
もっと楽しく自由に生きたい人のために 
私の１１年間のノウハウを全部教えて 
日本一楽しいコミュニティを作ります！ 

お金の苦労なんて“一瞬”で消して 
毎日笑って過ごしたい人はいませんか？ 

喜多式ハイブリッドビジネス塾

　　　　　　　　 

１時間無料コンサル実施！（2016.12.10～26まで） 

対面コンサル 

東京　2016.12.14～18　 

大阪　2016.12.10～12   と　2016.12.19～26 



の間で、ご希望日をご連絡下さい。 
遠方の方は、Skypeコンサルも可能です。 
　　　 
１時間無料コンサルお申込み　　　　　　 

今後はもっと楽しく自由に生きたい人のためのに 
私はノウハウを伝えていきます。 

結局、ノウハウはなんでもいいのです。 
ただ、そこにコアなメッセージがないと、理想的な未来をイメージできない、 
ということなんですね。 

自分はどう生きたいのか？を考えた時に 
普段発している言葉＝楽しく自由に、だったんですね。 

だから私は、楽しく自由に生きたいという人に向けて 

ノウハウを全部伝えて、みんなが楽しく自由になれるような 
そんなコミュニティを作れれば素敵じゃないかと。 

そのように思って、ニューヨークから帰ってくる飛行機の中や、 
日本に帰ってから東京のホテルの中で色々と考えを巡らせました。 

正直、かなり大きく価値観が動いているので、 
ブログタイトルも、プロフィールもかなり大きく変えたんです。 

その結果、とにかくわかったこととしては、 

・もっと大きく世界を見たほうがいい 

ということでもあるんですね。 

ほとんどの方は、日本という狭い世界の中で、さらにその中でも 

自分の住んでいる地域ぐらいでしか行動していません。 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTzcjfo


私もそうです。 

日本という狭い世界の中で、住んでいるのが大阪ですから、 

ほとんど大阪の一部の住んでいるところでしか動いていなかったのです。 

しかし、これではとてももったいないことです。 

世の中にはもっと色々な価値観があるし、色々な世界があるので、 

それを見ずに終わるのはもったいない。 

ただ、ほとんどの人は 

気づいたらどんどん世界で生活していってしまう 

という傾向があるんですね。 

なぜ、狭い世界で生活してしまうのか？ 

目の前の小さな悩みで苦しんで、そこから出ることができないのか。 

その一つに、考え方を変えてみるということがあります。 

私もそうです。元々ネガティブな人間ですし、いじめられると傷つきますし、 

結構繊細な人間なんです。 

ですから人一倍悩みますし、寂しいなーと思うことも結構あります。 

まして起業家の世界は、みんな一匹狼的な、孤独な世界とも言われています。 

ですから、孤独な世界でやっていくには、 

楽しまないとやってられない、ということもあるんですね。 

ただ、目の前の小さな悩みを解決していくには、 

日々の実践、行動による小さな積み重ね　であると思います。 



ネットビジネスの世界　VS  女性起業家の世界 

つい数年前まで、ネットビジネスの世界では、 

・楽して儲かる 
・日々何の苦労もせずに 
・すぐにお金が入ってくる 

このような話に飛びついていた人が多いような気がします。 

楽して儲かる、楽して稼げるという話に飛びついていた結果、 

全く現実が動かず、結果としてお金だけなくなっていくという話。 

これでは寂しいですよねということです。 

それに、最近のトレンドとして、Facebookを中心として活躍をしていっている 

“女性起業家ブーム”となり、多くの女性が起業しようとしています。 

その中心が、鈴木実歩さんかもしれません。 

しかし、女性起業家の世界では、 

従来のネットビジネスの世界とは全く違います。 

おそらくですが、 

・楽して儲かる 
・日々何の苦労もせずに 
・すぐにお金が入ってくる 

とは全く思っていないと思います。 



まあ、ある程度効率化してやっていこうというのはあると思いますが、 

前提として 

・起業とは厳しいもの 

というのは完全に前提にあると思います。 

ネットビジネスの世界が、 

・楽してちょっとお金が稼げたらいいなー 

程度から始める人が多いのに対して、 
女性起業家の世界が、 

・厳しい世界であることは前提であり、ただ、その中で 
必死に数字をあげようとする 

という形で、両者にはかなりの“真剣さの度合い” 

が違うようにも感じます。 

また、ネットビジネスの世界で、ある程度お金を稼げるのは 

まあ普通にやっていれば稼ぐことはできると思うのですが、 

どうしても 

・ネオヒルズ！ 

みたいなのになってしまうのも切ないものです。 

なんか、とにかくそういう地に足がついてない感が 

ネットビジネスの世界にあることは残念ですし、 

そのような感じになってしまったらもったいない、 

とも思うわけですね。 



結局、一番大切なことは、 
なぜ、そのビジネスをやっているのか？や、 
その“理由” 

が、大事だということです。 

最低限のお金はもちろん必要なことではありますが、 

その信念や、なぜそれをやっていくかの理由があるかないかで、 

稼ぎの上限に差が出てくるといったことではないでしょうか？ 
私もこの壁というのはとても感じていて、 

行き詰まっている時はたいてい、その信念や気持ちの部分で 

突き抜けることができていない時が多いんです。 

月収２０万で止まってしまったり、月収５０万で止まってしまったりするのは、 

おそらくこの気持ちの部分や、どこを目指しているのかの部分になってきます。 

ちょっとスピリチュアルな部分も感じてしまうかもしれませんが、 

結局もっと大きな面で、自分のメリットしか見ることが出来ていなかったり、 

短期的な爬虫類脳で動いてしまっていたりすることが原因だったりします。 

大切なことは、 

“現実的なバランス”　と　“大きな夢を描くこと”の両方 



ここが非常にうまくっているのが、 

今の女性起業界の特長でもあると思うのですが、 

たぶん男性がそれを真似しましょうとか言っても、 

おそらくやりたがらない人が多いと思います。 

なぜかというと、私自身が恋愛系のメルマガも７年やっているので、 

その上でわかったことは、 

男性は男性に尊敬を感じ、女性は女性に尊敬を感じる、 

ということだったからです。 

まあそれもそうだと思います。 

男は女から学びたいとは思わないし、なんか負けた気がする 

（プライドが許さない）みたいな感じがしますし、 

女はやっぱり女性界の女王 

みたいな人に着いて行くと思いますし、そうなっています。 

もちろん例外はあるかもしれませんが、例外というのは数が少ない、 

ということでもあります。 

私も恋愛系などでは、やはり最初は女性から学ぶ気は無かったですし、 

やっぱりその世界での尊敬している人から学びたい、 

というのが普通はそうなんですよね。 

だから私が今、女性が多くいるセミナーや場所に行くのは 



ぶっちゃけ居心地は悪いし、緊張するんですよ（笑） 

たいていは、なんでここにいるの？みたいな、 

ゴキブリを見るような目で見られますから（笑） 

だから、いつも大変で頭も痛いんですが、 

新しい世界を見ていかないと人間成長しないと思う方なので 

もっと視野を広げたくて、そういうセミナーに参加しているわけですが、 

結局はここの 

“現実的なバランス”　と　“大きな夢を描くこと”の両方 

を磨いていくこととをやっていきたいのと、 

単純にぶっちゃけ女性のほうが 

“品質に優れていることが多い” 

ということが多いんですよね。 

特に女性に人気のあるサービスは、まず品質面で悪いとか、詐欺ということがありません。 

女性口コミでいいと言われているものが詐欺だった、 

ということはまず無いからです。 

もちろんネット口コミはなんでも書けるので対象外ですが、 

リアルの女性が言っていたところは、そんなに変なものは少ないです。 

なぜかというと、これはかなりモーテンだと思うのですが、 



男性は情報を独り占めし、女性はシェアをする生き物だから 

ということが言えるということでしょう。 

男性は良い情報があったら独り占めしたがるし、 

本能的にそういう生き物であるということ。 

女性は良い情報はどんどんシェアして、情報網を作っているのです。 

ただ、これがずっと続いていくとどうなると思いますか。 

女性界はどんどん進展し、シェアがシェアを生み、 

良い情報だけが集まっていき、どんどん進化していく。 

男性界は情報の独り占めにより、シェアがされず、 

詐欺的な商品やサービスが萬延し、進化しきれずにいる。 

こういう二極化が起こるのはすぐにわかると思いますし、 

今後も変わらないと思います。 

だからこそ、 

そこは素直に見習っていくのもいいのでは？ 

という提案をしたいとも思っています。 



結局は、男性も女性も、それを無意識に行っているだけで 

自分がシェアの概念がないとか、考えたことも無い人も多いと思います。 

つまり人間というのはそれだけ、意識せずにいると 

無意識に行動しているということでもあると思います。 

ただ、別に男性界にメリットが無いかと言えば、 

別にそういうことでもなかったりします。 
男性のメリットは、理屈でロジカルに考えられるところであり、 

これは女性にはなかなかできないことなんですね。 

ついふわふわしていきますし、「宇宙で」とか言ってしまう。 

まあそれをそれで意図的にやっているならいいのですが、 

本当にそうなっている人も多いですよね。 

ただ、女性が男性のメリットを取り入れていって、 

どんどん成長しているので、それを考えると、 

男性も女性のメリットを使っていくのもありだと思います。 

というわけで、今後の世界を提案するとしたら、 

男性は女性を見習って、シェアという概念を取り入れて 

意図的にでも、シェアをしていく概念が自分を進化させる、 

とイメージしてやっていく 



女性は男性的な理屈でロジカルな面を取り入れていくと 

一番最強ということになります。 

つまりこれからの時代というのは 

性差を超えたハイブリッド方式 
というのが待っている時代でもあるということですね。 

この“ハイブリッド感”を持っているかが、2017年2018年を 
上手く活動しているかの鍵になることでしょう。 

というわけで、今後私はとにかく 

一切の出し惜しみ無し！ 

を、実践していこうと思いますので、よろしくお願いします。 

まあ出し惜しみ無しといっても、話す必要のないことまで完全に全部出してしまうことは 

出来ないかもしれませんし、ビジネスって大きくなればなるほど、機密事項も 

増えていくことだと思います。 

ですから全く全部を出す、というのは逆にデメリットが大きくなることもあります。 

なので、機密事項的なことであれば、話す必要は無いと思います。 

ただ、気持ちとして出し惜しみをすると進化できないこともわかっています。 



ですから、気持ち（愛や心の問題）として、 

出し惜しみをしないというマインドは大切ですよ、 

ということを伝えたかったということです。 

ノウハウ　→　人柄　から 
人柄　→　ノウハウの時代へ 

これも２０１７年、２０１８年はもっと進化していくと思います。 

一言で言うとこれまでは、ノウハウの時代でした。 

ノウハウが優れていればオッケーで、その後に人柄を見せていく、 

という時代でもありました。 

ですが、今後はどうも違ってくるようなのです。 

機能的価値とか、ノウハウがもう進歩していなかくなってきた。 

これ以上のノウハウといっても、全部無料になってしまった、 

とも言えるからです。 

まあまだ、男性向けのネットビジネス業界では、 

ノウハウが売られている面がありますが、女性起業界ではもうメリットは 

ほぼありません。 

ただ、これはどの業界でもそうですが、 

女性が時代の先を行き、その後男性界が追従する 



という話がありますよね。 

ファッション誌の世界でも、たいてい流行の最初は女性が発信し、 

その後に男性の方に広がっていくということがあります。 

ですから、なんでもそうですが、 

女性を見ていると次の時代に起こることがわかる 
ということでもあるわけです。 

ですから私がこれから主催するコミュニティでは、 

・性差を超えたハイブリッド 

・ノウハウももちろんハイブリッド 

・シェアの概念の共有による進化 

などを提唱したいと思っています。 

とにかく、ノウハウにあまり意味がなく、コミュニティと 

シェアの時代であるということは現時点でわかっているので、 

とにかく、あまりよくわからなくても、 

シェアしていこうということだけは意識してください。 

数年前、シェアをするということがまだ全くなかった時代に 

“人に与えるとそれだけ後で帰ってくる” 



というような話を聞いたことがありましたが、 

“それはわかるけれど、でもなんだかもったいないよ” 

と思いながら、嫌々シェアをしていたことがありました。 

まあ、今でももしかしたらそのような人もいるかもしれませんが、 

その時よりは、かなりシェアの概念も広まってきたのかなと思います。 

お伝えすることは、 
基本的には“カメラ転売”と“情報発信” 

なぜかというと、私自身が１１年間やってきたことで、 

一番お伝えすることができるテーマでもあるからです。 

ただ、他にもいろんなことをくっつけていきたいので、 

マインドセットとか、女性起業家から学べる話とか、 

感情と理論の話、成功哲学などいろんなことを伝えたい 

とは思っています。 

かなりいろんなことを詰め込んでいきますが、 

とにかく、上記２つのテーマに加え、 

このレターに書いたことも今後ぶちこんでいきます。 

それとやっぱり 



“行動できない人をなんとか行動させる” 

という人をなんとか行動させたい、という気持ちが私にはあるのですが、 

それも以前は出来なかったことが、出来るようになりつつあります。 

行動出来ない原因っていうのは色々あるのですが、 

やっぱり人というのは、“恐怖”とか“不安”であると思います。 
恐怖とか不安があるから、決断を先送りするために 

また教材とかセミナーとか塾に入ってしまう。 

そういう繰り返しをしているのだと思います。 

ただ、そういったことはもう今回で終わりにして欲しい、 

と思っています。 

先ほど言ったように、セミナーとか塾とかで 

インプットを続けること、はとても気持ちの良いこと 

でもあるからです。 

だからそういったことを続けていって、自分なりに学んで進化した気になっている。 

でも、預金残高はどんどん減っていく、ということになっていく、わけです。 

これを止めるにはとにかく 

結果は「行動」のみでしか訪れないということを知ること 



「実践」８割、「学び」２割　のバランスにすること 

そもそもビジネスとは「めんどくさいこと」であることを
知ること 

などになります。 

このような理論を学んでもらい、 

「学んで自分を納得させている自分」か
ら「行動できるようになってもらう」 

ということを考えています。 

まあそういうことなんで、マインドセットはそのあたりですね。 

あとは、まあノウハウ。 

１１年間のカメラ転売ノウハウや、５年間の情報発信ノウハウも 

包み隠さず全部お伝えしてきたいと思っていますので、 

それらもお楽しみに。 

基本的にはこのような感じ。 



ノウハウに関しては、 

毎月のオンラインセミナー配布。 

＋ 

コミュニティ 

＋ 

実践会でブラッシュアップしましょう。 

カメラ転売コース 

１ヶ月目　マインドセット～行動指針決定　無在庫販売の実践 
“夜な夜な登録実践会またはラウンジコンサル”（東京・大阪）開催。　 

２ヶ月目　無在庫販売の実践　 

３ヶ月目　在庫販売（リアル）の実践　仕入れツアー１回目（東京・大
阪）開催　 

４ヶ月目　在庫販売（ネット）の実践　ネット仕入れ動画配布　 

５ヶ月目　仕入れツアー２回目（東京・大阪）or夜な夜な登録実践会
またはラウンジコンサル 



１ヶ月目にマインドセットを考えて、 

夜な夜なコンサルに参加する。 

２ヶ月目に無在庫販売を本格的に実践し、ベースの収入を作る。 

３ヶ月目に在庫販売（リアル）を開始、リアルの仕入れツアー開催。 

４ヶ月目に在庫販売（ネット）の話、動画を見てもらうなどする。 

５ヶ月目に最後の仕入れツアー。 

という流れを考えています。 

私がこの１１年間で得た知識や経験を全て学べるので、 

とてもお得かと思います。 

狙える収入としては、月収１０～５０万以上を狙っていけるかと思います。 

情報発信コース 

１ヶ月目　実践ブログの開設、メルマガの開設、Facebookや
Twitterの整備（自分の方針決め） 

２ヶ月目　実践ブログの執筆、メルマガ執筆、 
グループコンサル開催（東京・大阪） 

３ヶ月目　ブログやメルマガで何か商品を売る、値段設定について 

４ヶ月目　ブログ、メルマガ、SNSや広告、集客 
グループコンサル開催（東京・大阪） 



５ヶ月目　商品のブラッシュアップ方法 

また情報発信のスタートアップとして、 

ビジネス系または恋愛系の号外広告（ビジネス系は２回、
恋愛系は３回まで利用可） 

を利用できます。 

私が提供しているビジネス系または恋愛系の号外広告を 

塾生はビジネス系は２回、恋愛系の場合３回まで無料で利用可能とします。 

通常、ビジネス系は２回配信で４９８００円、恋愛系は２回配信で２９８００円 

いただいている広告ですので情報発信のスタートアップにご利用下さい。 

（私が特別に良いと思った商品やサービスであれば、 

別途、私の言葉で紹介させていただきます。） 

情報発信コースについては 

まず１ヶ月目に実践ブログを解説してもらい、自分なりに書いてもらう。 

（自分のやってきたことであれば、ネタが無いことは無いはずです） 

２ヶ月目にブログやメルマガを執筆していってもらう。 

３ヶ月目にはブログやメルマガで何か商品を売ってもらう。 

４ヶ月目にはさらに集客を増やしてもらう。 

５ヶ月目にはさらに商品をブラッシュアップしてもらう。 

情報発信は、ネタにもよりますが、 



仕入れもゼロ円ですので、 

月収２０～１００万円以上も狙っていけると思います。 

こういう形で２コース設定していますので、 

どちらも学んでもらえるようなことになっています。 

情報発信については、自分のネタがある人はそれで、 

自分のネタが無い人も、カメラ転売を実践して自分でネタを作れば、 

とりあえずそれをテーマにしてもらうことができます。 
さらに今回は、 

ハイブリッドというからには、 
両方とも学べるようにしたい 

という気持ちがあったので、両方のコースを設定して、 

両方学んでもらえたらと思います。 

最終的に、この５ヶ月が終わる頃には、 

カメラ転売で最低限の生活費などを稼ぎながら、 

プラス、情報発信でも稼げるようになっている、 

という感じが目標です。 



ぶっちゃけこの２つはかなり強いです。 

カメラ転売自体、色々なメリット（１個の利益が大きいとか、偽物がないとか） 

があるビジネスですから１１年もやれているわけですし、 

情報発信も、資金はほぼいりませんし、自分のネタという価値を発信していくわけですから、 

それでも稼ぐことができるわけで、 

ぶっちゃけ、 

これってすごいな？（笑） 

と、思うほどなんですよね。 

まあ色々な苦しみはあるかもしれませんが、 

それはどんなビジネスでも同じです。 

というか、楽して稼げるという時代は終わった、という話もしましたよね？（笑） 

だから今さら、楽してとかは全然言いません。 

とにかく、 

“ちゃんと行動すれば結果が出るのに、やらないのはもったいない” 

“苦しみはあたりまえというのを今後の標準的なマインドセットにしていきたい” 

ということを、この塾ではお伝えしたいと思っております。 

さらに、参加特典 
下記４つの（幻の教材含め）をお渡しします。 



参加特典１，幻の教材「カメラ転売2017」（オンラインセミナー動画） 

参加特典２．「外注化セミナー」（オンラインセミナー動画） 

参加特典３，「愛をビジネスに生かす方法」(MP3音声) 

参加特典４，「次の時代を予想しスムーズにビジネスを進める方法」(MP3
音声) 

※参加特典１、２はご入金確認次第、 
参加特典３、４は塾は２０１７年２月頃の提供を予定しています。 

肝心の値段ですが、 

カメラ転売コース、情報発信コースとも、 

１コース２５万円（税込） 

ということにしようと思います。 

つまり月額で５万円です。 

ただ、今回始めての企画になることから、 

カメラ転売・情報発信の両方が学べるものにしたい 

ということから、 

２コースで２５万円（税込） 



ということにしたいと思います。 

塾の開始は、 

２０１７年１月１日から１０月３１日まで 

NEW！【ブランディングコース】（審査制、１名か２名ぐらい限定） 

あまりやる予定は無かったのですが、個別に私がレターを考えたり、 
私が個別にコンサルしながらやっていくコースを入れてみようと思います。 
こちらは審査制で、誰でもできるというわけではありませんが、 

・オンラインチャットによる個別ブランディングプロデュース 
・こちらで商品のコンセプトを決めたり、レターを作成 
・広告ではなく私のメルマガを使って紹介していく 
（最低でも５回以上ぐらいは） 
※私と一緒に作成した商品については、基本的には利益折半 
・私のカメラ転売の教材は見放題 
・カメラ転売についても個別サポートあり 

こちらは参加費５０万円（税込）で、特待生はなしです。 

ブランディングコースお申込みフォーム 

※ブランディングコースは審査制につき、 
お申込みいただきましても入れない場合はございます。 

まとめますと、 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSbGouxIRnM


・通常コースの場合 

・カメラ転売コースを５ヶ月受講、その後情報発信コースを５ヶ月受講 
・ノウハウは毎月１回、オンラインセミナーを配布 
・リアルのイベントは２ヶ月に１回ペースを予定（東京、大阪） 
・コミュニティ（Facebookグループ等を予定） 
・参加特典の教材や音声 
・号外広告利用（ビジネス系なら２回まで、恋愛系なら３回まで） 
・参加費は２５万円（税込） 
・人数制限なし（基本的には１０人ぐらいまでの予定） 

・ブランディングコースの場合 

・通常コースの内容 
＋ 
・情報発信個別コンサルティング（チャットワークを予定） 
・情報発信ブランディングプロデュース 
（個別の商品企画～レター作成～商品販売） 
※二人三脚で作成した商品については利益折半を予定 
・カメラ転売の教材見放題 
・カメラ転売の個別サポート（チャットワーク予定） 
・参加費は５０万円（税込） 
・審査制で１名か２名ぐらい限定 

以上となります。 

お申し込み期限 
一般：　２０１６年１２月２７日（火） 
ブランディングコース：２０１７年１月１０日（火） 



としますので、よろしくお願いします。 

喜多式ハイブリッドビジネス塾のお申込みはこちらからどうぞ 

＜特定商取引法に基づく表示＞

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTxkjHSg
http://dramaticphoto.info/kitahybridtokutei.pdf

