
とみます
ブログ資産化ゼミ



きっかけ

「クリプト通貨で700万円損失しました。助けてください。」
とコメント質問を受けたのがきっかけ。

聞くところによると、

・お金をクリプト通貨に1点集中している
・給与以外の収入源がゼロ
という課題が見つかった。

⇒クリプト難民が、私のブログに流れてきている。弱小ブログなのに…
それだけ、個人の金融状況がヤバいのかも。

・自分の状況を客観的に見るために、トレードログを付けること
・加え、ブログで発信することで、給与以外の収入源を構築すること

んで、勧めたのが「ブログ資産化」

そこで!!



目的

①金融リテラシー(知識)の向上
②資産性ブログの構築と収益向上

これからの時代は、生き方やマネタイズ方法が多様化していく。
状況に応じて柔軟に対応できるように…。

①ワードプレスを構築し、収益性の高いブログを構築
②1日1%自分をアップデートさせること
③アウトプットすることが、一番、自身を成長させる。
④ゼミ参加者同士でフィードバックし合うこと

さらに、私の読者に呼びかけを行ったところ、予想以上に「希望者」が集まった。
そこで、本格的に「ブログ資産化ゼミ」を稼働。

方法

改めて、ブログ資産化ゼミの目的をまとめておこう↓



こんな人にオススメ

・資産を1つも持っていない人。
(資産とは、毎月自分のポケットにお金を入れるもの。)

・貯蓄200万円を持っていない人。(目安)
⇒200万円もあれば、他の資産形成もできるので。
⇒ここでは、とにかく元手がなくて…って方を対象。
⇒もちろん、資産ポートフォリオの1つとして、取り入れるのであればオッケー。

・何かを人に伝えることが好きな人。

・株や金融商品の経験がある人。(今後の予定でもオッケー)
それを自分で整理して公開するのが、苦にならない人。
(公開範囲は自分でコントロールしながら)



メリット、デメリット

メリット ・ブログを資産化するための方法を知れる。
・小資本でも始めれる。
・不動産や社債を買うための資金準備ができる。
・信頼の時代。あなたのファンは、あなたの人生を豊か
にしてくれる。
・客観的な意見をゲットできる。
・資産ポートフォリオのコア軸にできる(次ページ)。

デメリット

・手間がかかる。
・時間がかかる。
・推奨「1日1%アップデート」(1日1発信。新しい気付きを。)



資産ポートフォリオの1つに

考え方 通常のインカムゲイン(大体)

たとえば、
COMSAのアフィリエイトが
あったときは…

・給料並みの収益に。
・COMSAを買った人も3倍に
→みんな嬉しい。(これを目指す)

まずは、ここをゼロか
ら作る。



参加条件

・現在、メンバーを追加で「5人」募集中 (少人数精鋭隊⇒規模を大きくすると、
手に負えなくなる可能性もあるので…)

・ブログ初心者オッケー。
知識ゼロの経営者に「自分で更新できるブログ講座」を指導しています。(本来は「フィー」をもらって)

・すでにブログを持っている人の参加もオッケー。

・ドメインとレンタルサーバー料金で、合わせて月1,500円程度かかります。

・1日1発信できる人 (60%でもいいから、アウトプットを継続できること。 )

・自分の頭で考え、行動できる人。

・将来、私やメンバーが教えたことを、後輩に教えることができる人。
⇒イメージは大学の研究室ゼミです。メンバー同士でコミュニティの価値を上げて
いく。



その他、副次的に得れること

・ワードプレス構築のスキルが身につく
⇒情報時代を生き抜くには必須。
⇒ホームページ制作として、中小企業の経営者に教えることで、フィーを頂くことも。
そのスキルをゲットできる。

・実際に利益を出している人から学べる。

・必然的に、ブログの読み書き量が増えるので、アウトプット能力が身
につく→自身の特徴を生かした、個人ビジネスへと展開も可能。

・メンバー内でのマネタイズ法や情報を共有できる。

・最初から読まれる状況にいる
(←自分で始めた場合、ほとんど読まれない…私の場合2年かかった)

・第1期生は、1か月で収益化モデルを構築。(とんでもない速さ…)



投資家として会えることを期待

まずは、給料以外の1つの収入源を目指す。

そうすることで、次の資産にお金を回すことができる…

雪だるまのように、膨らませる。この可能性に気付くこと
ができれば、あなたの富は、必然的に増えていく。

数年後、1人の投資家として成長した、あなたとお会いで
きることを楽しみにしています。

最後に…



「資産を作れる状態」になっていること。

つまり、あなたが身を置く「環境」です。

その「環境提供」に努めます。

「環境」を変えなければ、
あたなは、そのままの生活が続くでしょう。

それでは、また。

0からの資産形成で最も大事なこと



追加資料



1億～

1,000万～
1億

100万～1,000万

10万～100万

0～10万

機関投資家、超お金持ち

お金持ち投資家

そこそこの投資家

これからの投資家

投資に縁がない層

ブログ資産化ゼミ生

投資金額のピラミッド (目安)

参加者らで、上のステージを目指す



ファンとゼミ参加者の推移とビジョン

2016 2017 2018 2019 2020

ファン

LINE@読者400名を突破!!

ゼミ生
5+4名で開始

最初は、私の読者からゼミ生を募集
現在は、ゼミ生が後輩の募集とサポートを行う



ブログ資産化ゼミで目指すもの

時間

収益

時間

収益
一発ドカーン型 コツコツ型

「一発ドカーン型」ではなく
「コツコツ型」を目指す



こんな人は絶対に登録しないで!!

・目先の利益を求めている人
・直ぐにお金持ちになりたい人
・簡単に稼げる人を知りたい人
・メンバーに個人的な投資勧誘を行う人



他のサービスとの比較

ホリエモン大学 著名ブロガーサロン ブログ資産化ゼミ

充実さ (*) 凄く充実 充実 頑張ってる💦

会費 月10,800円 月3,000～5,000円 段階的に引き上げ(*)

その他の
運営費 ?

+1,500円
(レンタルサーバーや
ドメイン料金)

+1,500円
(レンタルサーバーやドメイン料金)

ターゲット層 ハイスペック層 そこそこのブロガー ・投資経験があるけど、
ワードプレス初心者な人
・投資ブログをやっているけど、
収益が少ない人
・新たに別の収入源を作りたい
人

*他のゼミやサロンに属したことがないため、あくまで推測です。

*すでにメンバーの方は、会費の追加徴収はありません。



なぜ、コミュニティ参加料金は格安?

・読者の富を増す「とみます」として、これまでやってきて、
読者の負担をなるべく避けたいから。対等な立場でいたい。

・資産性ブログの最大の特徴であるROIを極限まで高める
ため。ゼミ生と共有し、参加者が増えることで、メンバー全
員にメリットがあるため。

⇒ROI(Return on Investment 投資対効果)

・私があなたなにフィードバックをするとで、自身のスキル
アップにも繋がるため。

investment

return
ROI  かかる費用(月1,500円)の

低さが最大の魅力



金持ち父さんの考え方に基づくと…

E

S

B

I

*引用: 金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント

会社員 ビジネス経営

個人事業 投資家

自分の居心地のいい場所を見つけよう!!
(できれば全部の領域を経験したい…)

ブログ
資産化ゼミ



リスクとリターンの関係で見ると…

リスク

リターン

*個人的な経験話なので、あくまでも1つの意見として聞いてください。

銀行貯金

債券

ランドバンキング

日本株
FX

仮想通貨

日経225
オプション取引

IPO

区分所有

ETF

ソーシャル
レンディング

社債

資産性ブログ
(ただし、時間と手間がかかる)

海外ファンド



ゼミ生のブロガーとしてのビジョン

アクティビティ

影響力

インフルエンサー
(アクティビティに関係なく、発言
すれば影響力の大きい人)

ゼミ生

注)より広くという意味ではなく、
1人1人の読み手を大切にし、
読者に、どんどんGiveしていく。
結果、信頼され、自ずと影響力が増えることを目指す。

ブログを作ったばかりの人



本音では…

昔、一般募集のセミナー等に良く参加していたのですが、
・内容がつまらない上に
・料金が取られ
・時間も取られるし…
と、ずっと疑問視していました。

そこで、辿り着いたのが「個人ブログ」でした。

セミナー以上のノウハウを学べるんですよ…
しかも「スキマ時間」で。

だから、読者の中で、ノウハウを持ってる人の情報を
共有できたら、私にも、かなりのメリットがあるんですよ。



ゼミ教育スケジュール(目安)

・申込

・チャットワーク
案内メール

メンバーに自己紹介

・ドロップボックス案内メール
(テキストファイルの閲覧)

・ブログ指針
・戦略構築
(1番大事です)

・サーバー取得と
資産性ドメインの獲得
・ワードプレス構築
・初期設定

・アドセンス
審査と合格

・ブログ発信
(目安10記事)

1
章
-

構
築
編

2
章
-

マ
ネ
タ
イ
ズ
編

・読者との信頼構築
・そのためには…

・実際の収益は…

・どんな収益方法がある?
・アフィリエイトに依存しないように〇〇をしよう

・ゼミレポートの提出



超長期ビジョンでは…

ゼミ生の自立後、
・金融リテラシーが高く…
・個人メディアを作れて…
・インターネットを使った集客ができるようになると…
多方面で活躍することでしょう。

ゼミ生が卒業後、

・出資し合える仲に
・新たにゼミを開いたり
・ファンドを作ったり…
の関係で入れれば最高ですね

ハーバード大学のように…



近所の「習字塾」みたいに

私は、小学生の時に、近所の習字塾に通っていました。

先生は、どこかのおじいちゃん。

自分で書いて、先生に添削してもらう。

良ければ「◎」を。
改善点があれば「赤文字で修正」を。

そんな「ゼミ雰囲気」を目指します。



メンバーの確認はこちらから

1期生、2期生、3期生…

画像をクリック!!!

https://blogs.for-one.jp/
https://blogs.for-one.jp/

