
突然申し訳ございませんが、 
山口ブログを完全終了します。 

どうも山口です。 

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。 

2017年はどうでしたか？ 

あなたの私生活も含め、ネットビジネスも全て込めた人生トータルで、2017
年はどうでしたでしょうか？ 

僕の場合、ネットビジネスにおいては、2016年に作った山口ブログをほぼ
放置していても年間2500万円くらい純利益がでていました。 

・・・が、現金2500万円ほどのキャッシュを手に入れ、夜中も好きなだけ
遊んで、ベンツCLSを買ってみて、タワーマンションに住んでみて、ルブタ
ンを両手いっぱい買ってみて、余剰資金で投資も少しかじってみて、 

「これ全部いらねーじゃん」 

という結論に至ったのが僕の2017年でした。 

そこで、僕が2017年1月から販売している「裏ファイトクラブ」を完全終
了し、今後、僕は全く新しいブログとメルマガを0から作って再スタートし



ていくことを「大切なコミュニティメンバー」であるあなたに伝えるために
このPDFを綴りました。 

山口のブログが完全終了するのと同時に、僕がブログアフィリエイトでアホ
みたいに儲けまくったアフィリエイトノウハウを伝授していた、裏ファイト
クラブも完全終了させます。 

その理由について説明していきますが、まずは僕と「裏ファイトクラブ」に
ついてあまり知らない人のために、しっかりと0から説明させて頂きます。 

お金、お金、お金 

このPDFを見ている人は「その辺の一般人よりお金を稼ぎたい願望が強い
人」しかいません。 

僕がそういうマーケティングをしているからです（笑） 

あなたも当然その一人でしょう。 

そんなあなたに今更言うまでもありませんが、僕らの人生で今のところお金
は必要不可欠だと思います（年収1000万円くらいあれば生きるのがラクです）。 

お金がなかったら、明日食う物もないし、子供養育費も出せないし、家賃も
払えないし、嫁とセックスして子供を生む計画すら、何一つ叶えることなく
人生が終了するからです。 



お金を稼ぐと言っても、生活費のためだけに働き、ただただ老いていく毎日
なんて、僕は死んでもゴメンです。 

しかし、日本人の9割は、お金のために、嫌な上司にも何も文句を言わず、
きちんと言われた時間と場所に集合し、毎日似たような作業を繰り返してい
ます。 

他人が決めた時間、場所、業務で人生を過ごしているわけなので、そこにあ
なたらしさも無ければ、自分の長所も活かしきれないと思います。 

だから、この解決策として、今こうやって僕のPDFを読んでくれていること
に、僕は心から感謝致します。 

いつも本当にありがとうございます。

さて、ご存知の通りですが、その「お金の稼ぎ方」について、日々、僕は僕
なりの情報発信しています。 

ド派手に「ビジネス塾」をプロモーションして、自分だけ荒稼ぎして、クラ
イアントは放ったらかししている人を尻目に、僕は個別コンサルで親密な関
係を作っていくことで、多くの年収1000万円級のアフィリエイターを輩出
しました。 



 

  



  

しかし、もう”限界”です。 

ぶっちゃけ完全に疲れました。 

ごめんなさい、こんなこと言ったらビジネスマン失格ですが、僕も人間なの
で、裏ファイトクラブのフォローも最初ほどの活力がなく、当時の勢いもじ
わじわと失っています。 

「なんでこんな疲れるのかな？」 

と2017年は自問自答してみても一向にわからなかったのですが、2018年の
年始になってようやく気づけました。 

その理由は… 



”今、僕が本当に発信したい内容が次元が高いものに進化したから” 

です。 
具体的に言うと、 

”お金のため「だけ」に頑張れなくなった” 

という説明のほうが分かりやすいかと思います。 

この結論だけ聞いたら綺麗事に聞こえるかもしれません。ただ、きちんとこ
れから話す理由聞いて頂ければ、納得いただけるはずです。 

僕の裏ファイトクラブは「お金を稼ぐ」ということに特化し、その方法につ
いて全て解説していきました。 

そして、業界では珍しいほどのスピードで衣食住には困らないレベルの収益
を稼がせてきた自信があります。その辺は僕の口より、上記の実績を出した
コンサル生が物語っていると思います。 

利益を出すのに6ヶ月は掛かると言われているブログアフィリエイトでも、
初月から利益を出す人が多数でていたくらいです。 

・・・が、「現金を稼ぐ」というのは他のビジネスでも出来ます。 



今流行している「仮想通貨」や「投資」など、お金を稼ぐ”だけ”なら他の方
法があるでしょう。 

しかし、僕がブログアフィリエイトを選んだ理由は単に 

「お金が稼ぎたいから」 

だけではなく、 

「もっといろんな人と絡んで、僕と僕の周りの人の人生を豊かにしたいから」

です。 

FXや仮想通貨でも、何でもあなたが今信じれるやり方をやってみてもいいと
思うのですが、最終的にあなたの人生は「出会う人」のクオリティで決まり
ます。 

何故、僕がそう断言出来るのか。 
その理由は以下の図を見て頂ければ分かりやすいと思います。 
↓　↓　↓ 

  



カンタンに言えば、お金”だけ”を持っても、人生の幸福度はあがらないので
す。 

更に、あなたもお金が好きならこういったデータを見たことがあるかもしれ
ません。

 

（http://happy-r-project.jp/energy/produce-a-happy-future_8様より引用） 

まあお金で得られる幸せは年収750万円以上からあがらないっていう有名な
アレです。 

僕もお金を稼ぐまでは理解出来なかったのですが、経験上、どうやら上記の
図はほぼ真実で、後は人間関係が幸福度を分けると思います。 

更なる裏付けとして、本「嫌われる勇気」のアドラー心理学では「全ての悩
みは対人関係にある」と説いています。 
↓　↓　↓ 



  

全ての悩みのタネが対人関係ならば、「対人関係」の質が人生の質であり、
対人関係の質を決める「コミュニケーションの質」を高めることを優先した
方が賢明なわけです。 

このように、あらゆるデータから「お金だけ」では人生は豊かにならないこ
とを過去の偉人も証明しています。 

だから「お金だけ稼げば幸せ！」というのはぶっちゃけありえないわけです。
それは過去の偉人のデータから明らかだと思います。 

ただ、勘違いしないでください。 

「もうお金を稼ぐな」 



「お金なんてしょーーーもない」 
「俺はお金を稼ぐステージが終わった」 

ということを言いたいのではありません。 

ご存知の通り僕はお金が大好きです。

そのおかげで成人式の年には月収100万円ありましたし、そこから一度も年
収1000万円を下回ったことはありません。 

更に25歳までに年収1億円を稼ぐ予定を立てるほどお金好きです。 

「おい幸福度の話はどこ言ったんや！」と思うかもしれませんが、好きなも
んはしょうが無いと思います。 

イチローが今もヒットを量産するように、川越シェフが今でも美味しい料理
を作り続けているように、プロゲーマーがハイスコアを狙い続けるように、
僕はプロとして、お金儲けが大好きなのです。 

・・・しかし。 

僕はこのレポートで「お金を稼いでも限界はあるよ」という風に解釈される
かもしれませんが、それは微妙にニュアンスが違います。 

僕は、 



“お金をアホみたいに稼ぐ” 
“そしてあなただけの幸せを追求する” 

この2つは両立させようぜという話がこのレポートでしたいのです。 

つまり、人間関係を充実させつつ、お金も死ぬほど稼ぐということです。 

FXや投資、転売やなんちゃってアフィリエイトコミュニティのような、利害
関係だけのうすっぺらい関係ではなく、心の通ったやりとりをしていく。 

それがお金を稼ぐだけではなくあなたの「人生」までも向上させるものだと
考えています。 

重要な部分なのでしっかりと丁寧に話しますね。 

人間関係”3つ”の種類 

まず、人間関係は基本的に3つの種類があると言われています。 

この３つの人間関係をバランス良く満たしていくことによって、人生の幸福
度は上昇していき、ビジネスでもマジで余裕で稼げるようになります。 

具体的には… 



1.自分が教わる立場になって話す人（後輩ポジション） 
2.自分と同じ目線になって話す人（同級生ポジション） 
3.自分が教える立場になって話す人（先生ポジション） 

この3つをバランス良く満たすことが人生とビジネスでは重要です。 

つまり、誰かから教えを貰い、それを同級生の仲間にシェアしていき、そし
て後輩にも伝えていく。 

この流れこそが「あなたの幸福度をあげていく」ことにも関係していきます
し、ネットビジネスであれば、上記のプロセスだけでお金がアホほど稼げる
わけです。 

僕の事例で言えば「Mr.X」や「新田祐士」などの先生に教えを貰い、その教
えを一緒にビジネスやセミナーをしている仲間や親友に伝え、自分もコンサ
ル生や0アフィメンバーに教えたりします。 

このレポートも同じで、僕がマレーシアに住んでいた時にお世話になった「億
トレーダー」の教えを仲間にシェアし、それがまとまってきたので、あなた
にもこういうカタチで話ししているわけです。 

で、です。 



ネットビジネスで稼げていない人は（1）の教わる立場”だけ”という人が多
く、自分が学んだ内容を誰かにシェアするでもなく、自分ひとりで情報を滞
らせている人が多いです。 
　 

食事で例えると、食べているだけで消化出来ていないのです。 

食べたご飯（情報）が消化不良を起こしており、気持ち悪くなったり、ゲロ
として戻している（情報過多）ような状況だと思ってください。 

つまりこれまで循環していた情報を「あなた」がストップさせているので、
食事と一緒で循環が滞り、胃もたれが発生し、稼げる雰囲気がない不快感・
不安感が襲っているわけです。 

だから今ネットビジネスで稼げてない人は、 

「（2）の同じ目線で頑張る仲間」 
「（3）のあなたの教えを必要としている人」 

を意識的に増やしていったほうがいいと思います。 

その理由は自分が学ぶだけではお金にならず、あなたが教える立場になって
初めて、「お金をもらうに値する信頼」を獲得することが出来るから。 

自分の脳内だけで情報を持っていては意味が全くありません。 

服屋で売れ筋の服を仕入れたのに、その服を店頭に置いてないのと同じ状況
だと考えてください。要は顧客は誰もあなたがその服を持っていることを認
識できない状況なのです。 



また、普段僕が言っている通り「師匠から直接フィードバックを貰い続けら
れる環境」は絶対に必要だと思います。 

なぜならこれまで一度も成功体験が無い脳みそだけで考えた結果の行動では、
成功するのは難しいからです。 

もっと厳密に言うと、 

「師匠から直接フィードバックを貰い続けられる環境」 
「その教えを同じ目線で学ぶ仲間」 
「その教えを学びたい後輩」 

がいる環境さえ作れば、後はヨユーで稼げるということです。 

逆にヨユーで稼げない人は、 

「自分の判断だけで買ったPDFや本だけでノウハウを学び」 
「その学びを誰にもシェアせず」 
「自分一人でノウハウを持っている状態」 

という環境なわけです。 

この辺りは心当たりがある人も多いのではないでしょうか。 

「でも私に出来るのかな？」 



と、今の話しを聞いてぶっちゃけ思うかもしれません。 

だから上記の環境になってしまっている人の一番手っ取り早い解決策として
僕は「ブログアフィリエイト」を推奨しています。 

なぜならブログアフィリエイトを行えば勝手に 

1.自分が教わる立場になって話す人（後輩ポジション） 
2.自分と同じ目線になって話す人（同級生ポジション） 
3.自分が教える立場になって話す人（先生ポジション） 

の全てをあなたは手にすることになるからです。 

ユニクロ（服屋さん）が服を仕入れているのと同じように、僕らブログアフィ
リエイターは「情報屋さん」なので、誰かしらから情報を得て、それを仲間
に伝え、情報発信していく必要があります。 

だから意識しなくても、自然と上記の3つの人間関係が充実して、勝手に稼
ぎやすい環境が整えられるわけですね。 

もっと言うと、自分の幸福を追求し、自己向上していき、情報発信すること
で、お金がおまけとして数千万円ほど入ってくる。 

そんな状況がブログアフィリエイトなら実際に可能なわけです。というかそ
れが今の僕の状況です。 

そしてその方法を具体的に誰でも出来るような内容に落とし込んだのが「裏
ファイトクラブ」の内容でした。 



裏ファイトクラブでは、稼いだ実績「0円」の状態の人が稼げるようになっ
たりと、自分の成功パターンが人の役に立てることをハッキリとわかるよう
になりました。 

が、しかし。 

僕のこれまでの「裏ファイトクラブ」は「お金儲け」にフォーカスしすぎて
しまい、人間関係を若干疎かにしていた感覚がありました。 

すっっごい恥ずかしい話ですが、僕はあくまで「ビジネス」の枠で収まり、
それ以上の心が通ったやり取りはすくなかったと感じています。 

なので、もうそんなノウハウやコミュニティは一旦爆破させてしまおう。 

今はそんな気持ちでレポートを綴っています。 

昔の大好きだった彼女にフラれた自分を思い出すと「何であの時こんな事し
たんだろう」と思うのと同じ感覚で、今の裏ファイトクラブを見て自己嫌悪
を感じているのです。 

もちろん、このレポートを見た裏ファイトクラブ生は不快な気持ちを抱くの
もは百も承知です。心から謝罪申し上げます。大変申し訳ございませんでし
た。 



が、 

今の僕はもっと洗練されたブログアフィリエイト戦略があるし、そもそも重
要な基礎知識やマインドセットも、更に至極丁寧に解説出来ます。 

だから、まず手始めに山口のブログも更新を停止させるし、裏ファイトクラ
ブも新規募集を停止させ、サポートも完全終了させていく予定です。 

もちろん完全にこの業界をサヨナラするわけではなく、
新しいブログ、新しいブログアフィリエイトのノウハ
ウを作って舞い戻ってきます。 

具体的には僕の長所でもある、 

「最低6ヶ月程度は掛かると言われているブログアフィリエイトですら、ほ
ぼ初月からマネタイズしていく」 

というマネタイズに重きをおいていくのと同時に、きちんと本質的なものに
ついて解説していく予定です。 

このレポートで僕が定義する「本質的な要素」とは、 

「物事全てに共通すること」 

であり、先程話したような 

「人間関係」 

だと思っています。 



人間関係を疎かにしている人はどんな分野でも成功しません。自分一人で何
でも出来ると思っている人間はぶっちゃけしょーーーもなく感じます。 

独りよがりの「ブログアフィリエイト」はただの「日記」だし、独りよがり
の「セックス」はただの「オナニーサポート」に成り下がるだけです。 

まあ、よく言われている話ですが、僕らは「他人」と共存していかないと生
きていけないので、あなたがどんな分野で活躍するにしろ「人間関係」は必
ず必要だ、ってことですね。 

人生の質＝対人関係の質 

繰り返しになりますが”あなたの人生の質＝対人関係の質”です。 
つまり、全ての悩みの根源は「対人関係」によるものということです。 

あなたの仕事で上手にいかない時があるのも、新宿を歩いているモデル級の
美女に声を掛けるのが出来ないのも、すべて根本原因は「対人関係」による
ものが問題だ、ということになります。 

このレポートで繰り返し伝えている部分である、お金だけ稼いでもダメだっ
た、という理由はここにあります。 



具体的には、仮想通貨も転売も、人と絡もうと思えば絡めますが、結局は1
人で稼げてしまうビジネスなので、そこまで対人関係の質（人生の質）は上
がらないと僕は考えます。 

要するに、 

”対人関係の質が上がらない＝人生の質は上昇しない” 

と思ってください。 

だから「お金」と「対人関係」の両方を磨ける「ブログアフィリエイト」の
方が「投資系」より人生トータルでみると充実するのになぁ…と思います。 

「でも現金さえあれば私の問題は解
決すると思いますが…」 

という意見があるのも分かります。 
対人関係は面倒ですし、僕も同じように思っていました。 

しかし、 

「今、自分がお金を稼げないのは、対人関係に問題があるから」 

というアドラー思考で考えてみると、 

「仮にこのままお金を稼げても、今のあなたの問題が大きくなって現象化す
るだけ」 



という解釈をすることが出来ます。 
つまり、 

「今お金が稼げないのは、今稼いだらヤバイ問題がまだ存在するから」 

というニュアンスです。 
どうですかね？伝わりそうですか？？ 

良く言われる例ですが、 

「宝くじ高額当選者がほぼ100％の確率で破産する」 

というのも全く同じです。本来実力もクソもない人間が、突然お金を持って
しまい、どんどん不幸になっていくというイメージですね。 

だから僕は「ブログアフィリエイト」を選択し、沢山の読者さんと絡んでい
き、仲間と絡んでいき、先輩とも絡んでいき、対人関係と経済を豊かにして
いたいと強く思っています。 

実際に最近、某ブログアフィリエイト系の有名人と仲良くなったので、最近
では高級フレンチを楽しんだりしました。 
↓　↓　↓ 



  
（会計が60000~70000円ほどでした） 

ブログアフィリエイトを行なっていくと、「対人関係」と「お金を稼ぐスキ
ル」を同時に磨くことができ、収入源と人生の質の両方をあげることが出来
るってことが少しでも伝われば嬉しいです。 

あれやこれやと話しましたが、このレポートであなたに伝えたいことは、 

”最近流行りの「仮想通貨」や「転売」で一人孤独に
シコシコと稼ぐよりも、もっと人と絡んでいった方が
人生楽しいし、ぶっちゃけ楽に稼げるよ” 

ということです（笑） 



僕の情報発信に足りなかった部分 

まず前提として重要なのでもう一度繰り返します、何度も見て、しっかりと
目に焼き付けほしいです。 

全ての悩みのタネが対人関係ならば、「対人関係」の質が人生の質であり、
対人関係の質を決める「コミュニケーションの質」を高めることを優先した
方が賢明なわけです。 

このアドラー心理学の観点から考えるに、僕の情報発信に足りないところは
人生の本質部分である、「対人関係」を磨くための「コミュニケーションス
キル」の知識でした。 

コミュニケーションスキルと言われるとピンと来ないかもしれませんが、こ
こでの定義は「相手のことを理解する能力」だと思ってください。 

言葉を使ったコミュニケーションもそうですし「目は口ほどにものを言う」
という言葉がある通り、言葉よりも表情、視線、身振りなども重要な役割を
担います。 

当然ですが、相手のことを理解する能力がなければ「コピーライティング」
も出来ないし「ナンパ」も無理だし「情報発信」も出来ないわけです。 

なぜなら、一人での情報発信は「自己満足」であり、人のために役立つ「ビ
ジネス」とはほど遠いからです。 



「商売がヘタクソな人は全部自分勝手なんだよ」という餃子の大将CEOの名
言がある通り、自分のことしか考えられない人はビジネスが上手く行きませ
ん。 

わかりやすく言えば、「コミュニケーション力」が無い状態で「幸せに生き
よう」とか「金儲けしたい」とか考えるのは、スクワットが10回も出来ない
のにフルマラソンに挑戦していくレベルで無謀だ、ってことです。 

そして、 

これまではブログアフィリエイトの小手先のテクニックを教え、稼げる人を
量産したらいいと思っていました。 

そうすれば僕へのクレームは「0件」になるからです。僕だって誰かから否定
されるのは嫌ですし、2cｈとかで悪口を言われたくありません（笑） 

・・・しかし、真剣に僕の読者さんと向き合ってみると、ただ単純にお金を
稼げばいいんじゃないんだな、と思いました。単純にお金を儲けても、実際
幸せそうな人が少なかったからです。 

だから、読者の人生も向上させていき、アフィリエイトでもアホほど稼がせ
ていきたい。 

そんな強い思いから、山口ブログを一旦ぶっ壊し、裏ファイトクラブの門を
閉め、再度0からやり直そうと思っています。 



ちなみに最初に「裏ファイトクラブの実績」としてある程度稼いでいる人の
実例を挙げましたが、正直言って、生徒が2017年1月5日現在で「221人」
もいる為、全員を稼がせることは出来ていません。 

  

僕のサポート不足、コンテンツの不甲斐なさ、いろんな理由があると思いま
す。今、まだまだ稼げていない人は、僕の力不足で不甲斐ない結果をださせ
てしまい、本当に申し訳ございません。 

が、何より思うこととして、もう裏ファイトクラブのコンテンツも僕からす
れば「なんだこのしょーーもないコンテンツは」という感想しかでてこない
のです。 

お金儲けだけを教える、他と何も大差がないノウハウを販売しているように
しか感じなくなったのです。 

だから、僕は自分が完璧だ！と思うコンテンツを出したいので、単刀直入に
言うと、 



裏ファイトクラブ新規参加＆サポートを 
2018年6月1日で完全終了 

させます。 

理由は繰り返しになってしまいますが、 

・僕がお金を稼ぐだけでは満足出来ないことがわかった 
・もっと他に発信したいことがある 

からです。 

そして、「裏ファイトクラブ」も完全リニューアルして2018年の6月頃に僕
の新コンテンツを公開していく予定です。 

今、裏ファイトクラブに参加されている方は期限までサポートしますので、
ご安心ください。引き続き何かわからないことがあれば聞いて頂ければなと
思います。 

伝授コースの人は、最新のブログテクニックや情報発信の基礎をまた新しく
話していくので、そこで稼いだお金で2018年を楽しんで頂ければなと！ 

このレポートまとめ 



1000文字くらいで伝えようと思ったのに、書き始めたら止まらず、この8000
文字を越えるこの駄文レポートをまとめると、以下のような事を解説しまし
た。 

（1）山口ブログの消滅 
■今日から山口のブログを完全停止させて新しいブログを作る。 

・情報発信したい内容が「ブログアフィリエイトだけ」ではなく「本質的な
事（人間関係）」になってきたから。 

・お金を稼ぐだけではなく、あなたの人生を良くする発信をしたいと強く思っ
た為。 

・方向性の変更により、同時に裏ファイトクラブも6/30日で終了する。 
（※コンサルサポートも2018年6月30日まで、伝授はその後も何でも聞いて
下さい。） 

（2）今後の発信内容について 
■全ての悩みのタネが対人関係ならば、「対人関係」の質が人生の質であ
り、対人関係の質を決める「コミュニケーションの質」を高めることを優先
した方が賢明。 

・お金を稼ぐ方法はいくらでもある、仮想通貨、FXなんでもいいだろう。し
かし幸福度とスキルを同時にあげるのには「ブログアフィリエイト」が一番
良いと確信は変わらない。 

・この３つの人間関係をバランス良く満たしていくことによって、人生の幸
福度は上昇していき、ビジネスでも重要な要素になってくる。 



1.自分が教わる立場になって話す人（後輩ポジション） 
2.自分と同じ目線になって話す人（同級生ポジション） 
3.自分が教える立場になって話す人（先生ポジション） 

この3つをバランス良く満たすことが人生では重要。 

つまり、誰かから教えを貰い、それを同級生の仲間にシェアしていき、そし
て後輩にも伝えていく。そしてそれが即実現出来るのが、ブログアフィリエ
イトである。 

・そして、「裏ファイトクラブ」も完全リニューアルして2018年の6月頃に
僕の新コンテンツを公開していく予定。 

最後に 

最後に、僕が1番好きなTEDの動画で最後をしめようと思います。 
今回のレポートで少しでも共感してくれた場合は是非見ておいてください。 

僕はもう10回ほど見ています。何度見てもかなり勉強になります。 



  

　 
動画のURLはコチラです。 
↓　↓　↓ 
https://www.ted.com/talks/
robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_lo
ngest_study_on_happiness?language=ja#t-502017 

今回のレポートの質問、感想はこちらからどうぞ。 
内容がしっかりとしていれば基本的に24時間以内に返信します。 
↓ 
http://yaaachi.com/blog/page-15 

それではまた新しいブログでお会いしましょう。 
ここまで読んで頂き、ありがとうございました！ 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=ja#t-502017
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=ja#t-502017
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=ja#t-502017
http://yaaachi.com/blog/page-15


山口


