
SYU１です。第 2回：「思考は現実化」したヒカキン 
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人生は飛び方しだい！ 

 

 自分で立ち「自由へ疾走」するための招待状 
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###name###さん 

 

こんにちは！ 

 

SYU１です。 

 

早くも 3通目のメールですね。 

 

私からのメールも生活の一部に 

なってきたなんてことなら嬉しい限りです。 

 

 

前回は会社や組織といった枠にとらわれない働き方 

 

そして、アルバイトのように時間を切り売りすることなく 

簡単に稼げてしまう 

自己アフィリエイトについてお話ししました。 

 

 

自己アフィリはもう実践されましたでしょうか？ 

 

まだという場合はこちらをどうぞ 

 

『A8ネットではじめの一歩！10万円獲得ガイド』 

→→URL 



 

 

自己アフィリエイトは一番お手軽かつ 

ネットビジネスの基礎なのでぜひ挑戦してみてください。 

 

 

私が好きでよく登る「あべのハルカス」の展望台でいうと 

ちょうどエレベーターの入り口です(笑) 

 

 

では、###name###さんが展望台のてっぺんに 

いち早くたどり着けるよう今回もガイドしていきますね。 

 

 

また、今回もお楽しみなプレゼントがありますので 

どうぞ最後まで読んでいただけたら。 

 

 

今回は以下のテーマについて 

お話しします。 

 

 

＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝ 

 

１．「思考は現実化」したヒカキン 

２．ステップアップアフィリエイト！展望台への誘（いざな）い 

 

＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝ 

 

今回もいきなり「なんのこっちゃ？」て感じですが 

後でつながっていきますのでご心配なく(笑) 

 

では始めていきますね！ 

 

 

 



１．「思考は現実化」したヒカキン 

 

自己啓発書のバイブル（聖書）とも言える 

「思考は現実化する」という世界的に有名な本があります。 

（ナポレオン・ヒル著） 

 

 

私も本のタイトルは何となく聞いたことがあったので、 

ちょうど自己啓発書に興味を持ち始めた頃 

図書館で借りてみたのですが 

 

最初はボリュームがあり過ぎて（600ページ以上） 

見事に挫折していました（苦笑） 

 

 

その後は自分で買ってじっくりと読みながら 

自分の生活の中に取り入れていったところ 

 

後にネットビジネスをする上でも非常に役立ったので 

 

###name###さんがもし初めてというならぜひ 

すでに読んだという場合もぜひ読み返してみてくださいね。 

 

※現在は文庫本（上・下）も出ています 

 

 

この本は若き日のヒル博士が 

当時アメリカの鉄鋼王と呼ばれた資産家 

アンドリュー・カーネギーの依頼により 

 

成功している、あるいは成功に近づいている人たちの体験談をもとに 

共通した「哲学」を一冊の本にまとめるというものでした。 

 

 

カーネギーは###name###さんも 

名前は聞いたことがあるかもしれませんが 



 

カーネギーホールという有名なコンサート会場を 

建てたり幅広い慈善・教育活動もおこなった人物ですね。 

 

 

そんなカーネギーは色々な成功者の経験を集め、 

それを共通のノウハウとして世に送り出せば 

教育制度や教育にかける時間も大きく短縮できるという考えを持っていました。 

 

 

この本の中の哲学を一言で言うとタイトルのとおり 

「人間は自分が考え思い描いたことによって、実際にその通りになる」 

という内容です。 

 

ネットビジネスを続けていくうえで 

理想の未来を目指すために 

大きな動機づけになったり 

 

逆境に陥った時こそ大きなチャンスであるなど 

色々な事例を通して成功へのステップが 

インストールできるようになっています。 

 

 

自己啓発書をはじめジャンルは問わず本は色々と読んでいますが 

ある意味私の一番のお気に入りです。 

 

 

さて、今でこそ何者にも縛られず自由な毎日を送っている私ですが 

これまでのメールにも書いたように以前はごく平凡な会社員でした。 

 

普段は会社に通って、時間やその働きぶりに応じてお給料をもらう 

というスタイルですね。 

 

 

通常、会社というのは経営を維持するために 

利益が出た分の一部を社員の給料として分配しているわけですが 



 

時に会社の利益を優先するあまり、長時間労働や 

残業代の不払いなど 

いわゆるブラック企業と呼ばれる問題にもなっています。 

 

 

それを阻止するためにある程度の規模の会社では 

労働組合というものがあったりするわけですが 

 

それもほとんど役割を果たしておらず 

「御用組合」なんて言葉もよく聞かれるのではないでしょうか。 

 

 

私のいた会社にも労働組合はありましたが 

なかなか従業員が望むような形で回答を得るのは 

難しいことが多いのが現状でした。 

 

 

「今年のベースアップ（昇給）もたったこれだけか…」 

なんて思うことがほぼ毎年。 

 

 

これまでのメールでも会社員時代の私自身を 

 

「飼いならされた羊」 

という言葉で表現してきましたが 

 

心の奥底ではみんな色々と不満を感じていても 

その不満が爆発しないギリギリのラインの所で 

まさに会社からコントロールされて（飼い慣らされて）いるわけです。 

 

 

労働の対価というのは 

雇い主が思うままに設定でき 

これが資本主義の原理なわけですが（泣） 

 



そのため労働者は自分が稼げる金額もこれぐらいだろう 

と何となく感じているわけですね。 

 

 

私も結婚してからは稼いだ給料を妻に渡し、 

自分自身は毎月妻からお小遣いをもらう 

というまるで子供の頃に返ったような状態でした。 

 

 

同窓会で会う友人などに聞くと 

まだお小遣いは多い方だったみたいですが… 

 

 

しかし、この本では 

そうした限界も全て自分の思考が決めているのであり 

 

「自分が求める富によって自分の人生が決まる」 

ということが書かれています。 

 

 

ヒル博士も最初は高校に通いながら 

臨時雇いの新聞記者というスタートでした。 

 

また、貧しい家庭に生まれ育ったうえに、 

カーネギーから依頼を受けた時の条件は 

タダ働き同様だったそうです。 

 

 

しかし、若き日のヒル博士はカーネギーの考えに 

共感し本を完成させ 

後には財団を築くまでに成功しました。 

 

 

タダ働きと思われるような条件には実はカーネギーの考えがあって、 

 

成功する人物について取材しているうちに 



成功者の考え方が自然とヒル博士自身に吸収され 

博士自身も成功することが予見できたからだそうですね。 

 

 

私も今でも何度も読み返している本なので 

###name###さんもそんな成功の 

エッセンスを吸収されてみてはいかがでしょうか。 

 

 

さて、ここでタイトルの中のもう一つの話題ですが 

###name###さんは YouTuberの HIKAKIN（ヒカキン）さんをご存知でしょうか？ 

 

ヒューマンビートボックスといって自分の声をまるで楽器のように変え 

色々な音楽を表現したり 

 

様々な商品のレビュー動画などを YouTubeで配信しており 

大人気となっています。 

 

 

そんな今でこそ超有名になったヒカキンさんですが、地元の新潟から 

一人上京して間もない頃はスーパーの店員をしながら生計を立てていたとか。 

 

東京に出て一人暮らしということから生活もギリギリだったでしょうね。 

 

 

その頃はちょうどスーパーの仕事が嫌でしかたなかったそうですが、 

そう感じながらも仕事を終えたヒカキンさんは毎晩 YouTubeで動画をアップ。 

 

 

当時はお金もあまりなかったであろうヒカキンさんですが 

その後、ヒューマンビートボックスをきっかけに YouTubeの世界で有名となり 

 

さらに、そうして有名になったのをきっかけに 

世界的なバンド、エアロスミスとも共演しています。 

 

映画「アルマゲドン」の主題歌を歌っていたあのバンドですね。 



 

 

そんな彼は現在 

お金を生み出す元となる資産を自分自身の中に持っています。 

 

ヒカキンさんは４つのチャンネルを運営されているのですが、 

動画の総アクセス数はなんと 33億回を突破し 

YouTubeのタレント事務所 UUUMの最高顧問にも。 

 

YouTuberの収入ってよく話題になったりしていますが、 

YouTubeは、「自分のアカウント」と「広告」をひもづける事で 

動画の再生回数に応じて収入を得る事ができるようになっています。 

 

###name###さんも見たことがあるかもしれませんが、 

よく動画の手前に入っている、CMなどのことですね。 

 

 

ところで、 

YouTubeからの広告収入って 

どのくらいかご存知でしょうか？ 

 

基本的な計算は再生回数の 10分の 1が収入となるそうで 

ヒカキンさんの場合だと年収は 

 

約 30億回×10分の 1＝約 3億円 

 

なんて言われているみたいですね。 

 

さらにヒカキンさんの場合、YouTubeからの収入だけでなく 

CM出演や企業とのタイアップ、グッズの売上げなどもあり 

さらに大きな金額となるそうです。 

 

 

経済アナリストの森永卓郎さんが唱えているように 

 

日本人の年収が 



300万円以下に落ちる時代なんて言われてますから 

その 100倍って… 

 

唖然（あぜん）としますよね。 

 

 

さらに、収入は 

ある程度放置しても自動的に入ってきます。 

 

すでに多くのファンがいて、 

これまでに公開している多くの動画があるので 

新たに興味を持って動画を見る人も毎日のように増える 

 

と、いった具合に。 

 

 

ということで、このヒカキンさんの動画は 

いくらでもお金を生み出す資産ということが言えるでしょう。 

 

 

それに加え、ネットで収益を得るための準備には 

多くが無料でできる内容となっており 

 

ヒカキンさんの場合なら 

 

・YouTubeチャンネル開設は無料→資本金いらず 

 

・動画配信するのは自分→人件費いらず 

 

・広告紹介→在庫いらず 

 

といった具合で 

 

通常のビジネスなら必用となる様々な経費がいらないので 

利益率も必然的に高くなります。 

 



 

ヒカキンさんがヒル博士の本を読んでいたかはわかりませんが、 

まさに「思考を現実化」させた実例と言えるのではないでしょうか。 

 

 

「思考は現実化する」は偉大な先人たちの知恵を結集したものですが、 

###name###さんも成功したいと思うのであれば 

実際に成功している人達の思考や行動に習うのが一番の近道です。 

 

 

私も資産に関して言うとブログやサイト、 

動画やメルマガなどでの情報発信がそれに当たります。 

 

また、一度作ればそれはいわゆる自動収入となります。 

 

たとえば実際私が今まで作ったサイトではある程度まで収益が入れば 

後は作業せずとも毎日収益が入っている状態です。 

 

 

さらに、###name###さんが仮に本業で忙しいという場合でも 

すきまの時間を使いながら１日１～２時間もあれば 

たとえ少しずつでも着実に収入を増やすことができます。 

 

会社勤めをしながらネットビジネスを始めた私の仲間も実際そんな感じでした。 

 

 

そして、そうやって収益の出るメディアがあれば 

そこからさらに「自分の力」で収益の柱を増やすことも難しくはありません。 

 

 

まさに、「自分の力で立ち、悔いの無い人生を GET！」 

することができます。 

 

 

カーネギーホールのような大きすぎる会場は 

 



私のビジョンである 

「手に入れられそうで手に入れられない身近な幸せ」 

とは少し違うのですが 

 

将来的には音楽好きな人たちが気軽に通えるライブハウスをコンセプトに 

憩いの場を提供したいと思っています。 

 

 

そんな夢を自由に描きながら実現に近づけるのもネットビジネスの 

可能性ではないでしょうか。 

 

今回お話したようにネットビジネスの可能性は無限大です。 

 

 

会社や組織など誰かに管理されているという感覚の中 

労働力を提供してただお金をもらうのではなく、 

 

自分でコンテンツを生み出せばいくらでもそれをお金に変えることができ 

ストレスなしで自分の生活を自由にデザインできるからです。 

 

 

それがネットビジネスの 

『ハイリターン&ローリスク』 

と言われる所以（ゆえん）です。 

 

そして、多くの人が実際にローリスクで始めハイリターンな結果を残しています。 

 

 

###name###さんもインターネット 

を使ったビジネスの可能性を 

大きく感じられるのではないでしょうか？ 

 

 

 

 

２．ステップアップアフィリエイト！展望台への誘（いざな）い 



 

今回は 1個目のテーマについて 

詳しくお話したので、ネットビジネス実践の話はまたのお楽しみ 

 

ということにしますが 

 

ここで、###name###さんにお聞きしたいことがあります。 

 

 

これまで、私からの説明が中心となってきましたが、 

そうするとどうしても内容に偏りが出てきてしまいます。 

 

やはり、ネットビジネスに興味があって 

参加していただいているのですから、 

 

そうした方々が実際に求める声を 

ぜひとも参考にさせていただきたい。 

 

 

ということで、簡単なアンケートに答えて 

###name###さんの生の声を聞かせてもらえませんか。 

 

答えていただいた内容から、より実践的な情報を 

お届けできたら嬉しいです。 

 

あまり深く考えずに今思っていることを 

気軽に答えていただければ幸いです。 

 

 

アンケートの質問は以下の通り。 

 

・SYU１（私）のことを知ったきっかけ 

・ネットビジネスをする上での不安・質問したいこと 

（回答はどちらかだけでも OK。） 

 

 



###name###さんが回答いただけるかは 

任意ですが 

 

もし回答いただいた場合は 

お楽しみのプレゼントを差し上げます。 

 

お楽しみなプレゼントとは… 

『ステップアップアフィリエイト！展望台への誘（いざな）い』 

 

インターネットビジネスは 

無限の可能性を秘めており 

稼ぐのが楽しくなるビジネスです。 

 

 

ただ… 

 

「可能性はわかるけど、何をどうやって始めればいいんだか」 

と悩んでしまうのも確か。 

 

 

ネットの世界をのぞけば 

ありとあらゆるノウハウが 

山のように出てきますからね。 

 

 

まさに人ごみの中で展望台の入り口すらわからず迷ってしまような状態。 

 

そんな状態をまるで展望台の上から眺め、 

 

###name###さんの今の状態に合ったノウハウを簡単に発見し 

自然とステップアップできるような教材をお届けしよう！ 

 

そんな思いが込められたのがこの教材です。 

 

 

1回目のメールでお渡しした 



『アフィリエイブル』と合わせればより理解が深まるので 

ぜひアンケートに答えてゲットしていただけたら。 

 

 

アンケートフォームはこちらになります。 

『ステップアップアフィリエイト！』アンケート企画 

⇒URL 

 

 

では、 

今回のメールはここまで。 

 

 

次回はネットビジネスで稼げるようになるための 

取り組み方（勉強法）などをお教えしますね。 

 

 

今後も###name###さんが 

楽しく学べるようガイドしていきますので 

どうぞご期待ください。 

 

 

P.S. 

今回は###name###さんにナポレオン・ヒル博士と 

ヒカキンさんの例を出してお話しました。 

 

 

ヒカキンさんは動画を使って、前のメールで紹介したアフィリエイト 

で稼いでいます。 

 

ヒカキンさんの場合は動画を利用しているので 

YouTubeアフィリエイトと言えますね。 

 

 

ただ、YouTubeを使ったアフィリエイトについては 

ヒカキンさんのようによっぽど何かすごい特技があるとか、 



アフィリエイトの基礎をつかんでいないと後で稼げなくなる可能性があるので 

 

まずは私が教えているメンバーでも初心者の段階で成果を出している 

「ブログ（サイト）アフィリエイト」について 

マスターしていただきたいと思います。 

 

 

サイトやブログで稼いでいる人はとても多いので、 

まずそこで成果が出れば 

YouTubeのノウハウを勉強しながら進めていくのもありです。 

 

 

私の教えているメンバーも作ったサイトが毎日収益を出して 

ノウハウができあがってきているので 

また、そうしたお話もメールでしたいと思います。 

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました！ 

 

よかったら、プレゼント付きの 

アンケートにもお答えください。 

 

 

ちょっとした質問に答えれば、アフィリエイトの 

進め方がよくわかるレポートを簡単に GETできます。 

 

『ステップアップアフィリエイト！』アンケート企画 

⇒URL 

 

 

では、次のメールでお会いしましょう。 
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