
日給 13,396 円レポート 
～3 年間毎月 50,000 円しか稼げていなかった僕が 

日給 13,396 円まで到達した理由～ 
 

こんにちは、佐藤です。 

 

2016 年 7 月 12 日（火）に僕は Youtube のアドセンスで 

日給 13,396 円を達成することができました。 

 

なぜ、13,396 円でレポートを書いたかと言うと、 

日給 10,000 円を超えた時の金額がこの金額だったからです。 

 

 

じゃあ、このレポートは単なる自慢なのか？ 

 

 

と思われるかもしれませんが、そういうわけでは有りません。 

 

３年間僕は月収 5 万円稼ぐのが精一杯のレベルでした。 

日給で言うと、1,600 円程度。 

 

しかも、アドセンスだけでなく、他の ASP 等いろんな報酬を含めの金額です。 

 

そんな僕がどういうことをしたら、Youtube のアドセンスだけで 

日給 13,396 円を達成したのか？ 

 

 



そして、このレポートを読むことで、ネットビジネス、そしてあなたに 

未来を感じて欲しいのです。 

 

そのために、このレポートを作成しております。 

 

もし、まだまったく稼げていなかったり、月 1,000 円、10,000 円で、 

満足行くほど稼げていないのであれば、10 分程度で読める内容ですので、 

ぜひ 1 度読んでいただければと思います。 

 

 

では、まず僕の報酬の遷移を見ていきましょう。 

こちらが僕の 7 月の Youtube の報酬画面です。 

 
 



見てわかるように、2016 年 7 月 1 日時点の報酬は 1,529 円でした。 

 

日給 10,000 円とは程遠い金額だったのです。 

しかも、2016 年 6 月の報酬はもっと酷いです。 

 
 

2016 年 6 月後半は 2,000 円を超えたりもしていますが、 

6 月 1 日は 389 円ですからね。 

 

ここから、43 日間で日給 10,000 円を超えてしまったんですよ。 

 

43 日間・・・ 

 



この 43 日間で僕の人生はガラッと変わってしまったのです。 

 

43 日間て短いように感じますが、これだけ人生が変わる可能性があるんですよね。 

この可能性は、ぜひともあなたに知っていただきたいです。 

 

では、この 43 日間で僕が何をやっていたのか？ 

見ていきましょう。 

 

【2016/6/1】 

この時の僕は、毎日動画を投稿するのが精一杯でした。 

 

会社から帰る時間も遅く、日付を超える時がほとんどで、 

会社から帰宅し、そのあとに動画を作成するということを 

毎日繰り返したので、常に疲労困憊だったのです。 

 

毎日動画を投稿するのが精一杯！そんな毎日送っていたのですが 

そんな中でも、絶対にやっていたことがありました。 

 

それは、 

毎日動画を投稿する。定期更新を何がなんでも行なう 

ということでした。 

 

数は少ないですが、自分のチャンネルを強くするために、 

何が何でも毎日動画を投稿していたのです。 

 

この時は 2 チャンネル運営していたのですが、 

1 本ずつしか投稿出来ない時もありました。 

4 本ずつ投稿できたときもありました。 



でも、少なからずは、最低 1 本ずつの計 2 本投稿していたのです。 

その時の内容がこちら

 
 

これは僕が所属しているコミュニティーでの日報になります。 

勝手に出していいからはわかりませんが・・・ 

 

名前は出していないのでいいかと思います（笑） 

何かあったらゴメンなさいするので。 

 

これは 6/2 の日報なんですが、6/1 の日報がなかったです・・・ 

 

毎日やるといってもできない。 

これが現実なんですよね。 

 

1 日 1 本の動画を定期的に更新する。 

こんな当たり前の事をやるのが、とても大変だった記憶があります。 

 

でも、その当たり前の事をやるのが、成功への第一歩だと思います。 

 



人間てどんな簡単なんことでも、新しい事を始めると 

毎日続けるのってすごく大変なんですよね。 

 

僕は以前、1 日 1 回腹式呼吸を毎日やる！ 

と決めた時も、続けられることができませんでした。 

 

腹式呼吸なんて 10 秒あれば終わります。 

 

 

でも、忘れてしまったり、なんとなく後回しにしてしまう。 

そんな人間の思考が最大の敵になります。 

 

なので、そうならない環境作りを作っていくのが 

非常に重要だと思いました。 

 

毎日作業を続ける、毎日ノルマを達成するためには 

どうすればいいのか？そこを考える必要があります。 

 

ちなみに、僕の場合はどうしていたかと言うと・・・ 

 

 

お金です。 

 

これは、あまりオススメできませんが、 

恥ずかしい話、カードの支払いが溜まっていました。 

 

毎月 5 万円しか稼げていないのに、カードの支払いが 10 万円とかでした。 

なので、作業をやらないという選択肢がなかったんですよね。 

 



普通、人間て何か行動を起こすときには選択肢が現れます。 

 

 作業やる？やらないが？ 

 ネットサーフィンする？しない？ 

 眠くなったら寝る？寝ない？ 

 

という選択肢がでてきます。 

でも、僕の場合は、どうしてもお金を払わないといけなかったので 

作業をやる？やらない？なんて選択肢がありませんでした。 

 

 

作業をやってお金を払うということしかなかったのです。 

 

 

だからこそ、毎日続けることができました。 

 

もちろん、いないと思いますが、これを真似するのであれば 

自己責任でお願いします（笑） 

 

こうやって、毎日 2 本～10 本近く毎日動画をあげていました。 

とにかく毎日続けていきました。 

絶対毎日投稿していました。 

1 日何も投稿しないなんてことは、絶対しませんでした。 

 

そして、その結果、6/15 日に日給 1,000 円を超えることができたのです。 

 

【2016/6/15】 

まさかの日給 1,000 円超え 



日給 1,000 円突破した時の報告がこちらです。 

 
 

多少報告の金額は違いますが、それはアドセンスで 

表示されていた金額がちょっと変わった感じです。 

 

毎日毎日続けていくことで、結果に出始めたのが非常に嬉しかったです。 

 

ネットビジネスのすごいところは積み上げ式で、 

かつそれがどのタイミングで爆発するかがわからないんですよね。 

 

だから、多くの人が不安になって続けられないのだと思います。 

 

そういう意味ですと、やはり自分の行動した先を 

知っている人がいると、メチャクチャ強いですね 

 

不安もなくなるし、道も見えるようになる。 

もちろん、人に頼るのはよくないですが、頼らなくとも自分で 

判断できるようになるまで、人から学ぶというのは非常に大事だと思いました。 

 

 

 

 



ちなみに、この 1,000 円達成した時もレポートを残しているので 

興味が読んでみてくださいね。 

  ↓ 

http://www.funnyface310.com/member/cf/zd9wz85n 

 

 

そして、ここから先に、実は Youtube の合宿に参加したのです。 

 

【2016/6/25～6/26】 

休日の土日を使って Youtube の合宿に行きました。 

 

僕はこういうことにとにかくお金を使っていました。 

先ほどもカードの支払いがヤバイ！と言っていましたが 

あまり後先考えず、とにかくこういった事に自己投資していきました。 

 

金額は 20 万弱の合宿でした。 

 

一括での支払いは厳しかったので、分割で支払いをしました。 

 

それでも、その金額は僕を苦しめました。 

ただ、その支払があったため、行動せざるを得ない状況に 

陥っていたのも確かです。 

 

今まで 3 年間ノウハウコレクターだったので、 

なんとかして今の状況を脱したいと思っていた僕は 

なりふり構わず自己投資していきました。 

 

そして、土日の休み。 

http://www.funnyface310.com/member/cf/zd9wz85n


僕は子供が 3 人いるのですが、 

嫁に土日家をあけて外に泊まりに行くというのは 

すごく勇気のいることでした。 

 

なんせ、子供 3 人の子守を全て任せるわけですから。 

 

平日ですら、子供の面倒を見れていない僕が 

土日も家を空けるとき、どう思われるか・・ 

 

そんな思いもありましたが、それよりも、 

今の状況をなんとかしたい！と言う思いの方が強かったです。 

 

 

だからこそ、僕は Youtoube の合宿に参加することにしたのです。 

 

そしてそこで、学んだことは Youtube よりも 

マインド面の強化でした。 

 

 

何の為に稼ぐ必要があるのか？ 

 

そこを徹底的に突き詰めていったのです。 

13 時から始まって、18 時くらいまで Youtube の話は全く無し。 

マインド面のワークをみっちりやってから、Youtube の内容をやりました。 

 

もちろん、Youtoube の内容はメチャクチャ為になることでした。 

でも、それ以上に、マインドの強化をすることで、 

自分の中の土台が明らかに変わったのです。 



よく、マインドという言葉を聞くと思いますが 

そもそもマインドってなに？って思いますよね。 

 

例えば、子供が算数をできるようになるためにどうすればいい？ 

 

といった時に、公式を覚えるとか、問題をたくさん解くとか 

そういった話がでてくると思います。 

 

でも、それってマインドじゃないんですよ。 

ネットビジネスで言う教材の部分でしかないんですよね。 

 

じゃあ、マインドっていうのは何？って言うと、 

なんのためにそれをやるの？ 

 

って事になるんですよ。 

例えば、子供の夢が医者だったとしたら、 

勉強して、医大に入って勉強しなければならないですよね。 

 

でも、その目標がシッカリ決まっていれば 

結局勉強するしかありませんよね？ 

 

 

勉強しろ！と言わなくても勉強するようになる 

こればマインドの正体です。 

 

ネットビジネスであれば、Youtube で稼ぐ方法なんてものは 

その辺の教材買えばどこにでも置いてあるし、 

そもそも無料でも稼げるような情報は置いてあります。 



要は、みんな状況はほとんど同じなんですよ。 

 

みんな Youtube で稼ぐ方法は知っている。 

 

じゃあ、なんで稼げる人と、稼げない人に 

分かれてしまうのでしょうか？ 

 

持っているノウハウが違う？ 

 

 

そうじゃないですよね。 

結局、やる人の想い次第なんですよ。 

 

ネットで稼ぎたいではなく、稼がなくては行けないのであれば 

稼ぐために行動します。 

 

稼げればいいやでは、稼げなくても仕方ないと思います。 

 

 

そうなると、「稼ぐためにどうしたらいいか？」 

を考えないんですよね。 

 

僕がそうでした。 

 

結局、今までの生活に危機感を感じていなかったので 

稼げればいいや！と思っていました。 

 

 

でも、それでは報酬は伸びないし、そもそも行動しないんですよね。 



稼げればいいやでは、考えないし、行動もしない。 

 

それでは、できるものもできません。 

 

そうではなく、何が何でも稼がなければならない！ 

と思うのであれば、稼ぐために何をしなければいけないのか？ 

考え、行動しなければならないのです。 

 

だから、マインドってのが必要になるんです。 

 

 

もちろん、そんなの無くても稼げる人はいると思いますよ。 

 

でも大抵の人は、どこかそういう風に思っていて、 

自分で自分に対してブレーキをかけてしまっている部分はあります。 

 

 

だからこそ、マインドが重要とされるのです。 

 

 

そして、僕は Youotube の合宿でここが鍛えられました。 

 

だからこそ、より行動し、考えて行動するようになったのです。 

 

 

このマインドがあってこその、思考力です。 

 

僕は Youtobe 合宿で学んだマインド、思考力を元に 

動画を作成するようにしました。 



そして、その合宿で 1 つの目標を立てました。 

 

それが 

2016/7/31 までに月収 20 万円達成 

という目標です。 

 

 
 

今までの、なんとなく達成できればいいや！ 

といったような目標とは違い、何が何でも守らなければならない目標です。 

 

しかも、6 月の月収は 30,923 円。 

 

この時のぼくからしてみたら、かなりハードルの高い目標でした。 

 

そもそも、そんな金額が可能なのか？ 

とすら思っていました。 

 

でも、今までとは違います。 

これは何がなんでも守らなければならない目標です。 



なので、20 万円稼ぐためにどうしなきゃいけないか？ 

という事を考えながら、日々の作業に取り組む必要があるのです。 

 

それを考えながら、動画を投稿していくようにしました。 

その結果、いろんな事をやるようになりました。 

 

自分の思考の幅が広がったのです。 

いろんなことの例の１つがこちら。 

 

 

【再生回数が 100 倍になった動画が誕生！】 

今までは、作ってきた動画というのを再利用することはしていませんでした。 

 

それも、 

「同じ動画を再利用することで、チャンネル登録減ったらどうしよう 

 変なコメント入ったらどうしよう」 

 

なんて思いがあったからです。 

でも、とにかく目標達成するために行動しなければいけませんでした、 

 

 

じゃあ、目標達成のためにどうすればいいの？ 

 

と考えた結果が、 

サムネ同じ・動画内容ほぼ同じ・タイトル名だけ変更 

 

こういった動画を作成したのです。 

その結果、脅威の数字を叩き出すことができたのです。 



 

それがこちら 

【2016/7/14 現在】 

 

動画内容がほぼ同じなので、時間は 10:01 秒 

サムネイルはまったく同じサムネイル 

でタイトルだけ変えて動画を投稿したんですね！ 

 

すると、下の動画は 2,510 回再生なのに対し、 

上の動画は 227,584 回再生を叩き出しました。 

 

タイトルを変えただけで、再生回数にこれだけの差が出ているのです。 

この結果には驚きました。 

 

要は、Youtoube ではそれだけ【タイトル付け】が重要になるんですよね。 

 

でも、そこまでタイトルに命かけているひとはいないのではないでしょうか？ 

 

ここから、タイトルに対する考えが変わりました。 

 

どういうタイトルに変更する考えるようになりました。 

どういうタイトルにすれば見られる動画になるか、考えるようになりました。 

 

 



こうやって、一つ一つためして、テストを重ね、 

着実に再生回数を上げていったのです。 

 

 

その結果、1 日、2 日で何千回と再生される動画を作れるようになりました。 

【2016/7/14 時点の結果】 

 

そして、そんな動画の作成を続けていった結果、 

日給 13,396 円達成することができました。 

 

 

これが、僕が Youtube で 13,396 円稼げるようになった経緯です。 

 

 

今月の目標 20 万円はやめました。 

さて、7 月の目標は月収２０万円稼ぐという目標でした。 

 

ただ、今のままだと普通に達成してしまいます。 

なので、今月月収 20 万円はやめにして 

月収 40 万円を目指すことにしました。 

 

月収 20 万円→月収 40 万円への上方修正です。 

 



今月も残りあと、１５日程度です。 

月収 40 万円ですと、日給 13,333 円を毎日続けなければなりません。 

 

なので、今回達成した 13,396 円のままでは 

確実に今月 40 万円達成することができないのです。 

 

だからこそ、月収 40 万円という数字を目標に変更しました。 

 

 
 

当初立てていた月収 20 万円という目標を達成できたんだから 

いいじゃないか？という思いもあるかもしれません。 

 

でも、現状に甘えて満足してしまっては、 

この先絶対に生き残ることはできません。 

 

目標を達成したからといっても、それはあくまで目標にすぎないのです。 

 



成長するのを止めたら、落ちるだけです。 

そうなると、報酬も落ちていき、結局脱落するだけです。 

 

だから、僕は常に上を目指します。 

目標を達成できたら、その瞬間に新しい目標を立てます。 

 

そうやって、一歩一歩成長するしかないのだと思っています。 

 

 

その成長の第一歩として、動画の外注化を始めました。 

 

 

もともと、記事の外注化をやったことはなかったのですが、 

初めて動画の外注化を行います。 

 

自分の時間を確保しつつ、作業量を上げるには 

外注化しかありません。 

 

 

動画の外注化を行なうことで、お金を払うことで 

自分の時間を増やすことができるのです。 

 

そういったことが、今後絶対に必要になります。 

 

 

全て自分でやっていては、自分の時間なんて確保できません。 

会社で働き続けるのが嫌で、ネットビジネスを始めました。 

自由な時間が欲しくてネットビジネスを始めました。 

 



子供と一緒に遊ぶ時間が欲しいです。 

嫁とゆっくりイタリアのヴェネチアに旅行しに行く時間が欲しいです。 

家族でオーロラなんかも見に行ってみたいです。 

 

 

そういう時間を手に入れるために、僕はネットビジネスを始めました。 

 

自分の時間を増やしつつ、世界にどう自分をアピールするか？ 

その方法の１つが動画の外注化なのです。 

 

 

だからこそ、外注化を進めています。 

 

こうやって、自分ができる事を少しずつ広げていき、 

自分の可能性を広げていければなと思っています。 

 

 

 

なぜ日給 13,396 円達成したのか？ 

さて、最後にようやく核心部分に入りますが、 

なぜ僕が日給 13,396 円達成できたのか考えてみました。 

 

 

なぜ、僕が日給 13,396 円達成できたのか？ 

 

それは１つの事を突き詰めたからです。 

１つの事に集中し、１つのことを徹底的にやってきたからです。 

 

先ほど伝えた、タイトル付けで 100 倍に膨れた再生回数を見たと思います。 



あれは、テストした結果生まれたものです。 

 

ほぼ同じ動画にタイトルだけを変えて投稿したため、あの結果が生まれました。 

とすると、動画を再生されるにはタイトル付けが非常に重要になってくる 

というのが分かります。 

 

もちろん、サムネイルや概要欄、動画内容なんかも重要ですよ。 

 

でも、そんなのは後でいいです。 

あえて言うならサムネイルくらいでしょうか。 

 

タイトルを徹底的に意識したこと。 

こういうタイトルなら再生されるかな？ 

こういうタイトルなら、こういう人が見てくれるかな？ 

 

そういう事を徹底的に意識してやるようになったからです。 

 

 

確かに行動する事も大事ですし、まず行動しなければ話になりません。 

 

日給 1,000 円レポートでは、とにかくやるしかない状況をつくったから 

日給 1,000 円達成したということを伝えました。 

 

やるしかない環境を作るのは非常に大事ですし、 

多くの人が行動出来ずに悩んでいます。 

 

でも、僕はそのハードルはカードの支払いで超えることができました。 

 



行動するためのハードルを超えると、次のハードルがあるのです。 

それが思考です。 

 

いくら行動しても、やっていることが意味ないことでは意味ありません。 

 

再生されない動画をいくら量産しても 

稼ぐことはできないのです。 

 

 

なので、どうすれば、昨日より動画が再生されるか？ 

どういうタイトルにすれば、この動画を見てくれるか？ 

誰がこのこの動画を見たくなるか？ 

 

 

という事を徹底的に考えながら行動する必要があるのです。 

 

そのためには、テストです。 

 

 

同じ動画をタイトル変えて上げてみてください。 

サムネイルだけ変えて、同じ動画を上げてみてください。 

※ まったく同じ動画は Youtube に引っかかるのでダメですよ。 

 

同じ動画を上げたからといって、 

チャンネル登録者にどう思われるとか、どんなコメントがはいるか？ 

なんてことは気にしている暇はありませんし、 

そもそもそんなコメントはまったくきません。 

 

 



なので、どんどん失敗して、どんどん新しい事を為してみてください。 

※ 危ない動画はアドセンス紐付けしないでくださいね。 

 

 

ここを意識することで、僕は日給 13,396 円を達成することができたのです。 

 

 

【日給 10,000 円のその先は？】 

おそらく次のハードルは外注化による作業の軽減でしょう。 

 

今までは自分がガッツリ作業することで、稼ぐことができました。 

考えて動画を投稿することで、再生数が伸ばせました。 

 

でも、自分の時間は 1 日 24 時間しかありません。 

 

なので、その時間を増やし、自分の思考をどれだけ増やすか？ 

 

 

これが大事になってきます。 

 

なので、それを実現することで、また一歩先の報酬に行ける気がしますので、 

とにかく外注化を進めて行こうと思います。 

 

 

そのへんも、達成することができたら、 

またレポートにして報告しますね。 

 

 

 



【最後に】 

僕自身、ここまであっさり 10,000 円を超えるとは思っていませんでした。 

 

もっと、苦労して苦労して、なんとか達成するしないの境目を 

何度も何度も繰り返して、ようやく達成するものかと思っていました。 

 

でも、現実は違います。 

その日は、ある日突然訪れます。 

 

 

今までやってきた物が報われる日は、突然やってくるのです。 

 

 

僕は日給 10,000 円稼ぐのに 3 年間かかりました（笑） 

 

もっとかかる人もいるだろうし、1 ヶ月くらいでさっさと 

達成してしまう人もいるでしょう。 

 

でも、そんなのは人それぞれなので、気にすることではありません。 

 

 

だから、とにかく行動して、思考して、行動して、思考して・・・ 

 

という事を続けていって下さい。 

そうすれば、今まで蓄えていたものが一気に溢れ出てくるタイミングがあるでしょう。 

その日に向かって、常に行動しつづけてくださいね。 

 

最後まで読んでいただき、有難う御座いました。 

 



こんな感じで毎日メルマガを配信しているので、 

よければ下記の登録フォームより、登録お願い致します。 
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