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第 0章 一生“わたしが”シンデレラ

になるとは？ 

 

一生“わたしが”シンデレラ状態とは、すべて

の自由を手に入れている状態 

 

初めまして、ゆりくまです。 

 

わたしはインターネット上でゆりくまという名前で活動し

ています。 

 

 

 

本名は、岡田友梨子（おかだゆりこ）です。 

1995年埼玉県さいたま市の七里という場所でわたしは生ま

れました。 

 

 

 

家族構成は父・母・兄・姉・わたしの 5人家族です。父は

サラリーマン、母は専業主婦（数年前までパート）とごく

ごく普通の家庭で育ちました。 



 

 

わたしは元リクルート OLの現在 25歳で、独立起業して自

分の力でお金を稼いで生活しています。どんな仕事内容な

のかというと、精神的にも経済的にも自立して自分らしく

生きていきたい人向けに「お金」をテーマに情報発信をし

て生計を立てています。 

 

 

 

またインターネット上に自分の分身であるメディアを複数

作って 24時間人に価値提供をし自動で売れるための仕組み

化を作っていたり、またその方法をコンサル生に教えたり

しています。 

 

 

最近はアプリケーション開発事業している友人のプロモー

ションのアドバイスをしたり、よく行く温泉施設の Webマ

ーケティングを考えたりビジネスの幅がグンと広がって毎

日が刺激的です。 

 

 

2019年末はリクルート鬱地獄で 3ヶ月引きこもりでした

が、2020年 3月に独立起業し 5〜6月には月収 50万を達成

しました。 

 



 

どんな毎日かというと、好きな時間に起きて、お気に入り

のサンドウィッチ専門店で朝食をとることから始まり、志

高く未来にフルコミットした起業家の先輩方に囲まれてビ

ジネスをしています。 

 

 

頑張った分がすべて収入に反映され、嫌な仕事嫌な人は一

切関わらないため人間関係のストレスは皆無、1日仕事し

てると言うより趣味のように楽しいから気づいたら没頭し

ているイメージです。  

 

 

何より「お客様が幸せになるために」自分が本気になって

ビジネスを学び本気で成長するこの仕事は、心からやりが

いを感じられてとても幸せです。 

 

 

また、ポジション的には社長なので自分の理念や価値観を

大事に出来て、その上でお客様からたくさんの感謝の言葉

を頂けるのはまさに天職だと感じています。 

 

 

わたしは人生の豊さとは、 

「お金、時間、人間関係、心身」 



この 4つの自由度が高ければ高いほどに人生は豊かになる

と思っています。 

 

 

 

そしてこのすべての状態を満たしており、 

手に入れている状態こそがこの書籍のテーマである 

 

一生“わたしが”シンデレラになる 

 

ということです。 

 

 

わたしはこの様な OLの方々にこそ 

この書籍を読んでいただけたらと思って書いています。 

 

・低賃金で悩んでいる OL 

・一日中激務で疲労困憊 OL 

・人間関係が劣悪で辛い OL 

・周りとキャリアを比べて惨めな思いをしている OL 

・周りの結婚報告に焦っている OL 

・本当になりたい自分になる方法を模索している OL 

・自分の理想のライフスタイルを叶えたい OL 

・結婚しても自分らしさを大切にしていきたい OL 

・妊娠中も何の心配もなく収入を得ていたい OL 

・産後のキャリアに何一つ不安を抱きたくない OL 



・子育て中もキラキラした親でありたい OL 

・子育てしても自分のやりたいことを我慢したくない OL 

・結婚、妊娠、子育てしても、自分の夢実現したい OL 

・どのライフステージでもありのままのわたしで笑って過

ごしていたい OL 

 

 

今でこそ、シンデレラ状態を手に入れたわたしですがここ

に至るまでは激動の会社員 3年間でした。 

 

 

周りを妬む度にそんな自分も嫌になったり 

頑張って幸せを掴んだと思えば鬱になったり 

 

 

理想と現実のギャップでとことん苦しんだことが今の仕事

にたどり着いて、憧れの理想のライフスタイルを叶えた大

きな要因でもあります。 

 

 

 

事務職 OL時代は「お金」と「人間関係」の自

由が欲しかった 

 



わたしは 2017.4月新宿に本社のある会社に入社しました。

ここの会社には 2年半勤めましたが、お金と人間関係の自

由を奪われどこまでも苦しみました。 

 

 

まずはお金の不自由だった話から。 

 

 

そもそもわたしは、大学時代にお金のコンプレックスを抱

いたのがきっかけで将来高収入の旦那さんと結婚すること

が夢でした。 

 

 

就活の軸は「3年後に幸せなお嫁さんになること」そのた

めの花嫁修行として定時で上がれる事務職を希望したので

す。全ては 3年後のために。 

 

 

新卒で入った会社は手取りが 15万でした。 

恥ずかしい話ですが、当時は商社で働く父から月 3万円を

家賃補助としてもらう程に生活は成り立っていない有様で

す。 

 

 



頑張って捻り出しても自由に使えるお金は月 1〜2万ほど。

「あっ今月コンタクト買わなきゃ…」「ぁあああ化粧品も

もう無い…」そんな月は財布は空っぽでした。 

 

 

労働行政研究所の調べによると、新卒 1年目の平均初任給

は 20万 6,250円だそうです。 

 

 

それに比べるとわたしは田舎でもなく東京就職にも関わら

ず 15万ですからベラボーに低いことがわかります。 

 

 

同期とは「こんな手取り低い会社今時なくない？多分どこ

行っても月収上がると思うんだけど。。」と会話しては他

の企業で働いてる友人が羨ましくてだんだん性格が歪んで

いきました。 

 

 

お昼休みにエスセルシートで作った家計簿を見つめては

「今月遊び誘われても使えるお金…5千円しかない…はぁ

…」ため息の毎日でした。さらに辛かったのは三連休やボ

ーナスの時期。 

 

 



わたしに遠出をするお金なんてあるはずもないので家で大

人しくするしかなかったのですが、そんな時にインスタグ

ラムを開くのはどこまでも憂鬱でした。 

 

 

「わーーアフタヌーンティー行ってる…お洒落なワンピー

ス着てホテルでお茶いいな……」「新幹線で大阪行ってる

…めっちゃ楽しそう…」 

 

 

楽しそうな光景が次々に目に飛び込んできて、画面の向こ

うの皆がどこまでも羨ましかったです。 

 

 

ほんとうは羨ましくていいなぁいいなぁって思っているの

に、だんだん自慢しているように感じて苛立って妬んでム

カついて、悔しい気持ちで溢れてました。 

 

 

家でポツリといるわたしとは打って変わってどこまでも休

日を謳歌している友人を見るのが悔しくて悔しくて堪らな

かったのです。 

 

 

 



いいなー。いや、別にそんなんいいもん 

いいなー。いや、別にそんなんいいもん 

わたしはどこまでも嫉妬していたのです。 

 

 

お金さえあれば、わたしも皆のようにオシャレしてお粧し

して素敵な空間でケーキセットのアフタヌーンティー堪能

して写真撮ってキャッキャして楽しく過ごせたんだろうな

ぁ。 

 

お金があればもっと休日を楽しめただろうになあ。20代前

半の今が一番輝いている歳だっていうのにわたしはこんな

無駄な時間過ごして何してるんだろう。。 

 

 

「お金さえあればなあ」この気持ちが寝ても覚めてもどこ

までも止まなかったです。 

 

 

お金が人生の全てじゃないけれど、お金で解決できること

がたくさんあるのが資本主義の現実です。 

 



それでも「お金は全てじゃないよ」という人は、お金がな

いことで他人を羨み妬み、そんな自分をたまらなく嫌にな

る経験をしていないから言える言葉だと思っています。 

お金がないということは、どこまでも自分を嫌いになる要

因でもあるのです。 

 

 

ここだけの話、大学時代に仲の良かった 6人グループの誕

生日会が続いた時はお金が用意できなかったわたしは強行

突破に出ました。 

 

 

何かというと、会社に内緒で週末バイトに出掛けたので

す。◯ゾーナ川崎の◯ックカメラで学生時代にしていた携

帯のバイトをしに行ったのです。 

 

 

平日の疲れを引きずって早朝から電車に乗り、朝から夜ま

でぶっ通して働いてお金を稼ぐという、総務部員の一員で

あるわたしはバレたら終わりです。 

 

 



しかも自分の部署のマネージャーが川崎に住んでることも

ありバレたらどうしよう…ってどこまでも怖かったです

ね。 

 

 

何よりバイトを卒業して会社に入ったのに、お金がなくて

またバイトしている自分の姿が惨めでどこまでも自分自身

が嫌になりました。 

 

 

お金で幸せが買えるとまでは言いませんが、お金がなけれ

ば多くのものを失います。 

 

 

自尊心も、自信も、人を褒める心も、無垢で純粋なキレイ

な心も全て失ってしまいます。 

お金のない人生は、思ってる以上に地獄です。 

 

 

ある調査では夫婦喧嘩の 7割が金銭問題と言われてます

が、お金がなければ仕事で疲れて帰ってきた旦那さんと自

分とでお金関係で揉めてうるせーなーって言われて最悪不

倫されるかもしれません。 

 

 



でも自由に使えるお金があれば、まずお互いイライラする

時間は果てしなく 0になりますし旦那さんが喜ぶ料理を食

材費気にせず色々作ったらなんとも幸せな食卓になりま

す。 

 

子供に対しも万が一いじめに受けた時、根性論で学校いき

なさい。ではなく弾丸で旅行に行って世界は広いんだよっ

て色んな体験価値によって気づきや勇気を与えることがで

きます。 

 

 

わたしは結婚しても出産しても子育てしても何歳になって

も自分がやりたい事はやりたい。我慢して生きるのはい

や。一度しかない人生思い切り色んな体験経験して人生を

謳歌したい 

 

 

お金がない苦しみを味わったからこそ人一倍この気持ちが

強くなりました。なのでわたしはお金の自由を得たいと思

うようになりました。 

 

 

この会社でもう一つの自由が欲しかったのは人間関係の自

由です。 



 

 

この会社は、全国に 6カ所位営業所があり東京は新宿に本

社、調布にどでかいテクニカルセンターが 3つありまし

た。 

 

 

新入社員はわたしのみ本社だったので、同期が一人もいな

かった事と配属先が総務総務人事課だった事がわたしの精

神をどこまでも追い込んで行きました。 

 

 

総務部の構成は、 

男部長（50後半）男マネージャー（50後半） 

男サブマネージャー（40中盤） 

男主任 1（30後半）男主任 2（20後半） 

女性事務 1（40後半）女性事務 2（30後半） 

見事なフルベテラン勢。 

 

 

ここで教えられたことは「0ミス徹底」「質問は 3度ま

で」とにかくこれを叩き込まれました。 

 

 



わたしはすぐに卒なくこなせるタイプではなく慣れるまで

時間がかかり、要領を掴むのがとにかく遅いので序盤から

完璧を求められることは鬼畜でした。 

 

 

総務部なので勤怠集計作業が必須で、これが地獄の代表格

ともいえる業務内容でした。 

 

 

合計 800枚の勤務シートの記入チェックを一枚一枚し、尚

且つエクセルデータで集計することは 0ミスなんて不可能

中の不可能。 

 

 

細かい作業がただでさえ苦手なわたしはミスの連発、その

たびに大量の付箋で返ってきて、これなんの数式だっけ…

って疑問になっても中々質問しにいけない 

 

 

ミスすれば怒られるし、聞いたことを必死にメモしても業

務に慣れてないので分からない事は次々と出てくるのが現

実。なのに質問をしに行くことはダメだと教え込まれてい

るからただただ時間ばかりが過ぎていく。 

 



とにかく居心地が悪くて常に緊張状態の毎日でした。そん

な中、会社に絶望し反抗的な態度を取り始めてしまったき

っかけはボーナス査定面談でした。 

 

 

その場には管理本部長、部長、マネージャーがいました

が、配属されて 2〜3ヶ月のわたしにマネージャーはこう言

いました。 

 

 

「岡田さんの 100%は周りから見ての 100%じゃない。全部で

きている状態が当たり前。0ミスがスタートライン。一つ

でもミスすればマイナス。評価されたいなら圧倒的な成果

を生み出すこと。とにかく一つもミスしないの当たり前だ

から」 

 

 

部署に配属されて数ヶ月目、まだ右も左も分からない状態

でも必死に毎日取り組んでいた夏、ぼそっと嫌味混じりな

表情をして彼は無造作に言い放ったのです。 

 

 

わたしは、毎日心の拠り所が 0状態で自分を励ましながら

仕事に全力で取り組んできました。 



 

 

しかし努力を何一つ評価されず、やる気を根こそぎ取って

いくだけのマネージャーをわたしは憎しみの感情で心が支

配されどうにかなってしまいそうでした。 

 

 

机の下で手をギュッと握りしめて、泣くな泣くな泣くな、

必死に悔し涙を抑えながら「今のわたしにはこれで限界で

す」やっとの思いで出てきた言葉がこれでした。 

 

 

しかしそんなのはお構いなしに「それをやるのがさあー」

といってきた瞬間心の中で張り詰めていた気持ちがプツン

と切れて、どこまでも涙が出てきてしまいました。 

 

 

心の逃げ場が常になくて、今にも崩れ落ちそうだった気持

ちが凄まじい勢いで崩れて行きました。 

 

 

 

「なんだ。こうなるなら仕事なんて頑張っても意味ない

や」 

 



 

私はそう思いこの日を境に反応的になっていきました。業

務中にネットサーフィン三昧でひどい時は日中の 7割何も

しませんでした。 

 

 

しかし勤務態度が著しく悪くなればなるほどに総務部内で

は浮いて、距離が生まれ、陰口を言われどこまでもわたし

は孤独になりました。 

 

 

さすがに耐えられないなって思って転職活動をし始めたら

PC画面を見られてそれが会社にバレて大問題になり一時期

解雇処分を予告された時もありました。 

 

 

業務中に業務外のことをしたわたしが悪いのは重々承知し

てますが、それくらい気を紛らわさないとどうにかなって

しまいそうなくらいその空間に追い詰められてたんです。 

 

 

ますます部署内でのわたしに対する風当たりはひどくな

り、本人目の前で「あれはないっすよねえ」と 30後半の主

任に言わたときは涙がぽつりと流れ号泣してしまいまし

た。 



 

 

止まらない涙を止めてくれる人やわたしの味方なんてのは

ひとひとりいない。常に 0ミスを求められてシーーンとし

た堅苦しいオフィスの中で手を差し伸べてくれる人は誰一

人としていない。 

 

 

とても苦しかったです。 

引くほどにデスクで大泣きする光景は本当にカオス状態で

したね。 

 

 

「充分頑張ったよ」自分に言い聞かせて涙を抑えようと思

うほどに無様な姿があまりにも惨めすぎて涙は止まらずト

イレで 2時間泣き続けました。 

 

 

ひどい時は週 5でデスクで号泣。漫画の世界かと思うくら

いに地獄の人間関係、地獄の労働環境で、まるで生きた心

地がしませんでした。 

 

 



この時期はストレスによる吹き出物で自信は消えて、なん

で頑張りたい気持ちを後押しする気持ちがないんだろうな

んでいつも嫌味やマイナス発言ばかりしてくるんだろう。

本当はもっと生き生き仕事頑張りたいのにって思ってまし

た。 

 

 

楽に仕事がしたいなんて気持ちは一切なくて、仕事が辛く

ても大変でもいいから「自分らしさを出せる環境で全力で

仕事に向き合って一生懸命働きたい」と言うのが純粋な願

いだったのです。 

 

 

しかし毎日歳の離れた上司たちに指摘や注意を受けるたび

に、自分はダメダメなんだな、出来損ないなんだな、何や

ってもだめだと自信はどこまでも消えていきました。 

 

 

入社当初はいろんな人から「岡田さんは明るくて元気でま

るで太陽みたい！！」と言われていたのに、最近人が変わ

ったみたい…という声が届いた時は悲しくなりました。 

 

 



週末は家でボーっとしながら「今の自分は職場でキラキラ

輝くわたしとは程遠いなぁ」と思うほどに大手で働く友人

を思い浮かべて惨めな気持ちでいっぱいになりました。 

 

 

本当は頑張りたい。しかし人一倍ある意欲も情熱もどこま

でも消え失せて無気力になってしまった。自分の一番の魅

力である長所までも知らず知らずのうちに会社に吸い取ら

れて短所ばかりの人間になってしまった。 

 

 

劣悪な環境下で 2年半過ごしたことで、最悪な人間関係が

自分に与えるダメージの強さや自分をどこまでもダメにし

てしまう恐ろしさをどこまでも思い知りました。 

 

 

当時の理想は、毎日明るく元気に笑顔で挨拶をして 1日が

始まり、日中は誰よりも一生懸命仕事をして自分の努力が

会社の繁栄に少しでも繋がれば幸せだなって思ってたので

真逆の姿をした自分が嫌で仕方がなかったです。 

 

 

自分らしさを発揮して仕事を頑張りたい。 

仲間と情熱持って仕事に取り組みたい。 

努力が評価される環境で働きたい。 

 



 

これが人間関係の自由がどこまでも欲しいと思った背景で

す。 

 

 

転職先のリクルートでは「時間」と「心身」の

自由が欲しかった 

 

 

お金と人間関係で苦しんだこの会社は入社半年目ですでに

逃げだしたいと思っていました。何度も憎しみ、悔しさ、

葛藤、心が押しつぶされそうになり他の会社に今すぐにで

も逃げたかった。でもすぐには辞ませんでした。 

 

 

なぜ転職しなかったかというと「全ては 3年後幸せなお嫁

さんになるために」の今だったからです。 

 

 

しかし事件は起きます。当時は誰もいない朝 7時に会社に

行っていた事で各部署の部長陣や上席と仲良くなりご飯に

行くようになりました。 

 

 

そこで社内外の裏話を聞くようになって知ってしまったの

がこの事件の真相です。 



 

 

お金がある人こそ高確率で不倫をしている、社内という身

近なところでも不倫が蔓延っていた事を知ってしまうので

した。 

 

 

人一倍結婚に対して理想を思い描いて生きてきたわたしに

とっては衝撃的な事実すぎて、この時ばかりはどこまでも

落ち込みました。 

 

 

同時に「専業主婦になってもし不倫されたら立場上何も言

えないし、離婚なんてしようもんならわたしは確実に破滅

の人生を歩むことになる」そう思いました。 

 

 

この時にはじめて未来の自分が「自分で稼ぐ力がない事へ

のヤバさ」を本当の意味で感じたのです。この出来事が、

心からキャリアを築こうと思ったきっかけです。 

 

 

そこから半年近くは、仲良い上席などのご紹介で 6か月で 



50人くらいの経営者の方にアポイントを取ってキャリアの

相談したり視野を広げることをしました。 

 

 

なんでそんなことしたの？というと、大それた行動をしま

くらないとちょっとやそっとのことじゃ人生は変えられな

いって思ってたんですよね当時は。 

 

 

「レベルの高い人の周りにはレベルの高い人が集まる」 

「レベルの低い人の周りにはレベルの低い人が集まる」 

 

 

これはよく言われてる言葉ですが、「わたしは絶対にレベ

ルを上げる人生を歩みたい」だから圧倒的にレベルの高い

人に囲まれる必要があると思い友人の遊びも返上してア

ポ、アポ、アポの毎日でした。 

 

 

そしてその時に出会ったリクルート出身の 31歳会社経営者

との出会いでわたしは本気で人生と向きあうようになるの

です。 

 

 



この Nさんは転職支援事業をしていたので半年近くわたし

のサポートをしてくださりわたしはノート 5冊以上にもな

るほどに自己分析を繰り返しました。 

 

 

「本当は自分はどうなりたい？」 

「本当は自分はどんなライフスタイルを得たい？」 

「自分の長所は？強みは？何をどうしたい？」 

 

 

果てしない洗い出しをした結果、わたしは結婚しても子育

てしても自分で稼いで精神的にも経済的にも自立して楽し

く後悔なく生きていきたい 

 

＝「独立したい」という答えが出ました。 

 

 

そうして死ぬ気で転職活動をした結果、見事年収 120万

UP、天下のリクルートに内定を頂きました。 

 

 

3年契約でここを通過した先の自分は、確実に思い描いて

いる自分像になってるぞ、そう思っていました。 

 

 



しかし待ち受けていたのは、地獄の労働地獄、地獄の鬱

病。リクルートでは「時間」と「心身」の自由が欲しい、

そう思ってたった半年で 400万をどぶに捨ててしまいまし

た。 

 

 

2019.10月。 

新宿センタービルに出社し始めて 3ヶ月が経ちました。 

 

 

平均年齢 27歳の職場環境は、どのメンバーも前向きな思考

前向きな行動。いつも要領悪いわたしを上へ上へ引っ張っ

ていってくれて何一つ文句のない人間関係でした。 

 

 

文句がないどころか、人として素敵すぎる人たちで溢れか

えっていていつも学びと刺激を受ける日々でした。 

 

 

お給料も毎月 30万近く振り込まれ、前職の 2倍でしたから

お金のストレスは皆無になり何不自由なく暮らせていまし

た。 

 



しかしわたしは周りが優秀過ぎるが故に追いつくことに必

死になり過ぎて、過労と心身ダメージをこの上なく受けて

いってしまったのです。 

 

 

同世代のメンバーは、本当にレベルが高くて優秀でした。

突発的に全体 mtgやるよー、この発表してってなっても誰

一人躊躇しない。 

 

 

理解力の速さ、頭の回転の速さ、アウトプットの質が高す

ぎてすぐプレゼンってなっても卒なくこなすシーンは毎回

しんどかったです。 

 

 

頭の回転が悪くて理解するのに人一倍かかるわたしは全然

ついていけない…そこで努力の天才になるしかないと思っ

て朝誰もいない 7時から 22時まで人 3倍会社にいて仕事を

し続けたのです。 

 

 

「ゆりやん帰りなー！」と言われても「はい！」と言って

残り続けたり「週末 PC持ち帰り禁止ー！」と言われてもこ

っそり持ち帰って作業して週明け怒られたり何回も繰り返

しました。 

 



 

頭おかしいやつだと思われるかもしれませんが、それくら

い頑張らないとわたし取り残されるよ…という恐怖でいっ

ぱいだったんです。 

 

 

自分のキャパは遥かに超えていましたがそれでも「３年後

独立したいから」という気持ちで死ぬ物狂いで仕事をしま

した。 

 

 

しかしそれでも周りも頑張ってるから全然追いつけなくて

常に劣等感の中で生きていました。 

 

 

収入が高いという事は、求められる仕事レベルも圧倒的に

上がることだと痛感したのです。 

 

 

気づけば同世代メンバー間同士の営業成績や少し後から入

ってきた後輩の存在など全てに追われて常に「やばい」

「やばい」「やばい」で頭が埋め尽くされました。 

 

 



思考は完全に冷静ではなくなって、入社して 3ヶ月目には

普通の会話さえも理解が出来なくなってました。 

 

 

無駄に緊張するようになって仕事にならないこれはどうに

かしなきゃ…と思って血迷ったわたしはある行動にでま

す。 

 

 

湘南新宿で新宿着いた朝 7時。 

新宿西口にあるセブンで、ひとり氷結を一気飲みして出社

していたのです（今だから言える話） 

 

 

完全に周りから見たらヤバい人だったでしょうけど、わた

しはどうにかして緊張する気持ちを抑えなきゃ、、どうに

かして毎日を乗り切られば…と必死でした。 

 

 

一年以上働いた感覚になるほどに毎日覚える事理解する事

こなす事が多くて、あれほど時間密度の濃い時間は後にも

先にもきっとないでしょう。 

 

 

しかし人間そんなにうまくできている生き物でもなく、あ

る朝突然ベッドから起きれなくなりました。精神が末期状

態で重度な鬱状態に陥ってしまっていたのです。 



 

 

2019年 11月 1日。 

この日を境にわたしは年収 120万 UPした企業をいとも簡単

に手放すこととなりました。 

収入を増やしたい。しかし収入を増やせばキャパオーバー

のハードワーク。ハードワークすると鬱病。鬱病が治った

らきっと収入が低いところ。そしたらまた… 

 

 

「何かを得ると何かを失う」これが会社員の宿命か、と心

底思って夢や希望すべてを失いました。 

 

 

自分がわがままなのか、自分の低レベルが原因なのか、何

を優先すべきなのか当時は答えが出ませんでしたがこの転

職先で分かったことはただ一つ。 

 

「高い給料貰っても寝ても覚めても楽しくない仕事で追わ

れる生活はどこまでも不幸だ」という事です。 

 

 



ちなみ仕事内容は◯ットベッパービューの広告営業でし

た。この店は個店だからこんな大きな媒体に載せない方が

いいだろうなーってとこにも営業しなきゃいけないのが宿

命です。 

 

 

会社に雇われているという事は「その会社の社長の理念や

方針にただただ従うしかない、その方針にいかに従順にな

れるかが出世街道なんだ」ということも併せて思い知りま

した。 

 

 

わたしは「本当にお客様のためになるもの」「お客様の人

生が確実にバラ色になる商品」しかご紹介したいと思えな

いタイプです。 

 

 

いくら営業成績ためとは言え、心に無いことを言ってオー

ナー様の心を掴んで数字を取ることが全くできなかったか

らこそリクルートでの営業はとても苦しみました。 

 

 



同時に、社長の理念や方針が全ての基盤となる会社員はわ

たしには向いてない。やりたくない事、理解できない方針

に一生懸命にはなれない。 

 

 

「自分の理念を大事にお客様を幸せにするビジネスをした

い」という自分の想いに気付きました。 

 

 

なので独立起業して今の仕事に行きついたのです。 

 

 

 

 

今の生活になって 1番幸せに感じることは 

“わたしらしさ”を大事に毎日生きられるようになったこ

とです。 

 

 

学生時代から社会人 3年間のあいだは、会社の人や友人に

「ちょっと変わってるね」とたまに言われることがありま

した。わたしは一度きりの人生だから心から自分が幸せだ

と感じる人生にしたいなと思う性格でしたが、その構想を

話すと「普通こうじゃない？」「一般的にはそれって…」

と言われては帰りの電車でわたしっておかしいのかな…と

誰にも言えず苦しんでいました。 

 



 

1社目にいた時は特に「周りになじめない」「わたしはお

かしい」を一層感じました。自分の部署の上司 7人全員か

ら距離を取られて「言うこと黙ってやれよ」って言われた

時もあります。業務効率を考えてオリジナリティを出せば

めんどくさい事やりださないでくれよと言わんばかりの表

情に何度も心が傷つきました。次第に「わたしはこうした

らいいと思う」って気持ちは邪魔なんだと認識して自分ら

しさを失っていきました。 

 

 

鬱病になって引きこもったときも迷走して苦しみました。

友人の SNSアカウントは見ないようにしましたが今度は

YouTubeで自分の好きなことをして過ごしているユーチュ

ーバーたちがとても眩しく感じました。美男美女ユーチュ

ーバのヴァンゆん、モテるクリエイターのゆうこす、キャ

バ嬢から経営者になって相沢えみりちゃん。 

 

 

ジャンルは違えど画面の向こうのみんなは笑顔いっぱいで

とにかく輝いて見えた。“自分らしく”“すきを仕事に”

の人生はどんな世界なんだろう、いいなあ、とても楽しそ

う。家で暗闇の中にいる自分とは 180度異なる姿で悲しく

なりました。 

 

 



でもこの出会いがわたしを明るい道に連れていってくれま

した。インターネットは自分らしく生きていける場所なん

だな、もっと自由に自分の心の声を出せる場所なんだな、

そう気づかせてもらいました。よくよく見ていると誰もが

知っている有名じゃない人でも”自分らしさ“を強みに幸

せそうに暮らしている人は結構存在していてとても希望を

感じました。 

 

 

とはいっても起業してからは決して順風満帆ではありませ

んでした。いきなり自分らしくっていったって右も左も分

からないから最初の頃はかなり Twitterの中で迷走して先

が見えない不安でいっぱいでした。しかもこの世界で突き

抜ける！って決めたからリクルート辞めて給料は０。貯金

もどんどん消えていって結構な焦りの中暮らしていまし

た。 

 

 

経済的にはかなりギリギリだったものの、YouTubeの関連

動画を見漁ってもどうやったら人に見てもらえる情報発信

になるのか、そして何よりどうやって最終的に売り上げを

上げていくのかさっぱりわからなかったのでプロに学ぼう

と決心してこのタイミングでかなりの自己投資で自己破産

寸前でした。コンサル代も分割のお願いをしたり…本当の

意味で死ぬ気で毎日を暮らしましたね。なによりこの先本

当に大丈夫かなと怖かったです。 

 



 

でもそれがあってお尻に火がましたし、真剣になってビジ

ネスにのめり込んでいきました。お金は無くなったけど自

分自身の成長を加速させたことでできることも増えて次第

に他の誰かの役に立てることも増えていきました。「ゆり

くまさんに出会えて本当によかったです！」と言って頂け

たときは本当に本当に心から嬉しくて泣きそうになりまし

た。そしてビジネスを通じて向上心のある人と関わると人

生の充実度はんとうに変わってきます。 

 

 

会社員の時は自分らしさが邪魔だと否定されたけどこの世

界はその“自分らしさ”が独自性であり価値になります。

インターネットはのビジネスはただ稼ぐじゃなくて、 

 

“自分が自分らしくいられる”魅力的な場所。 

“わたしらしく”が求められる場所。 

“人と違うから良いよね”って思われる場所。 

 

わたしは、自分の心に素直になり好きに囲まれて過ごせる

ようになった毎日が本当に本当に本当に幸せです。 

 

 

他人が決めた答えじゃなくて 

“わたしらしく”生きていく人生が一番。 

 

この書籍があなたの勇気になりますように。 



第１章 一生“わたしが”シンデレラ

になりやすい時代が到来 

 

「高収入の旦那さんと結婚するから♡」は超危

険な選択肢！ 

 

 

わたしは就活時期に「世界一幸せなお嫁さんになりたい」

というのが将来の夢でした。つまり高収入の旦那さんと結

婚をして専業主婦になりたいと思っていたのです。 

 

しかし今は「自分で稼げる力がない専業主婦はリスキー」

と思ってます。 

 

 

あなたはどうでしょう？ 

 

 

少し前のわたしと同じように専業主婦になりたいと思って

いるでしょうか？ 

 

 



もし思っているなら、無思考で専業主婦になる前にここで

一緒に考えていきましょう。その選択を取った未来の自分

は後悔しないかな？という視点を持ちながら読み進めて頂

ければと思います。 

 

 

今や共働きの時代と言われてますが、昭和の時代は結婚と

同時に寿退社、専業主婦で妊娠出産・育児、マイホーム購

入が女性の理想的な生き方とされていました。 

 

それは数字にも顕著に表れており、わたしが生まれる 15年

前の 1980年には全体の 65%が専業主婦でした。約 10人に 7

人ですね。 

 

しかしわたしが生まれた 1995年で専業主婦と共働きの女性

割合が逆転し 2018年には専業主婦が約 3割、共働き女性が

7割です。つまり専業主婦の割合は 10人に 7人から 3人に

なったのです。 

 

 

この時代背景としてはバブル期を経て、男性の収入低下と

物価の上昇で女性は家を守るという役割の価値観が変化し

たからです。 



 

 

それでも周りの人のうち 3人に 1人は専業主婦なんです

ね。わたしは現在 25歳で仲の良い友人は婚約していても子

供はまだなのでバリバリ働いてる友人が依然として多いで

す。 

 

 

市場調査によると、20代 30代のうち専業主婦になりたい

女性の割合は３割という反面男性のうち９割は共働きを希

望しているデータが出ています。 

 

 

この状態を砕けたイメージで表すなら、箱の中にみかんが

1つ、りんごは 9こ。箱を除いてる 10人が皆してたった一

つのみかんを狙っているような状態です。 

 

 

ここではまずは高収入の旦那さんと結婚して専業主婦にな

ることは、なかなかハードルが高いという認識を持ってお

きましょう。 

 

 



それから、年収 1000万の旦那さんなら人生華やかだ〜！と

思ってる方がいるかと思いますが、年収 1000万といっても

手取り額は 700万〜800万程度です。 

 

 

子供の一人当たりの大学費用は約 700万と言われているの

で、かなりパツパツ状態です。 

 

 

ちなみにわたしの父は恐らく年収 1000万超えてましたがめ

ちゃくちゃなお金持ちな生活だったか？と言われたら普

通。ってレベルでした。 

 

 

学生時代は、洋服代は自分で買いなさいと言われて「この

家は貧乏だ！！」と吐き捨てたくらいですからね。（本当

にごめんなさい） 

 

確かに高校受験の塾も、大学受験の予備校費用も大学行っ

ても奨学金は借りず出してもらいましたが、それでも国内

や海外旅行に家族 5人で行った記憶はほぼないです。 

 

ここでは専業主婦になることを否定しているというよりか

は「高収入な旦那さんを捕まえれば必ず裕福な暮らしがで



きるんだ！」と無思考で考えているのは危険だという話で

す。 

 

結婚して、キャリアを捨てて、家庭に入って子供できて実

際生活していから「あれ…なんか思い描いていたものと違

う…」となってからじゃ遅いですからね。 

 

 

専業主婦になるなら、壁は 2回あると思っておいた方がい

いです。１回目は子供の大学入学。２回目は定年後。 

 

 

子供の大学費用は旦那さんのお金でなんとか賄えても、定

年迎えた時の貯金は 0。歳をとったときに「おおおおなか

なかやばいのう…」ってなります。 

 

 

実際老後にお金に苦しむ世帯が増えています。大学費用も

年々上昇傾向にある影響もあり、実際高齢者世帯の４割近

くが自己破産しているような状態です。 

 

 

わたしが以前専業主婦になりたかった理由は、旦那さんが

毎日仕事で最高のパフォーマンスを出せるようにわたしは

家事や育児に専念したかったからです。 

 



 

しかし旦那さんがいくら最高のパフォーマンスを出して

も、年収 2000万近くいかなければ「自分が思い描くレベル

の暮らし」にはならないと分かりました。 

 

 

この気づきがないまま専業主婦になり 30歳すぎて「あれ…

全然理想と現実違う…」となっていたらと思うとゾッとし

ます。 

 

 

人間「後悔」しても時間を巻き戻すことはできないので、

わたしは 20代のうちから自分で稼ぐ力を身につける道を選

んで良かったなとしみじみ思っています。 

 

 

専業主婦になるとしてもわたしは「自分で稼ぐ力」は絶対

あった方がいいと思っています。 

 

なぜなら高収入の旦那さんを持つ専業主婦に多い声が 

 

「お金があるとモテるから不倫の心配が尽きない」 

「多忙で家事に非協力的でストレスが溜まる」 

「経済格差から不満があっても夫に逆らえない」 

 

だからです。 



 

わたしがキャリアを絶対築こう！と思ったのは不倫と経済

格差の心配でしたね。 

 

 

よっぽど信頼置いてる間柄なら話は別かもしれませんが、

それでも専業主婦である限り財力を握っているのは男性な

のでなにかとやりずらいです。 

 

 

「お前は稼いでないんだからさあ」 

「お前は家庭のことだけやってろよ」 

「働いてないのに文句言うのかよ」 

 

 

もしもこんなことを言われても、何も言えません。言えた

としてもギャーギャー言ってうるせーなーって言われて離

婚届出されたらとんでもない人生になります。 

 

なのでどうするかというと「お金を実際稼いでるのは旦那

さんだし…」と多くの女性は肩身の狭い思いをしてしまう

でしょう。しかしわたしはそんな人生は御免です。 

 

 



旦那さんとは対等でありたいし、何よりお金で揉めること

もしたくありません。子供にもやりたい事があればどんど

ん挑戦させてあげたいです。そうなればやはり自分で稼い

でいる状態が一番ベストだなと思うわけです。 

 

 

「なんとなく」の専業主婦街道は、一件社会で働かなくて

良くて素敵に見えるかもしれませんが、安易にその選択を

取ると高確率で後悔しかねないという事は心に留めて置き

ましょう。 

 

 

最後に、専業主婦が女性の幸せな生き方とも限らないリス

クについて実際に聞いた話をご紹介します。 

 

  

この方は 30後半の専業主婦の方です。 

 

 

周りには順風満帆でいいよねと言われるけれど、なんせ専

業主婦は「世界が狭い」「価値観が狭い」のがしんどい、

生きづらいと仰ってました。 

 

 



社会との繋がりはないので、近所や保育園、ママ友のコミ

ュニティ間の世界の中で過ごさねばならず、穏便に済ませ

なきゃいけないから我慢することが多いそうです。 

 

 

「日本は仕事第一主義だから仕事をして一人前であって専

業主婦は食べさせていただいている。家にいさせていただ

いてるから。っていう暗黙の了解みたいなのがやるせない

のよね…。それにママ友と話してると、夫に子供預けて美

容院？！夫に子供預けて飲み会？！夫に子供の病院や習い

事の付き添いしてもらってる？！毎回驚かれるし、イクメ

ンの夫は自慢に聞こえるからいい思いされないしね…育児

参加なんて当たり前なのに」 

 

と嘆いてました。 

 

 

リアルな声だなと思いましたね。 

 

わたしは自分の生き方や理念を大切に生きていきたいの

で、狭いコミュニティの中で偏った意見や常識で支配され

るのは恐らく耐えられません…。 

 

 



それはわたしが一社目にいた時、総務部勢からいじめの総

攻撃を受けた経験上思うんです。この時期に自分がどこま

でも弱ってしまった理由は、間違いなく狭い狭い「会社と

いう箱の中」で依存的な生き方をしていたからです。 

 

 

人は一つのコミュニティだけにいると、そこがこの世のす

べてだと感じてしまいます。一歩間違えると洗脳的に言葉

を受けて心に大ダメージを受けて病んでしまいます。産後

鬱もその一種です。 

 

 

なので、自分らしさを大切に生きていくという意味でも社

会との繋がりは何歳になってもなんらかの形で持つことが

望ましいかなと思っています。同時に素敵な女性として生

き続ける秘訣だとも思っています。その手段に「自分で稼

ぐ力」があると強いなと思うのです。 

 

 

この書籍を読んでいる時点であなたは自立志向の方かな？

と思ってはいますが、働かない自分を夢見ている方はここ

で一度「自分が理想とするライフスタイルは本当に専業主

婦で実現するのか」を今一度しっかり考えておきましょ

う。 

 

 

 



「会社員＝安泰！」は終わった。新時代の常識

は「個人の時代を制す者が人生を制す！」 

 

 

わたしは手取り 15万の事務職時代、この会社で一生食べて

いくのは無理だろうなと思ってリクルートに転職しまし

た。しかしリクルートも今思うと絶対安定企業とは言えな

い時代になってきているとひしひしと感じています。 

 

 

あなたは「会社員＝安心」という常識の中で日々を生きて

いますか？もし「Yes」なら時代は刻々と変化しているとい

うことをまずは知りましょう。 

 

 

そしてこの先の時代「会社員は絶滅危惧種扱いになってい

く」そんな未来が確実に来ることをしっかり把握しておく

必要があります。 

 

 

現実を見て見ぬ振りをすればするほど、数年後、数十年後

に「そんなの聞いてないよ…」「嘘でしょ…」と痛い目み

ることになるので、まずは知らないを知ることが非常に重



要です。 

 

 

では、これまでの時代とこれからの時代がどう変わってい

くのかをお話ししていきます。 

 

 

何がどうなるのかを簡潔にお伝えすると、 

企業が会社員を抱えるビジネスモデルは「企業側にとっ

て」メリットがなくなりました。企業にとって会社員は必

要じゃなくなってしまったのです。なので会社員＝安定は

非常識の時代に突入しているということです。 

 

 

はて？と思っていることかと思います。ここでは「なんか

やばそうだな、、本当に他人事じゃなくなりそうだぞ。」

とやんわり思って頂ければ大丈夫です。 

 

 

では順を追っていきましょう。 

現在の日本では９割がサラリーマンでほとんどの人が給料

を貰って生活しています。サラリーは英語で salary（給

料）マンは英語で man（人）。給料を貰う人の事ですね。 

このサラリーマン体系は高度成長期からなのでここ数十年

の歴史しかありません。 



 

 

以前の日本は、自営業が当たり前でした。 

江戸時代なんかは、歴史的にイメージつきやすいんじゃな

いでしょうか？酒屋、魚屋、肉屋、問屋、銭湯、全て個々

人でお店をやっているのが世の中の当たり前であり常識で

した。 

 

 

しかし 1945年には第二次世界大戦が終わりここからサラリ

ーマン組織体系になっていったのです。 

 

 

敗戦した日本はアメリカの基地になってました。GHQのマ

ッカーサーが日本の政府の上で権力を牛耳ってたわけで

す。 

 

 

当時ロシア中国の支援を受けていた朝鮮 VSアメリカの朝鮮

戦争がありましたが、日本はアメリカの基地だったので武

器や弾薬、車の製造や兵器の修理など様々な特需がもたら

されてました。 

 

 



わかりやすく言うと敗戦で国は不景気だったけど、日本は

アメリカの支配下にいたので戦争で使う武器を作ったり修

理したりせっせとアメリカのお手伝いをしていたので経済

が回っていった、景気が回復していったというイメージで

す。 

 

 

これがあって、日本は第二次世界大戦で敗戦して日本中が

焼け野原になったというのに昭和 30年代、驚異のスピード

で経済大国へと進化していったのです。 

 

 

敗戦で何もないので、食べ物はじめとして景気が回復する

ほどに「モノ」を作るほどに売れる流れができていきまし

た。作る→売れる→作る→売れる。 

 

 

例えば今じゃあるのが当たり前のテレビ、洗濯機、冷蔵

庫、テレビ、ベット、車、の生活必需品なんかもこの時代

は飛ぶように売れていったわけです。 

 

 

なんだこの便利なものは！！人々は「モノ」に価値を感じ

て欲しがります。なので企業は「モノ」を大量に安く作っ

て大量に売れる構造を作りました。 



 

 

これがいわゆる 1950年代〜1970年代におこった高度経済

成長期です。キャッチコピーが「大量生産大量消費」時代

ですね。これがサラリーマン体系が誕生した背景です。企

業側は「大量にモノを作って売るために」従順な軍隊（サ

ラリーマン）を揃えることを考えたのです。 

 

 

それが新卒採用で同期 1000人採用のビジネスモデルの誕生

だったり、入社から定年まで働かせる終身雇用の誕生だっ

たわけです。 

 

 

当時は企業がモノさえ作れば飛ぶように売れていったの

で、売上の一部が会社員の給料に反映されることから「会

社員＝安心安泰」が保証されていました。 

 

 

そしてもう少し掘り下げた裏話をすると、日本の教育体制

というのは、政府や企業が従順な軍隊作りたいと思い戦略

的に作られたものなのです。（大元は日本を支配下に置い

ていた GHQの指示で） 

 

 



それが、小中学校で良い点数を取ることが偉いねだった

り、いい高校に入りいい大学に入ることが会社で勝ち組に

なるチケットだったり、いい会社に入って定年まで汗水垂

らして勤め上げることが王道の生き方であるとモデリング

したのです。 

 

 

この価値観や常識を幼いころからわたしたちに植え付けさ

せてサラリーマンの大量生産を行いました。 

 

 

そうして国を牛耳る権力者たちは「会社員は安定、会社員

は美徳」これを世の中の常識にさせてたくさんの軍隊組織

を作り出して日本を経済大国にしてきました。その結果が

サラリーマンが 9割の世の中です。 

 

 

郷に入っては郷に従えという言葉があるように、日本とい

う国にいる以上「いい暮らしするにはいい企業に」「いい

給料もらうにはいい学歴を」が常識なので皆必死に勉強し

ます。「作られた常識」に何の疑いも持つこともなく勉強

が嫌いなわたしも受験期には嫌々塾に行って必死に勉強し

ていました。 

 

 



しかしこの「会社にとっての都合の良いビジネスモデル」

が崩壊しているというのが今の今起こりだしているので

す。そしてここがこれから個人の時代がやってくるという

本質的な部分です。 

 

 

なぜかというと、もう大量生産大量消費の時代が終わった

からです。見渡す限りどこの家庭を見ても今じゃ「モノ」

自体は溢れかえっています。 

 

なので今はどうなったかというと多くの人が「わたしにあ

った」モノを求めるように変化しました。 

 

 

例えば、わたしが中学生の頃はガラケーしかありませんで

したが、高校に入った頃は iPhoneが登場しました。iPhone

デビューです。 

 

 

しかし大学に入り、付き合っていた彼氏が Xperiaを持って

いたのでわたしも同じのがいいと思って Xperiaにしまし

た。でもやっぱり「わたしには」iPhoneがいいと思って

iPhoneにしました。 

 

 



バックのブランドも、PRADA、イヴ・サンローラン、トリー

バーチ、ケイトスペード、コーチ、その他にもたくさんあ

ります。しかし「わたしには」安すぎず高すぎない自分に

合ったトリーバーチがいいなと思って買っています。 

 

 

今通っているスポーツジムも、最寄駅には８つ以上スポー

ツジムがある中で「わたしには」ここがいいと思って入会

しました。ウェアラブル端末を使用して、最新の洋楽がガ

ンガンについて、コーチ付きのこのジムが「わたしには」

いいなと思って週 4で通っているのです。 

 

 

要は、個人の消費行動がモノから「わたしにあったモノ」

に変わったのです。へーーって思うかもしれないですがこ

こがサラリーマン時代が終わってしまう肝です。 

 

 

「わたしにあったモノ」ってつまりは「個人のニッチな需

要」です。これに対して大量生産は不向きなのです。100

人いて 100人欲しいものが異なれば大量に生産できないで

すからね。 

 

 



なのでこれからの時代は、大量にモノを作って売るビジネ

スモデルは適さないので「会社にとって」大量の軍隊は必

要じゃなくなるというわけです。 

 

 

今まではマニュアル通りに動いてくれる軍隊が重宝されて

いたけれど、むしろそれは全てロボット、AI化できる時代

になってしまったので企業は肉体労働は機械に任せて人間

には知的労働を求めるように変わりました。 

 

 

「企業にとって」大量の軍隊はもはやメリットがない、だ

から終身雇用も崩壊しているのです。 

 

 

例えば、 

ホンダ自動車は 2002年から年功序列制度を廃止 

日立製作所は 2014年から年功序列制度を廃止 

日産自動車は 2004年から年功序列制度を廃止 

パナソニックは 2015年から功序列の給与体系を廃止 

ソニーは 2015年から人事制度を変更で年功序列制度を廃止 

 

戦後の高度経済成長期における労働力の確保のために創り

だされたといわれる終身雇用制度と年功序列制度は、グロ



ーバル化の進む現代の日本では通用しないシステムだと言

わんばかりの大企業の制度改革です。 

 

 

数年前から Yahoo! JAPANも新卒一括採用を廃止し通年の経

験者採用になっています。優秀な人材なら中途採用、人員

確保なら人件費のかからない外国人採用が「企業にとっ

て」いいですから。 

 

 

企業は、もはやただモノを作る人、言われたことをこなす

軍隊ではなく「クリエイティブさ」「オリジナティ」を生

み出す人間特有のスキルを求め出したのです。 

 

 

そうなると新卒を採用する必要は限りなく 0になるとも言

えます。新入社員は、知識もスキルも何もなく入社して 3

年は利益をもたらすどころが会社にとってはコストである

存在ですからね。 

 

 

日本の 5年先をいくアメリカは新卒採用は限りなく 0に近

く、Apple、Google、Facebook、Amazon、いわゆる GAFAは

元々能力が高く知識、経験を積んだ即戦力の人材のみの採

用です。 

 

 



つまりこれからは「個人の専門家」が活躍していく時代に

なるのです。へーじゃあ新卒の子は大変だねとここで人ご

とに思っている人は非常に危険ですよ。 

 

 

 

大手が年功序列廃止にしている意味は「専門スキルがない

人はこの先会社に必要ないです」という意味です。専門ス

キルのない人の仕事は消えます。代わりに超優秀な AIロボ

ットがゼロミス、最速スピードで仕事をこなして会社に貢

献しますからね。 

 

 

 

そして社内で専門スキルがある人も危機感を抱く必要はあ

ります。なぜなら「会社にとって」絶対必要な存在とも言

い難くなっているからです。現在企業の大型外注化があち

らこちらででてきています。 

 

 

例えば車の新型車開発は、国家の機密情報レベルで少し前

まではそのメーカーの社員にならないと企画も設計図もデ

ザインも携われなかった程です。 

 



しかし今はフリーランスがプロジェクトチームを組んで大

企業からお金を募って開発するようになりました。世界の

EV（電子自動車）ベンチャーがその代表例です。 

 

 

今はネットで優秀なメンバーを集めることができるので

「クラウド型の仕事」が非常に増えてきています。 

 

 

クラウド型の仕事とは、例えばある製品を作るプロジェク

トやりますよ〜となったときにクラウド上で優秀なデザイ

ナー、エンジニア、営業マン、経理が集まり企画から発表

まで全てクラウド上で完了し１つの製品を作り上げていく

スタイルを言います。 

 

 

これまでは組織の中でしか完結できなかった仕事がインタ

ーネットの普及により全てオンライン上でできるようにな

ってしまったのです。 

 

 

このように個人で活躍している人たちは大企業にプロダク

トやサービスを提案することもあれば、反対に大企業が組

織内社員にではなく個人で活躍している優秀な集団に大き



な案件を発注する、そんな働き方がもう既に出ているので

す。 

 

 

これが一般的になれば、確実に会社の軍隊、つまりサラリ

ーマン＝会社員は企業側にとって必要なくなります。「企

業にとって」必要な時に必要な超優秀なエキスパートを集

めて仕事依頼したほうがコスパがいいですからね。 

 

 

耳が痛くなる話かもしれませんが、この先の人生を豊かに

過ごしていきたいのであれば世の中の動きをしっかり把握

しておくことが本当に大切です。 

 

 

軍隊的な生産組織から遊軍的な生産組織へと生産の常識が

根底から変わるために、組織型サラリーマンは日に日に必

要ではなくなっていく、この危機感をしっかり持つことが

30歳を過ぎても後悔しない人生を歩むコツです。 

 

 

企業は常に「企業にとって」なにがメリットか？「企業に

とって」なにが都合いいか？を考えています。企業にとっ

ての一番が変われば全ての仕組みは変わっていくのです。

そうして世の中の常識が変化していくのです。 



 

 

そして少し話は戻りますと、現在は大量生産大量消費時代

が終わり「わたしならではのモノ」＝「ニッチなモノ」が

需要を増してきていると話しました。 

 

例えば、大量生産大量消費時代は 5人中 5人がみかんが好

き！となればみかんを大量に作って売れば企業は儲かりま

す。 

 

 

しかし今は、Aちゃんはみかんが好き、Bちゃんはりんごが

好き、Cちゃんはいちごが好き、Dちゃんはマスカットが好

き、Eちゃんはキウイが好き「わたしはこれが好き！」が

皆見事にバラバラなので、一つの果物を大量に作っても余

ってしまいます。 

 

 

なので資本力が武器の企業がやりにくい時代になってい

て、むしろみかん専門店、りんご専門店、いちご専門店、

といった個人が活躍するようになってきているのです。 

 

 

「わたしならでは」に対応できる個人が圧倒的に有利であ

り活躍する時代になっている、ここをしっかり把握しまし

ょう。個人で稼ぐスキルがない人とある人とでは完全にこ



の先二極化していきます。危機感がない人の未来は絶望的

でしょう。 

 

 

ここで抑えておきたいことは 

 

会社員が安定だった時代は終わった 

これからは個人が確実に活躍する時代 

 

ということです。 

 

 

古い常識に囚われて会社に依存してばかりいると、周りが

知らず知らずのうちに個人で稼ぐ力をメキメキつけている

中取り残されて一気に焦るとい未来を迎えることになるの

で、ここで思考のアップデートをしっかりしましょう！ 

 

 

インターネットの発展が女性のわがままライフ

スタイルをすべて叶える♡ 

 

 

ここまでは、くどいくらいに会社員はこの先淘汰されてい



くのでこれから個人の時代が来るということを時代の流れ

とともにお伝えしました。ここの理解がなければ焦りを感

じてなかなか動き出せないと思ったので濃く話しました。 

 

 

 

この先はさらに踏み込んで「会社員の働き方は一生"わたし

が"シンデレラにはなれない」という話をします。つまり会

社員である以上「お金・時間・人間関係・心身」に４つの

自由は得にくいという話です。わたしは一部のごく限られ

た人間以外は確実に得ることはできないと思っています。 

 

 

 

現在会社員であり且キャリアを積み重ねている人にとって

聞きたくない様なテーマをお話ししていきます。ただこの

書籍は、あくまで社会の現実問題をベースに作っています

ので「ムカつくんだけど」という感情は捨てて、理想のラ

イフスタイルを得たいならここもしっかり抑えていきまし

ょう。 

 

 

 

やばいな、と思えば対策を練ればいくらでも回避できる話

なので。一番怖いのは知らないを後から知って後悔して愚

痴や不満の人生を歩むことです。まずは知らないを知った

上で最善の選択を取っていきましょう。 



 

 

 

では、質問です。 

 

あなたは、「お金・時間・人間関係・心身の自由」これらす

べてが揃っている状態である「一生"わたしが"シンデレ

ラ」になることが最も難しい難関時期はいつだと思います

か？ 

 

 

 

、、、 

 

 

 

考えましたか？ 

 

 

 

わたしが思うに「女性のライフイベント」に差し掛かった

時です。 

 

 

 

結婚して、出産して、子育てする。人生で喜ぶべきライフ

イベントの時こそが、あなたがシンデレラになるかならな



いかの分かれ道とも言えます。 

 

 

 

今が幸せな人こそ未来を軽視しているかもしれませんが、

あなたは自分の未来を本気で想像したことはあるでしょう

か？ 

 

 

 

わたしは手取り 15万 OLの時から妊娠子育てを機にお金や

時間、人間関係で絶対苦しむだろうなあと不安で仕方があ

りませんでした。 

 

 

 

ここでは「インターネットが女性のわがままを全て叶え

る」というお話をメインでしていきます。つまりインター

ネットを使ったビジネスならお金も、時間も、人間関係

も、心身も全て自由を手に入れることができるという事で

す。 

 

 

 

インターネット？なんで？ 

その話は後半でしていきます。 

まずは「会社員で生きていく道」は女性のライフイベント



において 4つの自由を得られにくい現実社会を話していき

ます。 

 

 

 

まずはお金の自由から。 

 

今の日本では、産休育児制度が整っている様に見えますが

基本的には「産休育休中は無給」の会社が多く金銭問題で

苦しむ共働き夫婦は多いです。知ってましたか？ 

 

 

 

出産手当が発生しても、妊娠する前の給料からは収入が確

実に減ります。育休前半の 6ヶ月の収入減は 33%、子供を

出産して〜1歳になるまでの期間は収入減 50%と言われてい

ます。 

 

 

 

例えば、わたしはリクルート時代 30万貰っていたので、 

育休前半の 6ヶ月は→33％減額で「20万」 

子供を出産して〜1歳になるまでは→50％減額で「15万」 

しか受け取れなくなります。 

この時点で旦那さんとの収入格差が生まれてなにかの拍子

にお金の喧嘩をしそうです、、、。 

 



 

 

さらに 1社目の OL時代は 15万だったので、この時に産休

育休を取得した場合、 

育休前半の 6ヶ月は→33％減額で「10万」 

子供を出産して〜1歳になるまでは→50％減額で「7.5万」 

しか受け取れなくなります。物凄いワラエマセン 

 

 

 

そして、若い女性ほど知らないかもしれませんが、妊娠検

診には 5〜10万かかり、全国平均出産費用は 50万円で結構

な金額が掛かります。手取り 15万 OLのまま結婚出産を迎

えていたら間違いなく切羽詰まった生活をしていたと思い

ます。 

 

 

 

仮に産休を乗り切ったとして、産後社会復帰した時はどう

なるでしょう？幼い我が子がいれば会社の制度をフル活用

してきっと時短勤務を使うことになるでしょう。あなたは

収入がどれくらい減るかを考えたことはありますか？ 

 

 

 

ない方のために、ここで少し時短勤務による収入減の話を

していきます。時短勤務による給与形態は、8時間のフル



タイムから 6時間に変われば月給制や年俸制に関わらず基

本給が 6/8に減額されるので「大体 25%」減ります。 

 

 

 

例えば、30歳になって基本給 30万になっていたとすれば

基本給 30万の 25%減額→「22.5万」になります。 

だいぶ減ってしまいますよね… 

 

 

 

残業手当、インセンティブを関係なしに給与のベースとな

る基本給だけで年収比較すれば 

年収 360万（30万×12ヶ月）の人は、 

年収 270万（22.5万×12ヶ月）になります。 

 

 

 

単純に 25%年収が落ちると 

年収 500万の人は年収 375万 

年収 400万の人は年収 300万です。 

 

 

 

毎日 9:00〜18:00勤務を 9:00〜16:00にするだけで年間の

収入はガクンと落ちてしまうのです。 



 

 

 

子供の養育費は大体 

 

未就園児 85万 

保育園・幼稚園児 125万 

小学生 120万 

中学生 155万 

高校生 135万、私立 310万 

大学国立 450万、私立文系 650万、理系 750万 

 

と言われています。 

 

 

 

ここまで聞いて、どんな未来を想像しましたか？ 

 

 

 

わたしは OLの時期に、会社員しつつの子育ては、子供を育

て上げるための人生であり「自分に使えるお金の自由はほ

ぼ皆無」だと心から感じました。 

 

 

 

常に生活費と養育費で家計簿と睨めっこし、旦那さんとの



兼ね合いもあるので自由に美容にお金をかけたり海外に旅

行に行ったりなんてのは、夢のまた夢だと感じたのです。 

 

 

 

企業にとって会社員が必要とされなくなる時代になればな

るほど、労働条件も悪くなり今より収入が減る可能性があ

ることは覚悟した方がいいかなと思います。 

 

 

 

一方でインターネットを使ったビジネスをしていれば、ど

れだけ労働したかではなくネット上で商品が売れれば自動

で収入が入ってくるので、妊娠してつわりで寝込んでよう

が、子供が産まれてバタバタしてようが言ってしまえば働

かなくても収入は入ってきます。 

 

 

 

わたしがインターネットでビジネスすることを奨める理由

はここにあります。会社員は「労働＝給料」なのでライフ

イベントを境にどんな優秀な人であっても問答無用で収入

は減ります。 

 

 

産休育休中、そしてその後の時短勤務で得られるお金は確

実にバリバリ働いていた時より減りますし、さらには得た



給料は生活費と養育費で吹っ飛びます。これじゃ一生"わた

しが"シンデレラにはなれません。それは、自分に使えるお

金の自由がないです。 

 

 

しかし個人でインターネットを使ったビジネスをしていれ

ば「自動で売れた分＝収入」になるのでライフイベントが

収入に与える影響は 0なのです。自分で稼ぐ力さえ身につ

けていれば子供ができて妊娠しようが子育てしようが収入

には一切影響はありません。むしろ頑張るほどに収入は右

肩上がりです。 

 

 

 

わたしはもっと自由にもっと素直にもっと欲張りに生きて

いきたい女性こそインターネットビジネスで稼ぐ力を身に

つけたらいいと心から思っています。 

 

 

 

では次に「会社員で生きていく道」は女性のライフイベン

トにおいて時間の自由はどうかです。 

 

 

 

これはリクルートの元ゼクシィ編集者から聞いた話をしま

す。この方はいわゆる世の中的にいうバリキャリ OLです。



しかし「子育てしながらの仕事は無理。そんなスーパーマ

ンみたいにできない。」とおっしゃられていました。 

 

 

 

ある日、子供の夜泣きをあやしながら朦朧とする意識の中

窓に映る疲れた自分の顔を見てハッとしたそうです。「幸せ

な結婚式を挙げた花嫁さんは今頃どうしているのだろう

か」と。 

 

 

 

この方自身は、産休後時短勤務でバリバリ働いてました。

しかし「時短勤務になってみると想像とは 180度異なり 15

時に退社してもまるでゆっくりできない。帰宅しても当然

休まらずゆっくりお風呂に入りたい、朝までゆっくり寝て

たみたい」と何度も思ったそうです。 

 

 

 

「時短勤務は限られた時間の中で成果を出さなければなら

ないストレスもあり、一切の自由が消えてしまった…」と

いう言葉を聞いた時はキャリア思考の女性こそとんでもな

い葛藤をしなくてはならないんだな…と愕然としました。 

 

 

 



わたしはリクルートにいた時に、朝から夜まで仕事をして

精神崩壊して鬱病引きこもり経験をしているので、時短勤

務で早く帰ってもひたすら育児、寝て起きても日中死ぬ気

で仕事、また鬱病になるだろうなと素直に思いました。 

 

 

 

働くママにとって会社に行きつつ育児をこなすことは、な

んとなく大変そうだなあといったゆるふわな想像以上にハ

ードワークだということです。そうなれば、時間の自由は

皆無と言えます。 

 

 

 

とはいっても子育てだって時期に落ち着くよ！という考え

を持たれている方がいるかもしれませんがその時期がアラ

フォー直前だとすると、わたしの 30代は我慢しなきゃいけ

ないの？と疑問が生まれます。 

 

 

 

わたしは欲張りなのでこの先どのライフステージにおいて

も自由な時間は欲しいです。仕事仕事仕事仕事仕事／育児

育児育児ではなく、仕事仕事／育児育児／趣味趣味とバラ

ンス良く自分の好きなことも取り入れた生活を過ごしたい

と思っています。 

 



 

 

従来の働き方なら絶対無理でしょ。どこのマダムだよ、と

言う話ですがインターネットを使ったビジネスなら場所や

時間に一切とらわれなくていいのでどのライフイベントで

も自由は約束されます。一生“わたしが"シンデレラ状態が

叶います。 

 

 

 

では次に「会社員で生きていく道」は女性のライフイベン

トにおいて人間関係の自由はどうなのかの話をしましょ

う。 

 

 

 

残酷な話ですが、あなたは「時短勤務をしている人のこと

を迷惑だと感じている上司や同僚」は世の中にどのくらい

いると思いますか？ 

 

 

 

、、、 

 

 

わたしの１社目の会社は 200人いたからー… 

うーん 30〜40人とか？？かな？何となくわたしはそう思っ



ていました。 

 

 

 

どうでしょう。 

どのくらいいると思いますか？ 

 

 

 

 

世論アンケート調査によれば、時短勤務者の同僚 626人に

聞いたところ「迷惑だ」と感じている割合はなんと

「43％」という結果がでました。 

 

 

 

だいたい半分。。。衝撃です。 

 

 

 

「仕事を途中で投げ出して帰るなんて、残っているこっち

の身にもなって欲しい」 

 

「子供が熱で帰る？予告なしに何度も急に帰られると本当

に迷惑」 

 

「夕方当たり前の様に帰る姿が無性にむかつく」 



 

 

 

こんな風に思っている人たちが実に 43%もいるのです。わ

たしが新卒で入った会社は 200人社員がいたのでわたしが

あの会社に居続けて時短勤務を申し出れば、約 40%の社員

＝120人がそんな風に思っている中で働かねばならなかっ

たのです。 

 

 

 

わたしは豆腐メンタルの持ち主なので、想像しただけでも

絶対耐えられません。仕事自体のストレスよりも、居心地

の悪さによる人間関係のストレスが想像以上に精神に来る

だろうなと思います。 

 

 

 

最近は働くママが増えている一方で「復帰後うつ」が近年

増えていると言われています。時短勤務の過労労働もそう

ですが「会社での居づらさ」が大きな要因です。そうなれ

ば人間関係の自由も皆無だと言えます。 

 

 

 

しかし、インターネット上でのビジネスであれば、誰にも

迷惑かけることはありません。同僚に「ごめん！これお願



いできる？」と言って嫌な顔をされませんし、子供が熱を

出しても「すみません…急で申し訳ないのですが…」と心

を押し潰して上司に話を切り出す必要もないです。 

 

 

 

どんなトラブルが起きても人に迷惑をかけずに済みます。

わたしは結構周りの目を気にしてしまう方なので、組織で

働きながらの子育てをしようものなら常に神経すり減らし

て仕事していかねばならないんだろうな…と社会復帰のハ

ードルの高さを感じてしまいます。 

 

 

 

しかし会社や組織に属さずインターネットビジネスをする

ようになった今、人間関係での悩みは本当に皆無になりま

した。誰にも気を使う必要がないので、今子供が出来て妊

娠して出産しても対人関係のとトラブルとは無縁です。 

 

 

 

インターネットを使ったビジネスをすれば、お金も時間も

人間関係も全て自由です。そうなれば心身も必然的に良好

になり自由、これでいつでも"わたしが"シンデレラ状態が

叶います。何歳になっても「自分らしさ」を大切に生きて

いくことができます。なのでインターネットビジネスは女

性のわがままライフを叶えてくれる最強ツールなのです。 



 

 

 

再三いうように女性は男性と違って、ライフイベントがあ

ります。会社員以外の生き方があることを知っているか知

らないかで 4つの自由度は桁違いで大きく変わります。 

 

 

 

わたしは今、当たり前のように月収 100万円を稼いでいた

り、20代で年収一億を目指していたり、また元年収 1500

万 OLが月収 400万を稼いでるような一般的にみたら異次元

レベルの世界の中で毎日過ごしています。 

 

 

しかしリクルートを休職中、ネットで「月収 100万」の文

字を見た時は「うさんくさ。笑」と見向きもしませんでし

た。「そんな稼げるわけないじゃん、こんな精神病むほど死

ぬ気で働いて月 30万だったんだから」常識外の世界でし

た。 

 

 

 

しかし、自分はどうしてもどのライフステージでも 4つの

自由が欲しかったので独立起業してその世界に飛び込みま

した。男性が多いイメージだったので凄く心細かったです

が…。 



 

 

 

結果的に 3ヶ月で月収 50万、その後もお願い営業 0、お客

様の方から 50万近くする商品を「買わせてください！」と

言っていただきました。 

 

 

 

は？って思う未知の金額、は？って思う未知の世界、は？

って思う未知の常識は、リクルート OL時代のわたしにとっ

ては全部非常識でとても居心地悪かったです。でも今では

その異世界が私の常識の世界になりました。 

 

 

それは、この異世界というのはインターネットの発展によ

って生み出されたものなんだ、と理解できたからです。わ

たしは知らない世界に飛び込んだことで時代にあった「次

世代の起業法」で 4つの自由を手に入れて自分の理想のラ

イフスタイルで過ごせるようになりました。 

 

 

ちなみにインターネットビジネスって聞くとあなたはどん

なイメージがありますか？わたしは「怪しい。おかしい。

こわい。」という偏見をものすごく持っていました。100人

いれば 99人は「怪しい」っというイメージを持ってるんじ

ゃないですかね？ 



 

 

 

ここでしっかり知って置くべきことは、インターネットビ

ジネスとは、「インターネットを使ったビジネス」のことを

言います。（そのまんまではあるんですが…笑） 

 

 

 

なにかっていうと、誰もが知る「Google、Amazon、

Facebook、Apple、Microsoft」これらも全てインターネッ

トビジネスですよっていうことです。 

 

 

 

ネット上でお客さんを集めて、ネット上で商品サービスの

良さを知ってもらって、ネット上で利益が出るビジネスモ

デルのことをいいます。 

 

 

 

全くもって怪しくない。 

 

 

 

そしてなぜこのインターネットを使ったビジネスをしてい

る人は月収 100万、200万、億越えといった莫大な富を築



くのかというと 

 

売上 ＝労働時間ではなく”人に与えた価値の量” 

 

だからです。 

 

 

 

例えば、イメージしやすい話をすると YouTuberのヒカキ

ン。彼は年収 12億稼いでいます。わたしのリクルート時代

の 30000倍です。意味不明な金額の差です。 

 

 

 

なぜこんなことが起きると思いますか？ 

 

 

 

、、、 

 

 

 

それはヒカキンはネットを使って、 

人々に与える価値の量がとんでもなく多いからです。 

 

 

 



もし仮にヒカキンがネットを使わず一人一人に面白い企画

を披露していたとしましょう。 

1日 1人×30日間で 1ヶ月で 30人しか見てもらえません。 

しかしネットを使ったらどうなりますかね？ 

 

 

 

彼の YouTube登録者は現在 867万人。約 900万人です。 

面白い企画を立ててそれを動画に撮って YouTubeに載せれ

ば 1日 1投稿で一気に 900万人に見てもらえます。 

毎日投稿していれば単純計算で 

900万人×30日で 27000万人に見てもらえるのです。 

 

 

 

ネットを使わなければ 1ヶ月で 30人 

ネットを使えば 1ヶ月で 27000万人 

インターネットを使うことで 900倍の楽しい時間＝価値を

提供することが出来ます。900倍です。900倍。 

 

 

 

何が言いたいかというとインターネットというのは 

多くの人にアプローチするための最強アイテムなのです。 

 

 

 



ネット上に自分の情報資産を置いておくことで場所や時間

を超えて人々に価値を最大限届けることができる。自分が

どこにいてもも何をしていても 24時間人々に価値を届ける

ことができるのです。 

 

 

「与えてる価値の量＝お金」 

 

 

なので会社員じゃ想像もつかないほどの月収、年収という

のが実現可能なのです。ここでは分かりやすくヒカキンを

例に出しましたが誰にも知られてないような一般人でもシ

レーッと月収 100万稼いでる人は結構います。 

 

 

 

以前知り合った京都在住のトヨタの社員の方は、ディーラ

ー業をしつつネットの恩恵を受けてる 1人です。SNSで企

業から送られてきた時計や服を写真撮って商品の良さを文

章にして毎月 100万以上の収入が入ってくると言ってまし

たから。 

 

 

 

ネット上に、商品レビューという名の情報資産を置いてい

るのでひとりひとりに商品の良さを伝える労力はいりませ

ん。24時間人に価値を与えている状況を作っているから膨



大な収入を得ているのです。（この方の場合広告収入） 

 

 

 

わたしもインターネットの恩恵を受けている人のひとりで

す。ビジネスを本気で学び始めてからブログや YouTube、

メルマガなどをネット上に作っていったおかげで、それを

みた方から「買わせてください！」というお声を頂けたの

です。 

 

 

 

ネットが発展している時代で、ネットを使ったビジネスを

しないということは「自ら大変な労働的なビジネスをしに

いく」ようなものです。 

 

 

 

インターネットを使ってビジネスをすれば、お金も時間も

自由度はかなり大きくなります。またネット上でお客さん

を集め、ネット上で商品サービスの良さを知ってもらい、

ネット上で売れれば人と関わる必要が無いので、人間関係

の自由もクリアです。結果心身の自由もクリア。 

 

 

 

インターネットビジネスの恩恵を受ければ、どのライフス



テージにおいても確実にお金、時間、人間関係、心身ぜん

ぶの自由を手に入れることが可能なのです。 

 

 

 

一度しかない人生をもっと自由に、もっと素直に、もっと

欲張りに生きていけるのです。 

 

 

 

第 2章 一生“わたしが”シンデレラに

なる最低条件 

 

ノーリスクノーコストビジネスをすること！ 

 

 

ここまでの話で、会社員じゃなく個人でインターネットを

使ってビジネスをすれば 4つの自由を得られる、つまり一

生"わたしが"シンデレラになれる事が分かっていただけた

のではないかな？と思います。 

 

 

 

インターネットを使ってビジネスするということは起業す

るということですが、なんと言ってもインターネットを使



った起業の旨みは、「ノーリスクノーコストだ」ということ

です。 

 

 

 

私がリクルートに入った理由は、4つの自由を得る 30歳に

なっていたかったからです。でもスキル経験を 3年間身に

つけないと独立する事はできないと思っていたので踏み台

として入りました。 

 

 

 

しかしその考えはひと昔前までの起業でした。かつては起

業するには「ヒト、モノ、カネ」が必要とされてました。 

 

ヒト→起業する仲間 

モノ→事務所や商品 

カネ→運転資金や固定費 

 

などです。 

 

 

 

まず自分が立派や事業計画がなければ一緒にビジネスをや

ろうという仲間は集まりません。商品もいきなり何を作れ

ば良いか分かりません。お金だって国や銀行から融資を受

けなければなりません。 



 

 

 

例えば、わたしがカフェを開きたい！となったら 

物件に約 300万、 

内装設備に約 200万、 

備品・消耗品に 200万、 

設備資金だけで 770万円必要になります。 

 

さらに運転資金で 100万近くかかるのでなんと初期費用で

870万円用意しなければゆりくま caféはオープンできませ

ん。 

 

 

 

融資を受けたくても、貸す側は「返済見込みのある人にし

か貸さない」ので事業計画を作り込まなくてはなりませ

ん。それでも融資を受けられるかどうかの肝は「これまで

の実績」なのでわたしみたいな凡人は確実に借りることは

できないでしょう。ノー知識ノースキルなので権利すら与

えられないのです…。 

 

 

 

万が一、事業のビジョンや理念、熱意が伝わって返済見込

みは…「これなら大丈夫か」と融資をして頂けたとしても

事業が上手くいくとは限りません。お客さんが来て売上立



たなければ赤字です。待っているのは、借金だけが残る地

獄の生活です。 

 

 

 

まさにリクスありきの起業です。リスクある人生は一生シ

ンデレラとは言い切れません。しかし今は資本金 500〜

1000万円なくても 0円で起業はできるのです。ノーリスク

ノーコストでシンデレラになれるのです。なぜならインタ

ーネット上でビジネスをすれば「ヒト、モノ、カネ」はい

らないからです。 

 

 

 

ヒトは？→わたし一人 

モノは？→ネット上で作って用意すれば良い 

カネは？→建物も備品も何もいらない 

 

 

 

厳密にいうとかかるお金は 

サーバー契約代で 12,00円＋最初だけ＋3,000円 

ドメイン取得代で 1,000円 

1,200円＋3,000円＋1,000円＝5,200円 

 

 

 



初期費用は、たったの 5,200円です。 

わたしの会社員時代の飲み会一回分で起業できてしまうの

です。 

 

 

 

そして実業で起業すれば、物件や水道光熱費や食材の仕入

れなどの固定費も確実にかかってお構いなしに数十万は毎

月吹っ飛びます。 

 

 

 

 

しかし、インターネットビジネスなら自動配信メールのメ

ルマガスタンド（月々3,300円）を使ったとしてもサーバ

ー代とドメイン全て合わせても月々にかかる費用は 5,000

円程度です。 

 

 

 

仮に上手くいかない・自分に向いてないと思って辞めても

借金を背負う心配は一切ありません。飲み会一回減らせば

良いだけです。仕入れ費用もない、原価０ビジネスなので

ノーコスト、まさにノーリスクそのものです。これは本当

に凄い時代に生まれてきたな…とネットの恩恵を受けまく

りです。 

 



 

わたしは起業って大それた事だと思ってリクルートに転職

したのにまじか、ってなりました。うつ病で引きこもりに

なって自分でどうにかビジネスできないか自由になれない

か模索していたときにこの起業方法を知った時は完全に価

値観が崩壊しました、、。やらない手はないだろうと、、。 

 

 

 

 

自分らしくこの先ずっと生きていきたいなあもっと欲張り

になって人生謳歌できたらなあと思うのであれば、「確実に

自由になるノーリスクノーコストのインターネットビジネ

スをやらない理由がない」この認識を持ちましょう。 

 

 

 

 

 

それでも尻込みしてしまう方はいるかもしれませんが、失

敗しても失うモノは一切ない、逆に上手くいけばうなぎ上

りの富や自由な生活が得られると知ったうえでそんなのい

らない！と思うのであればこのまま書籍を閉じて頂ければ

と思います。 

 

 

 



自由が欲しい、失うものはない、でも努力したくない、 

そんな方はわたしからお伝えできることはなにもありませ

ん。。。しかしノーリスクノーコストと知ったうえでとりあ

えずやってみようかな？で動く人と動かない人とではその

先の人生は確実に二極化するなとは思います。 

 

 

 

一生“わたしが”シンデレラになりたいならまずは「とり

あえずやってみるか」のスタンスを持ってやってみたらい

いのです。合わなきゃ辞めればいいのです。飲み会 1回く

らいの金額なんですから。むしろその 5千円が月収 100

万、200万や自由な自由や人間関係を生み出したら大儲

け。いつの時代も行動した人だけが自由を手に入れます。 

 

 

 

 

自分以外のモノを上手く使いこなして労働０に

すること！ 

 

 

一生"わたしが“シンデレラになるには、インターネットを

使ってビジネスをすること。実はこれだけではシンデレラ

にはなりません。 



 

 

 

何が必要かというと「インターネット上に仕組みを作るこ

と」が必要不可欠になってきます。仕組みとは、自動でお

客様に価値提供を自動で売れる流れがあるのことです。 

 

 

 

なぜだと思いますか？ 

 

 

、、、 

 

 

 

今わたしは起業の始め方だったりどうやったらお客様がフ

ァンになってくれるのかだったりどうしたら売れるレター

が書けるかなどのコンサルティングの仕事もしています。 

 

 

 

例えば、仮に SNSで「コンサルの仕事してます」という文

言だけ配信していたらどうでしょう？「あなた誰やねん」

ってなってお客様からの依頼はほぼ高確率で来ないでしょ

う。 

 



 

 

ビジネスは「お客さんを集める→売る」の公式で成り立っ

ているのでお客さんが集まらなければ自らから訪問営業で

す。ネット上で集客しに行くしかありません。必死に

Twitterなんかで無作為にフォローしてダイレクトメッセ

ージをして営業をしなきゃならなくなります。 

 

 

 

「わたしこういうものでして」まさにリクルート時代の営

業と同じです。労働集約型はつらいです。朝 10時にオフィ

スを出て夕方過ぎまでネイルサロンやエステサロンに飛び

込んで一軒一軒回る。オフィスに戻る途中も歩きながらア

タックリストを見ながら架電。休まることはなく地獄でし

た。 

 

 

 

「あっわたしくし◯ットベッパービューティーの岡田と申

しますが、オーナー様はいらっしゃいますでしょうか？」

お客様のアポイントをもらってしてヒアリング商談して契

約を取るために必死に営業です。 

 

 

 

 



ネットに仕組みがなければこれをネット上でしなくてはい

けないのです。場所がリアルからネットになっただけで

す。スーパー労働しなくてはいけないのはシンデレラには

なれません。 

 

 

 

大事なことは、お客さんを集める→売れるまでの流れをネ

ット上で完結できる流れを作ることです。つまり「ネット

上で集客から販売までの仕組みを作ること」です。これを

作れば作るほど自分が汗水垂らして働く必要はなくなるの

です。 

 

 

 

例えば、分かりやすいところでいうと Amazon。 

Amazonを知らない人はいないでしょうし、大体の方が愛用

してることかと思います。そんな Amazonの黒字化がうなぎ

上りなのは、ネット上にこの仕組みがあるからです。 

 

 

 

わたしは最近までずっと家の水道水に浄水器をつけて水を

飲んでいました。しかしジムで飲む水は家にストックして

おきたいな〜と思っていろはすの 2ℓ×10本入りと

500ml×24本入りを Amazonでポチっとボタンを押して数日

後家に届きましたしました。 



 

 

 

 

ここで考えて頂きたいのですが、わたしがいろはすの水が

家に届くまでの間で Amazonの社員はわたしに「この水…い

りませんか？」と営業しにきたでしょうか？水の質の良さ

を必死に説明したでしょうか？お会計をレジ対応で袋に詰

める作業をしたでしょうか？ 

 

 

 

してないですね。なんの労力も使っていません。 

 

 

 

 

事前に商品ページや決済フォームなどをサイト上に構築し

ていたおかげで Amazonの社員は労働 0、しかし売上は上が

る状態が発生してます。Amazonサイトを作っておいとけ

ば、お客さんは何かが必要な時に自らサイトに訪問しま

す、そして欲しいものを勝手に買っていきます。 

 

 

 

「お客さんを集める→売る」仕組みがネット上にあるから

労働しなくていい、そしてネット上に商品数が多いほどに



勝手に売れる量も増えて売上げはうなぎ上りになるので

す。 

 

 

 

第 2章で「会社員の給料＝労働時間」だと話しましたが、

インターネット上で仕組み化を作ったビジネスでは労働時

間が売上ではありません。一度 Amazonサイトを作ってしま

えば、「お客様に与えた価値の量」が肝なので労働しなくて

も売上は勝手に上がるのです。 

 

 

例えば自動で売れる仕組みを作った月は頑張って労働しま

す。仮にその月が 4月だとすると、この月は仕組み構築で

売上は 0円です。ここでは損しています。 

 

 

しかしここから異次元です。労働０で 

5月勝手に 2000円売れる 

6月勝手に 10,000円売れる 

7月勝手に 150,000円売れる 

8月勝手に 300,000万売れる 

 

 

最初インターネット上に仕組みを作る時は大変ですが、作

ってしまった後は労働 0です。寝ててもチャリンっと入っ

てきます。 



 

 

 

わたしはブログと YouTubeとメルマガをコツコツコツコツ

作っていきました。その結果 Twitterを通してお願い営業

0で 50万ほどする商品を欲しいと言われました。その時は

家から少ししたところにある温泉施設でのんびりマッサー

ジチェアで癒されていた時でした。 

 

 

 

長期目線でみたら「インターネット上で仕組みを作るこ

と」はとてもお得でしかないです。これがあればお腹に子

供ができて体調が悪くても頑張って仕事に行かずに済みま

す。家でゆっくりしていてもビジネスは成り立ちます。 

 

 

 

「お客さんを集める→売れる」この仕組みをインターネッ

ト上に来ることが本当の意味でのいつでも"わたしが"シン

デレラになれる状態です。 

 

 

 

確実にシンデレラになるために必ず ”レシ

ピ ”を持つこと！ 



 

 

わたしは「起業は失敗しても損失はないとしても才能ない

と結果でなそう、、、なんだか難しそう、、、わたしにはどう

せ無理だろうな」と思っていました。しかしこれまた違う

と知ったときはかなり衝撃でした。 

 

 

 

 

実際ビジネスを学び月収 50万稼いで分かったことは「次世

代の起業には、才能やセンスや頭の良さは一切不必要」と

いうことです。 

 

 

 

 

ビジネスをするというと難しそう、、という方はいるかもし

れませんがビジネスって結構シンプルです。なぜなら「お

客さんを集める→売る」これだけですから。これだけでビ

ジネスは成り立ちます。 

 

 

 

企業でやってることも、これを細分化してるだけの話で

す。例えばわたしの働いていたリクルートもお客さんを集

めるためにたくさんテレビ CM打ったり、決済してもらう手



間を省くために AIR PAYを開発してお店様に使ってもらっ

ていたり色んな業務が社員に割り振られてる話であって。 

 

 

 

次世代の起業法では、お客さんを集めるにも、商品サービ

スの良さを分かってもらうにも、実際売れるにも、つまり

物が売れるまでのありとあらゆる導線はすべて型やパター

ンが存在しているのです。カレーの作り方が書いてあるパ

ッケージのようにレシピが存在しているのです。 

 

 

 

わたしは昔付き合っていた彼氏が料理が苦手だったものの

カレーだけは美味しかった記憶があります。これはなぜで

しょう？ 

 

 

 

それは何の材料を集めたらいいのか、具材をどう切ったら

いいのか、どのくらい炒めたらいいのか、適量の水はどの

くらいなのか、何分煮込んだらいいのか、全部箱の裏に手

順が記されているからです。見たまんま作ってるので美味

しいカレーが作れるのは必然です。 

 

 

 



とはいえ、料理が苦手なら鍋の大きさや火力で箱の指示の

通り作っていても味が少し薄かったり濃かったり、鍋の底

が焦げてしまったりとろみがつかなかったり完璧なカレー

は作れないかもしれません。しかし何回も作っていたらコ

ツを掴んで絶品の一皿は作れるはずです。 

 

 

 

ビジネスも全く同じです。難しく感じるのは「正しいやり

方」の知識が頭の中に何もないからです。料理初心者が箱

の裏を見ずにいきなりこんな感じ？ってカレーを作り始め

ようとするから難しく感じるのです。 

 

 

 

大事なことは「お客さんを集める→売る」に至るまでの手

順や工程を一つ一つ正しい知識（型・パターン）を学ぶこ

と、そしてその通りに実践することです。何度も実践と学

びを繰り返していれば美味しいカレーが作れるように売り

上げも必ず上がるのです。 

 

 

 

しかしながら、インターネットビジネスをいくら頑張って

いても一年経っても二年経っても芽が出ない人は一定数い

ます。 

 



 

 

なぜかというと理由は明確です。彼らは美味しいカレーが

作れるパッケージ入りのカレーの箱の裏を見て料理をして

いないからです。ビジネスを才能やセンスだと思って独学

でスパイス集めからカレーを作り続けているからです。 

 

 

 

 

そりゃ運のゲームになってしまいます。かなりハードル高

いです。料理が苦手でないわたしでもカレールーを作れっ

て言われたらむりです。 

 

 

 

しかし正しい学びと実践を繰り返した結果、その通りにや

っていた結果読書感想文が死ぬほど嫌だったわたしですら

文章をここまで書けるようになりました。 

 

 

 

さらには学んだ型に当てはめてコツコツコツコツ情報発信

をしていった結果、たった数ヶ月でコンサル依頼も受ける

ようになりました。 

 

 



 

わたしはリクルートで劣等感が酷くて精神病んでうつ病に

なるくらい本当に凡人の OLでした。要領も悪いし理解力乏

しいしおまけに自信もない。。でも正しい学びと正しい努力

の継続によって成果を出せたために「起業は才能やセンス

じゃない」事を確信しました。 

 

 

 

「正しい知識」を学んで「正しい努力」をし続けることが

次世代の起業で成功するかしないかの決定的な違いなので

す。起業はギャンブルでもなんでもないのです。 

 

 

 

第 3章 一生“わたしが”シンデレラに

なる具体的なスキル 

 

『コピーライティングスキル』 

～商品がバンバン売れる技術のこと～ 

 

 

では、ここまで読んで下さった方に向けてスーパー有料級

の話をしていきます。一生"わたしが“シンデレラになるた



めの具体的な必要スキルの話です。 

 

 

 

まず、一生“わたしが”シンデレラになる具体的なスキル

の一つ目はコピーライティングです。 

 

 

 

一言でいうとコピーライティングとは「商品が売れる文章

スキル」のことです。コピーとは「言葉・広告」ライティ

ングとは「書く・文章」という意味が含まれます。 

 

 

 

覚えていただきたいのは、商品を売るにはこのスキルは絶

対絶対絶対必要。何よりも必要不可欠な技術ということで

す。なぜならどんなに良い商品を作っても欲しいと思われ

る文章が書けなければ誰も欲しいと思わないので買わな

い、故に売上が上がらないからです。 

 

 

 

人が「それ欲しい」と思う感情が動いた時に売上は上がる

ので、人の心を動かす「言葉のスキル」＝コピーライティ

ングがビジネスをする上ではなにより重要、超重要これは

確実に頭に叩き込んで知識をつけて学んでいきましょう。 



 

 

 

企業だろうが個人だろうが売上を出すには、ものを売るた

めの広告を文字で書くスキル、ものを売るための言葉を書

くスキルは確実に求められるのです。（文字じゃなくても音

声など動画でもいい） 

 

 

 

例えば、企業は自社商品サービスを消費者に買ってもらっ

たり使ってもらうためにコピーライティングを当たり前の

ように使っています。 

 

 

はやい、やすい、うまい→吉野家 

そうだ京都行こう→JR東海 

セブンイレブンいい気分→セブン 

やめられない止まらないカルビーかっぱえびせん→カルビー 

i'm lovin' it→マクドナルド 

わたしらしくをあたらしく→ルミネ 

お口の恋人→ロッテ 

今日を愛する LION→ライオン 

ONE MIZUHO 未来へお客様とともに→みずほ銀行 

愛は食卓にある→キューピー 

野菜一日、これ一本→KAGOME 



女性の 30分フィットネス→カーブス 

 

 

どうですか、耳にした言葉ばかりではないでしょうか？ 

 

 

 

これは、企業が企業や商品のブランドをイメージ化して観

た人の記憶に残すために作られた文章です。つまり売上を

上げるために、自社商品・サービスを使ってもらうための

文章スキルをふんだんに使っているのです。 

 

 

 

しかしこれだけでは、コピーライティングスキルの必要性

が分かるようでわからない…とぼやっとしている方のため

にもう少し具体的な例を話していきましょう。 

 

 

 

わたしは、大学時代にジムに通ってましたが優柔不断すぎ

てジムを選ぶまでに毎日ネットで調べてはどこにしようか

迷ってました。ぶっちゃけどこも同じじゃない？って話で

はあるんですが。笑 

 

 

 



じゃあ結局どこにしたのかというと、新宿高島屋タイムズ

スクエア 12階に入ってる bodiesという女性限定のジムで

す。なぜ数ある新宿のスポーツジムの中でここに入会した

のか。この理由はまさにコピーライティング技術によるも

のです。 

 

 

 

ここのスポーツジムのサイトを見て「1回 30分のサーキッ

トトレーニングで引き締まるボディーを作る。20分のゲル

マニウム温浴では仕事疲れで動けない人でも寝てるだけで

脂肪燃焼」といった文言が目に飛び込んできたからです。 

 

 

 

「え！なにこれ凄い！ここなら痩せられそう！それに疲れ

てる日でも通えるな！自分のお腹のお肉も太ももも削ぎ落

とされて素敵な女性になれそう！」文字によって私の感情

は動きまくりです。感情が動いたので即座にお試しのレッ

スンに申し込みました。そして入会しました。そうしてお

店の売上に貢献する事となりました。 

 

 

 

もし仮にここのジムの広告が「誰でも絶対簡単に痩せられ

る！！！」「毎日仕事帰りに素敵な身体を作るワークアウト

はいかがですか？」というライティング技術ならどうでし



ょう？どこも同じこと言ってるな〜って心は全く動かない

のでわたしはスマホの画面を下にスクロールしていたこと

でしょう。 

 

 

 

商品やサービスを買ってもらったり使ってもらうにはお客

様の心を掴めるかどうかで決まってしまいます。なぜなら

商品買うのも使うのもお客様ですからね。 

 

 

 

なので「売上を出す肝」はお客様の心を動かせる文章スキ

ルがあるかどうか、つまりコピーライティングスキルがあ

るかどうかということになってくるのです。 

 

 

 

極端なことをいうと、売上を出すことだけ考えるのであれ

ば、商品の良し悪しは関係ないです。例えば、わたしは先

ほどの話でいくとジムの広告を見て痩せそうーと思ったの

で入会しました。絶対痩せなそうだなーいらないなーと思

えばそもそも入会しません。 

 

 

 

実際に通い出すまでは本当の商品サービスの良さや効果は



分からないので、売上を出す要は商品自体の良し悪しでは

なく「欲しいと思われるかとうか」なのです。 

 

 

 

つまり「人の心が動く文章スキルで商品の良さを伝えるこ

とが出来ているかどうか」というわけです。 

 

 

 

※しかし、買って商品が悪ければクレーム勃発であのジム

最悪だったまじ効き目ない行かない方がいいよ。といった

良くない口コミが広がります。結果誰も買ってくれなくな

ってしまうので満足される商品をつくるためのスキルも必

要です。そのスキルはこの次お話ししていきます。 

 

 

 

ここでは、ビジネスを始めるなら「まずはコピーライティ

ングスキル」を徹底的に学んで使いこなしていくことが大

事だということです。これは絶対覚えておきましょう。 

 

 

 

一生"わたしが"シンデレラになりたいのであればまずはコ

ピーライティングスキルです。耳にタコができるレベルで

本当に大事なスキルなのでかなり踏み込んでお伝えしまし



た。 

 

 

 

わたしはコピーライティングのスキルを愚直に学び実践し

続けた結果、お客様から商品を下さいと言って頂き数十万

の売上を半自動的に出すことができました。 

 

 

 

コピーライティングスキルはセンスや才能と思って勉強し

ない人が多いですが、型やパターンは存在しているので後

発的に身に着けられるスキルです。 

 

 

 

4つの自由を得て自分らしく生きていきたい気持ちがある

なら、このスキルの知識を学び、実践し、その繰り返しに

よって息をするレベルで使いこしてバンバン商品が売れる

自分になりましょう。 

 

 

 

『コンテンツ作成スキル』 

～売上がうなぎのぼりで上がる技術のこと～ 

 



 

次に、一生"わたしが"シンデレラになるための具体的な必

要スキル２つめです。それが「コンテンツ作成スキル」で

す。 

 

 

コンテンツ？？順を追ってお話していきます。 

 

 

 

まずビジネスをするのであれば、商品が必要になってきま

す。例えばわたしは最近毎朝サンドウィッチ専門店に行っ

てますがこのお店の場合サンドウィッチを商品として出す

ためにハムやらレタスやらパンを仕入れて作ります。この

ように普通商品を作る場合仕入れのコストがかかります。 

 

 

 

しかしこれからお伝えするスキルは、普通ならお金がかか

って作る商品すらノーコストで作ってしまおうというスキ

ルです。しかもそれだけでなく商品を買ってもらった後お

客様に大満足してもらうというスキルです。 

 

 

 

それが、コンテンツを作る技術です。 

 



 

 

コンテンツとは「文字・音声・映像」を使って表現される

創造物のことです。例えば映画、音楽、ゲーム、コミッ

ク、小説、これらは全部コンテンツです。 

 

 

 

コンテンツの特徴は「教養や娯楽を人々に与えて満足感を

与える情報」です。 

 

 

 

例えば、わたしが大満足して太鼓判のコンテンツは誰もが

一度は見たであろう『グレイテストショーマン』の映画作

品。 

 

 

 

観たことのない人のために簡単に説明すると、主人公役の

ヒュージャックマンがどんな事があっても夢実現のために

何があってもアグレッシブに挑戦し続ける話です。 

 

 

 

この映画を観ていた当時は、手取り 15万 OLで総務部員全

員からいじめられていた時だったので毎日が地獄の生活を



過ごしていました。しかしこの作品を見たことでどこまで

も勇気や希望を貰いました。 

 

 

 

劇中に泣いたり笑ったり、ミュージカル映画でもあったの

で音楽が好きなわたしは作品の世界観に引き込まれまし

た。 

 

 

 

感動しすぎて大満足したわたしは人生で初めて同じ映画を

映画館で 2度観ました。更には仕事帰りに新宿ビックロで

ブルーレイ DVDも購入するという課金ぶりです。ちなみに

今でもたまに観てます。 

 

 

 

コンテンツ力があると、お客様は自然にリピーターになっ

て満足しながらお金をどんどん使います。（実はここだけの

話、これが個人で長期的にうまくいくためのポイントで

す。） 

 

 

 

逆にコンテンツ力がなければ「最悪これに 1500円もかけち

ゃったよ…この映画微妙だった」とわたしならインスタに



アップする事でしょう。 

 

 

 

わたしみたいな人がいればいるほど、その投稿を観た人ら

はこぞってその映画を観ない選択を取ります。そうなれば

この映画を作った会社の売上は右肩下がりになることでし

ょう。 

 

 

 

なので、コンテンツを作るスキルは非常に大切です。ライ

ティングスキルがあって商品は売れたとしても、コンテン

ツスキルがなければ長期的に成功する人にはなれません。 

 

 

 

例えば、お腹空いて美味しそうなにおいがしたからラーメ

ン屋に行ってみた。でも食べてみたら麺は硬いし塩分濃す

ぎるしで不味！！となれば遅かれ早かれそのお店はいずれ

潰れることでしょう。逆に美味しいラーメンを作っている

お店は「あーーやっぱこの味、この硬さ、これこれ～」と

言われて繁盛していきます。 

 

 

 

と言ったように長期的にビジネスを成功させたいならコン



テンツスキルを磨いていく必要があるのです。 

 

 

 

もう少しコンテンツのイメージが湧くように話をすると、

ディズニーも最強のコンテンツです。人々に圧倒的な幸せ

な時間、癒しの時間、楽しい時間を提供して最高の娯楽を

与えてくれているので。 

 

 

 

ディズニーは、どんなコンテンツがあるかな？というとラ

ンドやシーのパーク中だけではなく、ディズニー映画だっ

たりディズニーミュージカルだったりスマホゲームのツム

ツムだったり、文字・音声・映像を使ってディズニーの世

界観をどんどん作り出しています。 

 

 

 

コンテンツが良ければお客様は心が満たされて大満足する

ので、例えば「アナ雪また見たい！！DVD買う！」「今年も

ディズニーミュージカル絶対行く！」といったように勝手

に売上は上がります。ディズニー会社のオリエンタルラン

ドの業績はうなぎのぼりです。 

 

 

 



要するに、コンテンツを作るスキルさえあれば、売り上げ

は上がり続けるのです。 

 

 

 

しかし起業当初のわたしは、コンテンツなんて自分には絶

対に作れないと思ってました。なぜなら人に感動や勇気や

人の為になる創造的な何かを作るには生まれ持った才能や

センスが必要だと思っていたからです。 

 

 

 

その時は、丁度録画してあった『君の名は』を家で観てい

たこともあり、こんな人の心を魅了するようなコンテンツ

を作れる新海誠先生の頭の中は一体どうなっているんだろ

う？クリエイティブって遺伝？って思ってたのです。 

 

 

 

しかし、映画や音楽や漫画などの作品は別にして次世代の

起業法では「お客様に満足してもらうコンテンツ作りに才

能やセンスは全く持って必要ない」のです。これは後発的

に身につけられるスキルなのです。 

 

 

 

なぜなら「ユーザーにとって役立つこと」ならなんだって



コンテンツになってしまうからです。 

 

 

 

例えば、ダイエットに成功した経験があるのであれば「3

ヶ月で 5キロ痩せたコツ」をテキスト化すればコンテンツ

の出来上がりです。それは痩せたい人向けの世界に一つし

かないオリジナルコンテンツです。しかも仕入れ費用は 0

円ノーコストです。 

 

 

 

他にもダイエットを試みた主婦の話で、毎日痩せてくまで

の過程を動画に収めて商品化した結果、今では月収 100万

稼いでると言ってました。 

 

 

 

ダイエットじゃなくても「偏差値が 40→65になって大学受

験に受かった方法」を動画で教えるのだって世界に一つし

かないオリジナルコンテンツです。自分の経験や、自分の

視点が含まれているほど価値が高まります。受験合格した

い人からしたらお金払っても知りたい情報です。 

 

 

 

ちなみにわたしのコンテンツはビジネスについてです。4



つの自由が欲しいので独立したい！個人でビジネスを長期

で成功するコツを知りたい！と思ったのでその学びをベー

スにコンテンツを作っていきました。 

 

 

 

「うーん人のためになる経験なんてわたしにはないよ…」

という人は今ある悩みに自己投資をして悩みを解消したり

学べばいいのです。そしてそこで得た経験や気づきがあれ

ば文字・音声・映像にすればオリジナルコンテンツがつく

れます。しかも実体験ベースのコンテンツなので購入者は

「ここがポイントなのか！分かりやすい！」と満足してく

ださいます。 

 

 

 

コンテンツ作りにはちょっとした工夫がありますが、それ

も型やパターンも存在してるので「才能やセンスではない

よ」という話なので「わたしにはできない…」なんて言葉

は言えなくなります。 

 

 

 

お客様が満足する世界にたった一つしかないオリジナルの

コンテンツを作ってお客様も幸せ、自分も幸せ、こんな素

敵なビジネス他にあるのか？常々思っています。お客様の

満足度が高いほど売り上げも右肩上がりなるので、コンテ



ンツ作成スキルも確実に磨いていきましょう！ 

 

 

 

『仕組み化構築スキル』 

～労働力 0で勝手に商品が売れる技術のこと～ 

 

 

最後に、一生"わたしが"シンデレラになるための具体的な

必要スキル３つ目です。それは仕組み化構築スキルです。 

 

 

 

言い換えると「商品が自動的で売れるまでの仕組み」を作

るスキルのことです。 

 

 

 

これがなければ労働集約型のビジネスをすることになりま

す。なぜインターネットビジネスをしている人の中で異次

元の稼ぎを得ている人がいるのか？それは、仕組み化構築

スキルを得ることでレバレッジをかけることができるので

働かなくても稼げる状態が成り立つのです。 

 

 



 

レバレッジ？この言葉を知らない方はここでしっかり学ん

で理解した上で書籍を閉じましょう。レバレッジをかけら

れない人は、いつまで経ってもお金も時間も自由は得るこ

とができません。 

 

 

 

レバレッジとは、1の力に対して 1以上の力が返ってくる

ことです。はて？きっとこれだけじゃよく分かりません

ね。具体例をお話ししていきます。 

 

 

 

例えば、わたしの最寄駅にはイケイケのお兄さんが車で販

売してるケバブ屋さんがあります。このお兄さんは、お客

さんが来るたびにケバブを作って売っています。 

 

 

 

作る→売れる（労働 1→対価 1） 

作る→売れる（労働 1→対価 1） 

作る→売れる（労働 1→対価 1） 

 

 

1の力に対して 1の力が返ってきてます。 



翌日お腹痛くてお店を閉じていれば 

作れない→売れない（労働 0→対価 0）です。 

 

 

 

しかし、これがケバブのレシピ本を 1,500円でネットで販

売したらどうでしょう？ 

 

 

１週間で本を作ったとして、 

1日目で 1冊で売れる。 

4日目で 1冊で売れる。 

30日後にトータル 10冊売れる 

この時点で 1万 5千円の売上が出ます。 

 

 

１年後にはどうなってるかというと？ 

1,500円×10冊×12ヶ月＝18万売上がでます。 

 

２年後には 36万 

３年後には 54万 

４年後には 72万 

５年後には 90万 

 

 

仮に、最初の労働レベルが 10だとしても返ってくる対価レ

ベルは 10以上ですよね。これがレバレッジです。小さな力



で大きな成果を得られることを言います。 

 

 

 

このレバレッジをかけられる人ほど労働 0で莫大な富を築

けたり自由な時間を生み出すことができるのです。 

 

 

 

レバレッジが最強なのが分かったところで必要なスキルが

「仕組み化構築スキル」です。仕組みを作らなければ商品

が売れないか、又は売るために必死に営業しなければなり

ません。 

 

 

 

例えば、先程の話でいくとケバブのレシピ本作りました。

Amazonで出版します。ネット上には商品を置いているので

寝ててもお金入ってくるじゃん！と言いたいところです

が、有名人でもない限りは買ってもらえません。 

 

 

 

そこで Twitterやブログ、YouTubeを使って自分はこんな

人ですよ〜だとかお客様の為になる情報を配信します。こ

れを見た方が「へー面白い！為になる！」となればメルマ

ガに登録してくれます。メルマガの中でも「ほおおお



お！！！」ってメールを送ればレシピ本を紹介した時に一

定数の人は買ってくれます。 

 

 

 

メルマガは自動でメールを飛ばしてくれる機能があるの

で、一度メールを作って設定さえしてしまえばぐっすり寝

ていてもわたしの代わりにお客様に商品紹介までしてくれ

ます。決済フォームも最初に作っておけば自動で売れて収

入が入ってきます。 

 

 

 

この仕組みを作る技術がある人は強いです。自分の代わり

にブログさんや YouTubeさんやメルマガさんが営業してく

れるので自分は疲れませんし、お客様に不快な思いをさせ

ることもありません。必要な人が必要な時に買うからで

す。 

 

 

 

わたしは仕組みを作って本当に良かったなと思っていま

す。なぜならお願い営業が 0になったからです。ビジネス

当初は頑張って 1ヶ月で 90人近くの方と電話してました。

悩みはあるかどうか来る日も来る日もアポイントです。 

 

 



 

しかし今はネット上に各メディアを持ったことによって

「ゆりくまさんこんにちは！あのー…実は相談がありまし

て、。」というメッセージも多く頂くようになりました。 

 

 

 

仕組み化作りをしなければ、いつまで経ってもサラリーマ

ン的な労働ビジネスをしなければなりません。頑張って集

客して、毎回自分の良さを伝えて、、終わりなきビジネスで

す。 

 

 

 

インターネットビジネスは、レバレッジ効果があるから月

収 100万、200万、1億を稼いでいる人が存在しているので

す。自由を得たいのであればインターネット上に商品が売

れるまでの仕組みを作りましょう。 

 

 

 

コピーライティング、コンテンツ作り同様仕組み作りも才

能やセンスではありません。要領が悪くてポンコツなわた

しでも型を学んで何度も実践と学びを繰り返していたら、

仕組みを作れることがわかりました。知識を学んでコツコ

ツ実践すれば誰でも作れるのです。 

 



 

 

以上が、一生“わたしが“シンデレラになるための具体的

３つのスキルのお話でした。いかがだったでしょうか？ 

 

 

 

これら３つのスキルを身に着けることで商品は勝手に売れ

続けてお金も、時間も、人間関係も、心身も全ての自由が

手に入る状態を無双できるのです。 

 

 

 

無双するのにあなたが何歳でも関係ないのです。わたしみ

たいに才能もセンスもなくておまけに要領が悪くても全く

関係ないのです。しっかり学ぶ気持ち、実践する行動力さ

えあればいいのです。社会人になって勉強する人が少ない

からこそチャンスなのです。 

 

 

 

何度もお伝えするように、次世代の起業法は才能やセンス

じゃない。必要なスキルは学べばいくらでも身に着けるこ

とが出来る。 

 

 

低賃金の OLにも、一日中激務の OLも、自分がなりたい自



分になれていない OLも、理想のライフスタイルも得たい

OLも、みんなにシンデレラになる権利が与えられているの

です。 

 

 

 

あとはあなたがやるかやらないか、ただそれだけの問題で

す。 

 

 

 

第４章 一生“わたしが”シンデレラ

になる成功思考 

 
 

 

ここまで読んだあなたは、心の底から「もっと自由に、も

っと素直に、もっと欲張りに」一度しかない人生を生きて

いきたい人だと思っています。 

 

 

 

そしてお金を稼ぎたいだけじゃなくて、「自分らしさ」を大

切に人に優しく、愛する人に優しく、我が子に優しく、困

ってる人に優しく、そんな自分になりたい人だろうと思っ



ています。 

 

 

 

本気で変わりたい、本気で変えたい、その気持ちを持って

いる方には、わたしも本気で実現して素敵な人生を歩んで

もらいたいなと思っています。 

 

 

 

そこで最後のこの章では、確実に一生"わたしが"シンデレ

ラになるための根幹の部分を話していこうと思います。そ

れが何かというと「成功する思考」についてです。いくら

勉強してもこの思考を手に入れなくては長期の成功は実現

しません。 

 

 

 

あなたは現実がどのようにして作り出されているかご存知

でしょうか？ 

 

 

「思考」→行動＝現実 

 

 

です。 

 



 

 

よく思考は現実化すると言われてますが、頭の中で無意識

に考えていることが今の生活を作っているのです。 

 

 

 

例えば、死ぬほど痩せたい！と思ってもダイエットに成功

できない人は多いです。なぜかというとダイエットに成功

するための痩せている人の思考がきちんとインストールで

きてないからです。 

 

 

 

ダイエットの方法をいくら調べて運動を始めても、頭の中

で「お菓子は世界で一番美味しい食べ物」「世界で一番幸せ

な時間は食べ放題に行く時」といった思考があれば痩せな

いでしょう。なぜなら疲れた時に暴食したり運動後にご褒

美だといっておやつを食べまくってしまうからです。 

 

 

 

しかし、スタイル良い人は「お菓子は腹持ちいいナッツ」

「何かあっても週 4でジム」「お菓子は麻薬、身体に毒」と

いう思考だとして、それをそのまま自分の思考にインスト

ールすればどうでしょう？その考えが自分の当たり前にな

ればどうでしょう？ 



 

 

 

高確率で疲れていても、お腹が減っても、運動頑張っても

お菓子は食べないでしょう。スタイル良い人の「思考」が

自分の当たり前になれば勝手にスタイルが良くなる行動を

していけるのです。だんだん魅力的な身体を手に入れてい

けるのです。 

 

 

 

なので、厳しいことをいうと今の生活に不満な方は「成功

しない思考の持ち主」だと言うことです。なので今の生活

を変えたいのであれば「成功者の思考」をインストールす

る必要があります。インストールしたらそれを自分の当た

り前にするのです。 

 

 

わたしは手取り 15万 OLの時、給料上げてよ！と文句を言

ったり会社や上司の愚痴をひたすらに言ってました。給料

が高くて華金している友達にはどこまでも嫉妬をして、プ

ライベートも仕事も何もかもうまくいきませんでした。 

 

 

 

しかし、当時尊敬してた経営者の方に「思考変えなきゃ現

実変わらないよ」の言葉を得て成功者の思考を学び分析し



ていきました。自分の考えや基準を全て捨てて成功者の思

考をインストールしたのです。 

 

 

 

その結果、今では当時の 3.5倍の収入になり、好きな時間

に寝て起きて昼間にジム行っていたり、ありがとうござい

ます！と感謝の言葉を言われるビジネスしていたり、自分

の思い描いていた理想の自分になっていました。 

 

 

 

何より嬉しかったことは友人に「ゆりこの生き方って羨ま

しい。輝いてみえる。素敵だなぁって本当に思う。いつも

刺激をありがとう。」と言われたことです。 

 

 

 

わたしは何をしたかというと、ただひたすらに「思考」を

一生懸命塗り替えただけなのです。 

 

 

 

思考が変わるということは、常識が変わるということで

す。常識を変えてしまえば当然日常の行動も変わります。

息をするように成功者の行動をするようになるのです。是

非ここでは成功者マインドを学び現実を確実に変えていき



ましょう！ 

 

 

 

 

ステップ 1は、「やらないことを徹底的に決め

る」愚直に実行すること！ 

 

 

まず成功者思考その１は「やらないことを決める、決めた

ら徹底的につらぬく」事です。 

 

 

ここは時間の使い方についてです。 

 

 

 

これからビジネスを頑張りたいとなった時に人は新しい何

かをやろうとします。しかしその前に「やらないことを決

める」ということが先です。成功者は「必要ないことはや

らない」を徹底しています。 

 

 

 

一方成功したくても成功しない人は、成功に繋がらない事

ばかりしています。わたしもそうでした。朝は 5時に起き



ているのに、ベットの中で 1時間 YouTubeをだらだらみて

いる。通勤電車の 30分も芸能ニュースをなんとなくみてい

る。会社から帰ってきてもテレビを観たり週末はいわゆる

女子会で会社の不満大会。 

 

 

 

しかしわたしは考えたのです。「その行動は本当に成功に繋

がる事なのか？」成功してる人の思考は「成功に繋がるこ

としかしていない」こと。なので、わたしはやらないこと

を紙に書き出したのです。 

 

 

 

・朝起きて YouTubeだらだらみない 

・朝のニュースは観ない 

・朝ごはんに 1時間も使わない 

・人の不満や愚痴はいわない 

・飲み会、女子会は行かない 

・友達の連絡はできるだけ控える 

・マイナス発言する人と関わらない 

・ドラマも撮らないみない 

・芸能ニュースみない 

 

 

 

「これ全部ビジネスで成功するためには必要ないじゃん」



と判断したのです。友達の付き合いは大事、大事だけど友

達といくら楽しい時間を過ごしても人生は変わらない、現

状は変わらない、だからやらないことリストに入れたので

す。 

 

 

 

わたしは本気で人生を変えたかったので、これをやり抜い

たのです。最初は辛かったです。大変でした。今まで当た

り前のようにやってきたことをやらなくなるので欲との闘

いです。友人に対しても誘いを断る勇気が大変でした。ど

う思われるだろう？と怖かったです。 

 

 

 

しかしやり抜いたのです。成功者の思考を学び当たり前化

していったのです。そうしたことで何が起きたかというと

時間が生まれました。物理的な時間もそうですし、脳内に

も余白が生まれました。そこで初めて「さあ何しよう？」

となったのです。 

 

 

 

ここまで来れたらこちらのものです。あとは浴びるように

シンデレラになるべき必要スキルや知識を学び、パターン

を知り勉強と実践をしていくだけですから。この行動をと

って現実が変わらないわけがありません。 



 

 

 

しかしここでやらない事を決めていない人はどうなるかと

いうと、断念してしまう確率が高くなるのです。例えば今

日は飲み会参加して飲み過ぎた、、、本当は帰って勉強する

つもりだったけど「今日はまあいっか」この言葉が出てき

た時点で現実は現実のままです。 

 

 

 

きっと何かあるたびに「あとで」「また明日」「今度こそ」

と先送りにします。人間の脳みそはそんなにうまくできて

いません。あれもこれも両立できるほど立派な作りにはな

っていません。だからこそ「まずはやらない事を決める。」

のです。 

 

 

 

成功者の思考は「成長に繋がる事しかしない」これを徹底

的にまずは当たり前化していきましょう。あなたの１日を

振り返って紙に書き出しましょう。その行動は、あなたの

成長に繋がる事ですか？本当に必要な事ですか？ 

 

 

 

何もずっと結果に結びつく事以外するなというわけじゃな



いです。自分にスキルが身に付いたり、成功者の思考が完

璧にインストールできるまでのたった数ヶ月の話です。 

 

 

 

わたしは友人の誘いを断る勇気が一番大きかったです。チ

キンなので。。。当初は後ろめたさや何か言われるんじゃな

いかって怖い思いで苦しみました。 

 

 

 

しかし本気でビジネスにフルコミットした結果、今では

SNSを見た友人達が「ゆりこ…凄い…本当に尊敬する」だ

とか「わたしも本気で仕事頑張ろうってなったよ、刺激を

ありがとう！」っメッセージをくれるようになりました。 

 

 

 

誘いを断るときはどこまでも怖いけど、その先で自分が成

長すればするほど良い刺激をあたえる存在にもなれるので

す。 

 

 

 

まずは「やらない事を決める」。そしてそれを何があっても

まずは 1ヶ月徹底しましょう。 

 



 

 

週 4飲み会行ってる人なら 

一回の飲み会が 3時間だとして 

3h×4日×4週間＝48時間 

1ヶ月で 48時間勉強する事ができます。 

 

 

 

本当に必要だと思う事にコミットすると、着実に現実は変

わっていきます。 

 

 

 

まずは紙に書き出してみましょう。 

その行動は、本当に必要ですか？ 

 

 

 

ステップ２は、「自分の成長に自己投資」自由

を手に入れたいならまず学ぼう！ 

 

 

次は、お金の使い方です。成功者はお金の使い方が皆共通

です。つまり同じ思考を持っています。それは「学びへの

自己投資」が当たり前思考です。 



 

 

 

お金には、消費・浪費・投資の概念があります。 

ここではわかりやすく消費浪費・投資にわけます。 

 

 

 

例えば 

お金を消費浪費しているとは 

・美しくなるためにエステサロンに通う 

・彼とのデートを楽しむために洋服を買う 

・快適な毎日を過ごすための家や車を購入する 

・新しいメイクポーチを新調する 

・毎日ファミレスでご飯食べる 

 

一方お金を投資しているとは 

・本気で勉強するために教材を買う 

・スキルアップするためにスクールに通う 

・がっつり学ぶためにコンサルを受ける 

・知識を学ぶために本を買う 

・行ったことのないレストランに行く 

 

などです。 

 

 

 



この差は、お金を使うことによって「自分が成長するかど

うか」です。知識経験が貯まるかどうかの違いです。 

 

 

 

エステに行って綺麗な身体は手に入っても、モデル業じゃ

ない限りナンセンスな自己投資です。モテるかもしれませ

んが、ビジネス的な成長は果てしなく０です。 

 

 

 

成功してる人は皆「学び」にお金を投資してるのでメキメ

キ知識がついていきます。メキメキスキルアップしていき

ます。メキメキ成長するから圧倒的な結果を出していきま

す。その結果現実がうんと変わるんですね。 

 

 

 

わたしは元々自己投資 0、浪費 100でした。エステローン

に 80万かけた時もあります。ローン地獄で親に迷惑かける

始末で、勉強にお金を使う概念がありませんでした。少な

い手取りでたまにのご褒美にワンピース買って幸せを感じ

ていましたが、全く持って現実が変わることはありません

でした。 

 

 

 



しかしこの自己投資思考をインストールして、お金の使い

方を 180度半強制的に変えました。ビジネスで必要なスキ

ルを学ぶためにお金を全てつぎ込んで必死に勉強していっ

たのです。そしたらその結果、現実が確実に変化していき

ました。たった数ヶ月で 50万近くの収入を得る現実に変わ

りました。 

 

 

 

そもそも成長したいなら学ぶ費用がかかるのは当たり前な

んですよね。 

 

 

 

例えばわたしの学習投資経歴は、 

字が上手くなりたい→習字教室 6年通う 

中学で良い成績が欲しい→小 6から塾に通う 

人気高校入りたい→中学 3年間塾に通う 

絶対大学受かりたい→1年間某大手予備校に通う 

 

 

得られた結果は、 

書道 4段所有者になり、綺麗に字が書けるようになった 

クラスで５位以内の成績を取って受験で有利になった 

倍率 3.5倍の人気高校に受かって華の JKライフを過ごせた 

何とか大学受験成功し誰もが知る有名女子大を卒業できた 

 



 

 

これらは、全てお金をかけて学びを得たから、欲しい結果

を得る事ができました。わたしは自己投資による武勇伝を

一つ持っています。それは、元々わたしは中学生の時数学

が本当に苦手で偏差値は 40くらいでした。しかし塾に通っ

たことでとんでもない偏差値を手に入れました。数学を解

くパターンをや型を学びコツコツ勉強した結果、なんと偏

差値が 70近くに到達したのです。 

 

 

 

学びに投資するということは、成長スピードと圧倒的な結

果を手に入れることが出来るということなのです。無料の

情報で勉強していたら偏差値は伸びても 50くらいだったで

しょう。またその道のプロから学べば、どう考えても結果

が出ないわけがない状態なので一切の不安が消えます。 

 

 

 

あなたは普段お金を何に使っていますか？人生を変えたい

と思っているのに洋服やメイク道具や雑誌にばっかお金を

使っていませんか？そのお金の使い方は成長に繋がってい

ますか？ 

 

 

 



いくつになってももっと自由にもっと素直にもっと欲張り

に生きていきたいのであれば、成功者の「成長にお金を使

う思考」をインストールしましょう。社会人になると学び

にお金を使う人が圧倒的に少ないからこそ学ぶほどに周り

の人たちをごぼう抜きですよ。 

 

 

 

 

ステップ３は、「徹底的に真似て、真似て、真

似る」浮気は失敗のもと！ 

 
 

最後の成功者の思考は「一人に絞って真似る」です。 

 

 

 

成功者の思考１は「時間の使い方」 

成功者の思考２は「お金の使い方」 

最後は「学び方」の成功思考です。 

 

 

 

成功者ほど「1人の人から徹底的に学ぶ」事を当たり前の

ようにしています。なぜかというと結果を出している人で

も発信内容が少しずつ違うからです。 



 

 

 

例えば、 

Aさんはまずは Twitterに命かけるべき 

Bさんはまずはブログに命かけるべき 

Cさんはまずはメルマガに命かけるべき 

 

 

 

結果を出すために必要不可欠なビジネスの本質は 3人とも

同じでも、成功者によって優先順位だったり強調してると

ころが少しずつ異なるのです。 

 

 

 

他にも例えばコピーライティングスキルを身につけるのに

写経がいいよだったり、いやいや音読がいいよだったり枝

葉の部分が異なるのです。 

 

 

 

経験値が高くもないビジネス初心者は、複数の人から学ぶ

ほどに混乱します。あっちいったりこっちいったり何が大

事なのかもわけわからなくなります。 

 

 



 

わたしはビジネス当初まさにこの沼にハマりました。無料

で学びを得ようとして Twitterのタイムラインで流れてる

成功してそうな人の noteをあれやこれやダウンロードして

ノートに書いてまとめていきました。しかし結果的に何が

大事なのか分からなくなって行き詰まりました。 

 

 

 

しかし尊敬できる方一人に絞ってからは、あっという間に

結果を出せるようになりました。とにかくその方の思考・

戦略・方法論・型・パターンを真似て真似て真似たので

す。 

 

 

 

その方のブログを見て研究して、YouTubeを観てノートに

書き出して、メルマガを読んで、とにかくその方の成功し

てる技術を徹底的に盗んで行きました。その方に恋をする

かの様にたった一人の方から学びました。 

 

 

 

毎日届くメルマガにもすかさず返信したり、どんどんその

方の成功思考をインストールしまくりました。その結果考

えがブレる事もなったので行動もブレる事がなくなりまし

た。そして不安も一切なくなったことで行動の質がグンと



変わったのです。 

 

 

 

わたしの周りの方は月収 100万超えの方や年収 1億の仕組

み化構築中の方などビジネスのプロで溢れてますが、どの

方も皆「一人に絞って徹底的に真似る」を実践しての今だ

と言っています。 

 

 

 

例え 3人の成功者から学んでも、浅い学び×3になってし

まいます。方向性が若干異なるのでミックスした学びをし

た先に何が待っているか？言えることは、突き抜けた成長

はないということです。 

 

 

 

中途半端な学びや無駄な労力、遠まりを避けるためにも一

人に絞って徹底的に学んで真似していきましょう！ 

 

 

以上が成功者の思考でした。 

 

 

 

１、 やらないことを決める 



２、 成長にお金をつかう 

３、一人に絞って真似る 

 

 

この思考を当たり前にして初めてあなたはシンデレラにな

る未来を手に入れることができるでしょう 

 

 

 

 

 

最終章 一生“わたしが”シンデレ

ラになって後悔ない人生を 
 

 

 

さて、ここまで読んできていかがだったでしょうか？ 

 

 

センスも才能もいらない 

わたしにだって人生は変える事ができるじゃん！ 

 

 

そう思って頂けたのではないかと思います。 

 

 



 

わたしは、この書籍を出すにあたって色んなことを考えま

した。 

 

 

 

どうしたら暗闇の中を過ごしてるあなたを、日差しの当た

るところへ連れて行けるだろうかとたくさん考えては紙に

書き出していました。 

 

 

 

わたしは、会社員 3年間は本当に挫折続きでした。夢や希

望を抱いては挑戦しても失敗、挑戦しても失敗。正直何度

もエネルギー切れをおこして「人生辛い。」と家でひっそり

泣いた日もあります。 

 

 

 

「凡人であるわたしはなにかに我慢して生きる道しかない

のか」何度も悲しい気持ちになりました。 

 

 

 

友達を羨ましいと思い、成功者を羨ましいと思い、自分ら

しく生きている人を羨ましいと思い「いいなあいいなあ」

ってずっと嫉妬していました。そんな自分もたまらなく嫌



いでした。 

 

 

 

それでも一度しかない人生だから「こうなりたい」「こんな

人生歩みたい」という心の声を無視できず諦めきれません

でした。妥協した人生を受け入れられなかったのです。 

 

 

 

しかし頑張るほどに立ちはだかる壁があって、何度も挫け

そうになりました。 

 

 

 

でも、「決して諦めず、行動し続けたから」やっと自分が心

から願うわたしになれたのです。地味だけど、地味過ぎて

誰もやらないような事を愚直にやってきたから着実に現実

を変えることができたのです。 

 

 

 

成功したいなら思考を変えること 

成功したいなら時間の使い方を変えること 

成功したいならお金の使い方を変えること 

成功したいなら一人に絞って学ぶこと 

成功したいならノーリクスビジネスをすること 



成功したいならレシピを持つこと 

成功したいならコピーライティングスキルを得ること 

成功したいならコンテンツ作成スキルを得ること 

成功したいなら仕組み化構築スキルを得ること 

 

 

 

わたしは、成功秘訣を聞いて「へえー！やろ！」と思って

三日坊主の人がごまんといる中で、地道に一つずつ取り組

んでいきました。ひとつひとつは本当に地味だけど地味す

ぎる事を毎日コツコツコツコツ取り組んできました。誰で

もできる事を誰よりも真剣になってやり抜いたから現実を

変える事ができました。 

 

 

 

何より自分自身変わって感じることは「成長することは本

当に楽しいな嬉しな」ということです。 

 

 

 

自分が成長すればするほど、目の前で困っている人を助け

られる事の量が増えるのでこれが本当に嬉しいです。そう

して気づけば「ゆりくまさん。ありがとうございます。

涙」と感謝の言葉を頂く生活になっていて自分の存在意義

を心から感じることができるようになったことも成長の醍

醐味です。 



 

 

 

わたしは会社員時代、お金がないことの苦しさ、時間のな

いことの苦しさ、人間関係トラブルの苦しさ、それらから

生まれる心身へのダメージ。どこの誰よりもどこまでも体

験してきました。 

 

 

 

この一つ一つの苦しみをどこまでも分かるからこそ、昔の

私のように暗闇の中を朦朧と生きている女性の希望の光に

なりたいと思いました。なのでその脱出するための秘訣や

方法を包み隠さずこの書籍に込めました。 

 

 

 

わたしからお伝えできることは、 

 

「誰だって人生は 100パーセント変えられる」 

 

ということです。 

 

 

 

時代は変わってインターネットが発展したこの時代に生ま

れてこれたからこそ、誰でも人生を変えることができるの



です。 

 

 

 

センスや才能がなくても、 

「素直にコツコツ努力をする力」さえあればどんな人でも

なりたい自分を手にすることができるのです。 

 

 

 

わたしは、女性の幸せは永遠にあっていいと思っていま

す。ライフイベントを境にありとあらゆる自由が消えてし

まう現実社会ですが何歳になっても幸せであるべきなので

す。 

 

 

 

最後にもう一度お伝えすると、手取り 15万からリクルート

に転身して重度の鬱で苦しんだわたしでもこの書籍に書い

たことを誰よりもやっただけで現実を変えられました。 

 

 

 

なのであなたが今どこでどんな絶望環境にいたとしても夢

や希望・心の声を失わないでもらえたらと思います。 

 

 



 

泣いても笑っても一度しかない人生、 

 

もっと自由に、もっと素直に、もっと欲張りに 

一生"わたしが"シンデレラ 

 

にあなたもなれますよ。 

 

 

 

さあ、あなたはどんな人生を歩んでいきたいですか？ 

 

 

著者 元リクルート OLゆりくま 

 

 
 

～追記～ 

 

気づきや感想、ご相談があればお気軽にメルマガ返信でご連絡いただければと

思います。あなたの人生が今より少しでも華やかなものになれれば嬉しいで

す。 


