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５月２９日（月） 

どうも、n o v aです。 

メールをお読みいただきありがとうございます。 

いやいや、久方ぶりのメールとなってしまいましたが 
如何お過ごしでしょうか？ 

今年も始まって早いものでもうすぐ６月です。 

桜咲く４月からの新生活も過ぎ、 
GWも終わりアッという間に衣替えの 
季節となり時が過ぎるのはホントに早いです。 

６月は夏至の月でもあり 
一年の移り変わりのような月ですから 
今のうちに今年の後半戦の計画を立てて 
いいスタートを切っていきたいですね。 

最近はトレンドアフィリエイトから始めて 
そして資産ブログの構築、オウンドメディア、 
キュレーションサイトを作成して、 
アドセンスで稼ぐという方が多いようですが、 

何れの場合でも必須となるのは 
コンテンツ作成ですよね。 

そのコンテンツ作成において 
僕が最も重視していることと言えば、 

「自分の言葉で語る」 

ということに尽きます。 

これは方々で言われていることなので 
知識として知っている方も多いと思いますが 
実践するのって中々難しいですよね。 
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なので「自分の言葉で語る」ために 
僕が最も意識していることといえば 

「体験をすること」です。 

様々な体験を通して経験や思考力を高めて、 
人間的な魅力やステージを上げていくことは、 
そのまま魅力的なコンテンツに繋がります。 

そのためにも日々様々な体験をしたり、 
日常を普段とは別の角度で眺めてみたり、 
当たり前の感覚を当たり前ではないと考えてみたり。 

そういった日常の中に 
新たな風景を見出すことを意識しています。 

例えどんな小さな変化でも見逃さずに 
新しい体験をパッと捕まえることが出来れば 

それはまるで焼絵硝子のように 
色彩豊かにコンテンツを彩ってくれます。 

特に、初めての体験を増やすことは 
とても大事なことだと思っています。 

■■□ 
■□    １・四季を奏でる美食会 
□　 

さてさて、あなたは今年に入ってから、 
どんな初体験をされているでしょうか？ 

僕はというと、自分でいうのも何ですが 
今年に入ってからちょっと凄くて、 
初体験の連続と出会いの連鎖が起きています。 

 3



特にも去年から参加している 
コミュニティ内での体験は特別です。 

このコミュニティ内では 
「四季を奏でる美食会」という 
クローズドな食事会がありまして、 

これは、春夏秋冬の4回に分けて 
普段なかなか得ることができない特別な価値を 
みんなで体験しようというクローズドな会です。 

ごく少数のネットビジネスを行う仲間と共に 

2017年１月の「冬の集い」では 
初詣に初の伊勢神宮へ参拝に行き 
新年会も兼ねて幻の伊勢海老を食べに。 

４月の「春の集い」では 
あのApple創始者スティーブ・ジョブズが 
愛したお寿司屋さんで、 

店長さんに当時のお話を伺いつつ、 
メンバーと共にネットビジネスの 
貴重な情報を共有しながら交換し合い 
素晴らしい有意義な時間を過ごしました。 

来月は「夏の集い」もありますので 
今度はどんな体験が出来るのか、 
ホントに今からワクワクしています。 

さらに、 

個人的にも、普段は行くことができない 
京懐石料理などを食べたりと、 

ここ数ヶ月で「食」の体験レベルが 
一気に上がってしまいました。 

また今年の１月の伊勢神宮参拝を皮切りに 
初伊勢、初大阪、１５年ぶりの京都などの 
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小旅行を通じて神社を巡っていたのですが、 

ここ数ヶ月で「パワースポット」の 
体験レベルが一気に上昇しました。笑 

いや、僕はあまり神社とかパワースポットとか 
興味ある方ではないのですが、 

起業家の方々とか、経営者の方々とか 
大きく成功している方々ってみんな 
神社とかに行ってたりするじゃないですか。 

それで僕もちょっと参拝をしてみようかなと。 

で、そんなパワーを得てどうだったかと言えば・・・ 

人との繋がりがグングン広がっています。 

これがホントに凄くて今年に入ってから 
メーターが、ぐぐぐーって上昇しています。 

一部だけお話ししますと、 

例えば同じコミュニティで学ぶ、 
月収1000万円稼ぐプロデューサーの方と 
偶然にバッタリと京都駅で出会い、 

それがキッカケで一緒に神社を周りながら 
ビジネス論を語り合い貴重なお話を聞くことができたり。 

また一度お会いしただけの 
ネット起業家の方に顔を覚えていただいていた 
お陰で他のビジネス関係の方達とも仲良くなれたり 

リアルビジネスの経営者の方々からいただいた 
情報をもとにまた別の経営者の方と知り合えたり。 

他にもここで全てはご紹介出来ないのですが 
ビジネス関係者との繋がりがすごい勢いで 
ぶわっと広がりを見せています。 
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ブログの構築やコンテンツ作成、 
ビジネスの知識などは自分でも学んだり 
実践していくことってできますが、 

人との繋がりは運の要素もあったりするので 
やはりパワースポットの影響かと。笑 

それはさておいても、考えてみれば他にも 
オンラインのコミュニティはいくつか 
入りましたしセミナーや合宿も参加しました。 

今のコミュニティを中心として 
僕の中でそれらが全て繋がって 
今があるという感じです。 

コミュニティ内外で知り合えた 
業界の実力者の方々や、 
僕よりも長く業界にいる 
実績者の方々と繋がれたことは 

本当に大きな財産だなと感じています。 

日本有数のトップマーケター 
と直接会って腕を磨けたり 

自身はメール１通送るだけで日給1000万円をも 
達成し、多数の実力者を育てていて業界内でも 
一目置かれるコンサルタントの方と朝まで 

スカイプで語り合い、直接学び腕を磨き、更に 
プライベートでも食事したり、お茶したり。 

１０年以上にわたり継続的に１億以上の利益 
を出している業界トップの有名な情報起業家 
の方と直接あって腕を磨き、直接相談したり、 
お酒飲んだりギターまで弾いたり。 

同じコミュニティ内で早々に50万円を達成し、 
稼ぐ系の情報発信で近く100万円も達成する方と 
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朝まで飲み明かしたり 

その他にも今後業界内で活躍が期待される 
同じ方向性を向いた仲間達とも繋がることが 
できました。 

全員オフラインでお酒を飲み交わしましたし 
プライベートのお食事もさせていただいたり 

普段は音楽関係者以外の席でそういうことは 
しないのですがギターを弾いたりもしました。 

ネットビジネス関係だけでなく、 
リアルなビジネスの経営者さん達との繋がり 
も増えましたし、このような人との繋がり 
って本当に宝物です。 

これら宝物のような関係性も、 
アーティストとして音楽を深く学び考えつつも 
結局は自分のために音楽をやっていた当時は 
非常に限定されたものでした。 

そんな僕がネットビジネスを通じて 
ビジネスそのものに興味をもち、 
こうやって恵まれた環境の中で 
さらにステージを高めていける。 

僕はビジネスとは人と人との調和的な 
関係性を築く営みだと考えているのですが 
本当にビジネスとは人と人との繋がりで 
自己成長のプロセスそのものだなと 

肌でそう感じています。 

こんな感じで今年は早くも 
初体験の連鎖が起きているので、 
未来にどのような初体験が待っているのか。 

気持が踊りますね。 
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興奮して夜も眠れなくなるような胸踊る体験 

いいですよね。笑 

■■□ 
■□    ２・君もコクリコ、われもコクリコ 
□　 

私事なのですが、 
去る5月1日に入籍しましたので 
皆様にご報告いたします。 

1786年5月1日はモーツァルト作曲のオペラ 
「フィガロの結婚」が 
ウィーンで初演された日ですが、 

2017年5月1日は 
「n o v a の結婚」が 
東京で開催された日となりました。笑 

とはいえ以前から夫婦のように 
暮らしていましたし僕の生徒さんや 
一部の方々には一足早く妻として紹介 
していたので「正式に」入籍したというのが 
正しいかもしれませんね。 

与謝野晶子が結婚11年目にしても 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「ああ皐月 仏蘭西の野は  
火の色す 君も雛罌粟 われも雛罌粟」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
（ああ５月　フランスの野は　 
火の色す　君もコクリコ　われもコクリコ） 
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皐月＝5月 
仏蘭西＝フランス 
雛罌粟＝コクリコ 

※彼女が「ひなげし」を敢えてコクリコと 
詠んだあたりに、互いにうなずき合うような 
そんな情景を感じてしまうのは 
僕だけじゃないと思います。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

と相手への愛しさを詠ったように 
僕もいつまでもコクリコ、コクリコと 
良い関係でいけたらと思ってます。笑 

僕は参入当初から、 

 「ネットビジネスやろうとしている」 

「こんな企画に参加しようと思うんだけど・・」 

「このメルマガどう思う？」 

「こんな意見もあるみたいだけどどう思う？」 

などを真っ先に妻へと相談してきました。 

そして周りの友人たちにも得た知識を 
アウトプットしまくっていたのですが、 
（ちょっと迷惑かなと思うくらいに。笑） 

でも僕の場合も家族や友人がきちんと 
理解してくれていたかと言えば 

そんなことはなくて、やはり心配され、 
また裏では色々言われていたようです。 

そんなときにいつでも理解してくれて 
支えてくれていたのが妻でした。 

誰もがネットビジネスに関する知識を 
持っているわけではないので説明しても 
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理解を得るのは結構難しかったりしますよね。 

ネットビジネスで稼ごうと 
頑張っている方の悩みの一つに 
身近な存在からの応援を得られない 
ということがあります。 

「そんなことやったって上手いく訳ないでしょ」 

「いつまで夢見てるの」 

「それよりも将来のことしっかりと見なよ」 

「騙されているんだよ」 

など… 

多くの場合、そのような意見は 
親や兄弟、恋人、友人など 
近しい関係にある人が 

あなたを心配するあまり 
言ってくれることが多いものですが、 

残念ながらそのような環境で 
ビジネスを継続していくのは非常に困難なんですね。 

稼ぎ始める前にあなたのビジネスへの 
情熱を理解して応援してくれる存在が 
一人でもいたら、かなり良い環境と言えますし、 

さらに一緒に同じ方向を向いて 
頑張れる仲間がいたら孤独にならずに 
取り組んでいくことが出来ますよね。 

コピーライティングのスキルの本質は 
コミュニケーションにあると言われますが 

本当にその通りで、 
ビジネス自体が人と人を繋ぐ 
架け橋のようなものです。 
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そして相手に価値を届けることを実践する 
一番の機会って一番近くにいる恋人や友人 
妻や兄弟などではないかと思っています。 

僕は７年にわたって習った師匠が 
スペイン人だったこともあり、 

例えば、椅子を引いてあげる、 
上着を脱がせてあげる、着せてあげる、 
荷物は持ってあげる、などを 
普通に行う習慣があるのですが、 

そういう行為だって相手への価値の提供 
という側面から考えることができますよね。 

というか傍にいる人に 
価値を提供できない人が、 
お客さんにだけ価値を提供するって 
ちょっと不自然ですよね。 

また、自分の魅力を高めるという切り口で 
考えてみても自己満足のために魅力を高めて 
いきたいのか、相手のために魅力を高めていきたいのか。 

もちろんどちらか一方というような 
ことは無いと思いますが、 
どこにフォーカスするかということで 
やはり結果って違ってきますよね。 

僕自身これからさらに妻とも一緒に 
切磋琢磨して僕を支えてくれる読者さんや 
生徒さんのためにも 

自分自身の魅力やステージを高めて、 
より高い価値をお届けしていければと思っています。 

僕のビジネスの師匠も先立って 
今年にご結婚されており、 

最初にお伝えしたように 
本当に不思議なご縁が続いています。 
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これからが楽しみでしょうがない感じです。 

６月に入り１年の後半へと向かうこの月に、 
これからの半年をどのように過ごしていくのか 
一晩ゆっくりと考える時間を取ってみるのも 
なかなか乙なものです。 

暖かくなってきましたから、窓を開けて、 
お酒でも用意して、月を眺めながら、 
今年を振り返り、また今後に想いを馳せる。 

そんな一晩も粋なものですよね。 

ｎｏｖａ 

P.S. 

Twitterでもかなり気楽な感じで 
日々の気づきを載せてたりしますので 
たまに覗いてみてください。 

Twitter：https://twitter.com/naoki_noba 

僕はTwitterでも、ブログと同様に 
価値を届けるコンテンツという 
意識で書いているので、 

過去のツイートまで遡って見ていただいても 
きっと何らかの気づきが得られると思います。 

ぜひそちらもご覧になってみてください。 

６月２日（金） 
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どうも、n o v a です。 

メールをお読みいただきありがとうございます。 

最近はすっかり暖かくなり、 
衣替えの季節よろしく半袖姿が目立ってきました。 

こうポカポカした陽気が続くと、 
昼間からの生徒さんとのレッスンも 
ついついお互いにビールを飲みながらに。笑 

そういえば僕がスペイン人の師匠に 
レッスンを受けていた時のある日のこと、 

家に伺うと師匠はソファで寝ていました。 

そこで僕が枕元で目覚めのBGMを奏でていると 
不機嫌そうに目を覚まして一言・・・ 

「下手なギターで寝起きが悪い」と、 

そのまま寝起きにビール飲みつつ 
レッスンしてくれてました。笑 

その流れで僕もビール飲みながら 
レッスンを受けて・・・ 

いつしかレッスン前にビールを買っていくのが 
当たり前のようになってました。笑 

天気の良い日に、 
キンキンのビールを飲み交わしつつレッスン 
を受けたのも今では良い思い出です。 

１回のレッスンで、ご飯頂いたりして、 
結局何時間も居座っていました。笑 

彼は僕に他人との接し方も含めて 
数多くのことを教えてくれましたし 
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僕が心から尊敬してやまない、 
素晴らしいギタリストであり真に愛すべき師匠です。 

■■□ 
■□  １・表現者であるために必要な自由 
□　 

僕に音楽そのものを教えてくれた師匠は 
ＮＹで新しいジャズのスタイルを作り出した 
ギル・エバンスという有名なコンポーザーに 
直接習った時のことを僕に話してくれた時がありました。 

レッスンはセントラルパークを散歩したり 
カフェでコーヒーを飲みながら行われたようです。 

公園で散歩しながらギルは常に後ろに歩く。 

そして 

「ちょっと待て、今なぜその道を選んだ？ 
その道はさっき通っただろ？」 

「側に芝生があるのに、 
なぜ道を歩かなきゃいけないんだ？」 

などという感じで 
散歩しながらの緊張感ある青空レッスンが 
オーダーメイドで行われたそうです。笑 

僕に対しても 
同じようにベランダやカフェなどで 
音楽の話を延々何時間も教えてくれて、 
気がついたら４時間とか経っていたり。 

で今では僕が生徒さんに対して 
同じようなことをしていたり。笑 
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こういった散歩中とか、カフェとか 
バーでもどこでも仕事場になるというのは 
ネットビジネスでも一緒ですね。 

僕は作業の殆どを外でしていて、 
近所のスタバとかカフェとかが多いですが、 
気分が乗らない時などは散歩がてら見つけた 
小さな喫茶店に入ったりします。 

移動中の電車や新幹線や 
ルーターを持ち歩いているので 
公園のベンチに座って作業することも。 

ほんとに日本中、世界中 
どこでも仕事ができるので 

それこそ、ホテルのロビーラウンジなんかも 
落ち着けていい環境だと思いますし、 

行きつけのバーや居酒屋なんかもありです。 

僕がお世話になっている 
ネットビジネスにおいての師匠は、 

「僕はスナックみたいなお店で音声撮ったこともあります」 

と言ってました。笑 

僕は基本的に 
「外の方が集中できる派」なのですが、 

彼は 
「自宅の方が集中できる派」のようで、 

自宅兼事務所でゆっくり好きな音楽つけて 
好きなデスクで好きな椅子に座って好きな環境で作業したり、 

それでも年に何回かの 

「気分が乗らない日」には 

テンションの上がる行きつけのカフェに行って 
気分を変えて作業しているようです。 
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最近も沖縄からコンサルしていました。笑 

実際にメルマガやブログ書いたり 
コンサル行ったりは世界中どこでも 
好きな場所から行えますからね。 

僕も、それこそ伊勢や京都の 
旅行先のゲストハウスとかで作業してましたし。 

それらの体験すらも全てがコンテンツとして 
資産になっていくというのも考えてみれば 
凄い話ですし、ほんとに可能性しかないって感じです。 

その大きな可能性の一つが場所的自由。 

つまり 

「どこでもできる」と言うことです。 

自由という言葉を使うと 
陳腐な響きに聞こえるかもしれませんが、 

マハトマ・ガンジーが 

「私は人格を 
すべて表現するために自由を望む」 

といったように、 

ネットビジネスであれば時間にも縛られず 
場所的にも自由で精神的にも自由になるほどに 
自分自身を表現して人生をより豊かに彩っていけます。 

音楽かとか芸術活動をするのに 
時間に追われて場所に縛られ、 
一般的な価値観しか持っていなかったら 
自由な表現活動は難しいものとなります。 
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言葉も同じです。 

ネットビジネスで情報発信をしていくことは 
自分自身を表現することが重要です。 

言ってしまえば、 
音楽か言葉かの違いです。 

詩人ならば詩で表現していくでしょう。 

「詩は音楽にならなかった言葉であり　 
音楽は言葉にならなかった詩である」 

とは作家ヘルマン・ヘッセの言葉ですが、 

人類総アーティスト時代と言われる 
現代において結果を出し続けていくためには 
僕らは良き表現者でなければなりません。 

そして自分自身を表現するためには 
心が自由でなければ難しいんですね。 

僕も一時期はとにかく結果を出したくて、 
どんなノウハウでもとにかく収入さえ 
得られればいいという時期がありました。 

ネットビジネスにおいても、 
収入を増やすことを第一に考えれば 

短期間で広告費をガンガンかけて、 
プロダクトローンチを行って月収２億も３億も 
稼ぐといったビジネスを展開する方もいます。 

ガツンと稼いで早々にリタイアしたい 
という猛者であればそれも良いと思いますし 

ガッツリと稼いで、 
稼いだあとで好きなことを好きなようにする 
というのも良いのかもしれません。 
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ただ僕はそんなことには興味がなくて 
常にプロセスを楽しみたいんですね。 

稼ぐのであれば、 
稼いだあとに楽しむんじゃなくて 
楽しみながら稼ぐことをしたい。 

稼ぎつつ楽しみたい。 

そして稼ぐということも 
僕自身がやりたいことへ向かう 
一つのプロセスに過ぎないので、 

僕としては、常にコンサルタントとして 
アーティストとしてクリエイターとして 
自分自身を高めていき上を目指して挑戦していきたいです。 

もちろん楽しみながらですけどね。 

僕に共感してくれる人がどれだけいるのか 
わかりませんが僕がそのように生きていれば 
きっと同じように価値観の人が集まってくるし 
そんな仲間と切磋琢磨していけたら楽しいかなって。 

言葉だけじゃなく、 
生き方をもメッセージにできたら、 
それはどんな言葉よりも雄弁に語り出しますよね。 

■■□ 
■□  ２・キャンバスに描く今日という日 
□　 

知っている人は知っていると思いますが、 
時たまカットモデルとしての仕事を受けることがあります。 
（実はたーまにその辺の美容室に置いてある雑誌に・・・） 

最近お世話になった担当の方が 

 18



僕の音楽の出身校の近くに住んでいて、 
それがキッカケで懐かしい学生時代を思い出しました。 

・・・ 

僕が東京に出てきたばかりで 
新しい生活にドキドキしていた当時、 

通勤ラッシュが嘘のように 
席の空いた中央線の電車の中で 

ちょこんと座り、 
ギターを片手に学校へ通う途中、 
荻窪駅あたりからいつも見える 
青い空に白い雲がぷかぷかと浮いている 
広々とした車窓からの景色。 

僕はいつもその景色が大好きで 
その景色を眺めながら、 

「一流の音楽家に俺はなる」 

とワンピースのルフィのように 
胸を熱くしていました。笑 

その当時のギター科の先生からは 
ジャズを教わっていたのですが、 

その先生があるとき 
僕の演奏をとめて言いました。 

「君はギターを弾くときに何を考えている？」 

僕は、スケール？コード？音楽理論？ 
その時は演奏中に考えていることが 
沢山ありすぎて頭がゴチャゴチャしていたので 

「何を考えれば良いかわかりません」 

「先生は何を考えていますか？」 
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と聞き返しました。 

すると、一言。 

「今日はどんな絵を描こうかな」 

と・・ 

２０歳の僕は衝撃的だったのですが、 
今考えると結構キザですよね。笑 

でもその先生の気持ちは今は良く解って、 
今僕は同じ質問に対して、 

「今日はどんな絵が描けるかな」 

って答えると思います。 

僕のほうが当時の先生よりも 
ジャクソン・ポロックや 
ジョン・ケージよりな態度です。笑 

で、思い出してて思ったんです。 

これって音楽だけのことじゃないなって。 

毎日1日の始まりはいつだって白紙の状態です。 

日常は人生という名のキャンバスに 
絵を描くようなものです。 

1日の最初に、 

「今日はどんな絵を描けるかな？」 
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もしくは 

「どんな絵を描こうかな？」 

って思ってみたらどうかなと。 

そしたら、あなたは、 
明日はどんな絵を描いていきますか？ 

もしかしたら、もっと大きな絵を、 
大作を描いていきたいですか？ 

アンディ・ウォーホルが 

「良いアートは最高のビジネス」 

と言っていますが、 

長い時間をかけて大作を描く行為って 
ビジネスを行う行為と本当に同じです。 

ぜひ朝起きたら 

「今日はどんな１日を描いていこうかな」 

そのようにつぶやいてみてください。 

それだけで、その日 
一日を丁寧に過ごしたくなってきますよ。 

１日を丁寧に過ごしそれを積み重ねることで 
僕らの人生の絵が完成していき、 

そして人生は豊かになっていくんだと、 

そう思います。 

ｎｏｖａ 
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６月６日（火） 

どうも、ｎｏｖａです。 

いつも僕の長いメールを 
お読みいただきありがとうございます。 

すっかりと半袖が目立つ季節ながら、 
夕方になるとちょっと風が冷たかったですね。 

さてさて、 
最近はいかがお過ごしでしょうか？ 

僕は最近は副業的に行っている 
雑誌の撮影の仕事などもあり、 
相変わらず刺激をビシバシと受けてます。笑 
（この辺りはTwitterでご報告しました。） 

そうそう、 
６月は10代の生徒さんが入ってきて 

それがキッカケで、 
学生時代にエレキギターで「早弾き」を練習 
していた時期のことを思い出したんですね。笑 

あの当時、12歳くらいでしたが、 
エレキギターの見た目が、それまで家にあった 
クラシックギターと全然違ってかっこよくて、 

ピックの持ち方から始めて、 
それこそ朝から晩まで練習していました。 

考えてみると 
今でもビジネスの勉強をびっしり行っていて、 
実はその頃から何かしらを勉強し続けているんですね。笑 

一昨日も独自販売で月収2000万円という 
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異次元なレベルにまで到達された 
プロモーターの方によるクローズドな 
セミナーに参加してきましたし。 

ただし当時を振り返ると、 
正直なところ学生時代の成績はヤバかったです・・・ 

僕は大学に進学するつもりがなかったので。汗 
（言い訳です・・・） 

■■□ 
■□ １・ステージに登りステージを高める 
□　 

さてさて勉強といえば、ネットビジネスの勉強は 
順調に進んでいますでしょうか。 

ちょっとつまづくと停滞してしまうことって 
僕もよくありますし、 

気持ちはメチャクチャわかるのですが、 
でも理想とする結果を出していくためにも 
頑張って継続していきたいとこですよね。 

僕も勿論日々の実践は当然として、 
学ぶことも日々欠かさずに行なっていますよ。 

実はちょっと思うところあって 
去年から音楽の仕事や練習時間を 
圧倒的に減らしてビジネスに関する 
インプットに当てているんです。 

前々回のメールでも少し触れましたが 

僕は去年から引き続き、 
日本有数のトップマーケターに直接会って腕を磨いたり、 

日本トップの情報起業家から直接学んだり、 

また知る人ぞ知る一流コンサルタントを 
使い倒して朝までスカイプで語りあったり。 
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さらに、月収1000万円は当然として 
法人コンサル契約をも受注する起業家や 

メルマガ自動化でも日給10万稼ぐ実力者、 

また、商業出版もされてクライアントにも 
月収100万円を稼がせる女性コンサルタントや 

最近独自販売で月収2000万円という 
異次元なレベルにまで到達されたプロモーター 

などといった方々による 
クローズドで貴重な各種セミナーや 

さらに 
２０万円の合宿や、 
３６万円のコンサルティング、 
１０万円のオンライン塾、 

２４万円のストラテジー講座や 
５０万円の経営コンサル講座、 
諸々の情報商材などなど 
（これでもまだ一部・・・） 

などなど、 
様々な方々からコンサルや合宿、セミナーや 
情報商材、PDF、音声などを通して学んできました。 

セミナー時間は何百時間かわからないですが、 
実際のセミナーから、音声通話、映像、 
音声コンテンツ、書籍などに至るまで 
とにかくインプットを繰り返しています。 

もちろんアウトプットも。 

これだけの自己投資をし続けている理由は 
唯一自分のステージを上げていくためです。 

情報発信できちんと価値を生み出すためには 
自分自身のステージを高めていく必要があります。 
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良いことに自分のステージを高めていくと 
周りにステージ高い人たちが寄ってきますから 
まさに一石二鳥です。 

こうやって自己投資して経験を積むことにより 
自分でも飛躍的にステージが高まっているのを 
感じますし、だからこそ実際に月収1000万円 
への道のりも現実的に予想ができる状態になっています。 

視野に入っているということは当然ながら 
予想レベルにまで落とし込めているということですし、 

実際にはそれ以上に、 
実は割と確定事項と言えるほどの話になっています。 

もちろんそこは、 
このまま自己投資を続けてよりステージを 
高めていくという前提も含まれています。 

僕は常に「円」を意識していて、 
良い好循環を構築できれば物事って 
螺旋状に変化していくと実感しています。 

ただし、稼ぐためにここまで行う 
必要があるかと言えば正直そんなことは無くて 
副業的に稼ぐことだって十分可能です。 

可能なのですが、 
僕自身はどうせならプロとして圧倒的な実力を持ちたいなと。 

正直なところ稼ぎ自体が目的というより 
本質的な知識や技術を通じて楽しみたいというのが本音です。 

ただ実際に月収1000万円とか具体的な 
数字がないってのもちょっと違うなとも思っています。 

ビジネスであれば、 
お金は血液みたいなものだと思うので、 
大前提として「お金」は存在していますから。 
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僕は「お金じゃない」とは言いませんよ。笑 

でも個人的には「お金」にフォーカスすると 
楽しくないんですね。 

ステージに登り、ステージを高める 
音楽でもビジネスでも 
常にそこを意識するのが個人的には楽しいんですね。 

■■□ 
■□ ２・ビジネスをやる３つの動機 
□　 

最近あらためて 

「自分がビジネスをやる理由」 

について考えてみました。 

結論から言えば、 

「興味ある学びがそのまま価値提供となる」 

そんな環境を作りたかったからとなります。 

自分の為にやっている事がそのまま相手への 
価値提供となるようなことをやりたかったんです。 

僕が何故音楽をやってきたのかと言えば、 
とにかく技術的にも知識的にも 

自分のステージを高めて、 
そして自分の表現というものを追求したかったからです。 

そして、 
あらためて音楽だけである必要があるのか 
と考えれば正直そんなことはなくて、 

 26



絵画でも日本舞踊でも情報発信でも良かったんです。 

僕のやりたいことの本質は 

「音楽」ではなくて 

「表現」でした。 

僕は昔から人が聞きたいと思う曲を 
弾いてあげるということに 
全く興味を持てない人間でしたから。苦笑 

つまり、 
より自己表現に集中したかったんです。 

キッカケとしては 
音楽を仕事として始めてから 
何か違うなって思ってきて、 

最初は何が違うかわからなかったのですが、 

考えてみると、 

僕が楽しさを感じている時って 
自分の為に演奏していて、 
さらにそれを聞いたお客さんが 
喜んで感動してくれている時だなと。 

言ってみれば、 
日々興味ある「本質的」な知識や技術を学び、 
コンテンツ価値を高めて音楽として発信する。 

そしてお客さんが喜んで感動してくれることで 
さらにモチベーションが上がり感情を高めて 
演奏が良くなっていく。 

そういう循環に身を置きたかったんです。 

で、ネットビジネスで言うならば 
僕が行なっている情報発信は 
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まさにそれと同じことなんです。 

自分を高めることが、 
そのまま情報発信の質に繋がり、 
そして届ける価値に繋がっています。 

稼ぎたい、稼ぎたい、稼ぎたい！！ 

と血眼になっているステージにいる人には 
同じステージの人たちが寄ってきますし、 

もちろんそれも悪くは無いのですが、 
僕は正直キツイかなって思っちゃいます。 

思っちゃいますし、 
それって楽しいのかなと。汗 

僕は自分自身の成長と繋げて行きたいですし、 
やりたく無いことをお金の為にやるのって 
例えビジネスだとしても、 
うーん…ってなっちゃいます。 

僕は何かをやる動機って 

一番は「好きなこと」 

つぎに「得意なこと」 

だと思っています。 

お金のためという理由でビジネスを 
始める人は多いですし、 
僕自身も最初はそうでした。 

しかし、いつまでも 
そのスタンスでやっていたら 

こんな可能性しかないビジネスで 
ホントに勿体無いって感じちゃいます。 
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あなたも現在何かしらのビジネスに取り組まれている 
もしくはやろうとしている段階かもしれません。 

だとしたら、 
いま一度何故ビジネスをやろうと思ったのかということを 
少しだけでも時間を取って考えて見ることをオススメします。 

表面的には、もしくはキッカケとしては 
お金が必要だからと思いますし、 
僕ももちろんそうでした。 

でも、それじゃあ楽しくはないですよね。 

楽しくないことってやっぱり続かないし、 
稼ぐこと自体もモチベーションになる 
といえばなるのですが、 

それだと少しやって稼げないと辞めちゃいますよね。 

だから、自分の中で 
なんでビジネスをやるのかっていうことを 
しっかりと考えておくことって 
意外とモチベ的にも大切だと思います。 

そんな感じで、 
お金以外にあなたがビジネスをやる理由を 
一度明確にしておくと 

今後、ビジネスをやっていく上で必須となる 
継続に繋がっていきます。 

せひお時間とって 
少し思いを馳せてみてくださいね。 

ｎｏｖａ 

PS. 
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本文で「本質」っていうことを言いましたが、 
実はこれが結構曲者というか、 

稼ぐということを考えた時に 
この本質の魅せ方というのは非常に大切になってきます。 

なぜ魅せ方が大切かと言いますと、 

事実として 

「本質的なこと」というのは 

ハッキリ言って解りにくいんです。 

本質的なものよりも、見かけ上のものとか 
実際に目の前で起こっていることのほうが 
わかりやすいものです。 

本質的なものとは解りにくいので、 
どうしても本質的なものに興味がある人の話 
というものは、 

本質的なだけに解り難さが伴います。 

逆にわかりやすいとしたら、 
そこには本質が隠れてしまっている 
可能性があるかもしれないと 
一度疑っても良いくらいです。 

そのくらいに本質って 
解りにくいものなんですね。 

もちろんこれは、 
その人のステージの高さによります。 

でも、「大衆は常に間違う」と言うように、 
多くの人は目の前に起きた、 

目に見えたものを信じて、 
その裏にある本質に興味を持つ人って 
決して多くはないんです。 
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寂しいことですが・・・。 

特にこの業界は胡散臭い広告が 
本当に後を絶ちません。 

これは週刊誌と一緒で 
そこに反応する人たちが多いからに他なりません。 

つまり表面的な 

「簡単に稼げる」 

というイメージに揺さぶられちゃうわけです。 

表面的なものに揺さぶられる気持ちって 
わからなくはないのですが、 

僕は常に本質を求めて学んできましたし、 
これからもそのように生きていくと思います。 

結局のところ、 
そういう生き方が僕にとっては楽しいんですね。笑 

PPS. 

すっかり日が長くなってきて、 
気持ちの良い日が続いていますね＾＾ 
６月って１年の前半の終わりであり、 
また後半へのはじまりとなる月でもありますね。 

前々回のメールでも触れましたが、 
後半へ向けてどのような計画を立てていますでしょうか？ 

僕はこの７月からの後半へ向けて 
新たなチャレンジをする予定でいます。 
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そのことについては次回のメールで 
ちょっと触れようかなって思っています。 

PPPS. 

僕のブログをお読みくださっている方は 
ご存知かと思いますが、 

僕がビジネスを学んで一番最初に起きた 
パラダイムシフトに「お金を生み出す方法」というものがあります。 

僕はメルマガでもブログでも、 
価値の提供ということを言っていますし、 
今回もそういったことをお話ししました。 

なぜ価値の提供がお金を生むのか。 

こちらで、それについてお話ししています。 

お金を生み出す方法 
～～～～～～～～～ 
http://creations-serialism.com/archives/1157 

僕自身、ビジネスを学び始めた初期段階で 
このことを理解できたことは本当にラッキーだと 
思っています。 

僕のように、あなたにも 
パラダイムシフトが起こってくれたら嬉しいです＾＾ 

n o v a  

６月９日（金） 

どうも、n o v a です。 
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ここの最近は前回お伝えした 

「新たなチャレンジ」 

についてずっと構想を立てていて、 

それについて 
今回お伝えしたいことがあります。 

メールの最後でこれについて 
大切なことをお話していますので、 

是非そちらのほうも 
チェックしておいてくださいね。 

■■□ 
■□  今日は何の日？ 
□　 

さて、今日は６月９日です。 

といったら何の日か 

・・・・ 

わかりますか？ 

・・・・ 

そう、ロック（６９）の日です！笑 
（とは言っても日本だけですが・・） 

「ロックの日」とは、 
DiGiRECO（デジレコ）という 
フリーマガジンを発行する 

株式会社ミュージックネットワーク 
が語呂合わせ的に制定した記念日で、 
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ROCKミュージックを称えようという日です。 

ちなみにエレキギターをやっている方なら 
一度は憧れるギブソン・レスポール。 

このレスポール・モデルの生みの親である 
故レス・ポール氏の誕生日が６月９日ですね。 

僕は１０代を通してずっとロックをやっていて 

でも世代的にロックンロールというよりは、 
主にHR/HM系とかプログレ系だったんですけどね。 

なんかセミナーで知り合う方々って 
何故かHR/HMとかプログレ好きの方が多くて 
よく音楽の話で盛り上がったりします。笑 

この業界で結果出ている人って 
昔バンドマンだった人とか結構多くて 

やはりROCKに向ける熱い想いが 
ビジネスにも活きてくるのでしょうか。笑 

ROCKって音楽だけにとどまらず、 
ファッションや人の考え方なんかにも 
大きな影響を与えていますよね。 

「ROCKは生き方だ」と 

主張する方も少なくありませんし。 

何がロックかはさておいても、 
クールな熱さでも、ホットな熱さでも 
冷めて斜に構えてたり 
壁を作って覗き込んだりしてないで、 

自分を成長させつつ、自信をもって 
ストレートに自分を表現していけたら 
それってカッコよくないですか？ 
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とか言って、 
考えてみれば僕もわりと 

「ROCK」な 

発言してたりします。笑 

■■□ 
■□  　新たな決意とともに・・・ 
□　 

２０１５年の３月２５日 
僕は３６歳の誕生日を迎えた日に 
自分の音楽を追求するために、 
これまでの請け負う仕事スタイルではなく 
自分で仕事を生み出す方向へとシフトしよう。 

そう決意しました。 

そしてその年の９月２２日 

たまたま「せどり」を知って、 
調べるうちにネットビジネスっていう 
ものがあることを知りました。 

パソコンを使って稼ぐという 
新しい稼ぎ方というものに興味を持ち 

情報商材などを購入しての 
勉強の日々がスタートしました。 

最初はアフィリエイトすら知らなかったので 
アフィリエイターのブログを見ては 
気になる教材を購入して寝る間も惜しんで 
一日中勉強したりしていました。 

あのネットビジネスを知った当時、 
僕はホームページも作ったことないし、 
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ブログも音楽の日記程度のものを 
かろうじて書いたことがあるくらい。 

パソコンなんて 
検索にしか使っていなかったし、 
エレキギターやってた時も 
デジタルエフェクターとか嫌いでした。 

要するにアナログなタイプの人間なので、 
デジタル系に対しての抵抗が強かったんです。 

さらに元々が営業行為とかお金周りのことにも 
非常に苦手で勿論ビジネス関係の知識も 
思考ももちろん皆無。 

そして意識が割と内面に向かいやすい 
性格ということもあり 

友達や仲間も非常に少なく、 
人間関係を構築するという意識も 
ほぼ皆無でした。 

そんななか一人で教材などで勉強しながら 
懐疑心と共に先のわからない作業を繰り返す日々。 

音楽の練習時間を削って仕事を減らして 
こんなことをやっていてどうなんだろう？ 

全く意味の無いことを 
やっているのかもしれない。 

本当はこんなことを行っていても 
結局は稼げないんじゃないか。 

そんな気持ちのまま、 
とにかく興味と熱意と意味のない自信で 
続けてきました。 
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出来ることといえば自己投資をすることだけ。 

時間的にも労力的にも金銭的にもです。 

本当そんな感じで泥臭く突き進んできました。 

その結果どうなったかといえば、 

今では切磋琢磨する仲間と共に 
情報交換をし合ったり、 

また業界の実力者の方々から 
直接学ぶ機会を得て腕を磨いたり、 

もちろん資産も構築できていますし 
それだけではなくて確実に人間関係を 
も構築することができてきています。 

また仲間の方々からは 

「直近の100万達成者は世間的に珍しい」 

「コンサルタントの方が間違いなく 
n o v a さんは早期に100万行くっていってました」 

などと期待の声をも寄せられたりしています。 

また私生活においても、時には遊びに行き、 
妻とも平日にディズニーランドや水族館、 
映画や買い物にいったりと、 

徐々にですが、しかし確実に 
日常が変化しているのを感じています。 

僕は有り余るほどのお金を稼ぎたいと 
思っているわけじゃありませんし、 
何十億稼いで豪遊したいと 
思っているわけでもありません。 
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もちろん今後、 
しかも恐らくごく近いうちに 

月収100万円は当然として 
月収1000万円と収入は上がっていきますが、 

今現在すでに仲間と楽しく切磋琢磨して 
互いに実力が伸びているのを実感できる 
この瞬間ってとても貴重だなと。 

収入がいくらとか、 
そいういうことじゃなくて 
とても貴重で価値ある 
体験をしていると思っています。 

そして前回のメールでも書いたとおり 
業界の実力者の方々から直接学び腕を磨き、 
関係を築きマインドを肌で感じ、 

それらの知識と経験が徐々に目に見える 
カタチとなってきている今だからこそ 
何かを始めることが出来るんじゃないかと。 

そのように感じています。 

そこで、 

近々”重大発表”をしようと思っています。 

このタイミング、この時期だからこそ、 
”それ”を行う意義があると感じていますし、 
今の僕にしかできないことがあると感じています。 

今回、僕の「初ビジネス企画」として 
近々参加者を募集しようと思っています。 

今月の下旬くらいになると思いますが、 

僕のビジネス・コンサルタントとしての 
初企画に対しての参加者を募集する予定です。 
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今回、初企画ということもあり 
僕の教育者としての知見と、 
学び続けてきたビジネスの知識、 

コミュニティで得てきた体験、 
人間関係で得てきた貴重な情報など 

全てをぎゅっと凝縮して 
お届けできるものと思います。 

でも、 

ただ知識やノウハウを与えて 

「簡単に稼がせます」とか 

「即金で５万円稼ぐ方法」とか、 

「来月から３０万円の収入を得る方法」 

のようなノウハウをメインにした企画は 
他の方々もやっていますし、 
それをメインでやる必要は無いかなって思っています。 

ですから今回もノウハウメインの 
企画にはならないと思います。 

目を血走らせながら小手先のテクニックだけで 
稼いでいくんじゃなくて、 

もっとみんなで一緒にワクワク楽しみながら、 
本質的に稼いでいけるような企画を考えています。 

今回の企画が何故今このタイミングで、 
何故僕である必要があるのか 

などについては 
次回のメールでお伝えしていきます。 

これまで他の方のメルマガなどで 
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散々企画を見てきた方とか、 
割と感覚の鋭い人であれば、 

今回の企画がどうやらちょっと 
他の人の企画とは趣が違うことを 
感じ取ってくれているんじゃないかと思います。 

どんな企画になっていくか 
ぜひぜひ期待して待っていてくださいね。 

n o v a  

PS. 

さっき即金ノウハウのようなことは 
他の人もやっているから 
・・・とは言いましたが、 

実際そういうのって 
興味ありますか？ 

興味ある場合は、 

「興味あります！」 

ってメール送ってください。 

もし興味ある人が多ければ 
サブ・コンテンツとして 

「実績構築ノウハウ」のように 
取り上げていくかもしれませんので。 

では次回のメールでは、 
その初企画に優先的に参加が可能な 
「予約開始日」を発表いたしますので、 

そちらについても 
お見逃しがないようにお確かめくださいね。 
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PPS. 

そして実はもう一つ・・・ 

もう一つ、 
あなたにお伝えすることがあるのですが、 
これは僕の今回の「決意」の現れであって、 
僕自身の今後を左右する大きな決断のお話しになります。 

これについても、 
次回のメルマガでお話しします。 

PPPS. 

ちょっと今、外に出て 
月を眺めてみてください。 

今夜はストロベリームーンといわれる 
年に１度の赤い満月が見られる日なんです。 

そこからはどうですか 
キレイに見えると良いのですが？ 

昔インディアンがイチゴの収穫時期と 
同じ時期に赤い満月が見えるということで 
彼らによってストロベリームーンと名付けられたようです。 

また、ストロベリームーンを見ると 
好きな人と結ばれると言われることも。 

初夏の夜気を感じつつ、 
誰かを想いながら見て 
ちょっとロマンチックに過ごすのも 
たまには良いですよね。 
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- Creations Serialism -  

６月12日（月） 

どうも、n o v a です。 

メールお読みいただきありがとうございます。 

６月９日のメールで 

今月下旬には 

「僕のビジネス初企画を行う予定です」 

とお伝えしたところ、 

すでに何人かの方から 
お返事をいただいております。 

「ブログ見ました、即金ノウハウには興味があります！」 

「実績構築は企画のメインとして行うわけではないけど、 
特典やサブのような形で行うという認識で間違いないでしょうか？」 

「novaさん初の企画がどんなものになるのか楽しみにしています＾＾」 

など即金ノウハウに関しても 
興味があるとの声も頂いています。 

ですから、 
あくまでもメインはネットビジネスで 
継続的、安定的に稼ぐ力を 
身につけていくことなのですが、 

今後サブ・コンテンツとして即金系も 
企画内で取り上げていこうと思いますので 
そちらも楽しみにしてくださいね。 
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やるからには何か効果的なものを 
ご用意していきますから。 

また前回のメールの最後で 
次回お伝えすべきことがある言いましたが、 
それについてもお伝えすると、 

実はこの企画は 
今回限りの企画となります。 

それについては 
メールの最後のほうでお話ししていきますが、 
まずは今回の本題から行ってみますね。 

■■□ 
■□    １・目に見えないものの大切さ 
□　 

フランス人作家のサン=テグジュペリは 
「星の王子さま」の中で 

「いちばんたいせつなことは、目に見えない」 

と幾度となくつづっています。 

通常、人はお金や経歴、数字など 
表面的なもので何が大事かを判断します。 

でも王子さまはそうではなくて、 
たいせつなものは、 

そこにどんな秘密が隠れているだとか 
その人とどんな関係性があるのかとか 
そのものに費やした時間などに 

隠れていると考えているんですね。 

僕もこの目に見えないということを 
日々非常に大切にしています。 
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でもこの資本主義社会において 
お金に換わる資本が見つからない以上 
お金というものはやはり必要ですよね。 

でもお金を稼ぐことで 
たいせつなものを見失うことなんて避けたいし 

誰だって本当は、たいせつなものや 
目に見えないものを 
抱きながらお金を稼いでいきたいと、 
そう思っていると思います。 

そうそう、 
僕の今回の企画の魂胆を教えちゃいますと、 
参加者に稼げるようになってもらって 
みんなで自由に温泉旅行でも行きたいなと。 

そう思っています。 

いや、本当に。笑 

これ聞いて参加者が減ったら 
非常に寂しすぎますが・・。 

到達して見えてくる世界ってありますし 
一緒に向かうことで見えてくる 
世界ってものあると思います。 

だからこそ音楽でもビジネスでも 
一緒に共有する仲間が欲しいなと。 

これって僕のメンターがそうでした。 

自由に稼いで、自由に生きてても 
それを共有できる仲間がいないと 
やはり寂しいようで、 
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稼いでもらうことで同じように自由に 
一緒に遊んだり旅行に出かけたりしたいって。 

そのように言ってたんですね。 

僕も全く同じ気持ちです。 

僕はまだそこまでの 
自由を得ているわけではないのですが、 

今後自由になっていく中で、 
やはりネットビジネスを行う仲間と 
共に人生を楽しんでいきたいなって思います。 

ネットビジネスって一人でできるのが 
大きなメリットなんですが、 
実際のところ一人では結構キツイってのも 
あってこれは完全に落とし穴なんですね。 

ネットビジネスを行うにあたって 
まず最初は必要な知識と技術を 
学ぶ必要があります。 

でも知識や技術を得ても 
いざ実践しようとすると色々な悩みとか 
結構な困難などが結構出てきますよね。 

これは僕自身がそうでしたし 
いつだって何か新しいことを始める 
ときはそんな感じだと思います。 

だから、そのような様々な困難の中でも、 
今後ネットビジネスで月収100万円などを 
安定的に、また継続的に稼ぎ続けるために 

一緒にその困難を乗り越えていきませんかと。 

それが今回のこの企画の意義です。 
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■■□ 
■□    ２・縁は円を描き循環していく 
□　 

僕の教育者としての知見と、 
学び続けてきたビジネスの知識、 

コミュニティで得てきた体験、 
人間関係で得てきた貴重な情報など 

全てをぎゅっと凝縮して 
お届けできるものになると言いました。 

知識や技術やノウハウの習得と 
実践で行っていく上での 
個別の障害の克服のために 
どんなことをやっていくかといえば、 

・稼ぎ続けるためのビジネスマインド 
・あなたの持っているスキルをお金に変える 
・メルマガでの自動化とプロモーション 
・即金のための実績構築カリキュラム 

などなどを僕のコンサルのもとで 
正しく実践していただこうかなと。 

そして僕の知り得る全てを継承して、 
ともに人間的なステージをあげて、 

そして一緒に月収100万円を目指そうと。 

そういう企画ですね。 

稼げ無い要素を 
徹底的に排除していきますから 

はっきり言って 
しっかりと着いてきてくれたら 
間違いなく稼げるようになります。 

近いうちに僕は月収100万は 
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普通に越えていきますが、 

その全てを期間中に 
目の前で見ることもできますし、 

目の前で実際に見ることができたら、 
それを再現するだけで 
月収100万程度であれば普通に越えていけるし 
そしたらそれ以上も当然目指して行けます。 

ただしステージに見合わない収入を得ると 
どこかで歪みが起こるし、 

そうなってしまったら決して安定的に 
稼いでいくことができない 
ということは以前お話した通りです。 

ステージさえ上げていけば、 
普通に収入は追いついていきますし、 

人の収入は、その人の周りにいる人たちの 
収入の平均値になるとは有名な話ですが 
おそらく本当です。 

だからこそ、 
あなた自身の魅力を高めつつ稼ぎ、 
自分のステージを上げていけば 
そのステージに見合った人が寄ってきます。 

まさに縁が円を描き循環していきます。 

僕は音楽でもビジネスでも一様に 
「循環構造」をかなり意識しています。 

で、そのために必要な 
環境と知識は僕がご用意します。 

ステージを上げていく、 
魅力的な自分になっていくということって 
本当は何も大変なことじゃありません。 
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ダイエットだって肉体改造だって、 
楽しみながらやっている人の方が 
結果に繋がりやすいですよね。 

だからこそ働くこともビジネスも 
楽しみながらやって 
結果に繋げていきましょう。 

だからこそ楽しむということを 
大切にしながら企画を練っています。 

■■□ 
■□    ３・予約開始日、６月１４日に決定！ 
□　 

前回のメールで予約開始日を 
発表するとお伝えした通り、 
予約発表日が決定して、 

６月１４日の夜に 

「僕のビジネス初企画」の 

予約をメールで一斉に 
開始することになりました。 

そのメールをご確認の上で 
予約していただければ今回の企画に関しての 

「優先案内サービス」 

を受け取ることができますし、 
他にもまた何かしらの予約特典 
などをご用意しようかなと考えています。 

つまり、募集当日は 
一般募集に先立って 

「企画のご案内」が届き 

さらに 
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「追加特典」 

を得ることができると。 

先にお伝えしました通り、 
今回の企画は僕の初企画ということもあり 
一人ひとりと向き合うということを 
かなり意識しています。 

そのため少人数制にせざるを得ないことは 
勿論なのですが、 

かなり募集人数抑える予定です。 

この辺りの詳細については 
今後発表していきますね。 

僕の一つの作品となるように 
作曲するような気持ちで 
企画を練っていますから。 

どうぞご期待ください！ 

ｎｏｖａ 

PS. 

さて、前回のメールの最後で 
次回お伝えすべきことがあるとお伝えしましたので、 
それに関してお伝えしたいのですが、 

じつは・・・ 

この企画に関しては 
今回が最初で最後となります。 
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というよりも 
最後にならざるを得ないんですね。 

その理由をお話ししていきます。 

前回のメールで今このタイミングだからこそ、 
僕にしかできない企画が可能だというお話しをしました。 

最近ビジネス仲間から 

「直近の100万達成者は世間的に珍しいです」 

って言われたのですが、 

たしかにこの業界には 
100万達成しました！っていう人は多いのに 
今から100万達成していきますって人は 
なかなか見当たらないですよね。 

みんな既に達成しているか、 
全然稼げなくて悩んでいるかの 
どちらかに振れている感じです。 

僕が月収100万を達成したら 
その後は、僕のその実績に対して 
人が寄ってくるということは 
簡単に予想がつくと思います。 

成功したアーティストに 
人が寄って来やすいのと同じです。 

初期のルフィの船よりも 
白ひげ海賊団の船に乗りたい人のほうが 
多いのと一緒のことです。 

僕は取り組んでいる仕事が上手く行く前の 
人間関係というのは特別なものだと思います。 
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大きく成功する前に可能性を感じて 
信じてついてきてくれた 
仲間というのはやはり一生の宝物ですよね。 

今回のこの企画に参加してくれる人って 
おそらく僕自身を信じてくれている方だろうと 
そのように思っています。 

そんな特別な人たちだけを集めることが 
できるのはどう考えても今回限りです。 

だからこそ今回は募集人数も 
かなり限定しますし、 

間違いなく僕にとって 
今後ずっとお付き合いしていくことができる 
最高の仲間と出会えると思っています。 

僕がこの業界の広い海へと漕ぎ出すための 
クルーを募集なんていうと在り来たりですが 
本当にそのような気持ちなんですね。 

僕はいまはちっぽけな存在なので 
全然名前も知られていませんが、 
今後は表舞台に出ていきます。 

そしたら白ひげ海賊団のように 
大所帯になっていくかもしれませんが、 
やはり最初期のメンバーって特別ですからね。 

漫画ワンピースでいうところの 
オールブルーでの初期の仲間集めのような、 
そんな企画です。 

その特別な仲間を集める企画って 
どう考えても今だけですよね。 

だから今回のように 
名も知れぬ時期の最初期の企画って 
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唯一（ユニティ）なものだと思っています。 

PPS. 

出し惜しんでいるわけではないのですが、 
追伸が本文のように長くなりそうなので、 
もう一つの、僕の決意に関しては 
次回のメールでお伝えしていきます。 

※予約開始日が6月15日に変更になりました。 

楽しみにしていただいてるにもかかわらず 
お待たせしてしまって申し訳ありません。 

その代わりと言ったらあれですが、 
こちらの事情で遅れてしまったこともあり 
予約特典はさらに強力なものをお付けするため 
準備の方を進めていこうと思いますし、 

明日の予約開始からは 
同時に予告動画もお届けしていきますので 
あわせて楽しみにしていただければと思っています。 

- Creations Serialism -  
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