
SYU１です。第１回：電子遊牧民（ノマドワーカー）の優雅な日常 
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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。 

 

2回目のメールお待たせしました。 

 

今回も読んでいただきありがとうございます。 

 

間違って登録した場合や、今後希望されない方は 

下のフォームから解除してください。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

→解除 URL 

※ 一度解除すると届かなくなります 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

前回のメールでは、人生で本当の自由をつかむために 

会社や組織に頼らず「自分の力で」立つこと 

 

 

そして、その手段として私がおこなっている 



「ネットビジネス」 

という仕事について 

###name###さんにお話しました。 

 

 

世間一般の常識とはかけ離れた 

理想の世界が実在することに驚かれたかもしれませんね。 

 

 

私の家の近くには天高くそびえ立つ「あべのハルカス」 

という巨大なビルがあるのですが、 

 

展望台から大阪の街を見下ろすと何だか非日常的な感覚に襲われます。 

 

※平日の昼間からそんな感覚を味わいに行くことも 

 

 

ちょうど、展望台の上から広がる世界を見るのと同じような感覚かもしれません。 

 

 

 

しかし、私だけでなく 

そんな日常（会社や組織）を飛び出し自由なスタイルで働く人は 

これからますます増えていくことでしょう。 

 

 

なぜかというと 

 

個人が自由に働ける環境 

というものが整ってきているからです。 

 

 

その手段であるネットビジネスとは何か？ 

ということも説明しますので 

どうぞご期待ください。 

 



今回は以下のテーマについて 

お話しします。 

 

 

＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝ 

 

１．あなたも電子遊牧民！ノマドな働き方って？ 

２．しっぽを切ってストレスフリーに 

３．時は金なり・金は時なり 

 

＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝ 

 

 

「いきなり遊牧民って何の話？」 

 

と思われたかもしれませんが 

 

読み進めているうちに 

「そういうことか！」 

と 

 

意味がわかるはずですので 

どうぞ最後までお読みください。 

 

 

では、はじめていきますね。 

 

 

 

１．あなたも電子遊牧民！ノマドな働き方って？ 

 

###name###さんはノマドという言葉をご存知でしょうか？ 

 

元々「遊牧民」という意味を指し 

住む場所にとらわれず 

旅する人たちのことを言います。 



 

そして、それにちなんで「ノマドワーキング」という 

働く場所にとらわれず、 

 

まさに「遊牧民」のように暮らす 

働き方をそう呼びます。 

 

ネットビジネスなら 

インターネットを使って暮らすということで 

「電子遊牧民」と言えますね。 

 

 

人材派遣で有名な会社「リクルート」をはじめ 

在宅勤務の導入を始める企業が話題となっていますが 

 

ネット環境などを活用することにより 

場所や時間にとらわれずに働く形が普及しています。 

 

 

しかし、リクルートなどの例では会社や組織の存在が前提 

になっていますが、 

 

ノマドワーキングはそうした前提すらなく 

単なる在宅勤務からさらに 

一歩も二歩も自由に近づいた働き方と言えます。 

 

 

なぜなら、現在の私はどこにいようと 

誰かに管理されているという感覚やプレッシャーはなく 

自分の生活を自分で自由にデザインしているからです。 

 

 

以前、野生のシマウマが飼われていたゴルフ場から脱走し 

最後には亡くなるという悲しいニュースがありましたが 

 

シマウマはゴルフ場に閉じ込められているより 



広い大草原に帰りたかったのではないか 

 

としみじみ感じてしまいました。 

 

 

 

勤めていた会社を退職した後、ネットビジネスを始めた私は 

そんな飼い慣らされた羊（シマウマ）には戻るまいと 

 

自宅や近くのカフェなど働く場所を問わない 

「電子遊牧民」の生活を歩み始めました。 

 

 

稼げる手段がはっきりしており 

パソコンとネット環境が整備されていれば 

会社に通う必要も属する必要もありません。 

 

 

それだけでなく、会社に勤めていた時より 

労働時間は少ないのに経済的にも豊かになっています。 

 

また、自分が作業をしない時も 

自動的に収入が入ることが大きいですね。 

 

 

そうして時間の余裕ができるので、 

 

平日の朝からジムでトレーニングしたり 

昼間からカラオケで歌いまくっているなんてことも。 

 

遊園地なども人ごみを避けて 

自由に行けるので待ち時間もなく(笑) 

めいっぱい楽しめます。 

 

 

かつての私は朝から苦痛な満員電車 



に揺られながら会社へ通ったり 

 

サザエさんの放送日になると 

翌日の仕事が憂うつな 

いわゆるサザエさん症候群になっていました。 

 

 

しかし、今では 

翌日のことも考えず深夜番組を楽しんだり 

時間や曜日の感覚を忘れてしまうぐらいです。 

 

 

さらにもっと身近なところで言えば 

 

真夏の暑い日や凍えそうな寒い日に 

耐えながら出かける必要もありません。 

 

###name###さんが望めば 

そんな苦痛からも解放され 

毎日笑顔で過ごすことができます。 

 

 

私はネットビジネスのおかげで 

高価な物をためらいなく買ったりできるようにもなりましたが 

 

「日々の中でストレスを感じず暮らせる」 

 

そんな手に入りそうで 

手に入らなかった幸せ 

が一番嬉しいな～と思うことも。 

 

 

 

もちろん###name###さんが 

ネットビジネスを本業でなく 

副業のまま続けることも可能ですし 



 

私と同じく遊牧民のように優雅な日常を送ることも可能。 

 

 

そして何より、「どちらの生き方も選べる」 

という自由があります。 

 

 

 

 

「経営の神様」と呼ばれる松下幸之助さんは 

 

文化が進んでいくと 

職種が増えるということはあっても減ることはなく、 

減るのであればそれは非文化だと書かれていました。 

 

 

一昔前だったら存在しなかった 

ネットビジネスという職種も 

 

ネット環境が整ったことで 

新たに誕生したと言えるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

会社に通う生活に慣れていると 

働きに行く場所がないなんて 

イメージできないかもしれませんが 

 

実際に私のように 

 

心から自由を感じ 

自分の理想とする生き方は可能 

ということをぜひお伝えしたいと思いました。 

 



 

そして、 

私のメールを受け取るたびに 

特別な才能が必要というわけではなく 

 

###name###さんにも可能 

だということを少しずつ理解していただけると思います。 

 

 

 

２．しっぽを切ってストレスフリーに 

 

さて、先ほどのように 

私がネットビジネスに可能性を見出したのは 

 

会社に勤めていた頃に感じていたストレス 

がきっかけでした。 

 

 

私は主に社内の事務を担当していたのですが 

 

 

・大勢のメンバーが集まる長時間の会議 

・各部署への案内を印刷して送付 

・資料のコピーを大量にとり、差し替えのたびにコピー 

 

 

といった 

ネットを使えばもっと簡単にできるのではないか 

と疑問に感じる仕事がありました。 

 

 

特に大量のコピーに囲まれ、差し替えのたびに 

紙出しするのにはうんざりしてしまい 

 

 



必用以上に 

必用のないことへ貴重な時間が 

使われていた気がします。 

 

 

もちろん、ネットで代用できない業務もありますが 

多くは対応できるのではないかと 

よく思っていたものです。 

 

 

ただ、当時は私も 

「みんなそれでやっているんだから、嫌でもやらないと」 

と 

 

面倒に感じつつも 

飼い慣らされた羊特有の性質で 

ただただ周りに流されていました（苦笑） 

 

 

また、いったん会社のサーバーにトラブルが起きると 

しばらく一定の仕事ができなくり 

 

その分時間のロスに加え 

大事な事が後回しで 

精神的なストレスも重なることに・・・ 

 

と、こんな感じで 

何かと不便でした。 

 

 

それに対し、私が 

「ネットビジネスって自由だな～」と感じたのが 

自宅で作業をしていたある日のこと。 

 

いつものようにパソコンで作業していると、 

突然キーボードの操作が反応しない・・・ 



 

 

いったん修理のため預けることになったのですが 

 

そんな日も時間のロスなく 

すぐさま近くのネットカフェに行って 

普段通り作業を終わらせました。 

 

 

思い返してみるとそうしたトラブルが起きても 

すぐに場所や環境を切り替えて対応できるのが 

ネットビジネスの強みですね。 

 

 

トカゲが敵に襲われた時、自分でしっぽを切って本体を守るように 

傷が広がりそうな部分に執着せず 

自分という本体を生かしストレスからフリーになることができます。 

 

 

少し話を戻しますが、 

今、私が仕事をする際 

 

「やらなくてもいいこと」は 

徹底して「やらない」ようにし 

 

作業スペースには忌まわしき大量の書類もなく 

いつも快適でクリアな環境に身を置いています。 

 

 

###name###さんが過去の私と同じく 

 

ネットを使えば簡単にできることを 

いちいち手作業でおこなうといった 

 

「やらなくてもいいこと」で 

時間をロスしているのであれば 



 

ネットビジネスの効率の良さ 

に驚愕することでしょう。 

 

 

では、次にそんなネットを使った 

具体的な稼ぎ方について 

お話していきたいと思います。 

 

 

 

３．時は金なり・金は時なり 

 

なんだか名言チックなタイトルですね(笑) 

 

 

前回の動画では私が稼いでいる 

「アフィリエイト」という方法について説明しました。 

 

まだ動画を見ていないのであれば 

こちらからまずチェックしてみてくださいね。 

 

『アフィリエイトってなんぞや？』 

→URL 

 

動画では「アクセスをお金に変える」 

ということがネットビジネスの原則だとお伝えしました。 

 

非常にわかりやすい仕組みですね。 

 

 

そして、今回お伝えする「自己アフィリエイト」 

というノウハウがこちらです。 

 

『A8ネットではじめの一歩！10万円獲得ガイド』 

→URL 



 

今回は電子書籍を中心とした説明ですが 

 

###name###さんが「行動」 

さえすれば 

お金をゲットできるというノウハウです。 

 

 

そして、 

 

自己アフィリエイトは 

数あるネットビジネスの中 

「一番簡単なノウハウ」でもあります。 

 

 

「自分のアクセス」がお金に変わるため 

 

10万円ぐらいであれば 

約 1日で簡単に達成できます。 

 

 

アルバイトなどで時間を切り売りすることに比べれば 

はるかに効率がよく 

 

まさに「時は金なり」 

 

さらに 

手に入れたお金が増えればそれだけ時間の余裕も増え 

 

「金は時なり」と思えてくることでしょう。 

 

 

一通り読んだ後には 

「これならできそう！」 

 

と思うようになっていますので 



ぜひ実践してみてくださいね。 

 

私は今でこそ習慣になっている 

ジムでの筋トレも最初は面倒だなと思う時がありました。 

 

しかし、少しでも体を動かせば 

やがてそれは自分の筋肉となり同時に 

「やれば結果が出る」という自信もついてきます。 

 

 

今回のノウハウに限らず、###name###さんに 

今後紹介していくノウハウもやってみれば 

 

「これならできる！」 

と思うようになるはずです。 

 

 

ネットビジネス業界では 

真の実力を持たずに言葉ばかりの業者なども確かにいます。 

 

 

しかし、今回紹介したノウハウのように 

ほとんどの人が知らないだけで、 

 

実際には 

在庫を抱えることもなく 

 

他のビジネスよりはるかに稼ぎやすい仕組みです。 

 

 

まだまだ世間的には認知されていない部分も多いですが 

私たちの生活にインターネットが浸透していく中 

 

それに合った働き方ができる社会になり 

ネットビジネスはごく身近なビジネスとなっていくことでしょう。 

 



 

そうした新たな時代が来た時こそ 

本当に価値のあるものを提供できるリーダーが求められます。 

 

私も新たな風（疾風）となって駆け抜け 

真の自由へと導いていくので 

###name###さんもそんな時代の風に乗っていただけたら。 

 

今回のメールはここまでとなりますが 

次回もぜひお楽しみに。 

 

 

P.S 

 

最後にこぼれ話ですが、私の妻のいとこは外国人で、親戚で集まったある日 

「アマゾンでマリモを買った」という話をしていました。 

 

最初みんなで「アマゾン川（ブラジル）にマリモなんているの？」 

という話になったのですが、 

アマゾンって宅配の「Amazon（アマゾン）」だよって話でした(笑) 

 

 

外国の方なので、そっちのアマゾンを連想してしまったのもありますが 

私はマリモがアマゾンで販売されていることに驚愕。 

 

 

世界中でそんなサービスを受けとれるって 

ますますネットで世界が近くなっていく気がしました。 

 

今じゃドローンなんてのも飛んでますし 

 

そのうちマリモが空から落ちて来る 

なんとこともありえない話ではありません。 

 

アマゾンでお坊さんの宅配サービスなんてことも実際始まっているようですね。 

 



 

###name###さんも 

メルマガからの知識やノウハウは 

もちろん、 

 

日常生活の中で見聞きした体験などを 

自分の見方を通して表現するとより理解が深まります。 

 

文章や音声、動画など表現方法は何でもいいのですが 

「コンテンツ」という形にすることが後々役に立ってくるでしょう。 

 

メルマガの発行など情報発信もやってみたい 

とお考えならぜひ。 

 

 

このあたりのお話も、また次別の機会にできたら 

と思います。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

また次のメールでお会いしましょう。 
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発行者  ：SYU１ 

  

連絡先  ：メールアドレス 

  

運営ブログ：ブログ URL 

  

Youtube  ：動画サイト URL 

 

 配信解除リンク：URL 
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