
人生オワタ 
借金と貧乏でどん底にいた僕が 
ファミコンに救われた！ 
ゲームブログで月収50万円 

稼げるように生まれ変わった物語 

いじめられっ子→バカ高校卒業→フリーター→ 
ブラック企業で社畜→強制リストラ→ 
起業→失敗して借金300万円→ 

ネットビジネス→ブログで稼ぐ世界へ 



どうも、はじめまして。 
ゲームブログや中古ゲーム販売など 

ネットの仕組みで、 
ほぼ不労所得で月収50万円以上をコンスタントに稼ぎ 

毎日、 
ゲーム・釣り・ギター・読書など 

働かずに自分の好きなことをやって生きている 
43歳のおっさん（2021年7月の時点で） 

ファミコンに人生を救われた男。 

川野です。 

2020年~2021年 
コロナの影響で家に引きこもりながら 
さらにブログで稼ぐ仕組みを構築して 

月収100万円に到達しそうな勢いの 
今日この頃です。 



と、このように 

今は悠々自適に遊んでるだけで 
ネットの仕組みで収入が入る状態になって 

「わーい、わーい」と 
好きなことだけやって暮らしておりますが、 

僕には最初から 
ビジネスの才能があったわけでも 

文章を書く才能が 
あったわけでもありません。 

むしろ、 
「ブログで稼いで自由に生きる」 
という世界とは、 

かけ離れた所にいた 

勉強もできない、いじめられっ子 
仕事もろくにできないダメ人間でした。 



元々、僕が 
どんだけダメ人間だったかと言いますと 

小学生の頃から 
勉強が嫌いで嫌いで 
ファミコンばっかりやってて 

通知表は 
ほぼ「がんばろう」（最低評価）の 
勉強できないポンコツ小学生。 

中学の時は、 
アホ。チビ。デブ。 

いじられ要素 
3拍子揃っていた僕は 

ヤンキーたちから 
いじめられていました。 

廊下を歩いていたら 
いきなり、ローリングソバット（飛び回し蹴り）をされたり 



体育の授業が終わって教室に戻ると 
制服がゴミ箱の中に隠されていたり 

弁当の中に毛虫を入れられたり 

さらに 

休み時間 
1分以内に（↑）青BOSS買ってこい 
1分過ぎたらお前のおごりな。 

暴力→無茶振り→パシリ→ほぼカツアゲ。 

今、思い出すと 



相当ないじめを受けていました。 

でも、当時は 
自分がいじめられているなんて 

ダサくて、情けなくて 
認める事ができずに 

「別に大した事ないし」 

「いじめられてへんし、俺」 

と 
強がっていました。 

本当は、悔しくて悲しくて 
「なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだ！」 
と、いつも心で泣き叫んでいました。 

だけど、 
ヤンキーに殴られるのも怖いから 

ヘラヘラすることしかできない 



弱虫で人の顔色ばかり気にする卑屈な 
意味不明にプライドだけ高い 
ヘタレ中学生でした。 
（黒歴史です…） 

高校も名前を書けば、 
受験に受かるというレベルの 
底辺バカ高校に行きました。 

毎年、留年するかも 
というギリギリの成績＆出席日数。 

ヒーヒー言いながらも 
お情けで、なんとか3年で高校を卒業しました。 

就職氷河期 

働きたくない！ 

まだまだ遊びたい！ 

俺には人と違った 
何か特別な才能があるはずだ！ 



勉強もろくにできないアホでコミュ障で 
厨二病をこじらせていた僕は 

そんなことを考えながら 
就職せずに社会に出ました。 

そして、 
ミュージシャンになる！ 

という夢を引っさげ（就職しない理由） 
フリーターになります。 

・毎日、パチスロに行く。 

・プレイステーションばっかりして遊ぶ。 

・たまにバイト行く。 

・週に一回だけ、音楽の練習する。 



という 
ダラダラ生きる若者…。 

ゴミ人間になってしまいました。 

「働きたくないよー」 

とか言いながら、 
そんな生活を5~6年。 

本当に自堕落な生活を送っていました。 

気づいた時には、 
周りの友人らは皆、就職していました。 

フラフラしているのは 
自分だけになってしまいました。 

さすがに危機感を覚えた僕も 
26歳の時に就職しました。 



ミュージシャンになると 
ほざいていた夢も 

「まぁ、無理かな…」 

と勝手に諦めました。（何の活動もしてないし） 

26歳で 
高卒・職歴なし・資格なし 

そんなヤツが働けるところは 
零細企業のブラックな会社だけでした…。 

何個かのブラック企業で働いては 
仕事が続かず、すぐ辞めてを繰り返し。 

ようやく地元の派遣会社に 
正社員として、なんとか落ち着くことができました。 

もちろん、その会社もブラックでした。 



実働時間10時間以上 
電話が鳴ったら、24時間対応！ 

週休二日制とは言っているが 
実質365日、仕事！ 

休みなんて、ほぼない…。 

それなのに… 
月の給料（手取り14万円） 
という劣悪な環境でした。 

ガチで社畜サラリーマンでした。 
毎日、毎日、働きました。 

ちょうど、この頃 
結婚もして子供もできました。 

妻と子供のために 
何とか、この会社で頑張らないとー！ 



家族を支えていかないとー！ 
って感じで 

一生懸命、働きました。 

サラリーマンとして 
出世して 

管理職になって 
ラクしてお金を稼いでやる！ 

そう決意して 
6年間、ブラックな会社で 

理不尽を感じながらも 
やりたくもない仕事に時間と労力を注ぎ、 

家族のために 
働きまくっていました。 

と、 



↑非常に前置きが長くなりましたが（笑） 

元々の僕が 
どれだけバカでダメ人間だったか 

「ブログで稼ぐ世界」から 
遠く離れた人間だったのか 

理解してもらえましたでしょうか？ 

そして、2009年のある日から 
僕の人生は、目まぐるしく変化します。 



「川野、明日から会社に来なくていいから」 
 

2009年 

先にお話しした 
派遣会社の劣悪な環境で 
サラリーマンをしていた僕は 

ある朝、いつも通りに出社したら 
突然、リストラを宣告されました。 



「川野、明日から会社に来なくていいから」 

顔を合わすなり社長は 
真顔で僕に言いました。 

「は？」 

「うそでしょ？」 

「なんかの冗談でしょ？」 

あまりにも突然過ぎて 
本当に意味がわかりませんでした。 

しかし、その後 
社長から 

・2008年リーマンショック以降の売上げの激減 

・会社は今月中に「破産手続き」を行う 

・明日から会社に来なくてよい 



と、 
一方的な説明を受け 

僕は自分が 
本当にリストラされてしまったのだと 
把握しました。 

ショックでした。 

大ショックでした…。 

この会社で 
メチャクチャ一生懸命働いて 

成り上がって 

メッチャ給料もらえるように出世してやるぞ！ 

と、 

6年間、会社に忠誠を誓って 
クソ真面目に働いてきたのに…。 



ほぼ週7で、毎日勤務。 

残業代も出ないのに 
2～3時間の残業も当たり前。 

社長や嫌いな上司の 
ご機嫌を取ったりして 

必死で売上げを上げて 
会社のために頑張っていたのに…。 

2008年に世界を襲った 
リーマンショックのあおりを受けて 

僕の勤めていた会社は 
あっけなく倒産（破産手続き）しました。 

昨日まで普通に働いていたのに 
なんの前触れもなく… 

なにも知らされることなく… 



強制リストラ… 

なんで、俺が 
こんな目にあわなきゃいけないんだ？ 
チクショー！ 

理不尽な気持ちで 
いっぱいでしたが 

会社がなくなってしまっては 
元も子もありません… 

僕は無職になりました。 

当時の僕は 
貯金など、ほとんどなく… 

嫁も子供も（二人） 
いるのに 

明日から無職って 



俺、どーしたらええねん…。 

マジでヤバいやんっ！ 
焦りました。 

それと同時に 
僕の中にあった 

サラリーマンは安心・安全という常識が 
崩れ去りました。 

サラリーマンの生活に 
満足しているわけではありませんでしたが、 

とにかく毎月の給料がないと 
生活していけない… 

不平不満はありつつも 
まぁ、生きていくためには働かないとね…。 

収入がないと 



生きていけないもんね…。 

毎月の給料をもらうために 
取引先や上司にペコペコしたり 

やりたくもない仕事に 
疑問を覚えながらも 

「これでいいのだ…」 

「余計なことは考えるな…」 

「これでいいのだ…」 

 



バカボンのパパの 
「これでいいのだ…」 
を呪文のように繰り返して 

自分に言い聞かせて 
働いていました。 

とりあえず、 
周りのみんなと同じように働かないとダメだと 

大人＝サラリーマン 
として働くのが普通… 

そう思ってやってきた 
常識が… 

・サラリーマン（正社員）じゃないヤツはクズだ 

・サラリーマンは安全である 

・サラリーマンは安定している 



という 
サラリーマン絶対神話の価値観が 

ガラガラと 
音を立てて崩壊しました。 

僕の中にあった 
サラリーマンとして 
朝から晩まで一生懸命働くことこそ善！ 

一人前の大人！ 

という常識。 
その価値観が崩れました。 

今まで一生懸命 
自分の将来のためと、積み上げてきたもの 

社長への信用 

取引先での信用 



人間関係 

仕事のスキル 

など 

努力してきたものは、 

会社倒産 
というものによって 

一瞬にして消し飛びました。 

サラリーマンは 
安全ではない… 
安定していない… 

そのことを知った僕は 
サラリーマンとして働くのが怖い… 

サラリーマン恐怖症になりました。 



そうなると 
無職になってしまった→再就職 

生活費を稼ぐための常識が 
自分の中で成立しなくなりました。 

再就職した会社が 
また倒産したらどうするよ？ 
とか… 

どうしても頭によぎってしまうのです。 

そりゃー 
大手企業とか 
公務員とか 

そんなところに再就職できたら 
いいですけど… 

最終学歴が 
名前書けば入れるようなバカ高校を 
ギリギリ卒業しただけの 



高卒 
＆ 
普通自動車免許しか持ってない 

無資格の僕が 
大手企業や公務員で 
再就職できるはずもなく… 

職安に行っても再就職先の候補は 
先行き不安の胡散臭い 
零細企業ばっかり… 

ブラックな会社の匂いがプンプンする… 

そんなこと考えると 
本当に再就職する気になれませんでした。 

じゃあ、バイトして生計立てるか？ 
考えましたが 

いやいや、30代の妻子持ちのおっさんが 
バイトって… 



それは、世間体が許さないでしょ… 

サラリーマン怖い 
でも、バイトはダメ。 

毎日の生活のために 
お金を稼がないといけない 

「一体、俺はどーしたらええねん！？」 

僕は板挟みになり 

精神がやられて 
頭がおかしくなりそうでした。 

そんな時でした。 

気晴らしに 
同じ会社でリストラになった同僚と 
二人で飲みに行きました。 



その時、 
倒産した会社のノウハウをパクって 
二人で起業できないか？ 

という話が生まれました。 

自分たちで起業する… 

なんという魅力的な響き… 

もうサラリーマンに戻りたくない 
と思っていた自分にとって 

それはまさに 
「渡りに船」って感じでした。 

俺たち二人で 
なんか、でっかいことしようぜ！ 
というような… 

10代の若者が 



夜ふかしして友達と語り合うような 
話で盛り上がりました。 

やってみたら 
なんとかなるだろうという 
希望的観測のカタマリ。 

そして、本当に 
なんもわかってないくせに 
勢いとノリで 

失業保険やら 
マイカーを売ったり 

消費者金融でお金を借りたり 
お金をかき集めて 

友人と起業することにしたのです。 



「起業という地獄」 

「今は絶対に起業しないほうがいい」 

もちろん、周りは大反対でした。 

嫁も 
「バイトでもいいから、普通に働いて欲しい」 
と言って反対しましたが 

しかし、 



本当にバカで情弱だった 
その時の僕は 

もう「起業」こそが 
自分にとって「大正解」の答えに思えてしまって 

嫁を無理矢理に説得して 

勢いに任せて 
起業したのでした。 

しかし、 
実際に起業して 
頑張ってはみたものの 

本当に何も知らなかった 
僕らを待っていたのは 

地獄でした。 



まず、取引先が見つかりませんでした。 

当時は他の会社も 
リーマンショックの煽りを受けて 
仕事が激減しています。 

そんな時にですよ… 

「派遣会社を立ち上げました！ウチの従業員使って下さい！」 

って営業に来られても 

「コイツ、アホか？」 

「空気読めよ」 

って感じで 
門前払いです。 

なんとかなるだろう 
やったらできるだろうと 



簡単に考えていましたが… 

全く仕事は取れませんでした。 

どーにか、なんとか人脈を駆使して 
1、2件の取引先を見つけましたが 

それっぽっちじゃ 
売上げが全然、足りません。 

毎日、食べていくための 
お給料も稼ぐことができません…。 

友人とは顔を合わす度に喧嘩…。 

お互いに 
借金がドンドン増えていき… 

ついに友人は 
「俺、再就職するわー」 
と会社を去りました。 



僕は一人になりました。 

それでも僕は 
再就職する気になれず、 

自分で頑張って稼いでやる！ 
と事業を続けました。 

なんとか食いつないでいくために 
夜中にゴリゴリの肉体労働 

運送会社の倉庫アルバイトにも行きました。 

しかし、どれだけ頑張っても 

毎月かかる会社のランニングコスト。 

川野家の生活費。 

お金は 



ドンドン消えていきました…。 

さらに…この頃、 
僕の父親が「喉頭がん」になります。 

高額医療費制度のおかげで 
抗がん剤治療などの治療費は 
なんとかなりましたが 

入院代などで 
お金がめっちゃかかりました。 

さらに追い打ちで 
親父の看病に疲れ果てた母親も 

痴呆＆うつ病となり 
施設に入居しました。 

ますます、 
お金がかかります…。 



僕は、 
自分の生活もままならない収入しかありませんでしたが、 

自分を育ててくれた両親を見捨てるほど 
非情な人間にはなれませんでした…。 

借金はドンドン増えていきました。 

2016年 

気づけば 
借金300万円…。 

人生、オワタ。 



僕は絶望のどん底にいました…。 

なんで 
こんなことになってしまったんだろう… 

反省の日々です。 

なぜ、起業して 
上手くいかなかったんだろう。 

経営のことなんて1ミリも勉強せずに… 

ただただ 
サラリーマンに戻るのが嫌だった。 

自分が社長として 
稼げたらいいなー 

そんな情弱な状態。 

甘っちょろい考えで起業したので 
失敗するのは当然と言えば、当然の結果でした。 



しかし、起業に失敗したからといって 
僕はやっぱり 

サラリーマンにだけは戻る気がしませんでした。 

会社がなくなってしまったら 
毎日の努力が一瞬で消滅する。 

あの忌々しい記憶が頭から離れません…。 

思い出しただけで 
寒気がしました。 

サラリーマンという働き方だけは 
もう二度としたくない…。 

だけど、 
自分で事業をやっても 
上手くいかない…。 

借金もあるし 



日々の暮らしのお金もいる…。 

これからまだまだ 
二人の息子を育てていかなければいけないし、 

自分の両親のことでも 
今後、さらにお金がかかってくる…。 

お金！ 

お金！ 

お金！ 

お金って！！ 
なんなんだよっ！！ 

もう嫌だ！ 

お金のことなんて考えたくない！ 



現実逃避したかった… 

だけど、現実から逃れることはできませんでした。 

お金の問題は毎月 

容赦なく襲いかかってきました… 

毎月の支払い… 
追いつかない収入… 

やはり、再就職しないとダメなのか！？ 

再び 
精神的板挟み… 

僕は頭がおかしくなりそうでした。 

不安で夜も眠れなく… 
葛藤しました。 



それにしても 
この時の川野家は 
本当に貧乏でした。 

僕のバイト代と嫁さんのパート代 
（お互いかなりフルに働いてました） 

そこから 

会社のランニングコスト 

両親の病院代 

が毎月かかります。 

手元に残るのは 
月3～4万円。 

家族4人 

それで 
やりくりしてました。 



家計は火の車でした。 

携帯代が払えなくて 
電話がしょっちゅう止まりました。 

やばいときは、 
電気ガスも止まったことがありました。 

川野家は 
1玉5円の「うどん」が主食でした。 

激安スーパーで 
夜７時になると見切り品で売られる 

「3玉15円うどん」 
を狙って買うのです。 

そんなことを繰り返していると 
スーパーのレジのおばちゃんに顔を覚えられ… 



「いつも大変ね～」 

と声をかけられ、心配されるように… 

超・恥ずかしかったのですが 
恥よりも食することの方が大事なので 

僕はプライドを捨て 
そのスーパーに「うどん玉」を買うために 
通い続けました。 

買ったうどんは、大鍋で茹でて 

自家栽培ネギと 
（根っこのとこを鉢植えに植えて生えてきた再生ネギ） 
 



これまた怪しいディスカウントストアで 
賞味期限切れ間近、10円で売られていた 
缶に入った「そうめんつゆ」で 

ストロングスタイルの「ぶっかけうどん」を作り 

家族4人（妻と息子二人）で 
食べるのです。 

もやし炒めも定番でした。 

肉なんて入っていません。 

肉は、 
鶏も豚も牛も全て贅沢品です。 

吉野家の牛丼が超ご馳走！ 

ポテチを食べることが富の象徴！ 
と、されていました。 



家賃が払えなくて 
嫁さんの結婚指輪を売ったりもしました。 

この話をすると 

「そんな、アホな？」 

「話を盛り過ぎだー！」 

って人に言われますが 

冗談でも嘘でもないです。 
マジですw 

平成の世に 
こんな貧乏な家族がおってええの？ 

ってくらいの貧乏生活を送っていました。 

もちろん、好き好んで 
貧乏しているわけじゃないんですが… 



この頃の僕は 
お金を稼ぐために 

どーしたらいいのかわからず、 
路頭に迷っていました。 

サラリーマンに戻った方がいいのか… 
毎日、悩んでいました。 

本当に精神が崩壊しそうなぐらい 
葛藤してました。 

そして2016年も終わろうとしていた 

クリスマスイブ 
僕に転機が訪れました。 



俺は生まれ変わりたい！ 

いつもと変わらない貧乏な毎日。 

クリスマスイブも川野家では 
平日と変わりません。 

チキンもケーキもありません。 

夜勤バイトがあったので 



仕事に行こうとしたら 

嫁さんから 
「これ、見て」と言って 
手紙を渡されました。 

そこには息子の字で 

-------- 
サンタさんへ 

クリスマスプレゼントはwill Uが欲しいです！ 
マリオメーカーが欲しいです！ 

学校でゲームを持ってないのは僕だけです。 

みんなにバカにされます！ 

だから、絶対にwill Uをください！ 
------- 

そう書かれていました。 

この頃、小学生の息子は 
ゲームを持ってない理由で 



学校の友人から仲間外れにされて 

泣いて帰ってきたことが 
度々、ありました。 

そのことは知っていたのですが 
僕の中で大きな問題として 
考えてなかったのですが… 

その切実な想いが書かれた息子の手紙を見て 

自分自身 
中学生の頃の、いじめられていた 

「悔しさ」 

「情けなさ」 

「だけど、何にもできない自分」 

忌々しい記憶が 
フラッシュバックしました。 



貧乏が原因で 
息子が学校でいじめられている…。 

あの頃の自分と同じ思いをしているのかと思うと 

胸が締め付けられ 
息が詰まりました。 

何とかしてあげたくても 
現実は厳しく 

お金がない。 

「ごめんやで、そんな余裕ないわ」 

と嫁に伝え 

息子の寝顔に 
「すまん、息子よ」 

と謝って… 



仕事に行きました。 

年の瀬… 

クソ寒い倉庫での肉体労働を終え 

朝、家に帰ったら 
ちょうど家族が起きた時間だったみたいで 

息子が泣きじゃくっていました。 

朝、起きて 
will Uが届いてなかった…。 

サンタさん 
プレゼント持ってきてくれなかったー！！！ 

また、学校でみんなにバカにされるー！ 
イヤやー！ 

学校行きたくないー！ 



息子がぐずったりすると 
いつもは 

「泣いてても、なんも変わらへんで！」 

と厳しい嫁が 
その時は優しく 

サンタさんも忙しいからな、 
今年はうちに来られへんかったんかな～。 

ええ子にしてたら来年は 
絶対にウチに来てくれるよ。 

ゲーム持ってないことで 
バカにしてくるヤツらは本当のお友達じゃないよ 
そう言って 

息子を優しく抱きしめて 
なぐさめていました。 



全俺が泣きました。 

クリスマスプレゼントも買ってあげれない 
情けない父親… 

学校で嫌な思いをしている息子を助けれない父親… 

貧乏な生活… 

なんでこんな事になってしまったんだ… 

こんな自分いやだ！ 

俺は生まれ変わりたい！ 

ちゃんとお金を稼いで 
息子にプレゼントを買ってあげたい！ 



貧乏から抜け出したい！ 

毎月、毎月 
借金の返済に追われる人生なんて嫌だ！ 

毎日、毎日 
うどんばっかり食べる日々… 

チクショー！ 

心の底から湧き上がってきた 
怒りに似た感情でした。 

サラリーマンに戻るのがイヤなら 
自分の事業でしっかりと稼がないといけない！ 

それまで、 
どこか甘ったれていた自分を見つめ直し、 



もう息子を泣かしてはいけない！ 

家族を笑顔にしたい！ 

僕は本気で 
貧乏から抜け出してやる！ 

そう決意しました。 

何かお金を稼ぐ手段はないのか 
僕は真剣に探しました。 

そして、ネットサーフィンをしまくって 
見つけたのが 

「ビームせどり」という 
家電やおもちゃなどの転売の情報でした。 



ネットビジネスの世界へ 

「ビームせどり」 

わかりやすく説明すると 
家電量販店やドン・キホーテなどで 
ワゴンセールの 

半額！ 
〇%オフ！ 



とかの商品を 
スマホのアプリで 
Amazonでいくらで売られてるか調べる。 

↓ 

目の前の商品が1,000円で売られてて 
Amazonで定価3,980円で売られてるー！ 
と言う感じの 

利益が出る商品を見つけたら 
仕入れる。 

Amazonの自分のストアで販売して 
その利ザヤで稼ぐ！ 

といったものでした。 
最初、この情報を見つけたときは 

「うさん臭せー」 

「なんで店で売ってるものがネットだと高く売れるんだ？」 



「本当にそんなことで稼げるのか？」 

「意味ワカンネー」 

色々と疑問もありましたが、 

貧乏脱出のためにも 
息子の笑顔を取り戻すためにも 

そんなこと言ってられません。 

せどり系のYoutubeとか 
ブログとかを読み漁り、 

わからないなりにも行動です。 
とりあえず、行動です。 

あっちこっち家電量販店に行ってみて 
わからないなりにも 



ピコピコと 
スマホのアプリでバーコードを読み 

ワゴンの商品を調べました。 

店員さんに 

あのおっさん、なにやってんの？ 
きもー 

って 
思われてたらどーしよーと 

当時、38歳おっさんの 
意味不明なプライドが発動して 
羞恥心が爆裂しました。 

「俺、マジで何やってんだ？」 

めっさ恥ずかしかったし、 
心も折れかけました。 



でも、 

そんなの関係ねぇー！（小島よしお） 

を心の合言葉にして 
自分を励まし…。 

俺は稼げるようにならんといかんのじゃー！ 
と、ピコピコしまくりました。 

羞恥心ストレスで 
お腹ピーピーになって 

「やべー腹いてー」 

何度もトイレに駆け込みました。 

ワゴン商品ピコピコ 
お腹ピーピーでトイレ 



ワゴンとトイレの往復。 

店側から見たら 
完全な不審者ですｗ 

おそらく本当に 
万引きGメン的な人に 
マークされてたと思います。w 

それでもなんとか 
努力の甲斐あって 

おお！この電気シェイバー 
3,000円も利益が出るやんけー！ 

このおもちゃも 
500円の利益がー！ 

ガムシャラにピコピコやりまくって 
「質より量」作戦で 



なんとか利益の出る商品を 
発見することができました。 

ちなみに 
商品を買うお金ですが 

サラリーマン時代に作った 
禁断のクレジットカードを使い 
仕入れをしました。 

失敗したら、また借金増える 

背水の陣で 
ネットビジネスに挑みました。 

仕入れをしたら 
次はAmazonに 
自分のストアを作る作業です。 

ネットで自分の店を出す? 

Amazon出品サービスってなんだ？ 



FBA在庫システム？ 

なんじゃらほい？ 

頭の中は 
？？？ 

ハテナマークだらけでしたが 
意味がわからないなりにも調べて 

なんとかAmazonに 
自分のストアを出店し 
納品作業をしました。 

自分の送った商品が 
ちゃんとAmazonの倉庫に到着するのか？ 

納品作業をしてから 
Amazonに反映されるまで 
すごく時間が長く感じました。 

不安だから何度もネットを確認…。 



早く反映されてくれー 

精神的に耐えれんよー 

気を紛らわすために 
「せどり」の情報をググって 
読みまくってました。 

3日後… 

おお！ 

「俺の送った商品がAmazonで販売されとる！」 
ようやく納品完了がされました。 

今思えば、当たり前のことだけどｗ 

その時は、 
なんか嬉しくて 



何度も自分のストアページを確認して 

「俺の商品がAmazonで売られている～」 

と、ほくそ笑む38歳… 

キモイですｗ 

やっと商品が販売されてる！ 
と喜んだのもつかの間… 

次は 

本当に売れるのか？ 

不安で不安で 
たまりませんでした。 



1時間おきに 
在庫ページを確認しました…。 

そして 
夕飯を食べて風呂に入って 

2~3時間放置してから 
ネットを見てみると 
 

おおおおおおおお！！ 



売上げ3,980円！！ 

1,000円で仕入れた 
電気シェイバーが売れとる！ 
僕は感動しました。 

普通に自分のストアからモノ売れるやん… 

怪しいと思ってたけど 
サイトに書いてた通りにやったら 
売れたやん… 

それから10日間ほどで 
納品したすべての商品が売れ 

ビームせどりで 
2万円以上稼げました。 

おおお！ 

一回の仕入れで 
2万円稼げた！！ 



ネットビジネス！ 
ちゃんと取り組んだらイケるやんけ！ 

稼げた金額は 
少ないかもしれませんが 

これをがっちり取り組めば 
貧乏から脱出できるかも！ 

僕は希望の光を見つけました。 

味を占めた僕は 
クレジットカード満額（確か40万円ぐらい） 
さらにピコピコしに行きました。(笑) 

しかし、最初は上手く稼げたビームせどりでしたが、 

貧乏脱出のためには 
もっとたくさんのお金を稼がないといけない。 

それはすなわち… 



大量に仕入れをしないといけない 
＝ 
大量にピコピコして 

大量に利益の出る商品を見つけないといけないわけで… 

精神的に負担の高い 
苦手なピコピコ作業… 

思うように利益の出る商品は 
そんなにたくさん見つかりませんでした。 

世の中、そんなに上手くいきません… 

ワゴンピコピコとお腹ピーピーに 
疲れ果てた僕は 

何か、もっと効率よくネット販売する方法はないか!? 
仕入れをする方法はないか!? 

ネットの情報を漁りました。 



その中で、 
初回限定などの品薄ゲーム機本体を 
ネットで仕入れて 

ネットで販売すれば儲かる 

という 
ネットで仕入れてネットで売るという 

「電脳せどり」 

の情報にたどり着きました。 

あーなるほどー 

確かにこれなら 
恥ずかしいピコピコ作業しなくていいし、 

移動など 
無駄な時間もかからない 



非常に効率が良い賢い方法だな～ 

いいなー 
早速、やってみるかー 

と思って 
色々と調べてみました。 

でも、 
ちょっとビームせどりで 
2万円程度、稼げただけの 

素人に毛の生えたようなレベルの 
知識しかない僕が 

ネットで簡単に利益を出せる商品は 
見つかりませんでした。 

ハァ～ 
ネットで高く売れるもの 
見つからね～ 



やっぱりピコピコ作業しまくるしか 
道はないのかー 

ネットサーフィンをしながら、 
諦めかけた、その時！ 

任天堂will Uのサイトで 
バーチャルコンソールというネットの仕組みで 

懐かしのファミコンが遊べる！ 

というページに辿り着きます。 

おおおーすげーな。 

will Uってファミコンもできるんやー 

お、懐かしー 
スペランカーやんけ 

とか、思っていたら 



ふと 

昔、ファミコンばっかやってて親に 
「ゲームばっかりしてたら、アホなるよ！」 

とか、怒られてたな～ 

ってことを思い出しました。 

そしてさらに 
中学の時、 

〇〇書房 
（↑超ローカルな僕の街にあった古本屋＆中古ゲーム屋） 

で安売りされている 
ファミコンカセットを買って 

新しくできた〇〇クラブ（←全国チェーンの中古ゲーム屋） 
に売りに行ったら 

ソフトによっては 



500円～1000円ぐらい 
高く買い取ってもらえて 

それでよく小遣い稼ぎしてたなー 
ということを 

will Uのバーチャルコンソールのページを見ていたら 

完全に忘れていた 
中学生の頃の記憶を 

鮮明に思い出したのです。 

・・・ 

・・ 

・ 

そして 

そうだ！ 
俺たちが昔、夢中になっていたファミコン！ 



それって今（2016年） 
どーなってるんだ？ 

ネットで安く仕入れて 
高く売れるってことできないか!? 

速攻、ググる川野。 

そして出てきた情報は、 

某オークションサイトで 
ファミコンソフトはすごく安値で売られていて… 

Amazonで見ると 
そこそこの価格で売られているじゃないか… 

しかも、物によっては 
かなり高価な値段で取引されているソフトも… 

こ、これは… 



い、いけるかも！ 

その時、一抹の不安はあったけど 

僕は勇気を出して 
中古ゲームソフトを某オークションサイトで買い漁り 

薄汚れたゲームカセットを 
綺麗にクリーニングして 
Amazonで販売してみたところ… 

思った以上に簡単に 
利益がでました！ 

これは、いける！ 

確信に変わった僕は 
そこからはひたすら行動です。 



ゲームソフトを 
仕入れる→磨く→販売 

某オークションサイトとAmazonの往復ですｗ 

某オークションで仕入れたものを 
検品＆メンテナンス 

Amazonのストアに 
商品として送る 

作業！作業！作業！ 
の日々です。 

一日12時間ぐらい 
作業してました。 

サラリーマンの頃より 
働いてたかもｗ 

貧乏から抜け出したい一心で取り組んだ 



ネットビジネスの「電脳せどり」 

途中で1万円の 
情報商材も買いーの 

正しい情報を仕入れて 
その通りに愚直に頑張ったら 

5万円 

10万円 

20万円 

と売上げが 
超右肩上がりに… 

これは、 

勝ったか！？ 
俺？ 



なにをやっても上手くいかない 
貧乏だった期間があまりにも長かったので 

自分がちゃんと稼げていることすら 
疑ってました。(笑) 

中古ゲーム販売（電脳せどり）に取り組んで 
4ヵ月目 

Amazonでの売上げは、 

4/01　278,302円の入金 

4/15　251,780円の入金 

4/29　280,471円の入金 

5/13　283,887円の入金 

5/27　266,900円の入金 

（↑Amazonから実際に振り込まれた金額） 



二ヵ月で 

1,361,340円の入金！ 

仕入れなど 
35万円ぐらいの経費だったので 

二ヵ月間の利益として 
ひゃ、100万円以上！ 

おおおおおお！ 

ついに俺は 
月収で考えて 

50万円以上を 
稼ぐことができたぞおおぉぉぉ！！ 

サラリーマンだった頃の自分の月収の3倍以上ですｗ 



俺は確実に勝ったどぉー！！！！ 

僕は狂喜しました。 

もう一生、サラリーマンをしなくていいし、 
お金に困ることもない！ 

息子よ！ 

will Uもマリオメーカーも、 



なんでも買ってあげれるぞーい！ 

僕はネットビジネスを通じて 
ファミコンばっかりしてたら、アホになるよ！ 
と言われ続けてきた知識を使い 

ついに貧乏からの脱出に成功したのです！ 

（息子にはちゃんとWill Uを買ってあげました！） 

またまた味を占めた僕はｗ 
さらにネットビジネスを 
深く知りたいと思うようになりました。 

中古ゲーム販売＝せどり 
以外の他のネットビジネス 

もっともっと効率の良い 
ラクして稼げるネットビジネスのやり方はないのか！？ 

情報を漁りまくりました。 



なんせ、この頃は 
中古ゲームのクリーニング＆メンテナンス作業 

週7で12時間作業してましたからｗ 

自分のペースで作業しているとは言え 
ブラック企業並みの労働ですw 

もっとラクな稼ぎ方があるはずだと 
またもネットサーフィンに明け暮れる日々 

そしてアフィリエイトという 

ブログを書いて 
そこで商品を紹介して利益が得られる 
代理販売のビジネスモデルがあるのを知ります。 

「このやり方、めっちゃ賢いやん…」 

衝撃を受けました。 



一応、書いておくと 
アフィリエイトとは 

僕がブログを作る 
↓ 
ブログ内に商品のレビューを書いておく 
↓ 
誰かが僕のブログ見て商品を買ってくれたら 
紹介料がもらえるという 

在庫も抱えなくていい 

店舗もいらない 

ブログさえ持っていれば 
ほぼリスクゼロで誰でもできる 

素晴らしいビジネスモデルです。 

つい、こないだまで 
電脳せどり最高！最強！ 
と思っていたのに 



アフィリエイトは 

仕入れとメンテナンス作業と 

在庫を抱えるリスクがないうえに 

Amazonに送る作業もしなくていい… 

やること 
ブログ書くだけ！ 

超ラクチンやんけ！ 

しかも 
一度、ブログ記事を書いて 
サイトを構築すれば、 

あとは放置してても物が売れるので 
何もしなくても稼げる！ 

アフィリエイトの場合は 
貧乏から抜け出せるだけじゃなく、 



時間と身体の自由も手に入れられる！ 

マジか！？ 
ブログアフィリエイト！ 

めっちゃ効率ええやんけっ！ 

よっしゃー 
ブログ書いたるでー！ 
と僕は鼻息を荒くしました。 

ただ、ブログを書くには 
やはり文章力が必要でした。 

当たり前ですが、 
今まで一切、勉強をボイコットしてきた僕は 

絶望的に文章が書けませんでした…。 

ってか、 



ブログ書くって 
何を書けばいいの？ 

書くネタないじゃん… 
ってレベル。 

せっかくアフィリエイトという 
最高のビジネスモデルが目の前にあるのに… 

文章が書けない。 

書くネタなんてない。 

そんな俺が 
ブログを書いても稼げるはずがない…。 

このままじゃ 
ブログで稼ぐという目標が 
ダメになってしまう…。 

このままだと俺は、 



電脳せどりでしか 
稼げないままになってしまう。 

来る日も来る日も 

ヤフオクのチェック 
↓ 
仕入れ 
↓ 
商品のメンテナンス 
↓ 
Amazonの倉庫へ出荷 

週7の12時間。 

時間と労働力を使ってお金を稼ぐ 
作業地獄。 

これじゃ、 
ブラック企業のサラリーマンと 
変わらないじゃないかー！ 



嫌だ～！ 

かと言って 
作業するのを止めてしまうと 

お金が稼げない！ 

貧乏に逆戻りだけは、 
もっと嫌だ！ 

死んでも嫌だ！ 

電脳せどりは「やれば稼げる」が 

やるべき作業が 
かなりあるので 

時間的な自由 
身体の自由が得られない 
という問題に直面。 



せっかくサラリーマンという生き方から脱して 
稼げるようになったのに… 

「作業＝時間を失う」 

「お金を稼ぐ＝労働」 

ということに 
縛られたまま 

「本当の自由」になれない！ 

1日10時間以上の労働 
365日勤務のサラリーマンの頃と 
あまり変わらない生き方になってしまう… 

贅沢な悩みかもしれませんが 
貧乏から脱した僕の中には 

「本当の自由になりたい」 
という欲求が生まれていたのでした。 



でも、 
文章が書けない… 

ブログに書くネタがない… 

どーしたらいいんだー！ 

僕はまたも悩みました。 
 



本当に人生は 
山あり、谷ありです…。 

貧乏から抜け出すために頑張った 
中古ゲーム販売 

最初は稼げて貧乏から抜け出せれば 
それでよかったのに… 

その稼ぐための作業が 
僕の時間と身体の自由を奪い… 

そして 
その作業地獄から抜け出すために 
ブログに出会うも 

文章が書けない…。 

常に何かが足りない人生… 

俺は本当に自由になれるのか？ 



悩みました。 

だけど、凹んでいても 
何も解決しないことを 

この数年間で 
身をもって体験してきた僕は 

とにかく「行動」しました。 

僕が貧乏を抜け出せた 
最大のポイントは 

悩んでいても 
世の中は1ミリも変わらない！ 
とにかく行動する！ 

これです。 

今回の 
「文章書けない問題」も 



「とにかく行動」 

というスローガンを掲げ、 

猪突猛進！ 
やってみることにしました。 

しかし、ただただ何の戦略もなく 
行動してしまうと… 

最初に起業で 
失敗したときのように 
全く結果が出せない… 

お金が稼げないまま 
終わってしまいます。 

正しい情報を持っていないと 
また失敗しちゃいます。 

僕は体験したのです。 



情弱は死ぬ！ 
ということを。 

ひとつ賢くなった僕は 
「せどり」で稼げた時と同じように 

正しく稼げる手順を知るため 
ネットで情報を漁りまくりました。 

「ブログアフィリエイト」 

「文章の書き方」 

「コピーライティング」 

「ブログのネタ」 

作業の合間に 
ネットサーフィンしまくりです。 

メッチャ色んなサイトを見ました。 



恐らく 
100サイトぐらい 

「ブログで稼ぐ」系のものを 
読み漁りました。 

そんな中、 
ブログで年収1億円稼ぐ若者のブログを発見します。 

よく見かける 
「ブログは稼げますよー」的な 

怪しさ満載のブログなのですが 
そのブログは他のものと大きく違っていました。 

まず、読んでいて 
文章が読みやすく 

内容が濃ゆい 

読んでて 



ワクワクする！ 

ヤバい！ 
この人の文章 
超面白い！ 

俺もこの人みたいな文章を 
書けるようになりたいな… 

そう思わせるブログでした。 

僕はそのブログのFANになって 
ほとんどの記事を読み漁りました。 

マジでこの人みたいな 
文章が書けるようになりたい！ 

その想いも強まりました。 

思い立ったが即行動！ 



僕はその人に 
ブログを読んだ感想 

＆ 

あなたみたいな文章が書きたい！ 
という想い 

そして、 
あなたに文章の書き方を教わりたい！ 

そんな内容を1万字以上！ 

下手くそな文章を書いて 
メールを送りました。(笑) 

今にして思うと 
なんという「迷惑メール」 
(笑) 

文章が書けなくて 
悩んでいるヤツの1万字の文章… 



読む側は、拷問です。 

かなり読みづらいヤツです…。 

ダメ元ですが、 
送ってみないとわからない。 

拒否られるかもしれないが 
家電量販店のピコピコ作業に比べたら 
こんなの全く恥ずかしくないぜ！ 

ビームせどりで 
少しメンタルが鍛えられていたので 
メールを送ることができました。 

あと、本気で 
ブログで稼ぐという世界にたどり着きたい！ 

本当にその想いが強かった。 

もう絶対に貧乏はしたくない！ 



家族を笑顔にするんだ！ 

僕には 
覚悟があった。 

だから、 
恥を忍んで 

20代の若者に 
「習う」「教えてもらう」 
という選択肢を選び 

自分をさらけ出して 
メール突撃したのでした。 

返事は、、、 

来ませんでした…。 

「あーやっぱ突然過ぎるよな…」 



「シカトされちゃうよな…」 

凹んでいたら、 

数日後、 
返信がきました… 

「うおお！返信が来てるうううう！」 

メールを見つけたとき 

ドクっ！ドクっ！ドクっ！ドクっ！ 

本当に音が出てるんじゃないか 
というぐらい 
心臓がバクバクしましたｗ 

なんて返信が来てるんだろう… 

やっぱり断られるんだろうか… 



「メールの内容を見るの怖いよー！！」 

アラフォーのおっさん 
メールの開封に乙女のようにビビりますｗ 

中々、中身を見ることができません… 

「えーい！ままよっ！」 

目をつぶって 
メールを開き… 

恐る恐る目を開けると 

「ブログの書き方を教えてもいいですよ」 

という一文が飛び込んできました！ 

うおおおおおおおお！！ 
よっしゃあああああああああ！！！！ 



僕は勝利の雄叫びを上げました。 
（まだ、何もしていないのにｗ） 

もちろん、 
ブログの書き方を教えてもらうのに 
高額な講師料も必要でしたが… 

僕は 

何の情報も持たないまま起業したら失敗する。 

ちゃんとした正しい情報で 
ネットビジネス「せどり」をやってみたら稼げた。 
この2つの経験により 

行動するためには 
何よりも「情報」が大切と理解していたので 

当時、中古ゲーム販売で 
せっかく稼げるようになっていたのに 

その全てを投げ打つ覚悟で 



高額な講師料の「分割払い」をお願いして 

「ブログで1億円稼ぐ若者」に 
僕はブログのことを教わりました。 

ブログのこと 

文章を書くこと 

本当に無知だったので 

1~10まで全てのことを 
師匠から学びました。 

もうすぐ40歳 
元々、すげーバカ…。 

アラフォーでブログ初心者。 

物覚えも 
かなり悪かったです。 



さらに僕は 
言われたことを 

面倒臭がって 
ちゃんとやらない… 

指摘されたら、言い訳ばっかりかます 

最悪の弟子でした…。 

師匠から何度もお叱りを受けました…。 

「どうして、言われた通りにやらないの！？」 

アラフォーのおっさんが 
一回り（12歳）以上、歳の離れた若者に 
ガチで怒られるのです…。 

説教されるのです。 



そのたびに僕は 

謝り… 

敬語を使い… 

教えを乞うのです… 

意味不明にプライドが高かった 
昔の自分から考えると 

想像もできなかったことです。 

本当にプライドはズタズタでした。 

俺だって起業してて 
社長なんだぞー 
とか… 

とりあえず一行でも文章を書け！ 
って簡単に言うけど 



それがむずいんじゃあああ！！ 
こっちはああああ！ 

なんて 
心では、 
逆ギレしてました。（笑） 

今にして思うと 
当時の自分は本当に面倒臭さがりで 

意味不明に 
プライド高かったんだなーと 
笑えますがｗ 

長年の宿敵である 

「勉強したくない」 

「面倒臭い」 

に打ち勝つために 
必死でした。 



でも、僕はなんとしてでも 
ブログで稼ぐ「自由な世界」へ行きたかった。 

どれだけ、今が辛くても 

今の自分を 
全否定する事になったとしても… 

僕は変わりたかった。 

師匠の厳しい課題を乗り越えながら 
たくさんの失敗をして 

「ブログの作り方」を学んで6ヵ月…。 

ようやく師匠からの 
Goサインが出たので 
書き溜めていたブログを公開すると… 

自分のブログから 
紹介する商品がバンバン売れていきました！ 



おおお、 
俺のブログから 
商品がバンバン売れているー！ 

嬉しすぎです！ 

A8.netの報酬画面を見て 
これまた、めっちゃニヤけたのを覚えてますｗ 

「電脳せどり」の時と違って 

今後は、 
仕入れをしなくても 
納品作業をしなくても 

このブログさえあれば… 

何もしない状態 

放置して僕が遊んでいても 
売上げがガンガン上がるのです。 



ブログで稼げるようになった僕を見届けて 
師匠の指導は終わりました。 

師匠いわく、 
僕が教えてブログで稼ぐのに6ヶ月かかったのは 
川野さんが初めてだと言ってました… 

早い人なら1ヶ月 
普通の人でも3ヶ月とかで 
初報酬は得れるそうです… 

僕はやはり 
飛び抜けて出来が悪かったみたいです（笑） 

師匠の監視がなくなった僕は 
たいしてブログの更新もせず、 
なまけました。(笑) 

毎日、ボケーっと 
報酬画面のチェックしてただけ… 

それでも、僕のブログからは 



物が売れ続けました。 

先月よりも稼げました。 

ブログを作ってからの僕は 
退屈になりました。(笑) 

さすがに 
やることがなさ過ぎて 

「本当に大丈夫か…俺」 
不安になったので 

三ヵ月経ってから 
違うジャンルで 

師匠に教えてもらった通りにゼロから 

自分一人のチカラで 
ブログを作りました。 



それでもまた同じように 
物が売れ、さらに稼げました。 

僕は 

「勝ってしまった…」 

そう確信しました。 

もはや、この 
ブログで稼ぐ仕組み 

これを作る知識さえあれば 

ブログを作った分だけ 
無限に収入が増えます。 

月収100万円でも200万円でも 
稼げるやん… 



と普通に思います。 

（言うてる間に、月収100万円になりそうですが） 

こうして僕はブログだけで 
月収50万円以上の収益を生み出す 
生活を手に入れることができました。 

本当に何もしないのに 
毎日、物が売れて 
売上げが上がっていく！ 

僕はもう毎日、 
自分のやりたいことだけやる。 

思いっきり 
自分の人生を自由に遊ぶだけ！ 

働いてないのに 
収入に困らない！ 



本当の自由！ 

・肉体的な自由 

・時間的な自由 

・経済的な自由 

・精神的な自由 

を手に入れたのでした！ 

改めて 
僕は心の底から 

「恥を忍んで、ブログの書き方を師匠から習って良かった～」 

「自己流をかまして怒られて、自分のプライドを捨てて師匠の
教えに従ってブログを作って良かったー」 

「全てを失う覚悟でブログに取り組んで良かったー」 



と思いました。 

本当に正しい知識と情報を得て行動すれば 

自分みたいなダメ人間でも 
ブログで稼げるようになるんだな。 

身をもって体験しました。 

これは、結果論になってしまうかも知れませんが 

勉強を一切せずに過ごした学生時代。 

理不尽なヤンキーのいじめに遭い 
生きてて何になるんだろうと 

思い悩んだ日々。 

アホ高校卒業。 
就職せずにフリーター。 



ミュージシャンになる！とかいって 
パチンコばっかり行ってフラフラ過ごした20代。 

30代でリストラされて無職。 

勢いで起業したけど大失敗して借金300万円。 

息子にプレゼントの一つも買ってあげれなかった 
超貧乏でいけてなかった 

人生オワタ 
と思っていた事。 

今にして思うと全ての失敗は 

ブログで稼ぐことに辿り着くための 
準備だったんだな 



と思えるのです。 

もし、元々がポンコツ人間じゃなかったら 

リストラにあって 
起業して事業に失敗することもなかった。 

もし、事業に失敗して 
貧乏な生活を過ごしていなかったら 

ネットビジネスなんてものに 
取り組んでなかった。 

もし、小学生の頃 
ファミコンばっかりやってなければ 

中古ゲーム販売すら、ひらめかなかった。 

もし、ゲーム販売をしてなかったら 
一日12時間作業が嫌になって 



ブログで稼ぐことに 
真剣に取り組んでいなかった。 

どれだけ師匠に怒られて 
プライドがズタズタになっても 

中学生の時、 
理不尽にいじめられてた頃に比べると 
こんなの余裕だと思えた。 

結果論になってしまうかもしれないですが 
僕が通ってきた道・失敗してきた事は 

全て、今の 

「ブログで稼いで自由な人生を手に入れる」 

ここに辿り着くための準備だったんだな 

本当にそう思うのです。 



もし、今この文章を読んでいるあなたも 

自分の人生がうまくいっていない… 
と思い当たる場合は 

それはこれから 
本当に辿り着きたいゴールへ行くための 
準備期間なんだと思います。 

なぜなら 

サラリーマンで満足だ～ 
明日も会社のために頑張るぞー! 

って心の底からそう思っている人は 
そこが人生のゴールであって 

今の自分を変えたいとは 
思わないのです。 

自分で事業して俺は社長だー! 
と言いながらも、人一倍働いて 



休みなく頑張っていることが心地よい人は 
そこがゴールなのでしょう。 

だけど、今、 
この文章を読んでくれているあなたが 

今の自分を冷静に考えたときに 

自分はここにたどり着きたかったわけじゃない 

コレが俺のやりたかったことではない 

と少しでも疑問に感じるのなら 

そこはあなたのいるべき場所ではないのだと、 
思います。 

今こそ、変化の時だと思います！ 

あなたの行きたかった世界 



ブログの仕組みで稼ぎ 

自由を手に入れられる世界に行きましょう！ 

本当に正しい情報さえあれば 
誰だってブログで稼げる世界へたどり着けます！ 

僕のファミコンに救われた話 

ブログで稼げるようになった話は 
以上です！ 

最後まで読んで頂き、ありがとうございました！ 

【追伸】 

2021年 

最近、あまりにも家から出ないので 
息子たちからは、 



「ゲームばっかり、しやがって」 

「毎日、土日マン」 

とか、言われるようになりました。（笑） 

仕事にも行かず、家から出ず、 
やりたいことばっかやってる親父… 

遊んでいるようにしか 
見えないのでしょうw 

自分たちはコロナ禍の大変な中 
毎日、学校に行ってるのに。 

他の家のお父さんとかは、 
メッチャ働いているのに 

なんだ？ 
ウチの親父は？ 

いつ働いているんだ？ 



なんでずっと家にいるんだ？ 

なんで家には、お金があるんだ？ 

子供ながらに不思議なのでしょう。 

＆ 

羨ましいのでしょうw 

「俺も将来、ブログ書いて稼ぐねん」 

ウチの息子 
二人とも言ってます。（笑） 

今、このレポートを書いてて 
改めて思うこと。 

あー自分もやっと 



家族を守れる 
息子を笑顔にさせれる 
父親になれたんだなー 

と 
ちょっと感傷的になります。（笑） 

ファミコンは 
すべてを僕に与えてくれました。 

中古ゲーム販売 

ゲームブログ 

この世にファミコンがあったからこそ 
僕は本当に救われました。 

本気、任天堂様に 
足を向けて寝れませんw 



ガチです。 

そして 
これからの世の中 
ネット関連に強くなり 

ブログの一つでも 
作れるようになることは 

プラスしかないと断言できます！ 

もし、今 
この物語を読んでいるあなたが 

ブログを作る 
ブログで稼ぐなんて 
イメージできないよー 

と思っていらっしゃるなら 

是非、僕の 



ネットで稼ぐための情報がてんこ盛りのサイト 
レトロゲーム・マネタイズ（無料のサイトです！） 

↓（フリーメールで簡単に登録できます！） 

https://rgm3m.site/member/formadd/?group_id=1

こちらに登録してもらって 

ブログを作るための 
正しい情報をゲットして下さい！ 

https://rgm3m.site/member/formadd/?group_id=1
https://rgm3m.site/member/formadd/?group_id=1


今は何もわからなくても大丈夫です。 

最初はみんな 
一歩から始まります。 

多くの人は 
新しい一歩すら踏み出しません。 

そして、 
毎日毎日、何も変わらねー 
と嘆いて愚痴って 

時間だけが 
ただただ過ぎていく… 

非常に非生産的な日常を過ごしている人ばかりです。 

今、このサイトに登録してもらったら 

少しでも自分のやりたいことで稼ぐ世界へ 

第一歩が踏み出せます！ 



今の日常を打破するためにも 
是非、登録してみて下さい！ 

↓ 

https://rgm3m.site/member/formadd/?group_id=1

共に自由な人生を満喫しましょう！ 

それでは、あなたも 
ファミコンで人生が救われる日が訪れることを 

お祈りしております！ 

2021年 
川野

https://rgm3m.site/member/formadd/?group_id=1

