
はじめに 

 

はじめまして、まっつーこと松井颯人（まつい はやと）です。 

 

この書籍を手にとってくださりありがとうございます。 

この書籍では、 

・ダメダメだった僕が、なぜパソコン 1 台で月収 100 万円に到達できたのか 

・なぜ、これまでに２桁を超えるコンサル生を持てるようになったのか 

・仕事のできない不器用な人間が、どうやって人を雇って稼ぐ側に回れたのか 

このような流れなど、どうして成功することができたのかの道のりをまとめました。 

 

 

軽く僕の自己紹介をさせて下さい。 

 

ぼくは 1996 年、東京都で生まれました。 

現在は 22 歳です。 

 

テキストを⼊力する

隼斗はじめまして。まっつーこと「松井隼斗」と申します。「まついはやと」と申します。



アスペルガーと診断されたのが 20 歳の時でしたので、かなり苦しい毎日をおくってき

ました。 

 

どういうことかというと、「できない自分」と「それを認めたくない自分」の戦いだ

ったということです。 

 

「人よりも自分は劣っているからどうにかしよう」と、もがいてもがいて、 

それでもどうにもならず、ずーっと苦しみ続けてきました。 

 

僕は 20 歳まで自分がアスペルガー症候群だとは知りませんでしたから、それまでは努

力すれば自分のできなさはどうにか対処できるとか思っていたのです。 

 

ただ、結果的にどうしようもありませんでした。 

いくら努力しても、できないものはできないのです。 

 

 

僕と同じようにアスペルガー症候群で悩まれている方は辛い状況にある方が多いかと

思います。 



 

また、アスペルガーではなくても、自分に自信がなかったりとか、劣等感などで苦し

んでいる方は多いのではないかと思います。 

 

やはり、この社会で生きていくのには僕のようにコミュ障だったり、さらにアスペル

ガーだったりすると、生きていくうえでかなりの障害があり、ハードルがあります。 

 

 

僕自身も過去は「人より劣った自分」というどうしようもない事実にかなり悩みまし

たし、自殺を考えたこともあったくらいです。 

 

 

しかし、今はネットビジネスに出会って一人でパソコン 1 台使って月収 100 万まで到

達して、そんなストレスとは無縁な生活をおくれています。 

 

今は毎日好きな時間に朝起きていますし、疲れたらそのまま眠りますし、 

食べたいものは気軽に何でも食べています。 

 



嫌だなーと思う人と関わる必要はありません。 

 

自分の好きな人とだけ、会いたい人とだけ関わってても大丈夫な世界です。 

 

また、お金にも時間にも余裕があるので、今日沖縄に行こうかな！と思えばすぐに飛

び立てますし、今から 3 ヶ月間くらい海外旅行することだって可能です。 

 

作ったサイトが勝手にお金を稼ぎ続けてくれるので、 

僕が何をしていようともお金は入ってくるのです。 

 

仮に僕が今倒れて 3 ヶ月くらいまったく動けなくなったとしても大丈夫です。 

というか、僕が死んでも通帳にはお金が入り続けるかもしれません、笑 

 

 

だから、ほんっっっとうに自由な毎日をおくれています。 

 

 

まぁ、最近は自由すぎるのは暇すぎてあまり良くないと感じていますが、笑 



 

 

ただ、やっぱりストレスのない生活ってのがいいですね！ 

 

職場で他の人と比べられて「できない自分」というのを痛感する必要もないですか

ら、劣等感なども今は特にありません。 

 

むしろ、月収 100 万円という、普通の人よりも稼げている自分に対して自信を持てる

ようになりましたし、自己肯定感も増しました。 

 

また、ビジネスを学んでいく過程で、人間心理もかなり学んだので、以前よりもコミ

ュニケーション能力は上がったように思います。 

 

稼いだことと、学んだ知識があることで、今は堂々としていることが増えましたし、

以前のようにコミュニケーションに関して圧倒的な劣等感を持つことも少なくなって

きました。 

 



さらには、起業の世界がどれだけ刺激に満ちあふれていて面白い世界なのかも知るこ

とができて、毎日「もっと上を目指すぞー！！」と思いながら、 

前向きに過ごすことができています。 

 

今は大切な人とのんびりすごしていますし、変なストレスなどは抱えていません。 

 

稼いだお金を使って、親孝行に美味しいレストランに連れてってあげたりして、 

「ありがとう！」と感謝されることも増えました。 

 

今は毎日悠々自適に暮らしています。 

 

決して、お金だけが全てだとは言いませんが、稼げることになることで 

「ここまでストレスフリーな生活にできるのか！！」 

と実感しています。 

 

ストレスフリーすぎて、自分がアスペルガー症候群だってことをあまり意識しなくな

るほどです、笑 

 



 

というわけでこの書籍では、こんなダメダメだったまっつーでも月収 100 万稼げて、

そしてストレスフリーで自由な世界にいけたという事実をお伝えできればと思いま

す。 

 

そして、僕と同じように今現在アスペルガー症候群などで悩まれている方や、自分に

自信がなくて悩んでいる方にとって、希望の光になるような話もしたいと思います。 

 

 

具体的には、インターネットが発達したおかげで、アスペルガーだろうとコミュ障で

不器用だろうと、人生どうにかなるんだって話です。 

 

それは、この本を読んでいるあなたにもネットビジネスで成功する可能性があるとい

うことです。 

 

こんなことを言うと、 

「まっつーは才能があるからできたんだよ・・・」 

「いや、自分には無理だよ・・」 



といった声がとんできそうですが、僕の今までのダメっぷりを考えると、 

あなたの方がむしろ才能があるのでは？と思うくらいです。 

 

というわけで、この書籍ではアスペでコミュ障で、今まで何をやってもうまくいかな

かった僕がネットビジネスで月収 100 万円まで到達できた秘密・その過程を余すこと

なくお伝えしたいと思います。 

 

ぜひ、最後まで読んでみてください。 

 

それに、自分で言うのもなんですが、けっこう面白いストーリーが書けたと思うの

で、笑 

 

 

 

 

 

 

 



【目次】 

１.自分は将来ふつうにサラリーマンになるものだと思っていた 
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1 自分は将来、ふつうにサラリーマンになるものだと思って

いた 

 

僕は今まで「起業」なんて考えたこともありませんでしたし、まさか子どもの時の自

分が「将来は起業しているんだろう」なんて想像すらしていなかったように、ふつう

に生きてきた人間です。 

 

起業っていうとなんだか華やかなイメージがありますし、 

・才能ある人しかできない 

・リーダーシップのある人にしかできない 

こんなふうなイメージを持っていました。 

 

 

僕はアスペルガー症候群ということもあって、 

・人とまともにコミュニケーションがとれない 

・冗談がポンポン言えなくて、なかなか人と仲良くなれない 

・マルチタスクが苦手でバイトすらできず、4 回バイトをクビになる（笑） 

 



こんなような人間でした。 

 

 

だからこそ、起業なんて自分とは程遠いものだと思っていましたし、一生関わること

もないだろうと思っていました。 

 

というよりかは、自分の中で「サラリーマンとして働く」という選択肢以外に考えた

ことは一度もありませんでした(^^;) 

 

 

それもそのはずで、僕たちは小さい頃から 

「いい高校にいって、いい大学にいって、給料の高い仕事につくといいんだ」 

なんてことを周りから言われ続けています。 

 

親もそう言いますし、学校の先生もそのような教育をしますし、塾の先生もそうです

し、テレビでも「大企業につくと勝ち組なんだ」といった報道がされています。 

 

夢をもって起業しろ！なんて誰も言いません。 



日本ではサラリーマンになるのが常識ですから、僕自身もその道から踏みはずそうな

んて考えたことは一度もありませんでした。 

 

 

自分も将来は「良い大学にいって、大企業について、バリバリ働いて良い生活をおく

るんだ！」なんて無邪気に考えていましたからね(^^;) 

 

 

ただ、僕は今まで生きていくうちに 

「会社に入ってバリバリ働いて、より良い生活をおくることは自分にとって無理なん

だ…」 

ということに気づかされてしまったのです。 

 

 

 

 

 

 



2 高校生になって、周りと違う自分に気づく 

僕は中学生までは何となく過ごせていたんですよね。 

 

それまで周りは子どもでしたから、自分が変な言動をしても「子どもだから」といっ

たような感じで許されます。 

わざわざ嫌いな人と関わる必要もありませんでしたし、勉学さえきちんとやっていれ

ば、親も先生も褒めてくれました。 

 

僕は毎晩学校で出された宿題はその日の夕方にはしっかり終わらせて、 

覚えるためにノートに書きまくった漢字を親に見せていました。 

 

そして、僕が 

「こんなに漢字の勉強したんだ！」なんてことを母親に言えば、 

 

「はやとはしっかり勉強してて偉いね！」 

「将来は学者さんにでもなるのかな？」 

なんて優しい言葉をかけてくれました。 

 



学校の先生も 

「まついはいつも漢字を勉強してきてて、小テストで満点をとってて偉いな！」 

「この調子でしっかり頑張るんだぞ！」 

こんなふうにほめてくれました。 

 

僕は自分の頑張りが認められていて、しかも頑張れば頑張るほど褒められるので、と

ても嬉しくなっていたことを覚えています。 

 

頑張ればみんなにほめてもらえる！ 

 

単純な僕は、この事実がとてもうれしかったので「もっと頑張るぞー！」と思いなが

ら、きちんと真面目に学校の勉強などはしていたんですよね。 

 

クラスメートからも、テスト前になれば 

「まついー、ノート見せてくれよー」 

こんなふうに話しかけてもらえて、 

僕は「しょうがないなー」と言いながらノートを貸してあげたり、 

勉強を教えてあげたりして、 



 

「ありがとう！！おまえのおかげですげえ助かったよ！」 

なんて言われていました。 

 

だから僕は、だれかの役に立てるってすごくいいことなんだなー、 

と非常に充実感と満足感であふれる毎日をおくっていたのです。 

 

こんな毎日をおくっていたので、僕はそこまで日々の生活に不満を持ってはいません

でした。 

 

 

しかし、高校生になって絶望の淵に落とされてしまいまし

た。 

 

僕は高校生になって、今までの中学生の友人が一人もいない学校にいったんですよ

ね。 

 



だから、これから頑張って新しく友人をつくっていくぞー！！と意気込んでいまし

た。 

 

そして、休み時間になったときに、自分と席が近い子に話しかけるなど、積極的に動

いていました。 

 

しかし、なかなか親しい友人ができないのです。 

「あれー、けっこう積極的に話しかけているのになんでだろー・・・」 

とは思いながらも、まだまだ高校生活は始まったばかりだし、そんな気にしなくてい

いか・・・と思いながらすごしていました。 

 

ただ、やっぱり何かがおかしい・・・・。 

 

新生活がスタートして 3 か月くらい経つと、周りのみんなはすでに仲の良い友達を作

って、げらげら笑いながら楽しそうにすごしているのです。 

 

僕はその一方で、少し話せる友人はいるものの、そこまで仲良くはない・・・みたい

な感じで生活していました。 



 

「なんで、みんなすでにじゃれあったりするほど仲良くなっているんだろー、、」 

と単純に疑問に思ったので、僕は出会って間もないのにかなり仲良さそうにしている

クラスメートをちょっと観察していました。 

 

すると、あることに気づいてしまったのです。 

 

それが、「冗談（楽しいこと）を話してみんな仲良くなっている」といったことでし

た。 

 

そういえば僕は、冗談というものが非常に苦手だなー、、、と。 

 

クラスメートのみんながグループで楽しそうに話していても、僕はなかなか口をはさ

めない。 

 

「まついはどう思うのー？」と話を振られても、面白いことが言えない。 

 



それまでみんなが盛り上がって楽しそうに話していても、僕がしゃべると笑いが起こ

らない・・・。 

 

この時に、僕はどんどん周りのみんなについていけなくなっていることを自覚してしま

いました。 

 

それが、 

・大勢になると会話についていけない 

・冗談が苦手でポンポンでてこない 

・圧倒的に自分のコミュニケーション能力が低いことに気づかされる 

といったことでした。 

 

僕の通ってた高校は、本当に笑い転げてしまうようなおバカな話ばかりして、みんな

でじゃれあって楽しんでいる、といった学校でした。 

 

ノリが全て！みたいな感じもあったりします。 

 

 



しかし、僕はその会話に一切ついていけませんでした。 

 

「会話に混ざってみんなと仲良くなりたい…」 

 

そのように思っても、アスペルガーということもあって、会話に上手く混ざれないの

です。 

 

僕は空気を読むこと自体が苦手ですし、会話の流れをくみ取るのも苦手、冗談も言え

ない。 

 

だから、大勢でワイワイしている中には絶対に入れない…。 

 

いくらこっちが仲良くなりたいと思っても…。 

 

 

ある日、 

午前中の授業が終わってクラスメイトのみんなで昼ご飯を食べている時に、やはり高

校生ということもあって、みんな楽しい話をしていたんですよね。 



 

お笑い芸人のようにボケやツッコミなどの会話をして楽しんでいるのです。 

 

「いやなんでそうなるんだよ！」 

「ギャハハー」 

みたいに。 

 

 

しかし僕は、上手くボケるとかつっこむということができませんでした。 

 

クラスメートの一人が冗談で 

「俺は天才だからな！（笑）」みたいなことを言ってきても、 

「へ～、そうなんだ・・・（なんて返したらいいんだ？）」 

と僕はなってしまい、うまく言葉を返せないのです。 

 

しかし、周りのみんなは 

「おまえが天才だったら、俺らみんな天才だわ！むしろ神だわ ww」 

とか、そんなような会話をして楽しんでいるのです。 



 

だから僕はみんなが会話で楽しそうに盛り上がっているその間、 

クラスのすみで机に一人で座りながら、 

「自分もみんなにまざりたいな・・・」 

とは思いながらもそれができないので、寂しく眺めていることしかできませんでし

た。 

 

もしも僕が、みんなが冗談を言い合っている中で発言をしても 

「なんでまっつーってそんなカタイ話ばっかするの？」 

「おまえってつまんねぇよなー」 

と言われてしまいました。 

 

おまえってつまらない・・・ 

 

こんな心ないことを言われてしまうのです。 

 

僕はどちらかというと繊細で傷つきやすい性格でしたので、このような言葉を言われ

てしまうと、ひどく傷ついてしまうのです。 



 

ガラスのハートであった僕は、家に帰っても「おまえってつまらないよなー」という

言葉が頭から離れませんでした。 

 

 

そのように言われた日は家に帰って、夜なのに電気もつけずに、暗い自分の部屋で 

「なんで自分は面白い話とかができないんだ・・・」 

「どうして自分はカタイ話ばっかりになってしまうんだろう・・・」 

「どうしてみんなと同じように面白い冗談がポンポン出てこないんだろう・・・」 

「なんでみんなができることが自分はできないんだろう・・・」 

 

このように思いながら、布団の中で丸くなって、涙を流していたことを覚えていま

す。 

 

うすうす自覚していたことである「自分はつまらない・・」ということを実際に言わ

れて、かなり苦しかったのです。 

 

僕は高校生活を通して、とてつもない劣等感を持ってしまいました。 



 

家の中では学校のクラスのことばかり、 

できない自分のことばかり考えてしまい、朝も夜も家では元気のない自分。。。 

 

自分は人よりもできない 

自分は人よりもできない 

自分は人よりもできない 

 

自分はダメな人間なんだ 

自分はダメな人間なんだ 

自分はダメな人間なんだ 

 

こんなことが脳内でずーっと流れているのです。 

 

朝起きて布団から出ても、力が抜けてしまって何もやる気が出ず、朝ごはんもを食べ

ることすら面倒・・・。 

 

あー、制服に着替えたくない・・。 



学校に行きたくない。 

電車に乗りたくない。 

ずーっと布団の中で眠っていたい・・・。 

 

でも、学校に行かないと親も心配するんだろな・・・。 

とりあえず座って授業を聞いてれば一日が終わる・・。 

それくらいだから行くか、、、 

家にいても何もすることないし、、。 

 

と、重い腰をあげて毎日学校に行きながら、 

僕は死んだ顔をして毎日すごしていました。 

 

家では死んだ魚の目をしている僕を見かねて、親が 

「大丈夫？？なんか嫌なことでもあったの？？」 

なんて声をかけてくれました。 

 

しかし僕は親に心配をかけたくはなかったので、 

「いや、大丈夫だよ！へーきへーき！毎日たのしんでるよ～」 



「勉強も何とかなってるし、友達とも楽しくやってるよ！！」 

なんて言ってごまかしていました。 

 

僕は親にも心配され始めたことに、とてつもなく情けなさを感じてしまいました。 

 

幼少のころは、「すごいね！」「頑張ったね！」「はやとは偉いね！」といって、 

どちらかというと褒められて育っていた僕は、親に心配されるような今の自分自身の

現状にひどくみじめさを感じてしまったのです。 

 

正直、学校生活が楽しいとはとても言えない・・・。 

でも親に心配はかけたくない・・・・。 

だけど、どうしようもないし、どうしたらいいのかもわからない・・・ 

 

頑張って今の状況を打開したいけど、どうにもならなくて、結局親に心配をかけてし

まっている自分・・・。 

 

何にもできない、どうにもできない無力な自分に対して、 

情けなさと切なさでいっぱいになっていしまいました。 



 

だから僕は、親に「へーきへーき！学校生活楽しんでいるよ！」 

と強がって言ってしまった後は、すぐさま自分の部屋にダッシュして、一人になって

布団の中で涙を流さずにはいられませんでした・・・。 

 

「どうすればいいのかわからないよ・・・」 

「どうにかしたいのに・・・・」 

「誰か助けて・・・」 

「辛い、、、」 

「もうこんな生活、こんな毎日は嫌だ、、、」 

 

できない自分に対して、悔しさとやるせなさと惨めさしかありませんでした。 

 

僕はこのように絶望的な毎日をおくっていました。 

 

次第に、学校に行っても、僕は人としゃべることが少なくなりました。 

 

やはりみんな、楽しくて面白いお話をしたいのです。 



 

僕のわけわからない、真面目な会話はあまりしたくないようでした。 

 

 

だからこそ、どんどん僕に話しかけてくれる人は減っていったのです…。 

 

そして、僕自身も「自分と話してもつまらないだろうし・・・」と思ってしまい、 

こちらから話しかけることも次第に減っていったのです。 

 

 

 

冗談が言えない、というのは高校生時代の僕にとって大きな問題でした。 

 

冗談が言えないだけで、友達と楽しい毎日をすごせない・・・ 

自分に深い劣等感を持ってしまう・・・。 

 

だから、僕はここで大きな挫折を経験しました。 

 



もちろん最初は、会話の本なんかをたくさん読みました。 

 

努力すればどうにかなるだろう。 

きちんと本を読んで勉強すれば、みんなと同じように、ふつうに会話できるのでは？

と信じて。 

 

学校の授業が夕方に終わって、僕は家に帰ってすぐさまブックオフに行って、 

「誰とでも打ち解けられる、人に好かれる３つの会話のポイント！」 

みたいな本を何冊も買って読み漁っていたことを覚えています。 

 

 

本には「しっかり共感をしましょう！」みたいなことが書かれていましたが、 

「いや、それはわかるけど俺の悩んでいることって、そういうことじゃないんだよ

な・・・」 

となってしまい、読んでいても自分の悩みが解決されるわけでもありませんでした。 

 

 

それでも普通にみんなと毎日たのしくすごすことを諦められない自分は 



「努力すれば大丈夫！きっと何か変わるはず！！」 

と信じて会話に関する本を読み漁っていました。 

 

 

気づけば自分の部屋の机の上に「会話に関する本」がズラーっと積みあがっていって

いたのは、いま考えると笑ってしまいます。 

 

面白い話の作り方！ 

人を笑わせる会話術！ 

みたいな本が何十冊も自分の机に積みあがっているのです（笑） 

 

当時はめちゃくちゃ必死になっていたなー・・・と。 

夜に眠い目をこすりながら、布団の中で片っ端から会話に関する本を読み漁ってい

く・・・。 

 

重要だと思ったページには付箋なんかを貼って、気づいたら付箋だらけの本が出来上

がったり・・・・。 

 



しかし、そこまでしても、いっくら努力しても一向に会話はうまくなりませんでし

た。 

 

たしかに、何も勉強していないのと比べたら少しはマシだよね。。。ってレベル。 

 

 

ついには、学校でみんなが楽しそうに話している会話には加わることができませんで

した。 

 

何冊本を読んだところで、僕のコミュニケーション能力はほとんど改善されませんで

した。 

 

そして、僕はこの頃は自分がアスペルガーだということを知りませんでしたから、 

 

「なんで自分はこんなにもできないのだろう…」 

 

「みんな、ふつうにできてることなのに…」 

 



「いくら本を読もうが、どうにもならない…」 

 

「自分はきっとダメな人間なんだ…」 

 

こんな気持ちになり、僕は高校生活を通して深い劣等感と会話に対するコンプレック

スを持つようになりました。 

 

みんなと楽しい会話をして、もっと毎日を楽しみたい… 

 

朝、教室に入って、明るく笑顔で「おはよー！」とかいって、 

自然に 

「昨日聞いてくれよ！こんなことがあってさ！！！もう辛いわ～」 

みたいな話をして、 

「おまえバカだろーww」 

みたいな話をしたい・・・・。 

そんな楽しそうな会話に加わりたい・・・。 

 

そんなふうに思っていました。 



 

しかし、このように思っても、どうすることもできない自分…。 

もちろん、僕は一時期できない自分を正当化するために 

「そもそもあんなバカみたいな会話して何がいいんだ？」 

「そもそも何も生産的ではないじゃないか」 

とか考えたこともありました。 

このように、自分のプライドを必死になって守ろうともしました。 

 

 

しかし、僕の本音はやっぱり 

自分もみんなと同じように、できればバカな話をして楽しくすごしたい・ 

ということでした。 

 

だけど自分の能力・力ではどうしようもない。 

 

僕はこのままクラスのすみで、楽しそうにしているみんなを遠くから見守ることしか

できない。 

でも、こんな寂しい人生なんてすごしたくないよ・・・。 



辛い 

 

辛い 

 

辛い 

 

嫌だ 

 

嫌だ 

 

嫌だ 

 

消えたい 

 

消えたい 

 

消えたい 

 



 

僕の中は、悔しさと絶望・その葛藤であふれかえっていまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 絶望の大学生活の始まり 

 

会話が上手くできない…という絶大なコンプレックスを抱えたまま僕は大学に進学し

ました。 

 

大学といえば、サークルに入ってワイワイしてみんなで楽しむ！といったようなイメ

ージがありますよね。 

 

勉強ももちろん大事ですが、大学は人生の夏休みとも言われるくらい。 

 

周りの人たちは「遊ぶぞー！」と目をキラキラさせながら大学に入学していました。 

 

4 月なので桜も綺麗に咲いていて、外を歩くだけでも気分の良いような日です。 

 

周りを見渡しても、ウキウキしているような人ばかりです。 

 

 

 



しかし、僕は会話が上手くできない… 

 

このように強力なコンプレックスを持っていたので、大学に入るといっても、普通の

人であれば期待と不安が入り混じるような状況になっているなか、 

 

僕は不安、むしろほとんど絶望の気持ちしか持ち合わせていませんでした。 

 

どうせ大学に入っても楽しめないんだろうな、、、 

みんなと自分を比較してしまって、劣等感と向き合う毎日なんだろうなー 

みたいに。 

 

 

ただ、そんな僕でも一応は勇気を出してサークルに入ろうともしました。 

「もしかしたら楽しい毎日をおくれるかもしれない・・・」という、小さな希望をも

って・・。 

 

しかし、会話が苦手なこともあって、同年代の大学生と上手く馴染めないのです…。 

 



 

まず新入生歓迎会、俗にいう「新歓」でつまずきました。 

 

僕は会話が苦手というコンプレックスを持ちながらも、興味を持っていたバドミント

ンサークルの新歓に勇気を出して行ったんですよね。 

 

大学のガイダンスが終わって、夕方の 17 時くらいから大学近くのチェーン店の居酒屋

に行きました。 

 

「盛り上がっていこうぜええええ！！！！」 

といった感じで、大学生のテンション全開で新歓が始まりました。 

 

この時から僕は嫌な予感がしていました。 

 

「これは・・・来るサークルを間違えた・・・。」 

 

みんなノリノリのテンションで、新歓に来ていた同級生も「遊ぶぜー！！」みたいな

感じでした。 



 

そんな中、居酒屋のテーブルでおしぼりを見つめながら一人固まっている僕。 

 

緊張と不安でいっぱいになっていました。 

 

 

最初に自己紹介が始まり、みんなそれぞれ自分のことについて話し始めました。 

 

「私は〇〇高校からきました！高校からバドミントンをやってます！このサークルに

入る気満々です！」 

 

こんな感じで、周りの先輩も「いいねー！！」「ヒューヒュー！」といった感じで盛

り上げてくれます。 

 

このような形で順番に自己紹介をしていく中、ついに僕の番が回ってきました。 

 

コミュニケーションに絶大なコンプレックスを持っていた僕は、今まで大勢の人前で

話したという経験もないことから、ど緊張していました。 



 

席を立ってみんなの前で自己紹介をしなければならないのですが、 

僕の手は震えるわ、足も震えるわ。 

 

それでも勇気をふりしぼって声を出したのですが、自分の声すら震えていました。 

 

「あ、、ええと、、ま、まついはやとです！えと、えと、、、」 

 

次の言葉がなかなか出てきません。 

僕がアップアップしているせいで、それまでの空気の流れを悪くしてしまいました。 

 

そんな中、僕の頭の中では、何を言おうと思ってたんだっけー！！と慌ててしまい、

完全に真っ白に。 

 

ひきつった笑顔で「よ、よろしくおねがいします！」というのが精一杯でした。 

 

これまで新入生はみんな軽く自分の出身高校、趣味などについて話したり、ウケを狙

うような自己紹介をしていたのに、 



 

僕だけ、名前と「よろしくお願いします」の二つだけ。 

 

しかも震えた声とひきつった笑顔のダブルコンボ。 

 

 

完全に場の雰囲気というか、流れを悪くしてしまったことから、それまでヒューヒュ

ー！みたいになっていた雰囲気だったのに、 

 

しーん。。。 

 

としてしまいました。 

 

え、それだけ？もっと他にないの？？ 

なんか手足は震えてるし、声も震えてるしこいつ大丈夫か？ 

みたいな雰囲気になっていました。 

 

二秒ぐらい時が止まった後に、1 人の盛り上げ役みたいな人が、 



「つ、つぎの人いこー！！」 

と言ったので、どうにかまた流れは戻りました。 

 

が、僕の心はズタズタでした。 

なんで俺は自己紹介すらスムーズにできないんだ、、、 

 

全身の力が抜けてしまっていたことを覚えています。 

今すぐここから走って抜け出したい・・・・・。 

そのような衝動に猛烈にかられたことを覚えています。 

 

そして、結局そのあともみんなが楽しそうに飲みながら会話している中、僕はうまく

会話に入れずに空気のような存在。 

 

先輩が気遣って僕に何か話しかけてくれても、僕はうまく答えられずに 

「えっと、そ、そうですよね」 

というのが精いっぱい。 

 



やがて僕に話しかけてくれる人はいなくなり、僕はテーブルの中で一人孤立してしま

いました。 

 

情けなさと寂しさで、その場を抜け出したくなるところを必死に僕は我慢していまし

た。 

 

辛い・・・ 

逃げ出したい・・ 

今すぐこの場から離れたい・・・ 

そのように思っていました。 

僕は運ばれてきたビールを一人で寂しく飲んでいることしかできませんでした。 

周りは学生時代の時の話とかで盛り上がっているのに・・・・。 

 

しばらくすると、やっとのことで、とてつもなく時間の長~く感じた新歓が終わりま

した。 

 

僕の他の新入生たちは 

「せんぱい、新歓めっちゃ楽しかったです！！」 



みたいな感じで元気よく挨拶をしていました。 

 

ちっとも楽しくなんてなかった僕は、ちょっと離れた場所からみんながワイワイして

いるところを眺めるだけ。 

 

僕はこの日ほど「孤独」を感じたことはありませんでした。 

 

解散して、僕は裏路地に行って、すぐさま人目のつかないところでしゃがんでワンワ

ン泣きました。 

 

なんで俺はこんなにつらい毎日をおくらなければいけないんだ・・・。 

どうして何もかもうまくいかないんだ・・・・。 

みんな楽しんでいるのに、なんで俺だけ・・・・。 

 

もう、生きるのがつらい・・・。 

このまま道路に飛び出したら楽になれるのかな・・・。 

こんなに毎日劣等感に悩まされるくらいなら、 

こんなにもみじめな思いをするぐらいなら、 



 

いっそ死んだ方がマシなんじゃないか・・・・。 

 

僕はこの日、まぶたが腫れるほど泣きました。 

 

我ながら、本気で自殺を考えるようにまでなっていました。 

 

ただ、自殺といってもそれをする勇気が僕にはありませんでした。 

 

駅のホームに飛び込んだり、ビルの上から落ちたり、そんな勇気はありません。 

 

だから、半分死人のような感じで毎日をなんとなくすごす・・・といった 

感じになりました。 

 

 

結局、「大学でサークルに入って楽しくすごす！」という選択肢は僕の元から消え去

りました。 

 



あー、何で自分はこんなにもダメなんだろう… 

何で普通のことができないんだろう… 

何のために生きているんだろう… 

生きているだけで辛い… 

自分には劣等感しかない… 

 

日々、何事にもやる気を持てない。 

 

この時点で無気力症候群になってたかもしれませんし、僕はうつ病っぽくもなってい

たのでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



4, バイトを 4 回クビになった話 

 

そして、僕は夢の大学生活！みたいなものがおくれないだけでなく、 

バイトも上手くいきません。 

 

僕は「もしかしたらバイトならうまくできるんじゃないのか？」 

 

周りの大学生はみんなバイトをしているし、このまま僕は家で引きこもっていても、

どんどん腐っていくだけ・・・。 

 

どうにか社会と交わりを持ちたい・・・ 

 

自分に自信を持てる何かがほしい・・・ 

 

コミュニケーションがダメでも、バイトなら何とかなったりしないかな・・・ 

 

僕はこのような、最後の希望のようなものを持って、バイトをすることにしました。 

 



僕は最初に飲食店でバイトをしようと思いました。 

 

某有名チェーン店の面接にどうにか受かったものの、仕事が思うようにできないので

す。 

 

僕はその時ホールで仕事をしていたのですが、 

・会計する 

・食事を運ぶ 

・食事を片付ける 

・来店したお客さんに水を届けに行く 

・注文をとる 

などなど、、、 

 

このようなマルチタスクなことが絶望的にできませんでした。 

 

いったい何からしたらいいのー！？ 

 

頭の中は常に焦りでいっぱい。 



 

 

そんなことからミスも多い。 

 

例えば、僕はバイトの人から 

「このはし洗っといたから、まついくんタオルでふいておいて！」と言われたので、 

「はい、分かりました！」 

と言って、濡れたはしをタオルでふいていました。 

 

「はしの量おおいなー、まあとりあえずちゃっちゃと終わらせるか・・」 

と思いながら作業していると、 

いきなり店長から怒号がとんできました。 

 

「お前何やってんだ！！今はそれをするときじゃないだろ！！！ 

「優先順位が違うだろ！考えろ！！！」 

と 。 

 

なんのことだかよくわからなかった僕は、頭をあげて店内を見渡してみると、 



昼時だったので、みんな忙しそうにあくせく必死に動いていました。 

 

お客さんがわんさかきていて、注文・会計・料理を運ぶ・・・など、どう見ても人手

が足りていないような感じでした。 

 

すいませーん！！ 

といって僕はすぐに手伝いに行くものの、 

注文ミスをしたり、 

料理を運ぼうとしてツルっとすべって落としてしまったり、 

 

とにかくミスの連発！！ 

 

そして、そんな僕に店長も怒り沸騰。 

「この忙しいときに！！！」 

「おまえは事態をさらにややこしくする！！」 

「もはやおまえはいないほうがマシだ！！」 

と怒鳴られてしまいました。 

 



バイト仲間も、そんなできない僕・みんなに迷惑をかける僕に対して次第に冷たい目

になっていく…。 

 

 

そして、仕事のできない僕はバイトのシフトもみるみる減らされていきました。 

 

僕は家に帰ってからもバイトの流れを頭の中でシミュレーションしたりして、とにか

く必死にくらいつこうとはしました。 

みんなの役に立ちたかったのです。 

 

しかし、頑張っても頑張っても、僕はミスを連発してしまうので 

「おまえはやる気がないのか？」 

「気が利かない」 

「もはやふざけている」 

と言われる始末でした。 

 

一生懸命頑張っても僕は報われない・・・・。 

自分は何をしてもできないんだな… 



 

そして、ついに店長から「バイトをやめてほしい」といった話をされてしまいまし

た。 

 

何で自分だけ… 

もう生きるのが疲れた… 

こんな生活をおくるくらいなら死にたい… 

 

頭の中には絶望しかありませんでした。 

自己否定ばかりの生活になっていました。 

 

それでも僕はめげずに、たまたま飲食店がダメだっただけなんじゃないか？と思い、

「なら他の場所でバイトしよう！」となり、 

・家電量販店 

・塾講師 

などとして働こうとしましたが、やはりそれも上手くいきませんでした。 

 

家電量販店も接客業なこともあってマルチタスクが多いです。 



 

塾講師は一人一人の生徒と向き合うという点ではあまり問題はありませんでした。 

 

 

ただ、生徒の親御さんと話したりということが難しく、事務処理なんかも大変です。 

 

何よりも集団での授業もあったので、これが壊滅的にできない…。 

 

結局、塾講師のバイトもシフトがみるみる減らされていき、やめることに。 

 

 

また、そのほかにも僕はインターンなんかも経験しました。 

 

3 ヶ月間くらい働くガチなやつです。 

 

しかし、結局仕事ができなくてクビになってしまいました。 

 

「なんでまっつーくんはこんな簡単なこともできないの？」 



「ふざけてるのかな？」 

 

こんなふうに言われる始末です。 

 

どうやら、僕が言われたことしかやらないという点に「気が利かないなー」と思われ

ていたようです。 

 

また、職場の人と会話が上手くできないことから、 

「こいつはなんなんだろう…」 

「何を考えているのかもよく分からない…」 

こんなふうに思われていたらしいです。 

 

 

そして最後には、 

「もうインターンを辞めてほしい…」 

「こっちも人件費がかかっているし、正直ほかのインターン生を雇いたい…」 

こんなふうに言われてしまいました。 

 



僕は合計で 4 回クビになりました。 

 

なんで自分だけこんな目に合わなければならないのか… 

 

どうしてみんなが普通にできていることが自分にはできないのか… 

 

完全に自分に自信を失い、生きている意味さえよく分からなくなってしまいました。 

 

 

この時はもう末期で、道路を見れば「いま飛び出したら楽になれるのかな？」とか思

うようになっていました。 

 

歩いているときにビルを見れば、あのくらいの高さから飛び降りたら死ねるかなー。 

 

どうしたらこの生き地獄から抜け出せるのか。 

 

そんなことばかり考えていました。 

 



この時は辛すぎて遺書も書いたくらいです。 

 

 

本気で死のうと思っていました。 

 

今までは、 

とにかく頑張れば、努力すれば自分はどうにか変われるのではないか？ 

あきらめなければ、普通の人のようにできるはず！！ 

そして何よりも、優しく愛情を持って育ててくれた親に、できるかぎり心配はかけた

くない・・ 

この一心で、僕は辛いことがあってもめげずに頑張ってきました。 

 

友達とうまくコミュニケーションがとれなくても・・・ 

大学のサークルになじめなくても・・・ 

バイトでクビになっても・・・・ 

 

しかし、さすがに 4 回もクビになると、もう自分自身に希望を持つことなんてできな

くなってしまったのです。 



 

このまま生きていてもきっと楽しいことなんてないんだろうなー。 

 

自分の劣等感にずーっと向き合っていかなきゃいけない毎日なんだろうなー。 

 

と。 

 

 

ただ、それと同時にここまできて僕はやっと 

「自分はやっぱりなんかおかしい」 

「ここまでできないのは普通じゃない」 

と思うようになりました。 

 

そこでインターネットを使って調べてみると、自分がアスペルガーらしいということ

が分かりました。 

 

症状が、いくつも自分にあてはまるのです。 

 



 

僕はすぐさま精神科にかけつけました。 

 

自分はアスペルガーなんじゃないか、もしアスペルガーだったら、世間で言われる 

「会社に入ってサラリーマンになって働く」 

ということをしなくてもいいのではないか。 

 

周りのできる人たちと自分を比べて鬱になる毎日・・・ 

それを繰り返さなくてもいいのではないか？ 

 

そんなふうに思ったからです。 

 

そして、WAISⅢという IQ のわかる知能テストを受けて、自分がようやくアスペルガ

ーだということが判明しました。 

 

なるほど、、、 

 

この時はなんだかほっとしたことを覚えています。 



 

アスペルガーだったから、自分は普通の人のようにはできなかったのだと。 

 

 

ただ、精神科の先生の話を聞くと、なかなかこの先は過酷な現実が待っていることを

聞かされました。 

 

まず、障害者枠で働くということは 

・かなりの低賃金 

・やりがいなどほとんどない 

・キャリアとかも存在しない 

・そもそも雇ってくれる企業が少ない 

このような話でした。 

 

経済的に貧しい生活を余儀なくされる。 

 

仕事にやりがいなどを見出すことも難しい。 

 



こんな現状であることを聞かされてしまいました。 

 

 

僕は、こんなんじゃ人生なんて楽しめない… 

結婚だって難しくなってしまう… 

 

そんな悲観的な感情が自分をうずまきました。 

 

何のために生きているのか、本当によく分からなくなってしまいました。 

 

自分は「幸せな生活」というのは諦めるしかないのだ…。 

 

そのように思っていたころでした。 

 

 

 

 

 



5 ネットビジネスとの出会いは突然だった 

 

ある日、僕は大学で何となく授業を受けていると、高校の時少し仲良くしていた友達

から 

 

「おれさ、ネットビジネスに興味あるんだけど、今度いっしょに説明会に行ってみな

い？」 

 

こんな連絡が来ました。 

 

友人から話を聞いてみると、アフィリエイトがめちゃくちゃ良いとのこと。 

 

・在宅でできて、何百万も稼いでるいる人がいる 

・パソコン 1 台で始めることができて、始めるのにあたって資金もほとんど必要ない 

・在庫をかかえるリスクもなく、失敗しても赤字にはならない 

・場所にとらわれず、いつでもどこでも作業できる 

・一度稼げるサイトが作れれば、不労所得のできあがり 

 



このようなメリットがあるとのことでした。 

 

最初これを聞いた時は 

「ウソやん、絶対サギ的なやつやん ww」 

 

こんなふうに思いました。 

 

当時僕は何も知識がなかったので、ネットビジネスという言葉自体が怪しく感じまし

た。 

 

こんな上手い話があるわけない。 

 

一度サイトをつくったら不労所得のできあがり？ 

 

不労所得とか超あやしい ww 

 

今思うと、僕はネットビジネスについて何も知らないのに、 

イメージと偏見だけでこんなアホみたいなことを言ってしまいました。 



 

 

ただ、その日はどうしてもアフィリエイトが気になってしまいました。 

 

やはり、自宅で稼げて一人でできるというのが魅力的すぎました。 

 

わずらわしい人間関係もなければ、チームワークで作業などもありません。 

 

もし本当にこれで稼げたら、、、？ 

 

以前のようにバイトをクビになることはありません。 

 

合わない社会に無理に合わせる必要はありません。 

 

コミュ障で苦しむこともありません。 

 

劣等感に悩まされる毎日とも無縁です。 

 



自由な毎日も手に入れられます。 

 

そして何より、もし稼げれば自分に自信を持つことも可能です。 

 

 

このように、僕にとってアフィリエイトは絶大な魅力がありました。 

 

だから、僕はネットを使って一生懸命ネットビジネス、アフィリエイトについて調べ

てみました。 

 

 

すると、調べて知識を入れていくにつれて、 

・なぜ不労所得になるのか 

・どうしてそこまでアフィリエイトで稼げるのか 

などが分かってくるようになりました。 

 

ウェブサイトは一度つくったら、24 時間 365 日ずーっと動き続けてくれます。 

 



ネット上に存在し続けるのです。 

 

そこで商品をうまく紹介して売ることができれば、お金が入ってくるのです。 

 

もちろん、僕が寝ている間もサイトは存在し続けるので、ずーっと売り続けてくれる

わけです。 

 

だから、不労所得になる。 

 

 

また、アフィリエイトは報酬単価が高い。 

 

一個売れれば 3000 円とか、5000 円とか、中には 1 万円を超えるものも存在する。 

 

なるほど、だからアフィリエイトをやれば稼げるのか！ 

 

と確信を持てました。 

 



一度稼げるサイトを作れれば、基本的には放置でいいのです。 

 

だから、時間が増える。 

 

その時間を使って、また新しくサイトをつくる。 

 

そして出来上がったら放置。 

 

そしてまた新しく稼げるサイトをつくる。 

 

これの繰り返し。 

 

 

だから、極端なことを言えば、 

月 1 万円稼げるサイトを一つでもつくれれば、それを 100 個つくってしまえば月収

100 万円です、笑 

 

これなら俺でもいけそうだ！ 



 

才能とか、センスなくても根気でどうにかなりそう、笑 

 

 

このように感じることができたのでした。 

 

そして、僕は友人の誘いを受けることにしました。 

 

こんなことから、アフィリエイトの説明会に参加したのです。 

 

 

今思うと、この友人の誘いがなかったら僕は今もアフィリエイトをろくに知らずに生

きていたのでしょうね～。 

 

そしたら憂鬱な気分で毎日をすごしていたのでしょう、、。 

 

この時の友人には感謝しかないですね、笑笑 

 



6 アフィリエイト塾の説明会にいざ、潜入！ 

 

僕は友人といっしょにアフィリエイト塾の説明会に出向きました。 

 

参加費は無料でしたし、とりあえず話を聞くだけなら聞いてもいいかと。 

 

 

そして、いろいろ話を聞いていると、やはりアフィリエイトで稼いでいる人は多い。 

 

しかもサラリーマンじゃあ絶対むりだろ…くらいの額を。 

 

 

どうやらそのアフィリエイト塾に入ると、 

・月に 1 回、定期的にみんなで集まる 

・その時に、実際に稼いでいる人からアドバイスをもらえる 

・完全初心者でもできるマニュアルを用意 

・アフィリエイトについて 1 から 10 まで学べる 

というメリットがあるようでした。 



 

その塾に入ったことで実際に稼げるようになった人がたくさんいるみたいで、 

「これならいいかも！」と思えるような内容でした。 

 

ただ、塾にかかる費用は半年で 15 万円。 

 

 

僕は当時大学生でしたので、ほとんどお金なんて持ち合わせていません。 

 

それに、本当に塾に入れば稼げるようになるかも確信を持てませんし、 

・払ったお金が無駄になったらどうしよう… 

・失敗したら時間も無駄になってしまう… 

・今まで失敗ばかりのダメダメな自分がアフィリエイトに挑戦しても、成功なんてで

きるのだろうか… 

 

こんなことばかり思うようになりました。 

 

 



ただ、そのアフィリエイト塾では最後に自己アフィリエイトについて教えてくれまし

た。 

 

それは、自分でクレジットカードなどをつくればお金が稼げてしまうというものでし

た。 

 

しかも、一瞬で何万、何十万も。 

 

 

めっちゃ怪しいなーと感じましたが、実際にやってみたら稼げてしまったのです。 

 

だから、 

「あれ、アフィリエイトするのにかかる費用なんて実質ないぞ…」 

ということになりました。 

 

アフィリエイトを始めるにあたって、金銭的なリスクはなくなったのです。 

 

「このまま何もせずに辛い毎日をすごしていてもしょうがない…」 



「アフィリエイト、とりあえずやってみよう！」 

「もしアフィリエイトで稼げたら、ストレスのない毎日をすごせる！」 

「自分のペースで作業もできるし、人間関係で悩むこともない！」 

「稼げたら自分にも自信を持てそう！」 

 

こんなふうに思い、僕はアフィリエイト塾に入る決意をしました。 

 

 

ちなみにこの自己アフィリエイトの具体的なやり方については、僕のメルマガ読者さ

ん限定でお伝えしています。 

 

簡単にかせげるので、今お金のない方なんかはとてもありがたいと感じるかと、笑 

 

また、僕のようにアフィリエイトを始めるための自己資金づくりにはもってこいで

す。 

 

 

 



7 はじめて 1350 円を自分の力で稼げた話 

 

僕はアフィリエイト塾に入って、そこからもらえることができたマニュアルに従っ

て、サイトを作り始めました。 

 

新しいことだらけで「なんだこれは？」と手がとまることはたくさんありましたが、

まぁ分かりやすくやり方がマニュアルに書いてある。 

 

それに、わからないことはネットで調べればすぐに出てくる。 

 

 

これなら何とか一人でもできそうだ。 

 

僕はどんどんマニュアルに従って作業を進めていきます。 

 

というかこの時は本当に大変でしたね、笑 

 



僕はパソコンなんてほとんど知識を持ち合わせていませんでしたし、タイピングも人

差し指でするような人間でしたから(^^;) 

 

記事を書くためには文章を書かなければいけませんが、そのレベルも最初は小学生レ

ベル、笑 

 

なかなか壁はありましたが、必死にマニュアルを見て、勉強して、アフィリエイトの

作業をすすめていきました。 

 

マニュアル通りにサイトを作ってしばらく経つと、サイトにアクセスがくるようにな

りました。 

 

1 日に 7 人、 

1 日に 15 人、 

1 日に 30 人、 

 

おぉ！ 

 



すごい、マニュアル通りにやってもどうにかなるものなのか！ 

 

そして、アフィリエイト塾で稼いでいる人にアドバイスをもらいながら、3 ヶ月くら

い作業を続けていったころ、 

 

未確定報酬 1350 円 

 

アフィリエイト報酬画面をみると、このような文字があらわれました。 

 

うおおおおお！ 

本当に稼げた！！ 

 

マジかぁ！！ 

 

めちゃくちゃ興奮したことを覚えています。 

 

本当に、この時は光が見えました、笑 

 



 

このままサイトを作っていけば、どんどん収益をあげられる、、。 

 

やってやるぞ！！ 

 

そして僕はどんどんこの後もサイトを作っていきます。 

 

ただ、 

未確定報酬 1350 円 

というのが 1 週間に 2～３回くらい発生するようにはなったものの、 

全部足しても月の利益が 12000 円前後にしかなりませんでした。 

 

たしかに稼げていますし、不労でお金が入ってくるようにはなりましたが、 

これじゃあただのお小遣いレベル ww 

 

正直、これ一本で生活するのであれば、全然足りない・・・。 

 

僕はなかなか悩んでしまいました。 



ただ、ほかにもこのようなサイトを 10 個も 100 個も作っていけば、月収 100 万円だ

っていくんだ！！ 

 

稼げたら苦しまずに生きられる毎日が手に入る！！ 

あきらめてたまるか！！ 

 

このような思いで必死に来る日も来る日も作業を続けました。 

 

一日中部屋に引きこもって、徹夜で作業する日もありました。 

あれ、もうこんな時間か・・そろそろ寝なきゃ・・みたいな。 

 

そして、必死に作業していくうちに、なかなか思うようにはいかない面もありました

が、着実に報酬は増えていきました。 

 

すると、 

未確定報酬 3650 円 

未確定報酬 1350 円 

未確定報酬 7600 円 



 

こんなふうに、どんどん稼げるようになっていきました。 

 

ヤバい、アフィリエイトってこんなに稼げるのか… 

 

作業すればするほど、どんどん積み上がっていく・・・ 

 

これはすごいぞ！！ 

勇気を出してやってみてよかった！！ 

 

この時は本気でこのように思うことができました。 

 

サイトをつくればつくるほど、どんどん不労所得が出来上がっていく…。 

 

 

僕は調子に乗って、この後も大学の授業をサボりながらずーっとサイトを作っていき

ました。 

 



すると、 

 

半年ごろには月収 10 万 

 

10 ヶ月くらいで月収 40 万 

 

このくらいまでいくことができました。 

 

僕の中では初めての成功体験だったこともあって、かなり嬉しかったです。 

 

何をしてもダメダメだった自分でもできた！！ 

 

この事実がなによりも嬉しかったのです。 

 

 

 

 

 



8 マレーシアのリゾート地で 8 万円稼いで価値観崩壊 

 

アフィリエイトで稼いでからは、気持ちがだいぶ楽になりました。 

 

わざわざ大変なバイトをする必要がありません。 

 

人間関係も選べるようになり、悩むことがなくなりました。 

 

僕がかかわりたい人とだけ関わっていればいいのです。 

 

 

だから、僕は仲の良い友人とマレーシアに遊びに行くことに。 

 

この時はお金にも余裕がありましたし、時間的にも余裕がありましたからね！ 

 

 

そして、マレーシアのリゾート地に行ったので、海などに入ってめちゃくちゃ遊びま

した。 



 

僕はお酒も好きなので、昼間っから飲んだりして、もうやりたい放題です、笑 

 

 

そんなことをしながら海でプカプカ浮いた後に、ケータイでアフィリエイト報酬画面

を見てみると 

 

本日の未確定報酬 81230 円 

 

と書いてありました。 

 

？？？？！ 

 

自分の目ん玉が飛び出しそうになったことを覚えています。 

 

なんだこれは！！ 

 

自分が遊んでいる間にこんなにも稼げているなんて！！ 



 

僕の今までの価値観は崩壊しました。 

 

 

お金を得るのは、我慢の対価でもなんでもない。 

 

一生懸命に労働しなきゃ得られない…そんなこともないのだ。 

 

今までの僕の常識が壊れた瞬間でした。 

 

マレーシアで遊んでいる間に、旅行にかかった費用以上にお金が稼げてしまいまし

た。 

 

アフィリエイトってすげぇ… 

 

改めてアフィリエイト、ネットビジネスのすごさを実感したのでした。 

 

 



ほんと、 

「アフィリエイトなんて怪しいからやらない…」 

とか 

「自分なんかじゃどうせできないたろう…」とか考えて、 

ネットビジネスを始めないという選択肢をとらなくてよかったなーと思いました。 

 

自分を信じて行動して、本当に良かったなと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 日給 15 万円という謎の域に達する 

 

マレーシア旅行中に僕の価値観は崩壊したのですが、またもや同じような現象が起き

ました。 

 

僕はアフィリエイトを始めてから 1 年半で月収 100 万を超えたのですが、その時のあ

る日の話です。 

 

 

僕は近所のショッピングモールで買い物をしてたんですよね。 

 

親が服を買いに行くーと言ったので、僕は暇だったこともあり、ついていくことに。 

 

GU やユニクロ、ライトオンなどのお店を回って、良さそうな服を探しました。 

 

他にもいろいろショッピングを楽しみ、歩き回って疲れたのでカフェで休憩していま

した。 

 



そして、アフィリエイト報酬画面をなんとなく見てみると、 

 

未確定報酬 135486 円 

 

となっていたのです。 

 

は？？？ 

  

外なのに思わず声を出してしまったほどです、笑 

 

 

1 日で稼げる額じゃないだろこれ…と。 

 

 

13 万円なんて、時給 1000 円のバイトでも 130 時間は働かないと手に入りません。 

 

なのに、ショッピングしている間に稼げてしまうのです。 

 



驚かずにはいられませんでした。 

 

 

いったい、世の常識ってなんなんだ？？？ 

 

このように思わざるをえませんでした。 

 

 

結局その日は合計で 15 万円以上の報酬を稼ぐことができました。 

 

わけわからぬ、アフィリエイト。 

 

 

こんな生活があるなんて、以前は思いもしていませんでした。 

 

お金は労働の対価、我慢の対価だと思っていましたが、そうではない。 

 



アフィリエイトのように、一度稼げるサイトを作ってしまえば自動でお金は入ってく

る。 

 

こんな世界があるのだと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 自己肯定感と自信のある自分へ 

以上のように、僕はネットビジネスを始めてから莫大な金額を稼げるようになりまし

た。 

 

ふつうにサラリーマンをやっていたら、僕は一生かかっても稼げなかったでしょう。 

 

ネットビジネスをしたおかげで、 

経済的に困窮することはなくなりました。 

 

 

ただ、ネットビジネスをやって一番良かったことは、お金を稼げたことによってほか

にたくさんのことを得られたという点があります。 

 

それは、 

・無理に合わない環境にいる必要がなく、ストレスのない自由な毎日が手に入った 

・稼いだことによって自分に自信が持てて、毎日を前向きにすごせるようになった 

・ビジネスを通して、人間的にも成長できた 

上記の 3 点です。 



 

 

僕は人生の中で、アスペルガーということもあって失敗ばかりの人生でした。 

 

人間関係も上手く作れず、バイトはクビになるし、苦しい毎日しかおくっていません

でした。 

 

 

しかし、今は大企業の役員以上の月収を稼いでいるのではないかと思います。 

 

しかも、彼らと違って自由にすごせる時間もある。 

 

 

「なんで仕事ができないんだ！」と店長に罵倒されることはありませんし、 

そんな自分に対して劣等感を持つこともなくなりました。 

 

稼げたことによって、自分に自信を持てるようになったのです。 

 



月収 100 万円も稼いでいれば、周囲の目も変わります。 

 

「すげぇな！！」とふつうに言われます。 

 

周囲からの僕に対する目が、 

 

ダメダメな人 

 

から、 

 

すごい人 

 

に変わりました。 

 

 

ここまで変わる？と思うほどの変化です。 

 

大げさでもなんでもなく、ビジネスを通して僕の人生は変わりました。 



 

金銭的に不自由することはありません。 

 

高そうなレストランだろうと、余裕で入れます。 

 

値段を気にせず美味しい料理を食べることができます。 

 

 

いつでも海外旅行に行ける自由な時間もあります。 

 

遊んでいようが寝ていようが、お金は入ってくるからです。 

 

 

お金に余裕があることから、今まで育ててくれた親に「健康に長生きしてほしい！」

「毎日きっちり快眠してほしい！」との理由から、高価な寝具などもプレゼントして

あげました。 

 



自転車を自分でこぐのがつらくなってきた・・と悩んでいる母親に電動自転車を買っ

てあげたりもしました。 

 

「こんなにしてくれなくてもいいのに！！」と母親は言いますが、僕は少しでも親が

よろこんでくれて、生活が楽になったらいいなー、と。 

 

こんなふうに、僕は「だれかに喜んでほしい！」と思えるまでに心に余裕を持てるよ

うにもなりました。 

 

以前まで自分のことで精いっぱいで、ほかの人のことなんてなかなか考えられなかっ

た僕が、このようになったのです。 

 

そして、今では人間関係で悩むこともありませんし、できない自分に劣等感を抱くこ

ともありません。 

 

今は前向きに生きています。 

 

もっと上に行こう！！とも思えています。 



上に行くために、積極的にビジネスのセミナーや懇親会に出席することもしていま

す。 

 

以前までは、僕は話すことが大の苦手だったのですが、ネットビジネスの成功経験か

ら、堂々と話すこともできるようになりました。 

 

話を聞いていると、僕より稼いでいる人はわんさかいるので、 

「負けてらんないぞー！」と、常に上を見る毎日です。 

 

自分は社会不適合者だと思っていましたが、 

今はあまりそのように感じていません。 

 

もともと一人で稼げるようになってひっそりと暮らしていきたい・・ 

と考えて始めたネットビジネスですが、気づけば同じネットビジネスを実践している

人と交流していることも自然に増えました。 

 

ビジネスに必要な人間心理なども勉強したことから、コミュニケーション能力も以前

より少し良くなり、いまならビジネスの話なら楽しくできるんですよね（笑） 



稼いでいる人たちが集まる懇親会に行けば、積極的に自分のやっていることなどを話

しますし、また他の方がどのようにして稼いでいるのかを聞いたりしています。 

 

月収 400 万円稼ぐアフィリエイターの方に頼んでコンサルをしてもらったり、その方

と仲良くなって、ビジネスやプライベートのことを語りながら、二人で朝まで飲み明

かしたり・・・。 

 

「もう日がでちゃってるやん～」なんて言われながら、居酒屋をあとにしたのはいい

思い出です。 

 

というか、今も現在進行形でたまにこんなことをしていたりします（笑） 

 

そんなこともあって、いま僕はほとんど自分がアスペルガーのコミュ障で社会不適合

者である、とも感じなくなってきました。 

 

人生に絶望して、常に死のうと考えていた僕からすると、大きな変化です。 

 

 



逆に僕はネットビジネスに出会ってなかったら、 

今も苦しい毎日をおくっていたことでしょう。 

 

どうしてもアスペルガーだと、普通に仕事をしているとできないことはありますから

ね(^^;) 

 

人間関係も上手くいかなくて、社内でも肩身の狭い状況になってしまっていたり、 

なによりも自分に自信を持つことなく毎日をすごしていたでしょう。 

 

劣等感ばかりで憂鬱な毎日だったでしょう。 

 

職場に馴染めなくて転職する… 

 

こんなことばかりしていたかもしれません。 

 

そして気づいたら鬱病になっている…。 

 

うつ病になって、家に引きこもって 



 

「自分の人生とは、いったい何なんだろうか・・・」 

「どうして自分はこんなにも苦しまなければならないのだろうか・・・」 

こんなふうに悩み苦しむ毎日をおくっていたことでしょう。 

 

このように考えると、本当にネットビジネスの世界に飛び出してみて良かったです。 

 

まさか自分の人生がここまで変わるだなんて思いませんでした。 

 

今は、こんなダメダメだったアスペルガーの人間がどこまで上に行けるのか、、 

 

毎日挑戦をしながら、楽しい時間を過ごせています。 

ポジティブに考えられるようになりました。 

死にたい…とか考えていた以前の自分とは大違いです。 

 

 

こんなふうに、ビジネスを通して人は変われるんだ、、、。 

 



このようなことを知ってもらいたくて、僕は情報発信を始めました。 

 

そして、僕と同じように過去に苦しんだよー、、という方が稼げるようになったら、 

一緒に飲みにいってビジネスについて語ったり、どこか海外旅行なんかをして遊んだ

りできればいいなー、 

なんて個人的に思ってます。 

 

僕はネットビジネスの業界に入りましたが、セミナーや懇親会でかかわる人たちは、

やはり健常者だったり、僕と同じようなことで悩まれていた・・・ 

という方は少ないです。 

 

だからこそ、過去は辛かったけど、今は稼げるようになってストレスフリーで毎日が

楽しいです！ 

といった方が一人でも増えて、そんな方たちとかかわっていけたら 

さらに面白い人生になるのかなーと思っています。 

 

これからも、ブログやメルマガなどを通してみなさんにネットビジネスについては伝

えていきたいと考えています。 



 

 

社会に合わない… 

苦しい毎日を余儀なくされている… 

生きているだけで辛い… 

 

このような人間でも、やり方次第では自由で楽しくて、幸せな毎日をすごせるんだ、

ということを知っていただけたらと思います。 

 

 

そして、ネットビジネスはきちんと勉強して実践さえしていけば、 

僕のようなダメダメ人間でも稼げるようになりました。 

 

僕のようなストレスのない、自由な生活を手に入れたい！という方に、 

ブログやメルマガを通してネットビジネスのやり方を具体的に教えています。 

 

僕のように人生に絶望していた方が、僕のブログやメルマガを通して、少しでも人生

が良い方向に変わったらいいなと思います。 



 

 

それでは以上です。 

 

僕の電子書籍をここまで読んでいただき、ありがとうございました。 

 

ネットビジネスに興味を持った方は、ぜひ僕のブログやメルマガなどを通して一緒に

学んでいけたらと思います。 

 

暗い毎日が、明るくて希望にあふれる毎日に変わります。 

 

 

終わり。 

 

 

 

まっつー 

 



 

PS. 

この電子書籍の感想をメルマガ登録してから 7 日以内にメールで返信していただけれ

ば、 

「僕の 30 分間コンサルティング」を無料でプレゼントしています。 

 

・この本を読んで疑問に思ったこと 

・ネットビジネスで成功するには何をすればいいのか 

・もっとネットビジネスのリアルな話を聞きたい 

・自分の悩みをどうにかしたい 

などなど、 

 

なんでも僕が相談にのるので、電子書籍の感想をおくって、 

ぜひ僕のコンサルのプレゼントを受け取ってみてください！ 

 

感想については、1 行でもかまいませんし、長く書いてくれてもかまいません。 

（僕自身は長い感想文をいただきたいですが（笑）） 

 



というわけで、ありがとうございました。 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

まっつー公式ブログ 

https://mattsu-asd.com 

まっつー公式ツイッター  

https://twitter.com/utiharu08021 

https://mattsu-asd.com/
https://twitter.com/utiharu08021

