
Webで稼げる仕組みをフルに公開 
皆様こんにちは😀  

起業家ラッパーejiです！ 

この度は僕のLINE公式にご登録いただき誠にありがとうございました！ 

ということで無料限定プレゼント 
【Webで稼げる仕組み公開】をお受け取りくださいませ！ 

こちらのコンテンツは 
「どうやったらパソコン一台でそんなに稼げるのか？」という疑問を一撃でぶっ壊す目的で作成

しました！ 

ビジネスを全く知らない人でも 

「なるほど！！」となるような 
ビジネス全体の仕組みについて 
その全貌を面白く可笑しく 

そして楽しく説明していきます！ 

何でもそうだけど 

やっぱり楽しくなきゃ 
意味ないですからね！ 

僕のモットーは 
「遊んで楽しんでクソほど稼げ！！」 

ですからw 

ということで 

「webで稼げる仕組みをフルに公開」 
楽しんで学んでくださいね！ 

それでは、はじまりはじまり～♪ 



そもそもどうして稼げるの？ 
さて 

先ずはここからお話ししていきますね！ 

よく僕のところに 

「ejiさんはどうやって稼いでいるんですか？」 

なんてメッセージがよく来ます。 

まあ僕はwebの色々なところから収益化はしているのですが 

正直言って、どこからでも稼ぐことはできます。 

大切なのは 

キャッシュポイントがはっきりしているか？ 

ということです。 

「キャッシュポイント」、、つまり収益をうむ機会のことです。 

結構みんなやりがちなんだけど 

SNSとかYouTubeとか頑張っているけれど 

その媒体で 
最終的に何で収益かをするのか？？ 

ということが明確になってないんですよね！ 

簡単に言って仕舞えば 

「商品がないのに宣伝している」 

と同じことなんです。 



例えばApple社は 

毎年新しいiPhoneやMacBookを 

ガンガンリリースしているから 

ガンガン宣伝するわけですよね！ 

もしAppleが新製品を作ってない状態で宣伝しまくって 

たくさんの人が集まっても 

売るものがないっすww 

というとんでもない状態が起こってしまうんです。 

Apple社も「これを売りたい！」という状態だから 

そのキャッシュポイントに向けて宣伝をしまくるんです。 

つまり 

何が売りたいか？という部分を先に決めないとダメなんです。 

これが 

キャッシュポイント 

ビジネスとは、最終的にこのキャッシュポイントに 

●誰を？ 

●どのルートで？ 

●どのような形で？ 

最終的に連れてくるのか？ 
ということなんです😀  

キャッシュポイント（収益かする）がなければそりゃ何も売れないっすからねw 



ほんじゃ実際に 
何を売ればいいのか問題 

それじゃここで 
「おっしゃワシも売るぞー」 

ってなっても 

「な、、、何を売れば良いの？？」 

という壁にぶつかります。 

まあ売るものは何でも良いんだけど、、、 

ここで、絶対に間違ってはいけないことがあります！ 

それは 

「あなたが売りたいと思ったものは売れない！」 
ということ。 

言い方を変えると 
自分で「これは売れる！」と思ったものは売れません。 

残念だけどw 

「え？？なぜに！！」 
って感じっすよね。 

その理由は、、、 

あなたが売りたいと思っているだけで、 
周りは欲しがっていない 

という問題があるんですよ 

例えばですが、、、、 



お昼12：３０ 

あなたがお腹いっぱいカレーを食べた後で 

「ピーンポーン」 

と玄関のチャイムがなります。 

あなたがドアを開けると 

「こんにちは！訪問販売なのですが！」 

大盛りカツカレーいかがですか！？ 

と言われても、絶対にいらないですよね？ 

お腹いっぱいだし、、、 

あなたは 

「いいえ、今食べた後なので結構です、、、」 

そう答えると 

それではこちらの木彫りの熊はいかがでしょうか？？ 



 
と、突然木彫りの熊を出されても 

かなりの勢いで欲しくないですよね？（人によるけど） 

あなたは 

「いえ、別に木彫りの熊なんて欲しくないので、、、」 

と断ると 

ええ！！！それじゃこれならどうですか！？ 
 



と、訪問販売の男が女性下着を出してきたらどうですか？ 

勿論設定ではあなたは「男性」です。 

どうです？絶対にいらないでしょ？（これもまた人によるが） 

このように 

相手が求めていないものは絶対に売れない 

ということなんです。 

では、自分が売りたいものを売るには 
何が必要だと思いますか？？ 

それが 

リサーチです！ 
まず「自分が売りたい」という商品を売る前に 

必ず市場のリサーチが必要なんです。 

「売れるもの」「売れないもの」さえ把握できれば 

商品は必ず売れます。 

この訪問販売の男も 

しっかりとリサーチして「女性宅」を訪問すれば 

下着は売れる可能性はあるわけですね！ 

（まあこんなカツカレーも木彫りの熊も売ってるやつから下着は買いたくないけど） 

市場をリサーチした上で 

「これなら売れる！」 

という商品を販売しなきゃダメ何ですね。 



「ではこれでようやく商品が売れるぞ！！」 

と思ったあなた 

甘い！！ 
先ほどの「イカれた訪問販売」を思い出してください。 

彼は「大盛りカツカレー」と「木彫りの熊」と「女性モノの下着」を販売していたわけです。 

どうかしてる！！ 
はい 

どうかしてますよね？ 

何でもかんでも売れば良いなんてもんじゃないんです。 
（特にカレーと下着とかダメ絶対） 

市場をリサーチしたら 

自分が何者であるかの定義が必要になります 
定義がないからカレーと下着を売ってしまうのです 

次は以下の３点が重要になってきます。 

①誰に？ 
②何を？ 

③どんな方法で？ 

これに先ほどのイカれた訪問販売を当てはめて 
しっかりと売りたい物を明確化してみます 

まず 

大盛りカツカレーと木彫りの熊は捨てます 

すると残りは女性モノの下着ですよね 



①誰に？ 
可愛いデザインなので、高校生から２０代の女性に、、、 

②何を？ 
清潔感のある少し大人っぽい女性用下着を、、、 

③どんな方法で？ 
訪問販売じゃヤバイ奴なので、カタログをお渡しして通信販売で、、、 

という事が明確化しました。 

これを並べてキャッチコピーにすると 

１０代からの清潔感溢れる 
大人なブラ&ショーツカタログ訪問販売店 

という風になります。 

そう 

これを 

コンセプト 
と言います！！ 

コンセプトがない限り、相手にとって 
「お前は何者だ？」 

ということになってしまいますよね？ 
（さっきのカレー熊野郎は特に） 

１０代からの清潔感溢れる 
大人なブラ&ショーツカタログ訪問販売店 

というコンセプトが決まれば 

相手は 



「１０代からの清潔感溢れる大人なブラ&ショーツを 
訪問販売している人なんだな」 

という事が分かりますよね！ 

よっしゃ！！ 
それじゃ早速コンセプトを作って商品を売りまくろう！！ 

、、、、っと思ってもまだ売れません。 

それはどうしてか？？ 

それは 

客がいないから！！ 

あなたが勝手に「売りたい！」と考えていても 

客がいなければ絶対に売れませんよね。 

誰もいない砂漠で 

何を売っても 

誰もいないから絶対に売れないという事です。 



ええ、、、、 

じゃあどうすれば、、、、💦  

ご安心下さい！ 

そう！！ 

ここで皆さんが良く聞く 

集客！！ 
、、、、と言われても 

どのように集客していいかわからない、、、、。 

と思った人！！ 

その為にここまで 

リサーチをしてコンセプトを決めたわけです！！ 

つまり先ほどの「カレー熊野郎」はコンセプトを決めたことで 
「１０代からの清潔感溢れる大人なブラ&ショーツカタログ訪問販売店」 

に生まれ変わったわけで 

このコンセプトから 
お客様のターゲットが絞れる！！ 

という事なんです。 

つまり 

女性 
10代から20代 

少し大人っぽい感じ 
奇抜というより清潔系 

と、自分が商品を売りたい人物像が 
ある程度見えてきた 

ということになります！ 



ここからは、この人物像に向けて 
CMを打てば良いだけですね！！ 

え？？？ 

CMなんてやる金ねーよ！！ 
って思われた方 
ご安心を♪ 

現代では自社のサービスや商品を宣伝するための媒体は 
ほとんど無料で使えます！ 

それが 

SNS集客 
SNSの媒体としては 

●YouTube 
●Twitter 
●Facebook 
●Instagram 
●TikTok 
●ブログ 
●note 

などなど 

自分の商品やサービスにあった媒体を活用して 
宣伝活動を行なっていきます！ 

まあ女性用の下着であれば可視化できた方が良いので 

YouTube、Instagram、TikTok 

そして商品の良さを伝える為のブログなんかが良いでしょうね！ 



よし！！！！ 
これで商品もコンセプトも集客もできたんだ！！ 

ビジネスやるぞーー！ 

、、、、、、 

って思っても 
少しは売れるだろうけど 

なかなか売れません… 
　 

ええーまだ売れないんかーーーい！！ 
いつになったら売れるんだよ！！ 

って思うだろうけど、、、 

「黙れ小僧！」 

お前にサンを！！、、、、、じゃなくて 

ここで焦っては元も子も無くなります。 

ここで消費者の気持ちになって考えてみましょう！ 



あなたは掃除機が欲しいです。 

吸引力が変わらない 
ただ一つの掃除機 

ダイソン 
￥５９８００ 

 

圧倒的な破壊力 
殺人マシーン掃除機 

マイクダイソン（中華製） 
￥４９８００ 



さて、、、あなたならどちらを買いますか？？ 

そりゃ一万円しか変わらないのであれば 

誰だってダイソンを選びますよね！ 
（マイクダイソンを選ぶ人は今後勇者と呼びます） 

ではあなたはなぜ 

マイクダイソンを選ばずに 
ダイソンを選んだと思いますか？ 

それは 

マイクダイソンが怪しすぎるから！！ 

というのはあると思うけど、、、 

心理的に僕たちはブランドやメーカーに対して 

安心と信頼がある 
ということなんです。 

消費者は購買意欲の前に 

「損をしたくない」「安心して購入したい」 

という心理になります。 

まあ誰だってお金を払うんだから 

安心したいですよね。 

そこで大切なのが「安心と信頼」なんです。 

でも、、、 

安心と信頼なんてどうやって作ればいいの？？ 

ってなりますよね。 



では見込み客が「安心と信頼」を得るために 
あげちゃってください。 

商品をタダであげちゃってください♪ 

ええ！！！ 
そんなことしたらお金にもならないし 
商品だって買ってくれないじゃんかよ！！ 

って、、、 

「黙れ小僧！！」（使い回し） 

良いんですよ♪ 
全く問題ありません。 

タダとは言いましたが、見込み客にはある行動をしていただきます。 

それが 

メルマガ登録or LINE公式 

ここに登録していただいたお客様に 
サンプル商品をプレゼントしちゃいましょう！ 



ん？ 

メルマガやLINEがなんの役に達って？ 

、、、、、「黙れ子！！！ 
もういいや 

これは見込み客の安心と信頼を掴むために 
非常に重要なことなんです。 

まず、サンプルをプレゼントすることで 
自社のサービスや商品の良さを理解していただき 

「この商品なら良いかも」 

という安心感を作ります。 

そしてメルマガやLINE公式に入ってもらうことによって 

今度はこちらからサービスや商品のご案内ができる 

ということになるんですね！！ 

今までは 

●YouTube 
●Twitter 
●Facebook 
●Instagram 
●TikTok 
●ブログ 
●note 

という媒体をネット上に置いておき 
見込み客がそれを見てくれる 
という集客の仕組みでした。 

しかしメルマガやLINE公式に登録してもらうことで 
今度はこちらからプッシュができる！ということなんです！ 



これを 
プッシュ型集客 
プル型集客 
と言います。 

そしてさらにこちらから情報を送ることで 
ここで信頼構築を築き上げるわけです。 

ここまできたら 
見込み客は 

かなり欲しい状態になっている！ 

のですが、、、 

え！！まだダメなの！？ 
って思うかもだけど 

ここで最後の一押し！ 

見込み客の 

「損をしたくない」という心理と「安心」という心理を 
徹底して埋めてあげる必要があります。 

皆さんも知っているとは思うけど 
ジャパネットた●たさんのテレビショッピング 



あれ商品を紹介した後に 

「今ならさらにもう一つ！！」 
なんて言った後に 

「今ならこちらの枕も！」 
なんて言って、最後には 

「今お電話いただいた方には 
こちらのデジカメも！！」 

みたいにどんどんと盛り込んでくるじゃないですか？ 

これなんですよ。 

見込み客に付加価値を大量に乗せて 

「お得感」 

を演出しているんです。 

あんだけ色々乗せれば「損はしていない」という心理になるわけですね！ 
（因みにジャパネットが後付けしてくるものは、型落ちの不良在庫の処分したいゴミですw） 

まあ 
このように最後の最後で 

「損をしていない」「安心感」を作ることで 
商品は必ず売れる 

という仕組みなんですね。 



ではここで最後に 

「カレー熊野郎」から生まれ変わった 
「１０代からの清潔感溢れる大人なブラ&ショーツカタログ訪問販売店」 

がどのように 

「損をしていない」「安心感」 

を見込み客に対して最後のオファーができるか考えて見ましょう。 

①保証制度（期間内破損時交換） 
②3点以上お買い上げて一点プレゼント 

③ポイントで２０%還元 

などなどですね！ 

因みにポイントは自社でしか使えないので 
結果的に自社に戻ってくる美味しいシステムですw 

ここまですれば 
商品は間違いなく売れていく 
ということになるんですね！！ 

、、、、 

あれ？？ 

お前！！Webで稼げる仕組みをフ
ルに公開してねーじゃんか！！ 

って言われそうですが、、、 

ちゃいますちゃいます。 

これがWebで稼げる仕組みになっているんです♪ 



リサーチからコンセプト 
集客にファン化 

ラポール（信頼）作りにオファー 

これらは全てweb上での仕組みの一連の流れなんです！ 

どうです？ 
楽しみながら学べましたか？？ 

冒頭でも言ったけど 
やっぱり楽しみながら稼がなきゃ 

意味ないですもんね！！ 

人生は一度きりなんだから 
何やるにも面白く可笑しく 

そして楽しく 

これが僕のモットーなので！ 

本日は最後まで読んで頂きありがとうございました！ 

またこちらのLINE公式では 
限定動画やビジネスの情報 

無料zoomセミナーなども開催しておりますので 
是非楽しみながら学んでください！！ 

あ！ 
あと最後に 

このコンテンツ「Webで稼げる仕組みをフルに公開」の感想やアウトプット 
是非是非お待ちしております。 

ナイスなアウトプットには返信しております！ 

アウトプットしないとせっかくの情報が脳に定着しないのでw 

ということで起業家ラッパーejiでした！ 
本日も皆様にとって最高の１日になりますように！ヤーマン！ 
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