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2007 年 10 月 19 日 入塾説明セミナー受講

残業は早めに切り上げ、渋谷駅に向かった。歩くこと 10 分。会場のフォーラム 8 はちょっと薄汚れた建物だった。

なんとかセミナーと言うのが他にもびっしりあった。東京と言うところは、どこか怪しい。

会場に入ったのは 6:20 頃。黒シャツの上にソフトスーツを羽織った石田さんがいた。ネットで写真しか見ていな

いが、たぶんあれが石田さんだろうと思った。最前列のほぼ石田さんの控え席前に座る。会場には 200 席以上の椅

子が用意されていたが、未だ、40 人くらいだろうか。プロジェクタの前などから、席が埋まって行った。

配られた資料はセミナー講師のプロフィールと簡単な内容。そして、最後に入塾の仮申込書だ。これって、最後に

書かされるんだろうか。と、ちょっと思った。

開始時刻の 7:00 その頃には、9 割方席が埋まっていた。結構な人数だ。セミナーが始まる。進行は、音声ファイ

ルで聞いていたので、違和感はない。こんな感じでやっていたのかと実感した。内容もさる事ながら、本当に毎月

数百万稼いでいる人の話と思うと、がぜん、やる気が沸いてきた。

8:45 あっと言う間にセミナーは終わった。なんでも、会場は 9:00 に完全撤収しなければならないとの事で、セミ

ナーが終わると、みんな一斉に帰りだした。出口で仮申込書の回収をしてるのかと思ったら、全くしていない。ア

レっと思った。こんなんでいいの？？みんな、そのまま帰っちゃうじゃない？？

ネットで実績を上げている人はやはり違うなーと思った。

2007 年 10 月 20 日 ネットで石田塾を調べまくる

石田塾の値段は 325,000 円！高い！行く前は、全く入塾する気は無かったが、行って話を聞くと、なんだか迷いだ

した。自分は、どうも直接話を聞くと、その気になってしまう方である。その為に、失敗した事もあった。で、ネ

ットで一生懸命調べた。「石田塾 損」、「石田塾 体験」だが、どれもいいことしか書かれてない。良いことは沢

山出てくるのに、悪い事は全く書かれていない。信じていいのか。何年も石田さんのメルマガを購読していて、石

田さんの事は良く知っていると思っており、信頼もしている。貰ってきた無料セミナーの資料と資料に書き込んだ

鉛筆書きを何度も読み返した。う～ん、受けたい。でも、カミさんはダメだと言うだろうな。無料セミナーから帰

ってきた時には、ここまではタダだからと言っていたからな。

思い切って、話してみると、その 30 万は無くなったものと思うから、受けていいよと言うことだった。

申込〆切りは 29 日 15:00。未だ、時間はある。焦る事は無い。それまで、じっくり考える事にしてみよう。

2007 年 10 月 27 日 ヤナギ氏を囲んで

無料セミナーで講師として話していたヤナギ氏は、非常に好感の持てる人物で、聞けば石田塾の中でヤナギ塾と言

うコミュニティをやっており、一生サポートしてくれるとネットに書かれてあった。折しも、めるまがで、そのヤ

ナギ氏が入塾についての説明会を 5 人程度の少人数で話してくれるとあった。

5 人とはすごい！ヤナギ氏と言えば、ネットでは有名人。その有名人と面と向かって話せるとは、それも無料で。

既に、ほぼ入塾で気持ちは固まっていたが、早速、説明会に申し込んだ。

何度かヤナギ氏とメールで連絡しあった後、前日に、ヤナギ氏から直接、会う時間の連絡があった。

何人来るのだろうか？あふれかえってしまったりして、などと思いつつ、指定された場所に行ってみると、意外に

も私の他 2 人だった。何でも、冷やかしじみた申込もあったりして、選別したのだそうだ。

簡単な自己紹介から始まって、各人の現在の状況や、ヤナギ塾のコミュニティの話、いろいろな質問や、不安に思

っている事、疑問など、1 時間半の話し合いはあっと言う間に過ぎた。他、2 人も既に、入塾を決めているようだ

った。やはり、サポートが無ければ、この手のものは上手く行かない。そして、これを始める事での、ビジネスに

対する考え、いろいろなものが身につきそうだ。と、正直思った。

ヤナギ氏との話し合いの後、3 人で、お茶をして、現在までの事や、これからの事などお互い話しあった。
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何の縁かは知らないが、見ず知らずの人と、共通の目標についての話が出来るのは非常に嬉しい。

一緒だった F 氏、S 氏、一緒に頑張ってゆこう！！

2007 年 10 月 27 日 支払い完了

早速、入塾の申込と支払を行った。

申込を行うと、自分のメアドに石田塾の仮ログイン番号などが送られ、入塾の心構えなどが書かれた掲示板を見る

事が出来る。

この仮ログイン番号は支払締切以降は使えなくなるとのこと。

つづけて、代金の振込を行った。と言っても、新生銀行なので、セブンイレブンで入金し、自宅のパソコンからポ

チポチやっただけだが。

よし、何としても、元はとるぜ～！

2007 年 10 月 28 日 早速勉強開始

誰でもできる！ブログで簡単！アフィリエイト

とりあえず、前に買った本を片手に、このブログの左に、石田塾推薦図書のアマゾンへのリンクを作ってみた。

でも、ここから自分が買っても、アフィリエイト報酬にはならないので、別に FC2 にブログを新しく作り、そこ

に、アマゾンのリンクを張り、そこから買ってみた。

本の発送が終わると、3%のポイントが確認できる予定なのだが。

他に、グーグルアドセンスも申し込んで見た。こちらは、認証までに時間がかかるらしい。

2007 年 10 月 29 日 入金確認通知届く

今日の 3:00 が入金の期限となる。

全額払い込みの完了確認メールが届いた。

期限日ということもあって、【石田レポート！】から 2 通もメルマガが届いた。

1 通には、申し込みの時に書いた受講理由がずらずらと書かれており、それに対する石田さんのコメントも書かれ

ていた。

駄目押しって感じ。

その中に受講料分は一気にドカンと稼いでもらいます。とあった。

本当にそうなるのを祈る。

昨日、電脳に登録して、商品を仕入れようとしたが、そこから毎回新着メールが送られるようになるというので、

新規に専用メアドを作ってからと思い、ロリポップの独自ドメインで、専用のメアドを新規に作成した。

早速、ブロックセミナーの通知が届いた。平日で、関東は東京だ。会社休まないと行けないじゃん。
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2007 年 11 月 05 日 第 1,2 回テキスト配布

ついにテキストが配布された。配布と言っても、郵便で届くわけではなく、テキストのあるアドレスとパスワード

がメールで届くだけだが。

今回は、なんと、1,2 回が同じ日に配布された。

よく、「目から鱗が。。。」なんて言う表現を、過去の塾生が書いていたのを読んだことがあるが、実際にはどうなの

か？

初心者の自分には？？？？と思えてしまうのか？？

と、思いながら、各 100 ページ程もあるテキストを一気に読んだ。

う～ん。なるほどぉー。と思われることがちらほらと。

サイトってこう作ればいいのかぁ。納得！といった感じ。

テキストには、HTML の説明とか、レンタルサーバーの契約方法などは書かれていない。それは、自分で調べる

か、サポートに聞くなりして、やらなければならない。

そして、そこまでできて、実際にコンテンツを作る時に役立つ情報が書かれてあった。

「作ってもらいます」って書いてあったけど、本当に作れるのかなぁ。

早くもちょっぴり不安に思ったが、テキストに書かれてあった石田さんからのこの言葉がイイ！

「僕も皆さんに成功してほしい！！そのためにはいかなる努力も惜しみません。聞かれれば、なんでも答えます。」

その言葉、信じていいんですよね。石田さん！

よーし、がんばらなくちゃ。

■今日の勉強時間 4 時間

■やった事 できるホームページ HTML 入門をほぼ読み終わって、HTML は読めるけど書けない状態までには、

なったつもり。
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2007 年 11 月 30 日 開始後 1 ヶ月目の総括（稼ぎはゼロ）

このブログは毎日更新しているので、入塾しようと思った人が読んでも大変な量になります。なので、1 ヶ月毎に

毎月末に総括を書いて行きます。

入金、あるいは、仮申込をすると、石田塾の掲示板が見られるようになります。入塾し、最初のテキストが配布さ

れる迄は、そこの掲示板に書いてあった推薦図書を購入し、読みまくりました。

この 1 ヶ月間に配られたテキストは、ノウハウなどが書かれたメインテキストが 3 回、それを補間するように、実

際の手順などが書かれたサブテキストが 2 回でした。テキストの内容としては、アドセンスやアフィリエイトを全

くやっていない私にとっては、それほど感激する内容ではありませんでした。既にそれらをやっていて稼げなくて

悩んでいる人にとっては、目から鱗の内容なのかもしれません。

HTML が全くわからない人が入ってもやっていけるのか？については、HTML の知識はそれほど無くても大丈夫

と思います。スタイルシートと言うホームページのひな形が配布され、それを元に、写真を入れたり、文章を書く

だけで、ある程度の見栄えのするホームページは出来ますので。ある意味、ホームページを作るより、ワードやエ

クセルの方が難しいと思います。

ただ、パソコンが不慣れな人や検索もまともに出来ない人に取っては、入る時期では無いと思います。パソコンに

はある程度慣れていないとだめでしょう。

あるいは、サポートの電話が出来るのが平日昼間のみなので、そこに幾度となく電話しまくる事が出来るのであれ

ば話は別かもしれません。

とにかく、テキストがメインではなくて、サポートがメインの塾と思った方が良いでしょう。

入塾前のセミナーで「ああしてこうしてこうやったら、ほら簡単に稼げちゃいました」と言うのを聞いて入った訳

ですが、ホームページもブログも 1 個も持っていない人が、いきなりそんな事ができるわけがありません。この 1

ヶ月間、睡眠時間は 2 時間減り、休日も 8 時間以上はパソコンに向かっていますが、稼ぎはゼロです。今は、「働

かなくても稼げる」ではなくて、「働いても稼げない」状態になっています。

しかし、この 1 ヶ月間に出来るようになった事は、沢山あります。又、心理的にも大きな変化がありました。掲示

板でのいろいろな書込みを見ていると、やる気になったり、焦ったり、励まされたり、いろいろです。会社と家庭

と言う 2 つの世界を生きてきましたが、もう一つ、石田塾での世界が加わった感じです。家に帰る、掲示板をアク

セスする、みんなが待っていると言った感じです。ブロックセミナーと言う、実際にどこかの会場に集まる事もあ

りますが、セミナー講師もいいこと言います。「誰でも出来る事を誰でも出来ないくらいやった」とか、「人は這い

上がる為に、どん底まで落ちる」とかの言葉が普通に出てきます。そして、それを皆真剣に聞きます。普通の会社

でこんな事を言ったら、変に思われるでしょう。全てでは無いにせよ、そういう人たちが受講しています。

平日昼間に電話できない私にとって、メールが唯一のサポートになりました。テキストはともかく、このサポート

は何でも聞けるので便利です。自分で調べるより聞いた方が早いやって感じで聞けます。逆に、サポートを全く利

用せず、テキストを読むだけでやって行こうとする人に取っては、それほどの価値はありません。テキストも郵便

で届くわけではなくて、テキストを読む事ができるサイトのアドレスとパスワードがメールで送られてくるだけな

ので、放っておけば何もせずに 6 ヶ月間過ぎます。

325,000 円の価値ですが、いろいろな意味があります。ハッキリ言って非常に高いです。高いから一生懸命やりま

す。そういう動機付けには役に立っています。

掲示板には、石田塾の他にヤナギ塾と言うのもあります。これは、石田塾に入る時にヤナギさんの紹介で入ると、

同時にヤナギ塾生にもなります。ヤナギ塾でも掲示板を持っており、石田塾の掲示板が、継続生が多いのに対して、

ヤナギ塾は初心者が多いです。又、掲示板には塾生が質問やら何やらを沢山書込みますので、それを見ているだけ

でも、かなり参考になります。

入塾前にいろいろと石田塾について調べました。普通に調べると良いことしか出てきませんが、ブログ検索と言う、
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ブログのみを検索すると結構裏の情報も見つかります。悪口も書かかれています。ただ、皆、石田さんより稼げて

いない人達なので、私は参考程度に留めました。石田塾は紹介制になっていますが、一人紹介すると 35,000 円紹

介料として貰えるようです。そして、継続費は 180,000 円で、継続しないと、この紹介も出来ない仕組みになって

いるようです。ある種、この世界はカモるか、カモられるかとも言えます。カモになってしまったと思うか、本気

で自分の事を考えてくれていると思うかは、本人に任されています。この世界は「紹介する＝紹介料を貰える」の

世界ですので。

入塾して 1 ヶ月過ぎました。人生の中で転機を迎えている事は確かです。「変わろうとしなければ、何も変わらな

い」これが、実感です。

■本日の作業時間 3 時間

■やったこと 総括を書く、ヤフカテ狙いサイトの修正
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2007 年 12 月 31 日 開始後 2 ヶ月目の総括（稼ぎはゼロ）

石田塾が始まってから 2 ヶ月が過ぎました。未だに稼ぎはゼロです。

石田塾では、最初の 2 ヶ月間は基礎固めと言うことで、稼ぎの仕方は全く教えません。

稼ぐサイトの作り方は教わっていないので、いくらアクセスが集まっても、稼ぐ仕組みが入っていないので、稼げ

ないのです。（アクセスも集まりませんが）

基礎で教えられた作業は、ヤフカテ登録サイトを作ることと、メルマガを発行すると言うこと。（6 期はこのよう

に進めましたが、毎期違うようで、7 期はまた異なるかもしれません。）一応、筆者も 12 月中にヤフカテ登録に 1

サイト成功しました。そして、メルマガも発行申請中です。一応、スケジュールどおり？というか、ちょっと遅れ

気味です。年末に稼ぐサイトの作り方テキストが来たのですが、ここでほぼ足踏み状態。稼ぐキーワードの見つけ

方は書いてありますが、見つけるのは自分です。石田塾生は 1000 人くらいいるので、このキーワードで探せと言

った瞬間に 1000 人がライバルになり、超難関キーワードになってしまうので、そういうことは出来ず、自分で探

すしかありません。

感じとして、半月遅れの進捗です。

でも、この 1 ヶ月間は、ずいぶんと色々なことが出来るようになりました。ドメインの登録や、レンタルサーバー

の登録などは、30 分とかからず出来る様になり、サイトが出来上がりそうだなっと言うところで同時にレンタル

サーバー申し込みをし、出来上がり次第サイトアップと言った感じです。

被リンクについても教わりました。びっくりな被リンクのされ方や、自分でどう被リンクをつけるなど。あるいは、

既にある誰かのサイトの被リンクを調べて、あーこーなってるんだと納得したり。今月のテキスト内容はまさに自

分にとって、目から鱗。確かに、市販の本には書かれていない情報だなと思いました。

この 2 ヶ月目を総括するなら、「できることが多くなった 1 ヶ月」になるでしょう。

ただ、稼ぎにはなっていません。やはり、稼げないという事は焦りにつながり、中盤でかなりダレました。ダレて

る時にヤフカテ通ったので、一応は持ち直しましたが、1 つも通らなかった人は、かなり苦しいでしょう。言われ

る通り、やってるけど、ダメじゃないかとリタイアしてしまう人もいたかもしれません。

石田塾はサポートがメインの塾と私は思っています。テキストは 2 割程度、他 8 割はサポートを利用して進めてゆ

くものだと思っています。サポートへのメール回数は別のぺージで総括していますので、それを見てください。は

っきり言って、サポートを利用しなければ進められません。あるいは、掲示板での情報発信も結構多いので、それ

を読まないと損といった感じです。

出来ることが多くなり、初体験に驚きも多くなった 1 ヶ月でした。

最近、自分にとって、石田塾って何だ？と思った時に、ふと、「ネット自由人になること」なんじゃないかなって

思うようになりました。

ネットで自分の思うがままにいろいろなことが出来てしまうスキルを身につけること。テレビで紹介されている、

ネットでこんな商売やってますとかを見ても、すごいけど、自分には何をどうしていいかわからないって普通思い

ますよね。でも、多分、石田塾卒業時には、そうか、そりゃいいアイデアだね。自分もやってみよう！って実行に

移せる様になれるんじゃないかと。それが石田塾なんだと思ってます。

3 ヶ月目はいよいよ、稼ぎのステージ。1 ヶ月後には、稼ぎが入ってくるのか。不安だらけです。

■本日の作業時間 5 時間（大晦日なので、日中掃除してました）

■ やったこと キーワード探し。ブログ追記。MT インストール。
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2008 年 01 月 31 日 開始後 3 ヶ月目の総括（稼ぎは 10 円）

始まってから 3 ヶ月が過ぎた。稼ぎは、10 円である。アドセンスを貼ったブログに１クリック$0.05 が 2 クリック。

夢は完全に打ち砕かれた格好になってきた。

夢とは何だったか。そう、入れば絶対に稼げる。月 10 万は楽勝で、あわよくば、6 ヶ月後には月 30 万円。

いや、少なくとも入塾代の 325,000 円くらいは稼げるだろうと言う事だ。

しかし、現実はどうだったか。最初の 2 ヶ月はアドセンスもアフィリもやってなかったから当然としても、

今月からは、アドセンスという稼ぎの元を組み込んでいる。

なんだかわからないが、石田塾なんだから、他の塾とは違い高額、一流の塾なんだから、

アドセンスで月 30 万円くらいは稼げるんだろうと、高をくくっていた。

が、しかし、現実はこの有様だ。

アドセンスは１クリック 100 円とかも、中にはあるようだが、私の記事に貼られたのは、5 円だ。

だから、これで 30 万円稼ぐには 6 万回クリックされなければならない。

大体、作ったブログのアクセスが、今までの合計で 800 アクセスくらいしかないのだから、あり得ない数字だ。

アドセンスで稼ぐことがどんな事なのか身にしみてわかってきた。

アドセンス。クリック報酬単価は以前は 1 クリック 1 円だったが、グーグルアドセンスによって、変わった。

1 クリック 100 円とかもあるようになった。

だから、石田塾に入り、適当に記事を貼って、適当にアドセンス貼っておけば、１万くらいはすぐ稼げるんだろう

と考えていた。大きな間違いだった。

最近、6 期生募集当時の石田さんのメルマガ「石田レポート！」を読んでみた。

既に入塾を申し込んだ人の意気込みが書かれてあった。

少なくとも 10 万。出来れば 30 万は絶対に稼ぐ！といった結構な意気込みだ。

彼らは、このような現実になることを予想していたのだろうか。

現実の厳しさに、うちひしがれているのは、私だけではないのではないだろうか。

しかし、文句を言う人はいない。少なくとも、掲示板に書く人はいない。当然と言えば当然だ。

オフ会などで何人かと話してみる。オフ会などでは、やはり、「全然稼げないです」と言う人は多い。

少なくとも、6 期新規で、「稼げてます」と言う人とは会ったことがない。

じゃ、サポートはどうなのか？サポート体勢が悪かったのか？

いや、それはない。テキストは既に消化できないくらいに届いているし、サポートへメールすれば、24 時間以内

には返ってくる。しかし、稼げない。

じゃ、作業時間が少なかったのか。いや、それもない。毎日、作業時間を書いているので、それを見て貰えばわか

ると思う。働きながらでは、これが精一杯だ。

今までテキストに書かれていて、それを当然のごとくやってきたが、どれも、その辺の本には書かれていない。い

や、書かれているのかも知れないが、膨大な書籍の中で、それを探すのは至難の業だ。テキストの内容も、最新の

内容だ。これも Web で探せばあるのかも知れないが、まず、不可能に近い。

稼げないけど、やっている事は、アドセンスのプロがやることと同じ事をやっているのだと思う。

しかし、実戦がないから稼ぎには結びつかない。

そう、たとえれば、バズーカ砲や自動小銃を渡されたが、使い方をまだマスター出来ていない。どんな場面で使う

のかがわからない。たぶん、これが、月１万でもアドセンスで稼いでいる人が、この塾に入ったのであれば、いや

ーこんな便利なものがあったんですね。早速使わせて貰います。ドカーン！こりゃ便利便利ってとこなんだろうが。

実戦をやっていない私にとっては、何をどう使ったらよいかわからず、あたふたしている状況だ。

こんな状態だから、基本的にネットと言うものがわかっていない。アクセスを多くするには、トラックバックをス
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パムのごとく入れる。旬なテーマのニュースについては、すかさず書く。とにかく、アクセスを多くするのに役立

つ事は何でもすると言う考えが必要なのだ。入れたトラックバックが消されても問題なし、気にしない、残れば儲

け。そんな考えは基本的すぎてテキストにすら載っていない。

この 3 ヶ月。ネットで出来ることは格段に増えた。ネットでいろんな事したい。自分の考えをブログに書きつづり

たい。

入塾前はこんな事すら出来なかったが、今では出来る。稼ぎこそ無いが、出来る事は確実に増えている。

このブログ、書き始めは石田塾にとってプラスになるのか、マイナスになるのかわからなかったが、どうやらマイ

ナスの結末になりそうだ。少なくとも 6 ヶ月後の段階では。

もし、ある日このブログが無くなっていたら、削除依頼があったと思って欲しい。石田さんは、普段はいい人で、

そんなことは無いと思うが。。。しかし、稼ぎになると人が変わるのも事実だ。貪欲さが桁外れの人だ。

事実をありのままに伝える。それが、このブログの役割だ。私のブログを読んで、場違いの人が入らないようにな

れば、それはそれで役にたったのだ。

適当に儲かったと書いて、入塾者を紹介し紹介料を貰おうなんて言う気は、さらさら無い。

石田塾は高額だが、悪い塾ではない。場違いの人まで入れてしまうから、食い違いが起こるのだ。

検討している人は、自分のスキルを良く考えてから入る事を勧める。

さぁ、4 ヶ月目はどんな報告になるのか。みんな楽しみに待っていてくれ。

■本日の作業時間 2 時間

■やったこと メルマガ発行、ブログ記事更新
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2008 年 02 月 29 日 開始後 4 ヶ月目の総括（稼ぎは 1,000 円)
受講開始してから４ヶ月が経った。やはり、ミラクルは起こらなかった。

入塾募集時の石田さんのコメントとかを見ると、「ドカンと稼いで貰いますからね」なんて事が書いてあった気が

するが、今のところ、それは起きていない。

入塾してからの１ヶ月毎のメイン作業は、

１ヶ月目：ヤフカテ登録

２ヶ月目：メルマガ発行

３ヶ月目：ブログ量産

４ヶ月目：被リンク集め

て事になる。

これは、私の場合であって、他の６期新規生が同じ事をやっていたかは不明だ。

３ヶ月目はテキストに書かれてあったので、ここまでは同じようにやってっきたのではないか。

４ヶ月目になって、さすがに不安になり、「全然稼げないんですけど、何をどうやったら稼げるようになるんです

か？今持っている全サイトの URL はこうです」とメールしたら、石田さんからそれなりの回答は返ってきた。

稼ぐと言っても、アフィリサイトは未だ作ってないので、アドセンスで稼ぐって事だが、今持っている資源でアド

センスで稼ぐにはどうしたら良いのか？ブログ作っても、アクセス少ないし、順位も上がらないのは何故か？

みんな、稼げてないのではないか？と次々と疑問が沸き、他の人の事が気になりだした。

掲示板には「稼げるようになりました」って書込もあったりして、うーん？彼らと自分はどこが違うのか？って、

これもメールしてみた。その回答が今回のメイン作業である「被リンク集め」なのである。いわゆるＳＥＯ対策っ

て事だ。

テキストマッチなどの対策は１ヶ月目のテキストに書かれていた気がするが、ＳＥＯについては、そういえば、テ

キストには書かれていなかった。石田塾の塾生は数百人いるから、例えば、テキストにＳＥＯの手法を載せれば、

数百人が実行し、検索エンジンにチェックされ、手法が使えなくなるとかもあるかも知れない。とはいえ、教えら

れたのは、普通と言えば普通の手法だった。中には、ブラックな手法も教えられたが、しかし、テキストには書か

れていない。ここは、テキストには書かれない事なのだろう。いくら塾とはいえ、被リンクのリストなんて教えて

貰えない。被リンクを付けられるサイトはどうやって探すのかは教えてくれる。結果、同じものが得られるかも知

れないが、苦労して集めねばならないのだ。

この時期、サポートへのメール回数も激減したし、掲示板への書込もめっきり減ってきた。

１ヶ月目の熱かった掲示板は何処へって感じだ。Ｇｉｖｅ＆Ｇｉｖｅだって教えられるけど、これこれについて、

教えてくださいって掲示板に出したら、「そんなものをライバルに教える人なんていないよ」ってメールが来たり

して、やっぱりそんなものなのかと感じた時期でもあった。私が属しているヤナギ塾掲示板もそんな感じだ。（ヤ

ナギさんの紹介で石田塾へ入った人は自動的にヤナギ塾生になり、ヤナギ塾生同士の情報交換掲示板へ入れる仕組

みだ）ヤナギ塾掲示板は石田塾掲示板とほぼ同じような構成をしているのだが、いくつかの違いがある。その一つ

が、進捗掲示板だ。ここへは、半月毎に、その人のやった実績と目標を書くようになっている。つまり、他の人が

何をやっているかが一応は見えるようになっているのだ。

最初に書いたが、やはり稼げなくて悩む時期だ。当然、ここも見に行く。その中には、ヤナギ塾をべた褒めする人

もいて、個人的には、？？と感じた。なぜなら、今までにヤナギさんからして貰った事って何だっけ？？なのであ

る。この同じような構成の掲示板があるだけじゃないか？石田塾掲示板で十分なので、チェックすら１週間に１回

とかになってしまったこの掲示板しかない。ヤナギさんへ質問しても、「石田塾のサポートへ聞けば一発ですよ！」

って全然自分では教える気がないし。。。
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ヤナギ塾の継続生の何人かに聞いて見たら、どうも、この掲示板の活用こそがヤナギ塾のキモなのらしい事がわか

った。で、この掲示板が、閑古鳥状態なので、メリットを感じないわけだ。石田塾掲示板で十分じゃんとも思って

いたが、話を聞くとヤナギ塾の人数は少ないので、ここなら何でも教え合えるのだそうだ。とはいえ、ヤナギ塾の

メンバーも１００人はいると思うが。。。

まぁ、ともかく、石田塾とはいえ、テキストや掲示板に書かれる事は、他の人へ教えても差し支えない事であって、

本当の本当に重要な事は書かれないのである。と感じた。じゃ、その本当の本当に重要な事はどうやって入手する

のか？それは、たぶん、すごい小グループで、いわゆる、話のわかる相手を見つけ、その小グループの中で何でも

教え合ってしまうと言うのがいいと感じた。石田塾の掲示板は数百人、ヤナギ塾の掲示板はその 1/n だから、少人

数。少人数に価値があるって事だ。これを読んでいて７期入塾を考えている人もいると思うが、誰の紹介から入る

のかは大きな問題だ。紹介って言っても、石田さんしか知らない人は結局、こういうヤナギさんとか、アロハママ

さんとか超有名人から入る事になる。その辺りの普通の塾生からは殆ど入らないのが現状だ。でも、どうなんだろ

う？？大人数を抱えて、面倒を見られないスーパーな人より、少人数で、よく面倒を見てくれる普通の人の方が、

良い気もするのだが。。。だって、教わるのは、結局、紹介者からじゃなくて、サポートからなので。紹介者からは、

どう教われば良いのか？とかが判ればそれでＯＫだろう。稼げないじゃん、どうなってんの？て言う質問を紹介者

にしたら、もしかして、こういうサイトを作って見て、とか、こっそり教えて貰えるかもしれない。それで、稼げ

るのかは疑問だが。

まぁ、紹介者もいろいろいる訳で、入ったらハイさよならって人も、中にはいるかも知れない。入る気があるなら、

事前に紹介者のメルマガを取るなりして、メール交換して、質問をぶつけておこう。

ところで、このヤナギ塾の掲示板は最近、活気づきつつある。何人かが、掲示板の価値を判って、動き始めたから

だ。

６期終了までに、十分なメリットを感じられるまで活気づけば、ヤナギさんからの紹介もアリだろう。７期でも活

気づくかどうかは、ヤナギさんではなくて、ヤナギ塾生にかかっているので、どうなるかは判らないが。

石田塾に入って、実際に稼げるようになる人は１０人に１人だって、誰からか聞いた。毎期、そんなものらしい。

６期が始まって自己紹介の嵐が吹き荒れていた頃、継続性同士でレスし合っていて、新規生には、あまりレスが無

かったと、ちょっと感じていたが、心のどこかで、「このうち何人が生き残るんだろう？」って継続生達は、思っ

ていたに違いない。又、今期も始まったかーって感じだったのだろうか。

この時期、既に沈んでいる人も結構多い。掲示板への書込が自己紹介だけだったり、自己紹介だけの人に直接メー

ルを出しても、全く返信が無かったり、「おーい！起きろー！」て感じなのだが、未だに返信は無い。

もう、あきらめてしまったのだろうか？

石田塾へ入った人は全員稼げる様になって欲しいし、稼げるようになれない人は入って欲しくないと言うのが私の

願いだ。

「おかあちゃん、うち貧乏だね」「石田塾へ入ると、なんか、すごく稼げるらしいよ。高いけど、きっと取り戻せ

るから、最後の３０万円をこれに使ってやってみようよ。」に近い人もいる訳である。

そして、厳しさに負けて、沈む。。。。それじゃ、あまりにもひどいじゃないか。先物や株なら、もう、そんな話を

しても、ある訳ないじゃんと言うところだが、ネットで稼ぐと言うのは、まだまだ黎明期で、稼げると言われれば、

そうなんかなーと信じてしまうのである。石田さんがよく比喩に出す「札束が転がっている。拾わなければ損！」

と言う言葉に惹かれる人もいると思うが、私が感じるのは、札束は転がってはおらず、建物の隙間にちょっとだけ

見えているって感じだ。だから見る目を付けないと見えない。更に、見えたとしても、それを取るにはマジックハ

ンドが必要だ。今、石田塾で教えて貰っているのは、この見る目とマジックハンドだが、まだまだ使い物にならな

い。
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とは言え、先物や株に比べたら、たとえ稼げなくとも、得られるものは多い。

私自身、まだまだ稼げていない訳だが、先物や株で３０万円を失敗するより、遙かに多くのものを得られている。

こんな私でさえ、こいつ何やってるのかなー？なサイトや、おー！！すげぇなサイトも判るようになってきた。

ところで、これを読んで、「だからやめちゃいなよー」、「騙されてるんだよー」、「やり方間違ってるんだから、い

くらやっても無駄だよ」なんて、コメントを入れてくる人達がいる。このサイトの目的をわかっていない人たちか

らだ。つまり、このサイトの目的は、稼げるか稼げないかを実証する事であり、稼げるようになりましたを報告す

る為にやっているのではない。その通りやって稼げない事を実証するのもこのサイトの目的なのだ。最終的に、ど

うなるのかは私にもわからない。ただ、石田塾へ入る人は全員、稼げるようになって欲しい。稼げない人には入っ

て欲しくない。それだけの資質を持っている人に入って欲しい。その為に書いている。何日か前から、コメントは

承認制にした。善良な読者に不快な思いをさせるコメントは表示せず、削除する事にした。それも、仕方がない。

不快なコメントは自分のサイトでやって欲しい。

もし、６期生でコメントをしたい人は、私の自己紹介掲示板へ書込みをして欲しい。その方が、何でも書けて良い

と思う。

「最低でも６ヶ月以内に３２万は絶対に稼ぐ！」と自己紹介掲示板で、啖呵を切った自分だが、今思うと、浅はか

だったと恥ずかしい。

これからはアフィリサイトを少しずつ作って行こうと思っている。

１ヶ月前、バズーカ砲の話をしたが、今度はケーキのトッピングってとこだ。トッピングの仕方は千差万別、それ

こそ他人と同じトッピングをしていたのでは、全く見向きもされない。その人なりのオリジナリティが必要になっ

てくる。

さぁ、石田塾６期も残り２ヶ月となった。まだまだスキルを蓄える時期と思うようになった１ヶ月だった。あと１

ヶ月後、どんな事ができるようになっているか。それも楽しみだ。

自己紹介掲示板に、私の出来るようになった事をリストで記述しました。ここでは、書けないので。６期受講生の

方は

そこへコメント貰えると嬉しいです。

■本日の作業時間 1 時間

■ やったこと ブログ更新
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2008 年 03 月 31 日 開始後 5 ヶ月目の総括（稼ぎは累計で 1,280 円)
5 ヶ月が過ぎた。今回もミラクルは起こらなかった。と言うより、起きようがなかった。

稼ぐサイトに手を掛けていなかったから。

だから、稼ぎの額を見て、なんだ、まだ稼げないのかよと責めないで欲しい。

1 ヶ月前の記事で、今月はコンテンツ作りをしようと思うと書いたのだが、残すところ、あと 2 ヶ月と言うことで、

稼ぎにこだわるのは止めて、基礎技術の習得に重点を置いたからだ。

基礎技術と言っても、デザインの仕方とか、サイトの作り方とか、そういう事では無い。

今月の前半は確かに、そんな事の習得をしていたと思う。

しかし、中旬での面談で作業は変わった。

面談では、自分が持っているサイト全てとアドセンスでの収益状況をサイト別に報告し、残された期間をどうすれ

ば、今後の活動にとって良いのか聞いてみたが、そのアドバイスが SEO 対策なのである。

稼ぐサイトすら作っていない状態なのだが、今やることは、その SEO 対策だと言う。

で、私も、それをやっていたと言う次第である。

みんな、何やってるんすか？武器集めだよ。ホラホラ、早く集めないとなくなっちゃうよ。

これ、何に使うんすか？まぁ、そのうち解るから、とりあえず集めとけ。

てな感じである。

ふ～ん。そんなものなのかなーっと思った。

だが、実際にやってみると、これが、結構すごい。これが、プロの手法なのかと思った。

とてもじゃ無いが、始めて 5 ヶ月の駆け出しアフィリエイターが、誰にも教わらずに考えつく手法じゃない。

考えついたとしても、スピードが違いすぎる。

サイトでの稼ぎ方テキストもすごかったが、今回のテキストもすごかった。

石田さんが今やっている最新のテクニックが、書かれているのだから。

いや、少なくとも、初心者の私には、そう思えた。

今まで、ずいぶんといろいろなテキストが配布され、その度に学ぶ事が多かった。

そして、情報量が多すぎて、全部やっていては、方向が定まらずに稼げないと一つに絞る知り合いもいた。

継続生からは、テキストに書いてある事全部出来たら、絶対に稼げるとも聞く。

私の性分は、やはり、配布されるものは、すべてやっておきたいのである。

で、今月はその武器集めに走っていたって訳だ。

もちろん、継続することはやっている。

メルマガは週 1 回で出し続けているし、ブログの毎日更新もしている。

このブログは Livedoor の無料版なので、アドセンスは貼れず、このブログ以外での活動だ。

しかし、アドセンスを貼ってあるサイトそのものが、3 個くらいしかないのでは、稼げる訳がない。

怠慢と責めないで欲しい。遊んでいたのではない。

継続する作業と武器集めでだけで、手が回らなくなってきたのだ。
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初心者なんてそんなものだ。

石田さんへの質問で、もし、何も無い状態から始めるとして、どうやったら最短で稼げる様になりますか？と言う

質問もあった。

初心者には、それが一番聞きたいところだ。

だが、その答えは未だに出ていない。

こんなサイトを作って、こうやれば稼げますってものはあったが、結局、最終的には、自前で持っている SEO パ

ワーを注いでしまった訳で、参考にならなかった。

サイトのデザインすら、初心者には無理だ。

それを学ぶのですら、莫大な時間が必要だ。

初心者にとっては、ブログのトップデザインを変更するのでさえ、2-3 日考えなくては出来ない程のスキルなのだ

から。

残すところ、1 ヶ月となったが、その 1 ヶ月もたぶん、スキルのアップがメインになるのでは思う。

まだ、テキストは出るのだろうか。テキストが出るのであれば、それを学ばなければならない。

後 1 ヶ月、結局、6 ヶ月過ぎてから、6 ヶ月間に学んだ知識を生かして、いろいろな事をコツコツとやれるように

なるのではないかと思った。

来月は、一体何をやるのか、まだ決まっていない状況だ。

何もなければアフィリサイトを作るのではないかと思う。

アドセンスすら稼げていない状況なのだが、それも仕方がない。

アドセンスで SEO 手法を学び、アフィリで稼ぐと言うのが、いいと思っていたが、そう上手くは行かないものだ。

はっきり言って、どちらが、稼ぎやすいのか、解っていない。

このサイトで稼げない稼げないと書くものだから、「なんで稼げないんだ！何もやらずに怠慢してるくせに、稼げ

ないなどと書くんじゃない！」みたいな事も書かれたが、私にしてみれば、「なんで稼げるんだ！そんなに稼げる

んなら、稼ぎ方を教えてくれ！って言いたくなる。」

稼ぎ方を良く知っている石田さんに教えて貰って稼げないのに、どうやったら稼げるようになるんだ！

と書きたくなる。

例えば、アドセンスで稼ぐには、ブログを書いてアドセンスを貼って SEO かけて検索エンジンで上位表示させる

と言う、極めて一般的な事しか教わっていない。

アドセンスそのものがキーワード勝負なので、キーワードの探し方と言う意味では、それは石田さんの持っている

探し方の全てを教えて貰ってはいるが。。。

でも、これが、アドセンスの王道じゃないか？？アドセンスの王道と、考え方のスキルを教わっているのではない

か？

他の塾で教えているのは、せいぜい、SEO かけるのに、自前のツールを使いなさいとか、塾生同士で相互リンク
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しあいなさいとかそんな事ではないのか？

今の自分にはそんな事しか考えられない。他の塾の手法を知るすべもないので、解らない。

稼げない事を教えて、なんて言う塾なんだと批判する人もいるようだが、私はそうは思わない。

悪意性は感じられないのである。稼げてはいないが、稼ぎの手法は身について来たと感じている。

個人的には、期待は裏切っていないと思う。稼げるようになる塾かもしれないが、その期間は 6 ヶ月ではないだけ

だ。

あと 1 ヶ月、一生懸命やろう。基礎のスキルを付けるのは、あと 1 ヶ月間だけだ。

1 ヶ月過ぎたら、ゆっくり、コツコツとサイト作りにも取り組めるのではないか。

この 1 ヶ月毎の総括も、残すところ 1 回で、受講期間の総括は終了だ。

1 ヶ月後、どんなことになっているか、いろいろな面でレポートしたいと思う。

本当にやり通すことができるのか？

来期入塾を考えている人は、覚悟を決めて入って欲しい。

やり通す事のできる人は、もちろん入って欲しいし、できない人には、入って欲しくない。それが、私の願いだ。

■本日の作業時間 2 時間

■やったこと SEO
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2008 年 04 月 30 日 開始後 6 ヶ月目の総括 (稼ぎは累計で 1,788 円)
内訳はアドセンスが 1,780 円で、アマゾンで中古の本が売れたので、8 円。

6 ヶ月が過ぎた。あっという間の 6 ヶ月間だった。

これで、石田塾第 6 期も完全に終わったと言うことになる。

しかし、終わった気はしていない。

サポートが受けられる期間が、あと残り 4 年半あるからだ。

これからは、この 4 年半をどうモチベーションを下げずに作業を進めるかが問題になってくると思っている。

サポートが 5 年間受けられると言うのは、メチャクチャイイ。

何でも、2 期の時には、一生涯サポートを受けられるのだったから、更に良かったのだが。

所詮、6 ヶ月でと言うのは無理だったのではと感じる。（賛否両論あるとは思うが）

いや、5 期の内容であったら、運良くばあり得る話だったかもしれない。

しかし、6 期の様な、基礎固めから稼ぎの王道をやってゆくような話で、3 ヶ月間は SEO の土台固め、残る 3 ヶ

月で稼ぎのサイトを構築するでは、ちょっと期間が足りなすぎる。

足りないから、一発当てようって事に気持ちが傾き、方針が定まらず、さっぱり稼げずに終わるって事になる。（と

言うのは私の場合だが）

一応、6 ヶ月を振り返って見ると。

石田さんのメルマガをきっかけに無料セミナーを受講。

そこで話をされた柳沢さんの話に共感し、柳沢さんを紹介者コードにいれて、入塾。

まぁ、この辺はすべて、このブログに書かれてあるので、最初の方を読んで貰いたい。

柳沢さんは、石田塾のアドバイザーにはなっていないので、この 6 ヶ月間、柳沢さんの話をセミナーで聞くことは

無く、ちょっと残念な気もした。

でも、募集の方法はすごくうまい。考え方も一貫していて、共感は覚える。

もしかして、IJK アフィリで 600 万稼いでいる人とは、柳沢さんかもしれない。

で、1 ヶ月目ヤフカテ、2 ヶ月目メルマガ、3 ヶ月目アドセンスブログ作成、4 ヶ月目被リンク集め、5 ヶ月目最新

SEO（書けません）と来た訳だ。

6 ヶ月目はテキストは最後に出ただけで、特にコレといった方針は無かった気がする。

じゃ、何をしたか、いろいろ右往左往してました。

これって本当に稼げるのかって思い始めたのが、3 ヶ月過ぎくらいから。

そして、非常に焦り始め、「稼ぎの塾で稼げないってーのはどういう事？」ってサポートへメールしたり（このあ

たり、2ch ネタになりそうですね）

で、6 ヶ月で稼ぐのは無理と自覚して、長期戦略に切り替え、テキストが出る間は、基礎のスキルを付けようって

事でここまで来た。

6 期を終了して、これって人に勧められるのって聞かれたら、まぁ、このブログを読んでみてって答える。だって、

2,000 円未満の稼ぎなんだから、元取れなかったし、ここまででは失敗って事になる。

一応、持っているサイトでも書いておきましょうか。
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いくらかかるのか気になっている人もいるようなので。

ヤフカテサイト 1 個（フリーの web)

有料のサイト 2 個（ロリポップの.com ドメインとサブドメインなので、10 年間ドメイン料 8,085 円＋1 年間サー

バ代 4,725 円×2)

ブログはフリーで 20 個くらい。

他、

有料ツールは 1 個も買ってません。

書店で買えるテキストを数冊。

入る前の情報商材を 1 個。

東京ブロックセミナーや懇親会などで、2 万円くらい。

こんなんで、稼げるわけ無い位わかっている。

この数が稼げる人と稼げない人との差と言われればそれまで。

ブログはこれから最低 100 個くらいには増やす予定。100 個が最低レベルでしょ。

石田塾第 7 期募集が、これからいろいろなサイトで行われると思うが、どれも、簡単に稼げちゃいましたーで始ま

ると思う。確かに、その人は稼げたかもしれないが、その人の紹介で入った人は稼げたのか？と言うと、それは疑

問だ。

私みたいに、何の利益にもならないこんなブログを毎日更新している人などいないから。情報を集める事が出来ず、

本当はどうかわからない。

もしかしたら、すごく稼げている人はいるのかもしれないが、自己紹介掲示版に稼ぎの金額を出している人は私だ

けなので、他の人がどうなっているのかはわからない。

少なくとも、私の知っている範囲では、10 万とか稼げた人はいない。せいぜい情報商材が売れて、1 万稼ぎました。

で、その後は 1 本も無く、今に至ってます。とかだ。

まぁ、そんな事書いたら、2ch の格好のネタになるので、書けないとは思うが。

そうそう、石田塾生は全員いい人では無いので注意が必要だ。

7 期新規の人は最初から注意しよう。

受講して後悔してる？って聞かれたら、そんなに後悔していないって答えようか。

私は、株をやっている。株であれば、10 万、20 万はざらだし。第一、先物に手を出した時には、1 ヶ月で 50 万円

損した。そう言う感覚からすると、結構、得な経験だったと思う。結果として、324,000 円の損だが、かかった期

間は 6 ヶ月。6 ヶ月の間に、いろいろな事を経験させて貰った。それは、株や、先物から比べれば、遙かに多い。

何より、ネットでいろいろな事が出来る様になったのは、非常に満足している。

確かに稼ぎの額と言う意味では失敗だが、

たとえば、「自分の言いたい事をネットで公開して、仲間を集めたいんですよねー」と思ったとする。でも、6 ヶ

月前の自分は、出来なかったし、するきっかけも無かったし、やる気にもならなかった。

しかし、今なら、そんな事は簡単にできる。

稼ぎたけりゃ無料レポートを読んで見ればって言われても、書いてある言葉がわからなかった。それって、どうな
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のって事もわからなかったが、今なら、わかる。

なんじゃコレって判断出来るし、ハハーん、狙いはそういう事かって事もわかる。

サイトを見れば、SEO をこうかけて、こうしようとしているなって事もわかる。

石田健さんは、よく、ネットの世界を映画「マトリックス」に例える。

石田塾へ入る事、すなわち、赤いピルを飲むって事だと。

この 6 ヶ月。確かに、赤いピルを飲んだ気がする。

6 期は今日で終わりだが、このブログは今後も続けてゆこうと思う。一応、区切りは 32 万 5000 円を稼げるまで、

あるいは、サポートが切れる

5 年後だ。どちらが早く来るかはわからないが。。。

まぁ、このブログを読んで、私がどんな人間かはわかったと思います。

一緒にコツコツやって行きたいと思う人は、塾の掲示板からメールでもください。

（何人かは、メール貰ってます。）

モチベーション維持の足しにでもして貰えれば幸いです。

塾生以外の人は、、、、そのウチ、フリーのメアドを取って、載せます。それまでは、コメントでも入れてください。

このブログが 7 期入塾する人の情報の足しにもなる事を願います。

私は、6 ヶ月じゃ稼げ無かったけど、稼げる人もいるかもしれません。

あるいは、又、1 年後には稼げるようになっているかもしれません。

絶対に必要なのは、あきらめない事。

私の様になっても、あきらめずにやってゆける人。

その人は、入ると良いでしょう。

じゃ、皆さん、

このブログはこれで終わりじゃないんで、これからもヨロシクです。＼(^^)√

■ 本日の作業時間 4 時間

■ やったこと 作ろうとしているサイトと同じようなサイトを見て回る。
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他塾生からのコメント

1. Posted by お疲れさまです。 2008 年 05 月 01 日 01:41

ここまでいろいろ書いていただいて本当に勇気づけられました。

ヤフカテは財産ですよ。うらやましいです。

普通の人なら途中であきらめますよ。

ここまでの信念があればこれからもあきらめず続ければ、

絶対ブレイクするとおもいますよ。

これからも頑張ってください。応援してます。

2. Posted by マイペース 2008 年 05 月 01 日 09:07

お疲れ様です。

人それぞれの稼ぎ方があると思います。

長期でも、短期でも、自分自身にあった方法を

見つけれた・合わない方法が判った。それも

塾で得られた財産かもしれません。。。

（モチベーションがキーになるかもしれないですが）

私も、マイペースでやっていきます。

3. Posted by 応援読者 2008 年 05 月 01 日 11:19

お疲れ様でした。

管理人さんの嘘偽りのない日記に共感を持ちました。

これからが本当のスタートになりそうですね。

同じアフィリエイトをしている者として、諦めずに信念を貫いて最後には笑っていれますように＾＾

4. Posted by それはさん 2008 年 05 月 01 日 11:34

こんにちは。

６ヶ月間、本当にお疲れ様でした。

２ｃｈにてサイトの存在を知り、いつのまにかＲＳＳに登録をして

毎日のように、訪問する事を楽しんでおりました。

とても誠実な記事、お人柄で、大変面白かったです。

どうも、ありがとうございました。

今後も続けられるという事で、ぜひまだ手に入れられていない結果を

掴むシーンを期待して、訪問をさせて頂きます。

テレビのヒーローも苦悩しても、決して諦めずに、やがて勝利を掴む

なんてストーリーが多いですものね。（笑）

私自身も、アフィリは、月数万円程度なので、まだまだ精進して行こうと

思っています。

今後とも、記事の更新、楽しみにしています。

5. Posted by 数がしょぼい 2008 年 05 月 01 日 12:08

普通っていいながら、全然やってないじゃん。

口ばっか。

今からやる人なら、１００個でもまったく足りないね。
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6. Posted by 応援読者 2008 年 05 月 01 日 12:23

ヤフカテサイトを持てたのは大きいですね。

勝負はこれからですね。

7. Posted by 塾継続生 2008 年 05 月 01 日 13:05

管理人さんの気持ちの経緯、痛いほどよくわかりました。

という私も、塾にへばりつきながらも、

ほとんど同様な気持ちでおります。

7 期は、継続せずに、管理人さんとともに、

頑張ろうと思います。

これからも地道な努力しましょう。

一緒に、投資した分を取り戻し、それ以上になるために、

頑張りましょう。

8. Posted by ぽんざぶろう 2008 年 05 月 01 日 14:48

RSS に登録して、いつも拝見しています。

私も最初の 6 ヶ月はほんとに数千とか、自己アフィリがかえってくるくらいの収入でした。

でも、アフィリのおもしろいところは、前も書いたかもしれませんが、後から収入が加速するところです。

数千円の収入でも、結果が出ているのは事実ですから、これからもこつこつやっていきましょう！

ただ、体にだけは気をつけて。

9. Posted by うる 2008 年 05 月 01 日 20:34

しんどい作業お疲れ様でした。

自分も、5 期中、しんどくて、へこみまくりながら

やっていました。

しかし、クビになる訳でなく、体を壊す

訳でない。ちょっと、精神が病みますが、、

大げさかもしれませんが、

テレビで田中角栄時代の

トンネル建設の映像が流れていたが、

当時、傍観しているか非難しているか

という人間が多かったとのこと。

しかし、経済発展の為にしているという

根拠は、正論そのものだったという。

ウェブビジネスが、それに変わるもの

と考えてもおかしくないと思います。

今後、個人として対抗できるか？！

正論だと言ってもらえるか？

そんな不安との戦い方をマスターしたい

、私の場合、今はそんな感じです。

ヤフカテもっているって族議員でしょう（笑）

これからも更新期待してます。

10. Posted by 管理人 2008 年 05 月 01 日 23:36

お疲れさまです。さん、マイペースさん、応援読者さん、それはさん

http://lifestyleadvice.livedoor.biz/
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コメント有り難うございます。

こういったコメントを貰うと、書いてて良かったと思います。

ある意味、このブログが石田塾をやっていて一番の財産かもしれません。

一緒に頑張りましょう。

数がしょぼいさん

誤解が生じなくて良かったです。

もちろん、100 個はスタート地点だと思ってます。

塾継続生さん

一緒に頑張りましょう。このブログがお役に立てて嬉しいです。

ばんざぶろうさん

アドバイス有り難うございます。

嬉しいニュースをお伝え出来るように頑張ります。

ばんざぶろうさんも、お体に気を付けて作業にお励みください。

うるさん

うるさんのコメントでも、伝わってきますね。

田中角栄時代ですかー。なるほどー。

ポリシーですね。

質の良いコンテンツを提供できるよう頑張りましょう。

11. Posted by アンクルマサ 2008 年 05 月 06 日 00:22

お疲れさまでした。

これまでのブログ、現実的でとても参考になりました。

今後の成功をお祈りしています。

毎日の日誌をみるには

ブログの左の見出しの下のほうに

月別記事

2007 年 11 月 というのがあります。ここをクリックするとその月すべての毎日の日誌を見られます。

http://blog.livedoor.jp/ijk2007/archives/2010-03.html
http://blog.livedoor.jp/ijk2007/archives/2007-11.html


Copyright (C) 2007-2010 石田塾第 6 期受講体験日誌 . All Rights Reserved. http://blog.livedoor.jp/ijk2007/
22/22

管理人への連絡先

管理人へのメールは、ijk2007★livedoor.com へお願いします。

（アイジェイケイ 2007 アットマークライブドアドットコム）

（★を@に変えて送信してください）

スパムメールとの区別のため、

「石田塾受講日誌を読んで」をタイトルにしてください。

同じように悩んでいる人。

これから入ろうかどうか迷っている人

共感を覚えた人

この日誌を読んで、私がどんな人かわかっていると思います。

気軽にメールください。

一緒にやりましょう。


