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はじめに

め
 んどくさいことをしよう。

お金に値するものを書こう。

ベ
 ストな年収以上に稼がない。

数字に、惑わされない。

関
 係性を財産にしよう。

寂しさを埋めるために、お金を使わない。

結
 果が出ない時こそ、繋いでいこう。

お
 金の話に、罪悪感をなくす。

利
 益を、勉強にまわそう。

もくじ

お
 金は、自分がもっと成長するための手段だ。 …………………………………

運
 と思い込んでいるものは、未来からの前借りにすぎない。 …………………
子どもからの借金をしない。 …
……………………………………………………

一流は、運に頼らないから、お金を生み出せる。
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「ラッキー」と思う人は、お金を失う。 …
………………………………………
ズルをして手に入れたお金で好きなことをすると、好きなことに嫌われる。 …
無知は、犯罪になる。 …
……………………………………………………………
二流は、いつもお金のことを考えている。
一流は、一日に一度だけお金のことを考える。 …
………………………………
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お金で成長する 61 の方法

お金を定期的に返すことが、信用になる。 ……………………………………
…
クラブの女性には、駆け引きなしで支払う。 ……
………………………………

二流は、ギリギリに予約を入れる。一流は、即、予約を入れる。 ……
………
支払いの遅い人は、精神的に楽しめない。 ……
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一流は、希望のためにお金を使うから増える。

人のうちの１人になる。

能力のある人より、使いやすい人が、稼げる。 ………………………………
…
お金にきちんとしている人が、大きなチャンスを得る。 ……
…………………

お礼のメールを送れる人が、

欠席のメールを送れる人が、１００人のうちの１人になる。 ……
……………
二流は、今の収入に合わせて、勉強するので、稼げない。
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「チェッ」と言うたびに、お金がなくなる。 …………………………………
…
だまされたのではない。自分が飛びついたのだ。 ……
…………………………

一流は、今の収入に左右されず、勉強するので、稼げる。 ……
………………
67

実力がないのに、とんとん拍子に行くのは、詐欺。 ……
………………………

みんなが手をつけない荒地を開拓する。 ………………………………………
…
二流は、まわりと違うことができないので、稼げない。 ……
…………………

二流は、不安のためにお金を使う。一流は、希望のためにお金を使う。 ……
小作より、地主になる。田んぼを開拓することが、勉強だ。 ……
……………

一流は、いくら喜んでもらえるかを考える。 ……
………………………………

二流は、いくらもらえるかを考える。
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知識のインプットと勇気のアウトプットで差がつく。 ……
……………………

一流は、稼げるチャンスを逃さない。
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二流は、お金のためにする。一流は、お客様のためにする。 ……
……………
スピードで、生涯所得は決まる。 ……
……………………………………………

お金の質問には、即返事する。 …………………………………………………
…
コストカットで、機会損失。勉強代カットで、チャンスを逃がす。 ……
……
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１本のタバコ、１回のスマホが、稼ぎを奪う。 ……
……………………………
節約は、工夫をしなくなる。 ……
…………………………………………………

仲間の得は、自分の損ではない。 ………………………………………………
…
お金がないのではない。使う優先順位がわからないだけだ。 ……
……………

稼ぐチャンスは、休みの日に訪れる。 ……
………………………………………
予期せぬ依頼で、稼げる。 ……
……………………………………………………

一流は、お金を生み出すために工夫する。
給料をもらったからと言って、プロになったわけではない。 ……
……………
勉強する→成長する→稼ぐ→勉強する。 ……
……………………………………

「だまされた。カネ返せ」と言わない。 …
………………………………………
年草より、多年草を植える。 ……
………………………………………………

「信頼されて、だました人」の運気は下がる。 …
………………………………

損した時に、相手のせいにしない。 ……
…………………………………………
「信頼して、だまされた人」の運気は下がらない。

イライラが、お金を逃がす。お金を持っても、持たなくても。 ……
…………

なくなる心配をしている間に、稼ぐ工夫をする。 ……
…………………………
抜け道が、いちばん高くつく。 ……
………………………………………………

ギャラ交渉を、言いにくそうにすると、通らない。 ……
………………………
見積りで、選ばない。 ……
…………………………………………………………
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お金のかわりに、知恵でもらう。 ………………………………………………
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お金を通して、人は繋がり、信じ合えるようになった。 ……
…………………

一流は、学ぶために働く。

「知名度」の稼ぎは短い。「ブランド」の稼ぎは長い。 ……
……………………
稼ぐ人は、冷蔵庫の中がきれい。 ……
……………………………………………
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ケチな人ほど、損をする。損したくない気持ちで、損をする。 ……
…………
お金は、拡大鏡。いいところはさらに大きく、イヤなところも、さらに大きく。 ……
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二流は、もっと儲かる仕事はないか、ウロウロする。 ……
……………………

二流は、好きなことをする。一流は、めんどくさいことをする。 ……
………
「書きたいから書く」では、お金にならない。 …
………………………………

多すぎる年収は、自由時間を減らし、ストレスを増やす。 ……
………………
数字に目を奪われると、大事なものを見落とす。 ……
…………………………

客単価の小さいお客様を大切にする。 ……
………………………………………
お金で、寂しさは埋められない。 ……
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やめると、ゼロになる。 …………………………………………………………
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気軽にお金の話ができる友達を持つ。 ……
………………………………………

おわりに

学ぶために、働く。 ……
……………………………………………………………

一流は、

運に頼らないから
お金を生み出せる。
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