 日本から海外への流れ 

日本の商品を海外で売ることができれば、マーケットが全世界になります。 

（海外のアマゾン・ebay・自社サイト（英語）など） 

 

日本国民は約1億 2,000万人ですが、英語圏のアメリカだけでも3億2,000万人もいます。 

他にもイギリス、カナダなど英語でビジネスができる人はどんどん可能性が広がるはずで

す。 

 

この輸出入ビジネスを代行してくれるような会社というか、お手伝いビジネスも存在しま

す。 

当然、海外との交渉ごとも起こりえますので、ある程度は英語の（読み書き・話す）能力

があった方がいいかも知れません。 

 

※ まあ最近は人工知能 AI の発達で翻訳機・アプリなども凄いレベルに進化していますか

ら活用することでハードルはクリアできるかと思います。 

 

（英語ができない昔の人間である私は、定年後の副業を考える時には、最初から候補に挙

がりませんでした。あなたはぜひ反面教師にしてください。チャンスが転がっています） 

 

 

 



【スマホとの関係】 

・輸出入ビジネスをスマホだけでやろう、稼ごうというのはハードルが高いです！ 

・ちょっと出先で、スキマ時間に稼ごうというスマホでできる副業というビジネスモデル

からはだいぶ離れた形になることは間違いありません。 

 

 

【輸出入ビジネスのメリット・デメリット】 

メリット ・国内にない商品を扱うことができるのでライバルは少ないのが現実で

す。（ただし売れる・売れないの目利きが大切） 

・個性あるサイトを用意すれば競争力が格段に向上します。 

・日本の商品を海外に売ることができれば、もっともっと可能性が広が

るのではないでしょうか。 

デメリット ・英語でのやり取りが基本なので、それなりの語学力が必要。（今は素晴

らしい翻訳機やアプリ等があります） 

・トラブル発生時の対応が大変なことも起こりえます。 

・国境を超えるので国によっては、取り扱える商品とそうでない商品が

あります。要チェックです。 

 

英語ができる人には、日本の商品を海外に輸出するようなビジネスにチャレンジされるこ

ともおすすめします。 

 

日本政府の施策もありますが、インバウント、今海外から日本にやってくる外国人の数は

ハンパない人数です。 

 

以前、年間 2,000 万人くらいの外国人訪問者が、東京オリンピック前々年の 2018 年には

3,000 万人を突破したと言われています。 

 

今後さらに安心・安全な国としての魅力は高まり、訪日外国人は増えるはずですから。 

 

残念ながら 2020 年の新型ウイルスの影響で東京オリンピックは延期になりましたし、外国

からのインバウンドも（ビジネス目的の来日も）まだまだ厳しい状況でした。 

 

今後の観光客の回復に期待できる日がいつの日になるのかはもう少し時間がかかるかも知

れませんが、日本という国の、日本の商品・製品のポテンシャルは世界的には非常に高い

ものがある、ということだけは間違いありません。 

 

  



【輸出入ビジネスのまとめ】 

・輸出入ビジネスは海外 ⇒ 日本よりも、日本のモノを ⇒ 海外へ、という方がいいかも

知れません。 

・それだけ、日本・日本文化・日本のモノ（商品）は世界中から注目されているのです。 

・英語ができる人なら日本の商品を海外に発信・販売してみませんか？ 

 

 

何にしてもマーケティングのスキル（売れる商品の見極めと売り方）が求められるのは間

違いありません。 

 

どんなに「いいもの」でも売れなければ利益・儲けにつながらないからです。 

「いいもの」でも売り方が悪いと売れないものです。 

 

  



5．オークション・フリマアプリで稼ぐ 

 

身近にある不要なものをお金に換える、という副業は簡単にチャレンジできそうです。 

 

この「フリマアプリ」というキーワードは、ほんと身近になりました。テレビ CM もバンバ

ン流れていた時期がありました。 

 

それだけ、「当たり前」のツール・プラットホームになってきていることは間違いありませ

ん。 

 

実は、この世界に業者が入ってきているのも間違いないのですが、一個人としていわゆる

「お小遣い稼ぎ」として参入することはネットビジネスを実感できる・体験してみるとい

う「いい経験」にもなるかと思っています。 

 

最近では、「ゆうゆうメルカリ便」なるサービスまで登場しました。あの郵便局が、メルカ

リとコラボする時代になったのです。 

 

私は個人的にミネラルウォーターのネット通販がメインですので、実際にこのフリマアプ

リの世界には踏み込んでいません。 

（値崩れ・価格競争を避けるために参入していません） 

 

しかし、このオークションやフリマアプリを試してみることはメリットがあります。 

⇒ それは、通販ビジネスの基本的なことや雰囲気などを肌で感じるために実践してみる価

値が大いにあると思っています。 

 

オークションでは今や競売物件が地方公共団体から出品されるなど、市民権を得ている世

界です。 

 

ただし、オークションに限らず、ネットの世界は玉石混交です。 

見る目を養うという意味でもあれこれ出品されている商品についていろいろ調べてみるの

も勉強になるかと思います。 

 

【スマホとの関係】 

・フリマアプリで稼ぐやり方は、スマホとの親和性がいちばんいいかも知れません。 

・ただし出品できるモノには限りがあります。（せどり・転売のように仕入をするなら別で

すけど） 

 

  

 

 



【オークション・フリマアプリのメリット・デメリット】 

 

メリット ・ネットビジネスの基礎的なものやルール・仕組みなどを肌で感じるこ

とができるものです。 

・お小遣い稼ぎや副収入稼ぎとしては悪くないツールになります。 

・自宅の不用品などの整理にも大いに役立つのも事実です。 

デメリット ・包装・梱包・発送作業などがどうしても避けられない。 

・落札が増えれば増えるほど（売買が成立すればするほど）どんどん忙

しくなります。 

・落札者とのトラブルも起こりえるものだと理解して心の準備をしまし

ょう。 

 

オークションが登場した頃には、オークションで稼げる方法といった情報・ノウハウを販

売して億万長者なった人もいました。 

 

ただ、今ではたくさんの人が参入してライバルが増えたことで人によっては稼げなくなっ

た人も大勢いるかと思います。 

 

ネットビジネスのイロハを勉強するきっかけとしてチャレンジしてみてもいいかも知れま

せん。 

 

【オークション・フリマアプリのまとめ】 

・ネットビジネスを体感する、肌で感じる、という意味では経験してみることもありです。 

・これで稼げたら ⇒ それを【体験からの情報・ノウハウ】として販売することでも稼ぐ

ことができるようになるかも知れませんから。 

・出品・受注・包装・梱包・発送などそれなりに「作業」が求められるので体力的には厳し

いものがあるかも知れません。 

 

（繰り返しますが）お手軽にネットビジネスを体験してみる、ということなら何かしらの

発見があるかも知れません。 

 

 

  



6．ポイントサイト・アンケートサイトで稼ぐ 

 

スキマ時間をみつけてポチポチクリックしたり、アンケートに答えるというお仕事（副業）

です。 

 

スキマ時間を利用した副業・サイドビジネスとして、主婦やサラリーマンなど（また学生

さんなども）、ポイントサイトやアンケートなどの副業に取り組んでいる人が多いようです

ね。 

 

スマホやパソコンで、ポチポチとクリックするだけで稼げるイメージのネットビジネスで

す。 

ほんとお小遣いや臨時収入的な金額を稼げている人はハンパないくらいたくさんいらっし

ゃると思います。 

 

また、アンケートサイトなどでは試供品をもらえることもあるのがメリットです。 

いちはやく市場に出回る商品について「いち早く知る」ことができる魅力もあります。 

 

実は、このポイントサイトやアンケートサイトでの実績というか、経験をそのまま「ノウ

ハウ」として自分のサイト・ブログに公開することで集客して、さらに「そのノウハウ等」

を売って稼いでいる、という人も本当にたくさん存在します。 

 

この発想・思考がメチャクチャ大事です。 

 

前述したことといっしょですが、これは、 

【自分の体験したこと・身についたスキル・知識・ノウハウ】をデジタル商品として販売

するのと同じようなステップを踏むことで可能となります。 

 

しつこいくらいに繰り返しますが・・ 

この「やり方」は要チェック！です。 

（この手法を真似ることで大きく成長できます） 

 

二重に儲かる・稼げる、ことになるからです。 

 

もちろんポイントサイト・アンケートサイトだけの話ではありません。 

これまで案内してきたネットビジネスにチャレンジした時のノウハウ・情報や、体験など

をサイト・ブログで発信することで、次なる副収入の入口につなげていくことは誰しも可

能です。 

 

これから後の 7．番目以降に登場する「稼ぎ方」でも同様です。 

自分で体験したこと、上手くいったこと、稼げた実体験をノウハウにして・・それでまた

 

 



「稼ぐ」という手法を忘れないようにしておいてください。 

 

どうぞ頭を柔らかくしてヒントを見つけてください。 

 

【スマホとの関係】 

・ポイントサイト・アンケートサイトで稼ぐやり方は、スマホでも可能！ です。 

・ただし資産形成という観点からはかなりコスパが悪い副業となる可能性があります。 

（なぜなら、普通はやめたら稼げなくなるから） 

 

【ポイントサイト・アンケートサイトのメリット・デメリット】 

メリット ・スキマ時間にできるので、いつでも・どこでも稼ぐことができるのが

大きい。 

・ハードな労力がいらないのも大きなメリット。 

・ちょっとした稼ぎの実績をさらに発信することで次なるビジネス＝財

布の入口につなげる可能性が広がる。 

・試供品をもらえるとか、いちはやく新商品をもらえるといったことが

あるのもうれしい。  

デメリット ・自分で「作業」した分だけになるので、単独では稼げる金額に限界が

あります。 

（ただし毎月このレベルでも満足というような人にはデメリットにはな

りません） 

・やめたら、そこで終わりです。 

 

私は商品を出品する側として、アンケートサイトの業界への参加を検討したことがありま

す。（商品に興味のありそうな方を未来のお客さま候補として集めるためです） 

 

ほんとたくさんの人が取り組んでいるんだな、と感じました。 

スキマ時間の有効活用という視点からチャレンジしてみるのもいいかも知れません。 

 

ただ、自分がやった分だけが稼げるという世界です。 

コツコツやることが苦手な人や、ほったらかしで稼げるようになりたいという人には向か

ないと思います。 

 

【ポイントサイト・アンケートサイトのまとめ】 

・コツコツとした作業や取り組みが好きな方はチャレンジしてもいいかと思います。 

・スキマ時間にできるのは（マメな人にとっては)魅力です。 

・ただ、ある程度「ほったらかし」でお金を稼いでくれる資産構築型の副業（ビジネス）

にはならないのが今一つ。残念です。 

 

 



視力低下（老眼鏡が必要）と、集中力・持続力がどんどん衰える中高年といったような年

代層にとっては、なかなか継続することが難しい副業だといえます。（自分の体力低下とい

う体験から強く感じます） 

 

 

  



7．出品サイトで稼ぐ（手作り品・写真などの販売） 

 

今すぐ自分にスキル（技術・技能）があるならすぐに踏み出すのもありです。 

 

あなたが何かしら「ものづくり」において特技があるなら、自分でつくった作品を製品・

商品として販売する手があります。 

 

手づくりのバッグ、アクセサリー、装飾品、工芸品・・まさにオリジナルな商品です。 

 

また、写真に興味があるなら写真を登録してダウンロードしてもらえた分だけ報酬がもら

えるという仕組みもあります。写真は「スマホで撮影した画像」でも十分ですから。 

 

趣味と実益を兼ねた、という世界になります。 

 

手づくり品なら、フラワーアレンジメント、陶芸、レザークラフト・・何でもあります。 

 

極端な話、プラモデルなども一部のマニアサイトや秋葉原のいっかくにあるお店などで売

られているのです。 

 

それこそプラモデルなどは作品として作りあげていなくても（海外のマニアなどに）売れ

るかも知れません。（日本の商品・製品はそれほど魅力的なのですね） 

 

これから何かしら趣味として始めようか、という人も将来的な夢として販売までをイメー

ジできたら、またモチベーションが違ってくるかと思います。 

 

売ること・販売すること・稼ぐことが先にきて、それに向かって投資するという時には注

意してください。 

 

本来、趣味で楽しむという感情が欲しいのに ⇒ 「楽しさ」「面白さ」が後回しになると挫

折することもあり得ますから。 

 

「写真」に興味があれば、主婦の方・ママさんなどが毎月数万円のお小遣いを稼ぐという

ようなことが、よくテレビなどで取材されていたりしますが、それを真似てスタートする

のもありです。 

 

ペットなど身近なものからスタートして、風景や人物などに広げていって、さらにはアフ

ィリエイトをするブロガーが自分のブログで使えるような・欲しがっているような画像を

意図的に撮影してそれを副収入に結びつけることもできます。 

（たとえば、稼げている未来をイメージしてもらうための 1 万円札が入っている財布の画

像など） 

 

 



ちょっと工夫するだけで意外な結果につながるかも知れません。 

 

【スマホとの関係】 

・出品サイトで稼ぐやり方は、当然にスマホでも可能！ となります。 

稼ぎはピンキリですね。 

作品 1つが円単位、10 円単位から・・世界に一つだけの芸術作品的な価値・評価で高額に

なることも期待できます。 

 

ただ、一般的には（バンバン売れないと）コスパは低いものにとどまる可能性もあります。 

趣味と実益を兼ねたお小遣い稼ぎというイメージで取り組むにはおすすめな副業ですから

取り組んでみてはいかがでしょうか。 

 

【出品サイトのメリット・デメリット】 

メリット ・趣味と実益を兼ねたサイドビジネスとなります。 

・生涯続けることもできるのがうれしい。 

・手作り品などは売れてしまったらそれで終わりですけど、知り得たノ

ウハウ・情報を「教える」という次のステップに移行させることで、稼

ぎ続けることのできるビジネスにつなげることができるのです。 

・写真などはデジタル商品なので使いみちによってはいくらでも稼げる

可能性があるのも事実。 

デメリット ・手づくり品は、作品が売れたらそこで終わり。その作品からは、もう

お金を生んでくれません。 

・体力が続かなくなったら途絶えてしまうのもマイナス面ではないでし

ょうか。 

・大きく稼ぐことが難しいこともあります。（でも、ちょっとした副収入・

お小遣いとしては十分かと思われます） 

 

フィギュア製作の分野で世界的に有名な日本の作家の方がおられるのをご存知ですか？ 

作品一体が数千万円で取引されています。 

 

このレベルまで到達できなくても夢と可能性は広がります。何といっても好きなことをし

てお金を稼げることの典型的なモデルです。 

 

好きなことだからお金は関係なく続けられるし、知らない間にお金になっていた、という

世界だと言えます。 

自分にはあまり「縁（えん）」がなかったのが今となっては残念です。 

 

  



【出品サイトのまとめ】 

・趣味と実益を兼ねることができるお金稼ぎは魅力ありです。 

・イラストや写真などのデジタル商品だと在庫ゼロなのに稼ぎ続けてくれる可能性があり

ます。 

・手づくり品はフリーマーケットなどと同じ感覚になるのでその商品が売れてしまえば終

わりとなるのがマイナス点。 

 

  



8．クラウドソーシング等の在宅ワークで稼ぐ 

 

リモートワークやオンラインでの仕事がすっかり馴染んできたことから在宅ワークは注目

度が高まっています。 

 

副業 20 選の【7．出品サイトで稼ぐ】が作品でしたけど、今度は自分のスキル・特技を商

品として（提供できるものとして）出品するものです。 

 

まさに特技を活かした副業というイメージになります。 

 

いわゆる「在宅ビジネス」「在宅ワーク」です。 

お子さまの小さいママさんがスキマ時間にできる副業になります。 

 

やり方によっては仕事・本業での集客につなげることも可能です。 

 

たとえば、 

・イラストやデザイン、習字の文字などを描きますよ、とか 

・ソフト（プログラム）を作ります、とか・ 

・英文を翻訳しますよ、といったようなサービスを提供する＝売るものです。 

 

有名なところとしては、ココナラとかクラウドワークス、ランサーズなどがあります。 

私は自分のノウハウをココナラに出品していたことがありました。 

 

当時、ココナラに翻訳を出品されている方で翻訳の仕事で人気のある出品者だと（累計で）

数千件の注文を受けている方もいらっしゃいました。 

 

※ 今では翻訳アプリや翻訳機なども進化してきていますので需要動向は違ってきている

かも知れませんけど。 

 

昔は「内職」という感じで少し暗いイメージがありましたが、今では「花形」的なビジネ

ススタイルにもなっています。 

 

まさに、The 在宅ワーク という感じです。 

 

このクラウドソーシングは、自分の技能や技術、スキル・ノウハウ（特技）がある人が、

それを「切り売りしながら」成果報酬的にお金をいただくビジネスモデルですね。 

 

それこそ主婦の方や、子育て期間中のママさんなども自宅でできるネットビジネスになり

ます。 

 

 

 



子育てのスキマ時間に（赤ちゃんが眠っている間、家事のスキマ時間などに）できること

から、参加者もたくさんいて場合によってはライバルが多い激戦区ということになったり

します。 

 

このビジネスモデルは、「仕事を発注する」側と「仕事を受注する」側との間でのいわば、

マッチングサイトを利用しての出会いです。 

 

今からクラウドソーシングに興味を持って参加してみようかな、という人は、 

先発組ですでに数々の実績がある人たちが存在するところへ、そんな土俵に、後発組とし

て参加・参入することにもなります。 

 

つまりライバルの存在が大きいのです。 

しかも実績十分の、そのサイト内で「顔」＝著名人になっているような人たちとの競合が

あるということだけは忘れてはなりません。 

 

結構、厳しい世界だと思います。 

いくらスキマ時間に、好きな時に、といっても「ご指名」「発注」がなければ、いつまでた

っても仕事がない、ということになってしまいます。 

 

それともう 1つ大事なことが、 

クラウドソーシングで稼ごうと思って今から「何らかの技能」を学ぼう、というのは実際

に稼げるようになるのはだいぶ先になってしまうということも忘れてはなりませんね。 

 

クラウドソーシングで稼ぐには、記事作成・データ加工・画像編集など「ある程度の作業」

が発生するものです。 

ですから作業そのものに PC が必要となる可能性も高いネットビジネスでもあります。 

 

【スマホとの関係】 

・クラウドソーシングをスマホだけでこなすには結構大変だと思われます。 

・まさに普通の労働収入を得ることと同じビジネスモデルですから。 

・それを在宅でやる・やらない、の世界です。⇒ スマホだけでのチャレンジは厳しいかも

知れませんね。 

 

  



【クラウドソーシング（在宅ワーク）のメリット・デメリット】 

メリット ・すでに技量・技能がある人なら参加・登録することですぐに仕事が入

る可能性もあります。 

・スキマ時間に自分のペース・スケジュールでこなせるのも魅力。（ただ

し、相手からの納期指定がある場合もあるのでそこは理解しておくこと

が望ましい） 

・時間の有効活用ができるのがうれしいものです。 

デメリット ・仕事内容・分野によってはライバルが多いこともあるので、すぐには

仕事に結びつかないこともあるのが事実です。 

・入札方式での仕事だと見本的な作品の提出など余計な負担も発生しま

す。また、希望金額によっては落選することもあるのは我慢しなければ

なりません。 

・作業した分だけしか、成果物の分だけしかお金にならないのも事実。 

・納品しても、やり直し（修正）などクライアントからの指示・要請が

入ることもあります。 

・ある日突然のアカウント取り消しも起こる可能性あり。（お金がもらえ

なくなります） 

 

・私は、ネット通販の時にラベルやチラシのデザインやアイデアなどを募ったことがあり

ます。 

・参加されている方は、まさに玉石混交でした。 

・良かった人には 2回目、3回目のお仕事を発注しましたが、一回切りで「この方はダメだ

ね」という方もいらっしゃいました。 

・スキルとして「一歩抜きんでたもの」があれば、そしてビジネスとしてマナーや礼節を

ちゃんとすればファンなってくださるクライアントの方と良好な関係が構築できると思い

ます。（継続的・安定的な報酬につながる可能性があります） 

 

余計なことかも知れませんが・・ 

 

稼げるようになるための「技能・スキル」などを今から習得しよう、というのは止めた方

がいいかと思います。 

 

なぜなら、 

稼ぐという「成果」を手にするタイミングが、かなり先送りされることになるからです。

（もちろん、それでも構わないという方はそのままチャレンジされてください） 

 

それと、下手すると高い教材を売りつけてきてそれで稼いでいる会社などもありますから

騙されないようにしましょう。 

 

今から稼げるようになるために「手に職をつける」という行動は、貴重なことだとは思い



ますが・・本当に稼げるのか、稼げるレベルまでの技能・スキルがマスターできるのか、

ということを十分に検討してください。 

 

すべての市場（マーケット）は、需要と供給で成り立っています。 

苦労して取得した弁護士資格でも、稼げている人と稼げていない人が存在します。 

 

そんな大きい資格なんか取得していなくても、 

ちょっとしたネットでの成功体験を「売り」にして（それを真似したい、次に続きたい初

心者の人たちに）「コンサル」までして、本格的な「士」業の人たち（例えば、弁護士・税

理士・司法書士等々）以上に稼いでいる人たちもたくさんいるのです。 

 

そんな稼ぎ方をマネするというのもありですから。 

 

【クラウドソーシング（在宅ワーク）のまとめ】 

・在宅ワークにチャレンジするとしたら、すでに技量・技能・スキルがある人がスキマ時

間などを利用してちょっとした副収入を稼いでみようか、というような人でないと大変だ

と思います。 

・在宅ワークで通用するための資格や技能をこれから取得しようかと思い立つくらいなら、

すぐに他のネットビジネスにチャレンジした方がずっといいかも知れません。 

・成果を手にすることを先送りすることはある意味【もったいない】という判断もありま

す。 

（特に中高年の方だと年齢からして勉強そのものが大変だからです） 

 

 

また、借金返済に追われているような人だとどうしても即効性のある副業モデルを追求す

る必要がありますから。それを在宅ワークで実現できれば理想ですけど・・ 

 

残念ながら、今現在【すでに】スキル・経験値がある、手に職があるというような方でな

いと、クラウドソーシング（在宅ワーク）のためのスキルを今から習得する、というのは

現実問題としては大変だと思います。 

 

 

  



9．YouTube 動画で稼ぐ 

 

私のような素人でも・初心者でも YouTube 動画を作成して簡単に YouTube に投稿できる時

代ですからほんと凄い時代になったものだとあらためて思います。 

 

一時期の「PPAP」（ペン・パイナッポー・アッポーペン）のように爆発的な再生回数とまで

はいかなくても、それなりにファンがついて毎回アップされた動画が視聴されたら、ほん

と誰しもがうれしいのでしょうね。 

 

ユーチューバ―という職業が子どもたちの憧れの職業にまでなってきています。 

今までテレビ画面や映画などのスクリーンの中に登場してくる人たちは、スターでした。 

 

芸能人や憧れの人たちだけの話でした。一般の素人が出演するテレビ番組などもありまし

たが、一般人がヒーロー・ヒロインになれることはあまりなかったのです。 

 

それが YouTube というプラットホームが登場したことで、誰しもが（ひょっとしたら）ス

ーパースターになれるかも知れない時代がやってきたのでした。 

 

ヒカ○ン氏のように有名人になれば再生回数がハンパないですから、稼ぎは億単位です。

（一説には年収 10 億円を超えているとかいないとか） 

 

参考までに某ユーチューバ―が告白した年収があります。 

 

ユーチューブビジネスにチャレンジして、約 1年経過した段階での話です。 

年収にしたら、稼げるようになった金額は約 700 万円ということでした。凄いですね。 

 

実際には、これからもどんどん動画をアップしていくことになりますし、以前の動画が消

えるわけではありませんから・・ 

 

ということは、新しい動画をアップする度にまたファンが増えます。そのファンが以前の

古い動画もみてくれます。⇒ となれば、またまた過去の「資産」でお金が発生することに

なります。 

 

どんどん稼げる金額が増えることはあっても減ることはありませんね。 

ファンに一斉にソッポを向かれたり、アカウントそのものが停止されない限りは稼げる金

額が増えるのが期待できることになります。 

 

だからこそ、参入する人も多いし、子どもたちも憧れるのかも知れません。 

社会に出て働かなくても稼げてしまうのです。 

 

 

 



動画好きな人なら、しかも顔出しや声出しで動画を作成して稼ごうというのであれば・・

動画ビジネスは「いい（ネット）ビジネス」であることは本当に間違いありません。 

 

まして 5G といったような技術革新や進歩でますます広がりをみせるのは確信できる話で

すから。 

 

※ ただし CM を出す企業の収益状況や他の SNS との競合激化でユーチューバ―に入る広告

収入が落ちてきているという話もあります。 

 

【スマホとの関係】 

・動画ビジネスはスマホでも十分に可能です！ 

・YouTube 動画だけでなく、TikToc、Twitter、Facebook、Instagram など SNS は動画が主

流になりつつあります。 

・広告も動画広告がどんどん領域を広げているのをあなたも感じていると思います。 

スマホで撮影して、ちょっとした機材やソフトを用意すればそれだけでもスタートできて

しまいます。 

 

あとはコンテンツ（の質）が最大の課題ではありますけど。 

 

ただし、実際に稼げるようになるまでは少しばかり時間がかかる可能性が高いということ

だけは最初でキッチリと認識しておいた方がいいと思います。 

 

広告収入が入るようになるまでにはチャンネル登録者数 1,000 名、1 年間の動画視聴時間

の合計が 4,000 時間といったような条件があるからです。 

 

 

  



【YouTube 動画のメリット・デメリット】 

メリット ・特別な機材もいらないので（スマホ 1 つでも）参加・チャレンジする

ことがすぐにでもできます。 

（ただし、本格的に PC・ビデオ・マイク等々の機器を揃えたら結構なコ

ストになります） 

・顔出し・声出しだけではなく、文字スクロール動画のように BGM とテ

キストの表示だけの動画でも稼ぐことができる。（※ ただし最近では文

字スクロール動画は広告がつかないようになったとの話です） 

・いわゆる「ほったらかし」での副収入（お金稼ぎ）になるし、場合によ

っては本業レベルの仕事にもなります。 

デメリット ・顔出し・声出しは個人のキャラクターが重要なのでライバルが簡単に

は増えないかもしれないけど、スクロール動画形式だと参入者が多いの

で簡単にライバルが増える可能性がある。 

・ずっと動画をアップし続けるモチベーションが求められる。 

・広告収入（報酬）が入るまでの最低ラインが、ファン（チャンネル登

録者）1,000 名と 1 年間の再生時間 4,000 時間なので・・そこをクリア

できるまではお金にならない。 

 

日頃から動画を撮影していろんな SNS などにアップしている人たちには、動画投稿そのも

のは簡単だと思いますが、今からしかもゼロから始めるという初心者だと、それなりに情

熱・エネルギーを持ってスキルを身につけるまでトライする必要があります。 

 

それでも、ほったらかしで稼げるという世界ですので「やる・やらない」は別にしても、

ネット上に「資産」をつくる、ということを意識することは非常に大切なことですから忘

れないようにしてください。 

 

もはや時代は、テキストから ⇒ 動画です。会社案内などもパンフレットから、動画での

PR に主流となる手法が変わってきているのは実感しているところだと思います。 

 

たぶんに、これからますます動画の役割・位置づけは高まるはずです。「動画」というキー

ワードそのものを（これからは）よりいっそう意識すること・大切にすることを忘れない

ようにしてください。 

 

【YouTube 動画のまとめ】 

・（繰り返します）5G の時代になればさらに動画の需要が高まることは間違いありません。 

・ 動画好き、顔出し・声出し NG でないならチャレンジするのはおすすめです。 

（もちろん顔出しナシのやり方もありますから工夫次第です。自分でいろんな YouTube 動

画をチェックしてください） 

・アフィリエイト同様に「資産構築型」の副業ですから、それなりにエネルギーを費やす

価値はあります。 



繰り返しますね。 

 

これからはますます「動画」の時代です。 

これだけは間違いありません。 

 

ただし、どのプラットホームが伸びるか、生き残っていくかはそれぞれの判断になります。 

 

※ 最近は TikTok が凄いみたいですね。 

 

一度は動画というキーワードに注目してみてもいいかも知れません。 

 

  



10．アドセンスで稼ぐ 

 

アドセンスとは、ブログ記事を書いて読者を集客して広告をクリックしてもらうことで報

酬が発生する仕組みです。 

 

（次の）アフィリエイトが広告のクリックから実際の商品購入まで至った場合に「お礼と

して報酬」が発生する副業であるのに対して、アドセンスはクリックだけで報酬が発生し

ます。 

 

ブログを運営してそこに「広告」を掲載しておいて、集客した読者の方に「広告」をクリ

ックしてもらって稼ぐ、というのがアドセンスというプログラムです。 

 

検索エンジンそのものである「グーグル」が提供しているビジネスモデルになります。 

サイト・ブログを訪問した時に、ページ内にいろんな「広告」がベタベタと貼ってあるの

を見たことがあるのではないですか。 

 

あの広告がクリックされた時に、それを貼ってくれているあなたのサイト・ブログに対し

て「ありがとうございます」ということで広告料・報酬が支払われる仕組みになっていま

す。 

 

このアドセンスだけで毎月 100 万円以上稼ぐ「個人」もたくさんいます。 

もちろん法人・組織で取り組んでいる（サイト・ブログを運営している）会社もいっぱい

存在しているのが最近の特徴です。 

 

もし、毎月 5万円、10 万円アドセンスで稼いでくれるブログを 5つ、6つ～10 個と増やし

ていければ・・ 

 

毎月毎月、あなたに入ってくる副収入・報酬は完全に「不労所得」としてのお金になりま

すね。 

 

そんな「うれしい・美味しい」仕組みがアドセンス（と、次に紹介するアフィリエイト）

です。 

 

【スマホとの関係】 

・アドセンスで稼ぐなら PC が必要になります。スマホだけだと厳しいですね！ 

・スマホだけでのチャレンジだと、まず困難だと認識してください。 

 

  

 

 



【アドセンスのメリット・デメリット】 

メリット ・集客さえできれば、表示されるだけでクリックされるだけでお金にな

るので簡単です。 

・いわゆる「ほったらかし」での稼ぎ方ができるのもメリット。 

・他社でも同様のサービスを提供している ASP などがあるものの、アド

センスがいちばん高単価です。 

デメリット ・規定・ルール違反のやり方をするとアカウント停止となる可能性があ

ります。 

・一度、アカウント停止となると二度と取得できないという感じです。 

・アカウント停止後に再取得を目指すとなると、普通は家族名義でのチ

ャレンジになるみたいです。 

・サイト・ブログへの集客が最大の課題となるので、集客できなければ

稼げるお金は増えないのが悪い意味での特徴。 

 

※ ASPとは広告主とアドセンスやアフィリエイトで稼ごうとする人たちとの橋渡しをする

サービス会社のこと。 

（広告業界のマッチングサイトのようなもの） 

 

私は 2003 年の頃からネットビジネス業界に関わってきていますが、初期の頃、アドセンス

でアカウント停止となったことがあります。 

（理由は、むやみやたらとペラサイトのページにも広告を貼りまくっていましたから） 

 

そんな私は運よく、ほんのちょっと前にアドセンスを再取得できました。 

アドセンスを再取得できたことは例外的なケースかも知れません。 

 

もし副業としてネットビジネスを考えるなら 

まずはアドセンスからスタートする、という手もあり！です。 

（ 特に初心者が、かつ報酬獲得をあまり急がないならおすすめです ） 

 

【アドセンスのまとめ】 

・アドセンスは、アカウントを取得できた時は、グーグルからもらった権利のようなもの

ですから、どうぞ大事にして WIN-WIN の関係で報酬をもらえるようにしてください。 

・アドセンスは中高年の方の副業としてもおすすめです。なぜなら人生経験が豊富ですか

ら価値ある記事を提供できる可能性があるから。 

・またネットビジネス初心者の方もブログビジネスとして取り組みやすい副業モデルだか

らです。 

 

 

このアドセンスは次のアフィリエイトと併用することも可能です。 

 



ただし、アドセンスで稼げるようになるまでは質の高い記事を書く、SEO という検索エン

ジンから評価してもらうための知識・対策を勉強する必要もあります。 

 

個人が気軽に取り組めるものですが、スキルアップしながら SEO など専門的な知識を充実

させることも大切ですから目的意識を持ってチャレンジしてください。 

 

 

  



11．アフィリエイトで稼ぐ 

 

誰しもができるものではありませんが「ある程度でほったらかし」で副収入が入るように

なる可能性のある「資産構築型の副業」と言えるものです。 

 

ネットビジネスの王道というか、稼げる人は本当にこれで（個人レベルでも）とんでもな

く稼いでいます。 

 

広告（リンク）がクリックされて、その商品のサイトからお客さまが商品を購入した場合

に、紹介したあなたにお礼として報酬 ≒ 広告料が入るような仕組みです。  

（商品単価の○％とか、○○○円といった感じで還元されます） 

 

クレジットカードの紹介・成約、結婚・恋愛など出会い系の会員登録、といったような商

品だと 1件当たりの報酬が 1万円を超えるようなものもあります！ 

 

そんな商品だと毎月 10 人、20 人紹介できるだけで、毎月 10 万、20 万円といった報酬がも

らえることになります。 

 

運が良ければ、ほんと「美味しいビジネスモデル」ですね。 

 

個人で毎月 500 万円、1,000 万円稼ぐといったレベルの人たちもいます。 

もちろん会社・組織で取り組んでいるところもたくさんあります。 

 

ある程度「ほったらかし」で毎月毎月稼げたら思わずガッツポーズしてしまいます 

  

ここでぜひ冷静に考えてみてください。 

 

企業は、テレビ・ラジオ・雑誌、といった広告からネットへの広告に比重を移してきてい

ることは間違いありません。 

 

テレビを見ない人、ネットだけから情報を収集する人もどんどん増えています。 

そんな時代なのです。 

 

多額のお金が、広告宣伝費が流れ込んできているネットの世界で、あなた自身が「広告代

理店」として、サイト・ブログに広告を掲載してあげるのは、社会的な意義も大きいビジ

ネスでもあると思います。 

 

究極のほったらかしネットビジネスが、アフィリエイト！ です。 

基本的なやり方は、アドセンスに似ています。 

 

 

 



ですから、同時にチャレンジしてみることもおすすめなのです。 

 

【スマホとの関係】 

・アフィリエイトは、スマホからの SNS 投稿、ブログ記事投稿でもできないことはないで

すけどハードルは高い！と思います。 

・本格的にやるならパソコンを用意することを強く強くおすすめします。 

・パソコンの活用は必須だと理由なしにとらえてください。 

 

アフィリエイトをするなら PC は必須だと理解しましょう。 

 

【アフィリエイトのメリット・デメリット】 

メリット ・上手くいけば、ある程度の「ほったらかし」でお金を稼ぐことができ

るもの。 

・個人でも稼げる人は～数百万円～に到達できます。 

・ネット上に「資産」を作ることができるので、そんな「資産」を次々に

増やしていけばドンドン稼げることになるのも魅力です。 

・さらに「そのやり方・稼ぎ方」そのもの＝ノウハウを教えることでも

お金になります。 

※  いわゆる「資産構築型」の副業です。 

デメリット ・成果につながるまで、時間がかかる場合があります。 

（これは覚悟する必要あり） 

・テーマ・キーワードなどの選択にもよりますがライバル以上の文字数

を書いて、読者の検索意図を理解して、さらに検索エンジンにも対策す

るという絶え間ないスキルアップの追求も大事となるからです。 

・ライバルは、どんどん参入してきます。 

・相手は法人・組織いったライバルも存在します。（書き手・ライターを

使ってドンドン記事投稿する） 

・1 年間も頑張ったけど稼げなかった、ということもあり得るのがアフ

ィリエイトの世界になります。 

 

実は、このアフィリエイトはもらえる金額（報酬）は、ピンからキリまであります。 

成約 1件につき、何十円～何百円、何千円～１万円～といった水準までさまざまです。 

 

自分でやりたいテーマ・キーワードと、その分野の商品（報酬額）などを十分に考慮しな

がら方向性を検討してみてください。 

 

  



【アフィリエイトのまとめ】 

・「ほったからし」で毎月 10 万円、20 万円、30 万円といった副収入があれば新しい人生の

創造が可能。 

・最初は毎月 1 万円を目指すところからで OK です。 今現在、毎月毎月 100 万円稼ぐよう

な人たちもみんなゼロからのスタートだったはずなのです。 

・体力・気力・精神力などを考えるとアフィリエイトは若いうちにチャレンジしておくこ

とをおすすめします。 

 

ブログやアフィリエイトは後発組だから厳しいとか、ムリゲー・オワコンということは決

してありません。やり方次第だと思います。 

 

でも、覚悟して頑張らないと（それなりの）リターン＝アフィリエイト収入獲得までは大

変です。 

 

  



12．電子書籍で稼ぐ 

 

ここでは電子書籍出版＝キンドルだと考えてください。 

 

電子書籍というのは、パソコン・スマホ・専用の機器で読むことのできるネット上の書籍

のことです。 

 

それを作家の側として、出版する側として書籍をつくって出版してお金を稼ぎましょう、

という副業になります。 

 

キンドルという専用端末のことはご存知だと思います。 

専用端末は 1万円を下回る価格で購入できます。 

 

タブレット端末のようにネットのブラウザとしても使える上級の機種もあります。 

 

もちろんスマホや PC でも専用のアプリをインストールすれば電子書籍を読むことができ

るのがメリットです。 

 

その電子書籍の市場ですが、いくつか存在します。アマゾン、楽天・・ 

 

いちばん手軽で、しかもいちばんマーケットが大きいのがアマゾン・キンドルです。 

キンドル出版と呼ばれています。 

 

ただ、電子書籍を作成するには専用のソフトやツールが必要ですが・・ 

ワープロソフトのワードで作成した文書からでも電子書籍に変換してキンドルにアップロ

ードできるシステムがキンドル側に用意されていますから、安心してチャレンジできるか

と思います。 

 

一般的な本（書籍）が約 10 万文字数くらいが必要なのに対して、電子書籍だと 1万 5,000

文字もあれば十分です。（1万文字くらいでも OK だと思います） 

 

これも大きな魅力になります。 

 

【スマホとの関係】 

・身近になった電子書籍出版ですが電子書籍出版をスマホだけでやろう、稼ごう、という

のはムリがあります。なぜなら、 

・1冊の本に相当するだけの原稿＝文章を作成しなければなりません。 

スマホでの文章作成は大変です。（まあ、できないことはありませんけど。スマホでの小説

投稿アプリもある時代ですから） 

 

 

 



この電子書籍を出版してそこからの売上だけでなく、電子書籍の出版経験を活かして「や

り方・ノウハウ」を教えてお金を稼いでいる人もいます。 

 

まさに電子書籍出版コンサルタント、という立ち位置です。 

 

【電子書籍出版のメリット・デメリット】 

メリット ・出版登録が無料。 

・ほったらかし、で稼ぐことができる仕組みを構築できます。 

・価格設定（値決め）は自分で自由に設定することが可能です。 

・書籍の購入以外に（貸出で）読まれたページ数に応じて報酬をもらえ

るのがうれしい仕組み。 

・5日間の無料キャンペーンを利用して読者を広げることができます。 

デメリット ・無名からのデビューなので最初は売れないのが当たり前。 

・書籍の内容、分野によっては読者を獲得するのが難しい時もあります。 

・つまりずっと売れない場合もある。（ただしお試し的に読んでもらえる

だけでも報酬あり） 

・テーマやタイトルの決め方、表紙のサムネイル等も重要になってきま

す。 

 

中高年の私ですら（国語が苦手だった私ですら）、毎月キンドルから約 1万円くらいの入金

があります。 

完全「ほったらかし」ですからありがたいですね。 

 

ただ、昔と違ってみんなが参入してきたことでライバルとの競争は厳しくなったと覚悟し

ておいた方がいいですね。 

 

定年退職した中年オヤジでもできていますから、誰でもできると思います。 

 

このキンドル本を発行してそこからあなたのサイト・ブログに誘導・集客するという使い

方もできます。 

 

⇒ この発想は大事です。集客のためのルートの 1つだと捉えてください。 

 

実はキンドル出版には【無料】期間を設けることができます。 

自分の拙い本でも当初無料にすることで出版後数日で 1,000 名を超える読者が読んでくだ

さった時代があります。 

 

（繰り返しますが） 

今ではライバルの参入が多すぎて【無料】期間を設けても数十人にとどまります。時代も

変わりました。 



それだけ著名な作家や大手出版社そのものに加えて、一般の企業や個人などが次々と電子

書籍出版界に参入してきていることの証でもあります。 

 

 

【電子書籍出版のまとめ】 

・稼いでいる人、本格的な作家や編集者の方などはこれだけでも食べていけるくらいに稼

げている人もいると思われます。（ただし例外です） 

・普通はこれだけでたくさん稼ぐというのは困難ですから電子書籍出版から次につなげる

（ブログへ誘導など）といった使い方で「ファン・読者」獲得のすそ野を広げるための導

線の 1つとして活用するのがおすすめです。 

・米国ではこの電子書籍出版から大成功した人がたくさんいます。 

・PC 苦手、文字入力苦手、文章作成のノウハウはこれから勉強する・頑張るという中高年

の方だとハードルは高いかも知れません。 

 

※ 電子書籍出版 ⇒ セミナー講師・講演家 ⇒ コンサルタント（出版のノウハウやセミ

ナー講師としての成功体験を教える）という流れ。 

（ぜひ記憶の片隅に残しておいてください） 

 

※ 次に解説する情報商材と本章の電子書籍との境目は微妙です。 

ただ、情報商材は高額商品であるがゆえに「詐欺商材」「悪徳商材」「悪徳業者」などの影

響から・・「悪」とみられている面もあります。 

（情報商材に限らずネットの世界は「玉石混交」です） 

 

私見ですが、すべての情報商材が【悪】ということはありません。 

 

 

  



13．情報商材で稼ぐ 

 

・情報商材 ⇒ もともとは PDF ファイル中心で「文字情報」「文書＝書籍」でノウハウ・情

報を伝えるもの。 

・電子書籍 ⇒ もともとは文書＝文字情報を専用のファイル形式（epub 形式）にして専用

の機器で読めるようにしたもの。 

 

情報商材は「書籍」だけではありません。 

 

PDF ファイル形式の資料が主流ですが、最近では、音声ファイル、動画、場合によっては

Zoom といったツールを活用したオンライン・テレビ電話スタイルの面談なども商品として

登場してきています。 

 

もちろん、PDF ベースと動画・音声ファイル・面談などの組み合わせをパッケージとして一

つの商品にしたものもありますし、セミナー形式・通信講座形式の「高額塾」という商品

も存在しているのです。 

 

また、ノウハウだけでなく株価の予想配信サービスといったような商品もあります。 

プロの投資家が上昇が予想される株式をメールやラインなどで配信してくれるというサー

ビスです。 

 

さらに、テンプレートやソフトといったツールを情報商材として販売している人もいます。 

それなりの料金設定となっているようです。いろんなスタイルが次から次へと登場してき

ているのに気づいているかも知れませんね。 

 

余談ですが・・前述した【11．のアフィリエイト】でも「物品をアフィリエイト」するので

はなくて、情報商材を専門的にアフィリエイトしているアフィリエイターもいます。 

 

情報商材のアフィリエイトだと報酬が 1 万円といったようなものもたくさんあるからです。 

 

さて、話を元に戻します。 

 

ここでの「情報商材」というのは、情報商材を作る側、提供する側での話ですが・・自分

で自分のスキル・ノウハウ等を情報にして販売する「やり方」とは別の方法もあるという

のをご存知ですか。 

 

実は情報商材には、 

・自分の体験・スキル・ノウハウなどを販売する場合と 

・自分ではノウハウ・スキルなどがないので、それを持っている人のノウハウ・スキルな

どを「商品」にしてあげて代わりに販売してあげるという場合があります。 

 

 



後者を・・情報商材の「プロモーター」と呼ぶことになります。 

（下表のような違いがあります） 

 

自分のスキル・ノウハウ・体験から 

自分の商材をつくる 

他人の商材をつくって販売してあげる 

プロモーター 

【自分に知識・ノウハウ等がある場合】 【自分に知識・ノウハウ等がない場合】 

1 本 3 万円の商材が 500 本売れたら 1,500

万円。 

（個別の契約によるものの） 

売れた分の 7 割～8 割をもらう契約でプロ

モートしているケースが多い。 

 

販売スキルやコピーライター的な資質（LP 作成など含めて）があればプロモーターとして

も活躍できるのが情報商材の世界です。 

 

ここまでいかがですか。 

ひょっとしたら億単位の売上が期待できるかも、と思いませんか。 

メッチャ儲かるかも？ とワクワクしませんか。 

 

実際のところ、（個人で）プロモーターとしての仕事だけで年間に 5億、6億稼ぐ人がいら

っしゃいます。 

 

書籍のベストセラー、音楽の世界のロングセラーなど売れ続ける商品というものがありま

す。 

 

同じように情報商材も何年にもわたって売れ続けているものがあります。ということは、 

ずっと「ほったらかし」でお金を稼いでくれるものです。 

 

【スマホとの関係】 

・さすがにスマホだけでは情報商材を作って、またはプロデュースして稼ぐというのはム

リ！ です。 

（やれないことはないですが厳しいと思います） 

 

 

  



【情報商材のメリット・デメリット】 

メリット ・売れたらとんでもなくお金を稼げる可能性があるのが情報商材の世

界。 

・フロントエンド商品とバックエンド商品と品揃えをすることで（バッ

クエンドで高額な商品を用意すれば）さらに稼ぐ金額が違ってくるのも

期待できます。 

・一度購入してくださったお客さまは（名簿が手に入るので）、第 2弾、

第 3 弾といった商品の売込み時にも反応率が高いので、次々と稼ぐこと

ができるのもメリットです。 

デメリット ・売れるテーマ・分野はある程度決まっているので自分の思惑だけで作

ると売れない商品もあります。 

・売り方を含めて、それなりノウハウ・スキルが必要になってきます。 

・専用のセールスレターページなどを外注するとそれなりに費用がかか

ったりするのもデメリットです。 

 

情報商材の販売というと、かなり「怪しい」「騙される」「人を騙して稼いでいるのでは」

というイメージがあるかも知れません。 

 

もちろん、そんな売り方・稼ぎ方をしている人たちも存在しますから否定はしません。 

 

でも、情報商材で本当に人生が変わったとか、稼げるようになった、新しい人生を創造で

きた、という人たちもいっぱいいるのです。 

 

そんな情報商材を提供した人は人助けをしたことといっしょです。 

恩人なのです。決して、情報商材に関わる人すへてが「悪い世界の人たちの話ではないか」

と色眼鏡で見ることのないようにしたいと思っています。 

 

【情報商材のまとめ】 

・せどり・転売、アドセンス、アフィリエイトなどで実際に稼いだ体験をして、その体験・

知識・スキルを次に続く人たちにノウハウとして販売するというのは立派なビジネスです。 

・日本舞踊や華道や書道なども、お師匠さんが弟子に教えてその弟子がまた先生になっ

て・・という世界といっしょの流れでもあります。 

・1年でも先に体験した人は後に続く人の先生・コーチ役になれるのです。 

⇒ これは後述のセミナー講師、オンラインセミナーなどの「先生」としての発想にもつな

がります。 

 

 

もし、あなたが情報商材の販売をする・しない、ということで悩んでいるというか、迷っ

ているなら・・その結論を先送りしてもいいかと思います。 

 



つまり、アドセンスやアフィリエイトなど他のネットビジネスにチャレンジして、それか

ら判断しても十分だということです。 

 

または、セミナー講師やオンラインセミナー・スクールといった分野に注目するのもオス

スメです。 

 

また、その時には（今とは）違ったスキル・ノウハウを身につけたあなたでいるはずです

から、違った視点からの思考と判断ができることになっていることは間違いありません。 

楽しみは後に残しておきましょう。 

 

 

【追伸】 

情報商材というと抵抗があるかも知れませんが、あなたの知識・体験・ノウハウ・スキル

等を文書（PDF ファイル）・動画・音声などにして販売する、オンラインで個別に指導する、

またはセミナーを開催する、などいろんな展開が可能です。 

 

こうなると「マイナスのイメージ」はないですよね。 

 

最近は動画が流行っているのと同じく、オンライン Zoom での個別相談・面談やオンライン

セミナーなどもどんどん目にするようになっています。 

 

背景には 5G などインフラ面の進化発展でストリーミングなどが身近なものになってきて

いることがあります。 

 

この自動化・仕組化の流れを「ファネル」と言って、この仕組化・自動化そのものを指南・

教える人たちもどんどん登場しています。 

 

 

この【自分の知識・経験・ノウハウ・スキルなどを提供することで稼ぐ副業】に興味のあ

る人はぜひお声掛けください。 

 

私の用意している「フルコース」の講座でもお金のかからないやり方から、今の流行りの

仕組化・自動化までをお伝えしています。 

 

 

 

  



14．セミナー講師で稼ぐ 

 

新型ウイルスの影響で現実のセミナー形式から Zoom などオンラインでのセミナーへとス

タイルが変わってきています。しかもどんどん身近になってきています。 

 

ある意味、ビジネスとしてとらえるならチャンスです。 

セミナー講師というとネットと無関係のような話に感じるかも知れません。 

 

実際には、どこかの会場で講義・講演することをイメージするからですね。 

ネットではなくて現実世界での話という感じです。 

 

でも、セミナー講師とネットとのつながり・関係を考える時には 2 つの視点でネットビジ

ネスとしての切り口があると思ってください。 

 

・講師と受講生とのやり取りをネットができる 

（Zoom などの活用。場合によっては動画をダウンロードする形でも可能となる） 

・受講生の募集、講演会・セミナーの告知案内のためのネットの活用 

の 2つの点です。 

 

十分にネットビジネスだということが認識できるのではないでしょうか。 

 

セミナー講師とは少し違うかも知れませんが、占い師がネットだけで（現実世界でのお店

などを利用しなくても）数千万円稼いでいる、という人も存在します。 

 

あなたが今まで生きてきた中で、身につけたスキル・知識・ノウハウ等や、成功体験など、

人に教えることが何かしらあるはずです。 

 

なければ、今から何かにチャレンジしてその経験をテーマにしてもいいのですから。 

極端な話ですが・・ 

 

テニスラケットの振り方が上手くできない人の中には、お金を払ってでも知りたいという

人がいるかも知れないのです。（現にテニス起用室・スクールが存在します） 

 

もし、あなたが部活動などをしてきた経験があるなら、1年後輩、2年後輩に（初心者や素

人の人に）練習方法や技術などを一（イチ）から教えてきたことがあると思います。 

それと同じです。 

 

あなたが何も教えるようなものはないと感じていても「あなた自身の棚卸（たなおろし）」

をすれば、何かしら見つかるものです。 

 

 

 



ただ、あなた自身が気づいていないだけかも知れないのですから。 

 

【スマホとの関係】 

・スマホでセミナー講師での副業をすべてまかなう、というのはムリだと思います。 

（オンライン形式でのスタイルでもハードルは高いと思われます） 

・というのは、スマホで撮影した動画であっても、それを編集して、その動画を「商品・

教材」として売り込んでいくにはスマホだけだと大変ですから。 

スマホは（このセミナー講師の副業で稼ぐ場合には）、動画撮影の他には出欠確認のメール・

メッセージといったコミュニケーション以外にはあまり使い途がないかと思います。 （SNS

での拡散としての使い方なら別ですけど） 

 

【セミナー講師のメリット・デメリット】 

メリット ・教える側なので、お金をもらって感謝されることになります。 

・先生、と呼ばれる。 

・受講生をあなたと同じレベルというか、先生役に引き上げるようなビ

ジネスモデルにすれば、さらに稼ぐことができる可能性があります。 

（ピラミッド型の組織 ⇒ 生け花とか舞踊などと同じような組織にする

ことで可能） 

※ デメリットにも記載しましたが新型ウイルスの影響でオンラインで

のセミナーへの需要は今後も高まることは間違いありません。 

デメリット ・自分一人で 100％、段取りや手配、スケジュール調整などをこなすのは

大変。 

・地方在住だと大都市圏に居住している人と比べて、ハンディキャップ

があるのも事実。 

（会場の確保、集客、移動手段・・） 

⇒ 新型ウイルスの影響で、逆にネットを使ってのセミナーやオンライン

スクールを展開するという発想が大切になってきます。 

・教えるスキルやノウハウ等がなければ、誰かとジョイントすることで

も可能となります。（情報商材のプロデュースと同じモデル） 

 

このセミナー講師ビジネスは、コンサルの資格を所有していたり、その経験・実績があっ

たりする人、あるいは貴重な・希少な体験・経験からのアドバイスを求めているような層

（お客さま）がすでに存在している人、といったような人でなくてもいいのです。 

 

すぐにでもスタートできるような人（実際にセミナー講師的なものを開催したり、人前で

話すことに抵抗のない人、会話・コミュニケーションができる人）といった人たちに比べ

たら、何も「教えるようなことがない」という人でもチャレンジすることは可能です。 

 

ただ、ゼロからスタートするとなると、しかもすぐにお金になるか、という点ではそれな

りにハードルが高いかも知れません。 



会場を観客というか受講生でいっぱいにできれば最初から稼げるかと思いますが、知名度

もない状況で、集客もゼロからだとなると、ちょっと厳しいかもと思います。 

 

たとえば、他のネットビジネス・ブログアフィリエイトなどでサイト・ブログにきてくれ

た人に無料ダウンロードできるプレゼントを用意しておいて（LINE やメルマガに登録して

くれたらプレゼントを差し上げますという仕組みにして）、少しずつ LINE・メルマガ読者

を集めるようなことから始めた方が得策です。 

 

LINE・メルマガ読者がそれなりに集まれば、LINE・メルマガにセミナー開催の案内を告知

するだけで、それこそメッセージ一本で参加者を集めることができるからです。 

 

もちろん集客をお金で買うこともできます。ですが、それは（現時点では）おすすめしま

せん。 

 

まずは何回かチャレンジしてみて、その試行錯誤の中から次のステップとして勉強しなが

ら【広告】に手を出すことが重要です。 

 

広告のやり方の知識・ノウハウ等がほとんどない状態からいきなり有料の広告に頼ること

をすると、成果につながらないままに広告費用だけがどんどん消化されるだけになりかね

ませんから。 

 

そうなると、投資ではなくてギャンブルに近いお金の使い方になってしまいます。 

 

【セミナー講師のまとめ】 

・動画やライブを活用することで日本全国でも展開可能です。 

・他の副業からスタートして、そのノウハウ等をコーチングするという流れでもいいかと

思います。 

・いずれにしても、少しばかりは地道な活動が先行投資的に必要になります。 協力者の存

在も（ある程度は）必要不可欠です。 

・中高年の方が単独で一人で、すべてをこなすというのは結構「しんどい」かも知れませ

ん。できないことはありませんがコツコツと少しずつ、一つずつこなしていけば可能では

あります。協力者がいたらいいですね。 

 

 

  



15．メルマガで稼ぐ 

 

メールマガジンは集客と、読者を「いい意味で教育して自分や自分の商品のファンにする」

ためのツールです。 

 

メルマガでいろんな商品を告知したり、セミナーなどに誘導したりして稼ぐこともネット

ビジネスとして可能です。 

 

また、ブログからメルマガに登録してくれた読者（たとえばメルマガに登録したら【特典】

をプレゼントします、という形で読者を集めた時の読者）を、「いい意味で教育」をするの

に最適なツールがメルマガになります。 

 

しかし、最近ではメルマガの開封率が落ちてきていることから LINE を使ったやり方が多く

見られるようになってきています。（LINE の開封率が抜群に良いためです） 

 

ただし、 

どれだけの「メルマガ読者」＝「名簿＝リスト」を持っているかどうか、ということが最

大かつ最重要なポイントになっていることは間違いありません。 

 

もちろん読者＝リストの「質」がありますが、少ない読者でも「（いい意味で）読者を教育

することで」自分の商品・サービスへの反応率（購買率）を上げることもできてしまいま

す。 

 

そんな可能性を持ったビジネスがメルマガを使った副業です。 

 

このリスト、名簿の重要性については十分に認識してください。 

 

メルマガにしても、ネット通販にしても、SNS にしても、現実社会での会員制ビジネスにし

ても、どれだけの「会員」「読者」＝「名簿」を持っているかどうかが、成功する・あまり

うまくいかない、といったことの大きな要因の 1つとなっているからです。 

 

もちろん読者を「お金」で買うこともできますが、読者の属性がわかるはずはありません。 

 

自分の得意がゲーム攻略法だから、その知識・情報とゲーム攻略のノウハウを PDF ファイ

ルや動画にして販売しようか、と考えても手に入れた名簿が、以前「ダイエットに興味が

あって特定のサプリメントを購入したことのある人たちの名簿」だったら・・ 

 

たぶんに、反応率は悲惨なものになると思います。それだけ「名簿」というのは大切なの

です。 

 

 

 



逆に、悪用されることもありますけど。 

 

名簿業者が卒業アルバムやいろんな職員録などを集めて、それを販売してお金にしている

のもご存知だと思います。 

ですから（繰り返しますが）、自分のサイト・ブログに興味があってきてくださっている「層」

の人たちに、メルマガに登録してもらって、その読者あてにメルマガで興味がありそうな

ことについて告知・案内すれば、当然、反応がいいことは十分に予想できますね。 

 

【スマホとの関係】 

・スマホを使って、メルマガで稼ぐというのは不可能ではありません！ 

・ですけど、かなりの苦労はあるかと思います。 

 

スマホ操作のみでメルマガ登録のページを作成したり、ステップ的にメルマガを送付して

いく作業は大変ですから。 

 

【メールマガジンのメリット・デメリット】 

メリット ・読者数が多ければすぐに反応してもらえるので稼ぎやすい。 

・メルマガに自分の商品・サービスなどを紹介するだけでなく、他人の

商品・サービスなどを紹介することで広告料を取ることもできます。 

・メルマガ読者数が多ければ、1回のメルマガ掲載で 10 万円といったよ

うな広告料も取れる可能性がでてきます。（それだけの依頼主が存在する

ものです） 

デメリット ・一定数の読者になるまでが（名簿を集めるまでが）大変です。 

・最近はスパム（迷惑）メールが増えてきているのでブロックされるこ

とも多い。（到達率が悪い） 

・メルマガ読者をずっとつなぎとめておくには、定期・不定期的にメル

マガを発行して役に立つ情報などを発信し続けないと離れていってしま

う。卒業されてしまう。（解除される） 

 

メルマガでのネットビジネスは単独で構築できるものではありません。（単独での仕組みづ

くりは難しいと思います） 

 

アドセンスやアフィリエイトなどを取り組むサイト・ブログにメルマガ読者登録用のフォ

ームを設置して、少しずつ読者を増やしていくという戦略で仕掛けづくりをすることも必

要です。 

 

読者をお金で買う・集める、ということなく自分のサイト・ブログにいちばん属性のあっ

た読者を集めるとしたら、どうしてもそれなりに時間と工夫が必要となってきます。 

  



【メールマガジンのまとめ】 

・繰り返しますが「読者」＝「名簿＝リスト」です。名簿の威力は、使い方次第では強烈な

武器になります。 

・到達率や開封率が（昔と比べたら）落ちてきている状況なので、⇒ SNS（特に LINE）へ

の登録を促すような仕組みで読者とのつながりを構築する必要もあるのが最近の状況です。 

・ブログ、メルマガ、SNS といったツールを総合的に活用することで読者とのつながりをキ

ープする仕掛けづくりが大切となるのは言うまでもありません。 

 

 

（繰り返しますが） 

最近は、LINE を使って「お友だち登録」してもらった読者に積極的に仕掛けていく、とい

うパターンが主流になってきています。 

 

何といっても【LINE の開封率】はメールマガジンに比べて比較にならないくらいに高いで

すから。 

 

この LINE を使って「自動化・仕組化」して【あなたの知識・経験・スキル・ノウハウ】等

を提供するやり方に興味のある方は、ぜひチャレンジしてみませんか？ 

 

 

  



16．コンサルタントとして稼ぐ 

 

コンサルタントというからには、何かしら資格が必要なのでは、とは考えないでください。 

・医師・・医師免許が必要。 

・税理士・・税理士免許が必要。 

・弁護士・裁判官・検察官・・司法試験合格が前提。 

といったように国レベル・法律レベルで必要な資格が決められている「仕事」は別ですけ

ど。 

 

実は、 

人に「自分の経験やノウハウ・知識を教える」というコンサルタントは、何の資格も、試

験合格も必要ありません。 

 

腕一本・スキル・ノウハウ・情報で食べていけるのです。 

 

【スマホとの関係】 

・スマホ一つでコンサルで稼ぐ、となると疑問です。 

・クライアントとの連絡や指導・アドバイスなどをスマホでやり取りする、というなら別

ですけど。 

 

【コンサルタントのメリット・デメリット】 

メリット ・先生という立場になるので高価格での教材なども受け入れてもらえる

のはありがたいです。 

・情報商材をつくって販売することでさらに稼げるようになります。 

・セミナー講師など次なる展開もドンドンできるようになる可能性が広

がります。 

デメリット ・受講生が多くなるとフォローやサポートで忙しくなることで対応が不

十分なことになる可能性も。 

・自分の時間と人数との兼ね合いなどを十分に検討する必要がありま

す。（自分の時間がなくなるとしたら不幸ですから） 

・ネット専門のコンサルでも問題ないですが、時にはオフ会など顔出し

が必要となる時も起こりえます。 

 

完全に匿名（顔出しなし）に近い形でのコンサルも可能です。 

 

ただし、「信用される・信用されにくい」という観点からは、どうしても顔出しが求められ

る場面もあります。 

 

表に出ることなくコンサルで稼ぎたい、ということでも構いません。 

ネット上ですべてを完結させるようなコンサルの形でも十分にやっていけます。 

 

 



【コンサルタントのまとめ】 

・あなたがこれからネットビジネスを始めて、やがて毎月毎月 5 万円稼げようになったと

します。 

⇒ そしたら ⇒ 

・今から初めてネットビジネスにチャレンジしてみようかという人や、毎月 1 万円しか稼

げていないような人たちにとって、もしあなたが 5 万円稼げるようになっていたら・・あ

なたは「有益な情報・ノウハウを教えてくれる先生」になれると思いませんか？ 

・まずは自分で稼ぐ、その体験・経験を情報・ノウハウにして（文字情報・動画・音声など

にして）、コンサルする・セミナー講師をする、さらに次の「ビジネスの展開」につなげる、

というパターンがかなり「美味しい」やり方です。 

 

 

【ヒント】 

人生が次から次へと成長・発展・創造していくためのヒントとして（繰り返しますが） 

自分で副業を実践＝実績を上げる ⇒ 体験・経験からノウハウ・スキル・情報を積み上げ

る ⇒ コンサルタント・セミナー講師・・という流れがあります。 

 

 

  



17．会員制サイト（会員制ビジネス）・オンラインサロンで稼ぐ 

 

会員制サイトはメルマガでも YouTube 動画でも展開可能です。 

 

さらに、 

最近では「サブスクリプション」「サブスク」というキーワードもよく耳にするようになり

ました。 

 

※ サブスクリプション・・定額制の会員制ビジネスの仕組み 

（会員向けの商品を利用できる権利） 

 

・一般の商品・・買い切り型 

・サブスクリプション・・利用権を手にする（利用料を払い続ける間は利用できる） 

  

ネットフリックス（映画・ドラマ）、アマゾンプライム会員（読書・音楽）、YouTube プライ

ム（広告なし）など・・毎月の課金制のビジネスモデルが大流行りです。 

 

実は、この手の会員制サイトは、これまで見てきたいろんなネットビジネスの集大成的な

もの、という位置づけであるとも言えます。それは、 

 

ここまで見てきたいろんなネットビジネスに「会員制」という仕組みを取り入れる、組み

合わせることで次なる展開・さらなる儲けが可能となる、ということです。 

 

自然とこれから自分がやろうとしているネットビジスネの延長線上に、自分も「やればで

きそうだな」と感じられるかも知れません。 

 

また、違う視点からいうとフロントエンドの商品、バックエンドの商品という切り口も用

意することができます。 

 

※ フロントエンド商品・・間口を広げるための商品。本命のバックエンドの商品の一部で

あったり、サービス・機能を制限したものであったりして、少し低価格で販売する商品。

（場合によっては赤字になっても構わない商品） 

 

※ バックエンド商品・・フロントエンド商品を購入してくださったお客さま（それを貴重

な会員名簿として）の中から、希望される人向けに用意したフルサービス・フル機能のつ

いた高額商品のこと。 

フロントエンド商品と比べて、こちらの商品で稼ぐ（赤字分をカバーしてさらに儲ける）

という性格のものです。 

 

 

 

 



まさに会員制ビジネスはバックエンド型の商品としても使えます。 

 

普通のブログ読者だと、ここまでしか閲覧できませんけど、会員になるともっと希少な情

報を手に入れることができますよ！ 的な仕組みのことです。 

 

そして、この仕組みがいちばんいいのは、あなたに継続的な報酬をもたらせてくれる、と

いうことになります。 

 

【スマホとの関係】 

・会員制サイトとなると、運営そのものやサイト構築などスマホだけでは困難！だと言え

ます。 

 

【会員制サイトのメリット・デメリット】 

メリット ・会員から（例えば）毎月 5,000 円といったような会費を徴収すること

で安定的に継続収入が入るのが最大のメリット。 

・会員は優越意識が高まるので、あなたの商品・サービスの信者である

ことはもちろんのこと、あなた自身への忠誠心も高まることになります。 

・いろんなタイプの人材が集まることで、また次のビジネスの展開も期

待できるのも強みです。 

デメリット ・一定数の会員がいないとモチベーションが続かなかったりすることが

あります。 

・それなりの「高度なサービスやステータス」につながるものが提供で

きないと離脱者がでることも。 

・他のネットビジスネとの兼ね合いがあると自分一人でこなすとなれ

ば、ハードワークになる可能性もあります。 

 

ネットビジネスの初心者がいきなりここを目指してチャレンジする、というのは厳しいか

も知れません。 

 

ただ、どんなネットビジネスをやるにしても、最終的には「このビジネスモデル」まで到

達できる可能性があります。 

 

まあ、そんな集まり（会員制のコミュニティ）を好むか・好まないか、というのもありま

すけど。 

 

⇒ やる・やらない、好き・嫌いは別にしてぜひ頭の片隅にでも入れておいてください。 

 

  



【会員制サイトのまとめ】 

・この会員制ビジネスは、無料のメルマガを有料にして稼ぐ、ということでも可能です。 

・日本でいちばんメルマガを発行しているスタンドである「まぐまぐ」（インターネットの

本屋さん）は、有料のメルマガも発行できるようになっています。 

・もちろん自前で、自分のサイト・ブログで有料メルマガの仕組みを構築することもでき

ます。 いろんなツールというか、仕組みがありますから自由な発想で、夢をふくらませて

ください。動画での展開も可能です。 

・経験豊富な方が、自分の人生経験や得意な分野を活かして会員制ビジネスにチャレンジ

してみたいという時には、セミナー講師・オンラインスクールといった副業モデルといっ

しょになって（組み合わせる感じで）検討・構築してみることをおすすめします。 

 

 

  



18．サイト・ブログを売却して稼ぐ 

 

これは育ててきたサイトやブログが結果として売れた、売却できたという話になります。 

サイトやブログを育てては売却する、といったようなビジネスモデルはイメージしていま

せん。 

 

企業買収とか M&A といったようなキーワードを見たり聞いたりしたことはありませんか？ 

 

現実のビジネス社会でも大手メーカーが半導体部門を切り離して売却したり、清涼飲料水

部門を他社に売却したり、といったニュースを時々耳にします。 

 

外国資本が日本企業を買収したといったようなニュースの時は、国内で大々的に取り上げ

られるものです。 

 

何千億円といった資金が動くこともありますね。 

サイト・ブログを売却して稼ぐというのは、まさにこれといっしょの話です。 

 

ある人が開設・運営しているサイトが、企業に 6 億円で売却された！という実例がありま

す。 

 

凄い金額ですね。 

 

企業からみて、 

一定数のアクセスや固定客（読者・ファン）、あるいはメルマガ読者を持っているサイト・

ブログは貴重なのです。 

 

企業は新分野進出や投資を戦略的に判断します。 

「時間を買う」という判断・意思決定もあります。 

 

東日本に大型のスーパーマーケットをチェーン展開している企業が、西日本進出を計画す

る時などに、 

【1】西日本地区に土地を探して、建物を建設して、従業員を募集して・・1店舗ずつ増や

していくという戦略を採用する場合と、 

【2】西日本にスーパーを展開している企業を買収して、一気に規模を拡大するという戦略

を採用する場合とがあるのも事実です。 

 

これと同じ発想で、あなたのサイト・ブログを企業が買収してくれることになったら 

⇒ 夢がふくらみます。 

 

 

 

 



【スマホとの関係】 

・もちろんスマホ一つでできるという簡単な話ではありません。もともとのサイトなりブ

ログなりが構築・運営できていないと起こりえないからです。 

・ただし、スマホで運営している自分のブログが企業の目にとまって買収・売却という話

につながる可能性がゼロか、ということまでは決して言えませんけど。 

 

【サイト・ブログ売却のメリット・デメリット】 

メリット ・高額での売却ができればそれまでの投資分の回収どころか、未来の予

想収益を上回る額のお金を手にすることもできます。 

・売却までアドセンスやアフィリエイトで稼ぐこともできるので一粒で

二度おいしいビジネスとなる。 

・人生そのものにおいて「リタイヤ」することも可能になってきます。 

デメリット ・サイト・ブログを育てるまでのエネルギーがそれなりに必要です。 

・売却できなければサイト・ブログへの投資がムダになることもありま

す。 

（アフィリエイト収入などで稼げていればムダになることはありません

けど） 

・売却を当て込むなら、売れるだろうかという不安や続けることのモチ

ベーションの点でハードルを乗り越えるだけの精神力が必要となるのは

避けられません。 

 

最初から「売却」を意図してサイト・ブログを運営し育てていくことも可能ですが、それ

よりも、 

アドセンスやアフィリエイトで稼ぐことからスタートして、結果としてサイト・ブログが

成長して、やがては「売却」という自然な流れを狙うやり方の方が精神的にもいいと思い

ます。 

 

【サイト・ブログ売却のまとめ】 

・最初から売却を意図して（先が見えない段階で）サイトやブログを作り込んでいくのは

モチベーション的にはかなりハードルが高いです。 

・サイト・ブログから副収入を得られるように頑張っていたら、いつの間にかファンや読

者が増えて・・結果として、企業から売却しませんか？の声がかかった、という流れが自

然だと思います。 

・アドセンスやアフィリエイトで稼ぎながら、「もう十分稼いだかな」とか「これから別の

ネットビジネスにチャレンジしたいから、これまで育ててきたサイト・ブログを売却しよ

うかな」という気持ちが芽生えた段階で考えてもいいのではないでしょうか。 

・気長な心づもりで前進し続けることと、「運」にも左右されるような面もあることから結

果オーライ的に考えるという思考が必要だと思われます。⇒ それだけこの売却という目的

に絞って時間とエネルギーを投資していくのは踏み出しにくいものだといえます。 

  



19．動画編集・動画クリエイター・プログラマーで稼ぐ 

 

専門的な知識・スキルがすでにある人ならいいですけど、もしそうでなければある程度は

長期戦覚悟です。 

 

前述の【9．YouTube 動画で稼ぐ】は、いわゆるユーチューバ―としての稼ぎ方の話でした。 

 

エンタメ系でも、動物の癒し系でも、ビジネス系のユーチューバ―でも、自分の得意とす

る分野の動画投稿が主な仕事・作業となっている副業です。 

 

今回の稼ぎ方は、 

・ユーチューバ―として稼ぎたい人のために「動画を編集」してあげる、 

・動画で集客したい人や会社のために CM・PR や集客を強く意図した動画を制作してあげ

る、 

・あるいはサイト運営やネット通販などをやりたい企業や個人に対してプログラムを構築

する・組んであげる、 

という「いわゆる裏方さん」的な仕事での稼ぎ方になります。 

 

普通は、動画編集のやり方・ノウハウ・スキルなどを学ぶ必要があります。 

 

プログラマーも同じです。プログラミングの知識・技術を身につけないと（そもそもが）

できない仕事です。 

 

となると、普通の人が高度なスキルをマスターするとなると ⇒ スクールに通って「本格

的に学ぶ」ということになります。 

 

税理士の勉強をして、試験に合格して税理士の資格を取得して、それから仕事を探すとい

う流れと同じようなチャレンジになります。 

 

生半可な気持ちや姿勢では挫折するかも知れません。 

スクールや教室で学ぶ時間・期間・費用、そして「リターン」を十分に検討した上で足を

踏み出すことが大切です。 

 

【スマホとの関係】 

・動画の編集やプログラミングとなればスマホ片手に、というレベルでは対応できないの

が普通です。 

・プログラミングは PC とエディタ（プログラムを組むソフト）があれば可能かも知れませ

んが、動画編集となるとやはりそれなりに「本格的な機材」が絶対に必要となります。 

 

 

 

 



【動画編集・動画クリエイター・プログラマーのメリット・デメリット】 

メリット ・一度、ノウハウやスキルを習得すれば一生ものの「財産」であること

は間違いありません。 

・実績を積んで、クライアントから認められたら次々に仕事が舞い込ん

でくる可能性もあります。 

・スクールや講座で学ぶことで、主催者側が仕事をあっせん（紹介）し

てくれることも期待できます。 

デメリット ・プログラマーは別にすると、動画編集は元々はプロや専門的な会社が

手掛けていた仕事です。当然に、そこがライバルになりますから競合相

手が多いのは覚悟する必要があります。 

・動画編集となると生半可なスペックの PC ではお客さまのニーズに応

えることができないかも知れませんから、それなりの「機材」と「ソフ

ト」が必要となります。 

（PC ならメモリ・CPU・グラフィックカード・動画編集ソフト等々） 

・動画にしてもプログラムにしても最初から学ぶとなったら、それなり

の学校・教材・スクールでの勉強が前提になるかも知れません。 

（もちろん独学もできるでしょうけど、ハードルは高いというのを覚悟

しておくこで間違いありません） 

 

 

【動画編集・動画クリエイター・プログラマーのまとめ】 

・未経験者が新しいことを学ぶというのを前提にすれば、年齢によっては実際ムリという

ものもありえます。 

・厳しい言い方をしますが、中高年が（門外漢の・これまで経験のない）スキル・技術を

学ぶとなれば、よっぽどの覚悟が必要ですから。（正直、若い人たちとは違います） 

・もはや副業というよりも、本業というレベル感でのチャレンジだと思います。 

・特に、動画を手掛けたいとなれば（それなりに）機材もそろえる必要があります。そこ

までの覚悟と興味と意欲を十分に意識した上で決断されることをオススメします。 

（単なる好き・嫌いや気軽に取り組みたいというレベルの思考だと挫折する可能性が高い

と思われます） 

 

 

それともう 1つ、 

ここでのポイント、次の指摘は非常に大事です。 

 

いくら歌が上手くてダンスが踊れても歌手やアイドルで成功できるかどうかは別問題、と

いうのが必ずあると思います。 

 

次のコピーライターや Web デザイナーの話でも触れますが、 

スキルや実力と、実際に仕事を獲得できるか、というのは別問題です。 



つまり、 

スキルや経験を積み重ねるために投資した時間とお金とエネルギーと、実際に集客して売

上につなげることができるかどうか＝投資したコストに見合うリターンがあるかどうかは、

別の話ですよ、ということです。 

 

 

  



20．コピーライター・Web デザイナーで稼ぐ 

 

この手の仕事は（ある程度は）センスも必要になるかと思われます。 

 

「文章」一つで、「文言」一つで、商品の売上を大きく変えてしまう可能性のある仕事は（あ

る意味、とんでもなく）やりがいのある仕事かも知れません。 

 

結論からいいますと、人は理性でモノを買うのでなくて感情で買うものなのです。 

だからこそ人間でもあるのですが。 

 

そこを上手に発掘して、企業などのクライアントの利益に貢献する仕事がコピーライター・

セールスライターです。 

 

夢がありますね。 

 

コピーライター・セールスライターという範疇（はんちゅう）の仕事からは少しばかり距

離があるかも知れませんが、ネーミングで爆発的になった商品というのはいくらでもあり

ます。 

 

（下手すると会社の存続そのものにも影響を及ぼしたようなネーミングすら存在すると聞

きます） 

 

【ネーミングを変えて成功した事例】（左が旧ネーミング、右が新ネーミング） 

・フレッシュライフ（紳士用靴下）⇒ 通勤快足 

・缶煎茶（緑茶飲料）⇒ お～い、お茶 

・モイスチャーティッシュ（保湿ティッシュ） ⇒ 鼻セレブ 

・優子（ブラジャー）⇒ 天使のブラ 

・WEST（缶コーヒー）⇒ BOSS 

・ゆめもぐら（地下鉄）⇒ 大江戸線 

・豆ダッシュ（子供用玩具）⇒ チョロ Q 

  

ちなみに、フレッシュライフ（紳士用靴下）は年間 3 億円の売上が、ネーミングを変えて

通勤快足になったら 45 億円になったそうです。 

 

単語一つで、キーワード一つで、フレーズ一つで、文章を手掛けただけでとんでもない売

上増につながる文章を書けたら、たぶんに引く手あまたです。 

 

もちろん独立して十分にやっていけます。 

スーパースターなみに著名になるかも知れません。 

 

 

 



Web デザイナーも同じです。 

自分の手掛けたセールスレターページが、LP（ランディングページ）が、サイト・ブログ

が次から次へと集客や売上につながる、クライアントが大満足してくれる、そんな「作品」

を生みだせたらどんなにか「やりがい」があるものでしょうか。 

 

当然に、お金はついてきますね。 

受注した案件が場合によっては 1 件当たりの仕事が数百万円単位になることも珍しいこと

ではありません。 

 

【スマホとの関係】 

・文章やアイデアとしてのキーワード的なものを書くなら・書きためるならスマホでも可

能ですが・・ 

・書きなぐるように、ブレーンストーミング的にアイデアや文章を書いていくとしたら、

スマホでは力不足だと思います。 

・修行のための道具・ツールとしてやはり PC は最低限必要になりますね。 

 

【コピーライター・Web デザイナーのメリット・デメリット】 

メリット ・スキルとして身について、仕事が順調に入るならばあなたは（たとえ）

海外にいても仕事を受注し、やり遂げることができます。 

・旅先でも、PC1 つあれば仕事ができる、お金になる、ということです。 

・まさに、自由と時間を手に入れるライフスタイルが実現することにな

ります。 

デメリット ・独学や自己流でセンス・スキルアップを目指そうとなると、正しい方

向なのか・間違った方向（遠回り）なのか、といった時間的ロスが発生

する可能性があります。 

・正統派を目指すならスクール等で学ぶことになりますが、受講料はそ

れなりに高額であることも多いのが実態です。 

・それだけの投資をして「花開く」かは、神のみぞ知る、という世界に

なってしまう。 

 

稼げるようになった受講生をそれなりに輩出しているスクール等で学ぶなら、卒業後のお

仕事あっせんにつながるようなフォローや情報をもらえることもあるでしょうから、学ぶ

「相手先」は十分に吟味した上で前に進むことが重要です。 

 

 

  



【コピーライター・Web デザイナーのまとめ】 

・文章力やセンスがない人が、基本から・ゼロからとなると「それなりの努力・頑張り」

は絶対に必要です。 

・初心者や素人が「花形の仕事だ」とか「稼げる副業ランキングのおすすめになってる」

といったような気軽な理由で飛び込んでトライするとなれば、やはりハードルは高いもの

があると言わざるをえません。 

・会社員でも出来そうだ、在宅での副業だから魅力があるよね、だとその後の営業活動が

大変だということは間違いありません。 

 

 

コピーライター・セールスライターのみならず（前述の）動画編集・動画クリエイター・

プログラマーなども同じですが・・ 

⇒ 学んだこと・身につけたこと＝スキル・知識・経験がすぐにお金になるかどうかは別次

元の話です！ 

 

仕事を受けるための営業活動は別ものです。たとえ地元が活動・活躍の場であってもです。 

何もしないでもお客さまがやってきてくれるのはお医者さんだけかも知れません。 

 

それでも場所や市場調査を間違うと・・ 

 

※ ドクターでも開業場所と診療科目によっては閑古鳥がなくことがあるのが世の常です。 

※ 人口 5,000 人で高齢者だらけの地方の町に「小児科や産科」のクリニックを開業したら、

たぶんに悲惨な結果になるはずです。 

 

なので、資格・スキルと（稼げるための「手に職」をつけることができても）、それを集客

できて売上につなげることができるかどうかは別の話だということは、十分に理解してお

くことが大切です。 

 

つらい現実ですけど、ぜひ頭に入れておいてください。 

その上で、自分に適した副業を探すことが大切です。 

 

 

 

  



第 1 部のまとめ 

 

■ 今の自分に合った副業を選ぶ時には、お金の緊急性（来月にも副収入が欲しい・半年

先に成果につながればいい、といったような話）と、自分の資質（お宝）＝知識・経験・

スキル・ノウハウ等を十分に考慮してみることもぜひやってみてください。 

 

■ 今から知識やスキルを身に付けて（習得して）稼ごう、という時には集客と売上につ

ながるまでの「青写真」をイメージできる「モノ」に手を出してください。 

 

かつ、今の自分にもできそうなモノにチャレンジすることが大切です。 

 

人とのコミュニケーションが苦手なのに、人と会話しないと成り立たないような副業だ

と、そこの克服に時間がかかる可能性がありますし、結局は苦手なままだったということ

も起こりえるからです。 

（その分の時間とエネルギーを他のモノに費やした方が絶対にいいですから） 

 

■ 可能性があるものを「あれも、これも」という感じで手を出すのではなくて、基本的

な考え方は、一つのことにチャレンジした後に、その成功体験がまた次の「商品」になる

ようなことを青写真として描くことをおすすめします。（本書第 5部のような副業） 

 

 

 

【まとめ一覧リンク】 

 

＼ 本書の副業をする際に参考になるサイトのリンク／ 

⇒ https://www.kuchi2.com/reference/ 

 

 

  

 

 

https://www.kuchi2.com/reference/


[自社 CM] 

 

自分の知識・経験・ノウハウ・スキル等をマネタイズする講座＋毎月 10 万円～を目標に

稼いで 3年以内にカードローン等の借金をゼロにする講座を一緒にしたプログラムを用意

しています。 

 

「一人ひとりの個別具体的な指導プログラム」として【ミリオンロードマップ】の「フル

コース」を用意いたしました。 

 

https://www.millio6.com/ 

 

元銀行支店長が全額返金保証付の人数限定で応援・サポートさせていただきます。 

もう二度と登場しないプログラム（講座）だと思っています。 

 

 

  

https://www.millio6.com/


 

 

 

 

 

第 2 部 ネットを使わない副業と在宅でできる副業 

 

 

  



1．ネットを使わない副業 

 

ここではネットを使わない副業と在宅でできる副業のうち前者についてとりあげます。 

 

もちろん副業や仕事を探すのはネットの検索からになります。 

（ハローワークに通って探すやり方もあります。まさに自分の目・耳を使っての副業探し

です） 

 

ただし、ここでの副業は（どちらかと言うと）自分の身体一つを使っての副業だと捉えて

ください。 

 

日払い・週払いのアルバイト （飲食業・コンビニなども含む） 、デリバリー・バイク

便、新聞配達（牛乳配達）、（季節的な）お歳暮・お中元配布、季節工、ポスティング、買

い物代行などの各種代行業（生ごみ出しなども含む）、治験、街中の看板などから探して

のパート・アルバイト、夜の仕事・・個別に取り上げて解説します。 

 

日払い・週払いの 

アルバイト（飲食業・ 

コンビニも含む） 

・日払いの短期アルバイトはまさに即金性においては最大のメ

リットとなります。 

・特に借金返済が迫っている人で短期決戦的に稼がないと来月

の返済に間に合わないという緊迫感・切迫感があるならば真剣

に仕事に取り組めるはずです。 

・スキマ時間を有効活用できるスキマバイトのアプリもありま

す。 

（都市部での話になりますので地方都市や田舎の在住だとそも

そも利用できません） 

・現実問題として（今現在の日本は少子高齢化の加速度的な進

展で）若い働き手の方が不足しています。 

・飲食業やコンビニなども常時アルバイト・パートさんを募集

しているお店もあります。 

・本気で短期決戦型の仕事を探すなら、選り好みさえしなけれ

ばそれなりに仕事にはありつけるはずです。 

デリバリーバイク便 ・免許との絡みで誰しもができる仕事ではありません。 

・また、配達エリアの地理に明るい方が効率良く仕事ができる

ことは言うまでもないことです。 

・事故った時の対応というか、どこまで雇い主側が対応しても

らえるのか、は事前にきっちりと確認・確約しておくべきだと

思います。 

・万が一、自己責任で・・たとえば車両とぶつかった時の修理

代でバイト代が全部ブッ飛んだ、となったら悲惨ですから。 

 

 



・補償は別にしても、ケガしたら自分の身体がガタガタになる

ことだけは間違いありません。 

・やがて加齢で 50 歳、60 歳となった時に痛みが出たり、歩行

動作をも含めて悪影響が出たら人生そのものが残念なことにも

なりかねません。 

・年をとった時に医療費などがかさんだらもったいないことに

なります。 

新聞配達・牛乳配達 ・結構ハードな仕事です。 

・天候や自分の体調などがすべて良好な日・時間帯という時ば

かりではありません。 

・冬場の早朝は寒いですし、さらに雨でも降ろうものなら一気

にモチベーションが下がります。 

・時間的な制約もあります。何といっても決められた時間に待

っているお客さまがいらっしゃるビジネスモデルですから。 

・牛乳だと 1本 1本がそれなりの重さがあるため、腕力やその

他の筋力が少ない人にとっての負担はかなりのものになりま

す。 

・転倒した時の商品と身体への影響は大変なことになる場合さ

えあります。 

・若い人が夏休みだけいったような取り組みだとまだいいのか

も知れません。 

お歳暮・お中元配布 ・完全に歩合制になる仕事です。 

・荷物を何個配ったか、でもらえるお金の金額が違ってきま

す。 

・運よく地元の名士の家を受け持つことができたら、（中元・

歳暮シーズンには）その家 1軒で 10 個も 20 個も毎日のように

荷物が届きますのでラクすることの恩恵を受ける幸運に恵まれ

ます。 

・ただし、自家用車や自分のバイクでの配達となればガソリン

代は自腹です。 

・さらに自損事故でも発生させた場合の修理代なども自己負担

になります。 

・2週間頑張って働いたけど、バイト代が車の修理費に全部消

えたとなったら何のためのバイトだったのか、と後悔だけが残

る可能性もあるということを頭に入れておいてください。 

季節工 ・製造業、特に自動車メーカーなどがよく募集をかけていま

す。 

・あなたも目にしたことがあるのではありませんか。 

・季節性のある仕事ですが、特に本業の仕事についていない人

などは検討の対象に加えてもいいかと思います。 



・寮やいろんな手当がついてそれなりに福利厚生なども充実し

ているのが特徴です。 

（まあ大手自動車メーカーというブランドがある会社も多いで

すから） 

・都市部であっても、地方都市であっても、人手不足は慢性化

しているのが実状。 

・なので季節的なスポット的なパート・アルバイトはいかがで

すか？と自ら売込みにいけば、業種・職種にこだわらなければ

いくらでも仕事があると判断してください。 

・あとはやるか・やらないか、だけですけど。 

・季節工の場合、住み込みに近い形での仕事なので本業がある

人だと厳しいかも知れません。 

ポスティング ・ポスティングを検討する場合にはその業者がビジネスとして

受け取っている料金体系なども頭に入れておくと自分の報酬・

賃金体系の水準を冷静に判断できる一助になります。 

・エリアを指定されてのポスティングになりますから慣れたと

ころだと、しかも何回も実践しているところだと余計な神経を

使わずに取り組めるのである意味ラクかも知れません。 

・時間制よりも配布した枚数での報酬体系になっているところ

が多いので、いかに要領よく配布するか、というテーマという

か目的意識を持って取り組むことも大切です。 

・もちろん配布するフリをしてチラシを捨ててしまうといった

ような行為は問題外です。 

買い物代行 

（ゴミ出しなども） 

・とにかく（前述しましたが）少子高齢化で古い団地や高度経

済成長期に開発された住宅地などは高齢者があふれています。 

・また、足が悪くなったお年寄りだと買い物やゴミ出しなども

非常に手間ひまかかる動作であることは間違いありません。 

・つまり、表面化していないけど【自分が御用聞きのようにた

ずねて回れば】そして【セールス・交渉すれば】いくらでも身

近なところに代行ビジネスのタネは存在します。 

・地方都市では定年退職した高齢者がシルバー人材センターに

登録して仕事をもらっています。 

・お年寄りの家の庭木の手入れをするのは業者ではなくて、シ

ルバー人材のお年寄りなのです。 

・都市部であれば、各家庭あるいはマンションの下までゴミを

持って出ないといけない古いタイプのマンションやアパートな

どの住居人に【代行】を持ち掛ければ何らかの仕事が見つかる

可能性もあります。 



・狭いエリア内であればお年寄りのゴミ出しを週 1回月に計 4

回で 1,500 円で契約すれば、30 軒分のゴミ出しをしても実質 1

時間もかからずに月に 4万 5,000 円の副業となります。 

・そのうち会社を立ち上げてこの代行ビジネスで起業すること

で新しい人生創造につながる可能性も否定できません。 

治験 ・いわゆる【新薬】の人体実験です。 

・拘束される時間が長時間に及ぶプロジェクトは苦痛です。 

・ただし、報酬は高額である場合が普通です。 

・いつでもどこでもすぐにでも、というものではありません。 

・ちゃんと登録してお互いにそれなりの準備をしての本番にな

ります。 

・数日で終了する場合もあれば、1週間連続しての拘束時間と

なることもあります。 

・いくら契約での治験だといっても、将来においてもし身体に

何らかの影響があらわれた場合の衝撃や後悔は予想がつきませ

ん。 

・今後の人生や将来・未来のことまで十分過ぎるくらいに検討

した上で、登録・参加することがのぞまれます。 

街中の看板等からの 

仕事探し 

・街中に「従業員募集」とか「パート・アルバイト」募集の看

板を見かけたことはありませんか？ 

・実は、企業・会社の経営者の中には人手不足でもそんな看板

を絶対に出さないという経営者がいます。 

・なぜなら、人手に困っている会社だと宣言しているようなも

のなので、ブラック企業だと思われたり、仕事がきついのでは

ないか、職場環境が劣悪なところではないか、と思われるのを

避けたいという判断が働くからです。 

・下手すると風評被害につながるかも知れないという懸念から

の対応になっています。 

・ですから街中で目にする看板以外にも人材を欲しがっている

企業・会社はいくらでもある、という考えで希望する業種や職

種に意識を向けるのも覚えておいてください。 

・この日常の生活圏内の仕事であれば通勤というか、移動時間

なども短時間で済むという利点もあります。 

夜の仕事 ・昼間の仕事をこなして夕方～夜にかけてのお仕事を副業とし

てやるものとしての仕事です。（本業の方は別です） 

・ダブルワークということになります。女性の方が夜に水商売

に取り組むパターンが典型的な仕事になります。 

・もろちん昼間に就寝して夜だけ勤めに行くという方は別で

す。 



・アルコールを提供するような店だと酔客とのトラブルなども

懸念されます。 

・最大の懸念材料は、翌日の昼間の仕事に悪影響が出る可能性

が高いということです。 

・副業禁止などの会社の従業員だった場合に、夜の街で職場の

同僚や上司・部下などにうっかり出会ってしまった場合のリス

クも心の準備をしておく必要があります。 

・いずれにしても身体の調子や健康には十分に留意することが

大切です。お金を稼ぐために身体を壊してしまったら何にもな

りませんから。 

 

身近なところで、職探しのアンテナの感度を少し意図的にあげるだけでいろんな仕事（副

業）があふれていることが実感できたのではないでしょうか。 

 

次は仕事を見つける方法について少し触れてみたいと思います。 

 

 

  



2．仕事を見つける方法 

 

メジャーな職探しは「ハローワーク」です。どちらかと言えばアナログな世界での仕事探

しになります。 

 

それに対抗するプラットホームとして「Indeed」などがあります。 

まさにデジタルな世界です。 

 

最近では求人する側のためのサイトとして「Air ワーク」のテレビ CM も見かけたりする

ようになりました。 

 

働きたい人と募集する側のミスマッチを少しでも解消するための仕掛け・プラットホーム

も充実してくるようになりました。利用しない手はないと思います。 

 

アナログな世界とデジタルな世界の仕事探し・人探しについてまとめてみました。 

 

アナログな世界 

（ハローワーク） 

・基本、ハローワークに出向いて機器を操作したり、対人的に面

談したりするものです。 

・新型ウイルスの感染者が職員から出る場合もありますので、行

動制限等がある場合には自然と足が遠のくことも。 

・真面目に職探し、仕事探しをしている人もそれなりにいる。 

 

【企業・会社側】 

・余計なコストがかかることなく求人ができる。 

 

※  若者があまり利用しない場合もある。 

デジタルな世界 

（Indeed 他） 

・寝っ転がっていながら仕事探し、職探しができるメリットがあ

る。 

・気楽さ、気軽さ、お手軽さが逆に影響して、応募者のドタキャ

ンも起こる。 

・簡単に比較検討できることから会社への忠誠心や使命感などが

高い意識の人が集まらない場合もある。 

 

【企業・会社側】 

・求人コストがそれなりにかかるわりには良い人材の採用につな

がらないケースも発生する。 

 

※ 真剣に仕事、副業を探している人にとってはありがたいプラ

ットホームである。 

 



真剣に副業探しをするならハローワーク経由での職探し・仕事探しも検討してみることを

おすすめします。 

 

なぜなら、 

弾力的な探し方ができるからです。 

 

・細かい条件を提示してもそれを企業・会社側に投げ掛けたり、場合によっては間（あい

だ）を取り持つことの一歩手前までしてもらえることがある。 

・具体的には、何曜日の何時から何時まで、あと◯曜日の◯時から◯時までの勤務ならい

つからでも大丈夫ですけど、というようなピンポイント的な要望を投げ掛けた時に個別に

企業・会社側に打診してくれることもあります。 

・結果として、本当は 1週間通しての求人が希望だけど、とりあえずは週 2日だけでも来

てもらえるなら採用、ということもあるからです。 

 

 

次は少しだけ視点を変えて人手不足の話をしてみたいと思います。 

しばしお付き合いください。 

 

  



3．人材不足、後継者不足、人手不足が中小企業の実態 

 

今度は人手を求める中小企業の側からの実態にスポットを当てて仕事探しをする人にとっ

ての明るい材料を用意したいと思います。 

 

【企業の M&A】という単語・キーワードを聞いたことはありませんか。 

※  M&A＝合併&買収の略です。（Mergers & Acquisitions） 

 

実は少子高齢化の影響で会社レベルでもいろいろと問題が表面化してきているのです。会

社（銀行にとっての取引先）の存続のために、銀行が積極的に M&A に取り組んで会社を応

援しているのが最近の金融界の状況となっています。 

 

人材不足 ・失われた 30 年ではありませんが、人口増と高度経済成長期のような

若い人がどんどん入社して成長してくれた時代は終了。 

・人数的に余裕のある人員構成がとれない中小企業が増えて、人材育成

をする余裕もない形になっていた。 

・社員の高齢化が進んで、その一方では機械化も進んだことから経営を

担うべき人が育っていない。 

後継者不足 ・経営トップの子息がサラリーマンになるなど企業経営から離れてい

る。 

・人材不足ともあいまって後継者・後継候補者を育てていない、育てる

余裕もない。 

・少子高齢化で「町・街」の衰退化が予想される中、若者はどんどん田

舎を離れて都市部へ移り住んでいく傾向が著しい。⇒ 結果、住んでい

る町・街や、働く場所に魅力を感じることができなくなっている。 

人手不足 ・単純に少子化・高齢化で人が（働き手が）いません。 

・都市部のコンビニでも外国人の従業員を見かけるようになっているは

ずです。 

・地方に限らず業種によっては外国人労働者を大量に採用しているのが

実状です。 

・地方は働き手の奪い合い的な様相すらあります。従業員の大半が外国

人労働者という会社も普通に存在します。 

 

中小企業の実態としてこれまでの視点からまとめてみると、 

・これまで地域の経済を支えてきた会社が、そこの社長が高齢化で後継者に会社を譲りた

いけど、 

・後継者はサラリーマンになっていて後を継いでくれない。 

・社内には人材が育っていなくて後継者候補もいない。 

・さらに人手不足もあって会社ごと身売りをするか、廃業するしかないという選択肢だけ

が残された状況だ！ 



というのが地方の中小企業の実態となっています。 

（もちろんすべての中小企業がそんな状況だというわけではありません） 

 

ここに銀行が絡んで会社を継いでくれる相手を見つけるのが M&A の世界です。 

銀行以外にも M&A を業務にしている会社もあります。 

 

そんな背景を頭に入れた上で考えるようにしてください。 

要は、世間は「人手不足」なのです。 

 

売り手市場だと認識してもいいかと思います。 

 

その前提の上で副業選び、副業探しをしてみてください。 

 

  



4．在宅でできる副業 

 

次は前に取り上げた 20 選の副業を在宅・スマホ一つでもできるかどうかの観点から一覧

表にまとめてみました。 

 

 スマホ一つ・在宅でできるか 初期投資・稼ぎやすさ 

ネット通販 △ 

スマホ一つだと厳しい 

初期投資必要 

△～◯ 

投資 ◯ 

スマホ一つで可 

元手資金必要 

×～△～◯ 

せどり・転売 ◯ 

スマホ一つで可 

仕入資金必要 

△～◯ 

輸出入ビジネス △ 

スマホ一つだと厳しい 

仕入資金必要 

△～◯ 

オークション・ 

フリマアプリ 

◯ 

スマホ一つで可 

不要品からスタートすれば 

元手資金不要 

△～◯ 

ポイントサイト・ 

アンケートサイト 

◯ 

スマホ一つで可 

ゼロからのスタート可 

△～◯ 

出品サイト ◯ 

スマホ一つで可 

スキル必要 

△～◯ 

クラウドソーシング ×～△ 

スマホ一つだと難しい 

スキル必要 

△～◯ 

YouTube 動画 ◯ 

スマホ一つでも可 

スキルが必要な時もある 

△～◯ 

アドセンス △ 

PC があった方が良い 

元手ゼロ 

△～◯ 

アフィリエイト △～◯ 

SNS アフィリエイトならスマホ

一つでも可 

元手ゼロ 

△～◯ 

電子書籍 ×～△ 

PC・ソフトが必要 

元手（限りなく）ゼロ 

△～◯ 

情報商材 ×～△ 

スマホ一つだと難しい 

元手ゼロでも可 

△～◯～◎ 

セミナー講師 × 

スマホ一つだと難しい 

スキル必要 

△～◯ 

メルマガ △～◯ 

スマホ一つでも可 

元手ゼロ 

△～◯ 



コンサルタント ×～△ 

スマホ一つだと難しい 

元手ゼロでも可 

△～◯ 

会員制サイト ×～△ 

スマホ一つだと難しい 

サイト構築に資金等必要 

△～◯～◎ 

サイト・ブログ売却 ×～△ 

スマホ一つだと難しい 

育てるまでの資金・エネルギ

ー・時間等が必要 

△～◯～◎ 

動画編集・動画 

クリエイター・ 

プログラマー 

× 

パソコンや機材等が必要 

スキル等の習得が必要 

△～◯ 

コピーライター・ 

セールスライター 

× 

スマホ一つだと難しい 

スキル・感性等が必要 

△～◯ 

 

※ 上の表はあくまでも私個人の皮膚感覚です 

※ ◎印は可能性という意味であって、必ずしも稼げるというわけではありません。 

※ そもそも再現性 100％の副業などはありませんから。 

 

自分の 1日 24 時間や休日の過ごし方、家族との触れ合いの時間・・などライフスタイル

や【思考と行動】を考えながら自分にあった副業・ネットビジネスを検討してみてくださ

い。 

 

 

さらにスマホでできる副業をいくつかひろってみました。 

スマホで参加登録して取り組むという形ですね。 

 

時間制アルバイト 専用サイトへの登録 ・待ち合わせ時間までのスキマ時間にで

きるアルバイト（Timee など） 

・そもそも地方圏は求人がない。東京

圏・大阪圏・福岡圏など限定。 

バイク便などの 

アルバイト 

専用サイトへの登録 ・バイクや自転車で活動できる人が対象  

・地方圏では困難。バイトそのものがな

い。 

・肉体労働系のバイトなら他にもたくさ

んある。 

治験 専用サイトへの登録 ・高額な報酬が期待できる。 

・自分の体調・スケジュールや試飲する

薬との相性など問題点もある。 

SNS で稼ぐ Twitter や 

Instagram で稼ぐ 

・RT するだけで稼げるといった仕事もあ

る。 



・SNS でアフィリエイトしたり、SNS の情

報発信から自分のサイト・ブログへ誘導

することでマネタイズの導線を仕掛ける

こともできる。 

・フォロワーが多いことが大前提なので

そこまで SNS を育てるのに時間がかか

る。 

・今日、SNS をスタートさせたばかりで

すぐに稼ぐことが可能かと言うと誰しも

はできない。 

話相手（愚痴聞き）

ビジネス 

専用サイト ・メールレディ・チャットレディは除き

ます。 

・スキマ時間でもできないことはない

が・・時間労働の対価という副業にな

る。 

・継続的に稼ぎ続けるというのもエネル

ギーが要る。 

 

いろんな副業があります（しかも都市部だと選択肢が増えます） 

肉体労働系の副業を探すとキリがありません、といえるくらいに探すのは可能です。 

 

仕事をもらえるところに登録さえしておけば、ポスティングや運転代行や買い物代行、介

護関係、便利屋的な仕事など自分の体力・空き時間と相談しながらできる副業がありま

す。 

 

ただし、それだとネットビジネスと言えるかどうかという点が気になります。 

 

 

ここまでいろんな副業を見てきました。 

 

ぜひ、 

・ネットビジネスという視点からの副業 

・場合によっては顔出しなし、声出しなし、の副業 

・スキマ時間にやれる副業 

という「切り口」を忘れることなく自分にあった副業・ネットビジネスを検討してみてく

ださい。 

 

  



第 2 部のまとめ 

 

■ ステップアップという思考・発想は大事です。 

⇒ 最初は PC を購入することなく、スマホ一つで始めることのできる副業からスタートし

て、少しずつ稼げるようになってからその資金を次なる投資（自分の未来への投資）に向

けて、自分自身が成長・ステップアップしていく、というやり方です。 

 

■ 最初から、まるでハイリスク・ハイリターンの金融商品に手を出すように、あるいは

高額な塾などに参加して自分には合わなかった、と最終的に挫折するようになってしまう

のは不幸なことです。 

 

■ もし、私に相談してみたいとの思いがありましたら遠慮なくお問い合わせください。 

（特に借金・ローン返済でお困り・お悩みの方） 

 

 

それと、実はあと【2つ】認識しておいて欲しい重要ポイントがあります。 

 

それは、「副業選び（副業をやる時）の注意点」と「フロー型・ストック型の副業の違

い」という点です。ぜひ意識しておいてください。 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

第 3 部 副業選び（副業をやる時）の注意点と 

フロー型・ストック型の副業の違い 

 

  



1．副業選び（副業をやる時）の注意点 

 

副業選びにおいて注意して欲しい点が 3つあります。 

【税金】と 

【就業規則】の関係と 

【ヤバい副業】に手を出さないの 3つです。 

 

特に税金は確定申告との絡みがありますから、いつかはちゃんと勉強することをおすすめ

します。 

 

詳しく解説するとキリがないので、ここでは簡単に触れるだけにとどめておきます。 

 

 

【申告と税金】 

副業だから税金を払わなくてもいい、パート・アルバイトだから申告も税金も関係ない、

というものではありません。 

 

学生のアルバイトなどだと源泉徴収という形で税金が引かれた残りの分を「バイト代」と

してもらうのがほとんどでしょうから税金を意識することがないのです。 

（でも実際には知らないところで税金が処理されています） 

 

サラリーマンの場合だと会社に副業がバレないように、確定申告の時の住民税の取扱いに

【裏ワザ】を使うやり方もありますが、そこまでして（後ろめたい気持ちとグレーなやり

方ギリギリのところまで足を踏み入れて）「副業をやるか」という疑問も（個人的には）

感じました。 

 

副業での稼ぎ（収入から経費を差し引いた所得部分）が 20 万円以下なら申告の必要があ

りませんけど、大きく稼げるようになったら税金の問題が生じてきますので副業を始めた

ら、いつかどこかのタイミングで税金と申告については勉強することをおすすめします。 

 

ただし、20 万円の線引きは所得税の話です。住民税は別です。 

サラリーマンの場合はこの住民税が給料天引されています。そこの金額が変わりました

よ、と市町村から会社側に連絡があれば会社側に副業をやっているな、というのがバレる

ことになります。 

 

 

【就業規則との関係】 

サラリーマン・会社員の副業についての考察・注意点になります。 

 

最近では副業を認める会社・企業が増えてきているのは事実です。 



国も公的に表明しています。 

（まあ年金問題がありますから自分の老後の人生設計のためにも副業してくださいという

のは本音なんだろうと思います） 

 

サラリーマンの方は自分の会社の就業規則がどうなっているのか、というのは確実に確認

しておくべきです。先ほど住民税の裏ワザの話をしましたが会社にバレた時におおごとに

なる前に、副業にチャレンジする段階できっちりと確認をとるか、会社に相談して認めて

もらうなどの手立てを確実にやっておいてください。 

 

会社組織というのは後になって「聞いていない」というのを極端に嫌いますから。 

 

それと副業の影響が悪い形で本業や昼間の仕事に支障が出てしまうようになったら人生の

設計図そのものがメチャクチャになることにもつながります。 

 

⇒ なので、様々な副業の中から自分にあったものを選ぶ時には理由にもこだわってくだ

さい。 

 

ランキング形式で複数種類の副業を候補として検討して、それから最終決定をするくらい

の慎重さも必要です。 

 

 

【ヤバい副業】 

ネットの中にはかなりヤバい副業というか、仕事の話を見かけることがあります。 

 

特に仕事探し・副業探しを SNS や掲示板などの情報源に頼っていると目にする機会があり

ます。 

 

言葉巧みに、甘い内容のいかにも簡単そうに稼げるように見せかけている「仕事」の募集

記事があるのも事実です。 

世の中、そんな簡単なビジネス・お金儲けの手段はありません。 

 

YouTube 動画内の広告の中にも裏側は FX のツールを買わせるものでも、表向きは「最新

の・新しい・副業のやり方」的な文章表現で興味のありそうな人を誘っているものも見か

けます。 

 

少なくとも、 

行動を起こす前に、最低限【特定商取引に基づく表示】のページだけは確認・チェックす

るようにしてください。そもそもこの表記がないとそれだけでも法律違反ですから。 

 

ついでに元銀行員という経歴からのアドバイスです。 



自分名義の通帳を他人に販売する・譲る・高値で買い取ってもらう、というのは犯罪です

からね。楽して稼げそうですけど確実に捕まります。 

 

下手するととんでもない事件に巻き込まれたりもしますので絶対にやめてください。 

 

 

【副業選びの注意点についての別記事の案内】 

副業選びについて記事で取り上げたものがあります。 

注意点についてわかりやすく・詳しく解説しました。良ければ参照ください。 

 

 

＼借金返済のための副業についてアドバイスをメインに解説した記事です／ 

⇒ https://www.kuchi2.com/method/ 

 

  

https://www.kuchi2.com/method/


2．フロー型の副業とストック型の副業 

 

副業には「フロー型」と「ストック型」があります。 

フローとストックについては下記のように言い換えることもできます。 

 

フロー型の副業 ストック型の副業 

労働収入 資産収入・権利収入・不労所得 

（不労収入） 

＝ 働いた分だけがお金になる 

≒ 働かないとお金を稼げない 

＝ 休むと、止めるとお金をもらえない 

＝ 何もしなくてもお金が増える 

≒ ほったらかしでお金を稼げる 

＝ 寝ている時も、旅行にいっている時も 

 

 

これからの長い人生で多種多様な副業にめぐりあう機会があるかと思います。 

（積極的なチャレンジを含めて） 

 

いずれは「投資」というやり方で「お金・資産がお金を生んでくれる」という世界にぜひ

足を踏み入れてください。 

 

貸駐車場や貸マンション・アパートを所有しているようなものです。 

 

 

 

  



どんな副業の選び方をするかは自由です。 

あなた次第です。 

 

でも、将来のことを考えるならば若いうちから「何もしなくてもお金を生んでくれる資産

づくり」は意識しておくべきです。 

 

 

  



第 3 部のまとめ 

 

■ 副業選びは、自分のライフスタイル、使える時間、好き・嫌い、得意・不得意によっ

ても違ってきますので、短期か・中長期か、フロー型の稼ぎでいいのか・ストック型を目

指すのかを考えながら決めてください。 

 

■ 特に借金返済が絡むと緊急性・即金性なども考慮する必要があります。 

 

■ 元銀行員として老婆心からのアドバイスをするなら、いずれはストック型の副業＝資

産づくりにつながるものも検討する方がいいと思っています。 

 

年齢、投資できるお金と時間、気力・体力・精神力（持続力・集中力）を考慮してあなた

にあった副業を選んでください。 

 

第 1 部のまとめでも触れましたが、 

もし可能であれば、ある副業からスタートした後に、次はその副業体験が次なるお金を産

むことにつながるような人生経験を積み上げることができる「モノ」がおすすめです。 

 

人生創造においては、それがいちばん良い成長の仕方だと思っています。 

繰り返しますが、ぜひ意識しておいてください。（第 5部の話につながるものです） 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

第 4 部 面白い副業（オリジナルの副業） 

 

  



1．面白い副業（オリジナルの副業）の前に 

 

自分へのリターンがどのタイミングになるか、という視点と、 

また、資産化につながる副業（いずれは「ほったらかし」でもお金になる副業）という視

点から、これまで見てきた副業を見直してみると・・ 

 

下図のようなイメージになります。 

 

すぐにお金になる   ⇒   来月お金になる  ⇒   6 ヶ月～1年後くらいになる 

 

 

日払いの 

アルバイト 

アルバイト 

（後日・翌月に賃

金が入る）・ 

 

ポイントサイト 

なども 

オークション・ 

転売・ 

フリマアプリ等 

 

売上増で  

⇒ 忙しくなる 

アフィリエイト 

や、スキル習得 

してから稼げる 

ようになる副業 

 

ライター・編集等 

動画投稿 

（ユーチューバ

ー）としての 

収益 

止めたら終わり 止めたら終わり 止めたら終わり 資産化の可能性も 

あり 

資産化の可能性も 

あり 

その日にお金 翌月以降にお金 翌月以降に換金   

   数ヶ月後に成果 

でも、100％成功

する保証はない 

数ヶ月後に成果 

でも、100％成功

する保証はない 

   集客と売上は別 集客と売上は別 

 

すぐに稼げる（でも体力勝負で止めたら終わりの）副業のメリット・デメリットと、 

将来の資産化につながる副業のメリット・デメリットは、それぞれ一長一短です。 

 

いっけん、将来の資産化につながる可能性のあるメジャーな副業としてのアフィリエイト

ですが・・ 

 

ブログアフィリエイトで稼ぐとなると、 

それなりの初期投資＋年間の経費＋膨大なエネルギー（時間と労力）が必要です。 

 

たとえば、 

レンタルサーバーを契約して（毎月約 1,000 円×12 ヶ月＝年間約 12,000 円くらい） 

独自ドメインを取得して（年間約 1,500 円くらい） 

WP テーマというデザインのテンプレート代が買い切りで約 10,000 円～20,000 円くらい 

という形で初期投資で約 3万円くらい、その後は毎年約 15,000 円くらいは必要経費がか

かります。 

 

 



さらに、すでにネット上にある記事と同じような内容の記事を書くと「マネ」と判断され

ますから検索エンジンには評価してもらえません。 

 

ブログのテーマ選びはもちろんのこと、 

・毎回の記事のテーマ、毎回の記事のキーワードを検討して 

・ライバルの記事を分析して 

・ライバル記事を上回る質の記事と、ライバルの文字数の平均を上回る文字数で 

・共起語という言葉（キーワード）も入れた文章を作成して 

・記事投稿したら、その後のメンテナンス（記事のリライト）も確実にやりながら、 

・どんなキーワード等から流入してきているか、などを分析しつつ、 

・ブログを絶えずメンテナンスし続ける必要があります。 

 

ちなみに、ある有名なアフィリエイターの方は、毎回の記事作成に 5、6時間から 7、8時

間費やしているというようなことも聞いています。 

 

それだけやっても、検索エンジンに上位評価されずにいつまでたっても集客できない、と

いうブログになる場合もあります。 

 

6 ヶ月～1年間頑張ったけどダメだった、という時には・・ 

どこかであきらめて、次のブログをスタートさせる、というような世界がブログアフィリ

エイトの世界です。 

 

もちろん、運良く 50 記事くらい書いて 3ヶ月くらいでお金（報酬）を稼げるようになっ

た、というような人もいます。 

 

なので、私の個人的なアドバイスですが、 

すぐにお金になるような副業と、将来の資産化につながるような副業の「複数の副収入の

入り口づくり」を狙う、というのがおすすめです。 

 

・すぐにお金になる副業（できれば将来の資産化にもつながるヤツ） 

⇒ ダメな時は違う副業にエネルギーを向ける。 

 

・中長期的に資産化につながる副業（集客・売上までを自動化・仕組化できれば理想） 

⇒ 仕掛けづくりに少し時間がかかるけど将来ラクすることにつながる。 

 

 

つまり、 

【1】短期的視点からの副業＋【2】中長期視点からの副業の両方を追求する、ということ

です。 

 

 

 

 



実は、私は元銀行支店長で最終経歴が個人ローン関連部門の部長職でした。 

 

それで残りの人生においての私の「生きがい・やりがい」として、私は・・ 

 

今現在、カードローン・キャッシング・リボ払いの毎月の返済に苦しんでいて、本気で消

費性の借金をゼロにして、今とは違う人生にしたいという人の将来の資産づくり（老後の

備えも含めて）につながるような応援・サポートをするためのプログラムを用意すること

にしました。 

 

その思いから誕生したのが【ミリオンロードマップ】というプログラムです。 

 

何といっても、毎月のローンの返済が苦しい人は、来月のローン返済に充当できるお金が

必要なのです。 

 

だから、【お手軽】【簡単】【即効性あり】【限りなくほったらかし】【継続報酬もあり】の

5つの点をカバーした、5拍子そろった副業モデルを構築しました。 

 

それを今からご案内します。 

【1】短期的視点からの副業 ⇒ 第 4部 面白い副業（オリジナルの副業）のことです。 

 

※ 重要※  

【2】中長期視点からの副業は ⇒ 第 5部 いちばん利益率の良い・ネット上に自動化の

仕組みを作る副業、として次の章でご案内いたします。 

 

 

  



今月、副収入の入口づくりのための「仕掛けづくり」をして、実績があったら、来月 15

日に報酬が入金される副業があれば、来月 25 日や 27 日や月末のローン返済に充当でき

る、間に合うと思いませんか？ 

 

それが、お手軽・簡単・即効性あり・限りなくほったらかし・継続報酬もありの 5拍子そ

ろったオリジナルの副業です。 

 

  



2．面白い副業（オリジナルの副業）の概要と実践（お試し） 

 

あなたは、お店の人にスマホでクーポンを見せて割引してもらった経験がありますか？ 

たぶんに 1回くらいはあるかと思います。 

 

昔は、タウン誌に切り取り式のクーポンがあって、それを切り離して持参すれば美容室や

居酒屋での料金を割引してもらう、というスタイルがありました。 

（今でも、まだ一部には残っているかと思います） 

 

あるいは、新聞広告やポスティングなどでチラシが入っていて、そのチラシ持参で抽選で

きたり、何かもらえたり、割引を受けることができたり、といったようなこともありま

す。 

 

ここでの＝面白い副業のツールは、名刺サイズの割引券です。 

 

クーポンやチラシが名刺サイズのカード・名刺サイズの割引券になったもの、と考えてく

ださい。 

 

・名刺サイズですから、55 ミリ×91 ミリのカードですから持ち運び簡単です。 

（ポケットやカバンの中に、あるいは名刺入れに入れておくこともできます） 

・名刺カードに印刷してあるアドレスや QR コードからサイトに行きます。 

・カードに印刷してある「クーポンコード」を入力したら割引が受けられる仕組みです。 

・欲しい商品やサービスだったら「クーポンコード＝割引券コード」を入力して購入する

人もいるかと思います。 

 

では、実際にやってみたいと思います。 

 

実際に商品の申込みをしなくても構いません。 

ただ、どんな仕組みというか・流れなのか、ということを体験してもらうだけの話です。 

 

そして、その仕組みが【面白い副業（オリジナルの副業）】として、どんな感じであなた

に副収入をもたらしてくれるのか、を疑似体験してみてください。 

 

まずは、 

【次の画像】を見てください。（実物は名刺サイズです。5.5×9.1 センチ） 

 

 

 

  

 

 



実物は名刺サイズのカードです。（1 つのサンプルです） 

 

 
 

実際には「クーポンコード」の欄に、あなた専用のコードを設定して印刷する形になりま

す。 

 

試しに（実際には注文しなくても大丈夫ですが）、どんな仕組みなのかを実体験してみて

ください。 

 

⇒ https://www.kuchi2.com/ 

 

口コミ副業仕組みづくりプログラムの TOP ページの下部に申込みフォームが設置してあり

ますので途中まで操作してみてください。 

 

＼ この手引書の注文フォームです ／ 

 

https://www.kuchi2.com/


この申込みフォームのクーポンコード（割引券コード）欄に、名刺カードに印刷されたコ

ードを入力すると割引が受けられるという形になっています。 

 

もし、あなたが実際にクーポンコード（割引券コード）が印刷された名刺サイズのカード

を手にしたものを持っているなら、そのコードを入力してみてください。 

 

【注意点】 

・ダミー的に「注文の途中までクリック」する形です。 

（もちろん実際に注文されても構いません） 

・万が一、最終のボタンまでクリックしても取り消しができるように＝大丈夫なように、

【銀行振込】を選択してください。 

※  クレジットカード決済にすると取り消しが難しいからです。 

※  銀行振込なら、間違って最終のボタンまでクリックしても、お金を送金しなければそ

れで良いだけの話になりますから。 

・実際のクーポンコードを入力できる方は、試しに入力してみてください。 

※  割引される形で最終的な価格が表示されるのを確認できるかと思います。 

・注文を確定する画面の【お支払い】はクリックしないでください。 

（前画面に戻るか、ブラウザを閉じてください） 

 

このクーポンコード（割引券コード）にあなた専用のコードが印刷されたら、そしてその

カードから売上発生につながったら、あなたからの口コミだとわかるのです。 

（あなたの実績だとカウントされます） 

 

では、この名刺サイズのカード＝割引券を兼ねたチラシみたいなもの、が副業になる仕組

みについてわかりやすく説明します。 

 

  



あなた専用の割引券コードを入力した名刺サイズのカードを使うことで、あなたに副収入

が入ることにつながる可能性があるものです。 

 

【あなた】 

※ あなた専用の割引券コードが入った名刺サイズのカードを用意して 

 ・興味のありそうな方に手に取ってもらう。 

・お友だちや知人にお願いして、その方の身近なところで配布してもらう。 

・あなたの行きつけ・顔なじみのお店の方にお願いして、お店に置いてもらう。 

といったような仕掛けづくりで、商品・サービスの「口コミ・PR」をしてください。 

 

【名刺カードを手にした方】 

※ ズバリ、見込み客になります。 

 ・その方が、割引券コード入力して注文したら、あなたの割引券コードを使っての購入 

  となりますので、あなたに実績がカウントされます。 

 ・注文したお客さまは、割引を受けることができるので「ＷＩＮ」の状態です。 

 

【私ども】 

※ 商品・サービスの売上につながります。 

 ・売上になるので「ＷＩＮ」です。 

 

【あなた】 

※ あなたの実績に対して報酬が発生します。 

 ・副収入ゲットです。「ＷＩＮ」となります。 

 

「ＷＩＮ－ＷＩＮ－ＷＩＮ」の三方よしの仕組みが「口コミ副業仕組みづくりプログラ

ム」のメインのフレームです。 

 

 

あなたが「割引チラシ≒名刺サイズのカード」を、直接に・間接的に配布する＝手に取っ

てもらう≒置いてもらうだけで、あなたに報酬（副業収入）が入ることになる可能性があ

る仕組みです。 

 

次のイメージ図を確認してみてください。 

 

  



 

＼ 口コミ副業仕組みづくりプログラムのイメージ ／ 

 

 

興味のありそうな A さん・C さんに、直接手渡しても、 

配布をお願いできる B さんからもらった E さんが注文しても、 

置いてもらったお店 D さんのお客さまが注文してくださっても、 

 

あなたが知らない間に、あなたに報酬（副業収入）が発生する可能性があります。 

 

 

これって 

【お手軽】【簡単】【即効性あり】【限りなくほったらかし】【継続報酬もあり】の 5 拍子そ

ろった「面白い副業」だと思いませんか？ 

 

  



3．あなたへの報酬（副収入） 

 

ちなみに、あなたへのリターン（報酬）ですが・・ 

名刺サイズのカードはいろいろとありますし、今後も増える予定です。 

 

 

1,000 円（税込）の報酬です。 

 

 

 

1,000 円（税込）の報酬です。 

 

 

継続報酬につながる商品・サービスも予定しています。 

 

また、あなた自身がこの手の商品やサービスを作って（用意して）、この仕組に組み込む

こともできます。 

 

さらにまた、自分の商品・サービスを自分のサイト（ブログ）で販売していく＝ネット上

に仕組みを作って集客して売上につなげていくやり方もあります。 

 

※  この 2つのやり方については次の 

「第 5部 いちばん利益率の良い・ネット上に自動化の仕組みを作る副業」の中でご案内

しています。 

 

 

  

 

 



第 4 部のまとめ 

 

面白い副業（オリジナルの副業）という見出しでご案内しましたが、簡単な副業だと思い

ませんか？ 

 

繰り返しますが、元々はカードローン等の毎月返済に苦しんでいる人を応援するために、

来月の毎月返済に充当してもらうための簡単な副業として構築したものです。 

（元銀行支店長で最終経歴が個人ローン関連部門の部長職だった私が構築しました） 

 

※  参考までにローンの毎月返済に苦しんでいる人を応援しているサイトはこちらです。 

 

＼ カードローン大百科 ／ 

⇒ https://www.eym7.com/ 

 

■ アフィリエイトなどのように報酬が入るまで時間がかかるもの（まして成功するかど

うかもやってみないとわからないもの）だと、未来への投資と同じです。 

⇒ すぐに結果につながる、副収入が期待できるものを選択肢に入れておいた方が絶対に

いいです。 

 

※ アフィリエイトがダメ、というわけではありません。 

※ 時間がかかるものへのチャレンジとは別に、短期間で成果につながる可能性のあるも

のの両方にチャレンジすることをおすすめします。 

 

■ せどり・転売ビジネスなどのように仕入資金が必要であったり、売上アップのために

はドンドン忙しくなったりするような副業だと大変です。 

 

■ 労働型の副業よりも、資産構築型の副業を意識してください。 

⇒ 未来への投資という思考は大事です。 

 

 

 

[自社 CM・PR] 

元銀行支店長がカードローンの毎月返済に苦しんでいる人たちを応援するために構築した

プログラム「ミリオンロードマップ」のプログラム（講座）は 3コースあります。 

（いずれのコースも全額返金保証付） 

 

副業へのチャレンジとしても「面白い副業（オリジナルの副業）」として PR させてくださ

い。 

 

 

 

https://www.eym7.com/


＼ ミリオンロードマップ ／ 

 

【1 万円コース】参加登録費 1万円 ⇒ 毎月 1万円～3万円の副収入を目指します。 

【3万円コース】参加登録費 3万円 ⇒ 毎月 3万円～5万円の副収入を目指します。 

【フルコース】参加登録費 10 万円 ⇒ ローン返済相談と借金ゼロへのロードマップづく

り＋3年で借金ゼロを目指して、かつ、毎月 10 万円～の副収入を目指します。 

 

 

⇒ https://www.millio6.com/ 

 

 

 

【追伸】 

ただし、お手元に「口コミ副業仕組みづくりプログラム【手引書】」の名刺サイズのカー

ドをお持ちの方は、そこに記載されているクーポンコード（割引券コード）を使ってミリ

オンロードマップにお申込みされる方がお得です。カードローン大百科に案内のコードを

使うよりも割引額が大きくなっています。 

 

どうぞご注意ください。 

 

 

 

※ カードローン大百科をダウンロードされた方には、ミリオンロードマップお申込み時

のクーポンコード（割引券コード）のご案内があります。 

 

※ もし、ミリオンロードマップにチャレンジしてみたいという方で、現物の「口コミ副

業仕組みづくりプログラム【手引書】」の名刺サイズのカードがない方は（ローン返済が

なくても）カードローン大百科をダウンロードして、クーポンコードを確認されることを

おすすめします。 

 

＼ カードローン大百科 ／ 

⇒ https://www.eym7.com/ 

 

 

  

 

 

 

https://www.millio6.com/
https://www.eym7.com/


 

 

 

 

 

第 5 部 いちばん利益率の良い・ネット上に自動化の仕組みを作る副業 

 

 

  



第 5部 いちばん利益率の良い・ネット上に自動化の仕組みを作る副業 

 

ズバリお話します。 

 

これから何かを身に付けて、そのノウハウやスキルを使って副業する（お金を稼ぐ）とい

うのは、時間がかかります。 

 

しかも上手くいくかどうかも不透明です。 

 

なので、今あるあなたの資質＝財産＝お宝を使ってマネタイズできないか、というところ

からスタートして、あなたの知識・経験・体験・スキル・ノウハウ等を商品化して、それ

をマネタイズするというのがいちばん良い副業だと思っています。 

 

もちろん（繰り返しますが）これまで案内した副業を全否定しているわけではありませ

ん。 

 

では、どんなイメージの副業なのかをご案内します。 

 

1．最近よく見る YouTube 動画の最初や途中に表示されるこんな広告に気づきませんか？ 

 

・あなたもせどり・転売・アマゾン物販で副業しませんか？ やり方を無料の動画で教え

ますよ。LINE やメルマガに登録してください。 

 

・スマホだけでできる副業、こんなに稼げますよ。興味ありませんか？ 

 

・月 50 万円（100 万円）稼げる「○○○○○」。今なら無料で手に入ります・・ 

 

いかがでしょうか。 

多少怪しいものまでいろいろと出回っています。 

 

さらにはフリーランスの方や副業などを考えている人たちがターゲットなのかも知れませ

んが、YouTube 動画の視聴に期待して、 

 

・あなたが歯医者さんなら・・歯科衛生士の方の力を使って、予防歯科の分野に注力する

ことで歯科医院の売上アップをしてみませんか？ 興味ありませんか？の広告。 

 

・あなたがセラピストや占い師だったら・・SNS から集客して売上アップまでを自動化の

仕組みを作って、もっと稼ぎませんか？の広告。 

 

 

 



・整体師・整骨院を頑張っているけど・・腰痛・肩こりが改善しない患者さんはいません

か？ 毎月の集客に苦労している人、新しい「手技」で患者さんに貢献・集客アップしま

せんか？の広告。 

 

この手の広告は 

・LINE を使っての集客を教えますよ。 

・SNS を使っての集客を教えますよ。 

・動画・ムービーでの集客などのやり方を教えますよ、の広告です。 

 

もちろん広告は YouTube だけではありません。 

FaceBook、Instagram、TikTok、LINE なども広告が表示されます。 

 

でも、いちばん「安い」のが、少ない予算でも広告を出稿できるのが YouTube 動画なので

す。 

 

その理由は、他の広告はクリックされたら○○円という仕組みだけですが、 

YouTube は 1 クリック○○円というクリックの他に、広告の動画が再生されるだけなら、

何回再生されても再生の秒数が一定の時間内ならタダ（無料）という仕組みがあるからで

す。 

 

さて、そんな少ない予算からでも広告を出せる YouTube 広告ですが、 

この手の広告にどのくらいの費用がかかっていて、そこからどんなビジネスが展開されて

いるかを解説してみたいと思います。 

 

 

最近のマーケティングの用語で「ファネル」という概念が入ってきます。 

 

 

  



2．集客から売上までの自動化・仕組化 

 

実は、集客するのに【無料】で集客するやり方があります。 

それは SNS の投稿からファン・フォロワー・読者を少しずつ増やしていって、告知するこ

とで集客・売上につなげるやり方です。 

 

ただし即効性はありません。 

SNS を育てていくのに時間がかかりますし、成功するかどうかもわかりません。 

 

そんなデメリットを補うのが SNS での広告です。 

特に、少ない予算でもスタートできるのが YouTube 広告だという話は前述のとおりです。 

 

そのビジネスモデルの仕組みについて簡単に解説します。（ファネルというやり方です） 

 

【広告で集客する】＝YouTube 動画の広告に反応してもらう。クリックしてもらう。 

【無料または低価格料金の動画を用意】＝LINE やメルマガに登録してもらって提供。 

【登録した人に動画を提供】＝さらに詳しい話を聞きたい人に、無料または低価格のオン

ラインセミナー（講座）等を案内する。 

【オンラインセミナーに参加】＝そこで、高額の講座やサービスを案内する。 

 

専門用語でフロントエンド商品、バックエンド商品という言い方をする場合もあります。 

この場合、フロントエンド商品に当たるのが、無料動画講座と無料オンラインセミナー。 

 

バックエンド商品に当たるのが、高額の（本命の）講座やサービスになります。 

 

時にバックエンドの商品は 100 万円超～200 万円、300 万円という金額のものもありま

す。（凄いですね車 1台と同じくらいの価格です） 

 

もちろん商品・サービスの内容や種類によって違いますが、50 万円～100 万円がよく見か

ける価格帯です。 

 

ということは、 

・毎日 1万円の予算で広告を出しても、月に 30 万円の広告費で済みます。 

・そこから毎日数名～10 名くらいが登録してくれたら、1名の LINE 登録・メルアド獲得

の費用（コスト）は、1万円÷10 名＝1,000 円の単価。 

 

1,000 円のコストで新規見込み客 1名のメルアドを獲得できたことになります。 

 

毎日 10 名の登録で、月間約 300 名の新規見込み客の中から、オンラインセミナーの参加

者が 1/3 いたとします。 

 

 



ということは 300 名×1/3＝100 名のオンラインセミナー参加者。 

 

この 100 名の中から、1 人が 30 万円の高額の講座に申込んだら、30 万円の売上。 

3 人申込んだら、30 万円×3 人＝90 万円の売上。 

 

毎月 30 万円の広告費を使って 90 万円の売上。 

差引 60 万円の利益となります。（商品・サービスのコストを考慮しない場合） 

 

 

具体的には次の図のようなイメージになります。 

毎月 30 万円の商品を 5 人の見込み客が購入してくれたら毎月毎月 150 万円の売上。 

 

SNS 広告は下図のいちばん左の導線から集める集客です。 

 

他にもブログを運営したり、SNS に投稿したりすれば、もっと集客の入口は増えることに

なります。 

 

 

いかがですか？ 

 

もし、100 万円の高額な商品だったら・・ 

毎月、たった 1 人の方が購入してくれたら、毎月毎月 100 万円です。 



・この SNS 広告 ⇒  

・オンラインセミナー（または用意していた動画を視聴するパターンも可）⇒  

・セミナーや動画で集客した見込み客に商品の説明をして ⇒  

・購入してもらう（売上発生）という流れが「仕組み」そのものです。 

 

実は、このファネルの仕組みを自動化するためのサービスもあります。 

 

ですが、使うだけで毎月 2万円～3万円くらいの費用がかかります。 

（海外のサービスです。クリックファネルというサービスです。他にもあります） 

 

いろんなサービスに手を出せば、コスト面（費用）はドンドン膨らんでいくのも事実で

す。 

 

世の中にある集客の自動化・仕組化のためのツール・サービスはそれなりにいいものがあ

りますが、それはちゃんと集客できて稼げるようになってから導入しても十分間に合いま

す。 

 

最初は、限りなく無料に近い形や、低コストの予算で取り組めるやり方からスタートする

ことを私はおすすめします。 

 

 

実は、この SNS に広告を出してそこから商品の売上やアフィリエイト報酬の獲得につなげ

ている人たちの中には、とんでもないくらいのお金を回している人たちがいます。 

 

個人でも年間 8,000 万円の予算を使って、1億 2,000 万円の売上を出した、といったよう

な人たちもいるのが、この世界です。（差引 4,000 万円の儲け） 

 

もちろん法人・会社も存在しています。 

そんなプロのような人たちとの競争でもあります。 

 

なので最初は少ない予算から少しずつ試しながら、かつ学習しながらチャレンジするのが

得策です。 

 

 

  



3．限りなくゼロに近いコストで、高収益の商品・サービスを作って稼ぐ方法 

 

ズバリ、コンテンツビジネスです。 

 

コンテンツ＝動画、音声、文書、テンプレート、ツール（アプリ）、その他オンラインで

の面談・セミナーなど。 

 

特に動画などは一度用意すれば、どれだけダウンロードされても、どれだけ視聴されても

あなたのコストはゼロです。 

 

そして、いちばんの魅力は・・ 

 

一度、集客から売上までの流れを構築できれば、しかもそれを自動化・仕組化の形で構築

できれば、メンテナンスだけで副業収入が期待できるようになります。 

 

繰り返しますが、コスト（費用）を投下すればいくらでも、見栄えのいいものができま

す。 

 

でも、売れる・売れないは別次元の話です。 

 

動画編集のスキルを習得しても、WEB ライター・デザイナーのスキルを身につけても、極

端な話、税理士の資格を取得しても、お客さまを見つけてきて（集客して）、売上につな

げることは別次元の話なのです。 

 

スキルや資格を取得した瞬間に、日本中のクライアント候補が、あなたを見つけてくれ

て、すぐに仕事を依頼してくれるなんてことは、まず絶対にありませんから。 

 

だからこそ、できるだけ少ない投資で副業収入を目指すことを強くおすすめします。 

 

 

さあ、それではあなたの資質（知識・経験・体験・スキル・ノウハウ等）から、何らかの

商品・サービス（コンテンツ）が用意できたものとして、それをマネタイズするやり方に

ついて解説します。 

 

まずは大前提として、 

・あなた独自の商品・サービスを用意する。 

・商品化したコンテンツを販売するサイト（ブログ）を用意する。（次は集客です） 

 

ここからのスタートです。 

  

 

 



【いちばん低コストでコンテンツビジネスをやる方法】 

 

・コンテンツに関係する「教育系」の動画を作って、TikTok に投稿する。 

・投稿し続ける。 

・タイミングをみて、Instagram のリール動画や YouTube のショート動画でも投稿する。 

 

縦型動画がおすすめです。 

 

動画は自撮りするか、画面スクショなどでスライド風の動画にするか、背景画像や背景動

画にコメントを編集で入れて動画にするか、それをナレーションとして読み上げるか・・ 

などなど、いろんなやり方があります。 

 

もし、パソコンにパワーポイントソフトがインストールされているなら、または

microsoft365 でエクセル・ワード・パワーポイントなどのソフトが使えるなら、パワー

ポイントの「スライドショー」機能で動画を作ることも可能です。 

 

この SNS に教育系の動画等を投稿して集客につなげるやり方なら、限りなくコストゼロに

近い形で副収入の入口づくりが可能です。 

 

ただし、動画がバズるというのは予想できませんから、コツコツと投稿することが大切で

すし、一定数投稿したから必ずファン・フォロワーが獲得できるという保証はありませ

ん。 

 

頑張り次第ですが、ダメだったら方向転換も必要ということです。 

 

すぐに結果を期待したいなら、お金を出しての広告からの集客があります。 

 

 

【広告を使って集客をするやり方】なら・・ 

 

広告を使えば、SNS を育てる時間は考慮しなくて済みます。 

 

ただし、広告も審査がありますから 100％広告を出稿できる、というものでもありませ

ん。 

 

広告から集客する人たち（個人・法人含めて）は、Aパターン、Bパターンなど複数の動

画やサムネイル画像やキャッチコピーなどを用意して、いちばん反応のいい組み合わせな

どを見つけながら広告のコストパフォーマンスを高めるように運用しています。 

 

なので単純に広告といっても奥の深い世界でもあります。 



場合によっては、（前述しましたが）いろんなライバルとの競争（広告費の単価の設定）

の中でのチャレンジをすることにもなります。 

 

広告の予算が少ないと表示されないこともある世界です。 

 

ＧＷなどのシーズン、年末・年始の頃など広告の出稿で表示されるためには単価が上がる

タイミングの時もあります。 

 

この YouTube 広告での集客をするなら横型動画でも構いません。 

もちろん縦型でも OK です。 

 

 

さあ、何となくでも構いません。 

できるだけ低予算・低コストで、コンテンツビジネスにチャレンジしてみるイメージがわ

いてきましたでしょうか？ 

 

 

実際に動き出すためのやり方についてご案内します。 

 

 

  



4．低コスト・低予算でのコンテンツビジネス 

 

（第 1部の 20 選での話ですでに理解しているかと思いますが） 

あなたが何かしらのネット通販のような副業をやろうか、と考えたとします。 

 

・現物としての商品を仕入れたり、作るとなるとお金です。 

・輸入してもお金が必要です。（輸送コストなども） 

・楽天やアマゾン等のモールに出店するだけで売れなくても出店料がかかります。 

・売れたら、そこから一定割合の手数料が取られます。 

・フリマアプリやオークションサイトでの販売でも、包装・梱包の材料費がかかります。 

・もちろん発送作業等の手間ひまも必要です。 

 

では、あなた独自のコンテンツビジネスなら・・原価が限りなくゼロになるけど・・ 

・ちゃんとした仕組み(世の中にある提供されているプラットホームなどのサービス)だと

毎月の利用料が発生します。 

・その使い方をマスターするだけでもエネルギーと時間が必要です。 

・つまり、売れなくても毎月どんどんお金が出ていくことになります。 

 

だから、2、3ヶ月でも数千円のコストで済む（毎月数百円のコストで済む）ようなレベ

ルからスタートすることが非常に大事です。 

 

いつでもストップできるからです。 

 

ストップしてもムダになったお金が数百円とか数千円なら、方向転換や軌道修正も容易に

試せます。 

 

せっかくコンテンツビジネスにチャレンジするなら、最初は限りなく低予算からスタート

してください。 

 

どうせ、最初に作った動画（商品）でも、撮り直したり、内容を追加したり、充実させた

り、といったことが発生する可能性がおおいにあるからです。 

 

 

提案です。（後述で紹介する【手引書】では 2つのやり方を逆の順番で掲載しています） 

2 つのやり方でチャレンジしてみてください。 

 

【1 つ目】お試し出店（イベント会場などに出店するイメージ） 

売れそうなら、本格的にお店を構えようか、というようなやり方。 

（＝身近なところでお試し的に販売する方法） 



このお試し出店の間に、商品そのもののメンテや、広告のキャッチコピーなどいろいろと

試行錯誤できることになります。 

 

もちろん、このお試し的な出店をパスして、いきなり自分のサイト（ブログ）に集客して

販売していくやり方でも OK です。 

 

 

【2 つ目】本格出店（自分のお店を構えるイメージ） 

自分のサイト（ブログ）に直接、集客するやり方です。 

 

いわゆるネット上に自動化・仕組化の形を本格的に構築するやり方になります。 

 

利用するサービスによっては費用（コスト）＝利用料が発生することもあります。 

でも、【1つ目】のお試しでどのくらいの売上が見込めるか、が予想しやすいはずです。 

 

なので安心して（利用料などを）投資することもできるかと思います。 

 

 

この 2つのやり方はもちろんのことですが、最初の資質（お宝）発見から私と一緒になっ

て青写真を描いていくための講座（プログラム）も用意してあります。 

 

興味のある方は【ミリオンロードマップ】のサイトも検討してみてください。 

【フルコース】の内容となります。 

 

※  元々はカードローンの毎月返済に苦しんでいる人応援・サポートするためのプログラ

ム（講座）です。 

 

＼ ミリオンロードマップ ／ 

⇒ https://www.millio6.com/ 

 

 

この 3つのコースのうち、【フルコース】に参加された方には、ローン返済をゼロにする

までの青写真づくりの他に、毎月 10 万円～稼ぐためのコンテンツビジネスを一緒に構築

するところまでを、個別併走・伴走方式でサポートさせていただきます。 

 

本章でご案内した 2つのやり方はミリオンロードマップの【フルコース】に参加された方

のために用意されたものです。 

 

なので、自分だけでコンテンツビジネスをやりたいという方は、【2つ目】の自分のサイ

ト（ブログ）に集客しての販売を構築すればそれで十分です。 

https://www.millio6.com/


その【2つ目】のやり方（＝ネットで全国的に販売する方法）を少しアドバイスさせてい

ただいたものが、次章でご案内する「手引書」です。 

 

 

もちろん、ネット上にはコンテンツビジネスのやり方について詳しく解説しているサイ

ト・ブログもありますし、いろんな高額塾などもたくさん出回っています。 

 

自分でググりながらチャレンジすることも可能です。 

 

・コンテンツビジネスに興味のある方 

・何かしらの自分の資質を使ってマネタイズしたい方は、ぜひチャレンジしてみることを

おすすめします。 

 

ただし、老婆心ながら「あまり余計なものには手を出さない方がいい」とアドバイスさせ

ていただきます。 

 

次章にご案内する「手引書」の購入者さまには何でも質問等をお受けいたしますので遠慮

なくご質問・ご相談ください。 

 

 

  



5．口コミ副業仕組みづくりプログラムについて「手引書」 

 

口コミ副業仕組みづくりプログラムのサイトにてお申込みできます。 

 

 

＼ PDF ファイル A4 版 50 ページ ／ 

 
（画像はイメージです） 

 

実際の PDF ファイルの一部（最初の部分）を【無料】でダウンロードしてお読みいただけ

ます。 

 

コンテンツビジネスをスタートするための手引書でもあります。 

 

【目次】 

 

はじめに 

第 0 章 どんなにして商品を作るの？ 

第 1 章 どんな商品ならいいの？ 

第 2 章 どんな売り方がいいの？ 

第 3 章 身近で売る？ ネットを使って全国規模で売る？ 

第 4 章 コスパのいいおすすめ集客 

第 5 章 青写真・ロードマップ 

さいごに 



限りなく低予算・小コストでコンテンツビジネスをスタートするための具体的な青写真・

ロードマップを解説しました。それが「手引書」になります。 

 

私のやり方も動画の撮影方法から編集のやり方、SNS への投稿のやり方なども流れをご案

内しています。 

 

また、私が使っているおすすめのソフトなども参考として記載しました。 

 

 

＼ コンテンツビジネスで副業収入を稼ぐ手引書 ／ 

（A4 版 50 ページ） 

 

 

あなたの商品の単価が 50 万円なら、 

・毎月 30 万円の広告費を使っても・・1 人に売れたら、20 万円の儲け 

・もし 2 人に売れたら、70 万円の儲け。さらに、 

 

広告を使わないで SNS からの集客であと 1 人売れたら・・計 120 万円の儲け。 

 

夢が膨らむ予感がしませせんか？  



第 5 部のまとめ 

 

■ コンテンツビジネスをすぐにでもスタートできるだけのノウハウ・情報を詰め込んだ

のが「口コミ副業仕組みづくりプログラムの手引書」です。 

 

■ 具体的なやり方から実際に私がやっているやり方までを解説しました。 

 

■ もしお手元にクーポンコード（割引券コード）が印刷された名刺サイズのカードがあ

りましたら、ぜひ割引価格でお申込みされてください。 

 

下画像のような名刺サイズのカードです。 

 

 

 

 

【追伸】 

同じメロンでも、高級デパートで 1玉数万円のメロンしか買わない層と、 

近所のスーパーで数千円のメロンを買う層と、 

低価格のメロンなら買ってもいいという層・・いろんなお客さまがいらっしゃいます。 

 

あなたの商品がたとえ 50 万円、100 万円でも ⇒ その価格で買ってくださるターゲット

を狙えば、1つ売れただけで、毎月 50 万円とか 100 万円の儲けになるのです。 

 

 

  

 

 



さいごに 

 

ズバリ、まとめです。 

 

             お金・費用がかかる 

 

                  ●輸出入ビジネス・オリジナル商品販売 

                    ●ライター・動画クリエイター 

             ●転売 

                             ●アフィリエイト 

すぐに結果がわかる 

                               時間がかかる 

 

 

 

            あまり費用（コスト）がかからない 

 

 

 

この当たりの「副業」を目指しませんか？ 

 

 

それと、 

あと一つ大事なことがあります。 

 

この世の中に再現性 100％というのはありません。 

 

ロボット化・全自動化された最新の工場で製造される製品でも、不良品が発生したり・す

ぐに故障したりする商品が誕生します。 

（メーカー製品保証・1年といった保証制度が導入されているのも普通です） 

 

何ごとも 100％ではないのです。 

 

つまり、誰かがどんなに上手くいって稼げている副業でも、それがあなたにもピッタリ合

うか？ ≒ 使えるのか？ ということにはならないのです。 

 

何万円かの投資や年間の必要経費、あるいは学ぶための何十万円かの投資をして・・ 

それで、1年間頑張ったけど「ダメだった」ではあまりにも不幸です。 

 

何のための副業なの？となってしまいます。 



ですから、できるだけ費用（コスト）がかからなくて、 

できるだけ早く結果がわかって、 

継続するか、他の副業にチャレンジしなおすか、の判断ができるものが、 

できるだけ早く決断（再スタートなりが）できるのがいい副業なのです。 

 

それでなおかつ、 

できるだけ「ほったらかし」で稼げるようになる可能性の高い副業が多くの人にとっては

理想です。 

 

そんな副業は一人ひとり違うと思っています。 

 

ホームランバッターもいれば、足の速い選手、バントでチームに貢献できる選手などいろ

んな選手がそれぞれプロとして活躍しているように、あなたにあった副業で活躍できるの

がいちばんです。 

 

そんな副業を個別具体的に、元銀行支店長の私と（借金・ローン返済のお悩みの方ならそ

れも同時に解決を目指して）一緒に構築するのが「ミリオンロードマップの【フルコース】」

です。 

 

記念すべき第１期生は限定 500 名さまです。 

 

あなたに最適の副業で、さらにはそれが主業や生きがい・働きがいになって素晴らしい人

生を創造されることを心よりお祈り申し上げて本書を締めくくりたいと思います。 

 

最後は、自社 PR・CM となったことをどうぞお許しください。 

 

 

秋田秀一 

 

 

人生は一度きり、今がリハーサルなしの本番の人生 

 

【追伸】 

マジに 50 代、60 代になると身体にガタが来て、 

今まで当たり前にできていたことができなくなります。 

 

その前に人生のロードマップを描き直しておきたいものです。 

 


