
情報発信の基礎から超級を体得し 
数えきれないほどの人に貢献しながら 
新時代で活躍する真のリーダーを育成する 

AXIS NEXT 
-Community Business Master Club- 
すべての情報発信に”コミュニティ化”のメソッドを取り入れることで 

必死にセールスしなくとも、圧倒的に安定した売上を出す方法を伝授します 

どうも！和田です。 

いよいよ、AXIS３期である『AXIS NEXT』の募集をスタートします！ 

今まで 

AXIS CBMC ONLINE（１期） 
AXIS CBMC The Real（２期） 

と２つの形式のアクシスを運営してきましたが 
今回のアクシスが過去最高で、最大のコミュニティになります。 

なぜそう言い切れるのかというと、今期は今までの全ての経験を踏まえて 
オンランコースと勉強会コース、そして実質フルコンサルの伝授コースという３つのコー
スでスタートするからです。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



これから僕は本格的に、フリーランスのための専門学校作りにコミットしていきます。 

この学校は数千人規模の大きなコミュニティになるので 
運営をサポートしてくれる複数人の仲間が必要です。 

だからこれからのAXISで 
将来、僕と一緒に最高のコミュニティを作って 
日本を盛り上げていきたいと思ってくれる仲間を作りたいんですね。 

そしてそのためには起業家として自立し、きちんと売上を上げながら 
情報発信者として自分でもコミュニティを作れる実力のある 
本物のリーダーを育てていく必要があります。 

だから今回のAXISから 
そういった本物の起業家、マーケッター、 
リーダーを作っていくために大きく舵を切ることにしました。 

AXISは「情報発信ビジネス」「コンテンツマーケティング」を 
マスターするための情報発信コミュニティです。 

どんなコミュニティかというと 

早い話がブログやSNS、メールマガジンなどで 
自分の好きなことや得意なことを発信してお客さんを集めて、 

そのお客さんに対して独自の商品やサービス販売をしたり 
あるいは他の人の商品を紹介（アフィリエイト）して 
マネタイズしていく方法を教えるコミュニティです。 

そしてその全てに”コミュニティ化”というエッセンスを加えます。 

そうすることで新規客の獲得に疲弊することなく、 
リピーターさんに囲まれた安定したビジネスになっていくからです。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



「コミュニティビジネス」をマスターすることができれば 
１００人以上の規模のコミュニティを作ることもできるようになります。 
（実際にこれは今まで僕も何度も作っています。） 

するとどうなるかと言うと 
自分が心の底から広めたいと思っていることの価値が理解され、 
一気に広まっていくようになります。 

情報発信をすると、本当に人生が変わります。 
それこそ、情報発信しない人生と比較すると天と地ほどの差があると言えます。 

これからその理由をお話していきますので、是非最後までご覧ください。 

広告費０で圧倒的な結果を出す 

いきなりですが、僕はこれまでに累計６５００万円の売上を 
情報発信だけでも上げていて、その売り上げの９０％以上は利益です。 

売り上げを上げた形式も様々で 

セミナー、個別コンサル、グループコンサル、コミュニティ運営、サロン運営、メルマガ
アフィリエイト、サイトアフィリエイト、オンライン講座、代理店業、デジタルコンテン
ツ販売、etc… 

と、情報発信の主要なマネタイズ方法は全て網羅しています。 

しかもかけた広告費は０（ゼロ）。。 

・・・おそらく業界でこれだけ深く情報発信に取り組んでいる人間も 



珍しいのではないかと思います。 

もちろん、世の中にはメールマガジンで新企画を発表する度に数千万円を売り上げて、 
年商でも１億とか２億とかを稼いじゃう人もいるわけですから、彼らと比べたら僕もまだ
まだです。 

ですが、彼らの多くはメールマガジンの読者が１万～１０万人もいたり、 
情報発信歴も長い大御所の方なんですね。 

一方の和田・・・読者数は2000名ほどです。 

しかもこの読者さんは、この３年間で集めた方ばかりなので 
情報発信を本格的に始めた2016年1月～12月の間なんて、300人もいませんでした。 

それでも僕は少ない読者さんと徹底的に向き合ったことで 

2016年7月に初セールスしたLast First Class Sellでは、 
132万円の売上をたたき出し 

2016年10月にセールスした個別コンサルでも、 
240万円の売上を出すことができました。 

2017年1月～12月においては 
年始の読者数500人の状態から、最終でも1000人足らずの読者数で 
累計2500万円の利益を出すことができています。 

例えばこちらの画像をご覧ください。 



 

これは僕が2017年4月に公開した「Essential Basic」という企画に 
参加してくださった方の一覧なのですが 

３ヶ月で49,700円という、決して安くない企画にも関わらず、 
69名の方に参加していただくことができています。 

次にこちらのスクリーンショットもご覧ください。 



 





多すぎて見にくい！ 

って思うぐらい長いスクショになっちゃいましたが 

これは昨年のとある月のPayPal取引になります。 
(マイナス表記のところは口座への引き出しです。） 

これでも全取引の約半分なので、実際はPaypal決済だけでもこの倍ぐらいありますし 
銀行振込も含めると３倍ぐらいの収益になります。 

そしてこれは決してこの期間だけではなく、 
僕は毎月だいたいこうなっていて（むしろ少ない方） 

Le Petit Secretや凱旋セミナーの販売をした時は 
１週間分の売上だけで、だいたい４～６ページになりました。 

また、この他にも僕は 
10,000円のセミナーに広告費無しで50人を集めたこともありますし、 
60万円という高額なサービスに、12名もの方が参加してくださったこともあります。 

つまり、情報発信で売り上げを出す上で 
読者数は多ければいいってわけではないんですね。 

これだけ多くの人と関わるようになると、よく 

『どうして和田さんは、そんなに短期間で異常な結果が出せるのですか？』 
と聞かれることがあります。 

これは1人にだけ言われたのではなくて 
今まで何人もの方に言われてきたことです。 



今日はその秘密を公開しようと思います。 

どうしてそれを今回公開するのかと言うと、 
僕にはどうしても叶えたいことがあるからです。 

起業家を育成するための教育機関を作る 
 

（AXIS熱海合宿の様子） 

これは３年前からずっと言っていることなので 
僕のメルマガ読者さんであれば、何度か聞いたことがある話かもしれませんが 

僕は近い将来、1000人の起業家を輩出するための専門学校を 
作りたいと思っています。（冒頭の話ですね） 

とはいえ、既存の専門学校のように 
大きな校舎をどーんっと都会に設置するつもりはなくて、 
基本は「オンラインだけ」でも全ての講義を受講できるようにします。 



勿論、オンラインだけで完結させずに、 
オフラインでも学生同士の繋がりを作れるように 
まずは日本中に、各２０名くらい入れるような空間を作ります。 

イメージとしては、コワーキングスペースをイメージしていただければなと。 

そして僕も、普段ネットでコンテンツを配信している講師の方も、 
そのコワーキングスペースに頻繁に出入りするようにします。 

また、「学生」と「講師」という垣根をぶっ壊したいので、 
学生にもどんどん前に出てもらって、講義を行ってもらい 
コミュニティ全体にエネルギーが循環するようにしたいと思っています。 

提出していただく課題や、進級テストでは「実践」に最も重きをおき、 
例えば 

「Aというビジネスで月商１０万円達成できたらポイント＋１０」 

「Bというビジネスを、Cという戦略だけで 
月商５０万円の規模にできたらポイント＋３０」 

みたいな形式にして、その年の総獲得ポイントが５０ポイント以上なら 
進級できる、というようなスタイルを考えています。（勿論まだ構想段階ですが。） 

こんな感じで専門学校の話を語り出すと止まらないので（笑） 
学校の話はこの辺にしておきますが 

僕は将来、こういう「コミュニティ」を作りたいと本気で思ってるんですね。 

だからそのために２０１６年から様々な企画を通して、 
「自分軸で生きれる人」を増やす活動を行なってきました。 



そうして成長した方の中から、将来僕と一緒に 
コミュニティを盛り上げてくれる仲間ができればいいなと思ってますし、 
こうして力を持つ人を増やす過程で、日本がよりよくなっていくからです。 

情報発信ビジネスの本質 

それではそろそろ込み入った話をしていきましょう。 
 

影響力を持ったリーダーになるためには、 

「情報発信力」や「指導力」「企画力」 
「マーケティング力」といった 
総合的なスキルが必要になってきます。 

それらすべてを含めて、僕は「情報発信ビジネス」と呼んでいるのですが 

僕は情報発信ビジネスの本質は、コミュニティ化にあると思っています。 

ここで言うコミュニティ化というのは 
別にコミュニティを作るという意味じゃありません。 

コミュニティビジネスというのは 
全業界で行われている、現代マーケティングの本質なんですね。 

例えば僕は以前、秋田にある老舗味噌蔵 
 
「Yamamo Miso and Soy Sauce Brewing Company」さんにお邪魔してきました。 



こちらの味噌蔵は慶応3年(1867年)創業で、 
これまでずっと先祖代々の古き良き伝統を守ってきたのですが 
 
顧客の消費行動の変化、人口減少、高齢化の煽りを受けて 

「このままだとそのうちダメになるなー」 

って感じた、現在の代表の高橋さんが 
味噌蔵をこれからお話するスタイルに"変化"させていったのです。 
 

（秋田の老舗味噌蔵：Yamamo Miso and Soy Sauce Brewing Companyさん） 

皆さんもご存知の通り、味噌蔵ってお客さんに 
”変化を求められてない”　ジャンルです。 



醤油も、お味噌も 

「変わらない味を提供してほしい」 

ってお客さんは思っているわけで、 
いつも使っている調味料の味が急に変わったら困りますからね。 

だけど、会社としては 
変わらなければ次の時代に生き残れないわけです。 

 
 
競合も増え続けますし、強くなり続けますし、 
AIやITの発展で、職人がいなくても作れるように 
なっちゃうかもしれませんから。 

だから、現在こちらの味噌蔵を継がれている高橋さんは 
変化を求められていないこの業界に 
”異質”と感じられるほどの変化を取り入れました。 

それが 
 
「コミュニティ化」です。 
 
 
実際、高橋さんが仰っていたことは「アート」の話なのですが 
僕的には「コミュニティ化」と言った方が近いかなと。 

 
何故僕がそう思ったのかと言うと 
 
 
高橋さんは味噌蔵を”公開”して 
お客さんが自由に見学できるようにし 
 
実際にお客さんに生産工程を見せることで 
製品の背景をイメージできるようにして 



 
見学後は、実際にその生産工程で作られた味噌を使ったスープと 
７種類の味噌をお客さんに提供して、味覚でも楽しんでもらいつつ、 
 
スープを楽しんでもらっている間に 
今の経営スタイルに行き着いた”ストーリー”や 
大事にしていることやブランドコンセプトの話をすることで 
 
お客さんを作り手側に巻き込んで楽しませていたからです。 

そうして自分が持つ「コア」に共感してもらうことで 

その場にいたお客さん全体に「一体感」を感じてもらって 
目に見えないコミュニティをその場で作っていたんですね。 

でもってこの味噌蔵には、テーマパークにも確実にある 
「お土産コーナー」が沢山！ 

味噌蔵なのに 
Tシャツ、マグカップ、ジーンズ、バッグなども 
自社で生産したものを販売してましたからね。 
（しかもめっちゃくちゃオシャレ！） 

 
高橋さんは、味噌蔵が持つストーリーを共有することで 
そのストーリーに共感した人達によるコミュニティを形成して 
帰り際に「お土産」も購入してもらい、利益率とリピート率を上げていたのです。 

これはコミュニティ化のエッセンスを取り入れたからできたことです。 

時代に取り残されないように。 



高橋さんは、こうやってお客さんを「作り手側」に巻き込んで 
ブランドに興味を持ってもらうことで 
 
他の味噌蔵とのラットレースから降りて、 
独自の世界観の中でビジネスができるようになっていました。 
 
 
でももし、高橋さんが現状維持に留まって 
古き良き伝統のみで戦っていたら 
 
きっと数十年後には会社にピンチが訪れていたと思います。 
 
 
ご存知の通り、今はSNS全盛の時代。 
 

デザイン性もそうですが 
コンセプトが独自化していて 
それが「おもしろい！」と思われれば 
 
SNSでのシェアで一気にお客さんは増えて、 
口コミだけでも新規顧客の獲得には困らなくなります。 

 
そして事業に「コミュニティ化」を取り込むことで 
顧客のリピート率とLTVも上げることができて 
長く繁栄するビジネスを作ることができる。 

 
高橋さんはそのことに気付いて 

 
”これまでの伝統を踏まえて 
そこに新しいエッセンスを取り入れた” 

のです。 

伝統をただ守るだけじゃなくて、 
時代に合わせて変化を取り入れたことで 



他社と一線を画すブランドとなり、 
結果的にそれが「会社を守る」ことになったんですね。 

これは世界中、ありとあらゆる業界で行われていることです。 

例えば、あの有名な「USJ」も 
コミュニティ化によって売り上げを伸ばした事業です。 

日本最大級のテーマパークの 
裏に潜むマーケティング 

抽象度を上げると、USJも一つの大きなコミュニティと言えます。 
 
実際USJの中には、それぞれが違った色を持つアトラクションがありますよね。 

ハリーポッターのアトラクションがあったり、 
ミニオンのアトラクションがあったり、 
ジュラシックパークのアトラクションがあったりするわけです。 

そしてそれらすべてに独自のコミュニティが形成されています。 

どういうことかというと 
ハリーポッターのアトラクションには 
ハリーポッターに興味を持った人達が「一時的」に集まって、 

「ハリーかっこいいよね！」 

「ロンおもろいよね！」 

「ハーマイオニーかわいいよね！」 



「っていうかバタービール売ってるじゃん！行ってみようよ！」 

みたいな共通言語を使った会話を繰り広げているわけです。 
（つまりコミュニティ化しているわけです） 

それが、各アトラクション毎に起こっているので 

普通に考えれば、しっちゃかめっちゃかな空間になって調和が取れないはずなのですが、
USJはそれをやってのけています。 

要は、一つの空間にハリーポッターがいてもいいし 
ミニオンがいてもいいし、ジュラシックパークの恐竜たちがいてもいいように 
設計されているわけです。 

実際、USJにいるお客さんは 
その都度、「一時的に」どこかのコミュニティに所属するけど 
その後に他のコミュニティにも遊びに行ってますよね？ 

さっきまでハリーポッターと遊んでた人が 
今度は恐竜と遊んでるわけです。笑 

冷静に考えたらやばいですよこれは。笑 

魔法で遊んでたかと思ったら 
今度は太古の生物と遊んでるわけですから 

「あんたらいったい何がしたいねん！！」 



と大阪中のおばちゃんから 
ツッコミが入っても何もおかしくないことが 
平気で起こってるわけです。笑 

では、どうしてこんなことが起きるのか？というと 

USJはこうした一つ一つのコミュニティを統合することによって 
独自の世界観を作っていて 

「USJという一つの大きなコミュニティ」 

に人が集まるようにしているわけです。 

だからみんなが口にするのは 

「ハリーポッター乗りに行こう！」　じゃなくて 
「USJにいこう！」　なんですね。 

これはアパレル店舗でいうところのセレクトショップと同じ理屈です。 

例えば超人気セレクトショップの「エストネーション」に行く人達は 
「ヴァレンティノ買いに行こう！」なんて言わないのです。 

「エストネーションに行こう！」ですよね？ 
（バイマやってない方、失礼しました） 

話をUSJに戻しますが、 
お客さんは各アトラクションではなく 
「USJの世界観」にお金を支払っているのです。 



では、どうしてUSJはそんなことができるのか？ 

それは、抽象度の高い「ビジョン」によって 
各コミュニティを統合しているからです。 

USJのビジョンはこうです。 

”私たちは、ゲストの期待を常に上回る「ワールドクラスの体験」を提供し、 

世界のエンターテイメント・リーディングカンパニーを目指します。 

そしてこのビジョンを達成するためのUSJのミッションはこうです。 

”私たちはありえない 

ワクワクドキドキをゲストにお届けします。 

私たちで最高の職場を創ります。 

私たちが会社を成長させ続けます。” 

↑つまりこのミッションを具現化したもの一つがテーマパークであり、 
それを構成する要素が各アトラクションに過ぎないんですね。 

だからUSJは自社のビジョンを一般の方に受け取ってもらえやすい形に短くして 

（わーお）「世界最高を、お届けしたい」 

というキャッチコピーを作って、お客さんを集めていますよね。 



このようにして、ビジョンを持ってコミュニティを設計していけば 
多くのコンテンツ（アトラクション）を作っても、調和が取れるようになるのです。 

これも「コミュニティ化」というエッセンスを取り入れたからできたことです。 

より高次元の情報発信者へ 
コミュニティ化のイメージを強めていただくために 
まずはリアルビジネスの話をさせていただきましたが 

 
情報発信ビジネスでも、 
「コミュニティ化」というエッセンスを取り込むことで 
他の発信者と全く違う次元でビジネスができるようになります。 

例えば僕は、わずか130人のメルマガ読者に 
3万円の講座を販売して、41人を集めたことがあるのですが 
(通常成約率は8%以下になるのが普通なのですが、この時の成約率は30%を超えています) 

 
この時に僕が行った戦略も「コミュニティ化」でした。 

どうやったのか？と言うと、 

 
事前に全読者向けに「無料の企画」を公開して 
その企画に参加してくれた人達と密に連絡を取り、 
企画を盛り上げていったんですね。 

すると、この企画を通して僕の価値観に共感してくれた仲間の多くが 
その後に開催した有料講座にも申し込んでくれたのです。 



どうしてこんなことが起きるのかというと、 
人は自分が関わった企画は応援したいと思う気持ちがあるからです。 

 
例えば「一緒に漫画作ろうぜ！」という企画があったとして 
趣味のレベルかもしれないけど、楽しいからみんなで漫画を作ったとします。 

で、それがたまたま出版社の方の目に止まって 
なんとコミックとして出版されることになったら、、 

絶対にみんなそのコミックを買いますよね？ 
 
 
だって自分が関わった企画なわけですから。 
愛着があるので「応援したい！」って思うのはとても自然なことです。 

 
僕はよく、こんな風に何かを新しい有料企画を始める前には 
無料でプチ企画を行って、一緒に企画を盛り上げてくれる仲間を集めるようにしていて 

 
そうして出来上がった目に見えない、無形のコミュニティの存在によって 
その後リリースする企画が必ず大ヒットするという流れを作っているんですね。 
 
 
こんなことを僕は1度ではなく、何度もやっていて 
僕が少ない読者数で多くの売上を上げれているのは 
僕がコミュニティ作りのプロフェッショナルだからです。 

このように、コミュニティ化というのは 
あらゆるビジネスに応用が効く、本質なんですね。 

”情報発信すれば幸せになれる”の嘘 



コミュニティ作りを本当の意味でマスターできれば、 
 
自分の価値観やサービスのコンセプトに共感してくれた人だけを集めて 
安定したビジネスを作ることができるのですが 

逆にこのコミュニティ作りがしっかりできてないないと、 
生活費のために毎月必至に新サービスをセールスしないと売上が出せなかったり 

 
嘘や誇張表現を使って、本当は良くないものを売るようになったり、 
コンサルなどの費用対効果の低いサービスに依存したビジネスになってしまうんですね。 

自由になるために情報発信に取り組んだはずなのに 
 
これでは永遠に自由になることはできず 
お客さんを喜ばせることも、家族を守ることもできません。 

正しく本質を学び、ものにできなければ 
”情報発信（さえ）すれば幸せになれる”というわけではないのです。 

誰にも知られずに月収３５７万円 
 
事実を正確にお伝えするために、少し暗い話もしましたが 

僕はこの「コミュニティ化」を応用して、 
わずか８００人の読者に数通のメルマガを送ったところ 
たったの１月で３５７万円の売上（ほぼ利益）を出したこともあります。 

僕は別に収入を自慢したいわけでもなく、むしろ表立って公言してしまうと 
ライバルにアンチテーゼ（和田はお金取ってビジネスを教える最低なやつだ！みたいな）
にされるだけなのでずっと黙っていたのですが 



一月で２００～３００万円の利益が上がったのは１度だけではなく、 
過去に十数回達成しています。 

これは”情報発信ビジネスだけ”の利益です。 

ご存知の通り、僕はバイマもやってますし 
マーケティングコンサルや、代理店ビジネスもやってますので 
全事業を合わせた収入はもっとあります。 

ただ共通しているのは、僕がやっている全てのビジネスには 
「コミュニティ化」の考え方を必ず取り入れているということです。 

僕の読者さんにはBUYMAをやっている人も多いので 
BUYMAを例に話すと 

僕はBUYMA活動において 
秘書さん１人だけで月1000品出品できる体制が整っています。 

なんでこんなことができるのかというと、 
僕はその秘書さんを中心に「コミュニティ」を作っていて 
 
コミュニティメンバー全員に「みんなのために頑張ろう」「チームを盛り上げよう」とい
う意識が根付いていて、全員の基準値が上がりやすくなっているからなんですね。 

BUYMAのプレイヤー業も、突き詰めるとコミュニティビジネスに辿り着くのです。 

コミュニティ作りのプロになる 

コミュニティ化することのインパクトを分かってもらいたいがために 
今のような話をしましたが、 
 



このようにコミュニティ作りさえできていれば 
どんなビジネスをやっても大きな結果を出すことができます。 

クレームもありませんし、本当に信頼できる仲間だけを集めることができるし、 
だからこそ高いリピート率も維持することができるようになります。 

そして情報発信は「コミュニティ作り」の最高の学び寺です。 

 
実際にオフラインの場を設けたりしなくても、 
インターネット上だけでもコミュニティは形成することができますから 
 
情報発信に取り組む方は、ノーリスクで 
コミュニティ作りを実践することができます。 

 
そこで培った力は、情報発信は勿論、 
その後にやる全てのビジネス、そしてビジネス以外にも活かすことができます。 

情報発信の世界は０か１００。１０はない 

しつこいようですが、コミュニティ作りのプロになれば 
 
毎月必死なってセールスをしなくても、 
新規客を集めるために多額の広告費を捻出しなくても、 
毎月安定して売上を上げることができるようになります。 

そして一度企画を作れば、毎月の収入にプラスして 
１００～３００万円のキャッシュを作ることもできるようになります。 

逆に、コミュニティ作りをマスターできなければ 

毎月必死にセールスして疲弊し 
読者さんからの信頼もどんどん無くなっていき 
どれだけ読者数があっても、売上は右肩下がりに減っていくことになります。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



そして一度信頼を失ってしまったら 

不満を抱えた読者さんがSNSや交流会でそのことを他の人にも話して、 
あなたの評判は口コミによって加速度的に悪くなっていきます。 

新規のお客さんだって集まらなくなっていくわけです。 

もしかしたら、あなたはまだイメージができないかもしれません。 
ですがこれは紛れもない事実。 

僕は情報発信のプロです。 

コンテンツSEO、SNS運用、ライティング、セールス、コミュニティ作り、マーケティン
グ・・・あらゆることを一人でやってきました。（４年も笑） 

そろそろコピーライターにセールスレターを任せたり 
コミュニティ運営を仲間に任せたりして 
自分の時間を作ろうと思いますが 

どうしても将来、みんなに情報発信を教えてあげたかったので 
４年間一人で研磨してきました。 

情報発信を教えるのに 
「セールスレターの書き方がわからない！スライドでいいんじゃね？」とかやばすぎます
からね。 

「コンテンツSEOがわからない！アメブロでいいんじゃね？」 
とかもう、、詐欺のレベルです。（でもそういう人もいらっしゃいます） 

そして、「コミュニティビジネスが理解できない」というのも 
情報発信者としては死活問題です。 



情報発信の世界は０か１００です。 

 
生きるか、死ぬか、と言ってもいい。 

 

「１００記事書いても月１万円すら稼げない・・・」 

なんて発信者は死ぬほど見てきました。 

BUYMAみたいな転売だとそうはなりませんよね？ 

どんなに適当にリサーチして出品しても、 
出品数をこなしていれば受注は入ります。 

極論、海外のセレクトショップから 
取り扱いブランドを思考停止で全品出品すれば 
誰だって月１万円以上の利益は出せますからね。 
 

でも、情報発信ではそれはないのです。 

だから、正しい方法を知る必要があります。 

そう感じたから、僕もこれまでに累計で600万円ほど 
情報発信ビジネスを学ぶことに自己投資してきました。 

コンサルを２回、コミュニティ８つ、スクール２つ、サロンを４つ 
教材・・・数え切れない笑 

そして僕はその全てを実践に移してきました。 

机上の空論ではなく、生きた戦術にするために。 



その叡智をすべて伝授するのが、『AXIS（アクシス）』です。 
 

ゼロからのファーストステップ 
 
「叡智をすべて伝授する」って大げさな表現をしましたが、 
いきなり難しい話をしたりはしません。 

まずは 

・どんなテーマで発信するのか（テーマ設定） 
・どんな人のために発信するのか（ターゲット設定） 
・お客さんにどんな理想世界を提案するのか（理想世界の設定） 

という基礎の基礎から教えていきます。 

また、Googleで検索上位を獲得できるようなブログ運営方法・ライ
ティングについても教えていきますし 

メールマガジンの始め方、ステップメールの書き方、各SNSの特
徴・運用方法といったことも１から１００まで教えていきます。 

きっとまだ全く発信していない方が過半数になるでしょうから 
ゼロからのファーストステップもきちんと踏まえていきます。 
（１期も２期も完全初心者の方がほとんどでした。） 

その上で、「超級まで」やります。 

既に情報発信をしていて、月収で１０～１００万円くらい稼げている方でも 
退屈することのない、エキサイティングなコミュニティを作っていきます！ 



あなたに最適なプランをご提案 

今回の企画は「コミュニティ」であって、「教材（講座）」ではないので 
「コンテンツ渡して、あとは自由にやってね～」みたいな教え方はしません。 

特に勉強会コース以上のコースでは 
コミュニティメンバー全員の状況を見ながら、一人ずつと徹底的に話し合っていきます。 

ですので、「この後どうしたらいいのかわからない」 
という悩みは感じる暇も与えません(笑) 

段階毎に最適なプランを僕がご提案させていただきます。 

そして今回の企画は（なんども言いますが）コミュニティなので、 
僕が上から一方的に教えるだけでもありません。 

それだと「縦」の関係しか作れず、グルコンになっちゃうからです。 

AXISではメンバー同士の「横」の関係もめちゃくちゃ大事にして 
とにかく楽しくて、快適な空間を作っていきます。 

そんな情報発信コミュニティ、「AXIS（アクシス）」の詳細は下記の通りです。 

AXIS NEXTの詳細 
今回のコミュニティは、 



「自分の軸を見つけ、発信していくことで 
多くの人に影響を与えられる人になろう」 

という意味を込めて、AXIS（軸）というタイトルを付けましたが 

サブタイトルに「Community Business Master Club」とある通り、 

メールマガジンも、ブログも、SNSも、企画作りもすべて 
「コミュニティ化」を意識することで 

最高の価値提供ができる 
個人起業家になっていってほしいと思っています。 

 
僕の元には（幸いなことに）、情報発信に関する 
ありとあらゆる質問が集まってきます。 

ですが、そのほとんどが「的外れ」で 
そもそも悩んでいるところがズレてるから 

1人で悶々として、結論を出して歩んでも 
一向に結果が出ないループに陥っちゃうんですね。 

よくある例だと 

・和田さんはコピーライティングはどうやって勉強されたのですか？ 
・メルマガスタンドはどこの会社を選べばいいのですか？ 
・このツールってどう思いますか？ 

という質問があるのですが、こんなのは極論全部どうでもいいです。 
 

例えばコピーライティングなんて「読者から搾取する」という意識じゃなくて 
「読者に価値提供する」という意識で書けば、それだけで一定レベルのコピーにはなりま
すし 



メルマガ配信スタンドだって 
今時どこも一定レベルの機能的価値はあるので 
どこ選んでも（最初の内は）大差ないですし 

ツールなんて必要ありません。 

というかツールに頼ったビジネスをしていると 
プラットフォームの規約変更等でツールが機能しなくなった時に 
共倒れになっちゃいますからね。 

勿論、コピーライティングのスキルを高めるのも大事です。 

メルマガ配信スタンドを気にするのも大事。 

でも、こういう質問をしてくる多くの人は 
”まだその段階ですらない”のです。 

コピーライティング云々の前に、 
そもそも記事がただの日記になってしまってたり 

「これを買えば人生変わります！！ 
なのにこれを買わないのは馬鹿です！ 
人生変えたかったら借金してでも買いましょう！」 

みたいな、ライティングスキルどうこうの次元じゃない文章を 
書いてる人ばっかりですからね。 

では、どうしてそんな文章になってしまうのかというと 
それも「コミュニティ化」を意識できてないからです。 

例え顔の見えないインターネット上であっても 
「コミュニティを作っている」というつもりで発信していれば 
選ぶ言葉はすぐに変わります。 



発信する内容も変わります。 

だから人が集まるようになり、本当にその場に 
コミュニティが形成されるんですね。 

そして適切なコミュニティ運営を行なっていれば 
自然とリピーターになってくれる方が増え、 

新規客の獲得に疲弊しなくとも 
安定したビジネスを創ることができるようになります。 

だから何よりも重要なのは、 
”コミュニティを作っている”というつもりで 
「情報発信」をしていくことなんですね。 

今はそれができる情報発信者だけが、生き残れる時代です。 

そしてそんな本物の情報発信者を僕は全力で増やしていきたい。 

そこで今回は、最高の学びを受けられるよう 
３つのコースを用意して、下記のカリキュラムでやっていこうと思います。 

 

■オンラインコース 

こちらは今回のAXISから新設したコースになります。 
オンラインコースでは 

「情報発信の基礎と本質をじっくり時間をかけて学びたい」 



という方のために 

半年間、メルマガやコンテンツを配信して、 
情報発信をオンラインのみで学べるようにカリキュラムをご用意しています。 

また、いつでも復習ができるように 
会員限定サイトも作って、そこにそれまでのメルマガや 
コンテンツをすべてまとめていきますので、自宅学習に最適なプランになります。 

他にも残りのコースのメンバーと一緒に 
日々の活動の報告・相談ができるように 
不定期でディナー会や、お茶会を開催したりもしていきます。 

まとめると、 

・参加型メルマガ 
・音声、動画によるコンテンツ配信 
・会員限定サイトへのアクセス権利 
・不定期オフ会への参加権利 
・合宿有料参加権利 

ここまでがオンラインコースの内容になります。 

今まで僕の講座に参加された方は 
Essential BasicやLe Petit Secretや 
Online Blog Marketing Schoolのような 
形式だとイメージしていただければと思います！ 

オンラインコースの参加料金は 
半年で５万円（税込）になります。 



内容的にはその辺の情報発信スクール（半年で３０～４０万円）で 
話されている内容以上のことを教えていきます。 

僕は情報発信を５年間やっていて 
直近３年間は毎年２０００万円以上の利益を出し続けていますので 
その全てを学べるとなると、正直やりすぎなくらい安いと思いますが 

僕が今回AXISをやる目的は 
自分のコミュニティを作れるような情報発信者を増やすこと 
なので、この参加料金となります。 

ちなみにこの講座は「半永久的に」続いていきます。 

半年間の講座期間が終わっても 
不定期で追加メルマガをお送りしたり 

メンバー限定のイベントも行っていこうと思ってるので 
実質、１年以上の講座になると思います。 

せっかく僕のコミュニティに参加してくれたメンバーには 
最高の環境で学んでほしいので！ 

なのでこれは「AXISオンラインコース」という 
コンテンツに対してお金を払うのではなく、 

「AXISというコミュニティの半永久参加権利」に対して 
お金を払うつもりで参加してほしいなと思います。 

『今は他に注力したいことがあるから 
まだゴリゴリ実践はできないかもしれないけど、 
この機会に情報発信を学んで、自分のペースのスキルを高めていきたい！』 

という方はこちらのコースにどうぞ！ 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



■勉強会コース 
※締め切りました※ 

下記に両コース共通で、お話する内容の一部をまとめましたので 
気になる項目をご覧いただければと思います。 

神話の法則を使った自己紹介文（プロフィール）の作り方 
人々を魅了する自己紹介文には型があり、その型通りに書き直すだけで、今まで見向きも
されなかった自分のストーリーが輝き出す場面を僕は何度も見てきました。僕自身の自己
紹介文も多くの先生方（情報発信を教えている人です）に評価され、モデリング対象と
なっているのですが、あれはかなり昔に書いたものなので、最新版のテクニックを皆さん
にはお伝えします。 

好きなことで情報発信し、最短でマネタイズする方法 
「好きなことでビジネスをする」というと、一昔前までは胡散臭く聞こえていたと思うの
ですが、今の時代は数多くのYouTuberやブロガーがそうであるように、「好きなことだ
けをして生きる」ということへの障壁が本当に小さくなりました。今回の企画では、具体
的に好きなことを発信して、ビジネスにする（しっかりと売上を出す）方法も解説してい
きます。 

コンサル生に今までの３倍、結果を出させる新・教育メソッド 
ネットビジネス系のコンサルタントの多くは、コンサルの勉強を１度もしたことがないま
まコンサルタントになっている人が多いので、コンサルタント＝ノウハウを教える人と思
い込んでしまい、思うように結果を出させてあげられないのですが、コンサルは「ノウハ
ウを伝えることを捨てる」と上手くいくようになります。（かといって何もしないのでは
なくて、ノウハウを伝える以上に難しいことをやる必要があります）そこでオンライン
コースではGoogleで検索しても出てこない、結果を出させられるコンサルタントになるた
めの正しい教育メソッドをお伝えします。 

自分が教えずとも繁栄していくコミュニティ運営ノウハウ 
通常、コミュニティといえば「自分が教える」ということを考える人が多いのですが、キ
ングコング西野さんのサロン然り、ホリエモンのサロン然り、「自分が教えないことで繁

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



栄するサロン」というのも、近年は多くなってきています。どうしてかというと、多くの
人を魅了する真のリーダーに必要なものが「ノウハウ」ではなく、仲間の潜在欲求を満た
すことにあるからなのですが、その本質についてお話していきます。 

人生のお役目に気づき、今後の人生の選択に迷いを無くす方法 
ある程度生きて、経験を積んでくると「自分はなんのために生きているのだろうか」「自
分には何が一番向いているのだろうか」ということを考えることがあります。自分の人生
に自信を持ち、自分が歩むべき方向性や在り方が明確になると、今まで経験したことがな
いようなモチベーションを保つことができるようになるので、その方法を解説していきま
す。 

不安、恐怖、悲しみを即断ち切り、未来のエネルギーに変える方法 
日々生活を送っていると、仕事のことや、家族のこと、恋人・未来のことで「不安」を感
じたり、悩みすぎて手が止まってしまうことがあると思います。そんな時に一瞬で感情を
キャンセルして、且つ生まれた感情を未来のエネルギーに変えるための方法をお伝えしま
す。オカルトに聞こえるかと思いますが、僕自身この方法を半年以上実践していて、完全
無欠状態になれていますし、僕のコンサル生にもシェアしたところ、多くの人が不安と上
手に付き合えるようになっています。 

一切クレームの出ない講座の作り方 
クレームが出るビジネスって多くの場合、「コンテンツの質が低い」ことや「値段が高い
こと」が原因だと思われがちですが、コンテンツの質や値段の高さはクレーム率の増減と
そこまで密接な関係はなく、最も大切なのは「集め方」なんですね。そこでどのようにし
て人を集めれば、クレームが出ない講座（企画）が作れるのかをお伝えしていきます。 

多くのブロガーが月収１００万円を達成することができない本当の理由 
よく、ネットビジネスの世界では「アフィリエイターの95%が月に1万円も稼げていな
い」と言われていますが、そのアフィリエイターっていうのがブロガーになります。でも
これはブロガーの能力が低いのではなくて、ブログ業界とネットビジネス業界がうまく絡
み合ってないが故に、彼らはネットビジネス系の人々が当たり前のように分かっているこ
とが、分かっていないのが問題なのです。これまでに３００人以上のブロガーを見てきた
僕が、その真実をお伝えします。 



崩壊するコミュニティの作り方 
繁栄するコミュニティを作るためには、崩壊するコミュニティの特徴を学び、その方法を
選択しないということが近道になります。インターネットビジネスの世界は、低リスクで
次々とコミュニティを作れてしまうがゆえに、しっかりとしたコミュニティ運営ノウハウ
を学ばずに、安易な気持ちでコミュニティを作って崩壊させてしまう人がとても多いので
すが、それをやってしまうと永遠にリピーターさんができず、新規顧客獲得のために多額
のコストをかけて、どんどんジリ貧になっていってしまうので、そうならないためにも崩
壊するパターンを解説します。 

Googleで検索順位１位を獲得するためのコンテンツSEOとは？ 
これから情報発信をする方が見込み客を集めるための方法には、大きく分けて「コンテン
ツSEO」「SNS」「広告」の３つがあるのですが、その中でも最も集客の費用対効果が高
いコンテンツSEO(ブログを作ってGoogleなどの検索エンジン経由でアクセスを集める方
法)は、情報発信者であれば全員が身につけるべきスキルです。僕はこのコンテンツSEOを
活用して、１円の広告費もかけずに毎月１００～１４０人の濃い見込み客を獲得すること
ができています。その理由は僕がGoogleで検索上位を獲得し続けているからです。AXIS
では具体的にどうすれば検索エンジンで１位を取ることができるのかを余さずにお伝えし
ます。 

SNSで爆発的にメルマガ読者を獲得するためのライティングメソッド 

無料で見込み客を集める方法として、これからの時代に最も注目すべきものが「SNS」に
なります。「Googleを信用せず、インスタグラムのコメントを参考にする」という世代が
今の１０代なので、彼ら彼女らが今後世界の中心となっていくことを考えると、SNSでの
集客は今のうちにマスターしておく必要があります。多くの人がSNSで情報発信をして
も、全く反応が取れなかったり、「いいね」だけ集まって実際マネタイズに至らない理由
は、しっかりとしたターゲティングと、ターゲットに最適化されたライティングを行って
いないからです。今回の企画では「どういった層をターゲットにすべきなのか？」「どう
いうライティングをすれば、きちんとサービスを申し込んでくれる見込み客を集めること
ができるのか？」を解説します。 

などなど・・・がお伝えする内容の一部になります。 

最終的にはこの数倍・十数倍のボリューム感になります。 



影でAXISを支えてくれる仲間 

さて、実際にアクシスで情報発信を教えるのは 
最初から最後までずっと全て僕なのですが 

コミュニティで次々に出される課題の連絡や、提出期限前のアラート（リマインド）、勉
強会の募集＆締め切り連絡、ちょっとしたブログ周りの質問回答などを任せられる人がい
れば、もっと円滑にコミュニティを運営していくことができるので、今期もそんな人と一
緒にコミュニティを作っていこうと思っています。 

 
ただ、ここって割と重要な役割だと個人的には思っていて 
「情報発信」「ブログ」「マネージメント」に長けた人じゃないと、 
この役割は担えないなと思ったんですね。 

 
でもって、この”やいやい要求がうるさいであろう和田の要望”をフラットに効いてくれる
（時にはNOと言ってくれる)人でないと、秘書業務は務まらないので 

 
「そんな奴はこの世に1人しかいない！！」ということで 
今期も圖子大河（ずしたいが）にオファーさせていただきました。 



『圖子って誰！？』ってなる方は 
僕の読者さんにはたぶんいないと思いますが 
（メルマガ登録後１通目に配信される対談音声に登場する彼です） 

圖子は恋愛カウンセラーとして恋愛ブログを運営していて 
数々のキーワードで日本１位を取り、月間ブログPV数は50,000PV。 
 
最近は企業とのBtoB案件や 
サイトアフィリエイトを中心に活動している僕の旧友です。 
 
ちなみにBUYMAでもずっと稼ぎ続けているので 
ビジネスマンとして非常に優秀な男です。 

 
圖子はSEO集客とアフィリエイトに長けているので、 
その辺の相談にも乗ることができますし 

彼は人間理解の代名詞とも言える「男女関係」の専門家なので 
相手が何を言わんとしているのか、場の雰囲気や表情から 
瞬間的に意図を読み取ることにも長けています。 

 
実際、昨年彼と一緒に裏コミュニティを運営していたのですが 
驚くほど円滑にコミュニティが運営できました。 
 
その時僕はほぼ何もしていません。（おい） 

また、前期のアクシスでも彼が居たから 
僕は他のコミュニティ運営や講座運営、日々のメルマガやBUYMA、 
セミナー、コンサルなどをしつつもAXISを運営することができました。 

前期では圖子には主に、スケジュール管理と 
課題のアナウンスなどをしてもらってたのですが 
 
今回のAXISでは「オンラインコース」のメンバーサイト作りや 
「勉強会コース」以上のメンバーのフォロー、 
オンラインサロンの運営に携わってもらいます。 



以上がこれからスタートする 
『AXIS NEXT』の詳細になります。 

ここまでの内容をご覧になって 
 
「AXISのみんなと一緒に情報発信をマスターしていきたい！」 
 
と思ってくれた方は是非、飛び込んできてください！ 

情報発信の基礎から超級を体得し 
数えきれないほどの人に貢献しながら 
新時代で活躍する真のリーダーを育成する 

AXIS NEXT 
-Community Business Master Club- 

【内容】 
オンラインコースのみ限定追加募集 

（半年間のオンライン講座） 

・６ヶ月間の参加型メルマガ配信 
・音声、動画によるコンテンツ配信 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



・会員限定サイトへのアクセス権利 
・不定期オフ会への参加権利 
・Contents Business Master Club動画配布 
（約3時間半のセミナー動画×6回） 
 

⇨特典の解説はこちら！ 

【参加料金】 
５万円（税込） 

（銀行振り込み、Paypal払い。分割5回まで可） 

⇨お申し込みはコチラから 

一足先にAXISで学んだメンバーから 
感想文をいただきました！ 

ブログの方で公開済みですが 
AXISに参加してくれたメンバーから、素敵な感想文を沢山いただいておりますので 
そちらもシェアさせていただきますね！ 

フランス在住代表取締役 SAKIさん 

AXISって、「一人で頑張るより、みんなで頑張った方がもっともっと遠くにいける」そ
んなことを実感したコミュ二ティです。 

https://worldbuyersshop.jp/con/cbmc.pdf
https://48auto.biz/naobiz/touroku/thread70.htm


和田さんとコミュニティメンバーのおかげで、かなり高いところまで連れてきてもらいま
した。 

みんながいるから頑張れるけど、競争じゃない。でも、妥協はしない。 

こんな居心地が良くて、学びがある居場所があるんだなって思いました。 
ビジネスとしての成果も、圧倒的にありました。でも、そうじゃない確かな何かの方が心
に残っています。 

私は元々、結構一人で頑張ってしまうタイプです。みんなで群れるって、一人で頑張るよ
り結果に時間がかかるだけなんじゃないか。そう言う気持ちも持っていました。ただ、
AXISは違う、と初めて思えました。 

ブログを作って、発信して、それを通してサービスを売る。 
ビジネスの結果から言うと、私はブログを通してコンサルを販売し、胸を貼って言えるく
らいの収益を上げることができました。 

でも、それよりも大切なことを、たくさん学びました。 
もちろん稼ぐけれども、そこだけにフォーカスしない、コミュニティなんです。 



私は会社員をしていた時は、普通の枠、常識の枠にハマれなく、どんどん枠からはみ出し
ていく会社員だったので(笑)、仕事はあまりうまく言っているとは言えず、自信がありま
せんでした。 

でも情報発信は、自分がなんなら短所だと思っているところが、強烈な強みになるので
す。武器になるのです。 
でもそれって、一人でやったら、客観的な視点がないので、独りよがりになりがちです。 

どうやって強みにしていくかは、和田さんや、AXISのみんなが教えてくれて、そして自分
で考え、ものにしていきます。 

自信がつきます。 

自分を、信じることができるようになります。 

ブログだって、一人で作ろうと思ったら作れる。Wordpressの作りかた、記事の書き方は
ググればいくらでも出てくる。 
でも、どこまで質の高いものができるかと言ったら、疑問かと思います。 

AXISは、ノウハウほいっ、ではなく、ブログを作るにあたって、自分が何を発信すれば
良いか？自分とは何か？から掘っていくので、まずは人生の旅に出るような作業をしま
す。 

実際ブログを作る前のこの作業が相当なもので、走馬灯が出るくらい、自分や人生を振り
返りました。 
そして、そこから出てきた自分の軸、伝えたいことを基に構成していくのだから、一人で
はできないものが出来上がります。 

そして、それを世に出しました。 

ブログで世界に向けて情報を発信しました。 

私の世界が、変わりました。 

そして、関わってくれた人の世界も、変わりました。 

自分が渾身の想いで書いた記事を、言葉を読んで、それに共感した世界中の人が、コンタ
クトしてくれます。 
初めて知らない誰かからメッセージをもらったとき、衝撃でした。 



すごいものを知ってしまいました。 
大げさでなく、人生変わったと思います。 

私はこれからも、情報発信を通して、自分のポリシーである「世の中にはたくさんの選択
肢があって、どれを選んでもいい。」ってことを、伝え続けていきたいです。そして、
ちょっとだけ、世界を変えたい。 

伝えたいことがある人、でもどうやったらいいかわからない人、自分の強みってなんだろ
う？って思っている人、夜中までLINEで真面目なことからふざけたことまで仲間と共有
しながら頑張りたい、って思う人。 

稼ぐだけじゃない確かな何かを得たい人。 

人によって違うと思いますが、私にとってそれは、 

仲間という存在や、自分を信じることができるようになったこと。収益以上の、AXISで
得たものです。 

  

福岡在住BUYMAコンサルタントのNATSUKIさん 
 

私が和田さんの情報発信コミュニティーに入ったのは、率直に和田さんの発信とコンテン
ツの裏側が知りたい！と思ったからです。 



というのも、AXISに入る前は本業がBUYMAで、勿論収入もBUYMA１本のみでした。 

いずれは私のようなママさん方に在宅バイヤーという働き方を広めていきたいと思ってい
たし、自分の好きな美容や、家族の健康を考えた食卓作りなど、要するに趣味を楽しみな
がら仕事したいとうっすら考えていたんです。 

BUYMA実践者として、和田さんのメルマガは日頃から全て開封し、読ませていただいて
いました。 

最近は文字を読むことに疲れ、長文を読めない若者が多いと言われていますが、若くなく
とも(28歳)正直私もそのような類いで、メルマガを最後まで読み切ることなんてほぼな
かったのですが、和田さんのメルマガは、面白いし、タメになるし、なぜか毎回最後まで
読んでいるんですよね・・笑 

そんな和田さんが、情報発信コミュニティー『AXIS』を企画しているとの告知。 

いつか発信をはじめたかった私。 
趣味を楽しみ、それすらも仕事になるかも知れない将来の私。 
自身が実践してきて、周りも認める実績を出している和田さん。 
何よりお客さん目線で、好感と信頼を持てる和田さん。 

この条件とタイミングでのこの企画は、 
私のためにあるのでは？とさえ思いましたね。 

それが私がAXISに入った理由です。 

入らせていただいてからは、結果的に、ブログやSNSの発信を見て下さっている方々から
お問い合わせをいただけるようになり、募集をかけずともBUYMAコンサルティングを開
始することができました。 

細かいことを言うと、ワードプレスの立ち上げから、各SNSの特徴や、効果的なライティ
ング、コンテンツの作成方法、ビジネスの方向性、セールスの仕方、他にも多すぎて書き
きれないのですが、発信についてはAXIS１本で全て網羅できました。 

正直、学んでいる最中は情報量が多すぎて全てを受け取ることは不可能だと思います。 

私の実感として、発信を続けていると手が止まったり、あれ？これってどうすればいいん
だっけ？っていうことが、度々出てくるのですが、そんな時に和田さんがおっしゃってい
たこと、勉強会での内容がよみがえってきて、あとからあとから『こういうことか
あー！！』と、腹落ちすることが山ほどあるんですよね。 



私が発信していく中でつまづく問題に対しても、時には細かい解説付きの回答だったり、
時には思考させるための問いだったり、和田さんは勢いだけの根性論は全くなくて、冷静
に親身に向き合ってくださって、理解ができるまでわかりやすく教えてくださるので、納
得・安心して行動できます。 

実績も経験も知識もある男性は、わかりやすい説明が下手だったり、とにかく行動しろの
一点張りだったり、難しい言葉をやたら使ってくる(失礼)ことが多いのですが、圧倒的な
知識と実績を持ちながらも、こんなに的確に親身に愛情深く教えてくれる和田さんの存在
は今思うとかなり希少でした。笑 

女性は不安がベースにあったりするので、発信となると、PCオンチだし～とか、私にはム
リ～とかどうしても思いがちなんですよね。 

和田さんの読者さんや、AXISに参加したいと思われる方に女性がどのくらいいるのかは
分かりませんが、実績と、分析と検証の努力からのノウハウに加えて、データや理論に基
づいた道筋を見せてくださる和田さんのAXISは、自信がなくても、一から教えてもらえ
ますし、見通しが立たないと中々行動できない女性にも、断然おすすめします！ 
(私達の最初の発言を思い出すと、みんなかなり弱気だった気がする。笑) 

今後はAXISで教わったノウハウや思考を行動ベースで回していき、在宅バイヤー
(BUYMA)×内側からの美と健康(ファスティング)をテーマに、日本全国、沢山のママ達の
お役に立てていけたら本当に幸せです♡ 

もっともっと飛躍して、いつか恩返しできる日が来ると良いなと思います！ 

お読みくださりありがとうございました！ 

静岡三島の敏腕クリエイター銀河さん 

和田さんのブログ読者の皆様、こんにちは。銀河です。 
和田さんが『AXISの感想書いてー』と言うので書こうとしましたが、思うことが多すぎて
何を書こうか悩みました。 

正直に言えば僕はブログやWordPressの経験はかなり積んできているし、知識や技術だけ
で言えばたぶん和田さんより僕の方があると思う。でも僕は「ブログを使って読者に自分
のサービスを販売したこと」はありませんでした。 



「知ってる」のと「実践して結果につなげてる」のは大きく違いますからね。なので僕は
AXISで「結果までのルート」を見つけたかった。 
 

それともう1つ。単刀直入にいえば、単純に、「もっと情報発信について語り合いたかっ
た」。 

集団行動が嫌いな僕にとって「気の合わない奴らと過ごす時間」ってのは本当に苦痛。時
間の無駄にしか感じないし、ストレスだらけ。 

逆に「気の合う奴らと過ごす時間」ってのは本当に有意義だし、何時間でも語っていられ
る。好きなことについて話すだけだって面白いのに、それがお互いの人生をかけた最大級
のプロジェクトの話なんだから面白くないわけがない。 

そもそも「稼げるようになるかどうか」を考えているとしたら辞めたほうがいいかも。そ
れならセミナーやコンサル受けたほうがいいです。 

僕のイメージとしてはサロンはジムです。ジムに入会しただけでマッスルボディのモテモ
テになるかといえば別ですよね？ 



目的のためにはダルくても大変でもやらなきゃいけないことがある。でも自分だけだと目
的を見失ったりダラけたり迷ったり。 

それはあなただけではありません。みんな弱いし怠け者だからみんなでモチベーションを
上げて継続して、みんなで達成してみんなで喜ぶ。 

AXISは和田さんが主宰しているので、「和田直也」というフィルターを通して共感した人
が集まります。あなたがもし「和田さんの発信のファン」であれば集まってくる人と気も
合うし、話も盛り上がると思います。 

「そんな環境に身を置くことにお金を払う価値を感じるかどうか」 

小言が続くのでブログ記事書きました笑 気になる方は僕のブログにお越しください。 
  

「和田さんってどうなの？」がどうしても気になるならDMでもなんでもどうぞ笑 

  
※銀河さんの記事へは僕のブログのリンクからどうぞ！ 

元ジュノンボーイ。ダンサーで、アーティストで、ラッパーのヒロキ
君（Hiroki West） 
 



いきなりですが、僕の夢はグラミー賞を取ることです。 

３年間、某有名雑誌から生まれたダンス&ボーカルグループでリーダーと振付師をして色
んなメディアにでましたが、本当の自分と作った自分のギャップで苦しんでいました。 

自分の作品と想いを自分で届ける、自分の生きたいように生きる為に、まずは時間とお金
を作ろうとBUYMAを始めました。 

AXISに入る前は和田さんの元でBUYMAを学んでいました。 

しかし少し稼げるようになり、上手くいきそうな時に資金繰りで困って詐欺にあって300
万円の借金を負ったり、 

今までの人生も両親の離婚や、父親のDV(今は超仲良しですが)、いじめ、非行、精神病 

色んな辛いことがありましたが、音楽、情報発信を通してマイナスをプラスに変えること
ができています。 

また、AXISでブログを開設できたのは自分として大きな一歩で、１人だと必要なプラグイ
ンを入れるどころかワードプレスでブログを作ることもできなかったと思います。 

マーケティングを学べたおかげで、Twitterやインスタのフォロワーが300人代にも関わら
ず、クラウドファンディングでたった3週間という期間で約24万円を集め、ワンマンライ
ブを開催できました。 

勿論、自分でも死ぬほど動いたのでAXISに入るだけでは変わりませんが！笑 

でも行動すること、モチベーション維持に関しても和田さんは教えてくれます。 

もっと学べたなーと後悔もありますが。。。 

今はウェビナーで相談した結果、映像でのセールスレターの製作や、ライブビデオ販売に
向けて動いています！ 

正直経済的に厳しくて死にそうでしたが、リスク取った甲斐があったと思います！ 

人生辛いことが多い人は全部記事にしたら最高の記事になるので、情報発信オススメで
す。笑 



現役看護師ママ！コーチング発信者の優かおるさん 
 

和田ファンの皆様、初めまして。同じく和田ファンの優　かおるです^^ 

  

私はもともと、和田さんとは全く業種の違う看護師として働いています。 

そして看護師を本業として行いつつ、コーチングや情報発信を行っています。 

もうすぐメルマガも始めるので興味のある方はぜひご登録下さいませ( *́艸｀) 

  

なんでこんな全く違う業種が？って感じですよね。自分でもそう思います。笑 

始めは和田さんのBUYMAの情報発信をきっかけに和田さんを知り、現在では情報発信を
学ばせてもらいました！ 

今回はそんなAXISに入り、深く濃い時間を過ごした感想をお伝えしますね。 

  

【AXISに入った理由】 

私はもともと情報発信にとても興味がありました。 



「いつか自分のブログを作りたい」そんな思いはあったものの、一人ではなかなか行動で
きず何が正しいのかネットの情報だけで信じてやっていいのかなど多くの不安があり行動
に移せずにいました。 

メルマガなどに関しては、コーチングのスクールなどで少し学ぶ機会がありましたが、
ワードプレスなどのブログや情報発信自体に関しての学びの機会はなくどうしやったら学
べるか…と色々考えたり調べたりしているときにAXISの募集があったので「これだ」と
思い参加することに決めました。 

  

【AXISで変わったこと】 

変わったことというか達成できたことは、「自分のブログを作れたこと」です！ 

一人ではまず作れませんでした。まだまだ改良の余地は多々ありますが(^-^; 

それでも、「何もできなかった自分」に比べるととても大きな一歩だと思います。 

情報発信は私の活動において、とても大事な部分でもあるのでその一歩を踏み出せたのは 

とても良い意味で変われました。 

また、マーケティングやセールスレターの書き方の練習などをしたおかげで「なんとな
く」ではありますが、レターなどの書くことに対してのブロックはなくなったように感じ
ます。 

「一歩を踏み出せた」ことで、今後もより多くのことに挑戦していくことができます。 

  

【AXISに入って一番よかったなって思ったこと】 

私自身、情報発信で自分の活動や看護師の悩み、コーチングについての情報発信はもちろ
んですが「自分と同じように苦しんでいる人を少しでも救いたい」という気持ちもあり 

私は私自身の過去の経験やリアルでの状況なども綴りたいと思っています。 



そのなかで、私のクライアントさんが私のブログを読んでくれて「優さんだから、コーチ
ングをお願いしたいと思った。」と言って、ご契約をしてくださったことです。 

その方は看護師とは全く違う業種なので、看護師ネタとか読みづらいものが多かったなか 

そのブログも読んで頂き「逆に色々考えるきっかけになった」とも感想も頂きました。 

私のブログは正直、まだまだアクセス数は少ないです。 

でも、そのなかでもしっかりと中身が伝わった方がいたのが本当にうれしかったです。 

  

【こんな人にAXISをオススメしたい】 

ブログを始めたい 
情報発信について学びたい 
仲間と一緒に目標を達成したい 
和田さんから学べるものをどんどん吸収したい！← 
このような方は是非！また、「まだ情報発信したいものがない」という方でも自分を知る
ワークを行うことで自分の情報発信のかたちが見えてくると思います。 

BUYMAや他のことなどで収入が安定し、それでも心が満足していなければぜひ情報発信
を学び自分の好きなことで情報発信ビジネスに取り組んでみられては如何でしょうか？ 

今以上に、充実した毎日を過ごせるかと思います( *́艸｀) 

  

【今後の情報発信の目標やビジョン】 

現在はコーチング、看護師としての情報発信をメインで行っていますが、今後は私自身も
マーケティングや副業系、情報発信に関しても学び発信していきたいと思っています。 

看護師という自己犠牲の強い女性のメンタルを解放し、看護師の一人ひとりのライフスタ
イル・働き方改革を行っていきます。コーチングなども行い、目標達成を促していきま
す。これが達成した後にはより多くの女性を救い、必要に応じて副業・起業などもサポー
トできるようになりたいと考えています。 



看護師は自己犠牲が強い人が多く、離職率も高いのでまずコーチングなどでしっかりとメ
ンタルのサポートをしたいと考えています。 

しかし、現代ではメンタルの調整が必要な方が多いので「自己犠牲」「生きづらい」 

「ストレスが溜まっている」「なかなか行動できない」などこれらの言葉が響いた場合に
は 

ぜひ職業関係なく、コーチングを受けてみてくださいね( *́艸｀) 

世界を暮らすように旅するYOKOさん 
 

2年前までは、自分が情報発信をするなんて想像してもいませんでした。 

何にでも好奇心旺盛な私ですが、仕事においては本業である美容師が楽しい職業ではな
く、お金を稼ぐ手段になっていました。 

結婚をきっかけに、パートナーができたことで、自分が幸せにならないと相手を幸せにす
ることはできないと考えました。もちろん相手が幸せになれば、自分にも幸せがめぐって
きます。 



そう考えていたときに、私が選んだ新しい挑戦がネットビジネスでした。 
当初は漠然としていたものの、あるとき和田さんのブログに出会います。 

普段たいして文章を読む習慣のなかった私にもスラスラ入ってくる内容に魅了され、気が
ついたら和田さんのバイマ教材を買い、コンサルを受け、バイマで結果を出すことにまで
こぎつけました。 

アクシスのメンバーはみんな和田さんの発信が好きな人ばかりです。 

｢和田さんの言葉が刺さる｣ 
｢和田さんの文章が面白い｣ 

実際にメンバー達はそう口々に言います。 

私もそもそも多くの発信者のなかで、和田さんにひかれた理由を 
(私は他の発信者とさえ比べることもなく和田さんに突進しましたが) 
今となって掘り起こして、言葉にすると人間らしさがにじみ出ていたことにつきますね。 
私がバイマで初めて月商100万達成したときに、私以上に喜んで下さいました(^^) 

そんな和田さんにバイマを習い、結果が出てきた頃、次のステップに行くことを考えた
時、情報発信という選択肢はわりと自然な流れでした。 

まだ私がバイマで結果が出せていない頃から、懇親会などで情報発信の魅力を語る和田さ
んの姿がとても印象に残っています。 

そして、情報発信やってみようかなと思ったくらいの時に私の心に響いた言葉がありま
す。 

たしか単発セミナーで和田さんがおっしゃっていた言葉かと思いますが、 

｢自分の生き方全てがコンテンツになる｣ 
です。 

それまで、好きな生き方をしてきたつもりだったけれど、自分の好きなこと、自分の生き
方自体を発信して収入を得られるなんて、素敵すぎる‼ 
と思いました。 

そこからアクシスにはいって、自己理解というワークで、その自分の生き方について振り
返る機会がありました。 



そこで私は自分のことがもっと好きになれましたし、発信することで自己成長にも繋がる
なというポジティブな捉え方もできたこと、また自己理解の重要性に気づけたこと(発信
だけでなく人生において大切なことだと気づきました)が、アクシスの学びのなかで一番得
られて良かったことです。 

アクシスは現状、何を発信したらいいかわからない方にもお勧めです。 
自己を掘り下げることで、自分でも今まで気づいていなかった自分の可能性にも気づくこ
とができるかもしれません。 

そして、コミュニティ仲間とのフラットな関係性もとても有意義でした。 
皆、個々に発信テーマが違うことで、競合することはないですし、(バイマの発信でもそ
れぞれに個性があり、ターゲットも違います)自分の記事にたいしての客観的な意見がすぐ
に聞ける点は、少人数制コミュニティの利点かなと思います。 

また、ドメインの取得や、ワードプレスの使い方などの初歩的な部分から教えて頂けるこ
とで、早い段階で自分のブログを開設することができたので、私のようにせっかちな性格
にもあっていました。 

私自身のことでお話すると、自分と同じような価値観(自分のことをもっともっと好きに
なれるような生き方をしたい)を持っている方で、行動できない方、問題に直面している方
の背中を押してあげることがで、自分も一緒に成長できたらなと思っています。 

具体的に言うと、バイマを教えてあげる、世界を旅行しながら情報共有、地元高知の良さ
を伝えることで大好きな高知を活性化させたい、美容師の働き方改革、などですね。 

まだまだ、発信しきれていませんが、アクシスで学んだことを生かして、今年は情報発信
頑張ります。 

美味しいコーヒーにまみれたい あいさん 

和田さんとの出会いは、和田さんの情報発信、このブログの読者になったことに始まるの
ですが、和田さんが好きすぎて「個人コンサル」→「Freely」→「AXIS」と、和田さん
のサービスを受けております。 

まんまと戦略にハマってしまっていますが、今振り返ってみても、本当に楽しくて有意義
な時間だったなぁ。 
実はこの戦略についても学ぶことが出来ます。和田さん、策士です。 



バイマコンサルを受け始めた頃から、「次は情報発信」と言われ続けてきたので、
「AXIS」に参加したのは自然なことでした。 

その当時は、バイマである程度稼げるようになったら、発信者に回ってコンサル生を教え
るというのが当たり前な流れなのかな、と思っていたので、特に大きな野望もない私は
「やるやる～」という感じ 

ただ、そこからが苦悩の日々の始まりでした。 

「私はだれ？」「何が一番大事？」「何が一番幸せ？」… 
AXISでは、そんな答えの無いようなあるような答えたく無いようなことをひたすら考え
ます。 

そして人の前でそれを発言します。結構、辛い、苦しい、そして、楽しい。 

多分、この答えを考えることって、生きて行く上で一番重要なのに、目を背けたくなるよ
うなことで、だからこそ向き合えて本当によかった。 

そしてそんな恥ずかしいことも共有してしまうのだから、そして受け入れてくれるのだか
ら、AXISのメンバーは最強の仲間になります。 

もちろんブログやSNSの発信方法も学びますが、それ以上に、あなたの知らない自分を、
たくさん発掘出来てしまいますよ。 

AXISではひろきくんみたいに壮大な夢を掴みにかかっているような人もいて、情報発信
の世界は諦めかけていた夢があったりする人でもチャンスがある世界です。 



ただ、そこまで壮大な夢がなくっても、私のように好きなことを綴ったり、得意なことを
仕事にしたいと思っている方にも色々な可能性を見出してくれる世界でもあります。 

正直、ブログだなんて大層な…と思っていましたが、発信することによって自分の「感じ
る幅」も広がります。もちろん「稼ぎたい！」人にもお勧めではありますが、そうですね、
何か、最近ときめいてない人に始めていただきたいかな。 

今書いているブログは、愛してやまないコーヒーと、人生の三分の一を過ごしているス
ターバックスについてをメインに書いていますが、マネタイズについてはちょっと後回し
にしようと思っています。（「スタバ好きなんだよねー」と言ってみたにわかファンの方
は、ぜひこちらで勉強してみてください笑） 

実は今年、宣言しちゃったチャレンジがあるので、そちらが軌道に乗るまでは時々ブログ
程度になりそうです。 
でも、AXISやるんだったら入りたいしなー。みんなと会えなくなるの寂しいしなー。 

どこかで、もしかしたらAXISで、皆さまに美味しいコーヒーを淹れることが出来ること
を、楽しみにしています。 



スピリチュアル×理系女子 サイキックリーダーの理江さん 

【AXISは人生を変えてくれました】 

ちょうど、人生を通してやりたいことが見つかったタイミングでAXIS 2期の募集がありま
した。 

その時わたしは、やりたいこと（サイキックリーディング）が見つかったとはいえ、この
先、それを多くの人に知ってもらい価値を理解してもらうにはどうすれば良いか、方法を
わかっていませんでした。 

実はそれまで、情報発信なんて自分には縁がない、やりたくないとさえ思っていました。 
（Facebookのアカウントはありましたが、基本的に閲覧のみ。インスタもツイッターも
全然興味がなかった程です。） 

そんな状況だったので、AXISの募集を見た時、自分にできるようになるのか不安でした
し迷いもありましたが、直感を信じて参加することにしました。 

和田さんにはEssential Basicの頃からお世話になり、Freelyでお会いしていてお人柄は理
解していたので、この人が教えるなら大丈夫だろうと安心できた部分も大きかったです。 

こうして情報発信の世界に足を踏み入れることになったのですが、今振り返るとベストな
タイミングで最善の選択をしたと思います。 

AXISで過ごした半年の間は、日々、自分に向き合い続けることになりました。 

自分が考えていることを洗い出したり、自分の軸、理念、想いを言葉にしていく過程で、
頭の中にあるものが言語化され、文字で表現することで客観視できるようにもなり、自己
理解が深まりました。 

これはまさに、人生の方向性が見つかり、一生の仕事にしたいと思ったけれど、どこか自
信がなかったわたしにとってぴったりで、自分の殻を1枚1枚剥きながら進んでいくような
感覚がありました。 

今は半年前とは別人のような気分で、AXISで過ごした時間が人生を変えてくれたと本当
に思います。 



また、発信をする前の段階で 
「自分の掘り起こし」 
をするワークがあったのですが 
過去につらいことがいくつかあったわたしは、泣きながら当時を振り返ってワークをして
いました。 

泣きながら、って書くと、びっくりされるかもしれませんが、でもこれが良かった。 

心の奥に押し込めていた負の感情をすべて解放し、 
涙を流すことで浄化となり 
次のステージへ進むエネルギーに変えることができました。 

過去の経験に新たに意味づけをし、良かったこともそうでなかったことも、これからの糧
にする時間を持つことで、何を大切にして生きていくかや、どれだけ他人のために価値を
提供できるか考えるきっかけにもなりました。 

ブログの記事を書いてアップしたり、SNSに投稿することについては当初、かなりの抵抗
がありました。 

しかし、和田さんから絶妙なタイミングで課題が出されるので、少しずつブロックを破壊
しながら進むことができました。 

これこそコミュニティの良いところだと思いますが、ワークやブログにお互いコメントし
たり、励ましあえる仲間がいてくれたおかげで、支えてもらいながら過ごすことができま
した。 

振り返ると一段一段、階段を上ってきた印象です。 
1人では絶対にここまで来られなかったと思います。 

AXIS 2期では毎月リアルに会える勉強会があり、メンバーのみなさんにお会いするのが毎
回楽しみでした。 

合宿も開催されたのですが、自分ではおそらく気軽には行かないであろう素敵な場所へ連
れて行ってもらうことができて、貴重な経験をすることができました。 

候補地の中からサイキックリーディングで開催地を決定したのもいい思い出です。 



AXISは情報発信のコミュニティでしたが、発信のスキルを基礎から教わっただけでな
く、マインドも整えることができた半年間でした。 

自分の生き方、あり方に向き合った期間で、この経験は一生モノの価値があると思いま
す。 

自分が好きなもの/こと、得意だと感じることがある方、人のために動くのが好きな方、
自分のステージを上げたい方、そして仲間と一緒に頑張りたい方におすすめです。 

AXISの期間は終了しましたが、これからもっともっとブログの記事数を積み重ねてい
き、サイキックリーディングを活かして、多くの人が心から望む選択をし、Happyに生き
るお手伝いをしていきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

自分軸で生きるために本気になろう 

ここまでご覧いただき、ありがとうございます。 

情報発信をマスターすると『自分軸』で生きられるようになります。 

自分軸で生きるというのは、 

他人軸（他人の価値観やパラダイム）に依存することなく、好きなもの、嫌いなも
の、どこで住むか、誰と繋がるか、どんな仕事をするかをぜーんぶ自分の本心に
従って決めて、それを貫く生き方のことです。 



だから自分軸で生きられるようになると、本当に心から自由になることができるん
ですね。 

そして自分軸で生きることによって、あなただけのストーリーが生まれるので 
経済的な自由も後から必ずついてくるようになります。 

ですが、自分の本心に従って生きるということは 
全ての責任を自分で負い、他人に責任転嫁しない道を歩むということですので 
そう簡単なことではありません。 

・自分軸を見つけること 
・自分軸で生きられるだけのスキルを身につけること 

この２つを手に入れなければ、自分軸で生きることはできないんですね。 

つまり、スキルを身につけるために 
具体的な「方法論」も必要になってくるということです。 

だから僕は「自分軸で生きられる人」を増やすために 
様々なテーマ（方法論）で情報発信をしています。 

今回皆さんにお伝えした「情報発信」「コンテンツマーケティング」もその中の１
つです。 

１つと言いましたが、 

これほどまでに汎用性があり、ビジネスマンとしての力を養いながら 
しかも『圧倒的に』稼ぐことができるビジネスは他にありません。 



その点では、最高峰のビジネスであると断言できます。 

また、僕は情報発信のことを「仲間集めのビジネス」だと思っています。 

なぜなら、嘘偽りのない自分の想いや価値観を世の中に発信していると 
自然とあなたの声に共感した人が集まってきて、 
共通の「理想の未来」のために手助けしてくれるようになるからです。 

そうして多くの人の力を借りて、共に歩むことにより 
全員の力で「理想の未来」を手にいれることができるんですね。 

イメージはまさにワンピースの「麦わらの一味」です。 

グランドラインに入る前、レッドラインを超える時に 
一味全員が樽の上に足を置き、各自がグランドラインに入る目的を 
宣言した場面を覚えてますでしょうか？ 

僕にはあれが「みんなと一緒に歩みたいから言った」ように見えました。 

勿論、それぞれが口にした夢は本心だと思います。 

ですが、結果的にそれらは「一緒に航海する」ということに 
正当性を持たせるための「理由付け」になりました。 



現に、麦わらの一味は目的を達成することよりも、そのプロセスを一味全員で共有
して楽しみながら航海してますよね。 

そうして強く絡み合った絆（エネルギー）が 
結果的に全員を理想の未来へと導きます。 

けど、そのためには船長であるルフィに揺るぎない軸（Axis）が必要です。 
（ワンピースの世界ではそれを”信念”と表現してます。） 

これは情報発信者も全く同じ。 

今はまだ「軸」が無くても大丈夫です。 

けど、軸のない人の元に 
人は集まらないということを忘れないでください。 

情報発信を通じて自分の軸（Axis）を見つけ、育て、力を付け、 
沢山の人を巻き込みながら豊かになっていただけましたら幸いです。 

これからも一緒に成長していきましょう！ 

和田直也 

特定商取引法　プライバシーポリシー
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