
唯一無二レポート 

家から一歩も出ずに貴族のように

お金を稼ぐレポート 

 

 

こんにちは！カマダです。 

いつもメルマガを見て頂きありがとうございます。 

 

家から一歩も出ずに貴族のようにお金を稼ぐ、唯一無

二の方法について話していこうと思います。 

 

これを読むだけで、ビジネスを始めようと思っている

人にはお金と時間を無駄にすることが無くなります。 

 

私が２年前に、いや、高校生時代に戻れるのなら年間

のお小遣い代とバイト代の３０万円でも払ってでも知



りたかった情報です。 

 

実際にここに書く情報で人生変わりました。 

マジで価値あると思っています。 

 

なぜなら、実際に私が１０年という時間と数百万という

お金を使って「マジでこれしかねえ！」と確信している

情報を載せているからですね。 

 

今、普通にビジネスをしている方、すでに数万、数十万

といった売上を出している中級者にも学びになる内容

を書いているので、 

 

そういう方が読んでも学びになるでしょう。 

 

もう、ぶっちゃけるとですね、この情報だけをその通り

に動いてくれると全然稼ぎが増えるかと。 

 



そういった内容をガンガン話していきます。 

 

すでにご存じの通り、私はほんの２年前まで、オワコン

でしたし、ダメダメな人間すぎて勇気が出るのでは？

と思います。 

 

はっきり言って、ビジネス戦闘力ゼロの人間でした。 

 

有料教材買ったけど、ノウハウコレクターになってて、１

円も稼げていない。 

 

まだ数万円の教材ならまだしも、１００万円の起業コン

サルを受けたのに全く成果出ていない、行動できてい

ない人間でした。 

 

コンサルにいわれた通りのことをそのまま行動するの

ですが、継続できない、すぐに諦めては 

「このやり方じゃあ、無理じゃん。」といって思考停止し



たまま何も状況は好転せず。 

 

逆に好転しないあまりか逆に借金だけ増えて月末の支

払いに苦痛を耐える生活を送っていました。 

 

今振り返ってみると意味不明ですが、 

自分にはできない、何やっても失敗するのでは？と思

い込んでいたんですよね。 

 

そんなオワコンな人間ですらコンテンツビジネスに出

会って、初月７万、２か月目で１２万、３カ月目で月利６

３万いったんですよね。 

 

２交代の工場勤務のように朝８時～夜８時まで働くと

いった１日１２時間、猛烈に働いたわけでもなく、 

１日１時間、多い時でも１日３時間だけ動いてこの収入

です。 

 



もちろん、毎日働いたわけではありません。 

 

週２日～多くて４日くらいです。 

 

この話を聞いて「はぁ、マジか？」とか「そんな話絶対う

そやろ！」と思われますが、これは嘘のような本当の話

です。 

 

まず、あなたにもこういった夢のような世界があるの

を知って欲しいのです。 

 

しかも、このような世界に転生するのって誰でも簡単

にできてしまうことなのです。 

 

なんせ、３０年以上オワコンだった人間が、こんな生活

を送れるようになったわけですから。 

 

ちなみにどれくらい簡単なのかというと、 



まだ一度もカレーライスを作ったことがない人間が、

お店に出せるレベルの本格的なカレーライスを作るよ

りも簡単です。 

 

 

それはさておき、ビジネスは参入するジャンルと手順

さえ間違えなければ、当然のように成果が出る世界で

す。 

 

つまりは、きちんとやることさえやっておけば普通に

成果が出る世界なんです。 

 

 

「最初にどんなビジネスからはじめたらいいの？」 

「ビジネスはどんな流れで動いていくの？」 

 

こういった悩みはすべて知識や情報があれば、秒で解

決します。 



ただ、多くの人が知らない、知ってても実践してないこ

とだったりします。 

 

実践しているけど、ほとんどの人がやれていない。これ

では超絶もったいないわけです。 

 

なので、こういったレポートを読んで少しでもあなたの

人生が変わればいいなという気持ちで書いてます。 

 

また今後こういったレポートを送るとは思いますが、見

逃さずに見ておいて欲しいです。 

 

なぜなら、この世界で物事を上手くいかせるには、こう

いった知識や情報を取りに行くことがすべてなので。 

 

何回もレポートを読んで自分の血肉にしてください。 

音読するくらいのレベルになれれば、普通に人にコン

サルできてしまう内容なので是非。 



では、実際にどんなビジネスをしていくのか？どうい

う流れで進めていくのか？といった話をここからして

いきます。 

 

 

まず、どんなビジネスをすればいいのか？ 

 

結論からいうと、「コンテンツビジネス」一択です。 

 

なぜなら、 

コンテンツビジネスは 

初心者でも超簡単に稼げてしまうから。 

 

さっき、カレーを作る話で例えましたが、コンテンツは

手順通りに作れれば、あとは人が集まっているところ

に置いておけば勝手に売れていくので、超簡単です。 

 

このレポートを読んでいる方の中には、Brain という



プラットフォームで教材を購入した人もいるのではな

いでしょうか？ 

 

今の時代は Brainや Tipsのようにノウハウやスキル

を加工したコンテンツが手軽に購入できるプラットフォ

ームがあるので、コンテンツ販売するのって意外とハー

ドル低いんですよね。 

 

しかも特に Brainの場合だとすでに 

「なんかいいノウハウないかな～」って思っている、お

金を払ってでも知識や情報を購入したい人が２０万人

も集まっています。 

 

２０万人ですよ。 

 

仮に考えて欲しいのですが、普通に自分のコンテンツ

を購入してくれる人を１０人集めるのって大変じゃない

ですか？ 



だからこういう便利なプラットフォームはフル活用した

方がいいです。 

 

Brainや Tipsなら１００円～１０００円くらいの価格帯

の商品をリリースしたなら販売開始直後に秒で５０部・

１００部と売れるのが普通に起こっている世界なので、 

 

まずは Brain や Tips などのプラットフォームでコン

テンツを売ることからはじめて欲しいのですね。 

 

Brainや Tipsなどで 

１００円の商品が５０部売れたら５０００円になります。 

１００部売れたなら１万円になります。 

 

１０００円の商品なら５０部売れて５万円。 

１００部売れたら１０万円。 

 

こんな感じでコンテンツを作って Brain や Tips に出



すだけで、毎月のお小遣い代よりも稼げちゃいます。 

 

いいですね～ 

 

私が今、高校生ならバイトとかせずに Brain や Tips

を使ってコンテンツ販売やりますね。 

 

だって１時間働いて１０００円もらうよりも、コンテンツ

を作って売りさえすれば、５万円稼げてしまうからです。 

 

普通に計算して５万円稼ぐのに 

バイトなら５０時間かかります。 

 

コンテンツ販売なら、１０００円位の価格帯の商品を作

っていくのであれば、１０時間あれば余裕でできます。 

 

そこで５万円稼いだら、どうでしょう。 

５万円÷１０時間＝５０００円 



 

時給が５０００円になります。 

 

どうでしょう？ 

時給５０００円と考えたらめちゃくちゃいいですよ

ね？ 

 

しかも、このコンテンツビジネスの良さは、不動産投資

のようにずっとお金を生んでくれるということです。 

 

あなたが働かなくても、そのコンテンツがあなたのた

めにずっとお金を稼いでくれます。 

 

わかりやすく例えると、 

 

自分＝貴族  

 

コンテンツ＝召使い 



のような関係です。 

 

自分が働かなくても、コンテンツである召使いが毎月

お金を稼いでくれる。 

 

１日中、寝てても、 

風邪をひいてベッドの中で休んでいようとも、 

１日１４時間ゲームしていようとも、 

３泊４日の旅行で、パソコンを一度も開かずとも、 

勝手にお金を稼いでくれます。 

 

お金も時間もあって自分のやりたいことをしながら、

生活できるって最高じゃないですか。 

 

コンテンツビジネスを極めると貴族のような生活が送

れる。しかも、これって全然難しくない。 

 

 



コンテンツを作って、すでに人が集まっていると

ころに出す。 

 

購入してくれた人に、こんな商品ありますよ～と

伝えてまた購入してもらう。 

 

その繰り返しをしていくだけ。何も難しいことはありま

せん。コンテンツビジネスは至極シンプルです。 

 

 

ただここで、Brain や Tips などのプラットフォームで

コンテンツ販売していくのに最初に５０部・１００部売れ

ないといけないのか？といわれると全くそうではない

わけで。 

 

初心者の方であれば１０部売れれば大成功です。 

 

というか１０部だけでも十分すぎるくらいです。 



なぜなら、Brainや Tipsでは売上や利益を作るのが

目的ではないからです。 

 

ビジネス初心者にとって Brain や Tips での販売の

目的は、１つに実績作り、２つにファン作りがあります。 

 

１つ目の実績作りですが 

これはあまり知られていないですが、ビジネス初心者

にとって何が一番難しいかというと、 

 

１万円から、１０万円、１００万円と売上を伸ばしていく

よりも、０円から１万円稼ぐ方が難易度高いということ

です。 

 

なぜなら、初心者は売る商品を持っていないからです。 

 

今アフィリエイトしてます。っていう人もいると思いま

すが、そもそもアフィリエイトで月１００万円稼げていま



すか？ 

 

稼げていないのであれば、自分のコンテンツを作って

売りましょう。 

 

当たり前ですが、自分のコンテンツなら利益ほぼ１０

０％です。けどアフィリエイトの場合、報酬率はどんなに

高くても５０％じゃないですか？ 

 

じゃあ仮に１００万円アフィリエイト報酬入ったとしまし

ょう。けどそれで本当に稼げていますか？ 

 

アフィリエイト報酬で一番稼いだのはあなたではなく、

紹介されたコンテンツ販売者の方です。 

 

だから、例えアフィリエイトで月１００万稼いでも、それ

以上に販売者は潤っている。 

 



アフィリエイトをやっていること自体は否定しませんが、

アフィリエイトだけに頼るのはしょっぺーなぁ～と思い

ます。 

 

なので、自分のコンテンツ作って売りましょう。 

 

それさえすれば、０円から１万円の壁は突破できます。 

 

コンテンツ販売で、０１突破できたらこれを自分の実績

にして、戦っていくのです。 

 

実績がある人と全くない人では、天と地の差がありま

すからね。 

 

だって人は実績ある人から学びたいじゃないですか？ 

 

なのでささっと Brain や Tips でコンテンツ売って実

績作っちゃいましょう。 



次に２つ目のファンを作るという目的ですね。 

 

これも皆さん知らないコトだと思うのですが、Brain

や Tips で出す商品は、あなたの存在を知ってもらう、

いわば宣伝、認知をとっていく商品です。 

 

まず、お手軽な価格で自分のコンテンツを買ってもら

って、お客さんに体験してもらう。 

 

そこであなたのことを信頼してもらう。 

 

初めに出したコンテンツで、 

「○○さんの教材わかりやすいな～」 

「○○さんからもっと学びたいな～」 

 

こういったことを思わせて自分のファンを作っていく

感じです。 

 



初めに出すコンテンツで信頼を勝ち取っていく。 

 

ファンさえ作れれば、次に出す商品が例え、５万円であ

ろうと１０万円であろうと購入してくれるようになりま

す。 

 

要はBrain、Tipsで１０部だけしか売れていなくても、

そこから１人でも５万円の商品を購入して頂けたらい

いわけです。 

 

お客さんと信頼関係か構築できている状態であれば、

どんな価格の商品でも購入してくれます。 

 

なので、Braiｎ、Tipsでは利益を出すのではなく、コン

テンツの内容で信頼を勝ち取り、自分のファンを作っ

ていくイメージでコンテンツ販売していけばいいでしょ

う。 

 



ここでコンテンツ内容が悪いと信頼構築もおろかファ

ンにもなってもらえないのでご注意を。 

 

まあ、これは私も経験してきたことですが、はじめはど

うしてもお客さんの数を集めることに意識しがちにな

っちゃいます。 

 

お客さんの数を集めるのも大切ですが、高単価商品で

も喜んで購入してくれるファンを作っていくことも鬼

大事ですよね。 

 

だって濃いファンが１０人でもいたら、コンテンツビジ

ネスだけ食べていけますからね。 

 

そのファンが３０人だと、余裕で月１００万円は超えれ

ますし、年間１０００万円稼ぐのも全然可能です。 

 

ただはじめはコンテンツ作って売ることに徹して欲し



いですが、１つのコンテンツができたら、そこからファン

を作っていって高単価商品を売っていって欲しいです

ね。 

 

 

超シンプルなコンテンツ販売の流れとしては 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

①Brainや Tipsでお手軽な価格のコンテンツを出す 

↓↓↓ 

②購入してくれた人に高単価商品を案内する 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

初心者も、中級者もこの流れで売っていけば、ほぼ高

確率で月１０万、３０万、５０万、１００万と達成すること

は可能になります。 

 

これだけはメモって欲しいですし、必ずスクショしてお

いてください。 



コンテンツビジネスはマジでコレだけをやっていくだけ

なので。 

 

 

すでにメルマガや LINE などで紹介している有料教材

「Twitter マネタイズの教科書」や「コンテンツ作成の

新書」は全部、あなたの夢を叶える教材です。 

 

この２つの教材だけで 

 

コンテンツ作って Brainや Tipsで売る 

さらに Twitterで人集めてその商品売る。 

 

これができるようになります。 

 

しかもそれをするのって１年２年といった時間がかかる

ものではなく、１ヵ月あれば余裕で出来てしまいます。 

 



そんな内容のものを超お手軽な価格で提供しています。 

 

本当にコンテンツって１回作れば、その後はずっとお金

を生んでくれますからね。 

 

動画やレポートといった保存の効くコンテンツって再

現性が１００％なので超正確ですし、最強です。 

 

例えば、Aという知識を人に伝えるのに 

動画やレポートなら毎回、誰に伝えても、その内容は１

００％同じ内容を伝えられます。 

 

逆にこれが口頭で人に伝えるとなると、 

A という知識が毎回同じ内容で伝えられるか？という

と全然そうではないわけで。 

 

その人の体調であったり、その時の場の雰囲気であっ

たり、色んな外部環境次第で１００％同じ A という内容



が伝えられるかといったらそうではないからです。 

 

だから、常に大事なこと、人に伝えたいことはコンテン

ツにして保存しておくことって超大事です。 

 

あとは、これめちゃくちゃ成長することなんですが、 

 

人に何かを伝える時、学んだものをアウトプットする

時はコンテンツ作る前提で行動すると、さらに自分の

脳内に知識が定着するからいいですよね。 

 

簡単にいうと、アウトプットしながらコンテンツ作って

いく感じですね。 

 

私はコレをやっているので、以前よりもコンテンツが作

るのがめちゃくちゃ早くなりました。 

 

しかも、脳に知識が定着しまくってるので、マーケッタ



ーとして成長を感じます。 

 

私の Twitterにはビジネス初心者の方から 

「～～～で悩んでます、どうしたらいいですか？」 

って相談の DMがたまに来るんですが、 

 

今までは結構、回答するのに時間かかってたところ、 

アウトプットしまくったら今は１０分あれば、サクッと回

答できるくらい成長した感じです。 

 

サクッと回答して、フォロワーさんに喜んでもらった時

には、知識や情報を学ぶだけじゃなくて、 

 

アウトプットしてて良かったぁぁぁ～！って感じま

したもん。 

 

マジでアウトプット大事です。 

 



ということで、 

ここまでいろいろ話してきましたが、 

 

コンテンツビジネスはめちゃくちゃメリットがあって、

誰でも簡単にできるというのが理解できたのではと

思います。 

 

あなたもぜひガンガン行動していただいて、貴族のよ

うな人生を歩んでくださいな！ 

 

 

※追伸 

 

長文レポートが書き終わるころですが、実はこのレポー

ト書いている時も、紅茶をすすりながらレポート書いて

ます。 

 

で、手が止まったらソファにすわって頭休めては、また



レポート書いてみたいな感じでやってます。 

 

こんな時、勝手に休んでも誰からも注意されないので、

いいですね。 

 

ここが会社だったら、上司や同僚にぶっ飛ばされてま

すね。 

 

マジで２０代の工場勤務の自分からすると夢のような

仕事してると感じています。 

 

マジいいっすわ。 

 

それと、最後に１つ質問しようと思うのですが、 

あなたは文章書くのって難しい。と思ってませんか？ 

 

いや、文章書くのって意外と簡単です。 

 



ちょっとコツを掴むだけで、これくらいのレポートなら

誰にでも朝飯前にできるようになります。 

 

ココだけの話、私なんか、半年前までまともに文章書け

ない人間でしたから。 

 

今まで文章書けない、文章苦手、コピーライティング苦

手で、動画撮影ばっかりに逃げてましたが、今思うと苦

手なことから逃げてました。 

 

はい、苦手なことから逃げ続けててはダメっすね。 

成長しません。 

 

で、どうやったら文章書けなかった私でも、スルスルと

文章書けるようになったのはこれをしたから。 

 

それは、たくさん文章を読むこと。 

 



ちなみに売れている情報発信者のレポートやらブログ

記事やら、セールスページなどを読んでくると、自然と

スルスルと文章書けるようになります。 

 

いや、人の文章見ても書けないやろ？ 

 

って思いますが、いやぁこれが書けるんですね～。 

 

まぁ、軽い感じでやってみてください。文章書くのもま

ずは１００文字でいいです。 

 

１００文字書けたらツイートも量産できるようになりま

すからね。 

 

やるだけで文章書けます、レポート書けます。 

 

ぶっちゃけ、レポート書けると何がいいかって、ファン

が簡単に作れてしまうことです。 



レポートで自分のことを知ってもらって、そこからファ

ンになって、商品購入してもらう。ってことが文章だけ

できちゃうんですよ。 

 

レポートってマジでコスパかからない割にお金を生ん

でくれる最強のツールです。 

 

けど、他の情報発信者はレポートのメリットを意外と理

解できていないから書いていないですよね。 

 

うわぁ～もったいない。 

 

レポート書いたらファンができて商品売れるのに 

 

ということで、レポート、マジおススメです。 

 

あと、コンテンツ作る際は、必ずしも動画にする必要は

ないですね。 



レポートだけでも有料で売ることだって全然可能なの

で、動画作れない人は、レポート作りからやってみてく

ださい。 

 

まあ、気軽な気持ちでコンテンツ作ってみてください。 

 

 

で、最後に宣伝になっちゃいますが、 

 

レポートの中で話した「Twitter マネタイズの教科書」

と「コンテンツ作成の新書」は Tips で販売しているの

でぜひ興味ある方は手に取ってください。 

 

 

コンテンツ作成の新書 

https://tips.jp/u/kamada/a/EE

YSPtfy 

 

https://tips.jp/u/kamada/a/EEYSPtfy
https://tips.jp/u/kamada/a/EEYSPtfy


 

Twitterマネタイズの教科書 

https://tips.jp/u/kamada/a/PlnrJq

9A 

 

 

では、またメールしますね。 

 

 

カマダ 

 

 

 

https://tips.jp/u/kamada/a/PlnrJq9A
https://tips.jp/u/kamada/a/PlnrJq9A

