
●いるだけでお金が入ってくるビジネス○ 
 

・もしもあなたが存在しているだけでお金になるとしたら？ 
 

・嫌なことを一生懸命やらなくても、ありのままのあなたがそこに

いるだけで勝手にお金が入ってくるとしたら？ 
 

・あなたは神社です。神です。お賽銭のように人がお金を投げ

入れてくれます。そんな世界を想像してみてください。 

 

それは最高だね！と思う人は読み進めてみてください。 

 

「そんな都合のいい話やうまい話はない！人生はコツコツ必死に耐え

て我慢と苦労をして生きるものだ！けしからん！」 

 

と思う人は今すぐページを閉じてお立ち去り下さい。 

 
 

・いるだけビジネスって何？あなた何者？ 
  

ぼくは池内優介と言います。１９８４年１月１９日生まれです。 

自由とおっぱいが好きなただの変態です。 

 

今回提案する、「存在ビジネス構築コーチング」で 

３カ月間あなたにコーチング的なものをする者です。 



●あなたが望むならこんなことも可能になるかもしれません 

 

・リゾート気分で南国や九州などに旅行して 30 万円 

・スタイル抜群の美女たちとセックスしているだけで 40 万円 

・弟子をとって感謝を伝え合って楽しくやりとりしているだけで 300 万円 

・好きな音楽をしているだけで 15 万円 

 

これらは全てぼくが過去に成し得たものです。 

 

これらは仕事ですが、稼ぐという概念ではなく、もはや 

「自分が存在するだけで、いるだけでお金が入ってくる」 

という感覚です。 

 

なぜなら、一切苦痛にならないことでお金をもらっているからです。 

楽しく生きていればお金が入ってくる。 

あなたがお金をもらうためにすることは、自分らしく生きることです。 

 

そんな夢のような世界を当たり前にしませんか？ 
 

そんな世界があるなんて考えもしなかったかもしれませんし、 

信じられないと思うかもしれませんが、これは事実です。 

 

どうやったらそんなことになるのか？ 



どんな世界を構築すればそんなことになるのか？ 

それを今回コーチングでお教えします。 

 

それが今回提案する、「存在ビジネス構築コーチング」です。 

 

・僕は産まれたときからずっと悩み、考えていました。 

 

・「何も持っていなくても自分は価値がある」 

と思えるようになるにはどうしたらいいんだろう？ 

・「そもそも仕事ってなんで全員がしないといけないことになっているの？」 

・「なぜ何かを持っていないと認められない風潮なんだろう」 

・「自分らしく生きるってなんだろう？」 

・「幸せに生きるってなんだろう？」 

「なぜみんな作り笑いを浮かべて行きたくないと言いながら仕事に行くの」 

 

え、絶対こうなりたくないんだけど！？ 

 

これは不労所得を得ようと言うお話なようで、ちょっと違います。 

 

「まるで働いていないかのような幸せな気持ちでいて、お金ももらえ

たら、それは不労所得と変わらなくない？」と言うお話です。 



それが「存在ビジネス」です。 

 

そこに自分がいるだけで価値があり、 

仕事しなくてもいいけれど生きているついでにお金が入ってきて、 

何も持っていないと思っていた自分は実は凄いものを持っていて、 

自分の好きなことを集めて、嫌いなことは人に任せ、 

仕事している意識なく、心からの笑顔でいるだけで 

人が喜んで慕ってくれてお金を払ってくれる。 

 

そんな世界を作ってしまいませんか？ 

 

今回僕はあなたにコーチングを施すというお仕事をしますが、これは僕がや

りたいからやるのであって、誰に強制されたわけでもないし、楽しいし、変

わっていくあなたを見ていられるのが嬉しいからやるわけです。 

 

・たくさん考えた末に僕が出した結論はこうです。 
 

「何も持っていなくても人は愛されていいし、 

認められていいし、価値がある」 

「何も持っていなくても価値があるとしても、 

何かを持つのは嬉しいことだ」 



「せっかくなら、持ってテンションが上がるものは 

手に入れていく人生の方が喜びあふれるものになるよね」 

 

「お金やビジネスにさして大きな意味がなかったとしても、 

無いより有った方が嬉しいなら、 

それは自分にとって集める価値や意味があるんじゃない？」 

 

「ビジネスをすることが正しいからするのではなく、 

お金をもらうことがあなたの喜びなら、 

喜びを集めることはあなたにとって 

幸せな時間を増やすことになるよね？」 

 

お金を集めることやビジネスをすることがあなたにとって喜びになり得ない

ものだとしたら、僕はあなたに今回の話をしません。 

 

あなたが「自分らしく生きることがお金になる」ということを想像

した時、心が踊るのならば、ぜひお手伝いさせて下さい。 

 

・自分らしく生きることが喜びである人 

・それがお金になるのが嬉しい人 

今回募集するのはそんな人です。 



・どうやったら存在だけでお金がもらえるようになるの？ 

 

ということを考える前に、ちょっと考えてみてください。 

そもそも存在とはなんでしょうか？ 

 

・あなたとはなんでしょうか？ 

 

あなたはどこからがあなたなのでしょうか？ 

あなたの腕がもげてもあなたはあなたですか？ 

脳ですか？脳だけ残っていればあなたですか？ 

今より痩せたあなたはあなたではない？ 

今より太ったあなたはあなたではない？ 

今より金持ちのあなたはあなたではない？ 

今より貧乏なあなたはあなたではない？ 

爪はあなたですか？髪の毛はあなたですか？ 

何があなたをあなたたらしめるのでしょうか？ 

 

結論を言うと、あなたとは、 

あなたが許す現実全てです。 

今あなたが作るあなた全てが、あなたという存在です。 

 



あなたが選んだものや手にしているもの、 

あなたから見える現実全てがあなたです。 

 

なぜなら、あなたが選んだものだからです。 

あなたじゃない人が選んだものには、あなたの存在はないですよね？ 

 

過去のあなたと今のあなたは違う存在なはずです。 

つまり、存在とは「今のあなたが集め、選んだもの全て」です。 

 

あなたが今自然と手に取るものや、今すでに持っているもの、あなたの髪の

毛の色やスタイル、それら全てが今のあなたの存在を投影するものです。 

 

あなたは「今」にしかいないということです。 

 

あなたが今太っているなら、あなたは太ることを選んでいるし、 

爪が伸びているならあなたは今それを選んでいる。 

 

あなたは○○である。 

というこの○○のことを属性と言います。 

 

 



あなたは貧乳である 

あなたは巨乳である 

あなたは・・・ 

その「属性を選ぶ主体があなた」です。 

 

今のあなたは今のあなたであることを選んでいるわけです。 

痩せることを選んでいるならそれは今のあなたが 

「痩せている存在でいることを選んでいる」のです。 

 

誤解して欲しくないのですが、 

太っていることにも痩せていることにも優劣や良い悪いはありません。 

 

「ただそれを選んでいるだけ」です。 

 

そして「それを選んでいる今のあなた」が丸ごと 

「今のあなたという存在」なのです。 

 

今のあなたが思いっきり存在したいように存在しましょう。 

自分が好きなものを集めましょう。 

心が快感になるものを選びましょう。 

自分が一番好きな自分でいられる世界を選びましょう。 



 

そしてその世界を「お金にする価値があるということする」のです。 

本来この世の全てに別に価値も意味もありません。 

わたしたちが勝手に解釈をして、意味付けをしているだけです。 

 

例えば誰かが死ぬことは、良い面も悪い面もあるわけです。 

植物が枯れると肥やしになるのです。 

パソコンを手に入れたら、パソコンを持っていない自分はいなくなります。 

パソコンを持っていないことは一つの強みだったかもしれません。 

 

全てのことはトータルで見て等価値です。 

 

そうなった時に、何を基準にして生きるのか？ 

僕は、快感や喜びという「感覚と感情」がその基準になると思っています。 

自分にとっての「美」だと言ってもいい。 

 

例えば、脚が切断されるという経験があったとして、 

それはほとんどの人が経験しないから結構な価値があるわけです。 

武勇伝にできたり話のタネにできたりするわけです。 

でも、わざわざ脚を切ってしまうことはないですよね？ 

痛いし、不快だし、ほとんどの人は悲しいと思うのではないでしょうか？ 



でももしかしたらそれが「美」だと思って 

自ら脚を切り落としてしまう人もいるかもしれません。 

ミロのヴィーナスのように、 

不足していることが美しいのだという価値観もあるかもしれません。 

 

アクシデントが起こらないようにするのは賛成ですが、 

アクシデントがあるから思い出になったりするわけです。 

 

全てが等価値だからこそ、「これは今のわたしにとって快だ」ということを、 

あなたにとってそのとき意味も価値もあるということにしていいわけです。 

 

なのであなたがやることは、 

 

・あなたが気持ちいいことや心地いいことを選び集める 

・そこに意味や価値を見出す人に売る 

 

という二つになります。 

今回僕がお手伝いするのはこの二つです。 

 

楽しい嬉しいを選び集めたあなたが、 

それをお金にすることをさらに選ぶ。ということです。 



 

お金を選び集めるのが喜びである人は 

もうすでにお金を集めていると思います。 

・すでにお金を集めているけれど、好きなことはしていない。 

もしくは 

・お金はまだ集めてないけれど、好きなことはしている 

もしくは 

・お金を集めていないし、好きなこともしていない 

もしくは 

・お金を集めることは特にやりたいと思わないけど、 

自分らしく意味を感じられる人生を送りたいと思っている 

 

そんな人のお手伝いをします。 

 

お金が集まることをすればお金は集まります。 

ですがそれよりも 

「自分にとっての愛（快感・喜び）を集める」 

ということにフォーカスして欲しいなと思います。 

 

お金そのものが自分にとっての愛で、 

頬ずりしたり並べたり触ったりするのが好きだという人もいますし、 



増える預金通帳の金額を眺めるのが快感だという人もいます。 

そんな人はお金を大事にすることを大事にして欲しいと思いますが、 

お金そのものが好きなのではなく、 

お金で得られるものや、そもそもお金関係ないものが 

好きな人も多いのではないかなと思います。 

 

なので、まずはあなたにとっての大事なものを大事にしてください。 

 

あなたの心が喜ぶことを思いっきりやり、それに値段をつける。 

それをすることで「存在ビジネス」は完成します。 

 

・あなたらしく生きるのは社会貢献と文化作りになります 

 

自分の価値や自分の素晴らしさというものは 

自分では気づかないものです。 

なぜなら自分がフツーにしていることだからです。 

まさかそんなことが他の人はすごく頑張らないと出来ないの？とか、 

まさかそんなことがお金になるの？とか、 

こんな簡単なことを仕事にしていいはずがないとか 

思っていたりするものです。 

 



自分のフツーはフツーではないと知ってください。 

 

自分が自分らしく幸せに生きることは、 

そのまま誰かにとっての価値になります。 

価値になるということはお金になるということです。 

 

つまり、あなたはあなたらしく楽しいことや幸せなこと、 

嬉しいことをしていればいいのです。 

 

そして、自分にとってのストレスを極限まで減らし、 

半ば勝手にお金が入ってくるような感覚になれたら。 

あなたは嬉しいですか？ 

 

あなたはいるだけで価値がある。 

あなたは存在するだけで意味がある 

あなたはそのままで認められる 

あなたは存在するだけで喜ばれる 

 

そんな世界に身を置き、お金をもらうようにすると、 

もはや生きているだけでお金が入ってきます。 

 



あなたにとってフツーにしていることを、 

お金を払うからやってくれと言われます。 

 

あなたは楽しく普段通りに生きているだけでいいし、 

なんなら普段よりもっと楽しいことや嬉しいことをして、 

それがさらに大きなお金を運んでくれるようになったりもします。 

・自分にとってなんでもないこと 

・自分が楽しくやっていること 

・自分にとってなんの苦労もいらないこと 

 

それは、誰かにとっては苦痛だったり、 

絶対にやりたくなかったり、 

フツーにやれることが凄いことだったりします。 

 

あなたのフツーは誰かにとってのフツーではない。 

あなたにとってのフツーが、自然体が、 

誰かにとっての大きな価値や意味になったりするのです。 

まずそこを自覚しましょう。 

と言っても普通に暮らしていてそれを自覚するのはむずかしいので、 

そこをサポートします。 

 



自分らしく自分として生きる。 

それはもはやそれがそのまま誰かにとって価値を提供するということです。 

 

そうやって自分らしく生きるだけでお金になるという姿を人に魅せること

は、それ自体がもう憧れを生みますよね？ 

 

そんなことしていいんだ！ 

そんなことってアリなんだ！ 

と思わせると思いませんか？ 

 

それは、そうやって生きたいのに生きていない人がまだまだたくさんいる 

この時代を照らす光になると思いませんか？ 

 

だから、目ぇ一杯、したいことややりたいこと、 

楽しいことや嬉しいこと、 

気持ちいいことや心地良いこと、好きなことをして、 

かつそれでお金ももらってしまいましょう。 

そんな生活を手に入れてしまいましょう。 

 

それは、社会貢献です。 

あなたが幸せになることや、自分らしく生きることは、 



誰かの心をワクワクさせたり、 

目を輝かせてあげることになりますよね？ 

幸せな人が側にいると、こっちまで幸せな気持ちになりませんか？ 

 

なので心置きなく、あなたにとってのフツーを生きて、 

お金ももらっちゃいましょう。 

こういう生き方そのものが、 

ぼくは新しい文化を作りうると思っています。 

 

旧来の考え方では、 

仕事は我慢料だと考える人も少なくないのではないでしょうか。 

時間、つまり命を売って、 

その対価として嫌なことだろうとニコニコしながらやる。 

それが当たり前で、だからそうやって得たお金は 

尊く感じるんだという考え方です。 

 

それでもいいです。それでいいならば。 

でも、もし自分が本当に生きたいように生きてそれがお金になるなら、 

同じ時間を過ごすんだから、どうせなら楽しくて嬉しい方が好きだな 

とぼくは思うわけです。 

 



人はみんな自然体でいて出来ることが違います。 

 

それこそ、我慢して会社に行くのが好きな人もいて、 

我慢せずに奔放に生きるのが好きな人もいて、 

ラーメンが好きな人もいれば、 

うどんが好きな人もいるし、 

パスタが好きな人もいる。 

 

それぞれが思いっきりそれをやって、 

好きなことのプロフェッショナルになった方が、 

世界が明るくて楽しくなるとおもいませんか？ 

 

しかも、やってて苦痛なことはやらず、 

やってて快楽であることだけやるのです。 

苦痛が快楽なド M な人はぜひ苦痛を選んでください（笑） 

 

世の中には四六時中プリンを作ることを考えていると幸せな人がいます。 

プリンはその人に任せておいたらいいと思いませんか？ 

 

あなたにとっての好きなことはなんですか？ 

 



好きなことだけして生きていてはダメだなんて思い込みでしかありません。 

 

それでは社会が成り立たないとかって言う人もいますが、 

好きなことは人によって違うし、 

そもそもとして社会って今ちゃんと成り立っていますか？ 

 

失業者がいてニートがいて自殺者がいて裕福でない者がほとんどですよね？ 

ならもう無理やり今の社会を維持しようとしなくて良くないですか？ 

 

最近はどんどん機械化が進んでいます。 

 

車はもうすぐ自動運転になるでしょうし、スーパーのレジも無人です。 

 

機械にどんどん仕事を奪われていくということは、 

そもそもその仕事は人間がやらなくてよくなるということです。 

 

仕事はどんどん無くなっていくのに、人は仕事をしろと言ってくる。 

矛盾していますよね？ 

 

人間は働く必要がどんどん無くなるのに、お金だけは必要とされる。 

そして必要もない仕事を無理やり作り出す。 



無理やり作り出した仕事をわざわざやることに 

なんの社会的意義があるんですか？ 

それこそお金の為だけの仕事ですよね？ 

 

それならば、いっそのこと 

「本当に誰かにとっての意味のある仕事や社会」 

を自分で作ってしまいませんか？ 

 

それが、「人の心を震わせる・面白いと思わせる」ということです。 

そのためにまず自分の心を震わせませんか？ 

 

好きなことをするとパフォーマンスが良いんです。 

仕事に取り組むとき、重い腰を上げなくていいですから。 

むしろ誰に頼まれなくてもやるでしょう。 

ちょうど僕が今、誰に頼まれなくてもこれを書いているように。 

 

・これからの時代の働き方のスタンダードを作る 

 

僕はこの働き方が今後の時代のスタンダードになると考えています。 

 

今の時代は、時代の転換期です。 



 

AI の台頭により、人間の仕事はどんどん無くなり、 

お金が欲しくても「誰にでもできる仕事」ならば機械の方がコストが安いか

らそちらに任せるようになってきています。 

 

ですので、仕事やお金の再定義をしなおし、 

考え方を根底から見直していく必要が出てくると思っています。 

 

一人でも多くの人が「心から幸せで、かつお金を得ることができる」という

ことが当たり前のこととして定着すればと思っています。 

 

となれば、人間がしていくことは 

「人間たる仕事をする」 

ということに他ならないのではないでしょうか？ 

 

それが、「心から好きなことに没頭する」ということです。 

 

将来ロボットにも心が出来るのかもしれませんが、ひとまず今のところは

「好きと嫌い」はロボットには無いのではないでしょうか？ 

「何かに没頭する」ということもないのではないでしょうか？ 

 



性癖と言い換えてもいい。 

性格と言い換えてもいい。 

 

感情とは、 

「過去の体験によって生み出された、これは好きとかこれは嫌いとか、 

これはこういうものだとかという偏見であり思い込み」です。 

 

例えば、人はあるものに触れるたびに気持ちいいと、 

それは気持ちいいものだと思い込みます。 

 

虫を発見するたびに「気持ち悪いねえ」と親に刷り込まれると、 

「虫とは気持ち悪いものである」と感じるようになるのです。 

 

これが感情です。 

 

そういう学習こそが「常識」という名の「偏見」を生み、 

その偏見こそが感情なのです。 

 

好きと嫌いですら思い込みでしかないですから。 

ある日突然嫌いだった納豆が好きになったりするわけです。 

 



そしてその感情という固定概念が、 

「自分の思い込みの外にあるもの」を排除するのです。 

 

虫を好きな人もいるのに、 

虫を気持ち悪いと思わないなんておかしいと言ってみたり、 

気持ち悪いと思わない虫もいるかもしれないのに、 

そもそも虫全般に触れることを拒んだりするわけです。 

 

毎日新しい日が来ているのに、 

今日を昨日と同じような日だと思い込んでいるなら、 

それは感情があるからです。 

 

昨日と今日は完全に違う日です。 

本来なら昨日と全く違う自分として生きてもいいわけです。 

 

それは不快だ。それは気持ちいい。 

というのは、突き詰めると錯覚です。 

 

それが悪いと言っているのではなく、 

その「人間それぞれがそれぞれの固定概念を持つ」というのは 

「人間が人間たるゆえんだ」 



「だからもっと人間らしく生きよう」 

と言っているわけです。 

 

ペッパーくんは人間の心を模したものを持っているロボットで、 

感情のようなものを表現できると言う事ですが、 

果たして一つの事ばかり考えたりするようになるのでしょうか。 

 

一つのことにばかりとらわれてそのことばかり考えるというのは、 

何かに似ていると思いませんか？ 

そうそれがまさに恋をするということです。 

人間は恋をするのです。 

 

心があるのが人間です。 

もっと心のままに生きる世界になったら、 

幸せな人が増えるとぼくは信じています。 

思いっきりしたい恋をする人が増えたら、 

僕は素敵な世界になるんじゃないかと思うのです。 

 

かの有名なアルバート・アインシュタインはこう言っています。 

「結果というものに辿り着けるのは偏執狂だけである」。 

 



偏執狂とはつまり度を越してこだわるということです。 

 

そんなことをするのはまさに感情があるからで、 

例えば四六時中美味いケーキのことを考えている人は偏執狂なわけです。 

 

好きなことばかりしていいとはそういうことです。 

偏執狂になっていい。 

美味い店をたくさん知っているということですら、 

誰かにとっての価値になるわけです。 

 

そこまで他の人は美味い店にこだわらないからです。 

こだわりがあるということが、その人らしさです。 

 

ケーキは美味いという感情（固定概念）が、 

さらに美味いケーキを作ることに没頭させたりするわけです。 

 

機械に仕事を奪われると言うと聞こえが悪いですが、 

それは誰にでも出来る仕事は人間がやらなくていいということです。 

 

こだわりたいものにこだわっていくことが許されるのが、 

これからの時代です。 



もっと偏執狂になりましょう。 

それが、自分にとっての美を追求するということです。 

 

感情は思い込みだから悪いものだと言っているわけではなく、 

「好きだと思い込んでいるんだから、 

徹底的に好きなことをしちゃおう」ということです。 

 

好きだという感情は勘違いで偏見で思い込み。 

でもそれでいいじゃんと。 

 

好きなものを好きだと思い込んでてなんか困んの？ということです。 

 

そうやって、存在したいように存在するだけで 

お金にも恵まれて生きていく人がいたら、 

多くの人が真似をすると思いませんか？ 

 

文化とは、真似されて、真似され続けるものだと僕は思っています。 

 

形骸化した、もはや中身が重要ではない形だけの文化もあるかもしれません

が、最初は「それいいね！オレもやる！」の連鎖が 

結果として文化になるものだったはずです。 



 

要するに、やりたい人が多いことを率先してやる人が、 

文化を作る人だということです。 

 

真似される人間になりませんか？ 

そして、旧来の仕事の仕方や考え方は「真似したいもの」ですか？ 

 

「いやいや、旧来と言うがわたしはそんな風に思って仕事しているわけでは

ない！今のままがいいし今のやり方が好きだ！」 

という人はそのままで全く構わないと思います。 

 

ですが、「したくないけどやらないといけないからやっている」んだとした

ら、あなたはその文化を引き継いで、次世代にバトンを渡すのでしょうか？ 

自分が心から笑えないことを、他人や子どもにも強要するのでしょうか？ 

 

「いいなぁ。わたしもそうやって生きたい。素敵だから真似する！」 

と思われる、文化を作る人の一員になりませんか？ 

 

 

・存在ビジネス構築コーチングに申し込むと何が得られるの？ 

 

ぼくが得てほしいのはスキルや体験、 



信じられて腑に落ちるストーリーです。 

 

「53 万円払うから何もしなくても金が沸いてくるビジネスをよこしやがれ」 

という方はページを閉じてお立ち去りください。 

 

そうではなく、あなた自身が何度でも使えるスキルとして学んでください。 

 

ぼくが渡すのは魚ではなく釣竿です。 

魚は食べたら終わりです。 

釣竿を渡すから、ぼくがいなくなっても自分で魚を釣って 

魚を食べ続けてくださいというお話です。 

 

「なるほど。そうすれば確かに自然体で楽しく生きてお金ももらえるな。 

よしやってみよう。自分に置き換えて考えてみよう。」 

という風に考えてほしいし、腑に落としてほしいし、 

そのお手伝いをします。 

 

人によって好きなことは全然違います。 

自分らしさというものは全然違います。 

まずはそこを見極め、それをビジネスにしませんか？ 

 

・わたしにも出来ますか？ 



 

ここまで読んで、できると感じた人、 

面白いと思った人だけ申し込んでください。 

もちろんサポートしますが、やるのはあなたです。 

出来るか出来ないかではなく、やりたいかやりたくないかです。 

 

 

・いつまでにやるべきなの？ 
 

僕の身体は一つだけなので、物理的に受けられる人数に限界があります。 

ですので、すぐに申し込むことをオススメします。 

 

お申し込み時にすでに限界まで先約があれば、その旨をお伝えします。 

 

このレターの一番下に記載の 

LINE＠へお問い合わせいただくことも可能です。 

 

・具体的にはどんなことをするの？ 
 

まずは LINE＠に登録してもらい、そちらでの簡単なやりとりになります。 

そこから LINE・カカオ・Skyape など、必要なものを相談し、 

必要であればやりとりの移行になります。 

とくに希望がないのであれば、 



ずっと LINE＠だけでのやりとりでも大丈夫です。 

そこからコーチングとして随時アドバイスや相談を受け付けます。 

 

・それはいくらなの？ 
 

三ヶ月で 530000 円です。 

５３万です。 

 

・なぜこの金額なの？？ 

 

ドラゴンボールのフリーザの戦闘力です。 

ぼくは最初 100 万円にしようと思いました。 

そのくらいの値段でも売れるからです。 

 

でも、フリーザの戦闘力だと言った方が面白いからそうしました。 

そういう遊び心が人生を面白くすると僕は思っています。 

人の心を揺らすと思っています。 

 

そしてこの値段にしたのは、「値段とはそういうものだ」 

ということを知ってほしいということでもあります。 



 

普段コンビ二で 120 円で売られている水が 

富士山の山頂では 500 円だったりするそうです。 

あるアーティストが賞をとったら、 

いきなりチケットの価格が高騰したりします 

 

中身は同じなのに、です。 

値段なんてあって無いようなもの。 

 

ビジネスとはお金をもらう言い訳です。 

 

こういう言い方をすると身も蓋もないですが、 

価格のどこにも絶対的な根拠も理由もないのに、 

それをでっち上げるのがビジネスです。 

 

要するに、突き詰めて考えると、 

売り手と買い手が満足・納得するなら、 

中身も金額もなんでもいいしどうでもいいということです。 

 

投資だってそうで、 

「めちゃくちゃリスクあるけど儲かるという可能性もあります。買います



か？」と言って売り、それでいいという人が買うわけです。 

 

「価値・価格があるということにし、それでいいと言う人が買う」 

それがビジネスです。 

 

高級バッグをイメージしてみてください。 

ブランド料という謎の付加価値であふれているから高価なのです。 

そして僕はそれを別に悪いことだと言っているわけではありません。 

「そういうものだ」と言っているだけです。 

 

本来全てのものは、その人がいいならタダであげてもいいわけです。 

だけど、「これはいくらだよ」と 

あえてあいだにお金を挟むのがビジネスです。 

 

別に何かをするとき、あいだにお金を挟まなくていい。 

だけどわざわざお金を挟むのがビジネスです。 

これもまた、だから悪いと言っているわけではありません。 

お金を挟むことで喜びが生じるなら、大いに挟みましょう。 

 

オークションなどをイメージしてもらうとわかると思いますが、 

本来値段というものは「妄想」です。幻と言ってもいい。 



 

その値段で売って、買いたい人がいて、売れるなら、いくらだっていい。 

値段の根拠なんてものはそもそもない。それが真実です。 

 

だから、ぼくは今回ぼくが「おもしろい」と思えて、 

これだけもらえたら嬉しいと思える値段をつけました。 

 

嬉しいと思えないことをわざわざしようとは思わないからです。 

 

「ソレにそもそもの価値があるから、ソレがその値段なんだ」と思っている

人がいますが、よく考えてみてください。勘違いです。 

 

もしそれそのものに変わらない価値があるなら、一度も使わずに売った指輪

が中古になった途端に５分の１の金額になったりしないわけです。 

 

全ての値段は「その値段だと信じている人に信じられてる」だけです。 

この絵は５０億円の価値がある！と信じている人にとっては５０億円。 

だけどそう思わない人にはそうではない。そういうものです。 

 

なので、お金をもらうのがあなたにとっての喜びなら、 

わざわざ言い訳して理由をつけてお金をもらいましょう。 



お金が入ってくるようにしましょう。 

相手が納得して買ってくれたらそれで誰が困るんですか？という話です。 

 

ただ好きなことをするだけではなく、 

「これをわざわざやる場合いくらだよ」と表明するのです。 

それがビジネスです。 

 

それは言い値です。 

あなたの値段はあなたがつけるのです。 

 

僕は今回タダでこのコーチングをするよりもお金をもらってやった方が嬉

しい気持ちになれるから、嬉しい気持ちになれる金額をつけました。 

 

商品も金額も好きにしていいというのは、 

なんでもない石ころを１億円で売って、 

それで買う人がいるならそれでいいということです。 

 

それをやりたいなら是非すればいいと思います。 

別に詐欺でもなんでもないし、ある意味面白い。 

ただの石ころをただの石ころだと言って売るわけですから。 

 



そこまで考えたとき、あなたは全力でただの石ころを売れますか？

ということです。そこにエネルギーを費やすのが面白いと思うなら、

僕は素晴らしいと思います。ぜひやって欲しいです。 

 

売れるのか売れないのかではなく、 

売りたいのか売りたくないのか。 

自分の気持ちを大事にしてください。 

 

ですので逆に、石ころという商品をその値段で売ることに 

面白みを覚えないならやめておいたほうがいいと思います。 

面白くないことをするのは人生がもったいないです。 

 

なんでもいいから儲かればいいとか、 

騙して売ればいいとか言っているのではないことは 

わかってもらえたと思います。 

 

やりたいことをちゃんとやろうよ。 

ワクワクして、テンション上がることをちゃんとやろうよ。 

と言っているのです。 

 

もし中身も金額も好きにしていいなら、 

あなたはあなたの商品の中身をどんなものにしたら 



面白いと思えて、矜持（胸を張れて）を持つことができて、 

それにどんな金額がついたら心底嬉しいですか？ 

ということです。 

 

・お支払い方法は？ 
お支払いは銀行振り込みになります。 

 

・具体的な内容まとめ 
 

Q.サービスの概要は？ 
 

A.「存在ビジネス構築コーチング」では、上限３カ月を設けていますが、 

「あなたが納得いくまで」制限なく 

LINE などでやりとりとサポートを受けることが可能です。 

 

普通コーチングというと予約を取ったり手続きが毎回必要になりますが、 

質問があればすぐに聞いてもらうことができますし、 

変化が表れればすぐに報告してもらうことも可能です。 

常にコーチングを好きに受けることができるということです。 

※（営業時間は一応８時～２３時ということにしておきます） 

 



Q.サービス提供期間は？ 

 

A. 最大３カ月です。 

途中でやめても構いませんが、その際の返金対応は致しません。 

Q.具体的なサービス内容は？ 
 

・LINE・カカオ・LINE＠から好きなものを選んで、 

期間中文字でのサポート無制限 

・電話は週に 2 回まで（事前やりとりで予約してください） 

合計最大２４回。１回 90 分まで。 

（LINE・カカオ・Skype だと通話料がかかりませんので、 

それらをご利用ください） 

 

Q.対面で実際に会うことはできますか？ 
 

・「存在ビジネス構築コーチング」に参加した人は、 

ご希望でしたら、対面で会うのは２回まで無料とします。 

 

これはオプションなので、 

絶対に使わないといけないサービスではありません。 

オマケと考えてください。 

３回目からは別途２万円とします。 

時間は一回２時間までです。 



（交通費はご自身で負担してください） 

こちらの分の交通費も別途いただきます。 

 

場所はカフェなど、公共の場所を相談の上になります。 

・まず何をすればいいの？ 
 

１ 下記の LINE＠に登録し、 

「存在ビジネス構築コーチングのお問い合わせです」 

と書いて送信してください。 

 

２ 簡単な質疑応答の上、 

振込み先をお伝えしますので三日以内にお振込ください。 

 

３ 振込み確認した日から３カ月間のサービス開始になります。 

 

↓↓いますぐ参加を申し込む↓↓	

	

LINE＠登録→＠nig0442a 

メールでのお問い合わせ→ guitars119@gmail.com 

 

※絶対に読んでください 
 



申し込むかどうか悩んでいる人へ 
 

判断基準にしてもらいたいのは一つだけです。 

・おもしろそうだ！やってみるか！未来変わるかも！と思うか 

・う～ん、べつにおもしろくなさそう・・・と思って見送るか 

それだけです。 

とてもシンプル。 

 

・謎に安い値段で 

・謎にへりくだったサービスを提供すると 

・謎に質の悪いお客さんが来る 

 

そういうものだと思っています。 

 

なので、真剣な人に、ちゃんと提供したいと思っています。 

 

考えてみてください。 

 

高級店に、ガラの悪い感じの、 

クレームクレームしたお客さんはいませんよね？ 

 

たまにいたとしても、 

すごく「場違い」だと思いませんか？ 



 

あえて釘をさしておきますね。 

 

 

「行動するのはあなたです」。 
 

 

「私をなんとかしろ！稼がせてくれるんだろ？」 
 

という人は申し込まないでください。 

 

「なんとかするのはあなた自身です」。 
 

ぼくがあなたにするのは、 

 

自転車を初めて乗ろうとするあなたに、 

自転車に乗っているところを見せたり、 

自転車の乗り方を教えたり、 

後ろで自転車を支えたり支えなかったりすることです。 

 

自転車に乗る練習をするときにされませんでしたか？ 

 

「持っててよ！？離さないでよ！？」と言っているのに、 

気付いたら後ろにいないやつを。 



 

あれは「信頼」です。 

あなたが自転車をこげるようになるという信頼です。 

そして、あなたが「転んでちゃんと学ぶ」という信頼です。 

ぼくはあなたを信頼し、見守ります。 

究極言ってみれば、３カ月、 

「ただそばにいて一緒に考えるだけ」です。 

 

それでもこのコーチングを受けたい！ 

むしろこれこそ私に必要だ！ 

ものすごくおもしろそうだ！ 

 

自分らしく生きてお金も入ってくるのは最高だ 

好きなことをしているのにお金まで稼げるなんて素敵だ 

 

と思う人だけ、申し込んでください。 

「どう考え、どう行動すればそうなるか」 

という手ほどきをします。 

 

おもしろそうだ！ 

これからの人生が変わる！ 



 

と思った方は、 

あなたのお申し込みを待っていますので、 

今すぐ飛び込んできてください。 

 

★いますぐ参加を申し込む	

LINE＠登録→＠nig0442a 

メールでのお問い合わせはこちら→guitars119@gmail.com 

 

件名を「存在ビジネス構築コーチングの件」として送ってください。 

 

あとがき 

 

ありとあらゆるものは本当は必要ありません。 

必ず要るというものではない。 

 

考えてみてください。 

究極突き詰めると、命ですら必要ないのです。 

絶対に無いとダメなものなんて、この世に何一つ無いわけです。 

一旦そこに絶望してください。 

 

自分は死んでも地球は回るし、 



そもそも地球がなくなっても宇宙は困らないのです。 

 

なんのために生まれてきたの？ 

なんのために生きているの？ 

と自分の存在意義を問いたくなるとき、そこに 

「必要とされたい」 

という気持ちが眠っているのではないでしょうか？ 

 

必要とされるのは美しいことです。 

そこを否定しているわけではありません。 

 

ですが、「なぜ生きているのかを知りたい」というより、 

自分が生きている意味を感じたいということではないですか？ 

あなたがあなたでないとダメだと言われたい 

ということではないですか？ 

 

自分でないとダメなことをしたいということではないですか？ 

 

あなたがそこにいてくれてよかったと言われたとき、 

そこに自分がいる意味や喜びを感じるものです。 

 



そこにいていいんだと感じることや、 

誰かが喜んでくれること、必要としてくれることで、 

人はやりがいを感じたり 

自分が存在することを認められた気持ちになるものだと思います。 

 

自分が生きている意味や、存在する意義を感じられるのは喜びです。 

それを否定しているわけではありません。 

 

ですが今後、これまではあった 

「あなたがあなたとしてそこにいる必要性」がなくなっていきます。 

 

たとえば AI の台頭によって多くの仕事やお金、人間が 

もう必要なくなるわけです。 

 

これまでは必要とされていたけれどもう必要がない 

という事実を突きつけられたとき、 

存在する意味や意義を失います。価値を失います。 

 

そもそもとして意味や意義や価値なんて幻想であり、 

あると思うのは勘違いで思い込みです。 

 



だってこんなに簡単に無くなるものなのですから。 

 

このことは宗教とかだと 

「全ては空である」なんて表現されています。 

ケータイ電話ですら、今は必要だと思う人も多いと思いますが、 

もともとそんなもの無い時代もあったのです。 

つまり必要だと思っているのは勘違いだということです。 

 

ですが、その幻想（感情）が、人に喜びを与えます。 

 

それに、自分は必要ないんだとしても存在するわけです。 

生きる意味が無いとしても、生きている。 

 

ならば、もはや好きに生きてそこに喜びを感じることが、 

意味がない世界に意味を作り上げることだと僕は思います。 

 

必要とされるために生きてそこに意味を感じるのもいいですが、 

自分にとっての喜びを自分で掴んで意味を作ってしまいませんか？ 

 

・自分でないとダメなことはどこにあるのでしょうか？ 

 



自分がやる意味を感じられるのは、 

今の自分にとっての喜びを追求したときだと僕は思います。 

 

今の自分という存在が愛するのは、 

今の自分が愛するものしかないからです。 

今は今しかない。 

他の人や、過去や未来の自分は今とは違う今を生きています。 

 

今の自分が喜べるものをちゃんと自分に許したとき、 

人はそこに嬉しいという意味を感じるのです。 

 

だってそれこそがまさに自分という存在だからです。 

 

あなたでないとダメなものがあるとしたら 

それは今のあなたが選ぶ、その丸ごとすべてのみです。 

それがあなた自身という存在です。 

 

他者や世界に自分が存在する意味を与えられるのを期待するのもいいですが、 

自分の喜びを追求することは、 

そのままそれは意味を感じられることだと思いませんか？ 

 



心が世界に意味を付けます。 

だから喜びの感情を選びましょう。 

 

・僕は今、人が存在する喜びを感じるのを観て、喜びを感じたい。 

僕は自分の存在する意味を感じるために、人を喜ばせるのです。 

生きる意味や喜びなんて自作自演でいいんです。 

 

それで誰が困るの？ 

むしろ喜ぶ人がいるなら素晴らしいことでしょう？ 

と思うのです。 

 

存在する意味なんて必要ない。 

だけど、あったら嬉しいと感じます。 

 

だから、ここまでの長いレターを読んで 

ピンと来たらぜひ申し込んでください。 

 

あなたとのワクワクするような 

素晴らしい出会いを楽しみにしております。 

池内優介	


