
開始24時間後に収益化に成功し、極めて高い「再現性」と「即効性」を誇る稼ぎ方の全貌をあな
たに「完全な形」で公開します。 

ブログやアフィリエイトのように自らの手を限りなく動かさな
いければ稼げない。いわゆる「ネットビジネス」とは全く無関
係の収入源を作りあげ、毎日3回クリックするだけで月利20%
という"恐ろしい利益"を持たらす。そんなノウハウをご紹介し
ようと思うのですが..... 

※今回のオファーではいわゆる「いくら稼げる」という部分の話を前面に強調してお話する気は
ありません。しかし、単刀直入に申してこの仕組みを利用すれば参加後「24時間程度」で利益を
発生させる事も可能です。 

それも最初に入れた資金が3~4ヶ月で2倍になるケースが続出しているという実態があります。 

「作業をせずにお金を増やすことができれば」 
「労働という概念を超える稼ぎ方があれば」 

「とにかく今すぐ収入を増やしたい。お金の不安から解放されたい」 

ーーー要するに全てを満たすだけの「お金」が欲しい。 

もし、あなたがそんな想いを持たれているのなら、その想いを叶えられる最後のチャンスかもし
れません。 

少なくとも、ここで提案させて頂く企画が今までにはない可能性に満ち溢れているという事だけ
は今の時点で確約させて頂きます。 



なぜ僕は、今まで敬遠し続けていた「この世界」に注目したのか。 

僕がこの分野の「市場」や「稼ぎ方」に実際に参入し始めたのはちょうど2ヶ月ぐらい前の事です。 

その動機は言うまでもなく「自分の収入をさらに飛躍させていくため」であり、現実的に「それ
ができる」と確信したからこそこの世界に完全に舵を切ることになりました。 

もともと、僕は自分の手を実際に動かすビジネスこそが「一生食いっぱぐれることのない最大の
お金儲けだ」と思っていましたし、いわゆる高額塾などが前面に打ち出す「投資など」には反対
の論陣を張っていました。 

もちろん、それなりの資金力を持つ人間ならやる価値はあるのだろうけど、これからお金の稼ぎ
方を学ぼうとする一般の方にはお金儲けの手法としてビジネス以外の分野の稼ぎ方を僕の口から
勧める事は絶対にありませんでした。 

現に僕自身も投資はかじる程度しかやっていませんし、そこに自分のリソースを最大限投入する
事はなく、あくまでも「趣味程度」での実践しかしてきませんでした。 

そんな投資を忌み嫌う僕でしたが、ここからさらに自分の収入を飛躍させて行こうと考えた時、
今の現状（ビジネスだけで収入を得る状況）は完全に頭打ち状態だったのが紛れもない事実で
す。 

そんな時、たまたま僕のビジネスパートナーが”ある案件”を僕に紹介してくれたのです。 

そして、それこそ今回の企画の全貌である 

「お金によって更にお金を稼ぐ」 

まさにこれまで僕が毛嫌いしていた「投資」に関連するノウハウでした。 



「足し算の稼ぎ方（ビジネス）」を超え 
「掛け算の稼ぎ方（投資）」で収入を飛躍させる。 

今回、あなたに紹介させて頂くオファーは世間的に言えば「投資」「投機」と呼ばれるジャンル
の稼ぎ方になります。 

基本的にはいわゆる資産家が実践していく稼ぎ方なのですが、お金をお金で増やしていく方法は
資産を運用していく以上「掛け算がベースになる稼ぎ方」なのは言うまでもありません。 

もちろん、僕自身はネットビジネス、リアルビジネスでビジネスを展開しており、労力以上の対
価（収入）を得ると言う事をモットーにもう10年以上ビジネスの探求を続けてきました。 

しかし、そのビジネスを突き詰めていったところで、自らの労力を使ってお金を生み出している以
上「足し算がベースになる稼ぎ方」から抜け出せないのが現実だと思います。 

現に世界の富豪の大半は、その収入のほとんどが労働からの収入ではなくお金でお金を稼ぐ「投
資」からの収入です。 

日本の富豪であるソフトバンクの孫正義さんやユニクロの柳井さんの収入の大半もこの投資で
入ってきている収入になります。 

つまり、僕がここからさらに収入を飛躍させて行こうと考えるのなら、自ずと「その世界」に足
を踏み入れる必要があったわけです。 

仮に今の稼ぎ方の延長線上で収入を更に伸ばしていくのなら、その労力を2倍、3倍に増やしてい
く必要がありますし、実際やろうと思えば不可能な事ではありません。 

しかし、そのリターンを10倍、100倍、1000倍にしていこうとすれば労働による収入に頼ってい
てはまずもって不可能。 



もっと言えば、ただでさえ限界までの労力を使っている現状なのに更にその労働時間を増やすと
なれば体が持たないと。。。。 

つまり、今の延長線上に自分の収入の飛躍はありえませんでした。 

少なくとも「資産運用（投資）」（掛け算の稼ぎ方）を除いては...... 

そんな事を本気で考え始めた時に、パートナーの話を聞き半信半疑でそちら側の稼ぎ方を始めて
みることにしたのです。 

その結果をここで包み隠さずあなたに暴露します 

僕にこの案件を紹介してくれたビジネスパートナーは、僕に紹介する以前からこの案件をすでに
始めており実際に投資によってとんでもない額のお金を稼いでいました。 

もちろん、リアルタイムで実際に稼ぐ様子も僕に見せてくれました。 

ただ、正直な話それを見た僕の第一印象は 

「そんなんで稼げるわけねーだろw」 

まさにそんな感情だったのです。 

普通に考えてこれは、高額塾の煽りで出てくるレベルの稼ぎ方だしこれが本当だったら今までの
自分の苦労なんだったのか？ 

まさにそんなレベルの稼ぎ方でした。 



僕自身、かなり怪しさ満点で疑ってはいたもののパートナーの実績と彼と僕との関係を考えてみ
ても嘘の話や詐欺話をもってくるはずはない。 

「信頼する彼がそこまで言うのなら騙されたつもりやってみるか」 

そんな気持ちで意を決して始めてみることにしたのです。 

もちろん、この時点ではまだ僕は100%信じきれていませんでしたので最初はいわゆる「捨て金」
程度のお金をプールするという状態から始めました。 

ただ、その僕の気持ちはわずか24時間後には激変する事に。 

「マジで稼げたよ・・・・・」 

そう思わず声を漏らしてしまった要因となる証拠がこれです。 
 



開始24時間後に約1000ドルの運用で500円の利益。 

（このアカウントには1000ドルしか入れてないですが、いきなり500円程度の利益。多分この
まま放っておいても2万程度になるかな） 

これは1000ドル程度入れてすぐに利益が発生し、月利ベースで言えば20%は普通にいっていま
す。（ちなみにかの世界トップの投資家であるウォーレンバフェット氏の月利は2%ですので、こ
の利率がいかに「桁違い」なのかは一目瞭然だと思います） 

他にも実験程度に複数アカウント作って運用しましたが、とんでもないことに笑 
 

これは運用し始めて1ヶ月ちょいですが日給ベースで1万程度。 

 



これはまだ始めた所のアカウントですが、すでに黙々と利益が積み上がっています。（日給ベース
で2000円とかが2ヶ月程度で発生しています） 

僕以外の参加者で言えばこんな感じの人がほとんど。 



 

僕の場合でいけば、今のペースで来月の途中ぐらいには毎月100万ぐらいの収入は普通にいくと
見ています。（開始3ヶ月で月収100万） 

ちなみに僕のビジネスパートナーは30万の資金を”たった1ヶ月で”200万にまで膨れ上がらせた
よう。 

複利運用も入ってきますので、大体3ヶ月から4ヶ月程度で元本が倍になるイメージです。 

10万なら約3ヶ月後に20万 
50万なら約3ヶ月後に100万 
100万なら約3ヶ月後に200万 
300万なら約3ヶ月後に600万 

もちろん、それ以上の資金を運用すればお金はさらに増えてくることになります。 
 



 



しかも、この案件の凄いところは実際のトレードのように自分で売買する必要はなく、お金を預
けておくだけで「ほぼ何もせずお金が自動で増えていく」点です。 

今あげた、画像の場合もそのほとんどはほぼ何もせずに増えている数字です。 

さらに今回の案件は紹介者制度もあり、紹介者を増やす事でボーナスも入ってきますので運用利
益以外のお金もどんどん積み上がっていくことになります。 

まぁ、これほどの労力でここまで稼げる美味い話は大抵詐欺のケースが多いので僕も最初はかな
り疑い目を持っていましたが、実際にやってみると完全に没頭しました笑 

そりゃそうですよね。 

だって、お金を預けるだけで本当に稼げるんですから。 

なので、僕の場合で言えばこうしてメルマガ読者の方に紹介する前に手始めとして、仲の良い経営
者や友人や知人といったリアルでの知り合いに紹介したりして、自分の周りの人間をどんどん稼
がせています。 

成果に関しては言えば僕以外でも実証済みという事です。 

ちなみに、僕が紹介した人とかで言えば一気に300万ほどの資金を入れる人もいたりして、1ヶ月
程度で最低日給2万とかの人も続々と出てきています。 

それ以外でも僕の周りで言えば、50万～のお金が「何もせずに」毎月入ってきている人は増えて
きている状況です。 

何より、これは複利運用も可能なので30万から始めても半年経たずにその30万が一気に100万に
化ける事も日常茶飯事。 

僕の場合でも、一番最初に運用し始めたアカウントの一つはすでに1000万の世界が見えてきまし
たし、現実的に「億」という数字もイメージできるようになってきました。 



ただ、ここであなたに勘違いして欲しく無いのは 

「この程度の利益は参加者の中では弱小の部類」 

だという事。 

なぜなら、自分の知る限りこれを紹介してくれたパートナー界隈では 

・月収100万以上は数えきれなぐらい 
・月収1000万以上が59名 

となんともバブリーな市場なんです。 

それ以外にも、トップ層では元本として億以上の資金も入れている人もいるとか。 

いずれにしても、多くの人がとんでもない額のお金を「お金を運用するだけ」で稼げているとい
う事実。 

こういう現実が存在するのがこのお手紙であなたに紹介するオファーの実態になります。 

とは言え、この辺りの話を信じるかどうかはあなた次第ですし、この手の話はいくらでも捏造で
きるのも間違いありません。 

それこそ、ここまであげてきた実績画像もいくらでも加工できるのが実情でしょう。 

なので、僕としてもこのような画像やここまでのお話はそれほど重要ではないと思っています
し、これらの数字を「どうだ」と自慢する気もサラサラありません。 



なぜなら、この市場ではこの程度の数字は本当に 

「普通にやれば誰でも到達可能な数字だから」 

です。 

現に、僕だってこの市場のスキルは全くありませんし、この案件に参加してからも特別な事は一
切やっていません。 

本当にやった事は 

「誰でもできる事を淡々とやってだけ」 

なんです。 

とは言え、このオファーはただ闇雲に参加すれば良いのかと言えばNO。 

実際問題、僕以外にもこの案件を紹介している人やアフィリエイターはいるようですが入ってきて
いる情報によると参加者のほとんどは稼げていないようです。 

というか単純に紹介してお金を入れさせてサポート終了みたいな、ちょっとひどすぎる状況だっ
たりします。 

つまり、このオファーでしっかり稼いでいくにはビジネスの様な個人の努力が必要なのではなく 

「どのような人と共に実践し、濃い情報がしっかり共有されるサポートを受けられるかどうか」 

が鍵を握っているのです。 



ですので、厳密に言えば誰でもできる事をやるというより「きちんとした人のサポートを受け、
その人からの助言をそのまま実行するだけ」と言う方が的確かもしれません。 

僕に関しても、もしビジネスパートナーの友人ではなく違うところからの紹介なら絶対にこれほ
どまでの利益は出せていないと思います。 

今の僕の利益があるのは、このパートナーと彼のバックにいるグループが様々な手厚いいサポート
をしてくれたからです。 

もう本当に彼には感謝してもしきれません笑 

とは言え、ここまでの僕の話を聞けば大半の人は「そんな嘘みたいなうまい話なんてあるわけ
ねーだろ」と思うはずです。 

それはそうでしょう。 

僕だって実際に自分で実践して利益が出るまでは信じれなかったですし。 

それこそ、信頼するビジネスパートナーにもちょっと不信感を持ちました。 

現実問題、世の中にはそんなうまい話ありませんし、大抵そういううまい話ほど裏があるもの。 

それでなくとも、この業界には詐欺に近い怪しい案件がめちゃくちゃ多い世界だと言う実態があ
ります。 

それゆえに、あなたがこのオファーに対して疑いの気持ちを持つのも無理はありません。 

ですので、僕の方も別にこのレターやオファー自体をあなたに信じてもらおうとか、絶対にこの
オファーに参加して下さいとゴリ押しするつもりは1ミリもないというのが本音ベースの話です。 



むしろ、ここまでのお話しに疑いを持っている人、あるいは投資に苦手意識がある人は参加しな
いで下さい。 

とは言え、はっきり断言できるのは 
　この案件の本当のバブルはここからだという事です 

ぶっちゃけた話、僕も「お金を預けるだけで稼げる」とう現在の状況はいつまでも続くとは思っ
ていません。 

それこそ、今は稼げていますが投資と言えば投資なのでいずれはどこかで稼げなくなるでしょ
う。 

ただ、今の時点ではっきり断言できるのは「本当のバブルはここからだ」という事。 

これは間違いないと思います。 

なぜなら、僕のビジネスパートナーはこの案件の運営側のトップとパイプを持っており、正しい
情報が逐一入ってくるからです。（このインサイダーな情報はこのオファーに入ってくれた人には
逐一流す予定です） 

それこそ、政府レベルとか国家レベルの情報ですね。 

そして、その情報をどの角度から検証しても、まさにバブルはここからなのは間違いない。 

これはあなたが実際にこの企画に参加し、その情報を目にすればこの予想にも納得して頂けるは
ずです。 

現に、この案件の参加者は今世界規模で増えつつあり、市場規模はどんどん拡大されています。 



それこそアメリカでは超有名誌に取り上げられたりしていますし、日本の有名新聞のネット版な
どではがっつり取り上げられている状況なんです。 

要するに、じわじわと世の中の信頼を勝ち取り始めている。 

それがこのオファーであなたにお伝えする稼ぎ方の実態になります。 

いずれにしても、あなたに念を押したい事は一番の波に乗れるのは「まさに今」と言う事。 

この辺りの状況は数年前の仮想通貨バブルに非常に似た部分があります。 

仮想通貨バブルの際も、ビットコインやイーサリアムという暗号通貨をただ持っているだけでどん
どん利益が増えていくという現象が起こりました。 

さらに言えば、その仮想通貨バブルで最も利益を得たのはバブルの真っ最中に参加した人ではな
く「成長曲線を描く前」に参入した人です。 

要は、世間が仮想通貨というものを知り始める前にそこに投資していた人。 
 

※成長曲線とはこれですね 



現に、億り人という言葉が流行った様にそういう成長曲線に入る前に投資していた人は仮想通貨
バブルによって数十万、数百万の資金が数億、数十億、数百億に化けたという体験をしています。 

まさに一晩にして億万長者になった典型的な事例でしょう。 

しかし、ここで一つの疑問が残ります。 

仮想通貨バブルに乗っかり億り人になった人たちは、自分の直感や才能で成長曲線の前に投資で
きたのか？。 

違います、彼らが成長曲線の前に仕掛けられたのは彼らに才能や直感があったからではありませ
ん。 

では、なぜ彼らは成長曲線の前に投資できたのか。 

それは「彼らには確かな情報すじ」があったからです。 

要は、仮想通貨によって億り人になった彼らは確かな情報すじ（これから仮想通貨が来るという
情報）を持っていて、それに乗っかっただけ。 

その結果、一年後ぐらいに少ない元金が億に化けた。 

それが少し前の仮想通貨バブルで億り人になった人たちの実態なのです。 

そして何より、今回僕が独自企画として紹介しているこのオファーには「まさに」その様な兆候
をビンビン感じています。 

というか、もうすでにここまで成果がでているので成長曲線に入り始めていると言っても良いか
もしれません。 



だからこそ「参加するならまさに今」としか言いようがないんです。 

現に、投資という市場はその参加者が多くなればなるほど一人一人の取り分は少なくなってくる
ものです。 

当然、この案件が世に広まってくればそれだけ参入する人が増えていきます。 

（案件名をここで明かしても良いですが、知れ渡ると参加者が増える危険性があるのであえて伏せ
ています。もちろんこのオファーに参加された人には教えますが） 

つまり、成長曲線を描き始めてからの参加（世間に知れ渡ってから）では確実に遅いのです。 

だからこそ、参加するのはまさに今なんです。 

もちろん、仮想通貨の時の様に成長曲線を描いてから参加しても利益は得られると思いますがそ
の利益の額の桁が一つや二つもっと言えば三つ変わるのは言うまでもないでしょう。 

ただ、何度も言うようにこの案件は投資案件ですのでそこに「確実」とか「絶対」というものは
存在しません。 

それは仮想通貨とて同じでした。 

今の段階では僕に関係する人は全て利益がでていますが、今後何かが起こる可能性はゼロではあ
りません。 

まぁ、これに関してはなんでもそうでね。 

コロナなんて誰も予想してなかったですし。 

ですので、そういうものに心配性な人には今回のオファーはおすすめできません。 



ただ、ここで一発逆転してやるぞとお金を増やすことに挑戦する気持ちがある人は是非参加して
みてください。 

最短で24時間後にはその凄さが利益となって実感できるはずです。 

では、次にあなたが抱いているであろうもう一つの疑問にお答えして行きたいと思います。 

それはこれです。 

なぜ、これほどまでに美味しい案件をあなたに紹介するのか 

その答えは言うまでもなく「あなたに紹介する事が僕のメリットにあるから」です笑 

この辺りは僕は善人ではないので「あなたのために」とか「僕は損しかしていません」みたいな
綺麗事を言う気はありません。 

常に自分の利益を追求し、自分が損する様な事は絶対にしない。 

このような考え方に関しては倫理的な面では賛否両論あるでしょうが、ビジネスマンとしてまさ
に常識的な考えだと思います。 

そして、何より今回のこの案件をあなたに紹介し「あなたががっつり稼ぐ事が僕の大きなメリッ
トになる」そう確信したからこそ、今回僕の独自企画としてこのオファーをリリースすることに
なったのです。 

じゃあ、そのメリットはとは何か。 

それは紹介制度です。 



今回の案件の特徴は、アフィリエイトのように商品を販売して終わりという単発的な利益ではな
く、自分が紹介した人から利益が少しづつ入ってくるという制度があります。 

例えば、あなたがAさんとBさんに紹介した場合、AさんとBさんが運用で得た利益によって毎日
あなたに報酬が入ってくると言う仕組みです。 

かと言って、その紹介者から直接利益を貰うという話ではなく、あくまでもこの運用を行ってい
る運営側から紹介報酬をもらえるという形になります。 

現に僕はリアル方面の知り合いもどんどん紹介しており、その紹介料が運営側からどんどん入っ
てきている状況です。 

実際の資産の運用益＋紹介料 

こんなイメージですね。 

だから、あなたもこの案件に入り運用でしっかりと稼げたのなら、自分の周りの人にも勧めるよ
うにして下さい。 

というか実際にお金を増える経験をすれば、自然に紹介したくなるはずです。 

それも自分の大切な人に。 

よくこういうMLM系のもは、紹介した人も紹介された人も不幸になると言う傾向を持っていま
す。 

その理由は言うまでもなく「ゴミのようなものに宝石のような値段をつけて紹介しているから」
です。 

まぁ、側から見ていれば「そりゃそうなるだろ笑」と言うものばかり。 



このあたりは高額塾系の無料オファーにも通ずるものがあります。 

しかし、今回紹介しているオファーに関しては今の段階においては全員が非常に高い確率でがっ
つり稼げる。 

もちろん、まずは当事者であるあなたがしっかりと運用でお金を稼ぎ幸せになって下さい。 

そして、あなたが満足が行く額のお金を稼げた暁には自分にとって大切な人にチャンスを与えてあ
げて欲しいのです。 

自分も自分の周りも全員がハッピーになる。 

そんな状況を最終的には作って下さい。 

いずれにしても今回のオファーは 

・資産運用 
・紹介者報酬 

と利益が出る仕組みが何重にも重なっているという極めて珍しいオファーであり、利益率が月利
20%ととんでもないものとなっています。 

しかも、資金を入れればほぼ何もせずにお金が増えていくという。 

むしろ、このようなオファーに参加しない人は自分から「お金はいりません」と宣言している
のに等しい。 

僕も最初は疑ってましたが、すぐに「やるわw」となりましたので笑 

とは言え、僕自身ただ闇雲に紹介者を増やす気はありません。 



なぜなら、やはりほぼ何もする事がないとは言え、ある程度のサポートや情報の共有は必須だか
らです。 

それこそ、資金の入れ方や複利の回し方、上がった利益の引き出し方などちょっと説明がいる部
分がある。 

もちろん、実際にお金を増やす作業は特に僕たちがやる事はありません。 

全部システムがやってくれます。 

でも、そういうシステム周りの事でちょっと行き詰まる人もいるわけです。 

あるいはいつまでもこの状況が続くとは限りませんので、その情報共有も必須。 

もちろん、僕自身ネットビジネス方面ではかなりのリストを保有していますので、ガンガン紹介
者を増やして行く事は可能です。 

それをやれば、僕の方にも紹介料がもっと入ってくるので利益面だけで見ればその方が良いのは
間違いありません。 

しかし、闇雲に人を集めてちょっとうまく行かない事があればすぐに「詐欺だー」とか言う人の
サポートはしたくないです。 

どうせ、紹介するのなら本当に真摯にお金を稼ぎたい人だけに紹介したい。 

それゆえに、今回の企画の募集人数は極めて少ない人に絞り、徹底したマンツーマンサポートを
行こうと思っています。 



ですので、実際の募集人数は 

「5名」 

にさせて頂く予定です。 

これまでのノウハウ販売の場合は、ビジネス系がメインだったので募集を5名などにしてもその中
で一定数稼げたらまた募集枠を増やしたり、僕の手が開いたらどんどん参加枠を増やしたりして
いました。 

しかし、今回は扱う案件が案件ですのでそういう事は一切しません。 

今回の募集に関してはガチで5名参加した時点で速攻で打ち切ります。 

これはガチです。 

ですので、これをお読みの方で少しでも興味を持った人はすぐにこのオファーに参加するように
して下さい。 

今回参加した人がしっかり稼げた段階で再募集する可能性もゼロではありませんが、ぶっちゃけ
今回の人がしっかり稼げるまで再募集する予定はありません。 

くれぐれも気をつけて下さいね。 

「投資、トレードの知識、経験も一切問いません」 

僕はこれまで、このブログにおいて主に「ネットビジネス」での稼ぎ方を中心に情報を発信して
きました。 



現に、僕のブログやメルマガ読者の方の中には月収7桁以上のお金をネットビジネスで稼ぎ出すこ
とに成功した人は一人や二人ではありません。 

＞成果報告事例集 

もちろん、上記で紹介している実践者の事例は一部ですしあくまでも”このブログのみ”の事例にな
ります。 

とは言え、読者さんの中には「ネットビジネス」が肌に合わずに諦めてしまった人、頑張りに反
して成果が出なかったがいる事も確かです。 

そんな中と言ってはなんですが、ただ「お金を稼ぐ」という事だけにフォーカスすれば今回紹介
しているこちらのオファーのノウハウの再現率は今のところ100%（やり方を教えた人は全員稼げ
ている）という状況だったりします。 

もちろん、この先の事はわかりませんが今の段階ではこれが紛れもない事実です。 

参加している彼らがそのお金を今後どのように使うかはわかりませんし、これからどれだけのお
金を稼げるのかもわかりません。 

ですが、ただ単純に「お金を稼ぐ」という事だけを考えれば、これまで僕が寝食を忘れて追求し
続けてきたネットビジネスよりもその「再現性の高さ」は、今回のノウハウの方が「遥かに上」
という現実的な結果が出ているのが実情です。（事実、今のところほぼ全員が運用後24時間程度
で"稼げた"という結果がでているので僕も認めざるを得ない状況です） 

もちろんブログやアフィリエイト、コンテンツ販売のような「やりがい」を感じたい人からすれ
ば今回のノウハウは物足りないぐらい簡単に稼げてしまうためあまり向いてない可能性もありま
す。 

しかし、何度も言う様に「お金を稼ぐと言う事だけなら」これ以上に再現性の高い稼ぎ方はいま
だかつてありません。 

https://affiliate-strategy-tactics.com/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E7%94%9F%E3%80%81%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B3%BC%E5%85%A5%E8%80%85%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E4%BE%8B%E3%80%81%E5%96%9C%E3%81%B3%E3%81%AE%E5%A3%B0


それこそ、これからの短期間で生涯の財産を築いてしまうような人も出てくるでしょう。（実際僕
はそのつもりで資金を運用しています） 

それぐらい、今回のオファーのノウハウは大きな可能性を秘めているものなのです。 

その驚愕のノウハウと完全なサポート体制を併せた参加費について 

ここまでもお話してきたように、今回のオファーは「お金でお金を稼ぐ」投資というジャンルの
ビジネスモデルになります。 

そして、今回のオファーはそんなお金でお金を稼ぐノウハウをあなたに提供し、そして僕と僕の知
人が所属するトップグループが完全サポートする、その上であなたにガシガシ資産を増やしてもら
うという企画です。 

それこそ「投資コンサル」と思ってもらってかまいません。 

もちろん、その再現性は他の投資コンサルとは比較になりませんし、大抵の投資コンサルは「机
上の空論」が多く実際に稼げないものばかりというのが実情です。 

現に、投資コンサルを実施している多くの投資家は「実際にトレードで稼いでおらずコンサルで稼
いでいる」というのが実態のようですし。 

そんなコンサルであっても「投資」と言う分野においては 

「100万」 
「200万」 

というのがコンサルティングの相場となっていますので、コンサルビジネスとして成り立っている
のだと思います。 



この辺りはネットビジネスにも通ずる部分ですね。 

ただ、はっきりと言える事は今回のこのオファーに関しては先ほども証拠を見せた通り、実際に
僕自身が資産運用で稼げている現状があることから他の投資オファーのように投資コンサルで稼
いでいるという図式は成り立たないはずです。 

もちろん、それ以外の人も同様。 

ですので、仮にこのオファーを出さなくても、あるいは紹介者がいなくても資産運用でガツガツ
稼げますし実際に現在進行形で稼げています。 

いずれにしても、今回のオファーはただ投資に関する机上の空論を教えるのではなくあなたに実
際に稼いでもらう為のオファーであることだけは認識しておいて下さい。 

この企画に参加し、その「ノウハウ」と「サポート」を受ける事ができる「リターンの大きさ」
その「再現性の高さ」は既に実証済みであり、現段階ではここからさらに大きな利益を狙ってい
けると予想しています。 

それゆえ、このオファーそのものの「金銭的な価値」はもはや計算のしようがなく、このオファー
が「お金でお金を稼ぐ」資産運用である以上、その投じる資金の額と時間によっては「青天井」
で増やし続ける事も不可能ではありません。 

そんな「青天井のリターン」を手にできるノウハウが今の段階においては「100%
の再現率」を実現できているという事実。 

そして、これは「僕が徹底して教えサポートする体制」をしっかり構築していってこそ、その
再現率を提供できるわけですのでこの体制を崩してまでこのオファーを発信するわけにはいきま
せん。 

だからこそ、今参加してもらっている僕の友人や知人もしっかりと利益を出せているわけです
し、このオファー自体も「5名限定」という枠を設けているわけです。 



そして本来であればその実態が「投資コンサル」である以上、100万レベルのオファーになっても
おかしくありません。 

実際問題、僕も今回のオファーを考える前はそのぐらいの額で募集を始めようかと考えていまし
た。 

しかし、せっかくのご縁で僕と知り合って下さった方ですので、そういう高額な値段を払える人
だけに限定してしまうのは僕の本意ではないわけです。 

むしろ「ネットビジネス」が肌に合わずに諦めてしまった人、頑張りに反して成果が出なかった
人にこそチャンスを掴んで欲しい。 

それが僕の本心の想いなんです。 

ですので、今回のこのオファーはあなた自身の今の状況がどうであれ「その気」になれば誰でも
そのチャンスをつかみ取れる参加費にさせて頂きました。 

サポート期限特になし。この案件が廃れるまでサポートします 

参加費：39800 

サポート体制の詳細 

・基本的に今回のオファーそのものは投資ですので、すぐにお金をやりとりをしなければいけな
い状況があります。ですので、サポートは原則メールではなくテレグラムを中心に行って行く予定
です。ちなみにテレグラムとは簡単に説明すれば「LINE」のような素早いメッセージのやりとり
ができるチャットツールだとイメージして下さい。もちろん、メールでのやりとりも行います。 



・またどうしてもわからない部分はスカイプなども使って手取り足取りやっていきます。とは言っ
ても、最初の登録や資金の入金、利益の引き出し以外はほとんどやる事はありませんし、その部
分すら簡単と言えば簡単なのでスカイプを使う場面はほとんどないと思います。 

・あとは僕からのサポートに加えて、僕にこの案件を紹介してくれたビジネスパートナーとその
バックのサポートもあります。直接的なサポートは僕がやりますが、彼らは主にトップからの情報
共有やキャンペーンなどの情報やセミナーなどを行って頂きます。 

・今回僕や僕のビジネスパートナー、友人、知人ががっつり稼げている最大の理由はパートナー
がこの案件の日本トップ層との太いパイプがあるという事あります。この案件は既に海外ではか
なり有名なものですが日本ではまだまだマイナーです。だからこそ、そのトップ層との繋がりは何
にも変えがたい価値がある。つまり、僕のこのオファーに参加すると言う事はそのままそのトッ
プ層の情報を受け取れるという事。これで失敗しないわけがありません。 

もし、この話が紛れもない「本物」であるのなら（少なくとも、ここまでお伝えした話に何一つ
嘘はありませんが）約4万円という金額は「破格」と言う言葉を超えてもはや「頭がおかしい」と
言われても仕方がない価格だと思います。 

少なくとも、このオファーを介してあなたに提供する「価値」を考えればこの値段を見て「高い」
と思う人は一人もいないはずです。 

もちろん、中には経済的な理由でこの約4万という金額に躊躇をしてしまう人もいるかもしれませ
んし、それだけの金額を出す買い物を「検討」をする人もいるでしょう。 

ですので、あなたが今この価格に対してどう思っているにせよ、そこには十分にそして慎重に検討
頂いても構いません。 

『このようなお金の稼ぎ方が自分に「合っているのか」どうか』 
『このようなお金の稼ぎ方を自分が「したいのか」どうか』 

この部分をしっかり考えてみて下さい。 



僕としても、よく考えず勢いで入ってろくに実践もせず「詐欺だー」「返金しろー」とすぐに暴言
を吐くような「質の悪いお客」との付き合いはしたくありません。（あえて「様」をつけていま
せん） 

検討に検討を重ね、本気でこのようなお金の稼ぎ方を学びたい人、このような世界に身を投じた
い人にお申し込み頂きたいというのが僕の本音ベースの想いなんです。 

実際、参加してもらった人とは今後長い時間のお付き合いになると思います。 

中には生涯のビジネスパートナーになる人もいるでしょう。 

だからこそ、それだけの決意を固めてからこの企画に参加して欲しいんです。 

そして、その決意が固まったら是非僕と一緒に、僕のバックにいるグループと一緒に人生を変える
ぐらいのお金を稼いでいきましょう。 

きっとそう遠くない未来にそういう現実が訪れるはずです。 

それでは、あなたのご参加を心よりお待ちしております。 

＞根本独自企画に参加する 
（5名で終了） 

あなたがここまでの条件のものでも 
「納得できない」「信じ切れない」と言うのなら・・・・ 

ここまで色々と細かな話やこのオファーの実態を詳しくお話させて頂きました。 



何より、その参加費用やサポートに関する事、参加後のこれとない環境についてなどもお話させ
て頂きましたね。 

正直に言います。 

もし、あなたがこれほどまでのシステムとこれほどまでの環境を踏まえて、この企画に参加をする
決断を下せないのなら、申し訳ありませんがそれはもはや「お金を稼ぐ気がない」としか言いよ
うがありません。 

確かに僕も何も情報がない時は怪しさを感じましたが、この案件を紹介してくれたパートナーの
話と実際に稼いでいる証拠を見てからはすぐに参加を決意しました。 

これをご覧下さっているあなたにしても「実際に僕が自分のお金を投入してみた結果」「ビジネ
スパートナーの嘘偽りない実績」これを余す事なく公開したはずですのでその証拠は十分にあな
た自身の「その目で」確認したわけです。 

まして、その成果に加えて僕のマンツーマンサポートにトップ層から流れてくる極めてインサイ
ダーな情報も共有できるという環境がついてくる。 

オファーの内容だけ見ても、資金を入金すれば24時間程度で現実的な収益を稼げるというとんで
もないもの。 

それを39800円という価格で提供するのは普通にあれば考えられない事だと思います。 

英語で言うのならまさに「クレイジー」というヤツでしょう。 

僕自身としても、これほどまで旨味しかない案件を独り占めにする理由もありませんし、あなた
が稼ぐ事がそのまま僕の利益になるのであれば紹介しない理由はありません。 

それこそ、今の世の中どこを見渡してもここまで稼ぎやすいものは二つとないと思います。 

何より、僕が提供したいのは数十万、数百万と言った「小金」ではありません。 



ここであえて「小金」という表現をしたのは、このオファーは数百万が「小金」と感じるぐらい
の可能性を秘めているからです。 

現に、僕に関して言えば開始して2ヶ月しかたってませんが既に月収100万は普通に超えている
し、パートナーで言えば月収レベルで1000万レベルに達しています。 

しかし、それでもこのオファーに価値を感じられないのなら、それはそれで仕方がありません。 

ただ、もしあなたがこのオファーに参加する事を避けたとしても、このお手紙でお伝えした事実
に少しでも興味を持って下さったのなら、それだけでもあなたには大いに得るものがあったはず
です。 

「世の中にはこんなお金の稼ぎ方もあるのか」と........ 

ぶっちゃけ、あなたにそう感じてもらえればこのお手紙の役割はほぼ果たしたと言っても良いで
しょう。 

僕からのオファーはあくまでも一方的な提案でしかありません。 

それを受け取るかどうかは、本当にあなたの自由です。 

しかし、それでも僕はあえてあなたの背中を押したいと思います。 

“このオファーに参加し、これを縁として、共に人生を変えるだけのお金を最小の労力で手にいれ
ませんか？" 

そして、あなたがその行動を起こすのはまさに「今」なのではないでしょうか。 

それでは、あなたとここから長いお付き合いができる事を心待ちにしております。 

＞申し込みはこちらをクリック（限定5名） 



お申し込みの前にまずは一度、直接ご挨拶させて下さい。 
もちろん、ご質問や相談も大歓迎です。 

今の段階で既に参加の決意を固められている方は、そのまま申し込みバナーをクリックし参加し
て頂いても構いません。 

しかし「もっと聞きたい事がある」「質問したい」「とりあえず話を聞いてみたい」と言う方は
一度「直接僕と話をしてみる」という形でも構いません。 

このお手紙では、詳しい運用の手法に関しての言及はしていませんし、詳しい内容はお伝えしてま
せんので、その「手法」についての細かい質問も大歓迎です。 

いずれにせよ、参加する方には腹に一物を抱えた状態ではなく、100％納得頂いた上で参加して
頂きたい。 

これが僕の想いです。 

なので、この手法についての質問に関して 

「それはお金を払ってもらってからじゃないと答えられません」 

みたいな回答はしませんし、会話の中でお話できる範囲の説明は可能な限りお答えするつもりで
す。（もちろん、プライバシーに関する内容はお話できません） 

僕としても、いざ参加された後「思っていたのと違う」という状況は絶対に避けたいと思ってい
ますので、あなたの疑問や不安な点は事前に全て解決させて下さい。 



その上で、一点の曇りもない状態、100％納得できた状態で判断を下し、この企画に参加を決め
て頂きたいと思います。 

＞お申し込み前の事前通話はこちらから 

事前通話は「スカイプ」で行いますので、上記の申請リンクより希望日時を申請して下さい。 

-Q&A- 

それではこの企画や運用における手法や内容に関してのご質問等は、直にお話をさせて頂きます
が、ここまでの「おさらい」を以下のQ&Aにまとめさせて頂きました。 

事前通話の前にも一度目を通して頂ければ幸いです。 

Q：どれぐらい稼げますか。 

基本的には資産の運用がベースになりますので、どれぐらい稼げるのかは元本となる「資金」によ
ります。 

また、元本は最低「1000ドル」必要であり（日本円で約10万程度）その額の元本がないと参加
できません。オススメは3000ドルの運用です。3000ドルから利率の％が上がります。 

お手紙でも申しましたが、現段階では大体３～4ヶ月で元本は倍に膨れ上がっています。これだけ
見てもとんでもない利益率ですし入れる元本を増やせば膨れ上がる額が飛躍します。 

利率換算で言えば月利20%ぐらいです。 
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またこちらのオファーは資金の運用以外にも、紹介者報酬（アフィリエイト報酬制度）もござい
ます。あなたが実際に稼げたのなら、周りの人に紹介すれば紹介料が入ってきます。もちろん、こ
の段階での紹介ならあなたが紹介した人にもしっかり利益が入ってくるはずです。 

Q：投資の知識や経験が全くないのですが、それでも稼げますか。 

投資やデイトレといった、投資の知識や経験は全く必要ありません。 

実際の売買もこの企画で提供するシステムが行いますので、僕たちがやることは資金を入れてシス
テムの運用ボタンを押し、利益が出たらその分元本を追加するの繰り返しです。 

ただ、この作業も設定次第で全て自動にできますので運用段階まで行けば「やることはほとんど
ない」と言っても過言ではありません。 

もちろんこの運用で「なぜ勝てるのか」「なぜ稼げるのか」という理屈や理論の説明はしっかり
とさせて頂くつもりです。 

Q：資金はどれぐらい必要ですか 

参加するのに最低1000ドル必要になります。元本として入れる額は大きければ大きいほど利益も
大きくなります。 

また、資金ロックがありませんので不安になればいつでも資金を引き出す事が可能です。 

Q：マニュアル、テキストのようなものは頂けますか？ 

実際にこの企画に参加された方には、参加方法や登録方法、システム稼働方法などの説明をしてい
る「マニュアル」を提供させて頂きます。 



また、参加し次第僕に直通するテレグラムに登録して頂くのと僕のパートナーからの情報を逐一共
有できるグループにも入って頂きます。 

Q　絶対に大丈夫なんですか？ 

一応扱う内容は「投資」ですので絶対にというのはありえません。 

これに関して言えば世の中全てのものに絶対は存在しないからです。 

ただ、こちら側には運営側のトップ層と物凄く太いパイプがあるので何かあれば早急に情報共有
はできると思います。 

心配な人は少ない額からスタートすればリスクもありませんし、僕も最初は捨て金からスタート
しましたが、今の段階では1円の損もしていません。 

いずれにしても今の段階では損をしたという人は一人も出ておらず、再現率100%を維持できてい
ます。 

Q　やるべきがどうか物凄く悩んでいます。 

もちろん自由です。こちらとしても煽る気も押し売りする気も一切ございません。 

ただ、今の段階ではっきり言えることは大きな変動が起こる気配はありません。 

何より僕や僕のバックとタッグを組んでやるイメージなので面白さはあるのではと思います。 

共同体でやっていくというイメージですので、孤軍奮闘しなくて済みます。 

Q　リアルの場でも活動できますか？ 

はい、可能です。 



僕は今の段階ではリアル方面に手を伸ばしています。そのあたりのやり方も企画内で教えていくつ
もりです。 

ただ、まずはあなた自身がこの企画で資金を運用してしっかり稼ぐ体験をして下さい。 

他の方面に手を伸ばすのはそれからでも遅くはありません。 

Q　いつまで公開予定ですか？ 

先ほどの申し込みの説明の時にもお話させて頂きましたが、今回に限っては「5名」参加された時
点で募集を終了します。次回募集もやるかどうかは不明です。5名でも十分すぎるほどの利益はで
ます。 

Q　紹介者は今の段階でいないのですが探し方などはありますか？ 

このあたりも今後教えていく予定です。 

Q　高額塾系の連中がやっているとのことですが、詐欺まがいの事をやるのではな
いか？ 

彼らはあたかも運営側とコネクションがあるような演出をしていますが、実情は一切関係ないよ
うです。これは運営側のトップから直接談話をもらったので間違いないと思います。 

高額塾系の連中がやっているので詐欺だと怪しいだの、かなり風評被害が来ているようです。 

これには運営側も困っているようです。 

ただ、はっきり言えることはこれからここに参加する人はどんどん増えていくと思います。それこ
そかなりクリーンな層も続々と参加しているようです。僕の情報では某有名人も参加しているよう
です。 



Q　なぜこのタイミングでの紹介となったの？もっと早く紹介できたのでは？ 

これに関しては僕も最初はかなり懐疑的だったからです。そもそも僕は投資自体かなり批判的
（初心者がやる場合）だし、キャッシュがない人にお金稼ぎの目的として投資を進めた事はあり
ません。 

しかし、僕のビジネスパートナーがやっている点。パートナー自身が運営側のトップ層と繋がりが
ある点、実際にパートナーが稼いでいる点などの話を聞き、実際に自分でやってみて本当に稼げ
たのでこれは間違いないと確信しました。それが今のタイミングだったという事です。 

大まかなQ&Aに関しては以上になります。詳しく質問したい人はスカイプ申請して頂くか、僕に
直接メールしてきて下さい。 

＞お申し込み前の事前通話はこちらから 

＞根本への直接メールはこちらから 

不安な点がある人は少なからずおられると思います。 

ですので、参加するかどうかは個人の判断でお願いします。 

今のところは利益がしっかりでていますが、それでも投資なのは間違いないし絶対は存在しませ
ん。 

ただ、何度も言うように僕の方にはしっかりとした濃い情報を共有できるパイプがあるのでリス
ク管理は国内トップレベルだと思います。 

怖い人は、少額から初めてもらってもいいですがおそらくすぐにもっとお金を突っ込む事になる
と思います。（ガチで稼げるから）僕がそうでしたから笑 



いずれにしても、今後募集するかはわかりませんし最初に参加してくれた5名の方はしっかりサ
ポートしていきたいと思います。 

きつい人にはスカイプなども通話で対応する場合もあります。 

あなたが本当に求めているものは何か 

このお手紙は、現段階では「僕から何かしらの教材を購入して下さった方」へのみお送りさせて
頂いております。 

ですので、その大半の方が「ネットビジネス」に取り組まれている方や関心がある方のはずです。 

そんな中で、もしあなたが「自由を得る」あるいは「お金を稼ぐ」その「手段」としてネットビ
ジネスを選択し、それが仮に上手くいっていないのなら。 

あるいは、あなたが満足いくような十分な成果が得られないまま、壁にぶつかってしまい伸び悩
んでいるのなら。 

是非これを「自分の目的を達成する一つの手段」として、ここで僕が提案した「お金でお金を稼
ぐ」という資産運用の世界に、選択肢の幅を増やしてみて下さい。 

少なくとも、現段階ではこのお手紙で提案している企画のノウハウは、これまで僕が「ネットビ
ジネスでの稼ぎ方」やそのスキルをどれほど真剣に教えても結果が出なかったような友人や知人
達が、ほぼ例外なく全員「成果」を出せています。 

もちろん、今あげたネットビジネスに挑戦した友人や知人も、根気強く努力を重ね続けていれ
ば、ネットビジネスでもしっかり稼げていたでしょう。 



しかし、ネットビジネスの世界はどこまでいってもビジネスの世界ですので、そこにはスキルの
習得、仕組み作りは欠かせませんし、そこに時間がかかってしまうのも事実です。 

そして、収益が発生するまでにそれなりの時間がかかってしまうため「その間に諦めてしまう人が
出てくる」というのが、どうしても避けられない現実でした。 

僕もこれまでそうならないように最大限の工夫や努力をしてきましたが、やはり全員が全員「継
続し続ける」ことは不可能だったのです。 

それに対し、この「資産運用」の世界は正しいやり方を正しく実践し、濃い情報を共有できる環
境に身をおけば、やり方によっては24時間程度で「結果」を出していける「即効性」があります。 

そして、その「正しいやり方を正しく実践する」ということにおける「再現性」の部分でも、結
局今回の企画で運用する仕組みでは元本の入れ方程度しか自分で考える部分はなく、あとは全て
システムが資産運用を行いますので、あなたがやるべきことはほとんどありません。 

いうならば、ネットビジネスのスキルの習得や仕組みの構築と比べれば遥かに楽に遥かに容易に
実践できるのです。（少なくとも僕がこの企画で教えることの中で難しいものはほとんどないと
思います） 

現に、その「即効性」と「再現性」の異常な高さは、僕自身にも現れていますし、僕の周りの友
人、知人にも顕著に現れています。 

ですので、これをきっかけにあなたが 

「手段を選ばずに、とにかくお金を稼ぎ自由を手に入れたい」 

と思うのであれば、今回のようなお金の稼ぎ方も視野に入れてみてはいかがでしょう。 

結局、あなたがネットビジネスに興味を持ち、実践するに至った根底にはネットビジネスで成功
する事なのではなく「お金を稼いで経済的にも時間的にも自由になる」という理由があると思い
ます。 



そうなのであれば、その願望を叶える「だけ」なら、本当にこれ以上のオファーはそうそう無い
と思うのです。 

あなたがより早く経済的な自由、時間的な自由を手に入れるために、是非ここから一緒に頑張っ
ていきましょう。 

今回の企画に関してはかなり長いお付き合いになると思いますので、何卒よろしくお願いしま
す！ 

＞申し込み 

今この瞬間から、あらゆる「ストレス」と「不安」から解放される感覚。
それを「リアル」に味わえます。 

先ほどから何度も言うようにこの企画で提供するシステムの「再現性」と「即効性」は凄まじい
ものがあります。（だから何度も言っているのですが苦笑） 

それこそこの企画に参加した24時間以内に利益を確定させる事も不可能ではありません。 

つまり、この事実は言い換えるのなら 

「この企画に参加したその日に、あなたが抱える全ての「ストレス」と「不安」から一気に解放
される感覚を味わえる」 

とも言えるのです。 

それぐらい、今回の企画で提供するシステムには僕自身も確固たる自信を持っています。 



実際、これを体験すれば自ずと他の人にも紹介したくなりますし「運用資金」を僕のようにど
かっと増やしたくなる気持ちもわかるはずです。 

いずれにしても、参加した方はその日から自分の中から人生に対するこの上ない「希望」が湧き
上がり、今後の人生が一気に開けていく感覚をリアルに味わえると思います。 

コロナによって世の中は暗くなる一方のなのに、私たちには明るい未来が待っている・・・・・・ 

これは嘘でも誇大表現でもありません。 

本当に今僕自身が心底感じていることなんです。 

言うまでもなく、人生に対する希望はお金に対する「不安」や「ストレス」が全て解消されるか
らこそ、生まれるものですのであなたの未来にはそのようなものは全てなくなる。 

そうイメージしてもらって構いません。 

また、現実問題としてもこの企画では「僕以上の経済力」を持つ人も何人も生まれてくると予想し
ています。 

最初は10万程度の資金からのスタートであっても、その資金はすぐに増えることになりますので
自ずと自分に入ってくるお金は増えてきます。 

それこそ、最初の段階でドンと大きな資金を運用すれば3ヶ月以内に月収100万を達成できる人も
すぐに出てくるでしょう。 

現に、この資産運用を実践している人の中には月収100万レベルはごまんといます。 

もちろん、そのように増えた分だけ増資していくサイクルや周りの人もどんどん巻き込んで行くよ
うになると現実的に月収レベルで1000万以上の8桁収入も現実的になってきますし、年収ベース
で億という数字も見えてくるはずです。 



そうなれば、その時点で既に日給は単純計算で数十万、数百万というステージになっている可能
性は十分ありえるようになっています。 

ですので、1年も経たずに僕以上の収入を稼ぐ人や僕以上の資産をこの仕組みで築き上げる人が出
てきてもなんらおかしくないわけです。 

それこそ、僕がネットビジネスの世界で年収ベースで億レベルまで引き上げられたクライアントは
この10年程度で数えるほどしかいません。 

もちろん、僕のクライアントがそれだけの成果を出せたのは僕のサポート以上に本人の頑張りが
ほとんどなので僕などはきっかけを作ったのにすぎないでしょう。 

しかし、この資産運用のステージではそれを更に超える人、ネットビジネスで成功した半分以下
の時間でそれ以上の収入を達成する人が次々に誕生することになるはずです。 

もちろん、僕もこのバブルにがっつり乗っかり稼げていますし、今後もあなたに負けないように
がっつり稼いでいくつもりです。 

いずれにしても、この企画に参加した時点でそのような体験と感覚を味わえる事だけは今の時点
から期待して頂いて構いません。 

そして、あなたが「これ以上は稼がなくても良い」と思ったのならどうぞあなたの周りにいる
「大切な人」に紹介してあげて下さい。 

そしてあなたのようにその「大切な人」を稼がせてあげて下さい。 

僕としては、本気でそういうステージに挑戦したい人にこの企画を提供したいですし、この企画
に参加してもらった方とは今後においても末長く良い関係を築いていきたいと思っています。 

それゆえ、あなたにはしっかりとした「覚悟」を決めて頂き100%の状態で参加して頂きたいで
す。 



もちろん、不安な点や疑問があれば僕と直接話をする時間を作って頂いて構いません。 

「稼いだ後の事」も含めてあなたとお話できる事を楽しみにしています。 

＞申し込み 

＞お申し込み前の事前通話の申請 

ちなみにですが、この企画で提供する分野はネットビジネス市場でも十分活用していける分野に
なっております。 

それこそ、現時点ではこのジャンルはがら空き状態ですのでこの企画で提供するノウハウを軸に情
報発信して行ってもらっても十分稼いでいけると思います。 

また「投資」という市場は情報商材の市場でも物凄く大きな市場ですので、今回の企画での実績
は十分に活用していけるはずです。 

もちろん、紹介者に関してもネット集客でガンガン増やして行く事も可能です。 

あなたへの最後のメッセージ 

僕がネットビジネスに出会い、ネットビジネスで実際にお金を稼ぐようになって「10年程度」の
月日が経ちました。 

やってきたことは主にブログやメルマガという仕組みを作り、そこに人を集めて物を売るという
単純な作業です。 

ただ、そこには自ずと「サービスを提供する側」と「サービスを提供される側」という立場が生
まれ、そこには自ずと「販売者（紹介者）」と「お客（購入者）」という人間関係が生まれてい
ました。 

そういう意味ではネットビジネスの謳い文句の一つである「自分一人で稼ぐ」というのは厳密に
言えば違うのかもしれません。 
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とは言えネットビジネスは、他のビジネスと比べるとはるかに個人で完結できるビジネスですの
で自分一人で好きなだけお金を稼げるといっても嘘にはならないと思います。 

それこそ一人でお金を稼ぎ出すという点に関しては、あらゆるビジネスよりもネットビジネスが
最高だという持論は今でも変わっていません。 

そして、今回あなたにお伝えする「資産運用のノウハウ」も、一人でお金を稼ぐという点において
はネットビジネスと全く同じであり、自分以外の人には依存せずに自分の力でお金を稼いで行く
事ができます。 

ただ、今回の企画の資産運用は現段階では「資金を預けているだけで増える」というありえない
状況となっており、ひと昔前の仮想通貨バブルと同じ状況です。 

それこそ、預ける額が大きくなれば運用初日で月収100万という数字も見えてくるでしょう。 

しかし、肝に命じて頂きたいのは「そういう状況がいつまでもつづくわけではない」という事。 

仮想通貨バブルの時もそうであったように、バブルというものはいつか終わりが来るものです。 

だからこそ、バブルが来ているまさに今この瞬間に「稼げるだけ稼いでおく」僕のこの考えは間
違っているでしょうか。 

仮想通貨バブルの際も、それこそひと昔前の日本経済がバブルの際も「この状況がいつまでも続
く」と傍観していた人は結局そのバブルに乗る事ができず、裕福な暮らしをする事ができませんで
した。 

一方、その逆にいち早くバブルに乗っかる事ができた人は人生がまるっきり変わるほどの富を得
る事ができたのです。 

しかも、それほどの労力をかける事なく。 

さぁ、あなたはこのバブルに乗っかり人生を変えるぐらいの富を今この瞬間から稼ぎ始めます
か？ 



それとも、今回もただ指をくわえて圧倒的なバブルをただ傍観するだけですか？ 

あなたには色々な夢や願望があるはずです。 

しかし、今の現状でその夢を果たす事ができていますか？ 

お金が無いからできない？ 
時間がないからできない？ 
だからそんな夢は持たないようにする？ 

それってある意味で自分を殺しているのとなんら変わりありません。 

誤解を恐れずに言えば、そんな諦めた態度は生きる屍ではないですか。 

「人生そんなに甘くないよ」 

本気で人生を変えようとしない人ほど、このような言葉を発します。 

もちろん、人生甘くないのは僕も重々承知です。 

でも、あなたはそんな自由を手にするために、どれだけ本気でどれだけ真剣に努力をしました
か？ 

どれだけそういう選択を決断しましたか？ 

仮にあなたがそういう行動を取っていれば、既にそんな自由が手に入っていると思います。 

ただ、もしあなたがその努力の方向性やその方法がわからないのなら、もうそういう状況ではあ
りません。 



なぜなら、今僕はこの手紙を通してあなたが自由になるための条件をお教えしたからです。 

最高のシステムに最高の環境。 

おそらくこれ以上あなたの人生を変える「きっかけ」は世の中にはないと思います。 

あなたのこの瞬間の決断によって、あなたの数年後の未来に数千万、数億というとんでもない資
産を保有しいわゆる「勝ち組」になっている可能性もあるかもしれません。 

少なくとも、今回の企画であなたに提案する資産運用ではこのような事も決して「非現実的な話
ではない」という事は、認識しておいて頂ければなと思います。 

それではあなたのご参加をお待ちしております。 

＞申し込み 

追伸 

このオファーは一人の参加者様に対して、より濃厚なサポートを行って行く企画になります。 

それこそこの企画に参加をし資産運用を行われた時点であなたと僕は長いお付き合いをすること
になると思います。 

ですので、この企画の募集人数は「5名」とさせて頂きますのでご了承下さい。 

次回の募集をする可能性もございますが、今のところその予定はありません。 

なぜなら、今回参加して下さる方のサポートをしっかり行い、がっつり稼いでもらいたいからで
す。 



よって募集人数である「5名」が埋まった段階で募集の停止、あるいはこの募集そのものを打ち切
らせて頂く可能性がございます。 

その点はご了承下さい。 

また、不安や不明な点があるかたは遠慮なく僕の方に連絡頂ければなと思います。 

スカイプでも、メールでも構いません。 

＞申し込み 

＞申し込み前の事前通話の申請 
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