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はじめに 
  
【推奨環境】 

 このレポート上に書かれているURL はクリックできます。 

 できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。(無料)  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

【著作権について】  

■このレポートは著作権法で保護されている著作物です。  

■このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。  

■使用者は本冊子から得た情報を、 著者の事前の許可なく一般に公開する事を禁止
します。  

■このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。  

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、 見解の変更等を行う権利を有
します。  

■このレポートの作成には万全を期しておりますが、 

万一誤り、 不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、 

 一切の責任を負わないことをご了承願います。  

■このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・ 
パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 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あなたは自由になりたいですか？ 

ネットビジネスに出会ってから、 

私の人生は大きく変わっていきました。 

今のあなたはきっと 

・毎日会社と家を往復するだけの生活は嫌だ 

・長年働いているのにちっとも給料が上がらない 

・生活のためにやりたくない仕事を我慢してやっている 

・会社が倒産するかもしれないし、将来が不安だ 

・週に１度しか休みがないのが辛い 

・土日や祝日くらいはゆっくり休みたい 

・仕事ばかりで子供の成長を間近で見ることができない 

・生活に余裕がないのでもっと収入が欲しい 

・恋人や友達と遊ぶお金がもっと欲しい 

・将来のために貯金がしたい 

・起業したいけれど、何から始めたらいいかわからない 

・お金も趣味に使う時間も両方欲しい 

このような悩みを抱えて日々すごしているのでは 

ないでしょうか？ 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私も暗黒時代を経験しました 

毎日毎日会社と家の往復… 

となればまだいいですが私の場合は家に帰れませんでした（笑） 

郵便物も受け取れないのが普通になってしまって、 

先輩達も可愛いはずの我が子に「このおじさん誰？」と 

言われると言っていました（笑） 

あれはよほど仕事を愛していないと続けられないですねw 

趣味をつづけることができれば辛くても我慢できたかも 

しれませんが、それも不可能でした。 

「この先４０年この生活なの！？ありえない！！！」 

と、発狂したような状態になっていましたね（笑） 

あの時は本当に本当に辛かったです… 

仕事に楽しさを見出そうと少しは努力したつもり 

だったのですが全然ダメでした（笑） 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人生は１度きりです 

やりたいことがあったり、 

解決したい悩みがあるのに、 

このままやらないで後悔しませんか？ 

人生は１度きりですから、やるなら「今」では？ 

とくに今の世の中は”終身雇用”なんて 

言葉はもう信用できませんよね。 

年金もほとんどもらえないと思います。 

新しい時代に追いつけなくなった会社は 

これからどんどん倒産していくでしょう。 

やりたいことを諦めて、安定を求めてその中で 

働き続けることが本当に”安定”と呼べるのでしょうか？ 

私は、「自分のチカラで稼ぐ能力」こそが”安定”だと 

思っています。 
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確かに簡単な道ではないですが、ネットビジネスは 

リスクがほとんどありませんから、仮に失敗しても 

大きな負債を背負ったりするわけではありませんw 

コールセンターなどのアルバイトでも 

会社員くらいの給料は十分稼ぐことができます。 

そう考えたら失敗しても生きていけるのですから、 

「成功するまでやったらいいのに」といつも 

思っています（笑） 

というか、リスクが無いと思うと 

「失敗」ってそもそも何だろう？ 

っていうレベルじゃないかと（笑） 

もしかしたら自由な生活が手に入るかもしれないのに、 

「やらない方がリスク」なんじゃないかと私は思います。 

自由な生活は楽しいですよ＾＾ 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私は稼ぎ続けています 

告白すると、今では私にとってトレンドブログは”副業”です。 

今一番大きく稼いでいるものはこれとは別にあります。 

トレンドブログで結果を出すことができてから、 

様々なことに応用して収入源を増やすということが 

驚くほど簡単になりました。 

そして自由になりました。 

・「今日は仕事したくないなー」と思ったら休む 

・「旅行行きたいね？」なんて話になったらその場で行く 

・旅行から帰る日を気分やノリで決める 

・人気店には空いてる曜日と時間を狙っていく 

会社員の頃だったら考えられなかったことが 

たくさんできるようになりました。 

そして面白いのが「旅先」や「入院中」でも 

稼ぐことができるということです（笑） 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PC一台あれば完結することしかやっていないので、 

ここ1年で英語を勉強して来年末あたりから 

”稼ぎながら世界一周旅行”に出かけようかな 

なんて企んでいます（笑） 

ネットビジネスに出会ってから、 

「明日は何をしようかな？」と考えるのが楽しく、 

毎日が刺激的でいつもワクワクした状態です。 

昔からの夢でしたが、こんなに早く夢が現実的なもの 

になるとは、正直就職したときは思ってなかったですね。 

ネットビジネスの世界では、一般企業が１０年かかる 

レベルの結果をたった１年で出すことができます。 

その圧倒的なスピード感が魅力です。 

だから私は”就職して１年で独立”という 

結果を残すことができました。 
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大学でも特に成績が良かったわけではない私が、です。 

いい時代になったものだと感じませんか？ 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私と自由な仲間になりませんか？ 

「あなたの生きがいはなんですか？」 

「明日死んでもいいと思えることは何ですか？」 

私は会社のために自分の時間（＝人生）を捧げて、 

高いとは言えない給料をもらうために我慢しながら 

生きていくのが嫌でした。 

「会社のために働くのではなくて、自分のために働きたい！」 

「自分が本当にやりたいことを思いっきりやれる人生にしたい！」 

そう思っても何をしたらいいのか分からず、就職して 

自分の夢もやがて忘れていく人がほとんどです。 

でもあなたには 

・トレンドブログで自由に稼ぐ 

・そのスキルを応用して収入源を増やす 

という「自由になるための選択肢」がすでに用意されています。 

Copyright © 2015 いずみ All Rights Reserved. �  / �9 11



5.1 いずみからのメッセージ

あなたが望むなら、私は歓迎します。 

好きなことを思いっきりやれる人生にしたくないですか？ 

お金の悩みがなくなる人生にしたくないですか？ 

旅行に行きたいときに行ける人生にしたくないですか？ 

休みたいときに休める人生にしたくないですか？ 

楽しいことを我慢しないでたくさんできる人生にしたくないですか？ 

マンガやアニメなどを見る時間がタップリある人生にしたくないですか 

起業したい夢を叶えたくないですか？ 

あなたが叶えたい人生を私がサポートします。 

今すぐ無料メール講座に登録して、 

自由への切符を手にしてください。 

いずみのアドセンス講座入り口 

それでは、講座の中でお待ちしています＾＾ 
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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

発行者：いずみ 

ブログ：http://gezumi.jp/ 

メール：info@gezumi.jp 

メルマガ：いずみのアドセンス講座
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