
 
投資してきたノウハウを活かせていないノウハウコレクターのあなたへ… 
 

退職金３００万円を使い果たし.. 

ノウハウを買い漁り..稼いだ額は 

１年で２万円… 
 

どうやって、パソコン音痴で落ちこぼれの 

私が…インターネットで密かに安定的に 

月４０万円を獲得し続ける人になれたのか？ 
 

注目：もしあなたが望むのなら、完全に無料でその方法を知る事ができます。 

 

（あなたは、これまで購入したノウハウの本当の活かし方を.. 

「自分一人でしか小銭すら稼げず、まともなビジネスも作れず、 

人にお金を稼ぐ方法を教える“のみ”で稼いでいる」 

自称ネット起業家から聴きたいですか？ 

それとも、ネットビジネスの最前線で何年にも渡って常に億単位を稼ぎ続けている。 

知る人ぞ知る、業界のトップマーケターから聴きたいですか？） 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

あなたは今まで投資したノウハウを 

無駄にしたいのですか？ 
 

あなたはこれまで”稼げる”ノウハウに 

いくらくらいを投資してきたでしょうか？ 

 

あなたがいくらくらい投資しているのか 

私には分かりませんが… 

 

私自身は軽く３０００万円は投資しています… 

 

そして、その投資を全て回収しています。 

 

昔は私自身もノウハウを使いこなせずその投資を 

全て無駄にしていた事があります−ある秘密と出会うまでは… 

 

今回は私が出会ったこの−秘密−についてあなたにお話していきたいと思います。 

 

もちろん、あなたがもうすでにノウハウを活用して 

望むだけの収入を手にしているのならこのレポートを読む必要は有りません。 

 

しかし、もしあなたがノウハウに投資しているのに 

まだそれを活用できていない、もしくは望む収入を手にしていないと言うのなら 

このレポートを読まなければかなり高い確率で”損”をしてしまう事になります。 

 

 

このレポートは読むだけで得します。 

逆に言うと、読まなければ損します。 
 

なぜなら、このレポートは今まであなたが集めてきたノウハウを 

パワフルな稼ぎ手に変身させ。あなたが望む通りの収入を手に入れるための 

極めて具体的で実践的な「ある」秘密について赤裸々に告白されているからです。 



 
 

私自身この−秘密−に出会って、儲け始める事ができました。 

 

この秘密を知らなければ、今まであなたが集めてきたノウハウ 

その投資が全て無駄になってしまいます。 

 

今まであなたが自己投資してきた、そのお金を無駄にしても良いのですか？ 

 

答えが NOなら注意深く続きを読み進めてください。 

 

そして、私がお話しする。 

 

「稼ぎ続けるノウハウコレクターの秘密」 

 

を完全に無料で手に入れてください。 

 

そして、あなたはそれらノウハウの力を解放し.. 

 

インターネットを活用し、場所も、時間にさえもとらわれず 

自由に好きなだけ現金を手に入れ… 

 

手に入れた現金で生活を安定させ家族に恩返し… 

 

たまには、キャバクラにいって若い女の子と夜を過ごしたり… 

 

ジューシーな肉汁がしたたる、肉厚なステーキを頬張ったり… 

 

欲しい物を財布の中身を気にせず、その瞬間に購入したり… 

 

あなたの望んでいるその欲望を思う存分満たしてください。 

 

多額の現金が入った後にあなたが 

どのような事をしたいのか私には分かりませんが… 

 

あなたが夢見てきた、あんな事やこんな事のすべてが可能になるのです。 



 
 

私は今でもかなりのノウハウコレクターです。 

ノウハウを購入するのが大好きです。 

 

なぜなら、ノウハウを購入すればするほどに 

私の元に「現金」が移動してくるからなのです。 

 

最近も４日間で６０万円のセミナーに行ってきましたし、 

最低でも年間で３００万円はセミナーや教材を購入しています。 

 

そんな人なので、新しいノウハウが出ればすぐにチェックしますし、 

セミナーや教材などのノウハウにかけたお金は、３０００万円はくだらないと思います。 

（計算した事ないので分かりませんが..） 

 

しかし、いまではそんな風に順風満帆な人生を生きている 

ノウハウを活用し“稼ぎ続ける”ノウハウコレクターになれましたが… 

 

もともとは、毎日、気が遠くなるほどの作業を行っても 

数百円しか稼げなかった典型的なパソコン音痴で落ちこぼれの情報弱者だったのです。 

 

もう、奴隷のような日常は終らせませんか？ 
 

毎日１０〜１５時間の労働、教材を買っても言葉の意味も調べ方すら分からず、 

手が止まってはやり直し、手が止まってはやり直しの繰り返し… 

 

ブログ一つを作るために気がつけば数時間経過… 

 

頑張っても、頑張っても、作業が前に進まない 

言葉の意味も分からない、販売者にどう質問していいかも分からない… 

 

「このままで、本当に稼げるのか？」 

 

出口が見えず、報酬はいつまでたっても入ってこない。 

 

そんな、奴隷のような重労働を繰り返し、 

手に入れた報酬が年間２万円.. 



 
 

パソコン画面にへばりつき、家族からは白い目で見られ 

 

「こんな生活はいつまで続くのか？」 

 

と心の中で呟きながら… 

 

アフィリエイトの報酬画面を見つめ、いつまでたっても数百円の報酬額を 

睨みつけながら..ギリギリと歯ぎしりをしていました。 

いつの間にか面倒になり、挫折しかけたところで 

また、あたらしい「稼ぎ方」を売り込まれる。 

 

「これで最後…今度こそ」 

 

と、思いながらまた「稼げそうな商材」を買ってしまう。 

 

そんな、日常の繰り返しでした。 

 

しかし、会社を辞めてしっているのでやめるわけにもいきません。 

 

何度も挫折しそうになりました… 

 

その度に私は自己啓発本を読んで… 

 

「ツイテル、ツイテル」 

「私はデキル、私はデキル」 

「行動、行動、行動」 

 

とマントラのように唱えながら精神的に壊れそうなのを 

なんとか、歯を食いしばり、堪えて（こらえて）生活していました。 

 

正直、鬱（ウツ）に近い状態だったと思います。 

 

収入が入らないプレッシャー、銀行残高がどんどん減っていく恐怖、 

実践しても、実践しても上がらない報酬．．． 

 

人間は不思議な物で追いつめられると、 



 
例え成果が出なくても行動します。 

 

じっとしていると、自己否定、自己嫌悪、不安が襲ってくるので 

「なんでもいいから、やらないよりマシ」と言う気持ちになります。 

 

その結果、無駄な行動を繰り返してエネルギーを消耗し、 

それでも結果が出ないからいつか消耗し切って燃え尽きるのです。 

 

しかし、会社を辞めてしまったし、元手も退職金の３００万円も 

ほとんどつぎ込んでいたのでもう後には引けない状態だったのです。 

 

 

やるしかありませんでした。 
 

毎日 10〜15時間くらい休みなくパソコンに向かいましたが、 

半年経っても報酬は０（ゼロ）です。 

 

ストレスで夜尿症になり破産する恐怖から眠れなくなり 

何度も挫折しそうになりました。 

 

でも、その度に自己啓発書の本を読み漁り 

CDを何度も聴き、「思考は現実化する」ことを信じ、 

モチベーションをあげて頑張りました。 

 

起業して１年が経ち毎日 10時間以上休みなく働いた、その結果… 

 

当時の年収は２万円でした。 
 

そうです、月収ではありません。年収が２万円だったのです。 

 

退職金も尽き、半分以上諦めかけていました。 

 

しかし、往生際の悪い私は本屋に出向き、 

いつものように自己啓発の本を探していました。 



 
 

でもこの時は半分諦めかけていたので心境が違ったのかもしれません。 

 

目についたタイトルはいつも少し違う分野の本でした… 

 

その時に出会った「その本」.. 

 

まさか、その本との出会いが私の運命を 

激変させる事になるとは夢にも思っていませんでした。 

 

その本には、なぜ、私が稼げなかったのか？ 

そして、なぜ、私が優秀なサラリーマンだったのか？ 

その理由が明確に書き記されていたのです。 

 

私は自分が成功できなかった理由がはっきりと知ることとなったのです。 

 

「運命の出会い」 
 

そんな状況から脱出できたのは一冊の本から得た 

「インスピレーション」でした。 

 

その気づきを得てからと言うもの、それまで私が買い込んできた 

全てのノウハウが活用でき始めたのです・・・ 

 

私がこの手紙お伝えしたい事は… 

 

「ノウハウコレクターは悪くない!!」 

 

ということです。 

 

多くの人たちは 

 

「早くノウハウコレクターを脱したいです」 



 
「モチベーションが続かず、実践できないんです。」 

「本当にこのノウハウで稼げるのでしょうか？」 

 

と自分がノウハウコレクターであることに 

不安を感じながら実践を続けていると思います。 

 

はっきり言いますが、ノウハウコレクターは良い事なんです。 

 

世の中のほとんどの人間が、そのように勉強をせず 

ほとんどのお金を浪費している中… 

 

あなたは真面目に勉強に投資をしています。 

 

そして、今回、私が無料でお話しする 

 

『“稼げない”ノウハウコレクターが無視しているたった一つの要素』 

 

を学ぶ事によって… 

 

あなたが今まで投資してきたノウハウの全てが、 

完全に活用できるようになります。 

 

つまり、あなたはこの手紙を読み進めるだけで 

今までの自分の投資を回収し始める事ができるのです。 

 

 

どうすれば、ノウハウを１００％活用し、 

月４０万円の安定収入を得られるのか？ 
 

その方法についてこれから事細かに説明していきたいと思いますが… 

 

その前に、なぜ、今回この方法をシェアしようと思ったかについて 



 
少しだけ話しをさせてください。 

 

なぜなら、あなたに変な不安や、疑問を持ってもらいたくないからです。 

 

「何か売りつけられるのかな？」 

「そんな、うまい事言って、騙そうとしてるんじゃないか？」 

「本当に稼げるなら、なんでシェアするんだ？」 

 

といった、疑問のすべてを少しだけ脇において 

読み進めてほしいからです。 

 

頭から疑惑と否定の気持ちで読んでいては 

どんなに素晴らしい内容でも活用する事は難しいからです。 

 

もちろん、私の言ってる事が絶対的な真実だとは思いません。 

 

あなたにとって役に立つかどうかも分かりませんが… 

少なくとも私にとってはとっても役に立ったお話です。 

 

だから、信じてくれとはいいませんが、 

せめてオープンマインドで聴いてほしいと思っています。 

 

だから、ここで…その理由に付いてお話ししておきたいのです。 

 

なぜ、今回このノウハウを 

シェアしようと思ったのか？ 
 

 

理由その１：あなたに信頼されたいから。 

 

私が元々、どうしようもないくらい「稼げない落ちこぼれ」だったことは 



 
先ほどお話しした通りです。（なにせ年収２万円ですから） 

 

そして、その状況から救い出してくれたたった一つの「気付き」は 

一冊の本との出会いによってもたらされたこともお話しした通りです。 

 

今考えてみれば、あのタイミングで、あの本に出会った事は 

運命だったのかもしれません。 

 

それまでも、様々な自己啓発書、ビジネス書などを読み漁り、 

いろんなノウハウを購入してきましたが、あの時だけは違いました。 

 

半分諦めそうな心境だったからこそ 

その１冊の書籍が響いたのかもしれません。 

 

そんな経験から、私は人生を変えるのは「出会い」だと思っています。 

 

あなたがこの手紙と出会った事は「運命」かもしれません。 

 

この手紙との出会いが、私にとっての「あの本」のような 

キッカケになってくれればと思っています。 

 

もしあなたがこの手紙から何らかのインスピレーションを得たら、 

あなたは私に感謝してくれると思っているからです。 

 

そしてそして、あわよくばあなたに 

 

「すごい!!」 

 

って、思われたいという超エゴイスティックな理由です。 

 

 

 

理由その２：あなた自身に稼いでもらいたいから 



 
 

そして、あなた自身に稼いでもらい、 

定期的に私たちから商品を買ってもらいたいから。 

 

だから、私たちの共通の目標は「あなたが本当に稼ぎ成功する」と言う事で 

完全に、合理的に、利害が一致していると言う事を確認しておきたいのです。 

 

もしも、あなたが… 

 

「私はいつまでも苦労したいし、夢を見るだけで稼ぎたくない!!」 

「自分自身でやり方を見つけます。そんな近道は余計なお世話!!」 

「私は稼ぎたいけども、あなたには一円も稼がせたくない!!」 

 

と思われている奇特な人であるならば 

どうぞ今すぐこのページを閉じてください。 

 

なぜなら、私はお互いにメリットのあるお付き合いをしたいと思っていますし、 

おそらく、現金、稼ぐ事、そして仲間が大好きな私とは会わないと思います。 

 

私はできればあなたと長期的な、末永いお付き合いをしたいと思っています。 

 

 

究極の資産 
 

繰り返しになりますが、私は人生において「出会い」と言う物が 

ものすごく大切だと思っています。 

 

 

私はどんな出会いであっても、 

すべての「出会い」には意味があると思います。 

 

だからこそ、あなたとのこの「ご縁」を 

大切に育てたいと思っています。 



 
 

なぜなら、私自身、本当に様々な苦労をしてきました。 

 

その苦労や障害、壁を乗り越えるキッカケは 

素晴らしい人、本、教材、セミナーとの出会いでした。 

 

私自身、そのような人間関係に成長させてもらったし 

そのような信頼のある人間関系からだけ真の成長が生まれると思っています。 

 

 

理由その３：あなたと仲間になりたいから 

 

そんな、成長させあえる人間関係は本当に価値のある物だと思います。 

 

だからこそ、あなたともそう言った関係を築きたいと思っています。 

 

ですから、この秘密を明かして、あなた自身に稼げる人になってもらい 

私たちの商品に定期的に投資してもらいたいと思っているのです。 

 

もしそうならなかったとしても、あなたがこの手紙を 

キッカケに稼げるようになったとしたら… 

 

そこには強い信頼関係が生まれるだろうと思います。 

 

 

私の個人的な考えかもしれませんが… 

 

そんな、強い信頼関係で結ばれた人間関係こそ『究極の資産』だと思っています。 

 

なぜなら、私自身数年前に一度、友人に裏切られ 

会社を乗っ取られた事があるからです。 

 



 

友人に裏切られ..手元に残ったのは裁判費用 

１０００万円の個人負債 
 

手元に残ったのは裁判費用の借金 1000万円だけでした。 

 

０ではなく、正にマイナスからのスタートでした。 

 

そこから、わずか３ヶ月で借金を完済し 

事業を取り戻し、さらにビジネスを拡大できたのは 

その時に信頼してくれた仲間がいたからなのです。 

 

そして、なによりも今回紹介するこの「秘密」を 

知っていたからになります。 

 

私はこの「フレームワーク」を持っていたおかげで 

信頼できる仲間とともにわずか三ヶ月で立ち直る事ができました。 

 

私自身、親しい友人と信じていた人に裏切られて、 

会社を乗っ取られ、裁判沙汰になった経験から学んだ事は… 

 

お互いにメリットがなければいつかは片方が負担になり、 

いびつな、歪んだ人間関係になってしまうということです。 

 

一人勝ちすれば必ず復讐されます。 

 

そんな、いびつな人間関係は必ず破綻してしまいます。 

 

だからこそ、どちらかが負担になるような関係になるくらいなら 

そもそも、関係がない方がマシだと考えているのです。 

 

こんな人は読まないでください。 



 
 

なので、こんな人とは友達になりたくないので 

決して読まないでください。 

  他人を蹴落としてでも自分だけ稼げぎたい。 

  どんな手段を使っても、ただ稼げれば良い。 

  お金が大嫌い、お金は汚いと真剣に信じてる人。 

 

つまり、このあなたを得させるこの手紙は 

 

「本気で稼ぎたい」 

「人の役に立ちたい」 

「自分も得して、相手も得させたい」 

 

と思っている真面目で、正直な人“だけ”に続きを 

読んでもらいたいと思っています。 

 

もしあなたがそんな人であれば… 

 

この手紙を読むだけで、ノウハウコレクターとして 

今までの集めてきたノウハウを１００％活かし、 

それを元にお金を稼ぐ力を手に入れ… 

 

莫大な現金をあなたの銀行口座に移動させる力を持ち、 

毎月安定した収入を固定させて欲しいと思います。 

 

 

 

証明させてください。 
 

あなたはもしかしたら、 

 

「そうはいっても、ホントに稼げるの？」 



 
 

と疑問に思っているかもしれません。 

 

その疑問は良くわかります。 

 

なぜなら、私自身、その昔、全く稼げない年収２万円の 

落ちこぼれノウハウコレクターでしたし、その当時に 

こんなお話を聴いていたら絶対に信じてなかったと思うからです。 

 

だから、「全てを信じてください」とは言いません。 

 

ただ心を真っ白にして読み進めてください。 

 

それでは、今から… 

 

なぜ、私があなたを本当に稼がせることができるのか？ 

 

その資格を証明させてください。 

 

 

証明その１ 

−圧倒的な実績と悲惨な過去があるから− 
 

なぜ、私があなたに稼がせる事ができるのか… 

 

その理由は私のこれまでの経歴をご覧いただければはっきりすると思います。 

 

私はその昔毎日 10〜15時間作業して年収２万円しか稼げなかったのですが… 

 

その秘密と出会ってからというもの、その秘密を乱用し、 

年収２万円だった私が５年で１０億円以上売り上げるという、 

ちょっと信じられないような変化を経験する事になりました。 



 
 

その証拠写真がこちらになります。 

この写真は大手 ASPインフォトップの 2011年 10月の写真です。 

 

 
 

この証拠写真では商品売上げ合計が 

115,716,355円（１億１５７１万６３５５円）になっています。 

 

もちろん、これ以外にも自社決済、 

他の ASPなどからの収入もあります。 

 

ここで私は別に自慢話がしたいわけではありません。 

 

なぜ、パソコン音痴の私がこのような圧倒的な売上げを達成できるのか… 

その理由については後からゆっくりと説明しますが、 

 



 
私もあなたと同じような貧乏で追いつめられた状態から 

様々な失敗や苦労を経てここまで来ているということです… 

 

つまり、年収２万円の『パソコン音痴』で『落ちこぼれ』の私でも 

この秘密に気づいたおかげで、普通に考えればありえないくらい 

（年収５００万円のサラリーマンであれば２０年分の収入を１ヶ月で…） 

稼いでいると言う単純な事実を証明しているだけです。 

 

私はもともと年収２万円でした… 

 

だから、あなたの気持ちも良くわかるし、 

ノウハウコレクターや学歴のない人の苦しみ、 

そして営業サラリーマンの日々の痛みもリアルに分かります。 

 

そして、あなたがこけるところ、ぶつかる壁、 

そしてやってしまう過ちも全て手に取るように分かります。 

 

だからこそあなたにこの実証済みの全てのノウハウを 

活用する「カギ」をお伝えする資格があると思います。 

 

 

証明その２ 

−延べ 12,000 人以上の人に指導をした経験が

あるから− 
 

「いや〜、そうはいっても僕は一般人ですよ 

 あなたのような特別な人間ではありません」 

 

と言う疑問をもたれているかもしれませんが… 

 

全く、問題ないので安心してください。 



 
 

なぜなら、もう一つの理由は私だけでなく、 

そしてすでにビジネスをもっているひとだけでなく… 

 

私の元で勉強してきた専業主婦、サラリーマン、 

ビジネスを持ってなかった様々な人たちも 

同じようにインターネットで稼げるようになっているからです。 

 

これまで私は恐らくセミナーや教材など会わせて、 

延べ人数で 12,000人程度に指導してきています。 

 

『２０１３年 11月１６日東京ビックサイトＴＦＴホールでのセミナー』 

 

 



 

 

 

もちろん、年齢も幅広く… 

 

上は７９歳から下は１７歳まで… 

さまざまな人たちに結果をもたらしてきました。 

 

職種も自営業、サラリーマン、学生、年金暮らしなど 

いろいろな個人に結果をもたらしてきたました。 

つまり、ここで確認しておきたい事は…私は 

 

『自分だけでなく、他の人も結果を出させる事ができる。』 

 

と言う単純な事実です。 

 

 

なぜ、あらゆる人たちに 

結果を出させれるのか？ 
 

なぜなら、何度も言いますが、 

私が『ノウハウコレクター』だからです。 

 



 
やる気と根性でのし上がった人たちは、 

何事も感覚でやってのけてしまいます。 

 

だからこそ、人に説明することが苦手です。 

 

なぜなら、人は感覚でできてしまう事を説明できないからです。 

 

例えば、あなたは自転車に乗れるでしょうか？ 

 

もし、乗れるとしたらその乗り方を説明できますか？ 

 

かなり、難しいと思います。 

 

なぜなら、なんとなくの感覚で乗れているからです。 

 

多くの優れた起業家が人に説明できないのはそんな理由です。 

 

つまり、自分自身で稼ぐ事はできるけど、 

それを説明する「理論」を持ちあわせていないのです。 

 

つまり、自分が稼げるからといって人に教えられる訳ではないのです。 

 

しかし、私は自分の稼ぎ方を、理論で説明し、 

延べ 12,000人もの人に指導してきました。 

 

加えて、サラリーマン時代にも弱小チームに営業理論を伝え、 

ノルマ達成率 NO1の常勝チームに育て上げてきました。 

 

どんなにダメな営業マンでも、売れるように教育してきました。 

 

だからこそ、常勝チームになれたのです。 

 

つまり、私には他人に稼がせる力、人を教育する力、 

人に伝える能力があると言う事です。 



 
 

そんな私があなたの収入を上げるお手伝いをしたいのです。 

 

私は「あなたの収入を上げる」お手伝いをする資格があるでしょうか？ 

 

選ぶのはあなただと思います。 

 

私は「あなたの収入を上げる」準備は万全、やる気満々です。 

 

もしあなたも、同じように自分の売上げを上げる準備はできているのであれば、 

この手紙の続きを注意深く読み進めてください。 

 

なぜなら、この先にはあなたが成果を上げられない 

「本当の理由」が書いているからです。 

 

準備は良いですか？それでは、集中して読み進めてください。 

 

ここからは、インターネットを使って稼ぐ時に最も大切な事、 

(あの日に出会った秘密−収入に直結する「ある」スキル−) 

について詳しくお話していきます。 

 

当時の私はこの最も重要な要素が分かっていなかった。 

 

 

ただそれだけの理由でノウハウを活かしきれず、 

いつまでたってもリターン０で回収できていませんでした。 

それでは、前置きが長くなりましたが… 

 

あなたが集めたノウハウを強力な稼ぎ手に 

する方法…“稼ぎ続ける”ノウハウコレクター

の『秘密』についてに告白します。 



 
 

正直に告白しますと、世の中のノウハウの８０％以上は 

きちんと使えば儲かります。 

 

あなたが信じられないのも無理はありませんが、 

世の中に出回っている怪しく見えるノウハウのほとんどは稼げるのです。 

 

恐らく、あなたがお持ちのそのノウハウも稼げると思います.. 

 

「ある」条件さえ満たせれば… 

 

しかし、多くの人間が稼げていない現状があります。 

 

なぜ、同じノウハウを持っていても一部の人だけが稼ぎ続ける事ができるのか？ 

 

その理由は簡単です。 

 

ただ単にこのたった一つの要素を無視している人が多すぎるからです… 

 

 

 

８０％以上のノウハウは稼げます.. 

ただし、条件があります。 
 

なぜ、そう言いきれるのか？ 

 

なぜなら、私自身が実際にノウハウを使用し稼いでいるからです。 

 

ただし、世の中のノウハウで儲けるためには 

たった一つだけ「条件」があるのです。 

 

もしあなたがいろんなノウハウを購入しているにも関わらず 

稼ぐ事ができていないのであれば、それはこの「条件」を 



 
無視しているからだと思います。 

 

その結果、全ての行動は空回り… 

結果が出ない事に焦ってしまい、また新しいノウハウに手を出す。 

 

そして、そのノウハウを読み終らない内に次のノウハウを買ってしまう。 

 

買っても、買っても読み切る事なく、段ボール、バインダーだけが 

虚しく増えていくという状態に陥ってしまうのです。 

 

なぜ、そんな事が分かるのかと言うと… 

 

 

お恥ずかしい話しですが、私自身も 

「ノウハウを全く使いこなせない」 

そんな時期があったからです。 

 

何度も繰り返しますが、私自身かなりのノウハウコレクターです。 

 

おそらく、教材やセミナーだけで軽く三千万円は 

使っていると思います。（計算した事ないので分かりませんが…） 

 

しかし、今では私は同じノウハウを使いこなし億単位を稼ぐ事ができています。 

 

ノウハウを購入するのが楽しくて仕方ありません。 

なぜなら、購入すればするほど儲かってしまうからです。 

 

 

 

 

なぜ、一部のノウハウコレクターは 

稼ぎ続けるのか？ 
 



 
それでは遂に今からあなたのノウハウを活かすための 

たった一つの「ある」条件を公開していきたいと思います。 

 

たとえあなたがサイトアフィリエイトをやっていようが 

無料オプトをやっていようが、転売ビジネスをやってようが、 

PPCをやっていようが、リアルビジネスをやっていようが… 

 

この「条件」が整っていなければ稼ぐ事ができません。 

 

ノウハウを使って成果を出す人たちの共通点は 

この「ある」条件の重要性を深く理解していると言う事なのです。 

 

お金を稼ぐために最も重要な「ある」条件とは… 

 

 

 

さあ、あなたが支払ってきた 

その自己投資（教材代、書籍代、セミナー代） 

から利益を回収しませんか？ 
 

このある条件を満たす事ができれば今まで借金をして、 

多額の現金をかけて集めてきた全てのノウハウを活かす事ができるのです。 

 

これからは優先順位の高い「この」要素を優先することで、 

あなたがこれまでかけてきた投資の全てから資金を回収し始めるのです。 

 

成果を出すためにはこの「順番」が大切です。 

 

例えば、クッキーを作る時には卵、砂糖、パウダーなどの 

材料を混ぜてからオーブンで焼きますが… 

 

この順番を逆にしてしまうと… 



 
 

つまり、卵、砂糖、パウダーを焼いてからかき混ぜると 

全く別の物が出来上がります。 

 

これと同じで、同じ事をやっていたとしても 

その順番、優先順位を間違えてしまうと成果が出ないのです。 

 

あなたはこれまでこの順番を間違っていただけなのです、 

この「条件」をあなたのもっているノウハウに当てはめてください。 

 

これができるようになれば、 

あなたはもうノウハウを使いこなす以外の選択肢は残されていません… 

 

その最も重要な条件を話とは… 

 

 

『コピーライティング』 
 

このたった一つの要素が足りないと言う理由だけで 

あなたはいままでノウハウを活かし切れていなかったのです。 

 

なぜなら、たとえあなたがサイトアフィリエイトをやっていようが 

無料オプトをやっていようが、転売ビジネスをやってようが、 

PPCをやっていようが、リアルビジネスをやっていようが… 

 

 

お金を得るためには 

 

「買ってください」 

「登録してください」 

「クリックしてください」 

 

と売り込まなければならないからです。 



 

努力をしても稼げない人たちの共通点 
 

「私は毎日、地道にブログを書いてます。」 

 

「私は毎日、地道にサイトを量産しています」 

 

「私は Facebookで地道にリストを集めています!!」 

 

 

しかし、それでも稼げていない… 
 

 

 

 

「“稼げる”ノウハウ」の６タイプ 

あなたのノウハウはどのタイプ？ 

 

「そうだったんですね!! 

 稼ぐためには買ってもらわないといけないんですね!! 

 

 当たり前の事なのに忘れてました!! 

 

 そして、コピーライティングを身につければ、 

 売り込むことができるんですね!! 

 

  でも、具体的に私の持っているノウハウに 

 どのように活用していけば良いのでしょうか？」 

 

と疑問に思っている人もいるかもしれませんので 

詳しく説明していきたいと思います。 

 



 
稼げる系のノウハウは現在大きく分けて６タイプに分類されます。 

 

１．サイト、ブログで稼ぐ系 

２．メルマガで稼ぐ系 

３．SNSなどで稼ぐ系 

４．情報ビジネスで稼ぐ系 

５．転売で稼ぐ系 

６．リアルビジネスで稼ぐ系 

 

の６つに分かれます。 

 

 

サイトで稼ぐためのコピーライティング 

 

例えば、サイトアフィリエイト（サイトで稼ぐ系）の場合… 

 

１売れる商品を選ぶ 

２サイトに大量のアクセスを呼び込む 

３アフィリリンクをクリックしてもらう 

４商品を実際に購入してもらう 

 

という４つの行為が必要になってきます。 

 

売れる商品の選び方については後ほど説明するとして… 

 

サイトに大量のアクセスを流し込むためには 

SEOで上位表示をさせる必要があります。 

 

そのためには魅力あるコンテンツを作り 

訪問したアクセスの滞在時間を延長する必要が有ります。 

 

詳しい人は知っているかもしれませんが、 

グーグルさんも被リンクの数よりも滞在時間を重視するようになりました。 



 
 

コンテンツ＝文章です。 

 

つまり、SEOで上位表示させるにはこのコピーライティングで 

読ませる文章を組み立てる事ができなければならないと言う事です。 

 

それだけにとどまらず、サイトにアクセスてもらった後には 

アフィリエイトリンクをクリックしてもらわなければなりません。 

 

そのためには、 

 

「クリックしてください!!」 

 

と相手を説得する必要が有ります。 

 

そのための紹介文章、商品説明などの全てに 

このコピーライティングが必要になってきます。 

（サイトでの物販であれば直接買ってもらえますね） 

 

それだけではありません。 

 

紹介リンクをクリックしてもらった後には 

実際に商品を購入してもらわなければなりません。 

 

つまり、紹介リンクで飛んでいく先が売れそうかどうかも 

判断できなければならないのです。(PPCアフィリでも同じです) 

 

そのためにはあなたがコピーライティングの原則 

（後で紹介する、売れる文章（コピー）の法則です。） 

を知っておかなければならないのです。 

 

 

 



 

メルマガで稼ぐためのコピーライティング 

 

つぎに、メルマガでアフィリエイトする場合は… 

 

１リストを集める 

２リストを教育する 

３リストに販売する 

 

と言うステップになります。 

 

リストを集めるためには… 

 

広告を打つ、 

ランディングページを作る 

ブログ、SNSなどで集める 

 

など様々な方法があります。 

 

そして、その全てに文章、メッセージ、言葉… 

 

つまり、コピーが必要とだと言う事になります。 

 

そして、メルマガで紹介リンクを紹介する場合も 

もちろん、すべてがコピーになりますし… 

 

紹介リンクで紹介した商品が売れそうかどうか判断するためにも 

良いコピーか悪いコピーかを見分けられる判断基準が必要になります。 

 

メルマガで稼ごうと思ってもやはりコピーライティングが 

最重要事項になってしまうのです。 

 

 

 



 

SNS などで稼ぐためのコピーライティング 

 

SNSで稼ぐために重要な事は 

人間関係と記事の質です。 

 

マメなコメント返しや、さまざまな読者や友人を増やす事も大切ですが、 

そもそも書いている文章がゴミであれば誰も記事を読まないし、 

一円にもならないのは火を見るよりも明らかです。 

 

そして、そんな人を良く見かけてしまうのが残念です。 

 

 

 

情報ビジネスで稼ぐためのコピーライティング 

 

情報ビジネスで稼ぐ場合にコピーライティングが必要と言う事に関しては 

あえて、ここで触れる必要がないんじゃないかと思えるくらいに 

明らかな事だと思います。 

 

あなたがよくみる縦長のビローンと長いセールスレターはもちろんのこと 

ついつい、メルアドを登録してしまうあの無料オプトインのページ、 

それどころか、商品を作る時にもこのスキルが必要になります。 

 

 

 

転売で稼ぐためのコピーライティング 

 

転売は物そのものに価値があります。 

 

なので、一見するとコピーライティングは必要ないように見えます… 

 



 
もちろん、転売で稼ぐ時にも、商品紹介文などが直接的に 

コピーライティングと関係している事はすぐに気づかれるかもしれませんが… 

 

実はそれだけではありません。 

 

恐らく多くの人は、 

 

コピーライティング＝文書術 

 

と言う印象があまりにも強くなっているので 

気がつかないかもしれませんが… 

 

実は写真の取り方、デザイン、コメントやデータの使い方なども 

コピーライティングの一部です。 

 

私は常々、コピーライティングは文書術ではなく 

セールススクリプト作りだとお話ししているのですが… 

 

その理由はここにあります。 

 

つまり、サイトの写真、配置、デザイン、構成… 

そのすべてが「コピーライティングだ」と考えているからです。 

 

直接的な商品紹介文と言う部分もさることながら、 

写真、デザイン、サイトの構成、売れる商品の見つけ方… 

 

そして、どこで販売するのか？（アマゾン、ヤフオクなど） 

いつ販売するのか？と言った大きな販売戦略も含め… 

 

それらに「コピーライティングの原則」が活かされている事に 

気づいている人はほとんど存在していません。 

 

 



 

リアルビジネスのためのコピーライティング 

 

リアルビジネスに置いても看板、メニュー、内装の作り方… 

 

セールストークや、スタッフの教育、仕入れ先の交渉、 

ダイレクトメール、FAX DM、クーポン券の使い方… 

 

ありとあらゆる集客、そしてセールス、ビジネスのなかでの 

コミュニケーションにコピーライティングを活用していく事ができます。 

 

これを知らないが故に、どんなに待ってもお客が入らず 

潰れていくお店が後を絶たないのです。 

 

 

 

『売り込まなければ１円にもならない』 
 

つまり、どんなビジネスで稼ごうと思っても… 

 

このコピーライティングという力を無視する事はできないということです。 

 

多くの人がノウハウでうまく結果が出せない理由は 

『売り込む事』ができないから… 

 

言い換えれば「コピーライティング力」が弱いから… 

 

ただそれだけです。 

 

あなたはこの手紙で、稼ぎ続けるノウハウコレクターと 

稼げないノウハウコレクターの唯一の違いを学びました。 

 

そして、今のあなたがやるべき事、必要な行動は 

『「コピーの力」を人に売り込むことだ』 



 
ということも知りました。 

 

このコピーの力さえあれば… 

 

後は簡単です。 

 

大量にサイトを作りアフィリエイトしたり、 

トレンドにそった記事でアフィリエイトしたり、 

集めたリストにメルマガでアフィリエイトのリンクを流せば… 

 

お金が即座に流れ込んでくるでしょう。 

 

 

 

人に嫌われず売り込めるパワー.. 
 

「売り込みが重要なのは良くわかりました。 

 しかし、私はどうも売り込むのが苦手です。 

 

 なぜなら、私自身売り込まれるのが嫌いで 

 売り込むと、相手に嫌われるのではないかと思ってしまうのです」 

 

という、想いを持っている人にたまに遭遇します。 

 

安心してください。 

このコピーライティングという力は 

相手に売り込む事なく購入させる力ですから。 

 

 

なぜなら、インターネットやチラシなど文字媒体の世界では 

リアルビジネスのようなプレッシャーセールスができません。 

 

つまり、しつこく食い下がったり、「買うまで帰りません」と居座ったり、 



 
密かにプレッシャーを与えるセールスができないのです。 

（そんな事をしたら嫌われてしまうのでやらないでください） 

 

文字媒体の世界では、相手がすこしでも興味ないと思った瞬間… 

 

チラシの場合は捨てられて、 

インターネットの場合はページを閉じられて… 

 

それで終わりなのです。 

 

だからこそ、インターネットの世界では 

「欲しいと思わせるコピーの力」がより重要になってきます。 

 

欲しいと思わせるコピーの力この仕組みを理解すれば、 

お客はあなたに売り込まれたとは感じません。 

 

むしろ、自主的に自分で決断したと思い込むのです。 

 

つまり、あなたはこれから一切嫌われずに売り込む事が 

できるようになるのです。 

 

だからこそ、コピーライティング力こそお金に直結する最高のスキルであり… 

あなたのノウハウの内なる力を解き放つ最高の媒体になるとお話ししてます。 

 

コピーライティングとは物を売り込む文書術と思われていますが… 

 

 

 

 

実は、全然違います。 

 

本当は『人を動かす技術』なのです。 

 



 
どんなに良い商品を持っていようと、どんなに良いサービスを提供しようと… 

たとえあなたのサイトにどれだけのアクセスがあろうと、 

たとえあなたのメルマガを５０００万人が読んでいようとも… 

 

「あなた”から”購入したい」 

 

と思わせることができなければ現金は１円も入ってきません。 

 

相手にそう思っていただくために最も重要なスキル、それが… 

 

「コピーライティング」 

 

なのです。 

 

この力を身につければ、あなたが売り込むたびに 

相手はあなたの事を嫌うどころか、逆にあなたに 

感謝し、あなたのファンになっていきます。 

 

なぜなら、このスキルは『売り込まずに購入させる技術』だからです。 

 

このお金に直結する最高のスキルを身につけたとき 

あなたが今まで購入してきた全てのノウハウがその力を解放するのです。 

 

【解答】稼ぎ続けるノウハウコレクターと 

稼げないノウハウコレクターの唯一の違い 
 

この「コピーの力」こそが、稼ぎ続けるノウハウコレクターと 

稼げないノウハウコレクターの違いなのです。 

 

つまり、あなたはこれからこのコピーライティングという力を 

手に入れさえすれば、これまで購入してきたノウハウの 

どれをつかっても稼ぐ事ができるようになるのです。 



 
 

サイトアフィリであれば商品紹介 

メルマガアフィリであれば紹介記事 

ヤフオクであれば商品紹介 

 

飲食店であれば看板やメニュー 

美容院であれば看板や内装、メニュー構成 

整体院であれば看板、店のなかのポスター 

 

その他にも 

 

彼女に結婚を申し込むとき 

FAXDMを送るとき 

ダイレクトメールを送るとき… 

 

などなど、その活用方法は無限大です。 

 

コピーライティングって難しいんでしょ？ 
 

そんな無限の可能性を秘めているコピーライティングですが… 

それを身につけるのは至難のわざと言われています。 

 

確かにその通なのかもしれません。 

 

一般的にはコピーライティングを身につけるには… 

 

過激な単語、人が反応する単語を毎日毎日集めたり… 

感動した事、驚いたことを毎日毎日メモに取ったり… 

しかも、それだけでは無く毎日毎日、文章を書いて 

広告を出し、仮説、検証を繰り返し… 

 

そうやって、 

 



 
単語の数（ボキャブラリー） 

文章構成力（売れる文章構成） 

感性（センス） 

 

をコツコツと長い間、身につけていくことで 

書けるようになると思われています。 

 

それでは、これら３つの要素を０から自分だけで身につける 

どうすれば良いのかを簡単に説明していきたいと思います。 

 

どうやって、ボキャブラリーを 

身につけるのか？ 
 

そのためには売れているセールスレター、チラシ、広告文を集めて行く事です。 

 

世の中できちんと成果の出た至高の広告文の数々を集めるのです。 

 

そしてそこで使われている単語で良いなと思う物をメモしたり、 

その言い回し、言い方をパクったりしていく事です。 

 

そのためにはまず毎日売れているセールスレターを 

手で書き写してください。（これを写経と言います） 

 

そうやって、無意識に一流コピーライターの言い回しが 

できるようになるように自分自身を訓練していくのです。 

 

しかし、ただ単に広告を集めていくだけだと２つの問題点が有ります。 

 

１.自分の好みに偏ったレターばかりになる 

２.本当に売れているかどうか分からない 

 

という問題点です。 



 
 

このため自分だけでセールスレターを集めるだけではうまくいきません。 

 

なので、この作業を行いながら、実際に広告を書きながら実践し、 

計測し、検証していく事が必要になります。 

 

どのようにして、文章力を高めるのか？ 
 

これを学ぶためには様々なコピーライティングに関する書籍を読み込み、 

自分なりに実践して仮説と検証を繰り返していく必要が有ります。 

 

巷には数万冊のコピーの書籍を発売されています。 

 

それだけでなく心理学、哲学、催眠術、コミュニケーションに関する本なども 

片っ端から読んでいく必要もあるかもしれません。 

 

そして、それだけに飽き足らず、世界屈指のコピーライターや 

マーケター、自己啓発などの高額なセミナーに足しげく通い詰め 

年間３００万円程度のお金をつぎ込んでいます。 

 

さらに巧みな言い回しを身につけるために、数年間に渡り 

来る日も来る日も売れているコピーを手で書き写しながら 

文章の構成を無意識に叩き込んでいき…（写経と言われます） 

 

自分で何度も書いて、そしてその広告を出稿し、 

結果を計測していくことで、失敗と成功の経験を積み重ねるのです。 

 

そして、広告費を使い、出しては検証、出しては検証を繰り返し、 

実践して研究していくと本物の売れる文章の法則が掴めてくる事でしょう。 

 

 

 



 

どうやって感性を磨くのか？ 
 

一流の物に触れる機会を増やしていく事です。 

 

豊富な経験と知識を蓄えるために惜しみなく投資をしてください。 

 

海外を旅行したり、へんぴな所を一人で旅するのも良いでしょう。 

 

そのように様々な経験を積み重ねる事で、 

だんだんと感性が身に付いてくるのです。 

 

そして、そうやって感性を磨いたらきちんと 

文章を書く練習もしてください。 

 

そして、きちんと『売れる文章の法則』に 

沿っているかどうかも忘れずにチェックしてください。 

 

そうやって自分が身につけてきた感性が 

本当に効果があるのかを調べるのです。 

 

これもまた、広告費を使って検証に検証を重ねていく必要が有ります。 

 

面倒くさくないですか？ 
 

さて、このあなたが今まで集めてきた 

ノウハウの全ての力を解放してくれる。 

 

「コピーライティング」 

 

という至玉のスキルですが… 

 

あなたが自分一人で習得しようとすると・・・ 



 
 

このような面倒な事態が待っているのです。 

 

しかし…もし、私が… 

 

「これらの要素（ボキャブラリー、文章力、感性）を 

 一切必要とせずこの面倒くさい労力のすべてを 

 一瞬にしてショートカットしてこのスキルを身につける方法があるよ」 

 

と言ったら… 

 

あなたはその方法を知りたいと思うでしょうか？ 

 

この方法を使えばボキャブラリーも、文章力も、感性も一切必要有りません。 

 

「えっ、そんな方法があるのですか？」 

 

と気になっているあなたへ… 

これから、その文章力を必要としない「ある」方法の 

詳細についてお話ししていきたいと思います。 

 

文章力０の素人が 

「素早く」、「美しく」、「確実に」、 

コピーを書く方法を発見？？ 
 

この「常識はずれのコピーライティング習得方法」は 

私が社員にコピーを教えるために開発した物です。 

 

こんな事を書くと、社員にキレられてしまいそうですが、 

ある社員の書くコピーがあまりにも酷かったのです。 

 

それまでは、私は自分自身でコピーを書いていましたが… 



 
 

私自身、もうすこし自由な時間を確保するために 

コピーを他の人に書いてもらおうと考えたのです。 

 

初めは常識通りに、様々なテクニックを教えたり 

概念を説明したり、手書きをさせてみたり… 

 

様々な事を行いました。 

 

しかし、それでも中々成果が出ません。 

 

なぜなら、その社員はボキャブラリーも、 

文章力も、感性もほぼ０に近かったからです。 

 

「自分で書いた方が速いんじゃないか？」 

「やはり、時間をかけて教えるしかないのか？」 

「もっと、簡単に私の脳内を移し替える方法はないのか？」 

 

そのように考え抜いた結果… 

まったく文章力を必要としない「一つのやり方」を発見しました。 

なぜ、文章力がいらないのか？ 
 

「ちょっとお伺いしますけど、 

 なぜ、文章力がいらないんですか？ 

 文章もコピーライティングも文字を使っているのに…」 

 

と少し混乱しているかもしれませんので 

詳しく説明したいと思います。 

 

なぜ、文章力が全く必要ないのかと言うと… 

 

プラモデルのように書いていくからです。 

 



 
つまり、既に出来上がっているパーツを 

決められた設計図どおりに組み立てていく… 

 

そんな作業になります。 

 

設計図のような、売れるコピーの法則、人の感情を動かす文章構成の公式にそって、 

パーツに当たる言葉や文章を、説明書通りに当てはめていくのです。 

 

つまり、プラモデルを作るのに、想像力がいらないように… 

 

コピーを書く時も文章力は１ミリもいりません。 

 

多くの人間が「文章が書けない!!」と思っていますが… 

 

その原因は“０から全て”を自分で作ろうとしているからです。 

 

これをプラモデルに置き換えると… 

 

設計図を自分で書いて、工場でプラスチックを溶解し、型に流し込み… 

といった作業から、そのすべてを自分でやろうとしている状態です。 

 

あなたはそんな事をするでしょうか？ 

 

よほどのプラモデルマニアであれば 

そんなマニアックな事をするかもしれませんが．．． 

 

少なくとも私のような凡人はパーツや完成図、設計図など 

必要な物が全て入っているパッケージをお店で買ってきて作り始めます。 

 

設計図を自分で書き、工場でプラスチックを溶解し、型に流し込み… 

など全ての行程、作業と全てを０から自分でやるのと… 

 

 

買ってきたパーツを完成図を見ながら説明書にしたがって 



 
組み立てていく… 

 

どちらのほうがより速く、より美しく、より確実にできあがるでしょうか？ 

 

私は早く完成させたいので、 

お店でパッケージを買い、 

説明書通りに作っていきます。 

 

その方が圧倒的に速いし、確実だし、綺麗だからです。 

 

まだ、無駄な労力をつかいますか？ 
 

コピーライティングにおいても同じことです。 

 

「文章力がない」 

「記事が書けない」 

「何を書いたらいいかわらかない」 

 

と言っている人は０から自分で作ろうとしています。 

 

だから「文章が書けずに結局ノウハウが活かせない」という 

悲惨な事態に陥ってしまうのです。 

 

プラモデルも組み立てるだけなら小学生でもできます。 

 

つまり、コピーライティングに置いても 

組み立てるだけなら、多少時間はかかりますが 

ほとんど誰にでもできると言う事です。 

 

既にある文章構成、人の感情を動かす「型」にそって 

説明書通りに言葉や文章を当てはめるだけなのですから… 

 

もしあなたが「文章が書けない」と悩んでいたとしても 



 
それは、組み立てるヒントとなる設計図を持っていないだけなのです。 

 

「速い」、「確実」、「効果的」 
 

あなたがこれまで集めてきたノウハウのすべてを無駄にする事なく、 

それらを使って稼ぐ事が可能にする… 

 

「コピーライティング」 

 

勘の良い人ならここまでのお話を理解し、活用するだけで 

今までのノウハウのすべてを使いこなし、時間も、場所も気にする事なく 

自由な人生を手に入れる事ができるようになるでしょう。 

 

あなたがこのコピーライティング力を高める為にする事は… 

 

１．売れる文章の法則を知り（設計図） 

２．売れる文章のテンプレートを手に入れ（パーツ） 

３．そして、それの使い方を学ぶ（説明書） 

 

このたった３つだけなのですから。 

 

文章力がない＝最高のチャンス 
 

実は文章力はがないのは最高のチャンスなのです。 

 

逆に文章力があればあるほど、 

コピーを書くのが下手になります。 

 

今まで、「自分は文章力がない」「文章を書くのが苦手」と 

思ってきたあなたへ朗報です。 

 

実は文章力のある人、言い回しの巧い人のほうが 

この世界最強のスキル「コピーライティング」と言う 



 
スキルを身につける事が難しくなります。 

 

言い間違いではありません、文章力はないほうが有利なのです 

 

なぜなら、文章力のある青二才コピーライターは言い回しの技術、 

文章の巧さに頼り過ぎるばっかりに、コピーで最も重要な要素を 

おろそかにしてしまうからです。 

 

繰り返しになりますがコピーを書くためには… 

 

１.売れる文章の法則を知る 

２.売れる文章のテンプレートを知る 

３.それを使いこなせる 

 

という、３つのステップが大切です。 

 

そして、文章力が巧みな人物は 

自分の才能にこだわってしまうがゆえに… 

 

どうしても、自分の口のうまさ、文章力が邪魔をして 

この売れるコピーの法則、売れるコピーのテンプレートを 

使いこなす事ができません。 

 

昔、ゴルフインストラクターの友人にこう聴いた事が有ります。 

 

「変に自分でゴルフを練習してきた人に 

 教える方は難しい… 

 

 変な癖がついてるから、 

 それがなかなか抜けないんだよね」 

 

変にできる人よりも 

まっさらで０の人間の方が学習が速いこともあるのです。 

 



 
それと全く同じ事が「コピーライティング」でも起こるのです。 

 

もし、あなたが自分は文章が下手だとおもうのであれば… 

 

おめでとうございます。 

 

あなたは素早く、効率よく、無駄な労力なしに 

素晴らしいコピーライターになれるでしょう。 

 

つまり、文章が苦手な人の方が、人を説得し行動させる文章を 

すらすらと書いていくことができるということです。 

 

逆にもし、あなたが自分は文章がかけると思っているなら 

 

御愁傷様です。 

 

お金を稼ぐためには「文章力に頼る」のではなく 

この３つのステップ 

 

１.売れる文章の法則を知り（設計図） 

２.売れる文章のテンプレートを持ち（パーツ） 

３.それの使い方を知る（説明書） 

 

をマスターしてください。 

 

「分かりました。これからその３ステップを 

 しっかし勉強していきたいと思います!! 

 しかし、どうやって身につければ良いのですか？」 

 

と感じているあなた… 

 

今回は、この３ステップを簡単に学ぶためのパッケージ、 

それら全てのステップを詳細に説明した動画を用意させていただきましたが… 

 



 
「そもそも、あなたは誰なんですか？」 

 

と言う質問がそろそろ出てくると思いますので 

ご挨拶をかねて自己紹介をしておきます。 

 

 

初めまして、田窪洋士と申します。 

 

実績や経歴に関しては先ほど説明させて 

いただきましたので省略させていただきます。 

 

そう、今では１ヶ月で数億円を稼げるように 

なった私ですが… 

 

実は起業したての頃は年収 2万円でした。 

 

そんな私が稼げるようになった秘密はこの最強のスキル『コピーライティング』を、 

０から全て、自分一人で習得し、死に物狂いで身につけてきたからです。 

 

そして、今から紹介する「この動画」は 

私が何年もかけて脳内にインストールしてきた… 

 

全てのノウハウから資金を回収するたったひとつのスキルを、 

ある社員にそのまま移植しようと思って開発した… 

 

『ド素人でもすぐに売れる文章が書けるようになる３ステップ』 

 

その詳細を詳しく説明したものになります。 

その名は… 

 

『プラモデル・セールスライティング』 
 

この『プラモデル・セールスライティング』は 



 
１日 10〜15時間の作業で年間２万円しか稼げなかった… 

 

パソコン音痴で落ちこぼれだった私が、それまで全てのノウハウに支払った 

投資を回収し、最終的には１ヶ月でに４億円を稼ぐ男になった 

その具体的な方法の全てを高画質動画に正直に全て詰め込んだ… 

４時間３０分にも及ぶセミナー動画となっております。 

 

あなたはこの動画を自宅でリラックスして、ゆったりと眺めながら、 

参加者と同じ作業をしていくだけで、あなたは自身のビジネスに足りないパーツを発見し、 

売上げを倍増させるのに必要なステップが明確に見えてくるようになります。 

 

加えて、あなたの収入を一瞬にして何倍にも引き上げるような文章を 

極めてシンプルな設計図に従い、用意されているパーツを 

説明書通りに組み合わせていくだけでいとも容易く構築する 

事が可能になります。（たとえ文章力がなくても…） 

 

実際にこのセミナーに参加した人の全員がその日のうちに 

お客さまの興奮値を引き上げ、冷静さを失わせる強烈で 

魅力的なタイトルを書く事に成功しています。 

（その様子もきちんと収録されています） 

 

なぜなら、この少人数にしか明かされていない貴重なセミナーでは 

素人がたったの３分で「超一流レベルのコピー」を書くために必要なワザ.. 

 

１．売れる文章（コピー）の法則 

２．売れる文章（コピー）のテンプレート 

３．そして、その使い方 

 

がステップバイステップで事細かに説明されているからです。 

 

しかも、動画での提供ですのであなたは完全に 

マイペースにプログラムに参加する事ができます。 

 

何度でも、一時停止をしてください。 



 
何度でも、聞き直してください。 

何度でも、メモを取ってください。 

 

受講者とのやりとり、アドバイスの全てを余すところなく収録しているので 

あなたはこの動画を見ることであたかも私から直接アドバイスを 

受けているような感覚に陥るでしょう。 

 

現在、私のコンサルタントフィーは 

１年間で２００万円いただいています。 

 

そのコンサルを擬似的にであっても体験しているような物です。 

 

そんな、セミナーの様子を全て収録したこの 

４時間３０分にも及ぶ動画の内容について 

その全貌をシェアしていきたいと思います。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第１章−あなたに欠けているもの… 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

多くの人が成功できてない本当の理由は、 

 

「自分の問題点が見えてない」という一言に尽きます。 

 

繰り返しになりますが、「無駄な行動」「間違った行動」をしている限り 

あなたは仕掛け車で走るハムスターのように、 

走っているつもりでもいっこうに前に進みません。 

 

このセクションであなたに足りていない部分の問題点を 

「ある」公式に沿って分析し、確実に把握することで… 

 

あなたは自分に足りなかった物が何なのか正確に認識できるようになり、 

その結果..３０日以内に初めての売上げを手に入れたり、 



 
今の売上げを数倍にまで引き上げる事が可能になります。 

 

内容の一部を紹介すると… 

 

○３００万円のセミナーでも安いと思うその理由−圧倒的に「稼ぐ」ノウハウコレクターが 

見ているセミナーの参加基準、二度と騙されずに効果的にノウハウをゲットするシンプ

ルな公式…そして、そのノウハウを急速に習得する裏技とは？ 

 

○98％の人たちが気づいていない「儲けの種」を見つけ、育て、現金を大量に刈り取る方 

法−あなたが稼げていない本当の理由は、ただこの方法を知らないだけなのです..ライ

バルが決して気づかない儲けの種をみつけるメガネ..ライバルを出し抜くその種の発

見方法、そして、育成法とは？ 

 

○ビジネス初心者がリストを集める時にやりがちな最も大きな過ちとは？−毎日 10〜15 時

間…膨大な時間を投資して集めたリストを確実にゴミに変換する致命的なミスとは？ 

 

○ビジネスを成功させるために必要な３つの要素とは？ 

 

○自己啓発好きがやりがちな致命的な間違いを回避する方法−自己啓発書、自己啓発セミナ

ーでポジティブになることの害…高いマインドがもたらす破産への片道切符..借金を

して高額セミナーに参加している人は必ず聴いて、この罠に嵌らないように注意してく

ださい。 

 

○お客に売り込む事で感謝と現金を手に入れる方法−もし、あなたがお金を稼げないのはこ

の考え方が中途半端だからです..売り込む事で嫌われるというマインドブロックは完

全に除去してください。 

 

○お金のマインドブロックを完全に払拭する方法−「お金を稼ぐ事は正義だ!!」という完全

に合理的な理由とは？ 

 

○あなたのビジネスの健康診断表−稼ぎ方が分からない？そうですか、それではこの公式に

当てはめてあなたのビジネスを分解してください。年間２００万円のコンサルタントフ

ィーを受け取る私が顧客と出会った瞬間から行う、あなたの問題を的確に診断する問診

票とは？（ネットビジネス用とリアルビジネス用を用意しました） 

 



 
これらはほんの氷山の一角に過ぎません。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第２章—最強のスキル『コピーライティング』 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

99%のネットビジネス起業家は『コピーは重要』といいながらも 

その本当の重要性、そして、このコピーライティングの本質を深く 

理解はできていないようです。 

 

その証拠に、ネットで出回るセールスレターのほとんどで 

私のお話しするこの「本質」が無視されている始末です。 

 

プロのコピーライターしか見つけられない、 

多くのセールスレターの致命的な欠陥とは？ 

セールスレターだけでなく、サイトアフィリの紹介文、 

トレンドアフィリでのブログ記事、メルマガアフィリの記事… 

 

世の中で見かけるありとあらゆる広告 

（チラシ、看板、ポスター、週刊誌、セミナー、ラジオなど） 

がこの「本質」を無視してしまっているのです。 

 

逆にいえば 99％の人が気づいていない 

この本質、そしてコピーの重要性をあなたが理解すれば。 

 

あなたはトップ１％の経済的自由と時間的自由を手にしている 

あの人と同じ立場になれるのです。 

 

この「原理原則」を利用すれば、私のように 

その気になれば、自宅で一人で、誰にも知られず 

密かにキャッシュを大量に獲得する事すら可能になります。 

 

そんな、この動画の核ともいえる最強のスキルの「本質」とその重要性… 



 
 

これさえ理解すれば… 

 

あなたは「無駄な行動」「間違った行動」を完全に排除し、 

最も効率的に、効果的に、スピーディーに 

お金と、時間の自由を獲得する事が可能になるのです。 

 

コピペで○○万円、テンプレートを使って○○万円と謳っている 

数々の情報商材をつかって実際にそれだけの売上げを獲得するには 

このコピーライティングの『本質』を理解することが最も近道と言い切れます。 

 

なぜ、そのように言い切れるのかと言うと… 

 

その答えは教材のなかで明らかにされるのです。 

 

この章に含まれる、驚愕の内容に付いてほんの少しだけ紹介すると。 

 

○コピーを全てのノウハウに活かすために外せない思考法−このロジックを知った瞬間あ

なたがいかにコピーを無視していたかを痛いほど感じ、いままで知らず知らずに損失し

ていた隠された現金の存在がはっきり見えてしまいます。（あなたは悔しさのあまり、

涙を流すかもしれません） 

 

○あなたのノウハウを自動的に、半永久的に働く営業マンに変身させる裏技−あなたの集め

たノウハウを、懐に現金を移動させる「営業マン」に変身させ、世界中に無尽蔵に散り

ばめる方法..あなたがこの行為に投資すれば、あなたの現金は倍増し続ける以外に残さ

れた道はありません。 

 

○コピーの実態−「文章が書けない」と思い込んでいる９９％の人間が陥っている、致命的

な勘違いを完全に綺麗に拭き取る方法について詳しくシェア… 

 

○Goole を超える最高の検索ツール−業界最大手の google を超える最強の検索ツール..身

近に存在するのに誰もが使いこなせていない、無料ツールを使い極めてシンプルに稼ぐ

方法を中学２年生にもわかる言葉でじっくりと説明 

 

○何年経っても、何年経っても稼ぎ続けるたった一つの方法 



 
 

○なぜ、１００万円稼ぐのと１０００万円を稼ぐのは「同じ労力」なのか？-その合理的な

理由とその理論を活用しあなたが明日から稼ぐ方法とは？ 

 

これらはほんの一部にすぎません。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第３章—コピーライティングの３Ｃ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

コピーライティングの本質、そして本当の価値が分かっても 

９９％の人はコピーを書く前の必須事項を知らないのです。 

 

実はコピーは、書く前に売上げが決まっています。 

 

スポーツ、格闘技の世界でもそうですが、 

勝負をする前にその勝敗は決まっています。 

 

コピーライティングを行う前にやっておくべき 

たった３つの調査項目と売れるコピーの法則について… 

 

そして、あなたのビジネスでそれらを活用する 

具体的な方法をステップバイステップで公開。 

 

盛りだくさんの内容のほんの一部を紹介すると 

 

○お客がよく考えずに高額な商品を購入し始める心理トリック…この準備を周到に行えば、

行うほど、あなたの手紙を読んだお客は一種のトランス状態に陥り、よく考えずに商品

を購入し始めます。高額商品を売る超一流のコピーライターがする事前調査の３つの質

問とは？ 

 

○一瞬で料理の味を変える方法−言葉を使って料理の味を変換させる、一流レストランの心

理テクニック..この手法をあなたのビジネスに応用し、売上げを倍増させる方法とは？ 

 



 
○ライバルの悪口をインダイレクトに発信する方法−このテクニックを使用するとお客は

本能的にあなた以外の起業家達を拒否し始めます。あなたはいち早くこの方法を取り入

れ、ライバルのお客を根こそぎ奪い去ってください。（あなたが使わなければライバル

が使うかもしれません） 

 

内容のすべてをこのレポートで書き切る事は不可能です。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第４章−売り込まずに買わせる方法（前半） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

コピーライティングはシンプルに言うと“人を動かす技術”です。 

 

人にあなたの商品を買うように説得するには、人が物を買う時の心理、 

感情、思考の動きの詳細を詳しく把握しておく事が重要なのです。 

 

なぜなら、その心理（購買心理）を把握する事で 

あなたはお客の内側に入り込み、唯一の理解者となることができるからです。 

 

その結果、お客は自分の問題を解決できるひとは 

あなたしかいないと本能レベルで受入れ、信じ、従い始めます。 

 

お客のトラウマを掻きむしり、痛みと快感を同時に感じさせ、行動させる 

強制力の強い、深層心理のトリックをあなたにだけそっとシェア… 

 

この購買心理を知る事でお客はもうあなた以外の 

人間とは浮気できない身体になります。 

 

このパートで語られる購買心理を理解することができれば、 

あとはマニュアルに沿って、テンプレートを使い、パーツを組み上げる... 

 

たったそれだけでパソコン音痴の落ちこぼれが、 

超一流のコピーをわずか６０分で書き上げる事が可能となるのです。 

 



 
今まで何もやっていない人であれば、このパートで語られる通りに作業するだけで、 

確実に売上げを最低１０％以上高めることが可能になります。 

 

そんな、すぐに使える、稼ぎの秘密の内容の一部を紹介すると 

 

○たった１文を足すだけで売上げを３倍にする魔法の言葉とは？−歯科業界で実証された

テストの結果データをあなたにシェア…たった３文字で 1.5倍、１文で３倍になった魔

法の文言..お客の購買心理の第１の壁を乗り越えるちょっと卑怯なテクニック 

○「コピー」を改善する際、一番初めに手を付ける「ある」部分..売上げを劇的に変化さ

せるその部分を見る時のたった一つの視点とは？ 

 

○【実録】素人が３分で一流のタイトルを書く方法−初めてコピーを書く参加者が、３分で

一流のコピーを書き上げました。その一部始終の詳細を完全に収録しました。その一部

始終を閲覧し、パーツの使い方をマスターしてください。−あなたの売上げに直結する

ワークショップ 

 

○広告、アフィリエイト、セールスの素人が、売り込む時にやってしまう最も大きな間違

いを回避するたった一つの質問−常にこの質問をマントラのようにブツブツ唱えてくだ

さい。そうすることで周りの人間はあなたの事を奇妙に思いはじめます..しかし、彼ら

の銀行残高は日々減っていき、あなたの銀行残高は日々増え続けるようになります。 

 

○魅力的なタイトルの１７の秘密兵器−あなたに継続的な収入をもたらす、１７の秘密兵

器..この秘密を知らずにタイトルを書くと文字通りドブにお金を捨てていることにな

ります−お客が冷静さを失い、読まずにはいられなくする１７の刺激とは？ 

 

○あなたの売上げを極めて簡単に２倍以上に跳ね上げる、４つの要素とは？−この４つの要

素を一つでも入れればあなたの文章の成約率は２倍以上に跳ね上がります。２つ入れれ

ば４倍、３つ入れれば 8倍..全てを使いこなせば莫大な現金をお客様が支払い始めるで

しょう.. 

 

これらはほんの一部にすぎません。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第５章−売り込まずに買わせる方法（後半） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 



 
購買心理の３つの壁.. 

 

この壁を完全に破壊し、お客を操る調教システム… 

 

このシステムに触れてしまったお客は、自ら購入を決断したと思い込みますが、 

本当はあなたの巧みな心理誘導に背中を押されている事に気づきません。 

 

詐欺師も用いる、この信頼させるテクニックの数々を利用すれば 

たとえバナナの皮でもお客は感謝して購入するようになるでしょう。 

 

この、パートで紹介される数々のテクニックは決して悪用しないと誓ってください。 

 

その、危険なまでに強力な内容の一部を紹介すると 

 

 

○詐欺師が利用する信用を得る方法…例え証拠がなくても相手を信頼させる１２個の秘密

兵器とは??この手法を乱用し、信頼さえ獲得すれば、バナナの皮でさえ売りつける事が

可能になります。 

 

○本能的に購入したくなる脳内ボタンの押し方−ポチッと押せば売上げが上がるそんなボ

タンがあればいいとおもいませんか？では、このトリックを用いて脳のある部分を刺激

してください。脳科学で明らかになった人の先入観を利用し購買させるちょっと卑怯な

アングラテクニック 

 

○遺伝子レベルで商品の魅力をアピールする方法−このトリガーを随所に散りばめてくだ

さい。お客はあなたの商品を購入することが自分の人生に置いて最も優れた決断である

と思い込み始めるでしょう。 

 

○お客に購入させてくれと懇願させる３ステップ−この３ステップ通りに言葉を散りばめ

る事で、お客はあなたに速く購入させてくれと懇願し始めます。 

 

○熱心な信者を量産する方法−このシステムを利用し、お客に価値を提供すれば..お客はあ

なたの商品の『マニア』になります。そして、周りの人にもあなたの商品を買う事が正

しい事だと説得し始めるのです。 

○「お客様の声」の正しい使い方−アマチュアコピーライターでは気づかないプロの使い方..



 
プロしか気づかない緻密な技術を巧妙に利用し、ライバルを出し抜き、拒否させてくだ

さい。 

 

これらはほんの氷山の一角なのです。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第６章−売れる構成要素の順番 

（文章構成のテンプレート） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

コピーで重要なのは、言葉よりも要素です。 

 

ある要素を正確な順番で並べることで、読み手の好奇心をくすぐり、 

冷静さを失わせる特殊なコピーが書き上がるのです… 

 

この設計図通りの順番で心理トリガーを散りばめたコピーを読み始めると、 

お客はあなたの商品を欲しはじめ、購入ボタンをクリックせずにはいられなくなります。 

 

 

−お客に『一線』超えさせ、特別な関係を作り上げる。 

何度も使える「売れる構成要素」の秘密とは？ 

 

 

売れ続ける文章、テレビショッピング、通販、営業マンが 

遥か昔から使用してきた実証済みの確実に売れる構成をあなただけにシェア。 

 

この黄金律に正しく言葉を当てはめていくだけで 

たとえどんな商品を売ろうとしても、 

それを欲するお客に一線を越えさせ特別な関係になれるのです。 

 

購入しないと夜も眠れなくなるほど、商品を求めさせる 

深夜のテレビショッピングが乱用している、使い古された 

最も効果的な最強のフォーミュラを今すぐ使えるようシンプルに伝授!! 



 
 

その即戦力になる内容の一部を紹介すると 

○深夜のテレビショッピングが売れる秘密-夜中にテレビを見ていると無性に商品を購入

したくなりませんか？実はその裏には無意識を操作するある心理トリックが隠されて

います..その巧みな技術をあなたの webサイト、ビジネスに応用する具体的なステップ

とは？ 

 

○２０年以上使われ続ける売れるコピーの法則-この法則は個人的には嫌いです。なぜなら、

既に使い古されているからです。２０年間変わる事なく、お客の購買意欲を駆り立てる

歴史に証明されたコピーの法則 

 

○欲しくない商品を買わせるパターン-商品を欲しがっているお客が見つからない？そう

ですか、それでは何も考えず、このパターンに言語を挿入してください..お客はあなた

の商品を売ってくださいと懇願するでしょう。 

 

○あなたが寝ている間に勝手に商品が売れ始める文章構成−人間心理に沿ったこのパター

ンを適応し、インダイレクトに商品を売り込む方法..この文章構成は、あの通販会社で

数々の商品をヒットさせました。 

 

これまで、つぎ込んできた投資を 

回収する準備はできていますか？ 
 

これら６つの章からなるこの「プラモデル・セールスライティング」と 

あなたがこれまで出会ってきた数々のノウハウを組み合わせる事で、 

これまで、無駄なように感じていた作業の全てが意味をなすようになるのです。 

 

この教材を通して学んだことを正確に今のあなたのビジネスに応用すれば 

間違いなく売上げは数倍になるという絶対的な自信があります。 

（もちろんすでにコピーの達人であるあなたであってもです…） 

 

なぜなら、この教材にはコピーライティング、マーケティング、 

商売で最も大切な「基本」がぎゅっと詰まっているからです。 

 



 
基本的な事なのでもしかしたらこの教材を見たあなたは 

 

「この話しは聴いた事がある」と思う事もあるかもしれません。 

 

その時には 

 

「この話しを知っている」 

 

と思うのではなく… 

 

「この話しをできているか？」 

 

と確認してほしいのです。 

 

達人のワザ＝基本の徹底 
 

どの世界に置いてもそうなのですが、 

達人であればあるほど「基本の重要性」を口酸っぱく話します。 

 

ビジネスの世界でも同じ事です。結局は基本に忠実である事が最も大切なのです。 

 

さまざまな業界があるので一概には言えませんが… 

 

この教材で言われている基本をすべて完璧に徹底すれば、 

最低１億円を売り上げる事ができるように設計されています。 

 

マーケティング、コピーライティング、商売において大切な事は… 

 

『常識的な基本事項を非常識なレベルまで徹底的にやる』 

 

ということです。 

 

この教材で明かされている内容を知ったとき 



 
あなたは既に知っていたと言う感覚とここまでやるのかという驚きの感覚を 

両方同時に感じ、その不思議な感触に困惑してしまうかもしれません。 

 

もちろん、私はあなたの心を読める訳ではありません… 

 

だから、あなたがこの教材をどのように受け止め 

どのように感じるかは分かるはずもありませんが.. 

 

おそらくあなたが稼げない理由はその基本のほんの一部が 

抜けているからだと推測しています。 

 

私自身、成功哲学、稼げるノウハウ、情報商材のマニアでした 

何か一発逆転的な近道を探して彷徨っていました。 

 

おかげで、高いマインド、意識、思いっきりの良さが身に付いていました。 

 

足りなかったのは商売の「基本」だけでした、 

このピースと出会ってから、これまで実践してきた事のすべてが開花し始めたのです。 

 

残された可能性 
 

私にとってそのキッカケを与えてくれたのは一冊の本でした。 

 

その本を皮切りに商売、マーケティング、コピーライティング… 

 

今でもそんな『基本』を思い出すために 

年間最低３００万円以上をつぎ込んでいます。 

 

そして、それらを活用し今でも毎日トライ＆エラーを行っています。 

 

私自身もここで語られている基本を全て完璧に 

できている訳ではありません。 

 



 
ばらばらに、ある時はこれ、ある時はこれ、 

と言う具合に適用しているだけです。 

 

だからこそ、５年間で累計１０億円程度しか売り上げられていないのです。 

 

これら全てを完璧に行う事ができれば 

それこそ、１年で数十億円ということも十分にあり得ると感じます。 

 

そんな私があなたに対して言える事は 

「あなたにはまだまだ可能性」があると言う事です。 

 

私自身、パソコン音痴で、年収２万円の落ちこぼれでした。 

自己啓発書を読みながら挫折しそうな気持ちを 

なんとか堪えて（こらえて）這い上がってきたのです。 

 

だからこそ思います。 

 

あなたが例え、パソコン音痴でも、落ちこぼれでも、自信がなくても… 

 

同じような経験をしたノウハウコレクターとして言いたいのです。 

 

「諦めないでほしい」と… 

 

この「プラモデル・セールスライティング」で商売の基本を学び… 

 

その法則にしたがって、紹介されている心理トリガーを 

あなたの作った紹介文、商品説明文、ホームページ、ブログ、メルマガ 

店先の看板、プロフィールなどに散りばめ、その威力を感じるてください… 

 

そして、あなたの収入を一気に数倍に持ち込み 

経済的自由と時間的自由の両方を獲得する 

具体的な戦略を適用してほしいのです… 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



 

『ボーナス特典』 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

繰り返しになりますが、この教材の一部を適応するだけでも 

あなたの売上げが数倍になることに絶対的な自信があります。 

 

あなたがこれからオンラインでビジネスをしようが 

オフラインでビジネスをしようが役に立つ商売の「基礎」、 

最も重要で肝心なビジネスの本質が詳細に描かれています。 

 

もちろん、あなたが３０日以内に簡単に売上げを高めるための 

あらゆる手段がこのパッケージには詰め込まれているのですが… 

 

何度も繰り返しますが、この教材に参加してもらうことで 

あなたに稼いでもらう事は「私の使命」です。 

 

そうすることで今回だけでなく、これからも長期的に続く 

お互いメリットのある人間関係を築いていきたいからです。 

だからこそ、さらに万全を期すためにボーナス特典をつけました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ボーナスその１ 

—１０億円テンプレート— 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

設計図、説明書があってもパーツがなければ 

「プラモデル」は完成しません。 

 

この『プラモデル・セールスライティング』のパーツ部分、 

完全に整えられた言葉の部品を教材購入者限定で無料配布します。 

 

 



 
この使い方によっては１０億円も稼ぎ出す、 

超一流レベルのマーケターが密かに使用してきた実証済みの機密文章... 

 

１００年にも及ぶテストの結果で淘汰され生き残ってきた 

実証済みのタイトルテンプレートをあなたにプレゼントします。 

 

教材の「第３章」を参考に 

あなたの商品にこのテンプレートを利用してください。 

 

アメリカのトップマーケッター、ジェイエイブラハムのテスト結果によると… 

 

タイトルの言葉を変えただけで最大２７倍の売上げが 

計測されたようです。 

 

つまり、このテンプレートを利用し超一流レベルのタイトルに変化させるだけで、 

あなたの商品の売上げは最大２７倍の売上げになってしまう可能性があります。 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ボーナスその２ 

『あなたの利益を最低３１％上げる紹介システム』 

『正確に最もたくさん売れる商品価格を導き出す方法』 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

多くのビジネスマンがやってしまう最も大きな過ちが、 

 

１紹介を運頼りにする 

２よく考えずに、適当に価格を決める 

 

というミスです。 



 
 

この２つのミスによって、 

あなたが本来受け取れるはずの現金が 

毎日、毎日、見過ごされてしまっているのです。 

 

本来なら何倍も稼げたはずなのにこのミスによって利益を 

激減させ、あなたのビジネスを疲弊させているかもしれません。 

 

この２つの致命的なミスをスムーズに取り除く戦略を 

４３分の動画で収録しました。 

 

もちろん、絶対とは言い切れませんが… 

 

この動画の内容を適応するだけで、控えめに見ても、 

あなたの利益を自動的に最低３１％以上高める事ができると予測しています… 

 

あなたの売上げがいくらかにもよりますが、 

この動画の価値はそれだけの金額になると思います。 

 

つまり、あなたの利益が１０万円なら３万１千円 

１００万円なら１３１万円になるということです。 

 

なぜなら、最もコストのかかると言われている新規顧客の開拓を 

システマチックに行う事で、毎月自動的に顧客を獲得し続ける Web戦略だから… 

 

ほとんど無料で新規顧客を継続的に獲得し続け、 

コストを圧縮する方法をステップバイステップで具体的に解説。 

 

そして、多くの素人が適当に決めてしまう「価格戦略」… 

 

『高い方が売れる』商品がある事をあなたはご存知でしたか？ 

 

ルイ.ヴィ○ンのバックが 3,000円であれば 

どう考えても偽物の臭いがしてしまうのです。 



 
 

一体、いくらで販売するのが最も適切なのか？ 

 

利益が最大化する販売価格の見つけ方… 

 

ビジネス界のアインシュタインと言われた、 

マーティンシュナルド氏が開発した『感情価格決定法』 

その詳細を小学５年生でもわかる言葉で解説。 

 

もう値決めに迷う事はなくなり、あなたの損失は極限まで低減されるでしょう。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

あなたはどれくらいの価値を感じますか？ 
 

４時間３０分にも及ぶ動画に加え無料で付いてくるボーナス… 

 

これだけ万全に用意されたこのパッケージに 

あなたはどれくらいの価値を感じるでしょうか？ 

 

ノウハウコレクターの２タイプ 
 

ノウハウコレクターには２つのタイプがいます。 

 

１稼げないノウハウコレクター 

２稼ぎ続けるノウハウコレクター 

 

の２つです。 

 

あなたはどちらのノウハウコレクターになりたいのでしょうか？ 

 

私の周りにはノウハウコレクターがいっぱいです。 

 



 
しかし、９５％の“稼げない”ノウハウコレクターではなく、 

トップ５％の”稼ぎ続ける”ノウハウコレクターばかりです。 

 

だから、私の周りの起業家、サラリーマン、個人事業主は 

いつもノウハウを買い漁っています。 

 

そして、それらへの投資を確実に回収し 

かけた金額以上に稼いでいます。 

 

そして、稼いだお金でさらにノウハウを購入し、 

また、それを活用し、さらに稼ぐ… 

 

そんな上向きのサイクルを回し続けています。 

 

これまであなたが教材へ投資してきた資金を回収し、 

“稼ぎ続ける”ノウハウコレクターになれる 

この「パッケージ」の価値はいくらくらいでしょうか？ 

 

このパッケージを制作するために使ってきたお金を計算すると… 

 

累計３０００万円以上の書籍、セミナー、教材の費用だけでなく、 

それを実践し、テストを繰り返した歳月に加え、 

その時に使用してきた広告費、システム費用など… 

膨大な金額になる事が予測されます。 

 

もちろん、そんな費用を払える人はいないので 

現実的な価格ではないですが… 

 

そのくらいの『圧倒的な価値』があると言えるでしょう。 

 

しかし、細かく考え、計算するのも若干面倒なので… 

 

最近、私が受けたセミナーの金額、６０万円で手を打とうと思いました。 

 



 
なぜなら、手前味噌で申し訳有りませんが、この動画の内容は 

６０万円のセミナーに勝るとも劣らないないようになっているからです。 

 

多分、６０万円のあのセミナーよりも実践的で即金になる内容だと思います。 

 

だから、正直６０万円よりも価値は高いと思っています。 

 

しかし、私が年収２万円時代に６０万円と言われたら 

正直なところ購入できなかったと思います。 

 

「お金がない」 
 

「お金がない…」そんな風にに感じながら、 

欲しい物を我慢しながら、人生を楽しむ事ができるのでしょうか？ 

 

私自身、年収２万円のあのころはそんな思いで 

様々な夢や経験を犠牲にしてきました。 

 

「お金がない．．．」 

 

ただ、それだけのつまらない理由で 

あなたの夢と幸せを諦めてほしくないと思います。 

 

だからこそ、８０％オフの１２万円で提供しようと考えました。 

 

なぜなら、私は人との「出会い」を大切に思っているからです。 

 

素晴らしい人間関係こそが人生の成功を作ると思っています。 

 

そして、逆に言えば無駄な人間関係には１ミリたりとも 

時間を使いたいと思っていません。 

 

だから、冷やかし、適当な気持ち、自分だけ稼げば良いという 



 
人間には近づいてほしくないと考えているのです。 

 

だからこそ、このような高額の設定になっています。 

 

つまり、この金額であれば、「本当にやる気のある」志の高い人”だけ”が 

参加できると考えたからです。 

 

私はここまで読んでくれたあなたには 

本気で稼いで欲しいと思っています。 

 

だからこそ、あなたにも同じように本気の決意を求めるつもりです。 

 

本気の決意 
 

あなたの本気の値段はいくらでしょうか？ 

 

この手紙では最善を尽くして、私の感じている事を率直お話ししていますが… 

 

いくら私がお話ししたとしても、 

売上げが実際に爆発的に上がらない以上、恐怖を感じるのは当たり前です。 

 

もちろん、私自身はこの金額をあり得ない安さと感じています。 

 

しかし、人間誰しも自分が経験しなければ 

100％信じる事はできないことも知っています。 

 

いくら私があり得ない安さだと感じていたとしても、 

あなたが躊躇してしまう事も容易に想像がつくのです。 

 

「信じてくれ」などと言うつもりもありません。 

 

むしろ、私を「信じない」でほしいのです。 

 



 
私が今語っている事は、しょせん私の物語です。 

 

私自身が経験した、私にとっての真実です。 

 

絶対的な真実では有りませんし、 

私はあなたの状況を 100％完全に理解しているわけでもないです。 

 

私はあなたの未来を予言できる神ではありません。 

 

私自身、まだまだ勉強中ですし、世の中には上には上がいます。 

 

たった１日で５億円を稼ぐ人もいますし、 

何年にも渡り常に数十億単位の収入を稼ぎ続ける人物も存在します。 

 

正直に告白します 
 

私はあなたとの『ご縁』を長期的にお互いにメリットのある 

成長させ合う事のできる素晴らしい関係を作りたいと思っています。 

 

だから、正直に全てをお話ししないとフェアではないと 

思ったので思っている事の全てをお話しします。 

 

私自身、今この教材に１００％の自信があります。 

このパッケージに私の 10年間の集大成を詰め込んでいます。 

 

しかし、正直に告白するとこれが絶対的な真実だとは思いません。 

 

私自身はこの教材を通して、あなたが今まで買い集めてきたノウハウを 

使いこなせるようになるように意図してこのプログラムを作りました。 

 

「私の今現在の１００％だ」 

と言い切れる教材に仕上げています。 

 



 
すくなくとも、私自身はここで紹介しているフレームワークのおかげで、 

今では小さな成功を手にすることができました。 

 

 

「私はもうお金なんて必要有りません、 

 次はあなたに稼いでほしいのです」 

 

なんて偽善的な事は言いません。 

 

「あなたに稼いでほしい」そう言う気持ちはあります。 

 

しかし、それはあくまでもあなたと 

素晴らしい人間関係を作りたいからです。 

 

お互いに利益を与えあう素晴らしい関係を築きたいからです。 

 

だから、あなたに稼いでほしいと思ってはいますが… 

 

私も現金が欲しいと思っています。 

 

これから私はさらに研究し、勉強し、実践し 

あなたに背中を見せていく事で、あなたと一緒に 

成功していくと言う「使命」があるからです。 

 

そのために私も現金が必要なのです。 

 

私もあなたと同じように生活があります。 

 

食事をしないと死にます。 

お金がないと家も追い出されます。 

お金がないと大好きなノウハウも購入できません。 

 

私の使命は大好きなノウハウを購入して、勉強して、実践して成果を出し、 

その内容を分かりやすく、簡単に作り替えて成果を出させる… 



 
 

それが私の最も得意とする事で 

あなたから求められている事だと感じています。 

 

もしかすると、数年後にはまた違う事を言ってるかもしれません。 

 

自分自身数年前に公開していたノウハウを見たら 

自分自身が恥ずかしいと思ってしまいます。 

 

もちろん、その当時の私としては１００％を 

そこに注ぎ込んでいました。 

 

 

しかし、当時は本気でそのノウハウを信じていましたが、 

数年たった今となってはそのノウハウすら恥ずかしく思えます。 

 

それほど、毎日、毎週、毎月、毎年進化しています。 

 

だから、今現在の１００％をここに込めていますが、 

数年後には違う事を言っているかもしれないと言う事は認めます。 

 

私の今の実力では１ヶ月で数千万円〜４億円程度しか稼ぐ事ができません。 

 

そんな、私の話しでも良いと思ってくれる人だけ 

このプロジェクトに参加してほしいと思っています。 

 

最後に謝りたいことがあります。 
 

ここまで読んでくださり誠にありがとうございます。 

 

正直な気持ちを全てさらけ出しました。 

 

ホントはカッコつけて、先生面していたいと言う気持ちもあります。 



 
 

しかし、ここでは同じノウハウコレクター目線で 

ビジネスの同志としての素晴らしい人間関係を作りたいと思っています。 

 

だからこそ、正直にすべてをお話ししました。 

 

「本気であなたに稼いでほしい」 

 

その気持ちに嘘偽りはありません。 

 

だからこそ、あなたに徹底的に伴奏し、サポートしていきたいのですが… 

 

実は現在、既に別のプロジェクトが動き始めています。 

 

なので、今回のこのパッケージにはスカイプやメールによる 

サポートをつける事は予定していません。 

 

なので、私がお約束しているように 

 

「あなたがこれまで集めたノウハウを使いこなし収入を上げる。」 

 

というお約束は１００％叶える事ができないかもしれません。 

過去の商品において盤石のサポート体制をとっても 

数％の参加者には稼がせる事はできませんでした。 

 

今回はその当時よりもさらにサポートが弱くなるだろうと 

思っていますので、本来なら１２万円いただきたいところを… 

 

さらに５９％オフの 49,800円で提供したいと思います。 

 

そして、そのお詫びの気持ちとしてさらに 

人数限定でこんなクリエイティブな特典も 

つけさせてもらいたいと思います。 

 



 
なぜなら、商品購入の決断はだれに 

とっても簡単な物ではないからです。 

 

あなたのその勇気ある決断に 

少しでも報いたいと思うからです。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

[１００名限定]特別ボーナス 

アンダーグラウンドマーケティング合宿 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１２月に某所で行われた。 

 

『アンダーグラウンドマーケティング合宿』の一部を人数限定で公開。 

 

現在私のコンサルフィーは一年間で２００万円となっています。 

 

しかし、多くの人はポンと２００万円を支払う事はできません。 

 

そこで、その２００万円のコンサルで教える内容を 

ぎゅっと２日間にまとめ、合宿形式にすることで 

一般の人も参加できるような値段（参加費３０万円）で開催したのです。 

 

本来、２００万円で教える内容なのでここで内容を 

公開する訳にはいきませんが… 

 

いち早く決断してくれたあなただけに、 

この教材の効果を数倍に高めてくれる 

その一部をお渡ししようと思います… 

 

内容は完全に極秘ですが… 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 



 
 

本当に申し訳ありません 
 

ホントはあなたに完全に伴奏し、稼ぐまでのサポートをする 

『高額塾』として販売することも考えたのですが… 

 

もうすでに、新しい次元の超えた教材の作成と 

新しいクライアント様のプロデュースが始まっています。 

 

だから、今回はあなたのことを徹底的にサポートできないので、 

その代わりといっては何ですが、このような特別なボーナスを用意しました。 

 

次はあなたの番です。 
 

私はあなたが今どんなビジネスをやっているのか知りません。 

 

アフィリエイトかもしれない、 

リアルビジネスかもしれない、 

情報ビジネスかもしれない… 

 

あなたはその他多勢の傍観者たちとは違い… 

 

自分の人生をコントロールし、経済的、時間的自由を得たいと 

思うだけでなく、祈るだけでもなく、実際にノウハウにお金を投資し、 

行動しようとしている。 

 

そんな素晴らしい人間なんだと思います。 

 

だからこそ、あなたを助けたいと考えています。 

 

ここまで読んでくれるよう人は、 

きっと真面目で素敵な人だと思っています。 

 



 
そんな真面目なあなたであるからこそこの教材を獲得し、 

まず、あなたがこれまでのノウハウを活用して稼ぎ始めてほしいのです。 

 

そして、自分自身の「夢」、今まで願ってきたあんな事やこんな事… 

 

そんな人には言えないような願望も欲望も 

そのすべてを思う存分満たして欲しいと思っています。 

 

想像してみてください。 
 

これまであなたが集めてきたノウハウ 

その全てを無駄にしてしまうことを… 

 

家族に楽させてあげる事もできず、 

これからも、「これで最後」と思いながらずるずると 

“活かせない”ノウハウを購入し続けることを… 

 

この、コピーライティングの”本質” 

文章力を使わない組み立て式のライティング技術を知らなければ、 

どんなノウハウを購入してもすべてゴミになってしまうのです。 

 

家族から白い目で見られ続け、小言を言われるのは 

ただ、あなたが稼げていないからです。 

 

そんな、人生でよいのでしょうか？ 

 

これまでの努力を全て無駄にしてしまっても 

よいのでしょうか？ 

 

では逆に、こんなイメージをしてください。 

 

あなたがこのパッケージを利用し、これまでのノウハウをすべて活し、 



 
望む収入を手にしている姿を… 

 

これまでの努力が報われ始めて、収入が上がっている達成感を… 

 

家族に恩返しをしたり、自分の自由に使えるお金が 

有り余るほど懐に存在する安心感、そして自信溢れる自分自身を… 

 

その時、どんな景色が見えるのでしょうか？ 

 

周りの人はあなたにどんな声をかけるのでしょうか？ 

 

あなた自身は自分に何と言ってあげるのでしょうか？ 

 

どんな気持ちになるでしょうか？ 

 

今、想像したのは夢でも何でもありません。 

 

なぜ、そう言いきれるのか？ 

 

その答えは簡単です。 

 

なぜなら、それは私が毎日経験している日常だから、 

そして、私が指導してきた人々、一緒にやってきた人たちも 

毎日経験している日常だからです。 

 

０から稼ぐ事ができる自信… 

 

これに勝る安心感は存在しないでしょう。 

 

私自身、数年前に会社を乗っ取られ、資金を全部奪われて、 

残ったのは裁判費用のために借りた借金だけでした… 

 

そんな０どころかマイナスの状況から、周りの人の力を借りながら 

その借金を全額完済し、立ち直る事ができたのは 



 
この教材で紹介する「フレームワーク」があったからです。 

 

そんな、絶対的な安心感をあなたにも感じてほしいのです。 

 

他の人には内緒にしてください 
 

実際にこの動画に収録されている内容は… 

 

年間２００万円を支払ってくれているクライアントさんや 

ビジネスパートナーとして一緒に多額の売上げを出している方に 

教えている内容そのものなのです。 

 

私たちがあまりにも安くこのノウハウを提供していると、 

年間２００万円を支払ってくれているクライアントさんや、 

ビジネスパートナーとして何千万円も支払ってくれたお客様を、 

裏切る事になる可能性があります。 

 

だから、残念ながらこの破格の値段で、 

ノウハウ販売を長く続ける訳にはいきません。 

 

なので、いつまで公開できるかは全く分かりません。 

 

なので、今すぐ「参加」ボタンをクリックして 

その後でてくるフォームに必要事項を記入し、 

この「プラモデル・セールスライティング」に 

あり得ない価格で参加してください。 

 

 
 

＜スマートホンの方はこちら＞ 
 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61944
http://www.infotop.jp/order.php?iid=61944


 
49,800 円（税込） 

 
ダウンロード版：動画７時間 

※商品（システムファイル及びマニュアル）と特典は、 

購入者様サイトにてご提供いたします。 

 詳細はお申し込み後入手いただく PDF に、 

ダウンロード先 URL 等のご案内を記載しております。 

 
 
 

 
 

商品内容 
動画ファイル（ダウンロード版： 収録時間７時間） 

ご注文後、入金が確定しましたら弊社より 

ボーナス 

・１０億円テンプレート（PDF） 
・あなたの利益を最低３１％上げる紹介システム 

 正確に最もたくさん売れる商品価格を導き出す方法 

※購入していただいたメールアドレスに送信します。 

人数限定 
特別ボーナス 

・アンダーグラウンドマーケティング合宿（動画） 
※購入していただいたメールアドレスに送信します。 

https://88auto.biz/netsyukyaku/touroku/thread63.htm
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しつこく、繰り返すつもりはありませんが… 

 

今回のこの価格は完全に期間限定になります。 

 

なぜなら、私たちはプロに指導するプロだからです。 

 

本来ならばこのような値段で提供する事は 

『価格戦略』的にあり得ないのです。 

 

例えば、ポルシェが３０万円といえば 

 

「偽物なんじゃない？」 

「なんでそんなに安いの？」 

「怪しい〜」 

 

と思われてしまうのと同じ事で、 

本来、数百万〜数千万円単位のお金をチャージして 

コンサル、事業提携、マーケティングを指導している我々が… 

 

この価格での販売はすると言う行為は文字通り 

キ○ガイと言われてもしかたのない行為なのです。 

 

なぜなら、そんな私たちの築き上げてきたブランド、 

看板に傷がついてしまう可能性があるからです。 

 

しかし、あなたは特別な招待客です。 

 

あなたにだけは特別なオファーをさせていただきます。 

今回のオファーの内容をまとめておきます。 



 
 

今回、この文章力を使わないコピーライティング教材… 

 

『プラモデル・セールスライティング』 

 

そして、そのパーツ 

『１０億円テンプレート』 

 

さらに特別なボーナス動画 

 

『あなたの利益を最低３１％高める紹介システム』 

『正確に最も売れる価格を導き出す方法』 

 

あなたのノウハウをパワフルな稼ぎ手に変身させる 

商売の基礎がぎゅっと詰まったこのパッケージを通常１２万円のところ、 

５９％オフの特別価格 49,800円で参加する事ができるという特別なキャンペーンです。 

 

さらに先着１００名様にはあり得ない特別ボーナス 

 

「アンダーグラウンドマーケティング合宿」 

 

の一部もプレゼントしたいと思います。 

 

そして、今回のこのオファーは 

完全にクローズドなオファーです。 

 

他の人に決して話さないようにお願いします。 

 

このオファーに対してあなたがどのような選択を 

するのか私に分かりません。 

 

しかし、一つだけ言える事は… 

 



 

「あなたの今までの自己投資は間違いではない」 

 

ということです。 

 

だからこそ、この最後のピース… 

 

『コピーライティング力』 

 

を手に入れて、今までの投資を回収し、 

これからの本物の自己投資に当ててください。 

 

最後までお読みくださり、ありがとうございます。 

 
 
 

 
 

＜スマートホンの方はこちら＞ 
 

49,800 円（税込） 
 

ダウンロード版：動画７時間 
※商品（システムファイル及びマニュアル）と特典は、 

購入者様サイトにてご提供いたします。 

 詳細はお申し込み後入手いただく PDF に、 

ダウンロード先 URL 等のご案内を記載しております。 

 
 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61944
http://www.infotop.jp/order.php?iid=61944


 

 
 
 

商品内容 
動画ファイル（ダウンロード版： 収録時間７時間） 

ご注文後、入金が確定しましたら弊社より 

ボーナス 

・１０億円テンプレート（PDF） 
・あなたの利益を最低３１％上げる紹介システム 

 正確に最もたくさん売れる商品価格を導き出す方法 

※購入していただいたメールアドレスに送信します。 

人数限定 
特別ボーナス 

・アンダーグラウンドマーケティング合宿（動画） 
※購入していただいたメールアドレスに送信します。 
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特定商取引法に関する表示 

販売社名 株式会社アプリ出版 

運営責任者 田窪 洋士 

所在地 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町５丁 811 番地 宮前ビル２階 

電 話 072-247-8103 ※お問い合わせはメールでお願い致します。 

販売 URL http://underground-marketing.jp/knowhow.pdf 

販売金額 49,800 円（税込） 

メールアドレス info@ underground-marketing.jp 

お支払い方法 
クレジットカード・銀行振込・郵便振替・コンビニ決済・BitCash・ 

ちょコム e マネー 

商品代金以外の必要金額 
・振込の場合、振込手数料 

・コンビニ決済の場合、コンビニ決済手数料 

商品の引渡し時期 
代金決済完了後、14 日以内に infotop ユーザーマイページより案内書をダウ

ンロード。案内書に購入者ページへのログイン方法が記載されています。 

返品・返金について 返金保証は有りません。 

表現、及び商品に 

関する注意書き 

本商品に示された表現や再現性には個人差があり、 

必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 

個人情報について 

お客様の個人情報は、厳正な管理の下で安全に蓄積・保管しております。 

当該個人情報は、お客様の同意を得た場合、法律によって要求された場合、

あるいは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、 

第三者に提供する事はありません。 

 

http://underground-marketing.jp/knowhow.pdf


 

プライバシーポリシー 
■株式会社アプリ出版のプライバシーポリシー事業者の氏名または名称 :株式会社アプリ出版  

個人情報保護管理者  ：  代表取締役社長  田窪  洋士  

個人情報の利用目的  ：  ご入力いただいた個人情報は、下記目的のために利用致します。  

1. スクール・セミナー運営業務  

①受講講座に関連する情報の管理・提供  

  ・講座に関するお知らせ   

  ・講座に関連した資料・教材データ配信・提供   

②お客様（受講生）への通知、連絡  

③お客様（受講生）からの問い合わせ、苦情等への対応  

④WEB 講座など受講に有用な関連情報の提供  

⑤講座サービス向上のためのアンケート  

⑥E-コンテンツに関連する情報提供  

2. 各種お受付業務（ご意見、お問合わせ等）  

①ご意見等に関する連絡  

②サービスに関する情報及び有用な情報等の提供  

③サービスの改善等に関するアンケートの依頼  

④各種統計処理  

⑤お客様に対する通知（更新案内等）、ご意見等に関する連絡  

⑥お客様ご本人からの問い合わせ、サービスに関する情報、有用な情報等の提供、苦情等への対応  

3. 各種募集事業  

①募集事業に必要なご連絡  

②同種のキャンペーン、イベントに関する情報提供  

③サービスの改善等に関するアンケートの依頼  

④当社が運営するサービスに関する情報及び有用な情報の提供  

⑤メールマガジンの配信  

■個人情報の共同利用について弊社は以下に示すとおりご入力いただいた個人情報を共同利用します。 

共同利用  

  ・共同利用する個人情報の項目：メールアドレス   

  ・共同利用する者の利用目的：前述  「個人情報の利用目的」に示す範囲において   

  ・共同利用する個人情報の管理責任を有する者の氏名又は名称：株式会社 Cyba  

  ・田窪洋士のメルマガ「ネットを使ってお金の心配を消し去る秘密の方法   

   (まぐまぐから発行。 ID：0001211734）に発行者によって、約 1 週間後に代理登録になります。 

個人情報保護管理者  

・取得方法：Web サイトからのご入力、当社指定書式へのご記入  

■個人情報の開示・訂正・削除（利用停止）  



 
当社が取得し管理する個人情報については、お客様（当該個人情報のご本人に限ります）は、当社所定

の手続により、以下の請求を行うことができます。  

①開示請求（当社が保有・管理している自己の個人情報の開示請求）  

②訂正請求（当社が保有・管理している自己の個人情報の訂正請求）  

③削除請求（当社が保有・管理している自己の個人情報の削除請求）  

以上の請求を希望される場合には、下記よりお問い合わせください。  

個人情報に関するお問合せ先  E-mail: info@ underground-marketing.jp（スパム防止の為、●を＠にし

て下さい。）  

なお、前記個人情報に関する各種ご請求の際には、請求者がご本人であることを  

確認できる書面その他の資料を提供していただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。  

お問合せ先  株式会社アプリ出版  

〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町 5 丁 811 番地  宮前ビル 2F 

TEL/FAX：072-247-8103 

◎TEL によるお問合せ受付時間：平日（月～金）10:00～17:00 
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	お客のトラウマを掻きむしり、痛みと快感を同時に感じさせ、行動させる
	強制力の強い、深層心理のトリックをあなたにだけそっとシェア…
	この購買心理を知る事でお客はもうあなた以外の
	人間とは浮気できない身体になります。
	このパートで語られる購買心理を理解することができれば、
	あとはマニュアルに沿って、テンプレートを使い、パーツを組み上げる...
	たったそれだけでパソコン音痴の落ちこぼれが、
	超一流のコピーをわずか６０分で書き上げる事が可能となるのです。
	今まで何もやっていない人であれば、このパートで語られる通りに作業するだけで、
	確実に売上げを最低１０％以上高めることが可能になります。
	そんな、すぐに使える、稼ぎの秘密の内容の一部を紹介すると
	○たった１文を足すだけで売上げを３倍にする魔法の言葉とは？−歯科業界で実証されたテストの結果データをあなたにシェア…たった３文字で1.5倍、１文で３倍になった魔法の文言..お客の購買心理の第１の壁を乗り越えるちょっと卑怯なテクニック
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	○広告、アフィリエイト、セールスの素人が、売り込む時にやってしまう最も大きな間違いを回避するたった一つの質問−常にこの質問をマントラのようにブツブツ唱えてください。そうすることで周りの人間はあなたの事を奇妙に思いはじめます..しかし、彼らの銀行残高は日々減っていき、あなたの銀行残高は日々増え続けるようになります。
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	○あなたの売上げを極めて簡単に２倍以上に跳ね上げる、４つの要素とは？−この４つの要素を一つでも入れればあなたの文章の成約率は２倍以上に跳ね上がります。２つ入れれば４倍、３つ入れれば8倍..全てを使いこなせば莫大な現金をお客様が支払い始めるでしょう..
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	この壁を完全に破壊し、お客を操る調教システム…
	このシステムに触れてしまったお客は、自ら購入を決断したと思い込みますが、
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	この、パートで紹介される数々のテクニックは決して悪用しないと誓ってください。
	その、危険なまでに強力な内容の一部を紹介すると
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	○お客に購入させてくれと懇願させる３ステップ−この３ステップ通りに言葉を散りばめる事で、お客はあなたに速く購入させてくれと懇願し始めます。
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	冷静さを失わせる特殊なコピーが書き上がるのです…
	この設計図通りの順番で心理トリガーを散りばめたコピーを読み始めると、
	お客はあなたの商品を欲しはじめ、購入ボタンをクリックせずにはいられなくなります。
	−お客に『一線』超えさせ、特別な関係を作り上げる。
	何度も使える「売れる構成要素」の秘密とは？
	売れ続ける文章、テレビショッピング、通販、営業マンが
	遥か昔から使用してきた実証済みの確実に売れる構成をあなただけにシェア。
	この黄金律に正しく言葉を当てはめていくだけで
	たとえどんな商品を売ろうとしても、
	それを欲するお客に一線を越えさせ特別な関係になれるのです。
	購入しないと夜も眠れなくなるほど、商品を求めさせる
	深夜のテレビショッピングが乱用している、使い古された
	最も効果的な最強のフォーミュラを今すぐ使えるようシンプルに伝授!!
	その即戦力になる内容の一部を紹介すると
	○深夜のテレビショッピングが売れる秘密-夜中にテレビを見ていると無性に商品を購入したくなりませんか？実はその裏には無意識を操作するある心理トリックが隠されています..その巧みな技術をあなたのwebサイト、ビジネスに応用する具体的なステップとは？
	○２０年以上使われ続ける売れるコピーの法則-この法則は個人的には嫌いです。なぜなら、既に使い古されているからです。２０年間変わる事なく、お客の購買意欲を駆り立てる歴史に証明されたコピーの法則
	○欲しくない商品を買わせるパターン-商品を欲しがっているお客が見つからない？そうですか、それでは何も考えず、このパターンに言語を挿入してください..お客はあなたの商品を売ってくださいと懇願するでしょう。
	○あなたが寝ている間に勝手に商品が売れ始める文章構成−人間心理に沿ったこのパターンを適応し、インダイレクトに商品を売り込む方法..この文章構成は、あの通販会社で数々の商品をヒットさせました。
	これまで、つぎ込んできた投資を
	回収する準備はできていますか？
	これら６つの章からなるこの「プラモデル・セールスライティング」と
	あなたがこれまで出会ってきた数々のノウハウを組み合わせる事で、
	これまで、無駄なように感じていた作業の全てが意味をなすようになるのです。
	この教材を通して学んだことを正確に今のあなたのビジネスに応用すれば
	間違いなく売上げは数倍になるという絶対的な自信があります。
	（もちろんすでにコピーの達人であるあなたであってもです…）
	なぜなら、この教材にはコピーライティング、マーケティング、
	商売で最も大切な「基本」がぎゅっと詰まっているからです。
	基本的な事なのでもしかしたらこの教材を見たあなたは
	「この話しは聴いた事がある」と思う事もあるかもしれません。
	その時には
	「この話しを知っている」
	と思うのではなく…
	「この話しをできているか？」
	と確認してほしいのです。
	達人のワザ＝基本の徹底
	どの世界に置いてもそうなのですが、
	達人であればあるほど「基本の重要性」を口酸っぱく話します。
	ビジネスの世界でも同じ事です。結局は基本に忠実である事が最も大切なのです。
	さまざまな業界があるので一概には言えませんが…
	この教材で言われている基本をすべて完璧に徹底すれば、
	最低１億円を売り上げる事ができるように設計されています。
	マーケティング、コピーライティング、商売において大切な事は…
	『常識的な基本事項を非常識なレベルまで徹底的にやる』
	ということです。
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	両方同時に感じ、その不思議な感触に困惑してしまうかもしれません。
	もちろん、私はあなたの心を読める訳ではありません…
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	どのように感じるかは分かるはずもありませんが..
	おそらくあなたが稼げない理由はその基本のほんの一部が
	抜けているからだと推測しています。
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	私にとってそのキッカケを与えてくれたのは一冊の本でした。
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	そんな私があなたに対して言える事は
	「あなたにはまだまだ可能性」があると言う事です。
	私自身、パソコン音痴で、年収２万円の落ちこぼれでした。
	自己啓発書を読みながら挫折しそうな気持ちを
	なんとか堪えて（こらえて）這い上がってきたのです。
	だからこそ思います。
	あなたが例え、パソコン音痴でも、落ちこぼれでも、自信がなくても…
	同じような経験をしたノウハウコレクターとして言いたいのです。
	「諦めないでほしい」と…
	この「プラモデル・セールスライティング」で商売の基本を学び…
	その法則にしたがって、紹介されている心理トリガーを
	あなたの作った紹介文、商品説明文、ホームページ、ブログ、メルマガ
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	ほとんど無料で新規顧客を継続的に獲得し続け、
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