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はじめに

このレポートの利用に際しては、以下の条件を遵守してください。

このレポートに含まれる一切の内容に関する著作権は、レポート作成者に帰属し、
日本の著作権法や国際条約などで保護されています。

著作権法上、認められた場合を除き、著作権者の許可なく、このレポートの全部
又は一部を、複製、転載、販売、その他の二次利用行為を行うことを禁じます。

これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事、刑事を問わず
法的責任を負うことがあります。

レポート作成者は、このレポートの内容の正確性、安全性、有用性等について、一
切の保証を与えるものではありません。

また、このレポートに含まれる情報及び内容の利用によって、直接・間接的に生じ
た損害について一切の責任を負わないものとします。

このレポートの使用に当たっては、以上にご同意頂いた上、ご自身の責任のもと
ご活用頂きますようお願いいたします。
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筆者プロフィール

🐉  一吉（かずき）

  個人経営サポーター、プログラマー、ヴォイスカウンセラー
「虹色の声」代表

IT会社のシステム開発事業部に2年勤務した後、プログラマーとして独立。
以降、並行して様々な個人事業を20年近く行う。
一時期は事業に悩み、死が頭をよぎった時に「死ぬ前に、死に物狂いでやっ
てみよう」と思ったのをきっかけに復活。
現在はそれらの経験を元に、個人経営サポートを行っている。

✨ 個人事業の経歴

「システム開発」「ボーカル教室」「ヘルシーサロン」「話し相手サービス」
「スピリチュアル系カウンセリング・セラピー・ヒーリングサロン」
「声分析ソフトの販売代理店」「リサイクルショップ」「投資関連」
「インターネットビジネス」その他

✨ 趣味・資格・学びなどの履歴

書道、珠算、陸上競技 （中長距離、高跳び、やり投げ、コーチ）
乗馬、自動二輪、小型船舶、スイミング、サーフィン、カヤック、登山
ボルダリング、ラクロス、ゴルフ、フットサル、ボーカル、ドラム
よさこい、和太鼓、陶芸、クラヴマガ、空手、筋トレ、ボディービル、ヨガ
海外（ドイツ、オーストリア、アメリカユタ州）
救急救命、危険物取扱主任者、高校教員免許（現代社会、倫理、政治経済）
図書館司書教諭、ナチュラルフードコーディネーター
成功哲学、法律、心理学、素質論、食（食品添加物、自然栽培、断食）
サプリメント、経皮毒、スピリチュアル全般、その他
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【必読】レポートの活用方法

こんにちは😊 　一吉です。
この度は、レポートをお読みいただき、ありがとうございます。

このレポートは「2ヶ月以内に30万円の資金を作る5つの方法」をお伝えして
います。本気で取り組めば、1ヶ月で資金を作ることも可能です。

個人で開業したいとお考えの方が、まず雇われずに個人で稼ぐということを
体感していただくために作成したレポートですが、こんな方にもおすすめで
す。

✨  子育てや介護などの理由で、自宅で仕事をしたい方

✨  仕事が決まらない方

✨  今の収入にプラスαの収入が欲しい方

✨  早急にまとまったお金が必要な方

✨  今の仕事を辞めて独立・開業したいけど、行動に移すことができない方

ぜひ、ご自身の状況に合わせて活用してください。
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レポートの目的

レポートを読む前に1つ、知っておいて頂きたい
ことがあります。

これからは、お金を稼ぐ手段として、会社から給
料をもらうという方法だけでは厳しい時代になっ
てきます。

これからの時代に必要なのは、「個人でお金を稼ぐ力」です。

そのため、あなたがサラリーマンだろうと、主婦だろうと、就職活動中の学
生だろうと、リストラされた中高年だろうと、今すぐ自分でお金を稼ぐ力を
身につけて頂きたいと思っています。

そして、それをおすすめするのは、経済的な理由からだけではありません。

自分でお金を稼ぐ力が身につくということは、本当の意味の「自立」を意味
します。それは、他人や社会や環境に左右されずに、あなたが本当に望む自
由な生き方ができるようになるということです。

だからこのレポートは、一時的な収入を得ることだけが目的ではありません。
自分でお金を稼ぐという経験を通して、まず、精神的にも経済的にも自立す
るきっかけをつかんで頂きたいと思います。

レポート活用のポイント

それでは、このレポートの活用のポイントをお伝
えします。

まず流し読みでいいので全体を読んでください。

個人開業講座  6



そして、あなたが興味を持った方法から実践してみてください。

大事なのは、何か1つでもいいので「実際に行動する」ということです。
今の段階で、個人でお金を稼ぐことに対して「届出はいるの？」とか「確定
申告は？」とか、考えなくていいです。

それは、少しでも行動して稼いだ後に考えましょう。

届出等が気になる方は「個人開業講座（技編）」に記載していますので、そ
ちらをご覧ください。

そして、もう1つ大事なことがあります。
これができれば、自分でお金を稼ぐことが80％はできるようになります。

それはわからないことが出てきたら、まず自分で調べるということです。

わからないことはパソコンやスマホを使って、GoogleやYahooなどの「検索
エンジン」で検索すれば、大体のことは解決できます。

⭐ Google
　 https://www.google.co.jp

※このレポートの中に上記のようなリンクをいくつか貼っていますが、ク
リックすると、リンク先のサイトが表示されますので活用してください。
（セキュリティのメッセージが出る場合は許可をクリック）

慣れないことは、少しでもつまずくと面倒になりますよね (ｰ ｰ;)　

しかし、例えば楽器を弾けるようになるのも、スポーツができるようになる
のも、基礎の段階が必ずあります。そこを通過しなければ、できるようには
なりません。
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「わからないことが出てきたら、まず自分で調べる」ことは、自分でお金を
稼ぐことの基礎だと思ってください。これができれば成功したも同然だと
思って、やってみてくださいね。

「調べ方がそもそもわからない！」という方は、Googleで「検索力」と入力
して、表示されたサイトをいくつか読んでください。

このレポートは、自分で調べたらわかることについては省略しています。

それよりも「経験者が時間をかけて、成功と失敗を繰り返して得た実践的な
ノウハウ」や「あまり知られていない情報」をお伝えすることを重視してい
ます。

基礎的なことを自分で試行錯誤して習得することで、自分で稼ぐ力が身につ
きます。

時間がかかるのは最初だけです。慣れるまではコツコツ進みましょう。

あなたが自分で稼ぐ力を身につけ、本当に望む生き方を見つけるために、こ
のレポートがお役に立てれば幸いです。
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資金を作る方法①　業務委託契約で働く

この方法は、パートやアルバイトをしたくて仕事を探しているけど、

✨  曜日や時間や休みなどの条件が合う仕事がない

✨  年齢制限などで、どこにも雇ってもらえない

という状況の方に特におすすめです。

外で働きたい方のための情報ですので、自宅で稼ぎたい方は参考程度に読ん
でください。

意外と知られていない？業務委託契約

求人のサイトや雑誌で、社員やパートやアルバイ
トの他に、「業務委託契約」と書かれた募集を見
たことはありませんか？

スルーする方が多いのですが、いい条件の仕事が
たくさんあるので、じっくり見てみてください。
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業務委託契約は、社員やパートやアルバイトなどの雇用契約よりも、曜日や
時間や休みなどは、比較的自由なスタイルで働けることが多いです。

ちょっと固い話が続きますが、もう少し辛抱してくださいね(^ ^)

ここで雇用契約と業務委託契約の違いを簡単に説明します。

「雇用契約」の場合、あなたは会社に所属し、
会社の労務に従うことで報酬を頂きます。

「業務委託契約」の場合、あなたは個人事業主と
して仕事をし、会社から報酬を頂きます。

会社から仕事を頂いている点では、アルバイトやパートなどと似ていますが、
個人事業主なので、仕事に関する責任は全部「自分」にあります。

業務委託契約で働くことは、自分でお金を稼ぐマインドを身につけるための
入門として、おすすめです。

今の時点でよくわからない方は、業務委託契約はフリーな立場で働くという
イメージで大丈夫です ( ´ ▽ ` )ﾉ

とにかく今は、難しいものではないということだけを知り、実際に興味のあ
る仕事があったら面接を受けてみてください。

業務委託契約の仕事の探し方ですが、Googleで「業務委託　求人」などで検
索してください。意外とたくさん求人サイトが見つかります。

「業務委託　求人　○○市」というように、検索ワードにあなたが働きたい
場所も入れると、さらに見つけやすくなります。
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それでは、今おすすめの仕事をお伝えします（2017年現在）

業務委託契約でのおすすめの仕事

今1番のおすすめは、
「リラクゼーションマッサージ」のお店です。

今は至る所に「全身もみほぐし」などと書かれた、
格安のリラクゼーションマッサージのチェーン店
がありますよね。

おすすめする理由はまず、採用されやすいということです。
現在、需要は多いのに、セラピストが人手不足という状態です。

お店にもよりますが、学生や中高年の方も働けます。
そして、働ける時間帯が幅広いです。朝から翌朝5時くらいまで営業している
お店もあります。

研修制度があるので未経験でも大丈夫ですが、注意点は、住んでいる地域か
ら遠い場所で研修を行っているお店もあるので、あまり遠くに行くお金や時
間がないという方は、研修を近くで行っているお店を探してください。

もみほぐしの技術を身につけると、まず家族などの身近な人に喜ばれます。

そして、身1つで稼げる技術を持っていれば、言葉の通じない海外で無一文
になるようなことが起こっても、とりあえずのお金は稼げそうですよね (^_^)

💡 個人で何かを開業するときに、技術を活かすこともできます。

裏話ですが、経営者の中には、技術を自分のビジネスに活かせるかもしれな
いという理由で、アルバイトなどをする人も多いです。
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持っていて損はない技術なので、興味のある方は、Googleで「業務委託　リ
ラクゼーション　求人」などで検索してみてください。

💻  あと、パソコンが得意な方は、Googleで「業務委託　パソコン」などで
検索すると、パソコンのセットアップやユーザーサポートなどの仕事もあり
ます。

元々ＩＴ会社で働いていたのに、結婚を機に退職し、高い技術を眠らせてい
る主婦の方なども多いので、また働きたいとお考えの方は検討してみてくだ
さい。
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資金を作る方法②　不用品やお宝を売る

この方法は、1番高額を得られる可能性があり、1番早く現金が手に入りま
す。この方法は、全ての人にチャレンジして頂きたいですが、

✨  1ヶ月以内にまとまったお金が必要

✨  とにかくたくさん稼ぎたい

という状況の方に特におすすめです。

不用品を高く売る方法

自宅にある不用品をリサイクルショップで買取り
してもらったことはありますか？

高く売れると思っていたものが二束三文で買取
りされるとがっかりしますよね。

フリーマッケットに出しても、そんなに高額では売れません。
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それでは、どうするのが1番高く売れるのかというと、
「オークションに出品する」ことです。

代表的なのは「ヤフオク」ですね。
オークションにもいろいろありますが、ここではヤフオクについてお伝えし
ます。

⭐ ヤフオク　「日本最大級のネットオークション」
　 http://auctions.yahoo.co.jp

ヤフオクに出品した場合と、リサイクルショップで買取りしてもらった場合
の利益を大まかに比較すると、ヤフオクの相場で1万円で売れる物を、リサ
イクルショップで買取りしてもらうと、買取り額は1000円くらいです。

ヤフオクに出品したほうが、断然高く売れます(^ ^)

「不用になった物はヤフオクに出品する」ということが日常で当たり前にな
ると、急にお金が必要になった時も慌てなくなりますし、不用になった物を
溜め込むことがなくなります。

家から不用品をなくすと負のエネルギーが減り、
お金回りが良くなります。

住んでいる人のエネルギーも上がりますので、
1度家中を洗い出ししてみましょう。

1人暮らしで物があまりないという方でも、最低でも総額10万円くらいにな
る物を持っています。

「実家」や「お爺ちゃん・お婆ちゃんの家」などは、宝の山です。
1軒で50万円や100万円以上になる可能性もあります。

個人開業講座  14

http://auctions.yahoo.co.jp


「古くて壊れている物ばかりで売れる物なんてないよ」と思う方もいるかも
しれませんが、古くて壊れている物が高額で売れることが多々あります。

録音済みのカセットテープ、古いオーディオ機器、
使用済みの化粧品、数十年前の新聞やポスター、
雑誌の切り抜き、壊れたカメラ、洋酒、こけし、
昔のゲームやおもちゃなどが売れることは知って
いましたか？

これはほんの一部の例ですので、とりあえずは絶対に売れないと思うような
物も、捨てる前に売れるかどうか調べることをおすすめします。

知らず知らず、数十万円で売れる物を捨てているかもしれません。

後ほど詳しく調べる方法をお伝えしますが、まずは一般的に売れやすい物の
リストがありますので、ご参考にしてください（私が経営するリサイクル
ショップの取扱品リストです）

⭐ 売れる物リスト
　 https://nijiironokoe.com/book/itemlist.pdf

しかし、こんな声が聞こえてきそうです・・・。

「自分の持っている物が本当に売れるのかわからない」
「出品したことはあるけど、あまり高く売れなかった」
「落札者とのやりとりが面倒だし、連絡先も知られたくない」
「出品すること自体が面倒くさい」

そうですよね。

いろんな思いがあると思いますが、2通りの方に分かれます。
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😏  ヤフオク出品はやりたくない
  「ヤフオクは面倒だけど、リサイクルショップよりは高く売りたい」

😊  ヤフオク出品に挑戦したい
  「何が売れるのか調べる方法を知りたい」
  「出品方法や高く売るコツを知りたい」など

ヤフオク出品に挑戦したい方は、これからご自身の収入源の1つになります
し、出品の仕事を請け負うことも、ビジネスにすることもできます。これも
後ほどお伝えします。

ヤフオク出品は、やり方次第で高額を稼ぐことが可能なので、多くの方が挑
戦しそうなのですが、実はやりたくない方が圧倒的に多いです。

面倒なんですね (^.^)　気持ちはわかります。

だから、ヤフオク出品が面倒な方のための情報を先にお伝えします。

ヤフオク出品が面倒な方へ

「ヤフオク出品は面倒だけどリサイクルショップ
　よりは高く売りたい」という方には、
「ヤフオク代行」を利用する方法があります。
　
　ヤフオク出品を代行してくれるお店があるん
　です。

申込みをして商品を送れば、写真撮影、出品、落札者とのやりとり、発送ま
で全て代行してくれます。
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手数料などはお店によりますが、自分で出品する手間と時間を考えると、と
ても有難いシステムです。

自分でヤフオク出品した場合の利益率を100％とすると、リサイクルショッ
プで買取りしてもらった場合の利益率は10％、ヤフオク代行を利用した場合
の利益率は70～90％が大体の目安です。

詳しく知りたい方は、Googleで「ヤフオク代行」で検索して、いろんなお店
を調べてみてください。

オークションではなく、地元の人と直接会って取
引したいという方は、「ジモティ」というサイト
があります。

こちらはオークション形式ではなく、自分が売り
たい物や譲りたい物をサイトに掲載するだけです。

掲載すると、興味のある人からサイトを通して連絡がきます。基本的に商品
の引き渡しや支払いは、相手と直接行います。

掲載のしかたは、他の人の掲載文をいくつか参考にするとよいです。
商品を家に取りに来てもらいたい場合は、そのように明記してください。

あと、コツですが、このサイトでは安い金額にすると連絡がきやすい傾向が
あります。

ヤフオクに出品しにくい物、安い金額でしか売れそうにない物、発送が面倒
な物、とにかく処分したい物は「ジモティ」に掲載するというように、使い
分けをするのもいいですね。

何より地元の人との交流は、取引の後に暖かい気持ちになります(^ ^)
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ただし、直接取引なので、サイトのルールや注意事項などはよく見ておいて
ください。

経験上、取引相手はいい人が多かったですが、そうではない人もいるかもし
れません。

取引相手と会う時は、女性の場合は誰かに一緒にいてもらったり、人が多い
場所を選んだり、最低限の注意は意識しておいてくださいね。

⭐ ジモティ
　 http://jmty.jp

ヤフオク出品のコツ

それでは、ヤフオクに挑戦したいという方のため
に、コツをお伝えします。

まず、あなたが持っている物がどのくらいの価格
で売れるのかなどを調べることができる、下記の
サイトがあります。

⭐ オークファン
　 http://aucfan.com

このサイトで、あなたが売りたい商品の「商品名やメーカーや型番など」の
キーワードを、下記のように、緑の枠の中に入力して検索してみてください。
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検索ボタンをクリックすると、過去にそのキーワードを使って出品した人の
出品情報が、下記のように一覧で表示されます。

一覧の中で、あなたが売りたい商品と一致する出品情報を見ると、その商品
がどのくらいの価格で落札されているかなどがわかります。

調べたい商品を検索する時は、決まったキーワードに固執せず、いろんな
キーワードで検索するのがコツです。

例えば、グッチの白いバッグを売りたいならば、「グッチ　バッグ　白」と
いうように検索しますが、「グッチ」は「GUCCI」と表記している人もいま
すし、「白」は「ホワイト」と表記している人もいます。

いろんなキーワードで検索してみることで、多くの情報を見ることができま
す。

💡 まずは、家にある物が売れるかどうか、「オークファン」で調べてみて
ください。これは売れないだろうと思う物も、全部調べることをおすすめし
ます。

まさかと思う物が売れます。洋酒なら空ビンも売れますし、機械なら壊れて
いる物も売れます。

ちなみに、壊れている物の調べ方は、カメラであれば「カメラ　ジャンク」
というように「ジャンク」というキーワードを入れて検索しましょう。
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次に、ヤフオクの出品方法についてです。

まずは下記のヤフオクのサイトを見て勉強しましょう。

⭐ ヤフオク！「初めての方へ」
　 http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/introduction/

このレポートでは、大事なポイントだけお伝えします。

ヤフオク出品で、高く売れなかったという経験をした方もいると思いますが、
高く売るにはそれなりのコツがあります。

まず1番大事なのは「信頼」です。

これは絶対に忘れないでください。全てのビジネ
スにおいて共通して大事なことです。

逆に言うと、信頼があれば何でも売れます。

出品においての信頼とは、タイトル、説明文、写真、発送方法、支払方法、
取引のしかたなどが、全て誠実かどうかということですね。

全てにおいてしっかり誠実に行えば、良い評価がたくさんつきます。
そして、良い評価がつけばつくほど、どんどん売れやすくなります。

それでは、どのように出品をしていけばいいかというと、それぞれ細かいノ
ウハウはたくさんありますが、コツは1つだけです。

それは、良い出品者の出品のしかたを「まね」することです。

具体的には、自分が出品する商品ごとに「まね」をする出品情報を探すんで
す。
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まず、出品する商品を「オークファン」で検索し
「落札価格の高い順」で一覧を表示します。

そうすると、高く売れている出品情報が上位に表
示されます。

上位に表示されている情報の中から、入札が多いものや、詳細を見て良いと
思う出品情報の「まね」をしてください。タイトル、説明文、写真の撮り方
など全てです。

複数の良い出品情報から、いい所取りをするのも1つの手です。
まねをしたからと言って、文句を言われることはありませんので安心してく
ださい (^ ^)

もちろん細かい文章や写真などは、自分の商品の内容に変えてくださいね。

あと参考になるのは、Amazonに出品されている同じ商品の情報です。

商品の仕様などの細かい情報がわからない場合に役に立ちますし、タイトル
や説明文も参考になります。

自分で1から説明文などを考えるのは大変ですが、これならできそうな気が
しませんか？

何事も習得するには「まね」から入りますよね。そして、良い出品者のまね
をしているので、高額で売れる可能性が高くなります。

最初から自己流でやろうとすると、うまくいかず、効率が悪くなります。
ある程度慣れてきたら、自分のスタイルを作っていきましょう！

時間がある時に、ヤフオクで出品している人の情報をいろいろと見て、自分
が落札する側だったら、どのような出品のしかたをしている人と取引したい
かをまず研究してみるのもいいですね。
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それでは次に、大事なポイントをお伝えしていきます。

✏  タイトル

目につきやすいキーワード、検索されやすいキーワードを使います。未使用
や新品の物など、アピールしたい部分があれば、冒頭に明記するとよいです。

✒  説明文

商品にキズやスレやシミなどがある場合や壊れている場合は、必ず明記して
ください。ただし否定的な文章で終わらないようにするのがポイントです。

（悪い例）動作に問題はありませんが、多少の傷があります。
（良い例）多少の傷がありますが、動作に問題はありません。

📷  写真

高く売れるかどうかは写真次第と言っても過言ではありません。
あらゆる角度から写真を撮り、キズや色あせなどのマイナス部分、タグ、付
属品など、見た人が細かい所までわかるように撮ります。

ヤフオクで掲載できる写真は3枚までですが、できるだけ多くの写真を掲載
した方がいいです。多くの写真を掲載する方法は、googleで「ヤフオク　写
真追加」などで検索してみてください。

現在おすすめなのは「フォトアップ」というサイトです。7枚まで写真を追
加できます。制限内なら無料で利用できます。

⭐ フォトアップ
　 http://photo-up.jp
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💰  支払方法

なるべく多くの口座を用意しておくと親切ですが、「ヤフーかんたん決済」
と「ゆうちょ銀行」を利用する人が圧倒的に多いです。

この2つは、なるべく支払方法に設定しましょう。

📦  発送方法

ゆうパックや宅急便など、方法がたくさんあって、「どれがおすすめです
か？」と聞かれることが多いですが、商品の大きさや重さや配送先によって、
それぞれ料金が違いますし、メリットデメリットがありますので、答えはな
いです。

落札者が送料を支払うなら、料金は安い方が喜ばれます。
今の所、ファミリーマートが近くにある方なら「はこBOON」が便利かと思
います。

梱包と発送を丁寧にすると評価が高くなりますので、とにかくいろんな発送
方法を調べて、状況によってベストな方法を選びましょう。
詳しくは、googleで「ヤフオク　発送方法」などで検索してみてください。

あと、発送の大事なポイントは、ダンボールなどはきれいな物を使うことで
す。（使用済みダンボールを嫌がる人もいます）

そして簡単でいいので、手書きでお礼の手紙を入れるといいですね。

すでに何かのビジネスをされている方は、「こんなお店をしています。よろ
しければご覧になってください。」というようなメッセージを添えて、自分
のお店のチラシなどを入れると、集客にもつながります。

全国のお客様が対象のビジネスをされている方にとっては、盲点の集客法で
すので、試してみてください。
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⏰  オークション終了の曜日や時間帯

おすすめの終了時間は22時～23時です。

多くの人がヤフオクを見ている時間です。間違えて深夜や早朝に設定してし
まうと、誰も落札しなかったという結果になりやすいです。

終了の曜日は日曜が良いと言われていますが、例えばゴールデンウィーク中
だったり、お盆だったり、3連休の中日だったりする場合は、オークション
を見ている人が少ないので、落札されにくいです。

これは経験を積めばタイミングがわかってきますので、最初はこだわらなく
ても大丈夫です。

😊  落札者とのやりとり

とにかく迅速にすることが基本です。

落札者に電話やメールをしなくても、サイト上でやりとりできるシステムに
なっているので安心ですが、トラブルを極力避けたい場合は、悪い評価が多
い人の入札を制限するなどの対応をしましょう。

基本的には、迅速に誠実に行っていれば大丈夫です。

💰  開始価格

新品の物や人気がある物であれば、0円や100円などの安い価格からスタート
するとアクセスが集まり、競り合いになって高額になったりしますが、人気
のない物の場合は安い価格のまま落札されるので危険です。

オークファンで調べた時に、人気がある商品かそうでないかは大体わかると
思いますので、その都度判断してください。
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🍀  その他

オークションのノウハウは「オークファン」で学べますので、もっと詳しく
知りたい場合は、勉強してみてください。

⭐ オークファン
　 http://aucfan.com

仕事としてやってみたい方は、Googleで「ヤフオク出品　求人」などで検索
すると、求人情報が表示されます。

ただし報酬はとても安いので、もし本気で仕事にしたいとお考えの場合は、
「ヤフオク代行専門のリサイクルショップ」として開業することもおすすめ
です。3万円くらいの資金から始めることができます。
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資金を作る方法③　お小遣いサイトで稼ぐ

この方法は、コツコツと少しずつお金を貯めることが好きな方に向いていま
す。実際に収入になるのは1～2ヶ月後くらいですが、

✨  まず5万円～20万円くらいのお金を稼ぎたい

✨  月に1～5万円くらいのお小遣いがほしい

という方に特におすすめです。

コツコツ貯める！お小遣いサイト

💰 お小遣いサイトとは、ポイントサイトとも言います。

サイトに掲載されている案件をこなすことでポイントを稼ぎ、現金や電子マ
ネーなどに交換できるサイトです。

会員登録は無料なので、お金がかかることはありません。主婦が自宅でお金
を稼ぐ手段として人気ですね。
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案件の内容は、広告クリックや視聴、アンケート回答、ゲームをする、アプ
リをダウンロードする、ショッピングをするなど、サイトによっても違いま
すが、楽しみながらポイントを貯めていけます。

それらは少額を貯めていく案件ですが、高額のものもあります。
短期集中で行えば少なくとも10万円、中には30万円くらい稼ぐ方もいます。

高額の案件で代表的なのは、保険の見積もり、資料請求、クレジットカード
発行、口座開設などです。1件数千円～数万円のものまであります。
例えば、保険の見積もりをしてもらうだけで数千円、クレジットカードを発
行するだけで5000円～2万円といった具合です。

サイトはたくさんありますが、有名所ををいくつ
かご紹介します。

それぞれのサイトに会員登録（無料）することで
サービスを利用できます。

⭐ ハピタス　「ママの生活必需品！会員数150万人突破」
 　http://hapitas.jp

⭐ げん玉　「ポイントを現金やWebmoneyに」
　 http://www.gendama.jp

⭐ A8　「日本最大級のアフィリエイトサイト」
　 https://www.a8.net

　※「A8」はポイントサイトではなくアフィリエイトサイトですが、
　「セルフバック」というシステムで稼ぐことができます。
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興味のある方は「お小遣いサイト」で検索して、他のサイトも見てみてくだ
さい。

注意点を2つだけお伝えします。

サイト利用の注意点

💳 「クレジットカード発行」は高額案件の1つですが、年会費無料のものを
発行すれば費用はかからず、発行するだけで収入になります。

必要がなければカードは使用しなくても大丈夫です。

ただし、1度に何枚もカードを作ると、カード会社から制限がかかります。
発行する場合は、1ヶ月に2枚程度にするのが無難です。

あと、もし審査に落ちたなどの理由で発行されなかった場合は、報酬は無効
になります。

比較的審査に通りやすいカードは、コンビニ系のカードです。

📩  もう1つの注意点は、サイトに会員登録する際、メールアドレスを登録し
ますが、gmailやyahooメールなどのフリーメールを使用することをおすすめ
します。

そして、いつも自分が使っているメールアドレスではなく、普段あまり使っ
ていないメールアドレスを使用してください。

もしなければ、お小遣いサイト用に新しくメールアドレスを作りましょう。

なぜかというと、案件をこなす時に、メールアドレスを登録することが多々
ありますが、各会社からメルマガが届くようになるからです。
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迷惑メールではないので大丈夫ですが、数が多くなると、普段よく使ってい
るアドレスを使用していた場合は、大事なメールと混ざってしまいます。

お小遣いサイト用の捨てアドレスを作っておきましょう。
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資金を作る方法④　クラウドソージングで稼ぐ

この方法は、ある程度何かの技術を持っていて、自宅で働きたいという方に
おすすめです。

在宅ワークをするなら！クラウドソージング

クラウドソージングとは、発注者（仕事を依頼する会社や個人）と受注者（仕
事を受ける会社や個人）を仲介するサービスです。

発注者がサイトに掲載している仕事を、副業や在宅ワークで受注することが
できます。

仕事の内容は、ライティング（記事を書く）、データ入力、デザイン関係、
音楽関係、プログラミングなどのシステム開発やアプリ開発などです。

「何も技術を持っていない」という方でも、できる仕事があるかもしれませ
んので、1度見てみることをおすすめします。

それでは、これからの時代に身につけておくといい技術をお伝えします。
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高収入につながる技術

✏ これからの時代に身につけておくといい技術は、「コピーライティング」
です。需要はどんどん増えています。

コピーライティングだけで、数百万～数千万円を稼ぐ人もいます。

文章を書くのが好きな方は、クラウドソージングやお小遣いサイトなどで、
簡単なライティングの仕事をしながら、コピーライティングの勉強をして、
技術を磨いていくことをおすすめします。

それでは、日本の代表的なクラウドソージングをご紹介します。
登録は無料なので、とりあえずどんな仕事があるか見てみてください。

⭐ ランサーズ
　 http://www.lancers.jp

⭐ クラウドワークス
　 https://crowdworks.jp

もっとお手軽に、自分の知識、スキル、経験などを売りたい方は、こんなサ
イトもあります。

⭐ ココナラ
　 https://coconala.com
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資金を作る方法⑤　資金０または低資金で開業する

今の仕事を辞めて、自分の好きなことで独立・開業したい、でも行動に移せ
ないという方のために、この方法をご紹介します。

行動に移せない理由として多いのが、

✨  失敗するのが怖い

✨  自分にできる自信がない

✨  資金がない

などですね。

まず、誰でもいつでも開業できることを知って頂きたいと思います。

いつでも自分で仕事ができるということを知っていれば、将来に不安を抱く
人も、リストラされて自殺を考える人も減るはずです。

誰でも自分の好きなことや得意なことで開業できるんです。

例えば、あなたが絵が得意だとします。
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そうすると、絵を売るなり、絵の描き方を教える
なり、ブログにノウハウを書くなり、何でも仕事
になります。

仕事にする手順や方法を知らないだけです。

料理、裁縫、スポーツ、旅行、読書、字を書く、ペットと遊ぶなど、あなた
が普段何気なく行っていること、好きなこと、趣味などは、何でも仕事にす
ることができます。

😏 そして、できない最大の理由は、「自分には無理」というあなたの思い込
みです

「資格がないとできない」とか「店舗を借りないとできない」なども思い込
みです。なくてもできます。

😊 「なければ作り出す」ということが、自分でお金を稼ぐための最大のマ
インドです

あなた自身が「自分にしかできない仕事を生み出す」「世の中に新しい価値
を生み出す」ということが、自分でお金を稼ぐということです。

💡 ここで、「できない」というメンタルブロックを外して、具体的にイメー
ジして頂くために、資金０や低資金で開業できる方法をお伝えします。

通常、店舗を借りての開業は最低でも500万円～数千万はかかりますが、店
舗もいらず、資金をあまりかけることもなく、開業することができるという
ことを知って頂くためにご紹介します。

やるやらないは別として、そこから自分自身で仕事を作るヒントをつかんで
ください。
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話し相手サービス、便利屋

話し相手サービスとは、お客様の悩みや愚痴や世
間話を聴くお仕事です。

自宅でできる副業としてテレビで紹介されてから、
この仕事をやりたいという方が急増しています。

そのため、スタッフ募集に応募しても、1000人待ちというようなこともある
ようです。

この仕事、すぐに開業できることは想像できますか？

スタッフになるまで長期間待った上に、スタッフになって1時間1000円程度
の収入になるのと、開業して1時間6000円くらいの収入になるのとどちらが
いいですか？

後者の方がいいなと思った方は、開業に何が必要かイメージしてみましょう。

まずお客様とお話するための耳と口です。お話が苦手ならメールという手段
もあります。

そして対面でお話するなら場所が必要です。無料でお話できる場所は探せば
ありそうですね。

もし電話でお話するなら電話、スカイプやメールでお話するならスマホかパ
ソコン、インターネット環境です。電話やスカイプやメールなら自宅ででき
ます。

必要なのはこれだけです(^ ^)

あとは、集客をすれば仕事ができます。集客の方法は、どんなビジネスも基
本的なことは同じです。
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ここでは、集客はどうすればいいかなどは問題ではなく、あなたがやりたい
と思うことは何でも仕事にできることを知ってください。

具体的にどうすればいいかということは、1つずつ調べてクリアしていけば
いいだけです( ´ ▽ ` )ﾉ

ここで少しアイデアをお話すると、話し相手サービスをする場合、おすすめ
なのは高齢者向けの話し相手サービスです。

便利屋も同時に行えば、仕事の幅が広がります。掃除やお買い物の同行など
仕事は無限にあります。

パソコンが得意ならパソコンの指導、歌が得意なら歌の指導など、得意なこ
との出張指導もできますね。

2章でご紹介したヤフオク代行業も同時に行うことができます。

話し相手サービスや便利屋等で開業したいと思ったら、とにかくできること
から始めてみてください。

🍀 次は「資格が必要」とか「技術の習得に長い期間が必要」という思い込
みを外すための例です。

カウンセラー、セラピスト

カウンセラーになりたいと思ったら、まず大学で
心理学を専攻したり、スクールや通信教育で勉強
したりした後に、ボランティアなどで経験を積ま
なければなれないと思っている人が多いですね。

実は、1週間以内にカウンセラーとして仕事をす
ることも可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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セラピストも同様です。

その感覚をつかむために、例えば、あなたが「癒し系のセラピーを仕事にし
たい」と思ったなら、自分流のセラピーを作り出してみてください。

試しに、思いつく限り「癒し」になりそうなことを紙に書いてみましょう。
「海を見る、木に触れる、土に触る、歌を歌う、字を書く、絵を描く、動物
を見る、気持ち良く寝る、美味しいものを食べる」など何でもいいです。

そこから、○○セラピーというのが生まれるんです。子どものように自由な
発想で、自分の仕事を生み出してみてください。

カウンセラーやセラピストになるために資格は必須ではありません。名乗る
のは自由です。

もちろん名乗るからには、責任を持って仕事をしなければいけませんが、自
分流のカウンセリングやセラピーを生み出せるということを知っておいてく
ださい。

スピリチュアル系のカウンセラーは、比較的短期
間で仕事にする方が多いです。

占い、オラクルカード、チャネリングなどいろい
ろあります。普段は会社員をしていて、副業でさ
れている方もいらっしゃいます。

どこかで技術を学んだとしても、数万円～数十万円で開業できます。

下記は1日でカウンセラーになれる例です。すでにカウンセラーやセラピス
トをされている方にもプラスαとなる情報ですので、参考にしてください。

⭐ ヴォイスカウンセラー
　 https://nijiironokoe.com/case6/
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参考までにですが、開業するために、どうしても多額の資金が必要という方
は、資金調達法として、不特定多数の人からインターネット上で出資を募る
方法もあります。

それは「クラウドファンディング」といいます。

詳しくは、googleで「クラウドファンディング」で検索して調べてみてくだ
さい。

好きなことを仕事にする

これまで、あなたの好きなことや得意なことで、
いつでも開業できるということをお伝えしました。

次は、その知識や経験などを、そのままお金に換
える方法についてお伝えします。

まず、あなたの好きなことや得意なことの知識や経験を、下記の方法でアウ
トプットします。

✨  レポート用紙に書く。またはWordなどに入力する。

✨  定期的にブログに書く。

✨  声に出して録音する。または 動画を撮る。

これらは、お金に換わる可能性があります。

あなたにとっては大したことのない知識でも、他の人にとってはとても知り
たい知識だったりするんです。

これらは、ブログ、Facebook、ツイッター、YouTubeなど、インターネット
の媒体を活用して集客し、販売することもできます。
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いわゆるインターネットビジネスには、アフィリエイトやYouTubeの広告収
入など様々なものがありますが、情報販売もその1つです。

インターネットビジネスは、男性はもちろん、「子育てで外で働けないママ」
の新しい稼ぎ方としても、チャレンジする人が増えています。

最初は資金０からでも始められます。

そのノウハウについては、インターネット上に溢れていますが、初心者の方
は、詐欺まがいの情報をつかまないように気をつけてくださいね。

ここでは、今の自分の知識や経験がお金に換わる方法があるということだけ
知っておいてください。

✨ ✨ ✨

あなたは、今のままのあなたで、とても価値があります。

自分でお金を稼ぐことは、「あなたという存在価値がそのままお金に換わ
る」ということです。

あなたの人生が、これからさらに光り輝きますように😊
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