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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最

新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

本教材は著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

この教材の著作権はコアイズムに属します。 

著作権者の許可なく、この教材の全部又は一部をいかなる手段において

も複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

この教材の開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

この教材は秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商

材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等

することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行っ

た時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず

法的手段による解決を行う場合があります。 

この教材に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事

前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を

有します。 

この教材の作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報

等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を

負わないことをご了承願います。 

この教材を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著

者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承

願います。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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┏┓ 

┗■ごあいさつ 

 └────────────── 

はじめまして。執筆者の桜井と申します。よろしくお願いいたします。 

 

こちらの PDF では僕の（桜井の）自己紹介をしたいと思います。 

僕は YouTube アドセンスで稼ぐ事を決意して人生を変える事ができました。 

 

具体的な金額は言えませんが、月収７桁（100 万円以上）を達成する事がで

きました。専業ではなくサラリーマンをやりながら副業で、です。YouTube

の収益２～３カ月分でサラリーマンとして勤めている会社の年収を超える

事もあります。 

 

僕が YouTube で稼いでいる事を知っているのはオフラインでは家族と一部

の友人だけ。チャンネルは多ジャンルを数個運営しています。１つのチャン

ネルだけで登録者数６０万人を超えるのもありますが会社の人には全然バ

レていません。 

なぜなら作っている動画は、全て顔出ししない動画だからです。 

 

そうです。 

僕は『隠れ YouTuber』なのです！！ 

 

・・・とコレだけ聞くと、桜井は有能で特別な人間かと思われそうですが、

全くそんな事はありません。特別器用なわけではなく、どちらかというと不

器用でここまで来るまでに相当時間が掛かっています。その辺りの経緯など

をお伝えしたいと思います。 

 

┏┓ 

┗■副業を開始したキッカケ 

 └────────────── 

思い返せば、サラリーマンでの将来に絶望を感じて副業を開始したのが２０

０６年。元々給料が高い会社ではなく、頑張ってもがんばっても年収は上が

りませんでした。 

 

１年間で昇給が３千円とかです。増えないよりはマシかもしれませんが、昨
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年と比べて年収が３千円増えても１０年間で３万円です。子供２人と妻の４

人家族で、家のローンは７０歳まであります。このままこの会社だけの収入

だけでは、どう考えても先が見えていました。ボーナスはある年から全く増

えなくなり、それどころか毎年下がって行きました。 

 

「何とかしなければ・・」という思いで、色んな副業を検討しました。勤め

ている会社は副業禁止で、それがバレてクビになった人もいます。絶対にバ

レる訳にはいきませんでした。会社から帰ってセブンイレブンでバイトする

わけにも行かず、やれる事はパソコンを使ったネットビジネスしかないかな

ぁ、と思っていました。 

 

┏┓ 

┗■『サイトアフィリ』を開始 

 └────────────── 

で、まず『サイトアフィリ』というのを開始しましたが全く稼げませんでし

た。サイトアフィリとは、ホームページを作ってアフィリエイト広告を掲載

して稼ぐ手法です。 

 

高額な教材も売っていましたが、ソレを買う勇気はありませんでした。独学

でやったのですが３年間で稼げた総額は 23,980 円。ある日を境に全く止め

てしまいました。今でもその HP はオンライン上にあります。当時はまだブ

ログが盛んではなかったのでホームページビルダーというソフトを使って

HP を作っていたのです。 

 

┏┓ 

┗■ヤフオクを開始 

 └────────────── 

で、ある日、自宅の物置で古くてボロイ昔のカメラを発見します。捨てると

言うので何気にそれをヤフオクに出品したら、なんと・・、５万円で落札さ

れたのです。サイトアフィリは３年間で２万円。ヤフオクは７日間で５万円。

ヤフオク（物販）にとてつもない魅力を感じてしまいました。 

 

それからというもの、売れそうなものを見つけてはヤフオクに出品して順調

に稼いでいました。全盛期では、Amazon にも出品したり、妻の友人を雇っ

てアパートの１室を借りて運営していました。 
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しかし、そこそこ稼げる様にはなりましたが全く楽にはなりません。 

 

僕がやっていた物販は作業を止めてしまうと収入が０（ゼロ）になってしま

うからです。今月１０万円稼げたとしても来月は０（ゼロ）円からスタート。

手を止めたら収入は０円。自分の時間をお金に変えている現状はサラリーマ

ンと全く同じでした。 

 

商品を見つけて、仕入れて、出品用の写真を撮影して。 

説明文章を考えてタイトルを付け、売れたら入金確認をして梱包して出荷。。 

 

これら一連の作業は永遠にやり続けなければいけません。いつまでやり続け

れば楽になるのか全く分かりませんでした。 

 

おまけに当時売れていた主力商品が全く売れなくなりました。このままコレ

をやり続けても絶対ダメだと思うようになっていました。 

 

┏┓ 

┗■新しい収入源を模索 

 └────────────── 

「新しい収入源を探さないとヤバい、」という気持ちから生まれて初めて、

稼ぐ系の教材を３万円くらいで買いました。忘れもしない２０１３年１１月

３日の事でした。サイトアフィリで稼ぐ教材です。サイトアフィリはやった

事があったので自分ならすぐに出来るかもと簡単に飛びついたのです。 

 

しかし、教材内容は良かったのですが、結果は全く出ませんでした。今思え

ばマインドがかなり弱く、もっと楽に稼げると思っていたから稼げなかった

のだと思います。 

 

その数カ月後、３０万円くらいする高額塾に初めて参加しました。その当時

は本当にお金がありませんでしたが、どうしても参加したくて妻に頭を下げ

て妻のカードで分割払いで参加しました。１年間ソレに没頭して頑張ってみ

ましたが結局全く稼げませんでした。 

 

副業物販で細々と稼ぎながら次々と稼げる系の教材を買いまくっていまし
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た。どれもこれも稼げそうな教材ばかり。最初は１つの教材を買うのにあれ

だけ迷いながら決断していたのですが、気づかないうちに即買いが当たり前

のノウハウコレクターになっていました。 

 

┏┓ 

┗■YouTube との出会い 

 └────────────── 

で、丁度その頃 YouTube アドセンスという稼ぎ方を知るのです。YouTube で

稼げるという話は以前から聞いた事はありましたが、選ばれた一部の人だけ

だと思っていました。 

 

なぜなら僕には全く特技が無いからです。ヒカキンさんならビートボックス

という特技があります。YouTuber と呼ばれている人達はみんな面白くて芸

があります。悲しいかな僕には全くそんなのはありません。どう考えても

YouTube で稼ぐのは自分の事ではないと思っていました。なので YouTube で

稼ぎ始めるペースは、かなり遅めです。 

 

ちょっと話は飛びますがここで僕の YouTube の成長の軌跡を見てもらいた

いと思います。YouTube アドセンスをビジネスとしてやってみよう！と決意

してからの月収の推移はこんな感じです。 
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決意して月収３０万円を超えるまでに１６カ月もかかってしまいました。 

僕が YouTube を始めた頃ってまだ収益化の基準がありませんでした。 

 

（現在の収益化の基準） 

〇チャンネル登録者数１０００人以上  

〇総再生時間４０００時間以上。 

 

現在はこの数字を超えないチャンネルは収益化されません。僕が始めた頃は

チャンネルを作って動画が少しでも再生されたらすぐに収益が上がる時代

でした。なのではじめた初月から一応収益は発生しています。（実際にお金

が振り込まれるのは合計金額が 8,000 円を超えてからです。） 
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┏┓ 

┗■超遅咲きだった YouTube 

 └────────────── 

まあ本当に諦めもせずによく頑張ったと自分でも関心します。 

なぜそんな事が言えるかというと、実は僕にはさらにその前の時代がある

んです。 

１カ月目に 1,958 円稼いでいますが、実はそれは YouTube で本当に稼げると

知って１年後の事。さらにその前の１年間はこんな感じです。 

    
で、先ほど書いた数字に繋がります。 
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（紀元後） 

 

なぜこのような書き方になるのかというと僕の YouTube の歴史には、ほぼ何

もしていない『闇の時代』があるからです。僕はそれを『紀元前』と呼んで

います。 

┏┓ 

┗■YouTube に触れるキッカケ 

 └────────────── 

僕が初めて YouTube アドセンスに触れるキッカケとなったのは、たまたま

YouTube で大きく稼いでいる人と出会えた事です。この出会いが僕の人生を

後に大きく変えてしまうとは当時、夢にも思っていませんでした。 

 

場所は大阪の道頓堀でネットビジネス系の、とある懇親会（飲み会）に参加

したのです。そこに YouTube アドセンスで大きく稼いでいる『その人』がい

たのです。 

 

「YouTube 教材をリリースするから興味があったらどうですか・・・。」 

そう言われて本当に軽いノリで購入しました。 
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┏┓ 

┗■最初は YouTube で稼げるとは全く思っていなかった。 

 └──────────────────────── 

しかし、教材は GET したもの、、YouTube で稼ぐとかどう考えてもあり得な

いと思っていました。あり得ないと思いながら教材を購入する辺りがノウハ

ウコレクター丸出しです。教材を購入した後、さーーっと読んでパソコンの

中にずっーーと眠っていました。 

 

何度も言いますが僕は何の特技も無い超～～凡人です。何の芸もありません。

野球が得意なわけでもなく、バク転もできません。唯一カラオケが少し上手

いくらいです。チェッカーズの歌を歌わせたら似ていると妻に言われますが、

ものまね番組に出れるレベルではありません。 

 

こんな僕が YouTuber としてどんな動画を作れると言うのでしょうか。 

 

「ど素人が YouTube で稼ぐとかマジあり得ん。」 

「YouTube で稼ぐって一握りの選ばれた人だけ。」 

 

心の底からそう思っていました。 

とりあえず教材に書かれてある通りアカウントだけは作って動画投稿は開

始しました。それが紀元前-11 カ月の月収４２円の時です。 

   

┏┓ 
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┗■最もつらかった時期 

 └────────────────────────── 

で、話は戻りますが、丁度その頃、『物販』に憤り（いきどおり）を感じて

いた頃でした。本当にこの時期は死ぬ思いでした。お金も無いのに色んな教

材を買いまくって、カードの支払いに追われていました。色んなノウハウに

触れては諦め、触れては諦めを繰り返し、、副業の物販もどんどん収入が減

っていました。 

 

（このままサラリーマンとして会社の仕事を頑張るしかないのか。。） 

 

この頃の絶望的な気持ちは昨日の様に今でもハッキリ覚えています。目標を

失い何を頑張ればいいのか分からない状態です。株や FX に手を出して大負

けしたのもこの頃です。 

 

YouTube の方は、稼ぐためにやっているという感覚は全くありませんでした。

稼げるなんて１ミリも思っていなかったのでアカウントを作って趣味の延

長で動画を投稿し続けているだけ。『稼いでやる』とか本当に一切頭になか

ったです。 

 

┏┓ 
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┗■ほんの些細な事が運命を変えた 

 └────────────── 

そして運命の－1 カ月前の月収 7,019 円を迎えます。 

YouTube 教材を購入して約１年が経過した頃の事です。 

 

動画を投稿しても毎回数十回しか再生されなかったのが当たり前だったの

ですが、、 

ある動画が 3 日間で突然１万回以上も再生されたのです。最初は YouTube

が壊れたのかと思いました。「え？？」という感じでした。 

 

調子に乗って同じような切り口で再度動画を公開すると、またまた大きく再

生されました。YouTube に可能性を感じた瞬間でした。 

 

その時の動画は季節的な要素が強かったので翌月以降、あまり再生されませ

んでした。それでも今まで月収３円とかだったのが,1,000 円を超える様に

なったのです。8,000 円も超えたので初めて Google から実際にお金が振り

込まれました。 

 

┏┓ 

┗■狙って再生される動画を作れないものか。。 

 └────────────────── 

「なんとか狙って再生される動画を作れないものか。。」僕の挑戦はここから

始まりました。YouTube アドセンスを真剣に取り組んでみようと決意したの

です。 
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（紀元後） 

 

 

それが上記の月収推移『紀元後』と位置付けています。 

市場調査をきちんとやって、挑むジャンルを決めました。 

   ↓ 

その６カ月目に 9,719 円稼げました。この月を境に Google から毎月お金が

振り込まれるようになり、冒頭で紹介した、月収７桁まで稼げる様になれた

のです。 
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┏┓ 

┗■YouTube で成功できた、たった一つのポイント 

 └───────────────────── 

僕が YouTube で稼げる様になる順番をもう一度簡単にまとめてみます。 

 

①YouTube で大きく稼いでいる人と出会う事ができた。 

②YouTube アドセンスで稼ぐ教材も GETした。 

③それなのに１年間ほぼ何もしなかった。 

④たまたま YouTube アカウントを作り趣味の延長で動画を投稿し続けた。 

⑤たまたま１本の動画が３日で１万回再生を超えた。 

⑥ちゃんとやってみようと思った。 

 

①～⑥までに１年以上掛かっているのです。 

 

『なんでもっと早く始めなかったのか。。』今思えば笑い話ですが、挫折ポイ

ントはいくつもあったと思います。たまたま YouTube アカウントを作り、た

またま趣味の延長で動画を投稿し続けただけ。たったそれだけの事です。 

 

⑥のちゃんとやってみようと思って、さらに１６カ月もかかって月収３０万

円を越えたのです。（物販は７日間で５万円でしたが。） 

 

このレポートをまとめている今、自分でも驚いています。そういえばそうで

す。僕はどこにでもいる普通の凡人。すんなりと稼げる様に成れたわけでは

ないのです。 

 

こんなに時間が掛かっていたのだと改めて痛感しています。 

でもそんな僕があなたにハッキリとお伝えできる事が一つあります。 

 

YouTube で成功できた、たった一つのポイント。 

それは正しい努力でやり続ける事です。 

 

月収７桁とは言わず、３０万円くらいなら正しくやり続けるだけで誰でも稼

げる様になれるのが YouTube です。これは実際に僕が経験した事なので断言

できます。 
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┏┓ 

┗■資産構築型ビジネス 

 └────────────── 

さらに、YouTube の良さは作った動画が資産化されるという事です。今まで

作った動画達は永遠に再生され続けます。物販の様に手を止めたら０円にな

ってしまう事はまずありません。 

 

どういう事かと言うと、一度月収１０万円稼げたら翌月は基本１０万円から

のスタートです。なぜなら１０万円稼いだ動画達はチャンネルの中にあるか

らです。で、翌月から新しく作った動画達が次々と資産化されていくのです。 

 

例えば毎日１本動画を投稿する場合、初日は１本しか動画はありませんが、

一週間続ければ７本の動画となります。一か月続ければ３０本です。作った

動画１つ１つが自分の分身として勝手に再生され勝手に稼いできてくれま

す。 

 

さらに素晴らしいのは月収 1,000 円の時も、月収２５０万円の時も日々の作

業量は全く変わりません。今の僕は数千本もの動画が各チャンネルに散りば

められている状態です。僕の分身が数千人にまで増えていますが、日々の作

業は動画を１本投稿するだけなのです。 

 

日々の作業量は知れていますが、それが積みあがったら莫大な力となります。

１適の水が数万年かけて鍾乳洞を作る様に。だから正しくやり続けるだけで

大きく稼げる様になるのです。 

 

┏┓ 

┗■隠れ YouTuber の一日 

 └────────────── 

僕は現在もサラリーマンとして働いていますが、務めている会社が大嫌いで

す。収入を増やすために副業を始めたのですが、同時に脱サラも目指して頑

張って来ました。 

 

ところが現在、すでに十分脱サラできる状態になったのですが、今でもサラ

リーマンを続けています。その理由の一つに、脱サラしなくても YouTube

アドセンスなら稼ぎ続ける事ができるからです。 
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『動画を作って YouTube で公開するだけ』たったこれだけの作業内容です。 

これをやるのにサラリーマンをやりながら時間が無いという事は全くあり

ません。 

 

勤めている会社は大嫌いですが、収入源の一つとして確保しています。今後

会社を辞めた方がより多く稼げそうだと思えば脱サラするかもしれません。

人生を楽しく生きるためには選択肢は出来るだけ多い方が良いと思ってい

ます。 

 

何より、心がこんな状態ならサラリーマンの仕事に取り組む姿勢も変わって

きます。心に余裕がある状態なので会社で嫌なコトがあっても特に、クヨク

ヨする必要がありません。なので全てが上手く行っている状態です。 

 

会社の上司も社長も同僚も後輩も僕が人気 YouTuber だとは誰も知りません。 

『隠れ YouTuber』という生き方は本当に素晴らしいです。 

 

サラリーマンの仕事も全力、副業も全力で取り組みます。サラリーマンとい

う立場は日本ではすごく優遇されているのも魅力の一つです。健康保険的な

所も、家のローン的な所もサラリーマンという立場を使わないと損です。 

 

会社に利用されるのではなく会社を利用するのです。 

僕の人生をここまで変えてくれた YouTube には本当に感謝しています。 

 

隠れ YouTuber の一日。 

平日の僕の時間割はだいたいこんな感じです。 

 

・４：00 起床 

  （動画編集） 

・７：00 家族と朝食 

・８：３０会社へ出勤 

  （会社の仕事を頑張る） 

・２０：００帰宅 

  風呂や夕食 

・２２：００就寝 
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毎朝 4 時に起きて３時間動画編集しています。 

（動画撮影は土日、平日の隙間時間にします。） 

 

サラリーマンでも十分稼げる『隠れ YouTuber』という生き方に少しでも興

味を持っていただけると幸いです。 

 

最後まで読んでいただいてありがとうございます。 

引き続きよろしくお願いします。 

 

桜井 達也 


