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はじめに 

『一人起業家が売上を上げる50のヒント』に興味を持ってく
ださり、ありがとうございます。 

本書は、売上を上げたい一人起業家のために書きました。特
に、起業して2～3年経っていて、「もう少し売上を上げたい
けど、どうしたらいいんだろう？」と伸び悩んでいる方が読
むとちょうどよいかと思います。 

これから起業する方は、もしかしたらピンとこない点もある
かもしれませんが、分かる箇所だけでもお読みくださいね。 

既にガンガン稼いでいるぜ！という方は、周りの一人起業家
さんにぜひぜひご紹介ください（笑） 

こんにちは。Web広告コンサルタントの倉林寛幸（くらばや
し ひろゆき）と申します。 

現在は、一人起業家向けにFacebook広告運用代行サービスを
提供しています。また、一人起業家向けのオンライン起業勉強
会「たまごアカデミー」を運営しています。 

僕が広告運用を担当させて頂いた案件には、1回のプロモー
ションで1億円売り上げたものもあります。逆に、残念ながら
あまり売れずに終わってしまったものもあります。 
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この違いは何だと思いますか？ 

実は、ほんのちょっとした考え方ややり方の違いなのです。
決して、能力や才能の問題ではないのです。 

僕は自社の売上を半年で5倍にした経験があるのですが（詳し
くは本編で）、これもほんのちょっとした考え方ややり方の
違いです。 

本書では、1億円プロモーションを通して学んだ経験や、僕が
半年で売上を5倍にした経験をもとに、一人起業家が売上を上
げるヒントをご紹介しています。 

ぜひ売上を上げるためにご活用頂ければ幸いです。50個あり
ますので、1つくらいはお役に立てるかと思います（笑） 

なお、本書は、僕の公式メルマガ「すごいメルマガ」のバッ
クナンバーや、たまごアカデミーでお話ししたことをもとに、
加筆修正しています。 
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1. まずはお金を稼ぐことに集中すべし 

これから起業を考えている人や、起業したけれどあまり稼げ
ていない人に意識して欲しいことがあります。 

それは、「まずはとにかくお金を稼ぐ！」のに集中するとい
うこと。手段は問いません。まずはとにかくお金を稼いでく
ださい。「やりたいことでお金を稼げたら嬉しいな♪」なん
て夢は後回しにしてください。後回しというか、封印しておい
てください（笑）　まずはとにかくお金を稼ぐこと。 

売上が安定して基盤ができたら、やりたいことを始めるくら
いがよいです。世間の流行とは逆かもしれませんが、僕はこれ
が鉄則だと考えています。いきなり二兎を追うとほぼ確実に致
命的な失敗をします。僕は月商5万円になりました（笑） 

お金がないと、完全に冷静さを失いますよ。冷静な判断がで
きなくなり、自暴自棄になって、一発逆転を狙ってあやしい
ビジネスや自己啓発セミナーに走ってしまいます。借金を背
負ってさらにどん底へまっしぐらです。ええ、僕のことなんで
すけどね（笑） 

何度も言いますが、まずはとにかくお金を稼いでください
ね。あくどい手段でないのなら何でもいいです。やりたいこと
でなくてもいいです。できることでお金を稼いでください。 
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いま安定収入がないのなら、「準備ができてから」「まずは
学んでから」「資格を取ってから」「人格を磨いてふさわしい
人間になってから」なんてのもダメです。どんどんお金がなく
なっていって、過去の僕と同じくジリ貧になりますよ（笑） 

一見すると起業から遠ざかっているように見えますが、派遣
やアルバイトも立派な手段です。お金がなくなって冷静さを失
うよりはるかにマシです。「起業するための時間がないので
は？」と思うかもしれませんが、スキマ時間を活用してみて
ください。スキマ時間を合計すれば毎日1時間はあるかと。 

「お金よりも大切なことがあるのでは？」と思う方もいます
よね。おっしゃる通りですが、その言葉はお金を稼いでいな
い人が口にする常套句です。（稼いでいる人はわざわざ言いま
せん）　お金よりも大切なことがある、と主張することで、
「お金を稼がなくてもいいし、お金を稼いでいない自分は正
しいのだ」と自己正当化しているにすぎません。あとで自分
が困るだけですので、ムダな抵抗は止めてさっさと1円でも多
く稼いでください。 

その他、「そんなにお金は必要ないです」「お金を稼いでい
る人に尊敬できる人がいません」なんて意見もありそうです
が、まずはとにかく稼いでください（笑）　稼いでから、本
当にそうなのか改めて検証してみましょう。 

あなたは、まずお金を稼ぐことに集中しています
か？ 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ぜひ続きをお読みください 

サンプル版をお読みくださり、ありがとうございました！ 

いかがでしたか？ 

気に入って頂けたなら、ぜひ続きをお読みください。 

売上を上げるヒントが50個載っていますので、どれか1つく
らいはお役に立てるかと思います（笑） 
 

続きを読みたい方はこちらから 
↓　↓　↓ 

『一人起業家が売上を上げる50のヒント』 
https://academy.tamago.love/lp/50hints/ 
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倉林 寛幸（くらばやし ひろゆき） 

Web広告コンサルタント 
アパッショナート合同会社 代表 　 

Web広告を活用したビジネス効率化の
専門家。 
 
1977年 埼玉県秩父市生まれ。早稲田大学理工学部 卒業、早
稲田大学大学院理工学研究科 修了。15年以上の経験を持つ、
元プログラマ＆システムエンジニア。社員数5,000人のシステ
ム開発会社では開発費1億円以上のシステム開発に携わる。独
立起業後には県立美術館のシステム開発にリーダーとして参画
する。現在は、一人起業家向けに売上1億円規模のプロモー
ションのWeb広告運用を行っている。 
  
卵料理が大好きで、1日に10個分食べることもある。 
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サービスメニュー 

売上を上げたい一人起業家のための 
オンライン勉強会 
「たまごアカデミー」 
https://academy.tamago.love/lp/ 

 

「Facebook広告運用代行サービス」 
http://appassionato.co.jp/fbad/ 

■個別コンサルティングについて 

ただいま、個別の起業コンサルティングは受付を停止しており
ます。「倉林に質問・相談したい」「倉林のコンサルティング
を受けたい」という方は、オンライン勉強会「たまごアカデ
ミー」をご検討ください。 

「たまごアカデミー」は、月額3,000円と超格安で倉林に相談
できる場です。テーマは起業全般です。Facebook広告につい
て聞いてくださってもかまいません。 

ぜひ一度お試しくださいね！
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