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【著作権について】

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。

このレポートの著作権は田中＠読書ビジネスマンに属します。

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、

転売等することを禁じます。

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。

【再配布権について】

このレポートは再配布権付です。但し、著作権は田中＠読書ビジネスマンにありますので、内容を

変更することはできません。このままの形で、あなたのお客様への無料プレゼントとして、お渡しい

ただければと思います。

【その他】

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著

者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても著者・パートナー等の業務

提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

【推奨環境】

このレポートに記載されているURLはクリックできます。

できない場合は最新のAdobeReader を下記のページよりダウンロードしてください。（無料）

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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はじめに

こんにちは、田中＠読書ビジネスマンです。

雑誌メディアでは、ネット副業するサラリーマンの特集が増えてきました。

ネット副業すると、最初 1年間収入ゼロもザラですが、収入という指標では計り知れないビジネス

スキルアップのチャンスに恵まれます。

開始 1 年も経てば、収入が 0 円から 1000 円、10000 円と増加し、ホームページのアクセスも

10、100、1000 と増えていき、実際にお会いする人まで増えてきました。

出版社からの献本（書評を書いてほしいという名目で本を無料提供すること）、ネットビジネスセミ

ナー講師依頼、初心者の頃には想像すらしていなかった程に、仕事が広がっていきます。

ネット副業は難しいです。

特に、コネ無しカネ無しで独立して進めようとすると、的確な情報収集と後先考えない行動力が必

要になり、何よりも、6カ月間成果ゼロでも根気強く継続することが必要です。

私自身、この2年間の間で、3回、途中で辞めようとしました。

そして幸いにも思い直して、気持ちをリセットして復帰してきました。

途中でどれだけ挫折感を感じても、苦痛を感じることなく継続してくることができた要因の 1つとし

て、喫茶店で過ごした時間が挙げられます。

喫茶店を活用するまでは、そして、喫茶店を活用していなかったら、毎日終電帰りの家庭持ちサラ

リーマンが、ネット副業を2年間も継続して、軌道に乗せることなど到底できませんでした。

ネット副業、勉強、会社の残務、一人で何かに集中するとき、喫茶店が最適な環境です。

当レポートを読み終えた頃には、あなたも駆け足で喫茶店に向かっているかもしれません。
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第 1章：喫茶店での作業がはかどる理由

自分でやると決めたこと以外、何もできない環境だから、何か 1つのことに集中したいのなら、こ

れ以上の環境は無いのではと思います。

あなたの集中を妨げる誘惑が少ないんですね。

しかも、あなたの集中している姿を監視してくれる他のお客さんがたくさんいる。

あるスポーツ選手の記事に書いてありましたが、「ジムで誰かに見られているときが一番集中でき

る」、これは本当に当たっていると思います。

自分一人だけだと、どれだけだらしなくなっても誰の目にも止まらないので、ずるずると仕事以外

の誘惑に駆られて、本来やるべきことが成し遂げられていないということがあります。

人々の目に止まる、だからと言って、話しかけられることは滅多に無い、この適度な距離感こそが

集中力の持続に適していると言えるでしょう。

逆に、喫茶店以外の作業環境と考えられる自宅、ファーストフード店、通勤電車、駅のホーム。

自宅で黙々と家族以外に集中する姿を家族に見せるのは、家族に対して申し訳ないですし、子供

の教育にも良くありません。

家族以外のことに集中しているのに、家族の目の前にいるのですから、話しかけてきてくれる家族

に対して心からの対応をするのが難しくなります。

他のことに集中している自分の姿を見せるぐらいなら、最初からその場にいない方がいいです。

2時間とか時間をビシッと決めて、喫茶店で仕事を済ませる。

2時間経った後は家族との時間にする、仕事をやらせてもらえた分、家族との時間は計画的で密

度の濃い時間にする。
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ファーストフード店では、例えばマックでは電源コンセントを無料で使うことができますが、声が大

きなお客さんが多くなりますので、集中することが難しくなります。

平日の昼間で人が少ない街だと、集中できそうに見えるかもしれませんが、喫茶店に比べて細部

で劣る部分が多く、集中力の持続という点ではやはり喫茶店に軍配が上がります。

通勤電車だと読書には便利ですが、座れないことが多く、人の目も近過ぎるので、パソコン作業に

は適していません。

駅のホームは意外とはかどりますが、持続性がありません。

作業に集中することが難しい環境にいるにもかかわらず、「集中できないのは自分の集中力が足

りないからだ！」と自分のせいにして、あえて険しい道を選ぶのも非効率です。

集中力がある人だからこそ、その集中力を最大限活かせるように、一番集中しやすい環境を選ぶ

ことが大切ですね。

集中できる環境から先に作ってやらないと、あなたがどんなに集中力があっても、集中したつもり

で実は大して集中できていなかった、ということが往々にして生じるかもしれません。

仕事は段取り如何で 8割の成否が決まると言われていますが、集中できる環境を作ることで 8割

の成否が決まると言っても過言ではありませんね。

作業に集中すること自体が困難だと、せっかくのあなたの能力も発揮のしようがありませんよね。
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第 2章：喫茶店代投資のリターンは大きい

毎日300円喫茶店代に当てると、月で 9000円かかります。

9000円、高いですね！

だったら、毎月9000円以上稼がないと元が取れないですね。

毎月9000円も投資しているのですから、それ以上に自分自身が成長して、サラリーマンとしての

仕事も生産性高くこなせるようにならないと、と考えてやる気がアップしますね。

そうですね、1日 300円投資するだけで、1日 300円分以上成長すればいいんですね。

その積み重ねは、サラリーマンとしての年収アップやネット副業の利益アップ、あるいは親しい仲

間からの援助など、様々な形となって、あなたに跳ね返ってきます。

ネット副業 1つを取っても、真剣に考えながらやると、会社の仕事にも活かせるスキルが本当に

色々と身に付きます。

文章表現力、読者視点、長期的戦略構築力。

逆にサラリーマンとしての仕事からも、ネット副業を加速させるスキルが身に付きます。

例えば IT機器エンジニアの私の場合、

すぐやる力、短期的計画力、打たれ強さ。

もちろん、まだまだ修行中の身ですが。

本業と副業それぞれで獲得したスキルをそれぞれに活かすことで、どちらも相乗効果的に成長ス

ピードを上げることができます。
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喫茶店という集中できる環境で、自分を冷静に見つめ直す時間を 1時間でも持つだけで、今あな

たが取り組んでいる仕事の意味を見出すことができます。

自分がやっていることに意味が見出せると、やる気が半端じゃなくアップします。

なりたい自分になるために必要なプロセスであり、日々ただ目の前の作業に集中するしかないと

悟るようになります。

途中で仕事に行き詰って燃え尽きたとしても、同じように喫茶店で冷静に自分を見つめ直す時間

を持つことで、先が見えなかった仕事に活路を見出して、復活することができます。

サラリーマンとして働いていると、毎日終電まで残業する生活に陥ることも多々あり、自分がこの

先どうなるのか見えなくなることがあります。

ここで自分を見失って流されてしまうと、本来自分がなりたい方向から道を踏み外してしまうかもし

れません。

喫茶店でのネット副業で、サラリーマンとして自分の軸をぶれさせず、サラリーマンとしてのスキル

をアップさせることが可能です。

喫茶店に1日300円　→　ネット副業の集中力加速　→　サラリーマンとしてのスキルアップ

本業でも副業でもスキルアップすれば、キャリアの自由度はグングン広がっていきます。

スキルさえあれば、それだけ周囲に流されず、自分をコントロールできるようになる。

将来の自由を手にするための投資が1日たったの300円です、安いものですね。
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第 3章：モバイル PCとネット環境は必須

初期投資として高く感じるかもしれませんが、自由な未来を手に入れるための趣味費用だと考え

れば気にならなくなります。

喫茶店での仕事を楽しむ習慣を持つことで、その分、他の娯楽習慣を絶つことになるのですから、

むしろトータル支出は減ることになります。

モバイル PCとは、軽くて持ち運びが簡単なノートパソコンのことで、ネットブックとも言われており、

最近流行ってきています。

ネット環境とは、イーモバイルや WIMAXが代表ですが、パソコンに機器を接続するだけで、自宅

や会社にいなくてもインターネットができることを指します。

私がビックカメラで購入したときは、イーモバイルが使いたい放題で月々 6800円、イーモバイルに

契約することを条件として、モバイル PCを 5000円で購入することができました。

今ではイーモバイル契約とセットでモバイル PCが無料で手に入ることもあり、お得です。

モバイル PCのメーカーとしては、私はASUSの EeePCを使っています。
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第 4章：家族の後押しを得る方法

家族、すなわち妻の後押しを受けるためには、当然ですが、家族の信頼を得ることが大切です。

いついかなるときでも全力を尽くすこと。

自分が家族との時間を削ってまで仕事に打ち込むことで、将来家族にどんな未来が待っているの

かを家族と話し合う時間を持つこと。

具体的にどんな長期的な計画を描いているのか、ビジョンを共有することで、家族はあなたに対し

て安心感を抱いてくれるようになります。

計画が具体的であればあるほど、そして、現時点で過去より実績が伸びているほど、自分から頭

を下げてお願いしなくても、家族はきっと協力的になってくれます。

あなたの未来に対して家族は時間という貴重な財産を投資してくれているんですね。

この事実を噛みしめて、今後何に取り組むにしろ自分の行動が、将来の自分の発展、ひいては家

族の発展に繋がっているかどうかを見通すことが重要です。

たとえどんなに否定されても、快適な未来を思い描いてもらえるように働きかけ続けることこそが、

家族の後押しを手に入れる秘訣です。

ただ、未来予想図だけでは説得力がありません。

今この瞬間、どれだけ計画的に、将来に繋がるような時間を提供できるかが説得力となります。

今までは特に計画も無く何気なく過ごしてきた家族との時間を、今後は計画的に、家族の期待を

超えるような生産性の高い時間へと創り上げます。

上記を実践すれば、家族と一緒に過ごす時間に目的志向と手応えが発生し、仕事力への直結と

いう側面もありますので、ネット副業やサラリーマン本業の進歩にも繋がります。

ジャンルは違えども、計画力という面では密接に繋がっているんですね。

Copyright (C) 2011 田中＠読書ビジネスマン
10



【田中＠読書ビジネスマン式】
初心者家族持ちサラリーマン向け　1日 300円ネット副業術＠喫茶店

第 5章：喫茶店を通じて広がる人間関係

職場の同僚と喫茶店で定期的にビジネストークしていたとき、その時間がとにかく新しい発見の連

続で、いつも楽しみにしていたものでした。

初対面の人や久々に会った大切な人と喫茶店で落ち着いて話すと、とにかく相手の話に集中でき

るので、過ごした時間がとても印象的に記憶に残ります。

家族と将来についての話をするときも、喫茶店に入ると、自宅で話すときよりも気持ちが引き締ま

って、会話が自然と生産的になっていることを実感できます。

例えば自宅にいるときは真面目に話すことがない父親とも、喫茶店でコーヒーをすすりながら人生

について語り合っているとき、この上ない貴重な時間だと感じます。

喫茶店は、何か1つのことに集中するのにとても適した環境です。

誰かと一緒に入ったとき、相手の話しに集中するのにとても適した環境なんですね。

実際に喫茶店内から聞こえてくる会話には、ビジネスの商談や悩みごとの相談が多いです。

また、パソコン作業や資格取得などの勉強に集中している人が多いです。

もはや喫茶店を上手に使いこなすことは、1つのビジネススキルではないかと思うほどです。

当レポートのように1冊の冊子にする価値があるテーマだと考えて執筆しました。

作業の集中だけではなく、人間関係を広げたり、円滑にしたり、深めたりするための 1つの選択肢

としても喫茶店は威力を発揮します。

喫茶店で過ごした時間が、あなたの人生を大きく変えるきっかけになることを期待しています。
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おわりに

いかがでしょうか、あなたも喫茶店で過ごす時間に可能性を抱くことができたでしょうか。

喫茶店1つで人生が変わる、これは本当です。

受験勉強、仕事、人間関係など、喫茶店で過ごした時間によって劇的に向上します。

もちろん、よく利用させていただいている当然の心がけとして、お店が混み合ってきたら席を譲る

など、喫茶店の迷惑にならない最大限の配慮は必要です。

それでは、今までお読みいただいてありがとうございます。

当レポートがきっかけで、あなたが何かに気付くことがあれば、著者としてとても嬉しいです。

もしお時間が許すようでありましたら、当レポートを読まれた感想をいただければ幸いです。

→　田中＠読書ビジネスマンへのメッセージ

もしご感想をいただいた場合、より多くの読者にお読みいただけるよう、当レポートの紹介文として

掲載させていただきますがよろしいでしょうか。

御礼としまして、限定特別レポート「【特選記事】本業でビジネススキルアップする副業術」をあなた

のメールアドレスにお送りさせていただきます。

著者のメインブログ　→　本業でビジネススキルアップする副業術

著者のメールマガジン　→　【限定版】本業でビジネススキルアップする副業術
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