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倒産⼨前の童貞社⻑が⽉収１００万円チャ

レンジ！あなたにも過程・ノウハウその全て

を⾒せます

２８歳まで童貞、うつ病だった僕が

ひょんな事から罰ゲームで会社を作り、

ビジネスの「ビ」の字も知らないど素⼈が

起業して8ヶ⽉…

「よし、ここから⼈⽣⼤逆転だ！」

となればかっこいいのですが

ビジネスの世界はそこまで⽢くはなく…

サロン運営を主な事業として活動しましたが

会社を運営するのに⼗分な売り上げを

⽴てるということは未だできておらず

恥ずかしい話ですが実は倒産⼨前、

給料は０円で⻭磨き粉も買えない状況です。

70万あった資本⾦が残りわずか13万円

会社を経営するには致命的な残⾦で

このまま何もしなくても倒産

ログイン 新規登録

20

ふじもん

2019/08/09 16�55

https://note.mu/
https://note.mu/login?redirectPath=%2Fpreview%2Fn7b383795724b%3Fprev_access_key%3Dc43fc1577a163e24ff93c741d931c146
https://note.mu/signup?redirectPath=%2Fpreview%2Fn7b383795724b%3Fprev_access_key%3Dc43fc1577a163e24ff93c741d931c146
https://note.mu/utufujiwara
https://note.mu/utufujiwara


チャレンジして失敗しても倒産

『それならやってみよう！！』と思い

信頼する起業家さんが⾏う60万円のコンサルに

半ば無理やり参加させていただきました。

【ここで必ず⽉収100万を達成します！】

⾃分の到達点はこの１点のみ

・⽉収1900万、コンサル⽣脱サラ成功者多数

・年間4000万以上稼ぐブログ外注のプロ

こういった実績のある講師の⽅からノウハウを教わり⾃分が実践していく姿

を”全て公開”することにしました。

詳細はこのnoteを最後まで読むか、

下記のフォームに登録して確認してください。

登録フォームはこちら

⻭磨き粉も買えない⽇々…今すぐ稼がなければ合同会社DTインターナショナルは倒産します

会社が潰れるとどうなるのか？「彼⼥ができました！」「後ろ向きな気持ちが改善しまし

た！」せっかくできたサロンメンバーとの別れが待っています

13万しかないのに60万のコンサルに申し込みました

うつ病・童貞・無⼀⽂の僕が⽉収１００万円を⽬指す…“這い上がる姿そのもの”を最⾼の商品

にするとお約束します

応援してくれた⼈を次は僕が引き上げられる存在になる。その姿をぜひ⾒届けてください。

⻭磨き粉も買えない⽇々…

今すぐ稼がなければ

合同会社DTインターナショナルは倒産します

⽬次
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『残⾦13万円』

これが合同会社DTインターナショナルに

残されたお⾦です。

会社として残⾦13万というのは危機的状況で

さらに11⽉は決算期。

⾚字の会社でも決算で税⾦7万かかりますし

⽉の必要経費で3万かかるので、

とても13万でやりくりできるレベルでは

ありません。

そんな中、運営するサロンからの収⼊は

⽉に2万円弱。経費が3万で、収益が2万弱。

常に⾚字を垂れ流し続けている状況で、

どう考えても決算期まですら持ちません。

払うものが払えなくなれば倒産。

まさに『今すぐ稼がなければならない』状態。

元々資本⾦は『70万』

それがなぜここまで減ってしまったのか？

⻭磨き粉が買えないほどに。

資⾦が減った理由は

・ビジネスとは関係ない遠征の繰り返し

・コンサルに参加したが⾃分が⾏動しなかった

この２点です。

『ビジネスに繋がるかもしれない』

という謎設定で遠征を繰り返していたのは

ただ単に

”ビジネスマンとして出張している⾃分”

に⾃⼰陶酔していただけでした。

⾶⾏機に乗ったり、⼈に会ったり

遠征先での飲⾷代等々…

９割がたビジネスとは無縁のものです。



ここで30〜40万ほどは無駄にしました。

また以前受けたコンサルでは18万円を⽀払い

必要なことはみっちり教えてもらいましたが

これをモノにできなかったのは

⾃分の努⼒量、『絶対これで結果を出す！！』という強い覚悟。

これらが⾜りませんでした。

これについては⾏動を改め直し、

今回のコンサルを受ける際に最も意識する点

として肝に命じています。

また、プライベートでは

同棲していた彼⼥と別れる際

持っていた荷物のほぼ全てを捨てました。

仕事⽤のPC、服、靴、⼩物類、チェアなど

トータル30万以上分はあったと思います。

お⾦ないのに…

こういった無駄を積み重ねた結果が

現在の『残⾦13万円』ということになります。

会社が潰れるとどうなるのか？「彼⼥ができました！」

「後ろ向きな気持ちが改善しました！」せっかくできた

サロンメンバーとの別れが待っています

会社では童貞向けのオンラインコミュニティの運営を⾏ってきました。

その中では

・28年童貞が4ヶ⽉で彼⼥を2⼈作れたり

・難病により塞ぎ込み⼈⽣に絶望していた⼈も各地に遠征し、恋愛に取り組



もうとしたり

⼈⽣が好転した⼈がいます。

しかし会社が倒産したとなれば

オンラインコミュニティも閉鎖し

その⽅々ともお別れしなければなりません。

そして姉と⺟、親戚のおじさんおばさんに

時間的、経済的にも楽をさせてあげたい。

という⽬標も未達成で潰えることになります。

幼い頃から家庭が裕福ではなく、外⾷は年1回あればいい⽅。旅⾏は⾏った

ことがないくらい⾦銭的に苦労してきたからです。

６０半ばを迎える⺟も未だに、週６フルタイムで働きに出てるし、姉もスト

レスを感じながら働いています。親戚のおじさんも無償で住居と⾷を提供し

てくれていますし。

僕がうつ病で2年も正しい⽣活ができない中

いつ良くなるのか分からないのに

⾷事や⾝の回りの世話もしてくれました。

だからこそ、よくなるまでサポートしてくれた家族、親戚には恩返しがした

いです。

新しい家に住まわせたり⾏ったことのない所へ

全員で旅⾏に⾏き、美味しいものを⾷べたり

今までお⾦を理由に諦めてきたことを家族や、親戚にしてあげたいので

絶対にここで諦めたくはありません。

13万しかないのに60万のコンサルに申し込みました

ただ⾃分の⼒では⼤きく稼ぐのが難しい

そう感じました。



努⼒量もさることながら、

『⾃分の努⼒の⽅向性が正しいかどうか？』

は⾃信が持てなかったのです。

努⼒量や⽅向性について客観的に

⾒てもらうには、コンサルを受けるのが

最適だろうという判断をしました。

どうしても⾃分のことになると主観が⼊り

⽢い⽅向に考えてしまうからです。

⾃分が⾃分に⽢いのはわかっているので

よりシビアな⽬線で指導してもらうため

この⽅法を選びました。

元々交流のあった起業家さんが実施している、

コンサルの募集がこのタイミングで開始されることを知り

『13万しかないけど、60万のコンサルをお願いできないか？稼いだ分から⽀

払うのでコンサルを受けさせてほしい』

と懇願。ものすごい図々しいお願いでした。

前例のないお願いだったのか失笑されましたが

了承いただき無事60万のコンサルが決定。

これを読んでくれている⽅の中には

『おいおい⼤丈夫か？』と思う⼈もいるはず

僕がこのコンサル先を決めるにあたっては

⾊々塾考しました。

最初の⼤事なポイントになったのは

この起業家さんが理念として掲げている

『お⾦や時間から⾃由で⼀緒に⼈⽣を楽しみ、

死ぬまで⾼め合える仲間を作ること』

お⾦や時間に縛られてきた⾃分にとっては

⾮常に共感する部分でした。

そして講師として参加してくださっている２名の⽅。

・最⾼⽉収は1900万以上

・雑誌への掲載履歴あり



・彼のコンサル⽣は1年で年収1000万稼ぐ⼈、会社を⽴ち上げ⾺主になった

⼈、年収700万を稼ぎ夫婦関係修復した⼈など脱サラ達成者多数

元々は同じ札幌の地で知り合い、プライベートで交流のあった⽅です。

もう1⼈の⽅は

・ブログを完全外注化

・安定して⽉収250万以上

・年間4000万以上の収益

・好きな時に旅⾏に⾏くなど⾃由な⽣活

といったそれぞれ実績のある⼈であること。

そして他のコンサル⽣と会う機会があり、

稼いでいるコンサル⽣の⽅から話を聞けました

どんな過程を経て成⻑していったのか？

実際にどんな成果が出たのか？

直に聞くことでより実感が湧きましたし。

何より、みんなが⼼から満たされ幸せそうに

話していたのが決め⼿です。

経済的に⾃由ゆえに溢れ出る表情なんだなと。

各⾃が死に物狂いでやってきたオーラも感じるし、それになによりも

『この⼈らにできるなら俺もできる！』と。

そういった経緯を経て『ここは間違いない。』と確信を得るに⾄りました。

コンサルの内容については⾃分で安⼼だと確信していますし、何より

何もしなくてもこのままいけば”倒産”

コンサルを受けて失敗しても、”倒産”

それなら『起死回⽣をかけてやったるぜ！』

と思った次第です。

同期の中にはブログ開始たったの11⽇で

収益1万を達成するメンバーも現れました。

とても刺激を受ける⽇々です。

このコンサルに申し込んだことで

⾃分の経済的な退路は完全になくなりました。

加⼊していたコミュニティなども全て辞め



このコンサル内容に集中する環境にしました。

あとは⽬標に向かってやるだけです！

登録フォームはこちら

うつ病・童貞・無⼀⽂の僕が⽉収１００万円を⽬指す…

“這い上がる姿そのもの”を

最⾼の商品にするとお約束します

（うつ病治療開始1年⽬）

しかし今までの⼈⽣は、残念ながら順⾵満帆！とは⾔えませんでした。

まず『⼩学3年のときに受けた集団いじめ』

無視や⽬の前での悪⼝に始まり先⽣の⾒てないところで⾶び蹴りされたり。

そんな現実から『もう嫌だっ』と逃るように

川に⾶び込み⾃殺未遂しました。

さらには『重度のうつ病』

うつ病で記憶がないまま4⽇間⾏⽅不明となり

発⾒後も意識回復までに2⽇かかりました。

⾏⽅不明時の記憶は今なお⽋損したままです

ベットから起きる、靴を履く、お⾵呂に⼊る。

何気ないことができない…感情も湧かない。

そして『⼤切な友⼈2⼈の死』
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うつ病治療の過程で知り合った2⼈の友⼈。

共にオンライン経由ですがお互いの⾟いこと、

本⾳を共有できる⼤切な友⼈でした。

その2⼈を【過労による急性くも膜下出⾎】と【⾃死】という形で、⽴て続

けに失いました。この時は⼼が弱って、⾸に包丁を当て⾃殺未遂ギリギリま

でいったのを覚えています。

幸い、こうした状況は⼿助けをしてくれる

周りの⼈たちによってかなり良くなりました。

うつ病も断薬に成功しましたし

⾁体的童貞も卒業することができましたし。

⼈⽣が好転してきている中でミスもあるけど、

マイナスから０にはなんとかできた⼈⽣を、

今度はプラスに好転させていきたい！

と思い、熟考の末、コンサルに参加しました。

今回の企画というのは、僕の未来をかけて

⾶び込んだ1年間のコンサル期間の中で

⽉収１００万円という⽬標を達成し、

その過程やノウハウ、それらを全て公開する！

というものです。

具体的にはブログやメルマガを使った

稼ぎ⽅をその道のプロ２名にみっちりと

教わっていくのですが、

1⼈はブログを完全外注で⾃分では１記事も

書いていないのにブログから年４０００万円

稼ぎ出すツワモノだったり、

もう1⼈はメルマガを使い単⽉で１９００万円をたった1⼈で売り上げるよう

な⼈で、

ビジネス雑誌に何度か取り上げられた⼈です

この２名に1年間付きっきりで指導を受ける

その様⼦を動画や⾳声などを使って

あなたに丸ごとお⾒せしていき、

さらにはその過程で僕⾃⾝が結果を出して

あなた⾃⾝にコンサルします。



通常、この２⼈に個別コンサルをお願いすると

それぞれ最低４０万円は確実にかかるので

８０万円は必要ということになります。

しかし、今回の僕の企画に参加することで

2⼈から直接の指導は受けられませんが、

僕が必死に⽉収１００万円稼ぐ様⼦を⾒て、

その内容を知る事ができるということで

これ以上ないほどお得な企画となっています。

その詳細な内容や参加の条件や費⽤については

専⽤のメルマガを通じてお伝えしていくので

下記のフォームから申し込みをしてください。

フォームに登録できるのは21⽇までの３⽇間限定です。

登録フォームはこちら

応援してくれた⼈を次は僕が引き上げられる存在になる。

その姿をぜひ⾒届けてください。
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（出版社でトークイベントができるまでに復活）

⽉収100万円を⽬指すのはもちろんとして

僕がその先に⾒据えているのは

応援してくれた⼈を引き上げられる存在になることです。

僕が運営するオンラインサロンや慕ってくれる⼈の中には漠然と『変わりた

い』と思っている⽅が多いです。

そんな⽅たちに、⾃分が変わり、ちゃんと結果を出してロールモデルとなる

ことで

『こんな⼈間でも変われるよ』

『あなたも変われるんだよ』

と⽰し、その⼈が変わるお⼿伝いをしたいです。

うつ病童貞も今では、⼈前でトークイベントをできるくらいになりました

し。

会社経営の⾯からも、⼈間的な成⻑からも

この数ヶ⽉は失敗でした。

⾃分を正当化しているし、逃げ道作りまくり。

もちろんこの数ヶ⽉があったからこそ、改めて

今の⾃分を客観視できるので無駄ではないです

⼈⽣⼀度！死ぬ気で努⼒して結果出します！！

やるかやらないかの世界だと思うので。

Twitterでもちょくちょく

進捗はお伝えしていきますが

『どんな企画内容なのか⾒てみたい！』

『どんなことをしているのか気になる！』

といった⽅に向けて

メールで詳細を発信していくので、企画に興味のある⽅は↓のフォームより

ご登録ください。



登録フォームはこちら

この記事が気に⼊ったら、サポートをしてみませんか？気軽にクリエイターを⽀援できます。

サポートをする

ふじもん

⾮モテ童貞28年、いじめ、⾃殺未遂、うつ病、罰ゲームで企業・・・。マイナスとプラスのブレ

幅でかい⼈⽣送ってます🤗 ⼈⽣丸ごとコンテンツ！



『ふじもん』 と 『うつ病』 〜

断薬までの歩み〜

フォロー  

https://my90p.com/p/r/q0QazZem
https://my90p.com/p/r/q0QazZem
https://note.mu/utufujiwara
https://note.mu/utufujiwara
https://note.mu/utufujiwara/n/n6d162ea57b4a?prev_access_key=c43fc1577a163e24ff93c741d931c146
https://twitter.com/mogmog37918
https://note.mu/utufujiwara/rss

