
3500 万円のフェラーリを
衝動買いした秘密

ぶっ飛んだ師匠から聞いた
真面目なお金の話



ぶっちゃけフェラーリなんて興味ない
維持費もかかって燃費も悪いし

でも○○ だから買った！
てか○○を買ったようなもんだな！

彼は、突然こう言った。

これは、興味もないのに３５００万円のフェラーリを、○○のために買った師匠から聞いたお金の話を元に、
私が体験したことを踏まえてまとめたものである。

一番最後のページに○○を書いたが、まずは、彼から学んだ大切なことを書き記した。

凡人である僕にはその言葉の意味は到底理解できなかった。



『お金について正しい知識を身に付けること』

銀行員や証券マン、起業家や投資家などの、いわゆる「お金持ち」のイメージがある人にしか、
必要のないことだと勝手に思い込んでいました。

僕は、親から次のように言われていました。

「学校を卒業したら、就職して、結婚して、家を買って、子供をつくって、子供を一人前にして送り出
してあげなさい」と。・・・気が付いたら何となく親が言ったとおりの道を歩んでいました。

しかし、ある時、（この道は親が育ってきた環境での価値観でしかなく「自分の人生なんだから、
自分のやりたいようにしたほうが絶対にいいじゃん！」）と考えるようになりました。

でも、自分が思い描いた人生を歩むためには、どうしても『お金』が必要でした。
そこで初めて、 『お金』って何なんだろうって疑問に感じて 『お金』について勉強しました。



調べれば調べるほど、今までは別世界だと思っていた、「お金に縛られない生活」が
見えると同時に、その世界に行こうと思えばたどり着けるってことにも気が付いたんです。

それから、
行動して、行動して、行動しまくって・・・ちょっとだけお金について知りました。

そして、師匠となる人に巡り会うことができました。

師匠は見た目こそ、かなりイカツイですが、人として尊敬できます。

そんな師匠がある時、３５００万円のフェラーリを買いました。
驚くことに、乗るために買ったのではなく、別の理由で買ったのです。

その話を聞いて、僕のお金についての価値観がさらに変化しました。

これまでお金について学んだ気でいたけど、全然足りなかったなと・・・

※理由が今すぐ知りたい方は、
６０ページまで

飛んじゃってください。



今,思うことは、

社会人になる前に『お金』について学んでおけばよかった
ということです。

『お金』について早く学び、正しい行動を取れば、経済的自立ができます。

経済的自立とは、働かずとも収入があり、
その収入が、使うお金よりも多い状態のことです。
つまり、完全に自由な状態です。

僕が社会人として働いた１０年間で、仕事や家庭、趣味について教えてくれる人はたくさんいまし
た。でも、誰一人として『お金』について正しく教えてくれる人はいませんでした。

「お金について正しく理解している人がいなかった」という表現の方が正しいかもしれません。

少なくとも、僕の周りにお金持ちと言えるような人は一人もいませんでした。



僕自身、 『お金』について詳しく知ろうとしなかったことが一番の原因です。

僕と一緒に社会人生活を送っていた人たちは、
未だに『お金』について真剣に考えようとすらしていません。

みんななぜか「何とかなるでしょ！あははぁー」って感じの人ばかりなんです。
正直こんな環境ではお金に嫌われてしまいます。

『お金』について学んでいくにつれ、『お金』に興味がない人たちが周りに大勢いる環境と、なぜ
か「お金の話はタブーだ」という日本人の価値観の中で生活を送っていたのだと気付きました。

僕自身もそのうちの1人で「なぜもっと早く気付かなかったんだ」と悔やんだこともありました。

しかし、過ぎてしまったことを悔やむ時間があるのなら、気付いた時点から軌道修正し
ポジティブ思考に切り替えて、 これから先の未来に、自分の時間を投資しようと考えました。



また、僕と同じように『お金について、正しく教えてもらえる環境にいない人』が
一人でも減ってくれたらいいなと考えています。

そのために、今僕にできることは、僕が知っている情報を発信していくことです。
僕の発信によって、あなたにとっての『お金』についての考えが変化し、
少しでも考え方が変わってくれたら嬉しいです。

僕が、師匠から学んだお金の知識で、社会人になる前に知っておきたかったことをまとめました。

１０年前の自分に向けてのメッセージであるとともに、誰か一人でも、これを読んだ人の人生が、
好転していただければとの願いを込めています。

また、『お金』について知っている人でも、違った視点で見ることができる内容ですので、最後ま
で読んでいただければ、絶対に損はさせません。
アウトプットを兼ね、感想もお送っていただけると、飛んで喜びます。

～これを機に、あなたのお金に対する価値観を変化させ、
お金に縛られない自由な世界へと進んで行ってください～



お金とは何かを
一言で説明してください

①～⑦
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情報弱者はカモ中のカモ
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家賃の支払い遅れてない？



お金とは何かを
一言で説明してください



みなさんにとって『お金』って何ですか？
経済学的に言うと次の３つの機能を果たすものです。

「価値の保存機能」
「交換機能（決済機能）」
「価値の尺度機能」

でも、こんなことは理屈で、お金の本質ではないんです。
お金の本質って何だと思います？

お金の本質とは『感謝の気持ち』です。

お金って不思議なもので、物とか体験とかと交換できる
んですけど、その裏には必ず感謝の気持ちが隠されてい
るんです。
逆を言えば、

『感謝されなければ、
お金は払われません。』

お金とは何かを
一言で説明してください

①



【クレームをつける客は理にかなっている】
飲食店でクレーム付けてくるお客さんいるじゃないですか、
あれって、払ったお金に見合うほど感謝できなかったから
なんです。

食べ物を提供してくれてありがとうって気持ちがあるから、
お金を払うんですよね。もし、無料だったらクレームなんて
付けないはずです。

お金は、お金だけで動いているんじゃなくて、

お金の裏には必ず『感謝の気持ち』があります。
お金は感謝の気持ちのついでなんです。

お金は『感謝のおまけ』です！

お金が欲しいのであれば、それに見合う価値を先に提供
し、感謝されなければお金はもらえません。
感謝されないんですから。
お金の本質は

『感謝の気持ち』を具現化したものです。

お金とは何かを
一言で説明してください

②



【感謝の気持ちの大きさがお金に比例する】
感謝の気持ちが大きければ大きいほど、その対価として
のお金も大きくなります。

また、対価だけを求め、一度だけ大きな対価を得られた
としても、それは長続きしません。

近江商人の言葉に『三方よし』というものがあります。

「売り手良し」
「買い手良し」
「世間良し」

まさにこの考えは、人に感謝されなければならないことを
表しています。売り手だけ、買い手だけ、世間だけになっ
てしまったら、感謝の気持ちは半減してしまい、その分対
価としてのお金も得られませんし、自分の利益だけ考えて
いる人と、また取引をしたいとは思わないはずです。

お金とは何かを
一言で説明してください

③



【買い手よし、世間良しを優先に考える】

最も大切なことは、

『先に価値を提供し感謝されること』です。

自分本位にならなければ、自分以外の周りが得をします。
結果的に、得を受けた人からの感謝が、お金にかわって
自分のところに帰ってきます。

【感謝に感謝を返したくなるのは人の心理】

心理学の作用に『返報性の原理』とういものがあります。
何かをもらったり、厚意を受けた時に『お返しをしたい』
という気持ちになる心理作用のことです。
だから人は

『感謝されたら、感謝を返したくなる』
のです。

お金とは何かを
一言で説明してください

④



【人から感謝されお金を生み出す８つの方法】

人が何かに対して感謝することを見ると、次の８つの方法
の1つ、または複数の組み合わせで成り立っています。

『作る』＝新しいものを創造する

『売る』＝商品の魅力を伝えて売る

『教える』＝人が求める知識や技術を教える

『問題を解決する』＝精神的悩みや物理的悩みの解決

『移動する、運ぶ』＝移動手段の提供や商品の配達

『世話をする』＝保育園や老人ホームなど、人の手助け

『娯楽を与える』＝人を楽しませる、喜びを提供する

『癒す』＝気分転換やリラックス効果を提供する

そして、この８つの方法にさらに『３つの要素』が加わる
ことで、人から感謝されやすくなります。

値

お金とは何かを
一言で説明してください

⑤



【３つの求められる要素】

『専門性』＝医者や弁護士などの専門職、等
『希少性』＝世界に一つだけ、ここ以外にはない、等
『差別化』＝1時間以内に配達、〇〇の人限定、等

これら３つの要素は一つでも加われば他と差別化できま
すが、専門性かつ希少性かつ差別化ができれば、向かう
ところ敵なし状態になれます。

【好きでなければ極められない】
興味がないことよりも、興味があることのほうが知識や技術
はより深くなります。その仕事に情熱を注いでいる人から
価値提供されたほうが良いことはいうまでもありません。

『８つの方法の組み合わせ』に『３つの要素の組
み合わせ』を加えた『自分自身が好きなこと』

を提供すれば、自然と人から感謝されるようになります。

値

お金とは何かを
一言で説明してください

⑥



まとめ
お金とは

『感謝の気持ち』を具現化したもの

『８つの方法の組み合わせ』に

『３つの要素の組み合わせ』を加えて

『自分自身が好きなこと』で

『先に価値を提供し感謝されること』
により、人は

『感謝されたら、感謝を返したくなる』
ので

感謝の気持ちに比例し、その対価としての

『お金』が自分のところへ返ってくる。

値

お金とは何かを
一言で説明してください

⑦



国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ



【税金の説明は読む気をなくすことが目的】

税金ってめちゃくちゃ難しいですよね。でも、

『お金を稼ぐ上では切っても切れない関係』
なんです。

住民税の通知とかくるじゃないですか？来て払わなけれ
ばならないんだろうけど、そもそも、これは何の税金なの？
と思って、通知書の裏を見てみてみても

『字小っさ！しかも何のこと書いてるのかさっぱりわから
ん！こんな紙にこんな書き込まれても・・・、一応見てみる
か・・・複雑すぎ！！普通の人、理解できないでしょ！自
治体からきてる通知書だし間違ってないだろうから、よくわ
からないけどいいや』ってなっちゃっいませんか？
そう！それこそが狙いなのです！

税金の説明は、『あえて難しく』書いてます。

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

①



【難しく書く理由は税金を徴収するため】

国は税金によって支えられています。税金の説明を簡単

にしてしまうと、みんなが『節税』をして、国の税収が少な
くなってしまいます。

税金の説明を難しく書くことによって『税金は難しいぞ、調
べるのは大変だぞ』という固定観念を抱かせ、節税を行う
人を一人でも多く減らしているのです。

さらに、税務署は税金を払いすぎていたとしても、
申告がなければそのままなのです！
「払いすぎたなら確定申告すれば払い戻しますよ！申告
がなければままありがたく徴収させていただきます」って。

少しでも国民から多くの税金を合法で取るための手段で
す。逆に払うべき税金を払ってなければ、もれなく徴収さ
れます。

『税金は払い過ぎていても、
申告しなければ還付されない』

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

②



【確定申告は誰が行う？自分には関係ない？】

国の税金には

『所得税』
『法人税』
『贈与税』等

があります。これらは１月１日から１２月３１日までの１年間
において、課税標準から税額までを自分で計算し、納税
する自分の税金を確定させる

『申告納税方式』をとっています。
お気づきでしょうか。そのとおりです。
本来であれば自分で行わなければならないのです。
だけどそれじゃ
「みんな負担が大きいよね、負担を減らしましょう」

ってできたのが『源泉徴収制度』です。徴

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

③



【源泉徴収制度と年末調整】

源泉徴収制度は、戦争の費用を効率的に国民から徴収
するために考案されたナチス・ドイツの

「給料から戦費を差し引いて支給する」とうい制度
がもとになっています。

会社員であれば、給料から源泉徴収されているため、気
付かないうちに納税し、年末調整で帰ってきた微々たる税
金で「得をした！」との錯覚に陥っています。

会社からだけの収入であれば、会社が年末調整で税金
を計算してくれるから、確定申告をする必要がないんです
ね。だから確定申告をしなくても大丈夫なのです。

ちなみにアメリカでは確定申告が当たり前に行われてい
ます。日本は基本的に源泉徴収制度です。

源泉徴収制度と年末調整は、便利だが
確定申告から遠ざけている

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

④



【８割以上国民は確定申告をしていない】

国税庁レポート２０２０によると、確定申告をしているのは、
国民の１７％しかいないようです。
８割以上の人は確定申告をしていないことがわかります。

会社員のほとんどは、年末調整で会社が税金を計算して
くれています。そのため、改めて個人で確定申告をする必
要はありませんが、知っていただきたい事実があります。

それは、『年末調整では所得控除のすべてを控
除しているわけではない』ということです。

つまり、『知らないだけで、払い過ぎた税
金がある人も多い』のです。

しかし、それでも確定申告しないのは、『確定申告』とう
い正体不明のラスボスが立ちはだかるため、払いすぎた
税金をそのままにしている人がほとんどです。

過

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

⑤



【正体がわかれば怖くない確定申告】

断言します。確定申告は決してラスボスではありません。

その前に、確定申告について、知らないから怖いというの
と、税金に対して拒絶反応があるから、初めから調べようと
もしていない。状態ではないでしょうか？

わからないことは税務署員に聞けば懇切丁寧に教えても
らえます。最近は、わかりやすく書かれた手引書だってあ
ります。

税務署員は、正しく納税しようとする納税者に
は非常にやさしいのです。
最低限の知識さえ得てしまえば、複雑な計算は税理士
に任せるのもいいと思います。

まずは、自分自身で税金について少しでいいので学ん
でみてください。

『最低限』知って欲しいことを次に記載しますね。
税 署

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

⑥



【最低限知って欲しいこと】

これから記載することは、税金を知る上で最低限必要です。

『所得』＝収入（年収）－所得控除（必要経費）

『年収』 ＝１年間で稼いだ総額（総支給額）

『所得控除』 ＝配偶者特別控除、生命保険料控除など

『課税所得』 ＝総所得金額－所得控除

『住民税』 ＝課税所得×１０％

『所得税』 ＝課税所得×５～４５％

知っている人からすれば当たり前ですが、恥ずかしなが
ら私は全く知りませんでした。

この他にも知って欲しいことはありますが、ここでは最低
限これだけ知ってください。

絶

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

⑦



【所得税の累進課税制度】
所得税は、稼げば稼ぐほど、所得に応じて５％～４５％の
税率がかります。働いたら給料も増えるけど、その分払う
べき税金も増えます。最終的には半分くらい税金です。
悲しいですよね、働いて給料増えて税金も増えるなんて。

この累進課税制があるから、会社員でも年収１０００万超
えの人とかは、少しずつ『節税』を意識するようになってき
ます。

【税金は最大５５％になる。節税は合法】

『所得税＋住民税』 ２つを合計して１５％～５５％が、働
いて稼いだお金から税金として徴収されてしまいます。

税金については、お金を稼ぐ以上切っても切れないもの
です。『税金』のという名前だけで拒否反応を示してしまう
人が多いと思いますが、知らないだけでかなり損します。

税金を減らす合法的手段が『節税』です。

魔

金

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

⑧



【節税と脱税の違い】

節税と脱税は混同しがちですが、節税は合法で脱
税は違法なもので、全くの別物です。

『節税』＝所得控除等で課税所得を引き下げること。
『脱税』＝申告しなければならない所得を申告しないこと

で、課税所得をさげることです。

脱税するとペナルティがあり、通常払う税金よりも多く払う
ことになる上に、最悪の場合逮捕されます。
脱税は犯罪行為と一緒です。

個人に対しての所得には累進課税で、最大５５％の課税
あり、働いても税金が増えるのなら、働く気が無くなってし
まいますよね。

そこで、節税を行うことで、合法的に課税所得を下げれば、
税率も下がり、支払う税金も安くなります。

お金持ちはみーんな節税しています。

脱 違

税

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

⑨



【節税の方法で一般的によく知られているもの】

『住宅ローン控除』
年末時点でのローン残高の１％（年間４０万円）が１０年間
（最大４００万円）、所得税と住民税の額から控除されます。
どんな住宅をいつ購入したかにより限度額は異なります。

『ふるさと納税（寄付金控除）』
（納税額‐２０００円）が所得税から控除されます。控除限
度額あり、世帯状況等によって限度額は異なります。

『生命保険料控除、地震保険料控除』
一般生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険
料控除の３種類があり、最大１２万円が所得控除される。

住宅ローン控除とふるさと納税は所得税から控除されるの
で、節税効果が大きいですが、生命保険料控除等は所得
税を決める課税所得から控除されるため、節税効果は低
くなります。

税

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

⑩



【節税は税率を下げるか、税額を控除するか】

税率を下げる方法
所得税を決める課税所得を所得控除と必要経費によって
引き下げること

必要経費は事業所得、不動産所得、雑所得がある場合
に計上可能です。

所得控除額は配偶者控除、生命保険料控除、雑損控
除などです。

税額から直接控除する方法
課税所得から計算された税率を基に、所得税が決まりま
すが、その所得税の税額から直接控除することができるの
が住宅ローン控除やふるさと納税（寄付金控除）などです。

しかし、個人では税率を下げるための所得控除額と必要
経費は限られているため、すぐに限界が来てしまいます。

そこで、第三の人、法人を活用するのです。

逃

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ

⑪



【法人は人格のない人扱い】

現時点では必要ないかもしれませんが、これか
ら大きくお金を稼ぐようになってくると、必ず必要
になりますので覚えておいてください。

法人＝会社です。人ではありませんが、人と同じよう
な扱いになります。

法人には、個人には認められていない必要経費を必要経
費として算入可能なのです。

そのうえ、法人税は最大２３．４％で、法人住民税を考慮し
ても３３～３４％が上限となります。

さらに、損益通算ができるため、個人の税率を引き下げる
ことが可能となります。

累進課税を逃れるためには

節税＆法人

魔

限界

国の不労所得“税金”
情報弱者はカモ中のカモ
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あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念



最

贅沢

働

絶対に知っておくべきこと

消費と浪費と投資を知ってないと、いつまでたってもお
金持ちにはなれません。

【消費】 生活に必要な最低限のお金です。

【浪費】 全部削っても生きていけるような、自分の欲求
を満たすための必要のない贅沢です。

【投資】 お金でお金を生み出すことです。株式投資や
不動産投資がメジャーなところです。

【投機】 簡単に言うと、ギャンブルです。

※初心者の勘違いとしてよくあるのが、投資と投機を混同
してしまっていることです。

投資はしっかりと事業に対してお金を投じるのに対し、投
機は一攫千金を狙うようなハイリスクハイリターンなギャン
ブルのようなものです。投機でも極めれば投資になりえま
すが、費用対効果が釣り合いません。

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

①



金

集

【お金持ちはなるべくして成った】

お金持ちに質素な生活の人が多いのは、浪費しないか
らなんです。浪費しない分、お金が余りますよね。そして、
余ったお金を消費につかうんじゃなくて、適切に投資して
いるんです。

たったこれだけで、時間をかければ普通にお金持ちに
なれます。

では、あなたが目指しているお金持ちとはどんな人を言
うのでしょうか？お金をたくさん持っている人でしょうか？
お金持ちには明確な定義があります。

お金持ちの定義とは

『お金が自分のところに集まる
仕組みを持っている人』

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

②



金の

続

【お金持ち以外が大金を手にすると破産する】

仮に、生まれた家がたまたま、お金持ちであったとしても、
お金のつかいかたを知らずにいれば、そのうちお金は底
を着いてしまいます。

宝くじで現金１億円当たった人がいい例です。

宝くじの高額当選者は、その８０％が１０年以内に借金漬
けになり、７０％が自己破産していると言われています。贅
沢三昧の日々は財布に大きな穴が開いた状態と同じです。

【お金があるなら投資しよう】

単純に、お金の使い方を誤っているからの結果です。もし
仮に１億円あるのなら、投資しましょう。
１億投資すれば、それだけで年収５００万円は余裕です。

本物のお金持ちは、これから一生働かなくてもお金が入っ
てくる仕組みを持っています。

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

③



金

行

【お金持ちの資産運用】
仮に現金１億円があったとします、その１億円を元金として
平均的な年利５％で運用すれば、年間５００万円の収入に
なります。

【収入内で生活し、節約して余ったら投資する】
５００万円を１２か月で割った４１万６千円で毎月の生活
をすれば、元金の１億円は減らずに、翌年も５００万円の
収入があります。

もし、月３５万円で生活をしたとします。すると月６万６千
円の節約になり、年間７９万２千円が節約できます。

このお金を元金に加え、１億７９万２千円で運用すれば、
翌年は５０３万９６００円の収入になります。
お金は増え続けます。

『収入よりも消費と浪費を抑え、
残ったお金を投資に回す。』

たったこれだけの理論です。

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

④



誰も

【あなたに合った現実的な金額】

理論はご理解いただけたと思いますので、今度はどのよ
うにしてその元金となる１億円を貯めるかという話になりま
す。しかし、その前にまだ、知っておくべきことがいくつか
ありますので、先にそちらをお伝えします。

【複利効果は人類最大の発明】
この言葉は、相対性理論を発見したアルバート・アイン
シュタインの言葉です。天才博士のアインシュタインです
ら複利効果を認めたのです。

複利効果とは、『もともとの元本に利息を加え、新
しい元本として再投資していく仕組み』です。
また、利息を利息としてもらい再投資しないのが単利です。

複利効果のすごさは、長期運用にあります。

１００万円を年利５％で複利運用すると１０年後には１００万
円が１６２万円、２０年後には２６５万円になります。

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

⑤



消

災

【消費は浪費にも成りうる】

消費には、水道、光熱費、食料品、携帯電話料金、家賃
等があります。すべて生きていくためには必要ですが、
お金をかけすぎるのは浪費です。

例えば、水を出しっぱなしにしたり、エアコンをガンガン
つけるとか、見栄を張っていい眺めの賃貸に住むとか、そ
ういったことは消費ではなく浪費です。

【医療保険は入る必要はない完全なる浪費】

医療とかの保険商品は残念ですが浪費です。
保険とは、人が最も嫌う恐怖の感情に付け込んで保険商
品を売っている商売です。

残念なことをお伝えします。

『保険商品は、あなたのためにあるのではありま

せん。保険会社が儲けるためにあります。』

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

⑤



無

【保険は火災保険と自動車対人保証保険のみ】

保険は火災保険と自動車の対人保証保険のみあればそ
の他は全て必要あるません。
この二つのには、他でカバーできる制度がないからです。

「そんなこと言われても病気になったら」とよく言われますが、

日本は国民皆保険制度で『高額医療費制度』があるの
で心配無用です。

どんなに高額な医療費になろうが、月の上限が決まってい
て、月の上限額超過分は払う必要がありません、というか国
が払ってくれます。
年収５００万であれば、月の上限は６，７万くらいです。

今、あなたが毎月１万円の保険料を払っているのなら、半
年間保険を使わなければ貯まってしまう金額程度です。

大切なのでもう一度いいます。必要な保険は

『火災保険』と
『自動車保険の対人保証保険』のみです。

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

⑥



悪
ダメ

【衝動買いは浪費ではないこともある】
実は、衝動買いは『精神安定剤』的な役割があります。

あなたは、衝動買いをしてしまったことはありませんか？
どんな方でも少なからずあるはずです。

浪費ではない衝動買いの一例を紹介します。

私はつい先日、２万円の掃除機を衝動買いしました。
まだ使える掃除機があったのに買ってしまいました。

完全な浪費と思いますよね？
でも、私にとっては消費なのです。

衝動買いした時ってスッキリしませんか？
スッキリした要因はストレスがなくなったからなんです。

普段の生活で、欲求を我慢したり制限されることによって、
欲求で満たされるはずだったところに、ストレスが溜まりま
す。ストレスを発散しなければ精神衛生上良くありません。
ストレス発散方法の1つとして衝動買いがあります。

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念
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消費と浪費の
明確な
判断基準を

決めておく

【他人から見れば浪費、自分にとっては消費】

ストレスの発散方法は人それぞれ違いますが、衝動買い
もその一つです。しかし、たまにある衝動買いは消費です
が、頻繁に行う衝動買いは完全なる浪費です。

できることなら衝動買い以外のストレス発散方法を見つ
けてください。私は、思いっきり眠ってストレスを発散して
います。眠るのにはお金がかかりませんからね！

他人から見れば完全な浪費でも、自分にとっては消費と
なる場合があります。衝動買いにもちゃんと理由があった
んですね。

また、消費と浪費は人によって変わってきますので、自
分の消費と浪費を見直してください。

自分の中で消費と浪費の明確な判断基準があれ
ば、消費と浪費を迷わずに行動できますのでお勧めです。

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

⑧



まとめ

【消費】＝生活に必要な最低限のお金

【浪費】＝贅沢

【投資】＝お金でお金を生み出すこと

【投機】＝ギャンブル

【保険】＝「火災保険」と「自動車の対人保証保険」のみ
医療費は、「高額医療費制度」がある。

お金持ちとは、

『お金が自分のところに

集まる仕組みを持っている人』
お金持ちは、

『収入よりも消費と浪費を抑え、

残ったお金を投資に回す。』

働

あなたのもとから
お金が離れるときの３つの概念

⑨



投資＝危険は間違い！
本当に危険なのは○○
投資のリスクとその種類



【投資で成功するためには】

投資で成功するためには、人によって手段が違います。

最初からある程度お金を持っている人、良い情報を持っ
ている人、人脈を持っている人などは、おそらくどんな投
資でも成功するでしょう。

しかし、そんな人はなかなかいません。

私は、『お金』も『人脈』も『ゼロ』からスタートしました。

最初のスタート地点はみんなゼロです。

先にスタートした人を後から見れば、先に進んでいるのは
当たり前です。

しかし、先にスタートしたからといて、ずっと前を進んでい
るとは限りません。時には足踏みだって、逆走だってして
います。

間違いなく言えることは、やり方を間違わなけれ
ば、すぐに追い越すことができます。

守・破・離

努

投資＝危険は間違い！
本当に危険なのは○○
投資のリスクとその種類

①



他人に左右されるな

自分で調べて

自分で判断する

全て自分の判断

【投資は危険ではない、危険なのは投機】

投資を知らない人のイメージは『投資とは危険なもの』で

はないでしょうか。断言します、間違いです。

あなたが投資とは危険なものと思うのは、周りの誰かが
言っていたからではないでしょうか？

人は、未知の出来事や知らないことに恐怖を感じる生き物
です。テレビやネットで見た情報や誰かが言っていたこと
を鵜呑みにして、調べもせずに『投資とは危険なもの』と
誤って認識しているのです。

そもそも、そういった情報も大概は投資ではなく投機につ
いて言ってるんですけどね。

しかし、そういった誤った認識が広がっているが故に、
ライバルが少ないというメリットもあります。

『自分で調べて、自分で判断する』のが一番です。

投資＝危険は間違い！
本当に危険なのは○○
投資のリスクとその種類

②



家族はビジネスの

敵
投資家はビジネスの

味方

【投資の相談は絶対に家族にするな】

投資の世界では、投資に反対し夢を壊す人たちのことを

ドリームキラーと言います。

あなたの一番身近なドリームキラーは『家族』です。

家族が投資家であれば相談してもいいですが、投資家で
ないのであれば、投資について家族に絶対に相談しては
いけません。

そもそも、今これを見ているということは、家族は投資をし
ていないと思います。もし、適切な投資をしていたら、もう
すでに投資について聞いているでしょうからね。

あなたはすでに行動してこれを読んでいるわけですから、

もうすでに半分くらい成功しています。
あとは、行動し続けるだけです。

投資＝危険は間違い！
本当に危険なのは○○
投資のリスクとその種類

③



必要

投

投資は儲かるがリスクもある。
リスクを増やせばリターンも増える。

【投資に必要な元金】

銀行商品＝『億』
思考を放棄した億越えの現金を持つ人用
ヘッジファンド＝『１００万～』
手持ちの現金を急速に増やす投資。詐欺に注意
証券会社＝『５０万～』
手持ち資金に応じてリターンが変わる
エンジェル投資＝『３０万～』
普通の宝くじより、遥かに高確率で当たる宝くじ
不動産投資＝『１０万～』
購入物件によって成功が左右される

この他にもたくさん種類はありますが、
ある程度の『お金』を持ってからでいいと思います。
次のページで私の提唱する方法をお伝えします。

投資＝危険は間違い！
本当に危険なのは○○
投資のリスクとその種類

④



資産を10倍以上に増やす
黄金の方程式



投

コ

ジ

お金と投資についてざっくりと学んできましたが、本題です。

『どうすればお金を稼げるのか。』
私が提唱する手法は

『不動産投資×コンテンツビジネス
×ヘッジファンド＋α』

この組み合わせが、会社員なら

誰にでもできる最強の方法です。

やりかたは人によっていろいろあると言いましたが、
会社員であれば、この方法がベストです。

いずれ会社を辞めたとしても、会社員として勤務していた
利益を生かすことができます。

また、この３つは最初こそ相当な準備が必要ですが、一度
仕組みを構築すれば、あとはほとんど自動でできてしまい
ます。

資産を10倍以上に増やす
黄金の方程式

①



【不動産投資は守りの投資】
不動産投資は

『ローリスク×ミドルリターン』の守りの投資です。
インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせ、かつ、時
間をかけることで抜群の安定感を発揮します。

また、会社員であれば社会的信用があるので、銀行はお
金を貸してくれます。

一番重要なのは、購入してはいけない物件は見向きもせ
ず、購入してもいい物件だけを正しい順序で購入すること
です。つまり、『どの物件を購入するか』ではなく、『誰から
物件を購入するか』という域に達すれば、物件選びではま
ず失敗はありません。

そして、その購入した物件を、信用できる管理会社に管理
してもらえば、自分で行うのは、家賃の入金管理と、物件
入退去の手続きくらいです。

やることはほとんどありません。最初だけです。

投

資産を10倍以上に増やす
黄金の方程式

②



【コンテンツビジネスは情報発信ビジネス
＝投資ではない】

コンテンツビジネスは

『ノーリスク×ハイリターン』なビジネスです。

あなたがこれまでに経験してきたことをコンテンツにまとめ
て発信していくものです。

今のあなたが知っている情報は、あなたにとっては

『当たり前』のことかもしれません。しかし、その『当たり前』
の情報を知らずに、求めている人が必ず存在します。

今読んでいる、この
『社会人になる前に知っておきたかったお金の知識』

が、コンテンツビジネスそのものです。

収益が出るまで時間がかかりますが、初期費用は数万円
で維持費もかかりません。さらに、コンテンツは資産として
積み重なっていきます。

コ

行

資産を10倍以上に増やす
黄金の方程式
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【ヘッジファンドは攻めの投資】
ヘッジファンドは

『ミドルリスク×ハイリターン』の攻め投資です。

１００万円以上の元金が必要となりますが、絶大な複利効
果を発揮します。

ヘッジファンドは複利効果を活用できますので、できるだ
け早く、可能な限り多く資金で投資しておくことがおすす
めです。
年利１０％を超えるものも多数あります。
放置しているだけです。
元金大きければ複利効果もその分、大きくなります。

ただし、『詐欺』に注意です。あまりにも良すぎる利回りは、
ポンジスキームなどの詐欺である可能性もあります。

『信頼できる投資家から紹介してもらう』
のが最善策です。

ジ

何

資産を10倍以上に増やす
黄金の方程式

④



【組合せることで成功スピードが跳ね上がる】

不動産投資という時間が成功を握る保守的な投資をし
つつ、コンテンツビジネスであなただけのの資産を積
み重ね、そこから生まれるお金をヘッジファンドに投資
し、リターンを再投資する。
長期、短期、中長期で成功可能な投資の組合せです。

そして、大切なのが＋αを加えることです。

＋αのところは人によって違います。

その人の投資スタイルにあったものを当てはめるものです。
行ってもいい投資だけを行う必要があります。

この投資手法は貯金ゼロ、人脈ゼロからのスター
トを前提としています。

まずは、あなたを適切に成功に導いて
くれる『師匠』を持ちましょう

産

資産を10倍以上に増やす
黄金の方程式

⑤



1分でわかる
お金の正しいつかい方



浪

純

【稼ぐ前に、お金の正しいつかい方を学ぶこと】

お金がある時こそ

支出を把握して浪費せずに投資し
稼いだお金を再投資して

お金にお金を稼いでもらいながら

そのお金で資産を純資産に代えていく
ことがベストです。

消費、浪費、投資を理解しなければなりません。

【お金がある時の浪費は絶対ダメ！】

お金があると、欲求が高まり浪費する人がほとんどです。
しかも、浪費すると欲求に歯止めが効かなります。
お金はすぐに底をつき、元の生活に逆戻りです。

宝くじの高額当選者がいい例です。
それでもいいならぜひ浪費してください。

1分でわかる
お金の正しいつかい方



知ってた？〇〇が資産で
マイホームは〇〇



出す

出さない

【借入金で買うものは資産 負債ではない】

資産とは、負債総額と純資産の合計ということは、簿記の
基本です。

しかし、投資における資産と負債と純資産の考え方は違
います。投資では、

資産とは『収益を生み出すもの』
負債とは『収益を生み出さないもの』
という考え方になります。

この考え方を知っていれば、マイホームと車が資産なのか
負債なのかがわかります。

銀行からの借入金で購入した投資物件は資産です。
銀行からの借入金で購入したマイホームは負債です。

借入金で買うものは資産です。

負債ではありません。

知ってた？〇〇が資産で
マイホームは〇〇

①



基

【リセールバリューを意識すれば資産を持てる 】

リセールバリューとは、売る時の価格です。

《買う時の価格＜売る時の価格》だと得をしますね。
物を購入するときに、売る時の価格、リセールバリューを
意識していれば大損することはありません。

物価は需要によって変動しますので「読み」にはなってし
まいますが、意識するかしないかで全く違います。

例えば、郊外の３０００万円のマンションと都内の３０００万
円のマンションでは、１０年後の需要は都内のマンションの
ほうが高いです。
郊外では人の移り変わりが少なく、都内は多いです。
つまりそれだけの需要があれば価格が落ちにくいのです。

周りの人たちが家を購入していようが、関係ありません。

適切な投資をしていれば、普通の家であればキャッシュで
購入できてしまうくらいお金が貯まります。

知ってた？〇〇が資産で
マイホームは〇〇

②



基

【リセールバリューを意識して車と家を買うと】

マイホームでも車でも、リセールバリューを意識して購入
すると、資産になります。

また、たとえ購入時よりも高値で売れなくても、購入価格か
ら売却価格を引いた価格を使用年数で割ったものができ
るだけ安い物は、リセールバリューが良いと言えます。

例えば、５００万円で購入した車を、４年後に４００万で売
却できたとします。

差額は‐１００万円ですが、１００万円で４年間５００万円の
車に乗れたことになります。年間２５万円です。毎月２万円
弱です。

３０００万円３５年ローンで購入した住宅を６年後に２８００万
円で売却したとすると、６年間の総支払額は約５００万円で、
ローン残債は約２６００万円です。手残り２００万円で売却
できれば、５００-２００＝３００万円で３００万円で６年間この

家に住めたことになります。年間５０万円、月換算４万円弱
です。魅力的ですよね？

知ってた？〇〇が資産で
マイホームは〇〇

③



遅

記録

【信用情報とは、お金を貸しても
しっかり返済してくれる信用はあるかのこと】

信用情報は返済遅延があるとか、破産履歴はあるかとか、
その人にお金を貸してもしっかりと返済してくれる信用は
あるかって情報です。

情報を扱っている機関がは主に下記の３つです。

ＣＩＣ＝消費者金融や信販会社（クレジットカード）
ＪＩＣＣ＝消費者金融やネット銀行、地方銀行
ＪＢＡ＝銀行に関する情報

お金を借りた返済に関する情報で、携帯の料金とか、カー
ドの返済、家賃の引き落としとか、期限のある返済を必ず
守っていれば心配する必要はありませんので大丈夫です。

このような情報の積み重ねが信用情報になります。

基本的にどこからかお金を借りるときに、必要になる情報
ですので、現金をめっちゃ持っていてローンを組む必要
がないのであれば、そもそも必要ないです。

あなたは大丈夫？
信用は積み重ね！

家賃の支払い遅れてない？



○○の秘密を遂に公開



お金についての知識はまだまだたくさんあります。

お金を稼ぐ上での必要最低限の知識は、この「3500 万円のフェラーリを衝動買い
した秘密、ぶっ飛んだ師匠から聞いた真面目なお金の話」で得ています。

お金の正体が『感謝の気持ち』だと知った今、
お金を稼ぐには感謝される行動をとれば良いとわかります。

お金が集まる仕組みを構築し、お金を稼いだ後は、適切な投資を行い、さらにお
金が集まる仕組みを構築すれば、感謝がお金を呼び、お金がお金を呼びます。

感謝は感謝でもお金となって帰ってくる感謝もあれば、
お金にならない感謝もあります。



まずは、お金となって帰ってくる感謝を提供し、お金を呼び寄せましょう。

不思議なもので、お金はお金のある所に集まってきます。

そして、お金の知識を身に着けた後に、一度でもお金が循環する環境に身を置け
ば、そこから逸脱することはありません。

さて、師匠はなぜ興味もない３５００万円ものフェラーリを買ったのか
その秘密をお話します。

実は、人脈を買ったのです。

買ったとういう表現はあまりよろしくありませんが、人脈が付いてきますと言いましょう。



なぜ人脈がついてくるのか、

それは、フェラーリに３５００万円を支払えるからです。

普通の人じゃ買えませんよね？
３５００万円もあれば家一軒買えてしまう金額です。

だから、３５００万のフェラーリを買える時点で、
もう普通の人じゃありません。

とてもじゃないけど、ちょっと背伸びして買える金額じゃないですよね。

つまり、もうその次元に達した人なんです。
ご理解いただけたでしょうか？これが真の理由です。



人は自分と同レベル、あるいは自分以上のレベルの人と接すると、
さらなる成長を手にできます。

家買える金額のフェラーリ持ってる人なんて、身近にいないですよね？

でも、家買える金額のフェラーリを持っている人の周りは、

家買える金額のフェラーリを買える次元の人の集まりです。

これは、資本主義である以上、絶対に埋められない差です。

お金を稼いで資本主義の世界で戦っていくしかないんです。



あなたはすでにお金の知識を得ています。

あとは行動を起こし、お金が循環する環境に飛び込んでいくだけです。

お金でも、なんでも、知っているか知らないかの世界なんです。

要は情報があるかないか。

お金で全てを手に入れることはできませんが、
夢や希望を叶えるためにはお金が必要です。

お金について早く知れば知るほど、早く行動すればするほど、
自分が自由になるまでの時間が短縮されます。



最初は結果が出なく諦めたくもなります。
時には自分には才能がないんじゃないかとも思います。

でも、最初から結果を出せる人なんていません。

失敗と経験の資産を積み重ねていくしかないんです。
いずれその資産が成功を呼び寄せます。

諦めずに行動し続ければ、必ず道は開かれます。

お金に縛られない自由な世界へ向けて
次の一歩を踏み出しましょう。



ここまで読んでくれたあなたに
プレゼントがあります。



僕は今、自分の認知度を上げる活動をしています。
もしこの活動にご協力いただけたら、こちらをプレゼントします！

《Hybrid Twitter Marketing‘s》
～複合型ツイッター法集客～

誰も試さなかったTwitterブランディングで
アカウントが埋もれることなくファンを虜にし

セミオートで高質層の集客をはかる方法

タップして無料でもらう

https://www.t-go-abroad.com/%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e5%90%91%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95/
https://www.t-go-abroad.com/%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e5%90%91%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95/


お願いは２つあります。

それは、このコンテンツ

『３５００万円のフェラーリを衝動買いした秘密ぶっ飛んだ師匠から聞いた真面目なお金の話』を

①シェアする ②感想を書く この２つです。

※感想と言っても、ホントに一言程度で構いません。
シェアも１分もあればできてしまいます。

《Hybrid Twitter Marketing‘s》
～複合型ツイッター集客法～

タップして無料でもらう

シェアと感想はここから
↓↓↓

https://www.t-go-abroad.com/%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e5%90%91%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95/
https://www.t-go-abroad.com/%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e5%90%91%e4%b8%8a%e6%b4%bb%e5%8b%95/

