
 

 

 

ところであなたは 

出版してみたい？ 

と思ったことはありませんか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、ずっとそう思っていました。 

誰一人わたしのことなど知らない無名のころから本を出版したいと思っていま

した。でも、出版なんて私には無理、、、と思っていました。 

 

ですが！意外な形でそれが叶うことになりました。 

しかも簡単に！ 

私のみではなく、私の周囲位の方々もです！ 

 

 

出版に興味のあるあなたは、ぜひ、以下も読んでみてください＾＾ 

 

 

あなたの好き！を形に！ 

趣味や経験を本にして換金してみませんか？ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こんなあなたにおススメです】 

★HSP繊細さんでマイペースに自分を表現したい 

★自分の経験をお金に変えたい 

★自由な時間自由な場所で仕事したい 

★権利収入が欲しい 

★自動収入が欲しい 

★人を一瞬で魅了したい！ 

★モテたい！ 

★文章を書くのが好き 

★顔出し無しやペンネームで OKの仕事で起業したい 

★夢実現したい 

★理想のライフスタイルを送りたい 

★無名の素人でも出版したい 

★ 出版が長年の夢 

★自分が『どうしたいのか？』というような 

自分のことがもっとよくわかるようになりたい 

★好きなことを形に！自分の趣味を生かしてみたい！ 

田舎っぺの普通の主婦が夢の著者に！ 



From 石田ゆりか 

田舎っぺの普通の主婦 

→夢の著者になる！ 

 

ところであなたは 

出版してみたい？ 

と思ったことはありませんか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、ずっとそう思っていました。 

誰一人わたしのことなど知らない無名のころから 

本を出版したいと思っていました。 

どうして本を出版したかったのか？というと。 

世の中に、怨念があったからです。 

 

私は捨て子で貧乏出身です。 

 

社会に出てからも、人間不信でどこの職場も続かず、職



場を転々としていました。 

 

「私は誰にも認められない」 

「こんなにがんばっているのに、悔しい。」 

「早くこの世が終わってほしい。早く年をとって死を迎え

たい。」 

 

毎日そんなことを思っている主婦でした。 

捨て子の私が唯一誇れることは文章を書くことです。 

 

職場の人たちには内緒でこっそり、ブログで新聞記事や

世の中の悪口をかいていました。 

が、悪口ブログなのにそれが意外とアクセスがあり、 

うさ晴らしもかねて,毎日匿名で書いていました。 

 

匿名は職場の誰かに見つかったらたまったもんじゃあり

ません！何言われるかわかりませんから。 

 

そんなことをしているうちに、文章を書いて、世の中を見

返してやりたい！と、思うようになりました。 

 



私が貧乏で捨て子なのは 

世の中のせい！ 

全て、世の中のせいだ！ 

そう思っていたからです。 

 

なので、四国のちょー！ど田舎の主婦でしたが 

本土で開催される出版セミナーに足を運んでいました。 

 

そこで、色々な情報を得ました。 

 

 

 

あなたは、出版には４種類の方法があるのは 

ご存知ですか？ 

出版には 

１、商業出版 

２、自費出版 

３、電子書籍出版 

４，オンデマンド (ペーパーバック)出版 

 

という、４つの出版方法があるということを。 

出版の４種類の方法をご存知ですか？ 



【自費出版】 

自費出版は、自分でお金を出して出版する方法です 

お金さえ出せばだれでも出せます。 

 

ただ、その金額は、３００万ほどだとか！！！ 

 

出版社さんもボランティアでやっているわけではないの

で。それもそうかと。 

でも、田舎の素人主婦には手の届かない金額。 

 

次に、 

【商業出版】という出版方法 

 

これは、 

出版社さんに企画を送り、 

出版社さんにその企画が通れば本が出版できる方法。 

 

でも、ある程度お客様がいて本を買ってくれないと 

結局、自費で購入し、売ることになるらしいです。 

もうすでに有名な人や、本を出版している人や、新聞、雑

誌に掲載されて活躍している人。 



そんな方々は、自主的に本を買って売り上げを上げるそ

うです。 

 

中には、アフィリエイターという商品を売るプロの方を雇

って本を売る方もいらしたり。 

 

、、、 

 

、、、 

 

でも、それもそうか。出すからには出版社さんに利益をも

たらさないと、そもそもボランティアでやっているわけで

はないもんね！ 

じゃ？なぜ？ 

無名の新人でも企画が通れば、本が出版できる可能性

があるのかっていうと！ 

新人は世の中にまだ出ていないので、売れ行きが未知数

に伸びるカモしれないからです。 

 

うーん。それは的確！ 

 



でも、そうとは言え。無名の田舎っぺ主婦の私では、お客

さんもいないし、自分で本を買って売るお金もないし、出

版には程遠いな。 

 

がんばったらできるのかもしれないけど。 

締め切りに追われるのとか。 

締め切りのために本を書くとか 

もう、そんながんばりはしたくはありません！ 

 

私は些細なことが気になるHSP体質で、公務員も２か月

で辞めたりと、みなと同じ環境で仕事をすることができな

いタイプだからです。どんなに、一生懸命がんばっても、

タイミングに合わせて仕事をすることが、全くできないタ

イプなんだと、自分に降参したんです。 

 

だから。 

自由な時間自由に書いて、自分のタイミングで 

出版できたら最高なのですが！！！！ 

 

そんなことを思って 

結局。出版は自分の道ではないな。と、諦めていました。 



だがしかし！ 

時を経た、ある日。 

 

なにやら！！！！ 

自分の働き方にピッタリな！ 

電子書籍という部類の出版方法がある！ 

ということを知ってしまったんです。 

 

しかも！その印税額にビックリ！ 

 

 

 

 

 

 

電子出版は、長文ブログをすでに書いている場合は、ブ

ログ 4記事５記事程度で OKだとか！ 

 

印税も、毎月入り、その印税額と言ったら！！！！！ 

書店で売られている紙媒体の本の印税は年に１回で、せ

いぜい７～１０％程度が相場。 

意外とチョー簡単！電子出版とは？ 

自由な時間自由に書いただけで夢の出版♥印税生活 
 

【電子書籍出版】は、自由な時間自由に書いたら Amazon からすぐ

出せて、文字数も紙媒体の出版の１/3程度！ 



対し、電子書籍は７０％印税設定ができるというので

す！ 

 

キラリンと！初恋のように『諭吉さん』にトキメキました♥ 

 

 

 

 

 

 

電子書籍出版の印税額にキラリンとときめいたそんなあ

る日。 

あの！400億円売り上げの！ワンピースに並び 

ベストセラー作家となった方に、直接お会いできる機会が

ありました。 

そこで、印税を見せてもらったんです！ 

（電子書籍では印税のことをロイヤリティーと言います） 

 

そ う し ま し た ら ！ な ん と っ ！ 月 の 売 り 上 げ

が！！！！！！ 

１２０万！！！！ 



初出版の本で！ 

なんとっ！ 

月の売り上げ 120万！というではありませんか！！ 

 

初出版で！ベストセラー作家に！ 

しかも毎月１００万前後の売り上げ。しかもしかも自動収

入。 

 

しかもしかもしかも！経費は、たったの１万５千円！ 

というではありませんか！！！！！ 

 

ますますキラリンとトキメキ、私も電子書籍出版を本格的

に行うようになりました。FXや投資系のように、景気に左

右されるような不確実な自動収入ではなく。出せば、確

実に！自動収入である印税が入ってくることに、ますます

魅力を感じたからです！ 

 

そして、私も書きました＾＾ 

ただ何気に、恋愛がうまくいかなかったとか、人間不信だ

ったとか『自分の経験』を書いただけで！！！！！ 

 



あれよあれよという間に 

自分自身もベストセラー作家にっ！ 

 

その上、うちでプロデュースさせていただいた本は、

Amazon ランキング１位はもちろんのこと！ 

 

なんとっ！ 

・あの誰もが知るビートたけしさんの本を抜き去り 

堂々Amazon ランキング１位！ 

 

・キン肉マンのゆでたまごさんの本を抜き去り 

堂々Amazon ランキング１位！ 

 

そして、自動で毎月印税が入ってくる！ 

 

これは！私と同じように 

自由な時間自由に働き、自動収入が得たい！ 

というみなさまにもお伝えしたい！ 

と、思い、お伝えすることにしました＾＾ 

 

と、ここで。 



４つめの「オンデマンド（ペーパーバック）」まだ説明して

いなかったので、お伝えすると。 

 

【「オンデマンド（ペーパーバック）」出版】 

「オンデマンド（ペーパーバック）」は、普通の本とぱっと見は、あまりた

変わらない紙の本。 

オンデマンド版とは、まだ印刷すらされておらず、本の内容データのみ

をアマゾンが保持している本です。そして注文が入ったら、アマゾンで

一冊一冊印刷して、購入者に送るシステムです。 

普通の出版のように、数千冊、数万冊と出版社が印刷して保管だ配

送だ返品だとしたりせず、注文が入ってから一冊ずつ印刷する出版方

法です。つまり、本を注文した時点で、その本はまだこの世界に存在し

ていない状態です。 

外見は、紙の本で小冊子のような本になります。 

 

そして、紙出版なので、それなりに経費はかかりますので、値段設定

は出版社で出版する本と同額くらいの設定になります。 

もうすでに、お客様がいらっしゃる場合は良いと思うのですが。素人

で、出版社と同じような金額で、しかも出版社のようにマーケティング

が行われていない場合、販売部数が伸びるかと言うと。ちょっと、ハー

ドルが高くなるかと個人的には感じる出版方法です。 



もちろん、既にお客様を数多く持っていたり、趣味レベルで出版する

のは良いと思います。 

 

そこで！おススメするのが、 

前述した、電子書籍出版と言うわけです！ 

で、うちのメンバーさんに、電子書籍出版をしてもらった

んです！そして、ある統計を取りました。 

 

その統計とは？ 

電子書籍で売れる人と売れない人の違いは何？ 

という統計です！ 

 

 

結論から申しまして。 

電子書籍で売れる人と売れない人の違いは？ 

というと！ 

・・・ 

・・・ 

技術やテクニックではなく、自分の経験が、消化できてい

るのか未消化なのかってことです。 

電子書籍で売れる人と売れない人の違いって何？ 



自分の人生において、消化できている部分が多い方は、

売り上げが高い！ということ。 

 

そこで！考えました！ 

誰でもがぶち当たるであろう、売り上げの壁を取り除くべ

く！ただの電子書籍出版ではなく、 

『自分カウンセリング』『自分コンサル』が、簡単にできる 

『カウンセリング出版』にしようと！！！ 

 

 

そもそも、本を１冊書くということは、自分の経験を整理

整頓する技術が必要です。この整理整頓作業に、自分の

アラや至らなさを感じ、出版を断念してしまう方は多いと

思います！ 

だがしかし！ 

この部分を簡単に！ 

しかも！お金が稼げるだけではなく 

 

人生の豊かさを知り 

最高に人生が素晴らしくなる！ 

自分カウンセリング、コンサルする方法があります！ 

『カウンセリング出版』とは？ 



【過去の自分から！未来の自分から！】 

アドバイスがもらえる 

最高級のカウンセリング、コンサル方法です★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２冊の出版で、 

３か月後には、257,125円 

その上、電子書籍は YouTube動画もアップでき、 

紙の本とは違って即リンクにアクセスできるので。 

『自分カウンセリング』をして、 

自分の経験をお金に換金した方々はこんな方々★ 

★ユーチューバーを夢見ていた会社員アラサー男子 

実際は、高い機材を買って毎日動画アップするものの、 

再生回数は１０以下。 

よくて５０再生回数とか。 

ユーチューバーでお金を稼ぐのは程遠い状態で、 

『カウンセリング出版』を行っていただきました。 



YouTubeの方も収益化に成功し、自分の選択に自信が

持てるようになったということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お母さんに喜んでもらえて、初めて認められた気がした。 

その上、両親の仲までよくなって、うれしくなった。 

私は、いてもいいんだ！ 

という存在価値を感じた瞬間でした。 

★完璧主義の厳しい家庭で育ち、 

一度も両親に褒められた記憶がなく 

長い間、親との確執があったアラフォー女子さん 

あの！ビートたけしさんの本を抜き、 

Amazon ランキング堂々１位獲得！！ 

 

でも。また、何か言われるのではないのかと 

ビクビクしながらもお母さんに伝えたところ。 

 



 

 

 

 

 

 

と、このような感じで 

『カウンセリング出版』は自動収入が得られるのみならず、 

自分でカウンセリングを行い、 

セルフイメージが上がることで 

そのカウンセリング内容そのもが本になり 

 

お金や愛情や人間関係。 

ありとあらゆる富が得られる仕組みになっています 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

カウンセリング出版は 

【過去の自分から！未来の自分から！】 

アドバイスがもらえる 

最高級のカウンセリング、コンサル方法です 

 

 

 

★part1：自分カウンセリング、自分コンサル方法 

 

★part2：売れる電子書籍の作り方 ～企画編～ 

企画はあなたが本を出版する地図になります 

この企画書の書き方を知るだけで、 

あなたがAmazonランキング１位著者になるのは必然★ 

 

★part3：売れる電子書籍の作り方 ～ライティング編～ 

長期的に売れるためには、原稿のクオリティとタイトル重

要です 

『カウンセリング出版』内容 

【カウンセリング出版オンライン講座】 

内容 
 



自身もベストセラー作家、ライティング歴１０年のベテラン

がご指導いたします★ 

 

★part4：売れる電子書籍の作り方 ～表紙編～ 

表紙デザインが本の売り上げを左右します！外見がよく

ないと、中はみてもらえません！ 

なので、売れる表紙を作成することはとても大事です！ 

デザイナーさんに注文するにも、どのようなデザインがよ

いのか、伝えなければいけません！その方法をお伝えし

ます★ 

 

★part５：出版を使った、簡単マーケティング方法 

本の印税のみならず、あなたが売りたい商品を本で売る

ことができます！ 

その簡単♪マーケティング方法をお伝えします★ 

 

★part６：３か月メール相談付き 

ベストセラー作家があなたのお困りごとのご相談をお伺

いします！ 

悩んでいることは、プロに質問をし、解決するとスムーズ

ですし、 



メール相談、質問をすると、必然的に文章力も上がりま

す！ 

『自分がどうしたいのか？』ということが、自分で把握で

きるからですね★ 

 

出版はお勤めの場合などは、ペンネームで OK★顔出し

も不要★ 

カウンセリング出版は全てがオンラインで提供されますの

で 

あなたが自由な時間、自由にいつでも学びたいときに学

べます★ 

 

 

 

と、ここで！気になるのが！ 

あなたのスキを形に出版することで、自動収入が得られ

て、モテ人生を歩むことになるそのお値段は？ 

と言うと。 

 

本の出版はうちで出版される場合、通常３０万円を頂い

ての出版の形です。 

あなたの好き！を形に出版をし、自動収入が入り、 

  自由な時間自由な働き方で、モテ人生を歩むその価値は？ 
 



ですが！ベストセラーも相次いでいることですし 

お祝い価格ということで！ 

 

今回！特別に！ 

なんとっ！ 

５9,800円 （税込）でご案内します！ 

 

更に！ 

30セット限定！で！ 

３9,800円のご優待価格で 

ご案内させていただきます☆ 

 

本を数多く出版して、連動するとどんどん印税額は増え

ていきます。 

５万円→１０万円→２０万円→４０万円、、、→１００万円 

なので、この金額はあっさり回収できる金額です＾＾ 

 

回収どころか！ 

自動でお金が入ってくる半永久的な不労所得です！ 

そして、あなたには 

Amazon ランキング１位の称号が与えられます☆ 



本を出版していると、本の収入以外にも 

あなたが売りたい商品を売ることができます＾＾ 

本からあなたの「どファン」が集客ができますので、 

本当に楽ちん♪ 

 

本を読んで、既にあなたの大ファンの状態でセミナー、 

講座受講してくれますので、 

お客様の「質」が違ってくるからです。 

 

他にも、お勤めの場合など、 

会社を続けるも辞めるも選択ができるようになります。 

旅行にもいけます！ 

自分の身ならず、大切な人も旅行に連れていけます！ 

人からの承認欲求もみたされるし、モテます！ 

大切な人を一番大切に守っていくことができます！ 

 

 

 

 

 

 



あなたは誰に指図されることなく、 

『自分の理想を自由に選択すること』ができますので 

人生そのものが豊かになります＾＾ 

 

一緒に出版仲間になって、自由な時間、自由な働き方で、 

あなたが望む富を手に入れてみませんか？ 

 

※３０セット限定ご優待価格 

定員になり次第終了！ 

 

カウンセリング出版 

【申し込みはこちらから】 

 

 

http://tegamionna.com/counseling.html  

 

 

 

 

 

 

http://tegamionna.com/counseling.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格の学校代表 ベストセラー作家 Amazon ランキン

グ１位著者。コピーライティング歴１０年。県立高校や海外

で授業を行う正看護師資格保有カウンセラーan.an「カ

ラダにいいもの大賞」掲載やその他雑誌掲載や新聞ラジ

オなど多数出演。 

 

父が１０歳で死に、母も男のもとへ出ていき、大人のいな

い子供だけの生活を過ごす。この経験から、「愛する人は

わたしの目の前から必ずいなくなる」「捨てられる」という

無意識のトラウマかで、恋愛も結婚生活も表面だけの

「偽り」を繰り返す。 

 

講師プロフィール 



１８年のうち１６年もの間、仮面夫婦で偽りの結婚生活と

なる。愛する居場所を求めて不倫を繰り返すも、愛情が

埋まるどころか、更に孤独感、虚無感、喪失感を感じるよ

うになり、無意識的に人との関わりを避けるようになる。 

 

そんな生活も苦しくなっていたころコピーライティングに

出会う。 

書いていくうちに、自分の内面が整っていき、自分の本

当の願いはこれだったんだ！と、ライティングするごとに

心が楽になっていく過程を味わう。 

 

こんな楽ちんな日常があったとは！と、導かれるように、

人間関係で悩める方々にカウンセリングを行ったり、コピ

ーライティングを全国でお伝えする環境となる。1万人を

解決に導く。 

 

単に書いているだけで、普通の主婦が半年で看護師の５

倍の収入を得るようになり、その後も、自分の経験を書

いただけで、あれよあれよという間にベストセラー作家と

なる。 

自分のみならずコピーライティングをお伝えした方々は、



Amazon ランキング１位著者となるなど、大ブレイク中

♥ 

※３０セット限定ご優待価格 

第 2期は定員になり次第終了致します！ 

 

『カウンセリング出版』 

【申し込み】はこちらから 

 

 

http://tegamionna.com/counseling.html  

 

 

 
この「カウンセリング出版」が 

あなたの人生転機の「カギ」となることでしょう★ 
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