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底辺一割、めんどくさがりのダメ人間でも
ネットビジネスで成功した

「経緯」と「理由」
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◆限定公開◆

永世です。

今回は私の過去の一部を明かした
「ノンフィクションレポート」
を書きました。

題して
「底辺一割のめんどくさがりのダメ人間が
ネットビジネスで成功した経緯と理由」
というテーマとなります。

こちらのレポートの中で
私が「時間とお金の両立という非常識な状況」
を目指した「非常識な理由」を明かしたいと思います。

（ハッキリ言って、全然カッコいい理由ではありません）

今回は、私のダメダメな過去を振り返りながら

・なぜ、底辺一割の超めんどくさがりのダメ人間が
アフィリエイトで結果を出せたのか？

ということについて論じるとともに



・「初心者の方が感じるハードル・不安要素」

について言及していきたいと思います。

それを語る際に、まずは私の学生時代から
振り返ってみたいと思います。

◆永世の「本性」◆

私がメルマガ読者にお伝えしている過去があります。

それは
「学生時代の成績は、底辺一割の、落第ギリギリの学生だった」ということです。

読者の方からは「信じられません」と
疑問視されることも少なくないのですが、誓って本当です。

（こんなカッコ悪いこと、わざわざ誓いたくないですが…苦笑）

なぜ私が落第生になったのか？

その理由を述べるなら
私は生粋の
「めんどくさがりや」だからです。

そんな事を言うと
読者の方にとっては
「意外」と感じるかも知れません。

私は日頃、どこぞの熱血体育教師よろしく



「ネットビジネスは実践が大事です！」
「結果を出すには、行動しましょう！」
と言い続けています。

そんな私が「自分はめんどくさがりです」といったとしても
もしかすると、ピンとこないかも知れません。

ですがわたしは
極度のめんどくさがり屋です。

もはや「病気」だと思います。

◆やりたくないことは、やりたくないんです◆

やりたくないことは、やりたくない。

それが私の性格です。

自分が「面白い」と感じたり
「タメになる」と感じる事以外のために
「一秒」たりとも使いたくありません。

そんな私の性格が災いして
いわゆる「学生」や「社会人」という身分であった時
私は大変な苦労を強いられました。

私は…自分が「つまらない」と思ってしまったら最後
とにかく「眠くなる」んです。

体質なのかも知れません。



「つまんない」と思ったら
即座に眠くて仕方なくなる。

授業中でも、居眠りの常習犯でした。
もはや勉強どころではないくらいに眠くなります。

『居眠り』というか
『気絶』という表現のほうが
近いのかも知れません。（笑）

「こんなことして、何の意味があるんだ？」

そう思ったら最後、もう眠くなって
何も出来なくなります。

学校も面白くなかったので
よく遅刻してサボっていました。

通学路途中の公園で
ひとり静かに本を読んでいました。

あるいは、仮病で保健室に入って
こっそり本を読んでました。

その結果、成績は底辺一割でした。
遅刻数は学年の五本指には入っていたはずです。

そんな正真正銘の落ちこぼれでした。

・必要のない勉強はしたくない
・興味のないことは学びたくない
・無意味なことに時間を拘束されたくない

そんな性格であったがために
学生時代は、図書館で
哲学やら、政治やら、科学やら



教科書に出ない歴史の勉強やら

『点数にならない勉強』ばかりをしてきました。

というのも、学校の『科目』と呼ばれる単元は
私にとってそれこそ

・必要のない勉強
・興味のないこと

としか思えなかったためです。

私には、いつも疑問でした。

「なんでみんな、こんなつまんない勉強に耐えられるんだろう」
「この生き方に、意味なんてあるのか？」

それが、子供時代の私の純然たる疑問でした。

◆社会人はめんどくさい◆

そんな私でも、一応就職することが出来て
晴れて社会人になりました。

それなりの優良企業でした。
給料も待遇も決して悪くはなかったです。

そして、仕事の出来栄えについては
私は、当時の同期の中では最も高く評価されていました。

比較的、要領は良かったほうなのでしょう。



しかし、社会人になってからも
「めんどくさがり」という、その性格は変わらず。

数ヶ月立った頃には
「自分の中の自分」はすでに
社会人生活というものに「見切り」をつけていたようです。

「こんな仕事やって、何の意味があるんだろう」
「こんな仕事が、自分のタメになるんだろうか」

そういう「内なる声」は
私の社会人生活に深刻な影響をもたらしていました。

能力はともかくとして
私は社会人としての「適正」に
致命的な欠陥を抱えていたようです。

「この人生、いつまでも続けていたくはない」

そんな「声」が自分の中から湧き出してくると「もうダメ」でした。

とにかく眠くなって、やる気が無くなります。

仕事場でも、不意の眠気に襲われて
上司から注意を受けたことも多々ありました。

「やりがいのあることしか、やれない」

私は、そういう人間なのだろうと思います。

そんな私が「社会人」として
「生きていくことそのもの」を
「めんどくさい」と感じるまでに
そう時間はかかりませんでした。



（結局私は、その会社をやめて
最低限の衣食住を確保してから
ある社会活動に身を投じる事になりますが…
それは別のお話）

◆サラリーマンは、立派だと思います◆

アフィリエイターの中には
サラリーマンを蔑視するような
表現を使う方も数多くいます。

しかし私は、サラリーマンというものを
見下しているわけではありません。

むしろ、逆です。

毎日決まった時間に起きて
仕事に励んで頑張っている。

規則正しい生活に
やりがいを見出しながら
組織の責任を果たすべく務めておられる。

大変立派だと思います。

そして『私には、できない』と心底思います。
少なくとも『死ぬまで続けるなんてありえない』と思います。

・毎朝決まった時間に起きること。
・価値を感じられない人間関係や飲み会に時間を割かれること。
・自分の時間を自由に持てないこと。



・自分の仕事の成果にもかかわらず、会社に利益をピンハネされること。
・いつリストラされるかわからないという不安と恐怖の中で生きること。
・夢も希望もない毎日を繰り返すこと。

論外。

私には、もう『無理』です。

鳥が海の中を泳げないのと同じ。
魚が空を飛べないのと同じ。

そういう次元で『無理』です。

普通の人が『普通』と呼ぶ暮らしに
私は一辺たりとも『幸せ』や『生きがい』を
見出すことが出来なかった。

これは、『普通の人』を見下しているのではありません。
むしろ、逆。

羨ましいのです。

かつて私が目指し、『断念』した生き方ですから。

それこそがまさに『私ができなかった生き方』そのものです。
なので、私はサラリーマンの方々を尊敬しています。

今でこそ、多くの方から私は
『何をやったらそんなに稼げるんですか？』
と聞かれたりもしますが

しかし私に言わせれば、
『どうやったらそんな我慢強くなれるんですか？』
と心の底から聞きたくてたまらない。

それが私の本心です。



◆「やりたくないことはやりたくない」◆

そんな私はある時
「個人」でもお金を稼ぐ技術を身につける
ネットビジネスというものを知り
否応がなく
その世界へ惹かれていくことになります。

ここで言いたいのは
私は優秀だからネットビジネスで成功できた、
わけではない、ということです。

むしろ、逆。

私はどうしようもない落ちこぼれで
ダメ人間で、底辺一割の徹底した
『めんどくさがり』だったからこそ
ネットビジネスを始め、結果的に
成功できたのだ、ということです。

『我慢』が出来なかったからこそ
今の私が居るのです。

◆「アフィリエイト」との出会い◆



私が、アフィリエイトという言葉を初めて知ったのは
２０１５年のときでした。

そこから、まともに実践に移すまでには
さらに期間がかかっています。

つまり俗に言う
「後発組」と呼ばれるような
立場であったわけです。

そんな私でしたが
結論のみを述べるならば
開始４ヶ月で 300 万を稼ぎ出しました。

この規模の実績をこの速度で出すのは
この業界ひろしと言えども
どうやら私くらいなもののようです。

そうして、私の収入は月収７桁台に達し
その手法を教える側になるまで、成長することが出来ました。

これは世間からすれば
驚かれるほどの成功ですが
私が成功できた背景には
簡単な『カラクリ』があったに過ぎません。

その『カラクリ』を今回は
そのままお伝えしていきたいと思うのです。

今のあなたにとっても
間違いなく「無視できない」話だと思いますから。

◆「後発組」の不安…◆



実際に「結果が出せた」からこそ
今では「アフィリエイトは稼げます」と
声を大にして、自信を持って堂々と言えるわけですが

実際に稼げるまでは、私の心は
「本当に稼げるのかな…」
という不安に満たされていました。

当時の私の心の中を覗いてみると
こんな感じでした。

・自分でも本当に稼げるのだろうか…
・成功する人は、特別なセンスや才能を持っているのではないだろうか…
・すでに取り組んでいる人がたくさんいるのに、いまさら自分が参入しても…

もしあなたが、まだ「稼げた」という
成功体験が無いのであれば
この私の心情については
痛いほどに分かるのではないでしょうか。

特に、この講座については
「時間とお金の両立を実現する」
ということを大々的に謳っているだけに

「初心者の自分ではついていけないんじゃないか…」
「なにか『高度』なことをしないといけないのではないか…」

という『ハードルの高さ』を感じているという声や
お問い合わせも、少なからず届いています。

この企画で得られることになる



『時間とお金の自由を得て人生を変える』
という、非常識なスケールの大きさに
たじろいでしまっている方も多々いるのだということ。

では、実際問題として
『ハードルは高い』と言えるのか？

そして、なぜ『凡人以下』の私でも
ライバルをごぼう抜きにして
成功できているのか？

この二点について…

これから語る『カラクリ』の正体を聞けば
おのずとあなたにもその答えを
『納得』していけることでしょう。

◆読者の８割が初心者という現実◆

結論から言って
私の元に集まる読者の
実に８割は初心者からのスタートです。

そして、そんな初心者の中から
開始一週間にして数万円という利益を確定させる方や
月収１０万円を突破する方々が、後を絶ちません。

かくいう私も、かつてはその「初心者」の一人でした。

にもかかわらず
私は開始４ヶ月で３０３万円という利益を出すことができました。



なぜか？

それは、「勝つべくして勝てる不変的な戦略」をベースに
「成功事例」と「成功ノウハウ」を忠実に再現してきたから。

理由は、以上です。

実際のところ、本当に「それだけ」なんです。

◆「タネ」を明かします◆

ド素人の初心者が、副業開始わずか４ヶ月で３０３万円を稼ぎ出す。

そんな、異常な速度で、私が成功できた理由を明かすなら…

私が、自分のメンターから教わった
「こうやれば結果を出る」という「仕組み」を「自分の手」を使って作り上げてきたから。

それだけです。

あっけないほどに単純ですが
それこそが『カラクリ』の正体です。

例えるならば、こういうことです。

絵画の「巨匠」が
自分の生徒の隣で
絵の「構図」と「書き方」を教えるとします。



・ここにはこれを書きなさい
・ここにはこういう色をつけなさい

と。

後は生徒は、その構図をなぞりながら
逐一アドバイスに従って、絵を書いていく。

必然的に出来上がる作品は
「巨匠クラス」のものとなるわけです。

が、生徒の立場からすれば
「言われたとおりに筆を動かした」だけ。

にもかかわらず、生徒がその作品を
「自分が書きました」と言って世に出すだけで
「巨匠」クラスと同じだけの
名声・評価・利益を得られるということ。

しかし、そこに必要とされる
「技術的なレベル」というものは
「言われた通りのものを描く」という程度の
最低限のもので十分だということです。

たとえ、その「生徒」が
他の「画家」と呼ばれるような人たちと比較して
見劣りするような程度の「技術」しか
持ち合わせていないとしても、全く問題はありません。

参考にする「巨匠」の絵画戦略を
まっしろなキャンパス上に「再現」していくだけで
「一般的な画家クラス」とは比較対象外の作品が
いともたやすく完成してしまうのだということです。

そして生徒は、その巨匠の発する



「生のアドバイス」やその「意図」を間近で聞き
その実践を通じて「利益」を得ながら
その戦略の「本質」を悟ります。

その頃には、すでに巨匠と同じような作品が
独力でも作り上げられるようなステージへと
「いつの間にか」到達しているのだということです。

◆やることは「勝負」ではなく「模倣」なのです◆

それこそが
私が異常な速度で成功できたことの
「タネ明かし」にほかなりません。

私が成功できた『カラクリ』とは
つまるところ、それだけです。

「こういう戦略でなら誰でも勝てる」というノウハウを
私はただ、誰よりも素早く、かつ忠実に実行してきた。

そうしているだけで、私は、いつしか
並み居るライバル達の存在を「無視」しながら
月収７桁の「トップアフィリエイター」と呼ばれるステージに到達していました。

だからこそ言えます。

後発組だろうが、なんだろうが
全く関係ない。

そもそも「既存のアフィリエイター」と
「勝負」する必要自体が
全く存在しないのだということです。



なぜなら
「既存のアフィリエイターの多くが知らない『本当に稼げるノウハウ』」
の「マネ」をするだけでいいのだから。

それだけで、「勝負」するまでもなく
いともたやすく必然的に勝ててしまうのだということ。

これが、「後発組だろうが全く関係ない」
と断言できる理由です。

◆白状します。私は「ズル」してきました◆

勝つべくして勝てるという
『答え』をカンニングしながら
しかも指導を受けながら実践していけるのだということ。

ハッキリ言って、そんなもの
「ビジネス」という観点からすれば
「ズル」であり「反則」としか言いようがありません。

ただ、そんなスタイルでも成果を出せる私のノウハウは
私のような「めんどくさがり」の人間にとっては
まさに「うってつけ」の方法なのでした。

なぜなら、
私が最も嫌う「めんどくさい」と感じる要素…

「成長」や「利益」につながらない「努力」が、一切必要ないからです。

必要な努力だけを
無駄なくピンポイントに積み重ねることだけで



最短で継続的な利益を発生させる仕組みを作っていける。

わたしのような「めんどくさがり」からすれば
こんなに「ありがたい」話はありません。

絵のたとえに戻るなら
『教えられたとおりに筆を動かす』だけで
『巨匠クラス』の作品を描き上げて
莫大な「利益」と「名声」を得ることが出来るのですから。

そんな「ウマい話」は無いと思うわけです。

◆アフィリエイトなんざよりも、社会人のほうがはるかにめんどくさい◆

ここで一度。

「アフィリエイトはめんどくさい」
という「世間のよくある見解」について
私なりの答えを示しておきたいと思います。

これは、実際に
アフィリエイトに手を動かして挫折した方や
取り組んでみた方ほど
「アフィリエイトはめんどくさい」という先入観を
持ってしまっているのではないかと思います。

私に言わせれば…

アフィリエイトがめんどくさいとか、ありえません。

というか、意味がわからない。

『やったらやった分だけ



自分の成長になり
自分の利益につながる』

そんなアフィリエイトは
私にとって全く「めんどくさい」と
感じるようなものではありません。

そんなものよりも
「社会人」として生きていくことや
「学生」として興味のないことを勉強するほうが
私にとっては比較対象外に「めんどくさい」
としか思えないのです。

その理由は『努力が利益に直結しない』からです。

◆私はビジネスというものが大好きです◆

それに対して、自分のビジネスは、自分の『努力の質×量』が『全て』です。

やればやるほど成長するし、利益にもなる。
楽しくて仕方がないので
寝る間も惜しんで取り組んでいます。

自分の実践は当然として、
サポートにせよコンサルにせよ
生徒を稼がせることに対して
夢中で没頭しています。

眠気なんぞ、どこにもわきません。

なぜか？



それは
・自分の興味があるもの
だし
・自分の利益に直結する
からです。

私を信頼して下さる
コンサル生を、とにかく稼がせてあげたいと思いますし
幸せになってもらう活動として
最高に「やりがい」を感じているからです。

そこに私が
「めんどくさい」と感じるような要素は
「皆無」だということです。

◆楽しい「努力」と、楽しくない「努力」の二種類がある◆

アフィリエイトやネットビジネスでは
作業量や行動量は確かに必要です。
「楽」なことばかりではありません。

ですが、その「努力」そのものが
ダイレクトに「成長」になって「自分の利益」になる。

だとするなら、その努力すらも
楽しめるというわけです。

これをめんどくさいというのなら
私からすれば、社会人や学生の方が
よほどめんどくさいと思えてなりません。



なぜなら「成長」や「利益」に
つながらない「努力」というものを強制される
わけですから。

「やりたくないことはやりたくない」
「できるだけめんどくさくない方法で成功したい」

そんな、めんどくさがりが人の皮を被ったような
「こんな私」だったからこそ

ネットビジネスという世界で、それなりの成功をおさめることができたのかもしれません。

ただ、成功を収める、という言い方は大げさです。

私の得た成功とは、ただ
「誰でもやればできることを、実行に移しただけのこと」
だったりします。

◆以上が、私が成功した秘密です◆

このレポートでは、私の「ダメな過去」を晒してみました。

輝かしい未来を語っておきながら
あえて「負の面」をこうして晒すことで
「期待はずれ」だったと思われるかも知れません。

「永世豊というやつは、以外に大したことがないやつなんだな」
と思われても結構です。



そして私は、それを否定する気はありません。

事実、私が『４ヶ月で 300 万円』を稼ぎ出すにあたって
取り立てて必要な才能や能力があったからではないからです。

ただ、ここで私が、声を大にしてあえて言いたいのは
そんな『超絶めんどくさがり』の『大したことがないやつ』であっても
『本当に稼げるノウハウ』を知って、忠実に実行していくだけで
『その程度の利益』は、たやすく出せてしまうのだということです。

つまり…

なぜ永世豊は、副業４ヶ月で３０３万円稼ぐことができたのか？

その答えは、あまりにも簡単です。

『４ヶ月で３０３万円稼げるノウハウを、忠実に実行したから』

これだけです。

つまりは、これを読んでいるあなたの
『今の』スタートラインには一切かかわらず
同じ規模の成果を、あなたが再現していくことは
『十分に可能』なのだということです。

◆以上、社会不適合者の過去話でした◆



今回の話で、私のことを
「ロクでもないな」
とあなたに思われたとしても
仕方ありません。

そして、そう思ったあなたはきっと
「ロクな方」なのだと思います。

・人生に挫折する苦しみ
・社会に馴染めない寂しさ
・人と比べてしまう劣等感
・絶望的に過酷な状況
・生きがいを見いだせない悲しさ
・死を思うほどの痛み

そういう気持ちが
「自分ごととしてわからない」という恵まれたあなたのことを
私は、どこか半分羨ましく思います。

そのまま『幸せ 』に
今あるものに満足しながら
生きていってほしいと思います。

…ですが。

もしもあなたが、かつての私のように
「人生をここで変えたい」
「後悔しない人生を歩みたい」

と本気で思うのであれば。

「こんな自分でも
今度こそ、本当に、
『幸せ』だと心から言いたい」

…と、そう思うのであれば。



そして、その道案内人として
こんなロクでもない私に、『賭けてみよう』と
その命運を、わずかばかりでも預けてくださるのであれば。

私はその『信頼』に
全身全霊をかけてお応えします。

誓います。

こんな私の語る『声』に
わずかでも共鳴してくださったあなただからこそ
かけがえのない『仲間』として
心から迎えたいと思っています。

今のあなたがどれだけ
「ダメ」で「ロクでもない」状態にあったとしても
「上を目指す気持ち」に偽りがないのであれば
私はあなたを見捨てるようなことは
決して致しません。

また、今の段階でが、私のことを１００%信じられなくても
半信半疑であっても、大いに結構です。

むしろ、１%でも「信じてみようかな」と思うのであれば
ぜひこのまま、本メール講義での
『学習』と『実践』を続けていただきたいと思います。

そして、その中で、積極的に『見極めて』いただきたいと思います。

なんにせよ私は、素直な向上心を感じ取れる
『本気』のメッセージを寄せてくださった方に対しては
かならず『成功に繋がる道』のご案内をさせて頂きます。

これからも、本メール講座を通じて



あなたの時間とお金の両立をサポートさせていただきます。

『エピソード１』のお話は以上です。

また機会があれば、私の過去の話について、この『続き』をお話します。
その時は、また読んでいただけると幸いです。

それでは、メール講座で、またお会いしましょう。

あらゆる偉業は作業から。

あなたの成功と、その先にある幸福を願って。

Nagase.Y


