
好きなだけ自由な時間が欲しいあなたへ

記憶力、集中力、発想力…
科学的アプローチで脳機能を劇的リノベーション

６ヶ月以内に同級生より３倍の高収入
そして理想のライフスタイルを

手に入れたい人は他にいませんか？

頭にイメージすることが『自動的に』引き寄せられる
“1996年に発見されたニューロン（脳神経細胞）の驚異的な秘密”…

学歴、資格、貯金、人脈すべてゼロ..
なんの取り柄もなかった手首まで刺青が入っている男が、

奇跡的に発見した『誰にも雇われず』
合法的に１日平均74,193円を稼ぐ方法..

いまこのまま最後まで『完読』されることを強くお勧めします
（この限定公開レポートの中で詳しい理由を述べています）。

From：西野之啓
静岡県の温泉旅館より
相棒のMacBookエアーと



あなたはいま、思い通りの人生を送れていますか？

・最低でも年収1000万円以上にしたい
・多くの人に尊敬されるカリスマ的存在になりたい
・他人を自由にコントロールできる影響力を手に入れたい
・心からワクワクできる仕事をしたい
・本当の自分の才能を引き出したい
・異性からモテて理想の恋人やパートナーをゲットしたい
・働く時間を１日３時間にしたい
・自由に好きなところで仕事をしたい
・同級生よりも１つ高いステージに行きたい
・今の自分はまだまだこんなもんじゃない！

・・・

もしあなたが、どれか１つでも心当たりがあるのなら、
ほんの 10〜15分だけ時間をとり、騙されたと思って今すぐ読んでみてください。

有料シークレットセミナーでも黙っていた秘密をこのレポートで限定公開

今までのあなたの人生観が塗り変わる瞬間になるでしょう。

そしてたった今この瞬間から、自分の思い描いた通りの
人生を引き寄せるための具体的な方法を、『科学的根拠』をもとに
ステップ・バイ・ステップでご紹介していきます。



世間は嘘まみれです。

「脳は 10%しか使われていない」
「成功するにはポジティブシンキング！」
「俺はできる！と言い聞かせれば成功できる！」
「目標は現実的に立てること！」

…

もしかしたらあなたも、
こういった言葉を１度は耳にしたことがあるかもしれません。

ですが、一旦すべて忘れてください。

と言うのも、私は昔からダメな自分を変えたくて、
ひたすら「自分を変えたい」「成功したい」と思い
勉強を繰り返してきました。

後ほど詳しくお話ししますが、
本当に酷い人生を送ってきました。

未成年のときに逮捕され、他人に嘘を付き、
傷つけ、そして都合の悪いことは見て見ぬふりをして逃げ続ける…

その結果、誰からも相手にされなくなったのです。

ですから、そんな自分を何としてでも変えたくて、
世の中で出回っている、あらゆる自己啓発本や
高額プログラムを試してきたのですが、、

何１つ、人生が変わることはありませんでした。

むしろ、それら高額教材を購入するお金とやる気を失い、
借金が雪だるま式に膨れ上がっただけでした（リボ地獄にも陥りました..）。

そう、世の中の（一部を除き）成功哲学や
自己啓発と呼ばれるものは、



金儲け主義者のポジショントーク
だったのです。

彼らは低価格の本などで耳心地の良い言葉を並べたて、
私たちをワクワクと気持ちよくさせます。

そうして、思考停止状態にさせた上で、
ウン十万円する高額プログラムを売りつけ、
自分たちがボロ儲けするという仕組みなのです。

要するに彼らは、私たちが実際に成功するかどうかは
別にどうてもよくて、１番気にしているのは、

『自分たちが儲けること』

なのです。

なぜそんなことが言い切れるのか。

と言いますと、第一に私自身が彼らに
金銭を搾り取られていた被害者の１人だからです。

また、今では色んな分野で成果を出されている人や、
そういうビジネスをしている人たちと知り合う機会が増えたからです。

そして彼らは、私たちには見えない裏側で、

あのプログラムで７億円も儲かっちゃった
とニヤニヤしながら、
自分たちの儲けを自慢しあっていたのです。

信じられませんでした。

「まさか自分がこんな人たちの言うことを信じ込んでいたなんて…」

悔しくて悔しくて、
それを初めて知ったときには、
拳を握りながらグギギッと歯を食いしばりました。

成功のなんちゃらステップなどという
“白人先生”も例外ではありません。



彼らも結局、裏で日本人のマーケッター、
プロデューサーと呼ばれる金の亡者たちが、
自分たちの金儲けのネタとして使っているのです。

にわかには信じられないのですが、
紛れもない真実です…

なので、ちまたに出回っている自己啓発ノウハウは
一旦、忘れてください。

そして、全てを鵜呑みにするのではなく、
ニュートラルな思考で受け止めてください。

すべての常識を疑ってください
かつての文明では、「地球の反対側は落ちる説」や、
「太陽が地球の周りを回っている説」も
常識となっていました。

ですが、実は全くの見当違いだったことなど
現在では周知の事実ですよね？

（私たちはその名残で、いまだに「日が昇る」と呼びますが、
実際には日は昇らず、私たち地球が太陽の周りを回っています。）

また宗教的に言えば、日本人にとって常識的なことが、
キリスト教では非常識、というのも数多く存在します。

（キリスト教では神は唯一の存在、つまり一神教ですが、
日本の神話では、「◯◯の神」という多神教）

要するに、

「常識が全て正しいとは限らない」

ということです。

なので、私がこのレポートでお話しすることも、
全てを盲目的に信じるのではなく、
常にフラットな気持ちで聞いてください。

もちろん、私は偽りなく言いたくないこと、
隠したいことも全て正直に告白していきます。

それらをまるで



裁判官の厳格なジャッジ
のように、カンカンッと信じるかどうかを判断してください。

これからあなたに、私が借金まみれのどん底から這い上がり、
かつて自分が思い描いた通りの生活を手に入れた方法を、
繊細にお話ししていきます。

具体的に私の生活がどうなったのかというと、、

・１日３時間、週に３日ほどの少ない仕事量
・月収 200万円オーバー（半年間で 1000万円超）
・働く場所に制限がない
・そもそも出勤という概念がない
・自宅やホテル、温泉旅館など好きな場所で仕事ができる
・誰にも指図されたり指摘されることがない
・カンに触る人とは２度と会わなくていい
・毎日たくさんの人から感謝の声やメールが届く
・（照れ臭いですが..）「憧れてます！」と慕ってくれる人が増え続ける

・・・などなど、、

自分より凄い人を見上げたらキリがないですが、
それでも今までの私には信じられないようなことが
現実として起こっています。

働く時間を極限まで少なくして、パソコン１台、
好きな場所で大きな収入（半年で４ケタ万円）
を得られるようになりました。

宿泊先のホテルで自由に仕事をするスタイル
※「嘘だ！」とか「そんな都合の良い話なんてねーよ！」
と思われた方は、ぜひ最後までこのレポートを読んでみてください。
そんなこと２度と思わなくなります。

このレポートの冒頭でもご紹介した通り、
今では、私が「セミナーを開きます！」というと、
文字通り北は北海道、南は沖縄の日本全国から、
往復６〜７時間、10万円超かけて足を運んでくれるようになりました。

自分のお父さんのような世代の方も、
「教えてください！」と言ってくれるようになりました。



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

私が魅かれたのは底辺から
這い上がってきた「強さ」でした。

商工会職員：久村高資

西野さんのと出会いは、
西野さんが以前に販売されていた「シンプルコピーライティング講座」という
商品を文章だけで売ってしまう力を教えてくれる通信講座でした。

さらに、西野さんが開催する２日間で２５万円の合宿を通じて
西野さんご本人と直接お会いすることができました。

合宿という生のライブ感がとてもよく、
独学で勉強するよりもはるかに
コピーライティングの内容の理解が深まりました。

しかし、一番変わったのは、知識レベルではなく、
自分の行動が少しずつ変わっていったことでないかと思っています。

物事に取り組むまでのスピードといっていいでしょうか。

後回しにせず、今やることはすぐやるという場面が
気づけば多くなっていました。

そして何より嬉しかったのは、自分が西野さんに
メールした内容が西野さんのメルマガで紹介され、
私の書いた内容で人に影響を与えたことです。

自分の思いで他人が動いたという事実が励みになりました。

本当に小さな一歩、
でも大事な一歩を歩ませていただきました。

講座に関しては、内容だけではなく、
具体的に講座を聞く受講生を意識した話し方を
この若さで身につけているのは正直すごいなあと思い、
ぜひ会ってみたい方だと当時思いました。

そして、スキルだけではなく、
マインド面の変化を実感できました。

これは教材からではなく、



合宿という生の出会いから生まれたものです。

西野さんとは親子ほどの年の差がありますが、
西野さんから本当に学べる価値の内容は
経験値の高さではないかと思います。

経験値の高さは、必ずしも年齢の高さに
比例するものではありません。

むしろ生き方の凝縮度を示すバロメーター
ではないかと思っています。

もう少し若い頃の西野さんは、
素行が悪くおよそ褒められた人生を送ってはいませんでした。

むしろ社会の底辺に近いところを
這いずり回っていたといっていいでしょう。

私が魅かれたのは、そんな所から這い上がってきた「強さ」でした。

自分の弱さを直視して変えていくのは
並大抵のことではありません。

少し努力してやってだめならもういいやと
投げ出してしまいがちです。

西野さんも多分初めの頃はそうだったと思います。
それを克服して今の成功があります。

西野さんは完成した人間ではありませんが、
進化し続ける人間です。

西野さんのメルマガを読むでいるととてもよくわかります。

明らかに進化しています。
この人から次に何を学べるのかとても楽しみです。

自分が変わりたいと思えば自分が自ら
動かなければ変わりません。

ただ、動かざるを得ない環境に身を置くことで
自分が動き出し変わっていくのも事実です。

西野さんとの出会いを通じて
自分を変えようとする仲間にも出会えます。



この仲間作りが平凡な人間を進化させるキーとなります。
私が西野さんとの出会いを勧める理由はここにあります。

西野さんとの生の出会いをぜひ実現してください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

10代のときに逮捕歴があって、借金まみれで、
資格は普通車の運転免許しかなく、特技もない..

（唯一の特技といえば、夜のお店のパネル選びで、
２回に１回は“当たり”を引けることくらいでした。女性には内緒です！）

何をやっても長続きせず、すべて中途半端、
本当にどうしようもなかった私の話に、
ウン十万円のお金をくださいます。

（高額セミナーでは 2日間で 1人 25万円の参加費を頂戴しています）。

これからお話しする“ある秘密”に出会ったことで、
私の人生が劇的に変わりました。

かつて願っていたことが叶い始め、
毎日が充実しています。

現在では、ベストセラー作家や不動産投資家など、
億単位の収入を得る『成功者』の方々とも
仲良くさせていただくようにもなりました。

右上の謙虚そうでイケた男性がワタシです！

サビ付いた机上の空論バイバイ
効果実証済みだけにフォーカス

そう、机上の空論ではなく、
実例がある効果が実証された方法。

それをあなたも実践していくことで、
同じように自分が望んだ人生を手に入れることができるでしょう。

海外旅行ですか？温泉巡りですか？
それとも、友達やピチピチの美人さんたちを呼んで、



シャンパンで「カ〜ン」と乾杯しますか？

そうではなく堅実に、家族と好きな場所へ旅行に出かけ、
宿泊先で少しだけ仕事したら、あとはたっぷり観光に回る生活を送りますか？

全てはあなたが望んだ通りの人生を
送ることができるでしょう。

（もちろん、あなたが読んだだけではなくて、
ちゃんと実践すればの話ですが..）

おそらくあなたの人生を 180度変えてしまうその方法を
このレポートで理論と具体的なノウハウを全て包み隠さずお話ししていきます。

胡散臭くないですか？
ですが、その前に、

「こいつは本当に信用できるのだろうか？」
「専門家でもないのに何を教えてくれるんだ？」

と思っている人も少なくないと思います。

ですので、
少しだけ私の話をさせてください。

かなり非常識な人生を歩んできたのですが、
それを知った上で信用できるかどうかを判断してください。

もし興味がなくて、

「いいから早く方法論を教えて欲しい！」

という方は、この部分をすっ飛ばして、
具体的な方法から読んでいただいて構いません。

が、ノンフィクション物語と共に、
具体的な方法をお伝えしていきます。

それではどうぞ。。

盗んだバイクで走り出しました。



十代の少年時代、私は地元の友人たちと
ギャングというバンダナを巻いたチームに所属していました

当時、池袋ウエストゲートパークが全盛期で、
私たち世代はほとんどの人が見ていると思います（28〜30前半）。

そういった時代的背景も影響して、
赤いバンダナを巻いていました。

17歳のときに、とある事件に関与したことで
私たちは逮捕されました。

最終的には、少年鑑別所で保護観察処分を
認めてもらったのですが、逮捕暦のある友人は
そのまま少年院に飛ばされてしまいました。

留置所にいたときに、小さな音のラジオから、
日本のワールドベースボールクラシックの優勝を知りました。

「ラジオの向こう」の人たちは歓喜に湧いていました。

そのときちょうど私は、トイレ付き四畳半くらいの部屋で、
１人、瞑想をしていました。

当然、その事実は悲しい出来事ですが、
それでも今の私にとっては大きな学びの経験となりました。

ストーブで“ジリジリ”と沸騰させたやかんのお湯が、
世界で一番美味しく感じて、心に深く染み込みました。

手首まで刺青を入れました。
ちょうどその頃、地元の憧れの先輩の影響で、
肘下くらいまでの“七分”で刺青を刺しました。

その数年後、一生の覚悟を込めて、
両手首まで画（え）を刺してもらいました（背中は入っていません）。

が…

これが私を苦しめました。

まっとうな仕事（会社員など）では雇ってもらえるわけもなく、
アルバイトすら採用してくれませんでした。



唯一、パチンコ屋さんは採用してくれたのですが、
私は刺青を隠してアルバイトしていたので、
夏になると同時に制服が半袖に代わりクビになりました。

覚悟を決めて刺青を入れたとはいえ、
このときばかりは後悔しました。

そうしてまともに働けるところもなく、
私は、、闇に潜りました。。

１日３万円の高収入裏バイト
18歳のとき、ある先輩の紹介で、
ケータイの出会い系サイトで、
さくらのアルバイトを始めました。

女の子のフリをして、
男性ユーザーとメールのやり取りをする、
という可愛いようで悪質なバイトでした。

が、それをきっかけに…

ガラガラと人生が崩壊していきました。

バイトは徐々にエスカレート。

当時 18そこらのクソガキだった私は、
１日に３万円ものバイト代をもらっていました。

でもなんだかんだ、
月に計算すると 70万円くらいでした。

それでも、ガキんちょのお遊びにしては、
あまりにも大きな収入でした..

ですがそれと同時に、
色々と面倒なこともありました。

道を歩いているときも、
常に周りをキョロキョロと警戒していました。

（そのときは本当に、ストレスが異常値だったと思います。）

でも、そのときに、



経験から学んだ資本主義社会の本質
があります。

それは、

「人を動かせる人間は儲かる」

ということです。

というのも、出会い系のバイトといい、
他のバイトもそうなのですが、

誰か他人を自由に動かすことができれば、
お金をたくさん稼ぐことができました。

人間心理を理解し、
そこをくすぐって行く。

この危険な技術が高い人ほど、
大きな収入を得ていました。

人を自分の思い通りに動かすことができれば、
何かを買ってもらったり、お金を払ってもらうことは
簡単だというのは明白ですよね？

「お金をください」⇒「分かりました」

シンプルに言うとこういうことです。

とはいえ、、

私は人に後ろ指差される生き方に
疲れていました。

もともと私は根っからのワルでは
ありませんでした。

どこかずっとストレスを抱えていたので、
真面目に生きることを決意しました。

そうは言っても、いきなり高収入バイトを辞めて、
真面目な仕事に就くというのは、そう簡単ではありません。

今まで高収入を得ていたこともあり、



１円の価値もないプライド
が邪魔をして、ガキだった私は、
時給 900円や日給 1万円を否定していました。

「なんでもっと稼げる方法があるのに、
こんな安い給料で働かなくちゃいけないんだ！」

ゲスの極みですが、そんなプライドがあり、
働きに行ってはすぐに辞めて帰って来ました。

本当に何も長続きせず、
色んなことにチャレンジしました。

高収入バイトのおかげで少しだけ貯金もあり、
とにかく何でも手を出してみました。

歌の練習に通おうと契約しては辞め、
スポーツジムを契約しては途中で辞め、
お笑い芸人のオーディションを受けてみては刺青で即刻NG..

他にも映像の学校に通ってみたりと
様々なことにチャレンジしてみたのですが、、

どれも長続きするものは１つもなく、
すべて中途半端に終わりました。

辛いことから逃げる悪いクセ
私はとにかく自分がやりたくないこと、
胃がキリキリするような辛いことからは逃げたくなる性格でした。

典型的なダメ男でした。

私はずっと、

「できるだけ楽にお金を稼ぎたい」
「究極的に言えば働かずに不労所得を得たい」

などと都合の良い理想を思い描きながら、
色んなことに手を出しては諦めました。

そうこうしているうちに、



当然ですが、貯金を使い果たしました。

お金もない、仕事もない。

追い込まれてもう後に引けなくなった私は、
生活すらままならない状態でした。

それでいて、ご飯を食べるお金も、
人脈も資格も特技も勉強も、

なに１つ残っていなかった…
底辺の生活でした。

欲しいものは買えず、洋服は
３年前に買ったものばかり。

糸がほどけた袖の部分を裏側にして、
隠して着ていました。

それくらい、追い込まれていたのです。

「こんな生活、もう嫌だ」
「もうビクビク怯えて生きるのは疲れた…」

「人からありがとうとお礼を言われる仕事がしたい」
「心から楽しくてやりがいの持てることで稼ぎたい」

「人生をやり直して多くの人に喜ばれる人間に成りたい」

そう思い始めました。

そのときから段々と、ネットや本屋さんで調べて、
自分を変える自己啓発本やノウハウにどハマりました。

その辺の本屋さんで売っている自己啓発本に手を伸ばし、
その数日後には 15万円や 20万円する高額プログラムを購入していました。

しかも、１つではなく２つ３つと（中には 100万円もするものもあります）…

借金だけが膨れ上がり、
いよいよ家から追い出されるという状況のときに、

その後の運命を変えた発見



をしました。

とにかく色んな知識に
投資してきました（借金でしたが..）。

行動学だったり、脳科学、生物史、歴史、、

ジャンルは関係なく、
とにかく自分を変えて儲けるためにいっぱい調べました。

そして、今から当時を振り返ったときに、
ある３つのパーツがハマりだした頃から
私のカラクリが動き始めました。

そう、私のその後の運命を劇的に変えてしまったのです。

先に答えを言ってしまうと、
その発見とは、、

１）ニューロン（神経細胞）を正しく使うと、自分そのものを別人にできる
２）思考のカラクリを理解すれば、平均の人より３倍の潜在能力を発揮できる
３）合法的に大きなお金を直接振り込んでもらう方法

この３つです。

この３つを本当の意味で脳にインストールし、
全てをこれらの価値観で決断していったら、、

恐ろしいことになりました（順番にお話しします）。

。。。

最初の３ヶ月間は、
相変わらず収入は０円でした。

１円でもなく０円です。

「本当に俺は変われるのだろうか…」
「やっぱり自分には無理なんじゃないか…」

そうやって諦めそうになりましが、
もう当時は周りの友人にも借金をし、
ついには貸してくれる人もいなくなって
消費者金融にも手を出していました。



そう、とうとう周りの人に見放され、
ついには「もう諦めて真面目に働けよ」と
反対をされるようになりました。

大げさかもしれませんが、
当時の私のなかでは、

全員敵の極限状態
というほど追い込まれていました。

一歩間違えたら、自分から逝ってしまっていた
くらいです。

もう手を差し伸べてくれる人はいない、
見放され、ついには反対され…

今思い出しても、このときほど
人生で追い込まれていた時期はありません。

が、そういう状況だからこそ、
もう諦めずにやるしかありません。

極限まで節約して、夜 21時以降に 20%オフになる
お弁当を買ってはレンジでチンして１人空腹を凌いでいました。

ボロボロになりながらも、
発見した３つを信じて…

それから３ヶ月後、、

とうとうその時が来ました。

そのときは、私自身もなにがどう
繋がったのかは分からず、

だいぶ後になってから
その『要因』が理解できたのですが…

そう、ついに夢に描いていた光景が
現実として『引き寄せ』られ始めたのです。

まず最初に、収入が増えました。

長い間ずっとゼロだった収入が、
300万、100万、200万、300万円と



ドドドドッと雪崩のようにお金が入り始めたのです。

私が発見した現金収入を生み出す方法は、
現金商売ではなくクレジット入金システムだったので、
売上げた月から２ヶ月遅れで自分の銀行口座に振込まれます。

なので、現金が目の前に現れるわけではなく、

預金額の「数字」がドバッと増える
ような感覚です。

数字だけが増えるので、
最初は稼いだ実感が沸きませんでした。

ですが、まず１番最初に友人へ借金返済のために
ATMから 50万円を引き出した瞬間、

「あ、これは現実なんだ、、」と理解できました。

友人へ渡すときに包む茶封筒をコンビニで買って
現金を入れたときに、

「まっとうな初報酬記念」ということで
無駄に写メをとっておいてます。

この現金はすぐに借金返済へ…

お金を稼げたのもそうですが、
驚くのはこっちです。

これらのお金を生み出してくれたのは
相棒のMacBookエアーでした。



（厳密には“私と”MacBookエアーです）。

これから順番にお話ししていきますが、

私はある『技術』を手に入れたことで、
ノートパソコン１台あれば、
いつでもどこでも好きに生活ができるようになりました。

どこか会社に行く、ということがないです。

最近は、新しくやりたいことができたので、
いつもビジネスをしています。

やりがいのあるビジネスを見つけたので、
楽しんで仕事をしています。

仲間と一緒に作り上げるプロジェクトです。
とはいえ、

いつでも好きなタイミングで旅行へ GO
できます。

相棒のMacBookエアー（ノートパソコン）１台があれば、
特に場所は選ばないためです。

最近はというと、お気に入りのラテを飲みながら、
スタバや色んなところでカチカチ仕事をしています。

スタバが好きですね、愛好家と言っても
良いかもしれません。

色々と雰囲気の好きなスタバを
探しました。

そして何個か、フィーリングがバッチシあった
雰囲気のお店を見つけて、そこを回ってます。

川沿いカフェテラスで夕日を見ながら仕事するスタイル

あとは所属するコミュニティの会で、
地方に行って仕事を終わらせて次の日は観光、
とかそういう生活をしています。



それ以外の時間は、だいたい、
本を読んだり、セミナーに参加したり、
歴史や生物、行動学などをインプットしています。

全てやりたいことだけだと、
毎日が本当に充実していきます。

この秘密の『技術』を身に付けた人は（覚えれば誰でも使えます）、他人に指図されることなく、
心のおもむくままに、自由に生きることができます。

ちょっと前の私のように、朝に３時間だけ仕事をして、
あとは大切な人や家族と色んな所に出かけては
思い出作りに励んでもいいでしょう。

ご近所がうらやむ理想の家族
１日の半分以上がプライベートタイム

親としても、子供との時間がたっぷり取れるので、
理想の家族像として、近所や周りのママ友にも

「あそこの旦那さんと奥さん素敵な夫婦ね」

と憧れを持たれたり、
子供の幼稚園や小学校の親会で、、

そこは倫理的範囲で、あなたにお任せします。

「あそこの家族、いつもみんなで出かけてるけど、
仕事は何してるのかしらね」

と噂ばなしの対象になってしまう
可能性も出てきます。

そのときに、
この秘密を教えてあげるかどうかは
あなたが選択肢を握っています。

自分の自由なプライベートタイムが増えるので、
今まで我慢していた趣味を心置きなく
気が済むまで没頭することもできます。

あるいは、現在の私のように、



自分だけのプライベートな時間をやりたい事に当てたり、
読書をして知性を磨いたり、仕事をしたり、、

要するに私が発見し、
そして短期間で習得した『技術』は、

人生を思い通りにコントロール
するための技術と言えます。

ノートパソコン１台、海外に住もうが、
都会の喧騒から離れて田舎に住もうが、
全国のホテルや旅館を地元のように転々としようが、、

全ては私たちの自由であり、
誰もあなたに指図する権利などないのです。

それだけでなく、色んな人から
「感謝しています」と声をかけられるようになります。
（個人の体験談です。）

先日も、新宿の街を歩いていたら、

「西野さんですよね！握手してください！」

と、まるで有名人のような対応を
されたこともありました（今のところ人生で最初で最初ですが…）。

つまり、私や他の一部の人たちと同じように、
あなたもこの『技術』を身に付けたら、

高収入とデイリーフリー
のライフスタイルが手に入ります。

しかし、これらは単なる副産物であって、
この技術の最大のメリットは他にあります。

その最大のメリットとは、

「より良い自分へと成長していける」

ことにあります。



これは武道やスポーツをやっている、
というようなものです。

高収入を生み出す技術は短期間で習得できますが、
この技術は磨けば磨くほど、自分の精神性が向上していきます。

そして、多くの人から尊敬されたり、
憧れを持たれるような人間へと
成長していくことができます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１円も使わずに２週間で 307,800 円
大阪府在住・学生：藤野大輝さま

西野さんからは小手先のテクニックだけじゃなくて
ビジネスや生き方の本質を学ぶことができます。

なので人間性の部分でもすごく成長できます。

ただ、西野さんのコンテンツを学ぶと
相手を意のままに操れるスキルが身につくので悪用厳禁です。

自分は西野さんから教わった技術をすぐに実践したことで、
15 万円の高額ツールを販売できたり、２週間ちょっとで
１円も使わずに 307,800 円を稼ぐことができました。

この先もずっと西野さんから学ばせていただきます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

うまい話には裏がある…
「そんな旨い話なんてあるはずないでしょう」
「それは西野さんのケースであって、みんなとは限らないゾ！」
「どうしてその方法を公開するんですか？自分だけでやればいい DARO！」

と思われるかもしれません。

その気持ちすごく分かります。

他でもない、私自身が誰よりも驚き、
なかなかこの現実を受け入れることができなかったのですから。



ですが誰がなんと批判しようとも、
これは隠蔽しようのない『現実』なのです。

こういう理想の人生を手に入れた人は
私だけでなく、他にもたくさん実在しています。

これからあなたに、どのようなステップを踏んでいけば、
私たちのような生活を手に入れることができるのか？

それを細かくお話していきますので、
真剣に読んでいただければきっとあなたも、

「間違いなく自分にもできる！」

と心から信じていただけると
確信しています。

ここからは実際に、あなたが何をどのようにすれば
夢や理想の生活を『引き寄せる』ことができるのかをお話ししていきます。

科学的に夢を引き寄せる３つの秘密
まず、先ほど少しご紹介した３つを
思い出してみてください。

１）ニューロンを利用することで自分そのものを別人にできる
２）思考のカラクリを理解すれば潜在能力を発揮できる
３）合法的に大きなお金を直接振り込んでもらう方法

あなたもこれらを理解して活用できれば、
同じように夢を『現実的に』引き寄せ、
そして叶えることが可能になります。

ちまたの自己啓発みたいに、

「本気で祈れば引き寄せの法則は働くのです！」
「現実的な目標を立てれば必ず達成できます！」
「自分に言い聞かせて自己洗脳をかければ…」

とか、そんな「非現実的」で、
効果のないものは完全に捨て去ってください。

正直に言えば、私も彼らと同じように

「願ってればいつか引き寄せられるんですよ」とか、



「自己洗脳さえできれば夢は叶うんですよ」とか、

そういった甘い言葉を並べたほうが、
きっとあなたも受け入れ易いでしょう。

ですが、それではただの嘘つきだし、
そんなものはあり得ないです。

ですので、

ここからは綺麗ごと抜きで
現実的な話をさせてください…

私も言いたくないです。

夢を語るのは簡単だし、そのほうが
万人受けするので私も人気者になれるでしょう。

でもそれじゃあ誰も救われないし、
実際に夢を叶え、理想の人生を
実現できる人は１人も現れないと思うからです。

なので、ここからは心を鬼にして、
綺麗事抜きで肚（はら）の底からお話しをします。

それでは順番に説明します。

秘密その１：
1996 年イタリアの大学教授が

偶然発見した神経細胞の秘密とは…？
まず１つめ。

１）ニューロンを利用することで自分そのものを別人にできる

ですが、これは神経科学最大の発見とも呼ばれる
『ミラーニューロン』を利用することで、

逆らっても『自動的に』収入が増えてしまう

という、にわかには信じられない事実です。



これは 1996年、ジャコーモ・リッツォラッティさんという
パルマ大学のお偉い教授さんが発見したニューロンの秘密です。

最近では比較的「ミラーニューロン」という言葉も
有名になってきたので、もしかしたらあなたも
聞いたことがあるかもしれません。

このミラーニューロンは、
別名「ものまね細胞」とも呼ばれています。

簡単に説明すると、目の前の他者が起こす動作を
脳はあたかも自分が行ったかのように反応する、というものです。

マカクザルの新生児が相手の表情を真似ている瞬間（画像引用：wiki）

このとき、私たちは目の前の人の行動が、
あたかも自分でやったかのように同じ脳の部位が発火します。

つまり、目の前の女性が髪をかき上げたら、
自分もかき上げたように脳が感じるということです。

このミラーニューロンがあるからこそ、
私たちは「共感」ができるのです。

ミラーニューロン ＝ 共感能力
怪我をした人を見ると、ゾクゾクッと
あたかも自分のことのように感じるのが
このミラーニューロンの役割です。

常に他者と共存している社会的動物にとって、
このミラーニューロンは進化の過程で得られたものです。

（ちなみに、このミラーニューロンが欠如している人は
人の痛みに共感を持たないので支配者に向いていると言われます。サイコパスとか。）

私たち人間というのは、
常に自分以外の他者（この場合は自分以外のすべて）から



影響を受けて生きています。

どんな人と一緒にいて、日々どんな情報を得るかによって、
その人の人間性が決定します。

有名な「５人の年収」のウラ話
有名な話に、

「今一番、接触頻度の多い周りの５人の
年収を足して割った金額があなたの年収」

というものがあるのですが、
１度はあなたも聞いたことがあると思います。

なぜこうなるのかというと、
それこそがミラーニューロンの仕業なのです。

ミラーニューロンは素晴らしいものであり、
逆に危険なものでもあります。

他者の情報を受け入れるか否か、
これを私たちのニューロンは自分で選ぶことができないのです。

なので、嫌でも一緒にいる人たちの
影響を受けてしまいます。

ですが、これを理解したうえで上手に使うと、

努力せずに収入を上げる方法
としてこのミラーニューロンを
利用することができるのです。

「そんな馬鹿な話あるはずがないですよ！」
「だったら今ごろみんなお金持ちですよ！」

という声が聞こえてきそうですが、
落ち着いてください。

ここからがポイントです。

ミラーニューロンを利用して「自動的に」
収入を上げるには、実は少しばかり努力する必要があります。



それは、、

『理想の人物と情報空間を共有する』

というものです。

情報空間の共有
この「情報空間」というところがポイントで、
深く話すとわけが分からなくなると思いますので、
簡単に説明します。

例えば、年収が１億円以上の人たちと
ずっと一緒にいたとしたら、
あなたの年収もどんどん勝手に上がっていきます。

逆に、仮にあなたが年収 3000万円だとしても、
年収 300万円の人たちとずっと一緒にいたら
あなたの年収はどんどん下がっていきます。

なぜこんな現象が起こるのか、といいますと、
それは一緒にいる人たちと「同じ情報空間」を共有しているからです。

（インターネットの世界も“情報空間”ですし、
「マナー」というのも、どこかに書いてあるわけではありません。

情報空間、つまり目には見えない“空間”での決まりです。）

収入以外で分かり易い例を出すと、
スポーツなんかがそうです。

サッカーがあまり上手くない子でも、
ずっと強い子達と一緒にプレイしているとグングン上達していきます。

これも、上手な子たちと情報空間を共有し、
そこからミラーニューロンの影響を受けているからです。

なので、自分の収入を上げたければ、
自分よりも収入の高い人と一緒にいると
努力せずとも勝手に収入が上がっていくのです。

卑怯すぎる裏技



とは言っても、、

「自分の身近にそんな人なんていません！」
「そんな人脈持っていないので無理ですね！」

と早とちりしてしまう人も
数多く見てきましたが安心してください。

実は、自分の身近に収入が高い人、
成功している人がいなくても、
このミラーニューロンを利用して
自分の収入を上げる卑怯な裏技があります。

それは、

『彼らの情報だけに触れること』

です。

つまり、彼らが書いた本だったり、
彼らが話している動画や音声だったり、

そういった彼らが出している情報に触れていると、
彼らの情報空間を共有することができ、
ミラーニューロンを利用することができるのです
（話し方とかが似てくるのもそうです）。

クズ情報は完全ブロック
私の収入が一気に上がって、そして
誰にも縛られない自由な生活を手に入れたのも、
１つはこのミラーニューロンを利用したからです。

積極的に収入が高い人たちが集まる場に参加し、
彼らの本を読み、そして動画を見て、音声を聞きました。

それ以外の情報、つまりバラエティ番組や
１円も生み出さないくだらないニュースや情報を
意図的にシャットアウトしました。

こういった、「情報の選択」という努力だけは
必要になってきます。

が、これさえやってしまえば、
勝手に収入が上がっていくのです。



やらない理由はないですよね？

これが、私が思い通りの人生を
科学的に引き寄せた１つめの秘密です。

では次です。

秘密その２：
不可能を可能にしてしまう

アルゴリズム思考術…
２つめの、

２）思考のカラクリを理解すれば潜在能力を発揮できる

を詳しく説明します。

ここでGoogle検索を思い出してください。

Googleで何かを検索しようとするとき、
キーワードを打つことで、調べたい情報が
たくさん出力されると思います。

例えば「お金 稼げない」と
キーワード検索すると、以下のようになります。

「お金 稼げない」の Google 検索結果

少し目を通してみると、お金が稼げない人について



多くの情報が検索結果に上がってきていますね。

それでは、今度は検索キーワードを
「お金　稼ぎ方」で検索してみます。

「お金 稼ぎ方」の Google 検索結果

すると今度は先ほどとは変わり、
どうやったらお金を稼ぐことができるのか？

という答えとなる情報が、
たくさん出力されているのが分かると思います。

「西野さん、そんなの当たり前じゃないですか。
なんで改めてこんな説明するんですか？」

と理解できない人もいるかもしれませんが、
これは私たちにとってかなり重要なことです。

脳と Google 検索の意外な共通点
なぜなら、私たちの思考というのは、
このGoogle 検索と同じように働くからです。

つまり、自分に対しての質問の内容次第で、
答え、つまり出力される結果が変わってくるのです。

先ほどの例のように、「お金　稼げない」
という質問を自分の脳に投げかけると、
稼げない理由というのがたくさん浮かんできます。



しかしそこで、「どうすればお金を稼げるのか？」とか、
「お金を稼ぐ方法」という質問を脳に投げかけると、
今度はその答えを検索結果として出力してくれるのです。

これは『質問思考』という考え方なのですが、
私たちは常に何かしらの質問を“無意識の領域で”自分に投げかけています。

小人たちの井戸端会議
イメージとしては、私たちの脳の中にいる小人たちが、
“無意識の領域で”ウッド調の食卓テーブルを囲んで
ヒソヒソと会議をしています。

小人１：「眠いから寝たほうがいいか？」
小人２：「いや、仕事はちゃんとやろう」
小人３：「てかあの電車の子可愛かったなぁ」
小人４：「今日の夜は何を食べようかな」
小人５：「そろそろ自慰行為の時間じゃねーか？」

…

無意識の領域で数え切れないほどの
膨大な情報を小人たちは話し合っています。

その会議で出た答えが、私たちの顕在意識に上がり、
その答えを元にアクション（何かしらの行動）を起こすのです。

なので例えば、あなたも過去に、
急にお金が必要になった経験はありませんか？

そのときに、「お金なんて用意できないよ…」と
自分の中で考えるのか。

それとも、「どうすればお金を用意できるのか？」と
考えるのか。

こうして質問を少し変えるだけで、
全く違う答えが返ってくるのです。

しかも、「どうすればお金を用意できるのか？」
という質問をすることで、お金を用意するための方法を
ついには導き出してしまうのです。

私たち人間の脳というのは
恐ろしいほどにハイスペックコンピューターです。



ですので一見、不可能だろうと思うようなことでも、
検索の仕方を変えるだけで可能にする答えを出力してしまうのです。

ちなみに私はこの思考法を取り入れたあと、
収入がゼロのときに、メンター（師匠）へ弟子入りするために

500 万円の現金を「ボンッ」
と用意してしまいました（借金ではありましたが..）。

そこでもし私が「500万円なんて用意できないよ」
と思っていたら、借金とはいえ、決して
準備することはできなかったでしょう。

しかし、アルゴリズム思考術を使ったことで、
私は用意する答えを見つけ出してしまったのです。

このように、思考法をマスターすると、
他の人にとっては不可能だと思われることも
まるで魔法使いのように可能にしてしまうのです。

なので、「自分には無理だ」と思ってしまう人は
何をやっても無理です。

そのように自分で答えを
導き出してしまっているからです。

でも、

「どうすれば思い通りの人生を手に入れることができるのか？」

と本気で考えられる人は、それを達成するための道筋が見えてきて、
ついには実際に手に入れてしまうのです。

その結果、私はいま、時間や場所に縛られず、
経済的な不安から解放されたリラックスライフを
手に入れることができたのです。

なのであなたもアルゴリズム思考術を身に付ければ、
いまは不可能でも（あくまでも物理法則が働く領域で）何もかもを達成していけるでしょう。

そして最後の秘密です。

秘密その３：



112年間“一部の人たち”が隠してきた
思い通りに現金を生み出す『禁断の技術』

最後３つめの秘密は、

３）合法的に大きなお金を直接振り込んでもらう方法

…これです。

どの時代を見ても共通しているのは、

・商品を買うように人を説得できる人
・大衆に影響を与えられる人

など、自分だけでなく他の人をも
動かすことができる人が、
経済的成功をしていることが分かります。

それは大企業のトップもそうですし、
国民を束ね、支配する人たちもそうです。

（芸能人や有名人というのも、
ブログなどで人々に影響を与えることで
大きな収入に繋げることができます。）

いつどんなときも、周りの人を動かす能力を
持っている人は人々から尊敬され、そして巨額の富を得ているのです。

なので、「お金を稼ぎたい」と思ったら、
人を動かす技術を自分のものにすれば、

「じゃあここに現金を振り込んでください」

と言って払ってもらうのは、利き手の反対の手で
箸（はし）を使うよりも難易度が低くなります。

（ちなみについ先日、私はある理由で現金が急遽必要になったので、
「文章の秘密を教えるのでこの口座に現金で 25万円を振り込んでください」と
お客さんに伝え、３日間で 150万円が私の口座に振り込まれました。

この人を動かす技術を身に付けると、
このように自分の好きな時に現金を稼ぐことが可能になります。）

新興宗教の教祖さま商法



人を動かす能力に長けている宗教の教祖さまは、
お金持ちだって知っていましたか？

彼らは、お布施やら、なにかと理由を付けては
信者さんからお金を巻き上げています。

なので、お金が必要になったときには、
信者さんに「お金を下さい」と一言いえば
すぐに現金を生み出してしまうのです。

実は、私たちのような“一部の人間”は、
彼らとまったく同じ技術を使っています。

つまり、他人を好きなように行動させてしまう技術です。

正直この技術は、かなり危険性が高いので、
使う人間を選びます。

ダークサイドに堕ちる人々…
私はこの技術を習得したばかりのとき、
本当にたくさんの過ちを犯しました。

自分のお金儲けのためだけに
この技術を乱用しました。

最悪です。本当に反省しています。

そして、私が知っているだけでも、
かなり多くの人がこの技術を間違った方法で使い、
ダークサイド（正義ではなく悪）に堕ちてしまいました。

この技術を使って詐欺行為を働き、
ウン億円を他人から騙し取って逮捕される人間もいます。

この禁断の技術は、会ったこともない赤の他人を
思い通りに動かすことが可能になります。

「そんな魔法みたいなことあり得ますか？」

と思うかもしれませんが、
これは魔法でもなんでもありません。

112年間、ごく一部の人たちだけが巧みに使いこなし、
そして富を肥（こ）やしてきました。



その歴史の中で技術はさらに洗練され、
今では私たち一般人でも使いこなせるようになったのです。

この技術は

他人から現金を奪い取る
こともできてしまう一方で、
正しく使えば苦しんでいる人を救ってあげることもできます。

なぜなら、痩せれなくて苦しんでいる人を行動させて、
痩せさせることができれば、その人は救われますよね？

私たち人間は電気を使って明かりを灯すことも、
そして地雷などで人を殺すこともできます。

電気に悪はないように、
この技術も悪ではありません。

ただ、使う人の良心にかかっているのです。

なので、ここであなたに質問ですが、
この技術を悪用しないと約束してくれますか？

もしあなたが、他人を運命をコントロールできてしまう
危険な技術を正しく使って、“人を救うことで”大きな現金を稼ぐ
と約束できるのであれば…

このまま読み進めてください。

ついに『禁断の技術』が明らかに…
そしてここからは、『禁断の技術』を利用して
好きにお金を稼ぐ方法に特化してお話していきます。

なぜなら、お金を自由に稼げるようになれば、
我慢なんて一切せずに、自分の好きな物を買い、
好きなところに出かけ、趣味に没頭することができるからです。

つまり、お金（しかも大金）を自分の力で稼ぐことができれば、
思い描いたことを我慢せずにできてしまうのです。

これまでお話してきたことも、
全てはこの「自分で自由にお金を生み出す」ために解説してきました。

ミラーニューロンを使った自動的な収入の上げ方、



不可能を可能にする『アルゴリズム思考術』など、、

そしてこの技術は、それらを包括した最終奥義です。

この技術を使いこなせるようになれば、
あなたの人生は思いのままです。

それではじっくりと読み進めてください。

人間の購買パターン
まず最初に理解して欲しいことは、
私たち人間には、ある一定の購買パターンが
存在するということです。

私たちが何かを買うとき、家や車、トイレットペーパー１
つにしても、
それがどんな物であれ、ある一定の思考ステップ
を踏んで購買活動を行います。

それは、

感情（大脳辺縁系）で買うかどうか決め、
論理（大脳新皮質）で後から正当化する。

という２ステップです。

人は買うかどうかを感情で決め、
それを論理で後から正当化する、ということです。

分かりやすい例で言えば
ブランド品を購入するときを想像してください。

あなたの周りにもいませんか？
高級なブランド品を購入するとき、
本当の「欲しい理由」は、

・周りの人から良く見られたい
・他の人よりも上に立ちたい（ステータスゲーム）
・見栄

なのにも関わらず、
それを隠すように後から、

・安い物より高級ブランド品の方が物持ちが良い



・前回は安い物で失敗したから今回は失敗したくない

などなど、、

なにかと最も“らしい”理由を後付けで考え、
自分の欲しいという感情を正当化する。

おそらく、あなたの周りにも
こういう人が１人や２人はいると思います。

と言うより、あなたも私も、何かを購入するときには、
みんな同じ思考ステップを踏んで意思決定するのです。

これを理解して、人間の購買パターンに沿って
話をしたり商品を販売すれば、沢山の人が

喜んであなたに現金を手渡す
ようになります。

この購買パターンを理解して、
その通りに商品を売って大儲けしている有名人は、
あなたもご存知の人です。

そう、あの人、

「ジャパネットたかた」さんです。

たかたさんは、この人間の購買パターン通りに話をして、
テレビで商品を販売しています。

そして、2015年度の売上げは
なんと1,559億円にも登ります。

「ジャパネットたかたさんが凄いのは分かります。
でも私はテレビとかみんなの前で物を売るのは難しいです…」

と思われる人もいるでしょう。

分かります、
私がその張本人です。

私も、テレビの前に立って、
自ら商品をセールスするのは気が引けます。

恥ずかしくて無理です。

しかも、



ブスや不細工は完全不利
です。

テレビなどに出演するとなると、
かなり見た目に左右されてしまいます。

非常に残念なことですが、
私たちは常に、人の外見に左右されてしまいます。

なぜ、テレビ局は美男美女のアナウンサーを増やすのか、
と言いますと、答えは単純です。

外見が良いほうが受けがいいし、
何より発言の信ぴょう性が高くなるからです。

なので、どうしてもテレビとか人前に立つことは、
顔に自信がない人や外見が劣っている人は不利です。

しかし…

実は、テレビなどに出演したり、人前に出たり、
自分の顔を出さなくても、ジャパネットたかたさんのように、
人間の購買パターンに沿って商品を販売する方法があります。

それこそが私があなたにお伝えしたいことであり、
私や一部の人たちが自分の好きなように現金を稼いでいる
禁断の技術です。

それは、、

コピーライティング
というものです。



このコピーライティングという技術を
間違って理解している人も多いので、
簡単にご説明します。

「西野さん、コピーライティングって一言で表すと何ですか？」

という質問をされたら、
私は迷わずこう答えます。

『人を行動させるための文章』

です。

ジャパネットたかたさんを例に出すと、
たかたさんがテレビで商品を説明すると、
大勢の人がすぐに電話へと殺到します。

要するに、たかたさんは視聴者を
「行動させている」のです。

テレビ通販の裏側
で、そのジャパネットたかたさんは、
実は台本を読み上げているだけです。

その場限りのアドリブで、好き勝手
話をしているのではありません。

テンプレート（台本）に沿って
話をしているだけなのです。

そのたかたさんが読み上げている“台本の文章”こそが、
『コピー』と呼ばれる物です。

そう、私たちはこの『コピー』という文章を書いて
自由に他人を動かし、そして現金を稼いでいるのです。

つまり、あなたがこの『コピー』を書けるようになれば、
いつどんな時でも、紙とペン（もしくは PC１台）さえ
あれば自分の好きなようにお金を生み出せるようになる
のです。

なぜなら、あなたが１度でも「この商品を買ってください」
という文章を書いてしまえば、あなたが何をしていようとも
あなたの代わりに文章がたくさんの人から現金を稼ぎ続けてくれるからです。



日本に 1,000億円以上の経済効果を与えた
ビジネス業界のカリスマ神田昌典さんも、
自身の著書でこのように仰っています。

セールスコピーライティングは「収入に直結する」スキル
である。このスキルを身につけたとき、あなたの収入は、
一生安泰だ。なぜなら、焼け野原に立っても、翌日から、
紙とペンだけで、立ち上がる力だからである。

引用書籍：禁断のセールスコピーライティング

文章チェリーボーイ
「でも西野さん、私は文章なんて今まで書いたことないし、
自分に商品を売る文章なんて書けるはずがありません…」

と否定的になってしまう人も
いるかもしれません。

そういうときにこそ、先ほどご説明した
アルゴリズム思考法を取り入れて欲しいのですが、、

ただ、その気持ちも分かります。

ですが安心してください。

私も初めてコピーライティングという技術と出会ったとき、
まったく同じ感情になったので..

なぜなら、私はろくに勉強なんてしてこなかったし、
高校も偏差値 38の県立校に１年だけ通って中退しました。

（その間にも謹慎処分２回受け、その他のほとんどの日は
ろくに学校には行ってませんでした…）

それから勉強、そして文章を書く、
という行為を 10年も遠ざかっていました。

要するに、コピーを知ったときには
私は文章力が他の誰よりもゼロだったのです。

でもなぜ、今ではコピー（文章）を



書けるようになったのか？

と言いますと、
コピーライティングというのは、

説明書通りにプラモデルを組み立てる
ようなもので、テンプレート（型）に沿って
真似して書いていくだけでいいものです。

「テンプレート」とは要するに
答えが全て乗っているカンニングシートのようなものです。

まず最初にメリットを書いて、次に共感を書いて、
その次に従来の商品との違いを書いて…

という風に、人間の購買パターンに沿った
テンプレートがすでに決まっているのです。

その決まった型通りに書いていくだけです。

むしろオリジナルな文章を書いたりだとか、
余計なことを書くのはNGです。

そのカンニングシート通りに書くだけで、
面白いように商品が売れてしまうのです。

なので、ジャパネットたかたさんと同じように、
アドリブでゼロから書くのではなく、
決まった通りに書けばいいのです。

それだけで、好きなだけ商品を売れる文章を
あなたにも書くことが可能になります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

生まれて初めて書いて
12時間で200 万円完売！

　土壌汚染調査業：松浦 哲夫さま
全くのド素人以下だった私が、初めて作成したレターで
商品をわずか 12 時間で 10 万円の商品を完売させ、
200 万円の売上げを瞬時に上げることができました。



さらに営業のプロが作成したレターに対して
アドバイスができるようになりました！！

今でこそ、コピーライターという新たな道を見つけ、
ものすごく充実した毎日を送っていますが、
かつては現在の所属会社からの給料に頼って生活を送ることに
何の疑問も持たないその他大勢の中の１人でした。

「お金を稼ぐとは、会社から認められて
より多くの給料、賞与をもらうこと」

その考えに何ら疑問の余地もありませんでした。
今考えると恐ろしいのですが・・

毎月ある程度の安定収入を得ています。
つまり「給料」です。

ただ、「一寸先は闇」の昨今、もしかしたら、
けがや病気で動けなくなるかもしれない、
リストラに会うかもしれない・・

もしそうなったら、
どうやって生活をしていけばいいのか・・

漠然とした不安は常に持っていました。

そんな状況のある日、突然あるレターと出会いました。
私はこれを読んで「これだっ！！！」と直感しました！

そのレターに書かれていた内容は、
まさに私の理想をそのまま文章にしたようなもので、
夢中になって何度も何度も読みました。

それ以降、西野さんからはコピーに関する
ありとあらゆることを学びました。

西野さんの近くであらゆることを学んだ自信とともに、
コピーライティング技術を身体に沁みこませた私は、
さっそくセールスレター作成依頼のオファーをいただくことができました。

クライアントさんの売上を一手に担う責任の重さを感じ、
プレッシャーに押しつぶされそうでした。



それでもとにかく合宿で学んだことを思い出し、
その手順通りにレターを書き進めました。

生まれて初めて書いたレターで商品が
販売スタートする前夜は、緊張のあまりうまく寝付けず、
悶々と夜を過ごしたのを覚えています。

販売開始の次の日、私はクライアントから
驚愕の事実を知らされました。

なんと販売から 12時間も経過しないうちに、
コンテンツが完売し、なおも 6人からの
購入希望があったというのです！本当に驚きました！！

確かにレター作成にあたり、ありとあらゆる準備をし、
細心の注意を払い、何度も何度も見直しました。

そして出来上がったレターは自分でも満足のいくものでした。

とはいえ、基本的には西野さんから学んだことを
忠実にレターに落とし込んだだけだったのです。

西野さんから学んでいて本当に良かったと思った瞬間でした。
こうして、初めての実戦レターが大成功したのです！

それだけではありません。
初レターの大成功は私の内面をも変化させてしまいました。

これまで、西野さんから学んだことは
非常に多岐にわたっているので、
一言で表すことは極めて困難ですが、

今後西野さんから学べることはもはや
「コピーライティングのすべて」に留まりません。

西野さん自身が、毎日毎日進化し続けている人です。

西野さんの進化の範囲は、コピーライティングから端を発し、
人間の行動に関する心理学、人間の脳力を発揮させる医学、
健康学など、人間心理や健康がコピーライターとしての
能力発揮に直結するという域にまで到達しています。

西野さん自身の「抽象度」がどんどん上昇しているとも言えるでしょう。



西野さんからの学びに限界は見えません。
まさに「無限の学び」です。
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ヘタに文章力に自信がある人は
コピーライティングは難しいです。

なぜなら、変なクセやプライドが邪魔をして、
現金収入に特化したコピーライティングが上達しづらいからです。

むしろコピーライティングというのは、

『文章音痴』こそ覚醒
するという興味深い特徴があります。

変にクセも付いていないですし、
そのまますんなりと技術を身につけることができるからです。

それはまるで、白い色紙に赤い絵の具を「ポタッ」と
垂らすようなイメージです。

真っ白な色紙ほど、絵の具が綺麗に載ります。

コピーライティングという技術も、
それとまったく一緒なのです。

だからこそ、学歴もなく、文章力もなく、
何１つなかった私にもできるようになり、
2016年に入ってからは収入が半年間で 1,000万円を超えまし
た。（しかも好きな時に好きな場所にいながら！）

あなたもインターネット上で、こんなホームページや
「縦に長い商品ページ」を見たことがありませんか？



この縦長ページの文章がまさに
コピーライティングというものです。

これらの縦長ページは、
実は書く内容というのが上から順番に決まっています。

最初にメリットを書いて、
次に豆知識を提供して…

と、先ほどもご説明した通り、
テンプレートに沿って書いていくだけなのです。

その他のスキルは完全無視
「でも自分にはこんなデザインとか
立派なページなんて作れません！」

という人も大丈夫です。

私も、デザインとか htmlなんちゃらとか、
そういう専門的な知識はゼロです。無知です。

ホームページすら作れません（ネットサーフィンならできます）。

私ができるのは文章をテンプレート通りに書くだけで、
その他のデザインなどは他の人がやってくれます。

私はテンプレート通りのコピーライティング以外、
完全にバンザイ（お手上げ）状態です。

それでも、一般的な人たちよりも
遥かに高額な報酬を安定して得られます。

しかも、

この縦長の商品ページのことを「LP」（ランディングページ）と呼ぶのですが、
LPを１度でも書いてネット上にアップしておけば、
あとは放ったらかしでも、あなたの代わりに、

24時間 365日
LPが現金を稼ぎ“続けて”くれる



のです。

なぜなら、あなたの代わりにコピー（文章）が
ずっとお客さんに売り込みをしてくれるからです。

しかも、人間が最も行動を起こしてしまう
テンプレート通りに書いているので、
対面で営業するよりも安定して商品が売れます。

みんなコピーさえあれば儲かると知っているからこそ、
自分で書けなくても、ああいった LPを誰か書ける人（私たち）に書いてもらうのです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

5200 万円の売上げ確定
株式会社AQUA代表取締役：時未来さま

みなさん初めまして。時未来と申します。

僕は自分で物販事業を行いながら、
資金力のない初心者が物販で稼いでいくための指導をしています。

指導している内容は主に無在庫輸入というものです。

つい最近では僕が指導している人の中から
月収 100万円を超える人が続々と出てきて嬉しい限りです。

またその他にも大阪の心斎橋で天然石事業もスタートしました。
（ご来店お待ちしてます＾＾）

西野さんには、僕が 2016年の頭にリリースした
物販の初心者向け教材のセールスレターを書いて頂きました。

そのプロモーションを２回実施して、
全体の売上げが 5200 万円となりました。

教材自体は、プロモーションをしていない現在も
毎月平均 40本と継続して売れています。

僕の教材内容的にレターは難しいかな〜と思ったんですけど、
上手く書いてくれました＾＾

西野さんには感謝感謝です。

僕の周りには西野さんだけじゃなくて
いろんなコピーライターさんがいます。

そのコピーライターさんと一緒に食事したり



ビジネスの話をしていると本当に参考になります、

そんな中でも西野さんは見た目とは真逆で
本当に気さくで、優しくて、明るくて、丁寧で、
非常に勉強熱心な方だなあとつくづく感じます。

普通セールスレターで稼げるようになったら
だいたいの人はそこで勉強を辞めて遊んでしまいます。

でも西野さんは違います。

もっと成長しようという意欲も強くて、
さらに他の人たちにも熱心に教えています。

その生徒さんの中からも初めてのセールスレターで
200万円とか 600万円といった利益を出す人が
出てきたりもしていますよね。

僕が何かの先生を選ぶ時は
こういう内面も重要視します。

天狗になって偉ぶっている人は先生に選びません。

その分西野さんは全然偉ぶらないし、
学びや成長に貪欲な人です。

さすが酷いところから這い上がってきた人は
ちゃうなあ〜と感心しております。

世の中には教えてくれる人はたくさんいるけど、
西野さんのような人は数少ないと思います。

そんな貴重な出会いを無駄にせず
西野さんからすべてを盗んでください。

僕からも強くお勧めします。
そして心斎橋でお待ちしてます＾＾

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

そして、あなたがLPを書けるようになれば、

フカフカのベッドで寝ていようが、
友人や家族と旅行に行っていようが、
温泉に浸かって「ふぅ〜」と星空を見ながら
贅沢な時間を過ごしていようが、、

ずっとあなたの代わりに、24時間365日、
商品を売り続けてくれるのです
（もう出勤なんてしなくていいです）。

もしかしたら、初めて「コピーライティング」という言葉を



聞いた人にとっては、にわかには信じられないかもしれません。

（ご存知の方はもう十分理解されていますよね..）

ですが、これは誇張表現でも何でもない、
紛れもない事実です。

今まで一部の人たちがひた隠しにしてきた
実在する現代の錬金術です。

あったのです、こんな奇跡の技術が…

資格も学歴も貯金も文章力も、
何もかもなかった私でも身に付いた技術が…

（あと 10年早く出会っていればと後悔する気持ちもあります…）

『古き良き時代』の日本は
もう忘れてください。

もう、今まで常識とされてきた日本の神話は
忘れ去ってください。

終身雇用制度の崩壊、外資系の日本侵略、大規模なリストラ、
震災、銀行や大企業の倒産、年金バランスの壊滅、自殺者の急増、
５人に１人が 60歳以上の超高齢化社会の突入、新卒採用中止、、

挙げだしたらキリがないのでこの辺にしておきますが、
とにかく現在の日本は昔とは全くの別物です。

いくら政府やメディアが情報操作し、事実を捏造しようとも、
今の日本の現実はとても危険な状態なのです。

運が良く「エリート」と呼ばれる大企業に就職できても、
１年後の昇給は 2,000円…

そして、50代の部長クラスになって初めて、
ごく数人が年収で 1,000万円になる。

そんなものです（コピーライティングは１年以内に年収 1000万円を越えることも可能です）。

いくら会社に勤めて熱心に仕事をしても、



給料に反映されることはありません。

しかも、これは実際に私の知人の話ですが、
営業成績でトップを出していても、
つい先日、海外赴任を断ったらクビにされました。

（ある大手商社の（私の中で）エリートくんも、
成績を問わず「会社の命令」に背いたらジ・エンドでした。

彼はつい先日、私の元に来て
コピーライティングを勉強し始めました。）

そうです、

私たちは会社や政府にとって
将棋の駒（こま）でしかない

のです。

潰しが効く存在、代わりが効く存在、
としか見られていないのです。

生意気なことを言うかもしれません。

しかし残念ですが、
紛れもない事実です。

だからこそ、そんな時代だからこそ、
私たちは自分や自分の家族をこれから先も守っていく、
笑顔にしていく力を付ける必要があります。

誰も代わりに守ってはくれません。

家族や大切な人を守れるのは
私やあなた以外にいないのです。

そして、会社に依存せず「自分の手」で生きていく力、
自分や周りの人を幸せにしていける力が、
このコピーライティングだと確信しています。

なぜなら、コピーのスキルを身に付けておけば、
明日、会社で突然リストラされても、すぐに
自分１人で収入をすぐに生み出すことができるからです。



繰り返しになりますが、どこに（ネットが繋がる場所）いようと、
ノートパソコンさえあれば好きな時に
まとまった現金を稼ぎ出すことができます。

あまり良い例えとは言えませんが、
たとえ震災に見舞われ全てを失ったとしても、
また何度でも

軍資金ゼロから裸一貫で立ち上がる
ことができるのです。

コピーライティングというスキル、職業は、
時代に左右されず、他の誰にも左右されない
最高のスキルです。

私の周りには不動産投資やネットワークビジネスなどで
成功している人たちがたくさんいますが、
その人たちも私のセミナーに来てくれるほどです。

他の分野で成功し、不労所得を得ている人でさえ、
コピーライティングは身に付けておきたいものなのです。

なぜなら、不動産は震災などに見舞われたら
すぐに資産は崩壊し、自分の家も担保に入れないと
ご飯すら食べれなくなるほど借金を抱えるリスクがあります。

また、株などの投資も、世の中のチョットした出来事や
ニュースに左右されるので、秒単位でビクビク気をはっている人ばかりです。

それらと比べてもコピーライティングは、
他の何にも依存しない、左右されない普遍のスキルです。

しかも、１度テンプレートを覚え、書き方を身に付ければ、
死ぬまであなたに現金をもたらすことになります。

要するに、株や土地などの不動産などという
見せかけの資産ではなく、

誰にも奪われない究極の資産
と断言できます。

おそらく、ここまで真剣に私の話を聞いてくれている人は、



もうこの発言が嘘だなんて思わないでしょう。

この資産（スキル）はあなたの脳内にあるので、
誰も盗むことはできません。

家に泥棒が入ろうが、震災で家がなくなろうが、
現金を生み出す資産はあなたの頭の中にあるのです。

株や不動産は所有しているだけで税金が掛かりますが、
コピーライティングという資産は税金は一切掛かりません（稼いだお金には掛かります）。

私は、こんなに素晴らしく未来性の高いスキルが、
日本では一般的ではないことが残念で仕方ありません。

もっと日本中の人たちがこのコピーライティングという技術と出会い、
そして習得することができれば…

他の諸外国と比べて日本人は、

高収入民族
になります。

私も今まで、散々遠回りをして、
痛い思いをしてきました。

もっと早くコピーライティングに出会うことができれば、
過去の辛かった経験はほとんどしなくて済んだと思います。

借金まみれになりませんでしたし、
心から安心し、リラックスした自分の好きな人生を
早く手に入れていたはずです。

そして現在、日本はたくさんの人が
元気をなくしています。

度重なる不幸なニュースばかり浴びて、
全体的に活気が弱くなっています。

熊本地震だって、未だに
仮設住宅から出れない人たちが大勢います。

正直に言いますが、私は何千万円、何億円という
寄付金を支援することはできません。



が、代わりにこのコピーライティングという
個人が自由に好きな場所で高収入を得る
本物のスキルなら提供することができます。

消せない過去の罪から
見出した１つの答え

私は自分のお金儲けだけに走った経験もあり、
大変な過ちを犯してきた過去があります。

そういう経験をしてきて、最近やっと
心の底から目指す目標が見つかりました。

それが、、

『コピーライティングのスキルを日本中に広げて、
我慢せず思い通りの人生を手に入れる人を増やしたい』

という目標です。

私は自分自身がどん底を味わってきて、
コピーライティングというスキルに救われました。

コピーが私の人生を自由にし、
そして人間性も生まれ変わらせてくれました。

日本人としての誇り
だからこそ、このコピーのスキルを
日本中にいるもっと多くの人たちに広げて
かつて活気のあった日本を取り戻したいのです。

大げさに聞こえるかもしれませんが、
私は自分の出生地である日本を愛しています。

日本人として誇りを持っています。

だから、大げさに思われても、批判されても、馬鹿にされても、
真剣に日本の活性化を目指しています。

そういった強い思いがあって今回、パソコン１台、



文章を書くことで年収 1000万円を超える収入を得るための
コピーライティングスキル全てをお伝えする講座の最新版…

『Sky's The Limit』を解禁
することを決意しました。

「西野さん！日本人の誇りとか言っておきながら、
講座のタイトルに英語を使っているじゃないですか！

あなたは口だけですね！この嘘ツキ！」

と思われるかもしれませんが、
この講座名を考えるのに２ヶ月を要しました。

これには私なりに深い意味を込めています。

『Sky's The Limit』とはつまり「無限の可能性」という意味です。

（私が憧れている貧乏から一躍スターダムに這い上がった
伝説のアーティストが出した曲名です。）

実は、私たちの奥底には、自分でも信じられないほどの
パワー（潜在能力）そして可能性が秘められています。

世の中には、

「私は馬鹿です」

と思っている人（過去の私）が
たくさんいます。

ですがそれは100%間違いです。

この世に馬鹿な人なんていません。

頭の良い人、成功している人と、
私たちには大差なんてありません。

では何が違うのかと言うと、

自分の潜在能（脳）力を



正しく使えているか？
ここだけなのです。

私たちは細胞、遺伝子レベルで見ると、
ほとんど差なんてないのです。

（もっと言うと、公園に生えている雑草［と呼ばれるもの］
と私たちのDNAもほぼ変わりません。）

イチロー選手と私たちに大きな差もありません。

ですから、あなたの奥底に眠っている
潜在能力を解放してあげることができれば、
自分の思い通りの人生を現実にするパワーが手に入ります。

なので、今回の最新講座『Sky's The Limit』では、
コピーライティングのスキルだけをお伝えするものではありません。

コピーライティングの知識やスキルだけを教えて、

「はい、じゃあ後は頑張ってね」

なんていうのは、その辺の書籍や教材と
なんら変わらなくなってしまいます。

それでは私が講座を日本全国に発表する
必要なんてありません。

その辺にいくらでも転がっています。

が、

私がこの最新講座で目指しているのは、

コピーライティングを通して
あなたの無限の可能性を解放

することにあります。

あなたが好きなことに熱中する時間をたっぷり作って、



他の分野で成功することも願っています。

ですから、コピーの知識やスキルは当然のこと、
自分の潜在能力を開花する方法も惜しみなくお話します。

IQを劇的に上げる方法や
あなたの記憶力を科学者レベルにする秘訣。

私たちの奥底に眠っている潜在能力を解放するための
科学的な方法論を全てお話していきます。

しつこいですが、この講座は
「コピーライティングの講座」ではありません。

コピーライティングだけでなく、

『自分の思い通りの人生を手に入れる』
ための講座です。

あなたがどんな生活を夢見ているにせよ、
それを現実として実現するための講座なのです。

家族とポカポカ暖かい南の島に移住して、
時計というものから解放されたゆったりライフを送るのか…

あるいは１日３〜４時間だけコピーを書いて、
世界一周旅行に出かけるのか…

家を持たずに気が向いた場所に行っては
ホテルや温泉旅館住まいするのか…

全ては不可能でもなんでもなく、
あなたが自由に決めることができるのです。

貯金、人脈、資格、学歴、知識…
“何１つ持たざる者”が現実的に
夢を叶える方法をついに公開！

それでは具体的に最新講座『Sky's The Limit』は



一体どんな内容なのか。

と、詳しく説明したいところなのですが、
正直、ここには書ききれません。

少年ジャンプのような分厚い本が
一冊できてしまうレベルです。

感情エネルギー、代謝エネルギーを利用して
毎日のモチベーションを最大化することもそうですし、

今まで眠っていた脳の部位やニューロンを発火させて
あなたの限界を超えたパワーを引き出す秘訣。

水を使った超簡単
記憶力向上ルーティーンなどなど、

他にもたくさんありすぎて、
全部をご説明するのは厳しいです。

なので講座でお話する内容の
ごく一部（ご了承ください..）を紹介させて頂きます…

他人のニューロンを特定刺激して
思想のアンカーを植え付ける危険な技術

・日本人の大衆心理を把握し影響力を強める“パターンの条件付け”とは？
どの生物にも、ある特定のパターンが存在します。ネズミにも象にも、犬にもです。それは私たち人間
でも例外ではありません。人間は思考する動物なので、その行動パターンは複雑性を極めると思われて
きました。が、それは大きな間違いです。どんなに思考する生物と言えど、やはり特定のパターンが存
在します。例えば、道を歩いているときには、無意識に必ず列を作ろうとします。誰かの後ろを歩こう
とするのです。こうすることで、歩行の阻害を避けるのですが、人が歩く姿を空から見ると、人間の歩
行パターンがよく分かります。このように、私たち人間というのは“特定のパターン”に束縛されている
と言えます。そして、この『大衆心理のパターン』を理解できている人ほど、多くの人に強大な影響を
与えることができるのです。つまり「あなたが巧みに大衆を誘導することができる」ということです。
独裁者ヒトラーや金正日（キムジョンイル）が使用した“新たなパターンの条件付け”を講座内で詳し
く解説します（イメージとしては、パブロフの犬［エサをあげる前にベルを鳴らすことを複数回続ける
と、犬はベルを鳴らしただけでヨダレをたらすようになるという条件付けの実験］のように、人に新た
な“条件付け”する感覚です。）。。

・あなたの思想を刷り込み永続的に洗脳するフラッシュワーク
大変危険ではありますが、他のどの方法よりも洗脳効果が高い『フラッシュワーク』をご紹介します。



かつて言語野として活動していた脳の“ある場所”にさりげなく働きかけることで、あなたの指示、思想
をあたかも自分が閃いたと思い込むようになります。そして、永続的に本人の価値観として根付くので
す。天皇陛下のニュースでも多様される隠された洗脳技術を使って、好きな人をあなたの思想に塗り替
えてしまう危険な技術を公開！

・脳内に眠る人知を超えたエネルギーを解放するたった３分の毎日習慣とは？
あなたも「脳は 10%しか使われていない」という話を聞いたことがあるかもしれません。が、あれは
大きな間違いです。私たちの脳は効率的にエネルギーを消費しようと節約しているだけであり、使われ
ていることには違いありません。ただ、ほとんどの人は『省エネモード』の状態なので、かなり小さ
な脳力しか使うことができていません。しかし私たちの脳が省エネモードから“パワーアクティブモー
ド”に転換されると、人知では計り知れないほどのパワーを発揮することができるのです。他の人をは
るかに凌ぐ記憶力、思考の回転力、発想力を使いこなせるようになります。しかもそれは、毎日たった
３分の簡単な習慣でそれを可能にしてしまうのです。あなたにコッソリと衝撃的な秘密をシェアします。

・“確実に”収入を上げる意外かつシンプルな思考法
普通に生きていたら、これとは真逆の思考をしています。が、私はこの意外な思考法を取り入れてから、
短期間（３ヶ月）で 400万円を稼ぎ、半年で 1,000万円以上の現金収入がもたらされました。あまり
にも簡単な思考法なので正直、あなたも驚くと思います。が、世間一般の人たちは知るよしもありませ
ん。私が年収１億円以上のメンター（師匠）と一緒にいることで発見、伝承された秘密の思考法を、
この講座に参加してくれたあなたにだけコソコソ耳打ちするようにシェア（私はメンターに弟子入りす
るのに現金 500万円を支払いました）。

・オバマ、トランプ、ジョブズ..大衆を興奮させ細胞レベルで掌握するスピーチの裏側
彼らはスピーチの内容を自分で考えていないことは有名な話ですが、実は彼らのような大衆を興奮させ、
コントロールする台本はコピーライターが書いています。そして、彼らのスピーチを見れば、人々が軽
く扇動されてしまう『敵の使い方』『共感の提示』『ゴールの見せ方』などの細かい手法を学ぶことが
できます。あなたが彼らの技術を暗記してしまえば、普段何気なく話している目の前の人はあなたのこ
とを細胞レベルで受け入れるようになります。これらの技術は商品を売ることも、ベッドインすること
も容易にさせてしまいます。科学が解き明かす“細胞刺激”スピーチの裏側を暴露します（人からお金を
騙し取ることには絶対に使わないと約束してください！）。

相手が決して口にしない
“心の奥”に秘めた欲望を引き出す質問法

・アメリカや日本政府が隠蔽する「お金」の本当の正体とは？
資本主義社会に生きる私たちは、「お金」に対して間違った刷り込みをされています。もし、あなたも
「お金には価値がある」と思っているとしたら、アメリカや日本政府の恐ろしい教育を受けている証拠で
す。もちろん、私もその１人でしたが、お金とは何なのか？人間にとってどんな役割なのか？歴史は？
これらを詳しく知れば、私たちがいかにお金に対して間違った認識をしているかが判明します。しかも
支配者層が、一般人ができるだけお金を稼がずに社会の歯車になるよう育てている驚愕の事実も目の
当たりにします。これこそが、ほとんどの人が高収入（年収1000万円以上）になれない他ならぬ原因
だったのです。あなたにはこの講座で、正しい知識、そして実際に刷り込みを書き換え、「お金稼ぎが
簡単だ」という現実を手に入れるための全てを解説します。



・他の人より３倍の行動エネルギーを生み出す『人体と微生物』の秘密
想像してみてください..もしあなたが他の同僚や友人たちよりも３倍の行動力、パワー、エネルギーが
手に入るとしたら、、ビジネスでも大差を付け、収入を上げることなど容易になると思いませんか？
しかもこれは夢でも何でもなく、実際に可能なのです。科学的に証明されている『微生物』と私たち人
体の関係を理解すれば、収入を上げるのも簡単になりますし、何よりあなたは周りの人のカリスマ的
存在になることができます。キムタクやオリラジの藤森など、カリスマ的存在となる人間は意識いかん
に関わらず、「微生物との共存」が上手なのです。義務教育課程では決して教わることのない『微生
物』を利用して人並み外れたエネルギーを生み出す方法を公開します（私はこれを意識するように
なった途端、ビジネスでの売上げが 2.3 倍にアップしました。）。

・睡眠中を利用して潜在意識に『天才的な閃き』をさせる自己催眠法とは？
私たちが寝ている間、実のところ脳内では潜在意識優位となり、顕在意識の数百倍の IQで物事を考え、
そして整理しています。寝る前にクヨクヨ悩んでいたことも、寝て起きたらスッキリしていた経験はあ
りませんか？これはまさに、顕在意識が整理できなかった情報を潜在意識が処理しているのです。私た
ちの脳では、顕在意識が毎秒 20bit以下の情報しか処理できないのに対して、潜在意識は1100万 bitも
の情報を処理しています。なので、平均以上の成功をするためには、この潜在意識を意図的に利用する
力がカギを握っているのです。そして、そのポイントのなるのが『睡眠中』です。睡眠中の潜在意識を
自由にコントロールできれば、自分では信じられないような最高の閃きをすることができます。１万円
を瞬時に100万円に増やす方法すら閃いてしまいます。その睡眠中の潜在意識を利用するための「寝
る直前のルーティン」をシェアします（私はこの秘密を知るのに 20万円のクローズドなコミュニティ
に入りました…）。

・SNSを“無意識に利用する”人の収入がほぼ 100%低いと判明！
あなたは普段、Facebookや Twitter、インスタなどを“無意識に利用”していませんか？実は、SNSに
は収入を低くさせ続ける恐ろしい心理作用があると判明したのです。SNSを運営する側のフォーカス
は、とにかくユーザーの滞在時間を増やし続けること（なぜなら広告出稿者から莫大な広告費を搾り
取れるため）。なので、巧みなデザインによって私たちを一種の変性意識状態に誘導し、心理的影響を
常に与え続けているのです。彼らは人間心理のプロです。大金持ちです。彼らが最先端サイエンスを利
用して私たちを操作するなど、利き手でお尻を吹くのと同じくらい簡単なのです。当然、世の中の成功
者と呼ばれる人たちも SNSを利用していますが、「正しい付き合い方」をしています。必ずです。あな
たにも SNSの知られざる真実と心理作用、そして正しく付き合い、逆に SNSをお金儲けに変えてしま
う方法を解説します。

・ガンや痴呆症を極限まで促進しつづける一般的な食べ物とは？
テレビ、新聞、ラジオ…メディアはあくまでも情報操作の手段です。このレポートでもお話しています
が、全て正しいと鵜呑みにしないでください。常識を疑ってください。そもそも、「医療」も疑ってく
ださい。テレビで“医療の専門家”が話すことも、実は事実に反する場合が多いのです（もちろん、専
門家が悪いのではなく情報操作を行う側の陰謀です）。なので、あなたやあなたの子供が美味しそう
に食べている食事が実は、ガンや痴呆症を極限まで促進していることを理解してください。「最近物忘
れが多くなってきたなぁ…」と心当たりがある人は、特に注意してください。このコンビニやスーパー
など、あらゆる場所で販売している普通の食事が影響している可能性が高いです（文部科学省では、こ
れらの食べ物が子供を中毒にしているという発表がされましたが、メディアでは絶対に放送されませ
ん）。逆に、これらを把握して、避けるだけでも記憶力も向上し、思考力も高くなり、成功しやすくな
ります。覚悟を決めて、耳をよくかっぽじって聞いてください。



億万長者の人脈を手に入れる３つの行動
・お金儲けに特化した『返報性の心理学』の利用法
勉強熱心な方なら、私たち社会的動物の間で「返報性のルール」が働くことはご存知だと思います
（何かしてもらったらお返しをしなくちゃ！と思う心理のこと）。ですが、これを正しくビジネスに応
用できず、知識だけが宙ぶらりんになっている人がほとんどです。とはいえ、この返報性をビジネスに
正しく利用することができれば、「無料（タダ）の物を上げて現金をもらう」という恐ろしい技が使
えるようになります（私はこれの技術で一晩で 100万円を稼ぎました）。なんちゃってコンサルタン
トが知るよしもない“詐欺師が億単位を上げている方法”の正しい使い方をあなたにだけご紹介します
（乱用しないでください）。

・アドラー心理学が成功に欠かせないワケとは？
大ヒットベストセラー「嫌われる勇気」や「幸せになる勇気」は話題になったので、あなたも聞いた
ことがあるかもしれません。あの本ではたくさんの気付きを得られるのですが、その中でも特に『過
去の扱い方』が最もキーであるのはお分かりでしたか？と言うのも、私たちが「時間」と言っているも
のはあくまでも人間が勝手に作り出した“概念”です。自然界で実際には存在しないものを私たちの祖
先が効率が良いという理由で“発明”したのです。その結果、現代人はこの時間に拘束され、そして惑わ
されながら生きています。あなたも「過去は変えられない」と思っていませんか？いいえ、違います。
本当の意味で過去は変えられるのです（もちろん起きた事象は変えられません）。そして、あなたがど
んなに辛い経験を過去に持っていようと、その過去を書き換えて未来の成功への原動力と転換すること
が可能なのです。周りの人にこういった話をしても理解できませんので、この講座で学んだことをあな
た自身がコッソリと利用して、他の人よりも大きな成功を手にしてください。

・Facebook、インスタ、アップル..IT 企業の成功の本質
彼ら成功者の歴史を勉強すれば明らかですが、彼らも元々は小さな小さな個人ビジネスからスタート
しました。が、それがわずかな期間に莫大な資金力を持つ大企業へと成長。もちろん、私たちが真似
することは難しい（不可能とは言いません）ですが、その成功の本質を理解すると、起業して稼げな
い人、そして失敗せずに稼げるようになる人の明確な違いが浮き彫りになってきます。なぜ彼らは少資
金から短期間で大きな企業へと成長できたのか？なぜ私が借金まみれの状態から半年で 1000万円以上
を稼げるようになったのか？規模は違えど“共通する本質”を細かく解説します。

・不意に訪れるビッグチャンスをあなたの本能が潰しているのをご存知ですか？
ビジネスやコピーライティングを学んで３ヶ月以上経っても月収 100万円に到達しない人は、チャンス
が来た時に「失敗への決断」をしている場合が多いです（これは私がたくさんのケースを見てきた上で
の事実です）。しかもチャンス、もっと言うと人生を劇的に変えてしまうビッグチャンスはそうそう訪
れるものではありません。なので、それを逃したら成功は一気に遠ざかってしまいます。興味深いこと
に、私たちのDNAに刻まれた本能は、どうしても防衛本能から「失敗への決断」をするようにプログ
ラミングされているのです（これは講座の中で詳しく解説します）。なので、すぐに収入を上げ、そし
て次々と目標や夢を達成していく人というのは、ビッグチャンスが訪れたときに「成功への決断」を意
図的にしています。太古からプログラミングされ続けた防衛本能を理解し、着実にチャンスをモノにし
て成功するための知識をあなたにもシェア！

・震災に見舞われても自分の手で即座に現金を生み出す“３つの資源”
このレポートでもお話してきたように、コピーライティングさえ身に付けておけば、たとえ自分の家が



燃えようと、震災で潰れようと、またゼロから紙とペン（あるいはパソコン）を利用して現金収入を
生み出せることはあなたも理解していただけていると思います。ですが、それをさらに確実なものにし、
しかもより大きな現金を生み出せる３つの資源が存在します。一般的な人が知りもしないこの資源は、
私たちが今すぐにでも集め、そして利用することができるのです。これら３つの資源さえ今から確保し
ておけば、もうあなたは一生涯、死ぬまで経済的な不安、つまりお金の心配から解放されることにな
るでしょう。ゼロから何度でも立ち上がるための秘密を公開します。

軍資金０円から１年目に年収 1000 万円
を確定させるアクションプラン

・お願い営業ではなく『殿様営業』のほうが儲かる理由
世間一般的な営業マンは「お願いします、契約してください」「お客様は神様です、何でもします」と
いうお願い営業（腰抜け営業）しか知りません。しかしそれはビジネス手法の中で、最も儲からない
のはご存知でしたか？世の中で大金を稼いでいる人ほど、殿様営業なのです。ビジネス用語では『ポジ
ショニング』と言うのですが、まぁそんな小難しい用語は忘れてください。分かりやすく言えば『先生
マーケティング』です。つまり、あなたがお客さんにとっての先生となり、お客さんが「お金を払いま
すのでお願いします…」と逆に腰を低くしてくるのです。あなたの元に腰を低くして集まってくるお客
さんに“医者と患者”の関係性を構築し、ストレスゼロでお金儲けをすることができます（だからと言っ
て偉そうにするのはナンセンスです、嫌われるだけです）。その理由と具体的な手法をステップバイス
テップでご紹介します。

・金払いの良いお客さんだけを集客するズル賢い方法
ビジネスをしていて中々儲からない人というのは、財布の紐を硬く締めているお客さんばかりを集めて
います。なので、どれだけ素晴らしい商品を扱っていようとも、お客さんはあなたにお金を出さないの
です。しかし、最初の段階、つまり新規集客のときに財布の紐が緩い「金払いの良いお客さん」だけが
集まる仕組みを構築すれば、思わずニヤニヤしてしまうほど飛ぶようにあなたの商品が売れていくよう
になります（しかも 20万円や30万円といった高額商品でも！）。ここが、平均的なビジネスマンと
高収入のビジネスマンの大きな違いです。あなたも金払いの良いお客さんだけを集めれば、難なくお金
儲けをすることができるのです。完全に合法ですがズル賢い秘密の“仕掛け”を徹底解説！

・恋愛術を応用した見込み客を瞬時にコンバージョンする“ホスピタリティ”とは？
あなたの元に流れ込んできた多くのお客さん（見込み客）は、ある一定期間を過ぎてしまうとその大
部分の人があなたの商品を購入しなくなってしまいます。これは恋愛でも一緒です。出会って番号交換
をし、ある期間のあいだにデートの約束をしないと、口説ける率が急激に低下します。なので、出会っ
たらなるべく早めにお客さんに商品を購入してもらう必要があります。しかし、、これが最も難しいポ
イントでもあります（１度あなたの商品を購入したことがある人にまた商品を売るより、初めての人
にあなたの商品を買ってもらうほうが遥かに難しいです）。そこでカギを握るのが“特殊なホスピタリ
ティ”です。ただ丁寧に接すればいいという問題ではありません。お客さんに「何か良い商品を紹介し
てもらえませんか？」と言わせるほどのテクニックです（私は何度も経験しています）。７年で 14億
円の“利益”をネットで稼いできたメンター（師匠）から教わった非常識なテクニックをこの講座内であ
なたにも惜しまずシェアします。

・クレーム、返金請求が滅多にこないストレスゼロのビジネス構築法
「完全に」とは言えないのが正直なところですが（世の中には本当に頭のオカシイ人がいるので…）、



このステップを踏んでビジネスをすればクレームや返金請求は滅多に来ません（私個人のデータでは
700人に１人の割合です）。しかもそのクレームとは、お客さんが確認ミスをしてるだけだった、とい
うケースです。人間のあるエモーションスイッチを「カチッ」と入れておけば、どんなに高額商品を購
入した人でも、一切のクレームや返金請求はしてこないようになります。生涯を通してストレスを極限
まで減らしたビジネス構築法を、あなたにも包み隠さずシェアしていきます。

・無尽蔵に商品やコンテンツを生み出すパラレルシンキングの極意
金払いの良い新規見込み客を集客するためのコンテンツ、そしてあなたのリピート客に何度も購入して
もらう商品を際限なく生み出し続けることができれば、ビジネスがどんなに楽になるか想像できます
か？集客に困らない、売るものに困らない。そんな夢のようなビジネスやマーケティングをするための
『パラレルシンキング』というテクニックがあります。これは、現在まで人類が「犬」の種類を人為的
に増やし続けてきた方法でもあります（現存している全ての犬の先祖は野生のオオカミです。豊富な犬
種は全て人為的に作られました。これを自然淘汰と対象的な“人為淘汰”と呼びます）。科学者的思考
法を身に付けてお金儲けに困らない術（すべ）を解説！

最低限の知識だけで副業コンサルタント
１案件25万円の契約を取る方法

・読み手が無意識の領域で鵜呑みにしてしまう非道徳な文章法
私たちの心の中では「それは嘘だろう」と疑う人と「でも本当だったら…」と信じたい人の二重人格
が存在します。楽して痩せられるはずはないと知りながら、「でもそれが本当にできたらどれだけ幸
せなことか…」と思うのがそれです。広告やコピーを書くとき、この２つの人格を理解し、共感し、そ
してあなたの主張を刷り込んでいくと、「信じろ！」なんて言わなくても無意識の領域（つまり潜在意
識）で鵜呑みにしていきます。これは社会行動学でも証明されており、車のトップディーラーや全国１
位の保険営業マンたちだけが巧みに利用する心理テクニックです。あなたもこの手法を暗記すれば、異
性とベッドインすることも、お客さんに商品を購入してもらうことも容易になります。倫理的には受け
入れがたい強烈なセールストークを文章に落とし込む極意を徹底解説！

・相手のRAS（脳幹毛様体賦活系）のモードを理解して心を透視する３つの質問
FBIやCIAなど凶悪犯罪者やテロリストと対峙しつづける機関が屈指する、最先端プロファイリング
の手法を元に、見込み客の信念や価値基準、ミクロコスモス（小宇宙）を理解するリサーチ法を解説し
ます。私たちは１人１人、別々のフィルター（世界を見る色眼鏡）やバイアス（先入観、偏見）を通し
て、この世界や宇宙を見ています。なので、同じ「ファイト」という単語を聞いても、ある人にとって
は戦うこと、ある人にとっては「頑張れ」という応援メッセージかのように捉えたりします。私たちは
自分だけの眼鏡を掛けて世界を見ているのです。その原因、真犯人こそがRAS（脳幹毛様体賦活系）
なのです。この事実を理解した上で、ある３つをピンポイントで質問すると、相手が何を嫌がり、何に
怯え、そして何を求めているのかが手に取るように分かります。メンタリスト級のプロファイリング技
術を公開！

・「商品」の良さを売り込んではいけない理由と正しいセールス法
世の中の９割の人は、一生懸命に「商品」を販売しようと必死に売り込み、そして低い成約率のまま
終わります。私たち消費者は商品を購入するのではありません。その商品がもたらす『結果』を買うの
です（厳密には違うのですが講座で詳しくお話しします）。誰も掃除機が欲しいのではありません。



その掃除機を使ってどうなるのか、どんな生活になるのか、どれだけ楽になるのか、その『結果』が欲
しいのです。ただし、これだけでも不十分で、人間心理のもっと奥深くに潜んでいる“深層ベネフィッ
ト”を刺激してあげれば、商品なんて売り込まずとも、お客さんはあなたが提供する物なら何だって購
入するようになります。文章でも口頭セールスでも本質は変わりません。この本質を理解しておけば、
文章だけで10万円、20万円の高額商品すら確実に販売することができます（私は文章だけでなら最
高で60万円の商品を販売しました。しかも、私の知人の不動産ディーラーは文章で4000万円の物件
購入の契約を取り付けてしまいました）。どんなに高額商品でも文章だけで販売できる究極のセールス
スキルを細かいステップで分かりやすく解説していきます。

・私たちには“心理的盲点”があり成功の邪魔をしているのをご存知ですか？
私たちの脳は一種のフィルター機能を担っており、潜在意識下では見えていることも脳が意図的に情報
をシャットアウトしています。なので、複数人で全く同じ景色を見ていても、ある人は女性、ある人は
お店、ある人は雰囲気など目に入ってくる物は違うのです。この“心理的盲点”が原因で、私たちには大
きな収入の差が生まれてしまうのです。なぜなら、心理的盲点が少ない人ほど、少ないリソース（資
源）でも成功する方法が「見える」からです。１万円札だけを渡された場合、心理的盲点が少ない人は
すぐに 100万円、1000万円に増やせますが、心理的盲点が多い人は１円すら増やすことができません。
この心理的盲点を少なくすることが出来れば、どんなに最低な状況からでもまとまった現金（100万
円、200万円）を瞬時に生み出すことが可能になります。脳のフィルター機能を調整し、潜在意識の力
を味方に付ける秘訣を伝授！

・間違ったホメオスタシスの使い方とその落とし穴を避ける方法
コピーライティングを暗記して短期間（３ヶ月）で月収 100万円、年収 1000万円を超えるためには、
この“ホメオスタシス”（恒常性維持機能と呼ばれ、体温を一定に保ったり、呼吸を一定に行ったりする
生命維持にとって重要な役割）が重要なカギを握っています。ホメオスタシスは肉体的な安定を保つだ
けでなく、精神的にもある一定を保とうと働いています。このホメオスタシスは有名になりつつありま
すが、ほとんどの人は浅はかな知識だけを元に、間違った使い方をしています。それが逆効果となり、
８割以上の人が１年経っても収入が上がらず、むしろ借金額が膨れ上がっていくのです（昔の私がそう
でした）。この落とし穴を避け、そして半年以内には月収 100万円を着実に越えたい人は、このホメ
オスタシスの正しい使い方をマスターしてください。

集団心理と無意識にアクセスして
その場をコントロールする『脊髄』の秘密

・なぜ人は詐欺に大金を奪われるのか？
「自分は詐欺なんて引っかかるはずないね！」と思っている人がほとんどですが、それこそが詐欺にあ
う人の特徴です。「人間はみな騙されやすい」と理解している人は詐欺に“遭いづらい”です。とはいえ、
100%ではありません。なぜ、東大卒業の博士号を取得しているほどの秀才でも詐欺に遭い大金を奪わ
れるのか。というと、それは私たちが無意識の領域で持つ『暗黙知』というものに秘密が隠されてい
ます。私たちは（特に日本人）は、言わずとも分かることがたくさんあります。例えば、「運動しなけ
れば痩せない」とか「飛行機は危ない」という、仮にそれが間違った認識ですら、私たちは暗黙的に
持っています。こういった自分では手を加えられない『暗黙知』を巧みに利用されると、どんなに秀才
でも新興宗教にハマったり、詐欺に逢ってしまうのです。なので、この人間のカラクリを正しく使い、
本物の商品を販売して世の中に貢献できるという人だけに、その全てをお話しします。



・独学コピーライターが犯す「成約率を劇的に下げる」間違った知識とは？
職業がら、たくさんのコピーライターやセールスをする人を見てきましたが、ちまたの本やプログラム
など独学だけで勉強している人ほど、この致命的なミスを犯しています。それは「恐怖の使い方」です。
セールスや洗脳、政治、コピーなど他人に影響を与えるときには、恐怖が最も効果的だと聞いたことが
ある人も多いと思います。しかしそれこそが危険な認識です。確かに恐怖は、他人に影響を与える上で
は非常に効果的であることに違いないですが、だからこそ使い方が非常にシビアなのです。一歩間違え
ると、かえって信用を失い、逆にあなたを敵視し始める危険すらあります。そんな状態では商品なんて
売れるはずがありませんよね。正しい恐怖の使い方と「どうか助けてください…」と相手がすがって来
るレベルで影響を与える極意をシェアします。

・NLPリフレーミング技術をコピー（文章）で活用する具体的なテクニック
NLP（神経言語プログラミング）とは、簡単に言えば催眠療法のようなもので、言葉や言葉以外の情
報で科学的に相手をリプログラミングするのが目的です。例えば、私たちは目の前に人に手を差し出さ
れたとき、「握手だ！」と思い、とっさに手を出してしまいますよね？これが「手が差し出される ⇒ 
握手する」というプログラミング（フレーミング）がされているからです。ですがこのプログラミング
を、NLP技術を利用すると、あなたが相手の行動を自由にリプログラミング出来てしまうのです。主
にセラピーなどで使用されてきたのですが、大変効果的であると同時に危険な技術でもあります。なぜ
なら、悪用すれば他人をプラモデルのように、あなたがデザイン出来てしまうからです。そして実は、
このNLP技術は対面だけではなく、文章でも読み手をリプログラミングし、商品の購入を促すことが
可能です。特に効果覿面（てきめん）なポイントを面白いエピソードと共に解説！

・成約率を3.8倍に跳ね上げた鉄板キャッチコピーの法則
パレートの法則を聞いたことがありますか？簡単に言うと、本当に重要なことは２割、それ以外が８
割という法則です。これはあらゆる場面に現れます。ビジネスでも、２割の顧客が８割の売上をもたら
していることは有名な話です。そしてコピーライティングでは、その重要な２割がキャッチコピー（最
初の見出し）です。なぜなら、キャッチコピーで見込み客の興味を引きつけなければ、そのあとがいく
ら良いコピーでも全くの無意味になるからです。つまり商品が売れないということです。私がコピーの
添削をするときには、ほぼ 100%このキャッチコピーを修正します。そして以前、美容室のクライアン
トのチラシを添削した際、２週間以内にチラシのクーポンを利用した顧客が 3.8倍に跳ね上がったので
す。リアルビジネスでも効果実証済みの、普通の精神の持ち主なら続きを読まずにはいられないキャッ
チコピーの鉄板法則をあなたも今すぐ使えるように伝授！

・世界中の神話や寓話で必ず使用されている危険すぎる“サブリミナルメソッド”とは？
旧約聖書、新約聖書、ギリシャ神話、古神道（日本神話）…あらゆる神話で群衆を洗脳し、新たな信
念や価値観を構築するために利用されている“サブリミナルメソッド”をシェアします。私たちは、ある
変性意識状態に入っているとき、心理的に無防備になります。その状態で大脳辺縁系を刺激する情報を
入力すると、本人が気付かない間に価値観を塗り替えられてしまいます。これはオウム真理教やその他
の新興宗教でも利用されていたことが近年明らかになっています。なぜ科学に精通する人間でさえ、ス
ピリチュアルな世界にハマってしまうのか。それこそがこの“サブリミナルテクニック”によって価値観
を書き換えられているからです。オウム真理教ではこの儀式をLSD（ドラッグ）を使用して行ってい
ましたが、私たちはこれを文章で行うことができます。他の講座では絶対に聞けない危険な洗脳ノウ
ハウを密かにシェアします。



有名人に“ノーギャラ”で
商品を紹介してもらう方法

・ごく普通の商品をヒット商品に変えるたった１つの『単語コンセプト』
商品をどう作ればいいか分からない？そうですか、では既に市場に出回っている商品を１つだけ購入し
てください。そして、そのライバル商品の“あるたった１つの単語”を変えれば、例え商品内容が酷似し
ていても完全オリジナル商品にすることができます。しかも、たった１単語だけで元の商品よりも遥
かにヒットするコンセプト商品にすることが可能です。例えば、筋トレ商品を販売したいとき、ライバ
ルがダンベルや器具を利用したトレーニング動画を販売しているのであれば、その内容のまま『自宅』
トレーニングとたった１語加えるだけで、全く別のコンセプト商品になります。簡単ですよね？ゼロか
ら自分で商品内容を考えなくて良いのです。この単語コンセプトの多様な使い方を講座を通してあなた
にも習得していただきます。

・大げさな約束でも信じてしまう強烈な証拠提示の秘密
多くのセールスレターやコピーを見ていると、約束レベル（ビッグプロミスとも言う）を上げるだけ上
げて、それが胡散臭くなってしまっています。「３クリックで月収 100万円！」など、それが真実だと
しても私たちは「絶対に嘘だ」と身構えてしまいます。が…この大げさに聞こえるような約束でも、読
者に本当だと信じ込ませる強烈な証拠提示法が存在します。１つだけご紹介すると、「開始からいき
なりは不可能ですが、最初に煩わしい設定を完了させて頂ければ…」のような一言をあらかじめ伝え
ておくことで、簡単に信憑性が向上します。これは最も簡単な信憑性向上テクニックですが、これ以外
にも強烈な手法はたくさんあります。この中の３つだけでも使えば、もうあなたの発言を嘘だと言う人
は２度と現れなくなるでしょう。宗派を未開の地に布教する宣教師が、現地の人々に新しい概念を植
え付けるために編み出した究極の信頼構築法を詳しく解説します。

・超初心者が書いても必ず商品が売れる効果実証済みレターテンプレート
文章が苦手？セールスレターなんて書けない？大丈夫です。ここでお渡しするテンプレートは、初めて
セールスレターを書く人に渡して、600万円、230万円などデビュー作で利益を上げることに成功して
いる効果実証済みのものです。なので、あなたが仮にブログすら書いたことがない超初心者だとしても、
自論を挟まずにそっくりそのまま書いてもらえれば、まとまった現金（ 100万円以上）を短期間（リ
リースから1週間ほど）で稼ぎ出すことができるでしょう。過去 112年のあいだに洗練されてきた究
極のセールスレターテンプレートをあなたにもシェア！

・ヒルトンホテルで導入されている“富裕層でも”断れないオファーの作り方
オファーとは交換条件とか提案という意味ですが、「これとこの特典をお渡しするので何万円くださ
い」というのがオファーです。そして、このオファーが現金が動くとき、つまりビジネスのキモになる
わけですが、ほとんどの人は正しいオファーの作り方を知らず、せっかく金払いの良いお客さんが集
まっても商品が売れないのです。しかし、外資系ハイクラスホテルのヒルトンでは、富裕層の心を鷲掴
み、大ファンにする強烈なオファーが導入されています。富裕層相手をファンにすることができるなら、
一般の人たちをファンにすることも可能ですよね？高級ホテルでVIPを魅了し続けるオファーの作り
方を徹底解説！

・広告費を１円も使わずに万単位の人々にリーチする特殊ノウハウ
ビジネスをするときに、広告費をかければ早いですが、どうしても赤字のリスクが出てしまいます。そ



んなとき、どうしても赤字リスクを負いたくない場合は無料集客するしかありません。が、それは気が
遠くなるほど泥臭い作業を必要とします。しかし、私は今まで広告費を１円も使わずとも１万人以上の
人々に自分の名前を売り、知名度を上げて商品売上げを上げてきました。そして、このノウハウを知
人にも紹介したところ、彼はたった１日のセールスで（当然その前に下準備がありましたが）238万
円の「利益」を叩き出すことに成功しました。しつこいですが広告費は１円も使っていません。この瞬
間、私のノウハウは再現可能であると証明されました。もしあなたが広告費を１円も使わずに大量の
見込み客にリーチ（アプローチ）したいのなら、このノウハウを絶対に聞き逃さないでください。

働くことを辞めても最低12ヶ月間
自動入金され続ける仕組み作り

・高学歴“自称エリート”の最低２倍の収入を稼ぎ出す方法
「高学歴で大企業に務めると高収入！」と言われていますが、もうそんな時代はとっくに終了していま
す。今では、高校生ですらYouTubeを使って年収 3000万円を稼ぎ出す時代です。その時々の時代に
あった稼ぎ方があるのです。時代錯誤の老いぼれ価値観を否定し、新時代を受け入れてください。そし
て、年内にはあなたの収入が２倍になる斬新な稼ぎ方をご紹介します。用意するのはブログとワード、
この２つです。この２つだけでどうやって自称エリートよりも高収入を稼ぎ出すのか？その秘密を公
開！

・給料ゼロでも喜んで『タダ働き』してくれる仲間の集め方
コピーライティングを習得すると、本当にたった１人の作業で年収 1000万円以上を稼ぎ出すことが出
来てしまいます。とはいえ、やはり１人よりも２人、３人で作業を分担したほうが遥かに楽に、効率よ
く稼ぎ出すことができますよね。「でも従業員やアルバイトを雇って給料を払ったり税金各種の面倒な
ことは避けたい…」と思う人もたくさんいるでしょう。何を隠そう私もその１人です。でも私のもとに
は、「お金なんて１円も要らないので手伝います」と言ってくれる人たちがたくさんいます。でもなぜ
彼らはタダ働きでも協力してくれるのか？それには私が提示する“ある秘密”がポイントです。例えば、
「高時給ですよ！」とお金で集めたアルバイトは、すぐに辞めたり、目を盗んでは手を抜こうとする人
間ばかりですよね？しかし、ディズニーのように（最近はブラックとか言われてますが）経済面ではな
く「働きたい」と思ってくる従業員は、自主的にハイクォリティの仕事を行います。ここに秘密が隠さ
れていたのです。あなたにも『タダ働き』してくれる仲間集めの秘密を全て伝授します。

・複数のビジネスを展開し収入の柱を増やし続ける方法
数々の億万長者を生み出し続けている億万長者メーカー、ダン・ケネディは「コピーイズキング」と至
る所で発言しています。これはつまり、「コピーはビジネスにとって王様ですよ」という意味です。ビ
ジネスはメッセージで決まります。どんなに最高の商品を持っていたとしても、見込み客に発信する
メッセージに欠点があると１つも売れません（食べれば美味しいラーメン屋さんが繁盛していない理由
もここにあります）。なので、コピーライティングの知識とスキルを持っていれば、例えあなたがこれ
からどんな業種、ビジネスを展開しようと最低限の軍資金で高利益のビジネスモデルを構築すること
が可能になります。その際に失敗しないポイントを抑え、短期間で確実に利益を生み出す方法をご紹介
します。

・なぜメルマガやコピーは朝に書くと成約率が上がるのか？
生物はエネルギーを摂取し、そのエネルギーを使って活動を行います。なので、エネルギーが高い人ほ



ど行動力、集中力、記憶力、そして経済力が高いのです（ちなみに、“お金”というものもエネルギーが
目に見える形になった物です。詳しくは講座内で解説します）。なので、良いエネルギーを吸収し、悪
いエネルギーをデトックスし、そして濃いエネルギーを発することで、人間関係も、そしてビジネスも
成功しやすくなります（スピリチュアルな話をしているのではなく、あくまでも科学に基づいた話をし
ています）。そして考えてみて欲しいのですが、パートナーと前日に喧嘩をしても一晩寝て起きたら
スッキリしていた経験はありませんか？なぜかというと、私たちは睡眠中に（他にもエネルギー充電
法はあります）エネルギーを充電するので、朝の寝起きが１番エネルギーが高いからです。人はエネル
ギーが切れてくると、些細なことでもイラッとしたり感情的になりやすいです。こういう理由から、最
もエネルギーが高い朝にメルマガやコピーを書くことで、それが文章という“媒体”を通して読み手に伝
わるのです。出来るだけ楽して儲けたいという気持ちがあるのなら、このセクションで話すことを聞く
だけじゃなくて確実に実践してください。

・強い性欲（エネルギー x）を現金（エネルギー x1）に転換するには？
視点の抽象度を上げることができれば、性欲も現金も本質的には同じエネルギーであることが分かり
ます（講座内で詳しく解説します）。ナポレオン・ヒルの「思考は現実化する」の書籍を読んだこと
がある人ならお分かりだと思いますが、歴史的な偉人ほど性欲が強かったことは有名な話です。かのガ
ンジーも、若い時こそ強烈な性欲を抑えきれず、妻のカストルゥパと性行為三昧に及び、実の父の死に
立ち会えなかったと自伝に書かれているほどでした。が、36歳で禁欲をしたガンジーの、その後の活
躍は私たちが知っている通りです。この性的エネルギーは世界を変える巨大な力もありますし、現金を
稼ぎ出すこともできます。にわかには信じられない事実ですが、あなたの性欲をお金儲けに転換する
衝撃の習慣や秘密をご紹介します。

 

労働時間を３時間以内にキープした状態で
手取り45万円を確定させる方法

・ネアンデルタール人から続く２大欲求を刺激して指示通り行動させる方法
私たちには遥か大昔の先祖から続く、本能に植えつけられた２つの強烈な欲求が存在します。この２つ
を同時に刺激されると、（健常者であれば）必ず行動を起こしてしまいます。その欲求は「生存」と
「繁栄」なのですが、これら２つを同時に、しかも効率的に刺激するコピーの謳い文句があります。な
ので、何も考えずに思考停止状態でこの謳い文句を書けば、あなたの文章を読んだ人は本能がウズき、
あなたの指示する通りに行動してしまうでしょう。誰でも真似できてしまう、極め付けのコピーテンプ
レートをご紹介します。

・なぜ『PASONAの法則』が現代では通用しなくなっているのか？
コピーを勉強し始めてくると、最初に出てくるのが『PASONAの法則』と呼ばれるものです。これは、
P（問題提起）、A（問題の炙り出し）、SO（解決策の提示）、N（緊急性、絞り込み）、A（行動）
という、消費者心理のパターンに沿ったプレゼンテーションの法則です。一昔前はバカ売れすると言わ
れていたのですが、時代の移り変わりが早い現代では、通用しなくなってきています。確かにまだ効果
はあるのですが、昔よりも確実に売れづらくなっていることは確かです。この法則（テンプレート）を
日本に持ってきた神田昌典さん自身も「今はこれよりも売れる法則がある」と言っています。何事もそ
うですが、その時代に合ったものが存在します。この講座に参加していただいた方だけに、現代の日本
人に特化した『バカ売れ確定』新法則をシェアします（もちろん効果実証済みです）。



・インターネット上では高額な商品ほど売りづらい？残念、それは違います…
一般的には「高額商品ほど売るハードルが高い」と思われていますが、全くの間違いです。むしろ、
ターゲットを間違えさえしなければ、ネット上で 20万円や 30万円の商品を販売することは、２万円
の商品を売るのと労力やハードルは変わりません。しかも、それが文字だけの簡単なスライド動画で
も可能です。当然、そのスライド動画もセールスレターの流れになっているのですが、ポイントポイン
トで変更する箇所があります。特に気をつけるべきなのは、ストーリーからコンテンツ、そしてクロー
ジングへとスイッチする瞬間です。ここで一言でも余計な発言をすれば、低額や高額を問わず売れなく
なってしまいます。ただ安心してください。すでに私が一晩で 250万円以上の現金を口座に集めたとき
に使用したテンプレートが存在します。そのスライド作成時に気をつけるポイントを解説！

・お願いしなくても自発的に口コミが発生する文章の書き方
飲食店、美容室、治療院、歯医者、そしてネット、、どんなビジネスでも、現在ではこれまで以上に口
コミが重要視されていることはあなたもご存知ですよね？現代人が買い物をするときには特に第三者の
レビューや口コミを決定時の最優先事項に上げています。この口コミは、お願いすることで拡散する方
法もあるのですが、それだけでなくお願いしなくてもお客さんが自発的に口コミをしたくなるテク
ニックが存在します。ここで秘密の一部だけをお話しすると、口コミが発生するときはどんな時だかご
存知ですか？それは、「感動体験」をしたときです。例えば、一時期ネット上で流行した『イクラを溢
れるほど盛る動画』があります。あれは、敢えて顧客の目の前でパフォーマンスをすることで、「感動
体験」を与えているのです。するとお客さんは誰かに自慢したくなって、勝手に拡散してくれるように
なります。この『自発的に口コミを発生させる技術』を、私たちは文章だけで行うことが可能です。そ
の具体的なノウハウを講座内でシェアします。

・完全在宅でもパソコン１台で年収1000万円を確保する実戦略
コピーライティングを習得したあなたは、もうパソコン１台で年収 1000万円以上の収入を稼ぐレベル
の知識やスキルを持っています。が、初めはこのスキルを使ってどのように収入を増やせばいいのか
迷ってしまうかもしれません。なので、遠回りせずワンステップずつ着実に収入を増やしていき、半年
以内には月収100万円を越える具体的な戦略をご紹介します。少しだけお話しすると、世の中にはす
でにコンテンツ（商品）や顧客（ファン）を抱えているけど、マネタイズが上手くいっていない人がた
くさん存在します。例をあげるならYouTuberや本の著者です。彼らにアプローチしてジョイントを組
めば、１ヶ月以内に収入を３ケタに増やすことだって現実的です。「でも実績のない自分は、どうやっ
てアプローチすればいいか分かりません…」という人もいると思いますが、安心してください。ファー
ストコンタクトから対面、そして契約への流れを分かりやすくお話しします。

などなど…

全てを書き出すと本当にキリがないので、
このくらいにしておきます、、

あなたはこの『Sky's The Limit』で学ぶ内容の
知識量に圧倒されるかもしれません。

今までに聞いたことのない
衝撃的な事実（支配者層が隠したいこと）もあるでしょう。

脳科学、生物学、社会行動学から始まり、
マーケティング、セールス、コピーライティングなど、



人類600 万年にも及ぶ
先人たちの叡智を凝縮

して、イメージしたものを手に入れる方法を
徹底的に学ぶことになります。

全てあなたの知識となり、智慧となり、
あなたは何にも縛られずに
自分が望んだ通りに生きていけでしょう。

この講座で学ぶと決めた瞬間には、
あなたの未来が代わり、自分の描く夢を
次々と達成していく人生を歩むことになります。

とはいえ、もしかしたら
あなたは今こう思ったかもしれません。

「難しくてついて行けるか心配…」
「そんなに膨大な情報量を消化できるか不安です…」
「活かしきれないのではないか…」
「まだ自分は何も分からないから…」

と。

ですが安心してください。

私は人間の学習プロセスについても
理解を深める勉強をしています。

そして、何が１番学習効果が高いのかを
調べたうえで、

『人が最も効率的に学習できる方法』

でカリキュラムを組み、
そして順番に講座を提供していきます。

しかも、初めてコピーやその他のことを学ぶという人にも、
分かるように例えばなしや簡単な言葉を使ってお話ししていきます。



で、その肝心の提供方法ですが、

完全オンライン講座
世界のどこにいても学習可能

な形式にします。

あなたが日本のどこにいても、世界のどの国にいても、
自分の好きなペースで学ぶことができます。

学校教育はワンタイム学習（１回ライブ講義）なので、
非常に効率が悪いです。

もちろん、そのほうが良いケースもありますが、
このような『死ぬまで必要になる知識』は
何度も繰り返し学習できるようにする必要があります。

また人それぞれ学習ペースが違うので、
リラックスした状態でマイペースに学ぶことが重要です。

なぜなら、私たちの脳はリラックス状態が
最も活性化するからです。

緊張状態や恐怖を感じているときは、
脳は正常に働かなくなり、そして単純なミスを起こしたり
自分らしくない行動を取ってしまうのです。

究極のリラックス学習
全ニューロン活性化プロモート

そういったことも踏まえて、この講座は、
あなたが誰にも邪魔されない自分の部屋で
お香を炊くなり、窓を開けて新鮮な空気を入れて、
心の底からリラックスした状態で学習をすることができます。

学習効果を最大化し、脳のニューロン（神経細胞）を
活性化するには『リラックス学習』が最も効果的です。

それだけでなく、講義の進む順番も
全ての人間の学習タイプに沿って作成しています。



人間が学習するときは、
大脳辺縁系（感情を司る場所）からアプローチしていく必要があります。

まず最初に大脳辺縁系を活性化させて、
その次に一番新しいホモサピエンスの脳である
大脳新皮質（合理的で分析的な思考をする箇所）にアプローチする。

これが私たち人間の脳が学習するときに
最も効果的な流れです。

（人に商品を売るときや自分の意見を相手に説得するときにも
この流れが最善なのですが、それはまた講座内で詳しく解説します。）

このように、本講座に参加してくれるあなたも含め、
全ての人が人生を変えて、

今までの妄想を科学的に現実化
できるように細部まで拘っています。

つまり私も全力で取り組んでいる
ということです。

そこら辺の、自分の儲けだけを考えている「金儲け主義者」たちとは
一線を画す講座となっていますので、参加していただいたら
きっと驚愕すると思います。

・学校の勉強に付いていけなかった人
・小中学校以来、なんの勉強もしてこなかった人

そういう人でも安心して
この講座に参加してください。

そして本講座『Sky's The Limit』の構成は
以下の流れで考えています。

全ての講義が終了するまで３ヶ月間のプログラムです。

まず、

毎週１回約90 分の音声講義
があります。



この音声講義は、仲間と一緒に
作成しています。

私が本気で、コピーライティングだったり、
自分の潜在能力を解放する『正しい知識』を
日本中の人たちに広げたいです、と言ったところ、

「ぜひとも協力させてください！」

と、大切なお客さんたちが
集まってきてくれました。

その仲間たちと一緒に、
この音声講義を作っています。

１回の講義が約 90分なので、
合計で 1,080分という膨大な情報量になります。

しかも、大切なことを漏れなくお伝えしたいので、
講義が 120分を超える週もあります。

全ての知識、技術をお伝えして、
あなたがすぐに自分の力で高収入を生み出し、
思い描いたことを達成するのを最優先事項としています。

なので講義の時間に拘束されずに、
必要なことを念入りにお話していくつもりです。

仮に講義の時間が長くなっても、
私たちの脳の働き方に合わせて講義を進めていきますので、
安心してください。

この音声講義はMP3になっているので、
スマートホンで聞くことができます。

あなたが車の運転中でも、会社への通勤中でも、
お風呂でゆっくり汗を流しながらでも、、

ご飯をボリボリ食べている最中でも、
そして布団の上で横になりながらでも、
イヤホンをそっと耳に差し込むだけで、

脳に自動ダウンロード
することができます。



現代に生きている私たちは、
昔の人よりも遥かに忙しい日々を過ごしています。

なので、忙しい日々の中でも
あなたの貴重な時間を節約して、

無駄なく知識を脳に暗記、
つまりダウンロードすることが可能になります。

この音声講義が毎週１回、
つまり毎月合計４回の講義が行われます。

それだけではありません。

私たちは５感を最大限利用する事で、
脳に大切な記憶を定着させていきます。

なので、音声による耳からの情報だけでは
少し不足であることも事実です。

なので聴覚だけでなく視覚、
つまり、

深堀り解説メール講座
極限まで学習効果を促進

します。

音声講義のカリキュラムに合わせて、
テキストメールを配信していきます。

それがだいたい 10分程度で読めます。

そのメール講座を読むだけでも、
劇的に成長していけるようになっています。

よく、膨大な動画や音声、PDFなどを渡して、

「はい、じゃあ後は自分で何とかしてね」

という高額なスクールなどがありますが、
『Sky's The Limit』では絶対にそんなことはしません。



そもそも、なぜ音声講義を毎週１回にするのか、
という理由もそこにあります。

金の亡者を撲滅
作った膨大な情報コンテンツを一気に渡せば、
それは販売者側としては楽チンです。

ですが、それは買ってくれた人から「お金を奪う」
目的でビジネスをしている金の亡者だけです。

本当にお客さんの学習効果、そして人生を考えたときには
そんないい加減な行動なんて取り得ません。

講義や講座を小分けにして、
学習スピードに合わせて無理なくストレスゼロで
学べるようにするはずです。

なので、私は音声講義だけでなく、
メールも３ヶ月間の講座中にお送りして
あなたの学習をサポートしていきます。

しかも、一方的にコンテンツを渡すのではなく、
あなたの疑問や意見、そして感想などを反映して
お送りしていきます。

参加してくれた人の進捗状況に合わせて
講座を洗練させていきます。

ですので、巷で売っているビジネス書、自己啓発本、
心理学、脳科学、高額プログラム、スクールなどで学ぶよりも
遥かにハイクウォリティの知識が学べることをお約束します。

これは誇張表現でもなんでもなく、
この講座に参加してくれたら、

他の人が３年掛けて学ぶ内容を３ヶ月間で
マスターしてもらえると確信しています。

（私が３年以上、そして学びへ 1,000万円以上を
自己投資して習得した中で実際に体験して、
効果実証済みのことだけを失敗も含め全て包み隠さずお伝えしていきます。）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



“好きなこと”で１週間 600 万円の売上げ
20代・映像クリエイター：村上勇太さま

映像クリエイターとして映像制作の受注や
教材を通して映像制作を教えている村上と申します。

私は映像の教材を販売するときに、西野さんから教わって
そのとき初めて自分でセールスレターを書きました。

そうしたら、映像製作という超ニッチの教材が
わずか１週間で600 万円以上も売上げが上がりました。

西野さんのコピーライティングのスキルは本物です。

そのおかげで、妻やもうすぐ生まれてくる子供ともども
幸せにする力がつきました。

今では会社を辞め、自由な時間を満喫しつつ
自宅で自分の好きな仕事をできるようになっています。

妻ともたくさんの時間が取れています。
本当にありがとうございます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

毎月の安定収入をキープ
リスクゼロで高額報酬をゲット

本講座『Sky's The Limit』に参加すれば、
年収 1000万円〜2000万円レベルという
比較的高収入のコピーライティングスキルが習得できます。

しかも、リスクゼロからのスタートです。

なぜなら、コピーライティングという技術は、
最初に掛かる経費は１円もありません（あなたがパソコンを持っていれば）。

クライアントから案件を受けたとしても
あなたは真っ白なワードに「カチカチ」とタイピングして
コピー（文章）を書くだけです。



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

53,170,000 円の売上げ
輸出スクール運営代表：中本明宣さま

初めまして、中本と申します。

僕は現在、eBay輸出で副収入を作り、
経済的にも精神的にも独立して自由な人生を
手に入れるための輸出スクールを運営しています。

会社員の方や主婦の方、大学生など
色んな人達に指導をさせて頂いております。

西野さんとは、同じ目的の仲間が集まる
起業家コミュニティで知り合いました。

それから一緒にセミナーに参加したり、
みんなで食事に行ったりするようになりました。

そして先日、僕が発売する輸出教材のセールスレターを
西野さんにお願いしました。

まだキャンペーンが完全に終わったわけではないですが、
現時点で西野さんが書いてくれたセールスレターを使った
一連のキャンペーンで 53,170,000円の売上げになっています。

西野さんが書いてくれたコピーで、
今まで知り合うことのなかった人達と知り合い、
そして一緒にビジネスできるようになりました。

結果的に、僕の輸出スクール生の中から、
続々と月収 50万円、100万円を超える人達が現れています。

「コピーライティングを教わるなら誰がいいですか？」と質問されたら、
僕はいつも迷わず「西野さんから教わりな」と答えさせてもらっております。

僕も職業がら、たくさんの人のコピーやセールスレターを
拝見してきましたが、西野さんのコピーは
力強い中にも温かみを感じます。

それは色々な過去の経験をされてきたからこそ
滲み出るものだと思います。

無駄に煽ったりするようなものではなく、
真面目で正当なコピーライティングを学びたいなら
西野さんから教わることを僕はお勧めします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

あるいは、

「オレは誰かと組むのは大っ嫌いだ！」



という人であれば、クライアントと組まずに、
自分でビジネスをしても経費はほとんど掛かりません。

あなたがこの講座に参加して、
自分でコピーを書けるようになると、

（パソコンがあれば）１万円でお釣りが戻ってくるような極小資金で
起業して月収 100万円を稼ぐ方法もたくさんあります（しかも現実的に）。

どちらにせよ、コピーライティングを使って、
（謙虚に言って）毎月 30万円の安定収入をキープしながら、
１契約で 400万円という高額報酬をゲットすることも可能です。

（家でもスタバでもホテルでも、どこでも仕事ができるので、
その報酬の９割以上が利益です。）

しかも現在の日本では、この社会的地位が高い技術である
コピーライティングはまだまだ、

ごく一部だけの
高収入マイノリティ集団

だけにしか認知されていません。

もっと言えば、知っている人がいたとしても、
その技術を体系的に学んでいる人なんてさらにごく一部です。

だからこそ、成功している企業などが、
こぞって『スキルのあるコピーライター』に
大金を払っているのです。

実際に、私の元にも常に、

「コピーを書いてください」

という人が後を絶ちません。

私の場合は、お陰様で既に
仕事が充実しているので
丁重にお断りをさせていただいてます。

が、声が掛かるたびに、



日本のコピーライター不足を実感します。

私があと２人もいれば、
年収は軽く 5000万円を超えると思います。

それくらい、企業はコピーを書ける人が
欲しいのです。

なので、

１日３時間のタイピング作業で
日本人平均年収の３倍を稼ぐスキル

です。

もうここまで真剣に読んで頂いたあなたなら、
私が嘘を言っているなんて思わないでしょう。

あなたが毎日、趣味に時間を費やしながらでも、
１日に３〜４時間の作業で年収 1000万円レベルのスキルは、
確実に（しっかりと受講していただけば）習得できる講座になっています。

私はこの講座を日本中の人たちに広めて、
最高の仲間を増やしたいと思っています。

時間や場所に縛られることなく、
いつでも旅行や遊びに行ける仲間

だったり、

一緒にビジネスを立ち上げたり、
困ったときに助け合える大切な仲間。

そういう自由を満喫しつつも
他の人を救うことができる仲間を
１人でも増やしたいです。

私はメンター（師匠）の主催する起業家コミュニティに
所属させて頂いてるのですが、そこの仲間たちは
みんな年収 1000万、2000万、そして中には



1億円を超える人たちがゴロゴロと所属しています。

そんな仲間たちと一緒に地方に行ったりしていて、
心から楽しいと思えるのです。

あなたもそんな仲間の１人に
なってもらえたら嬉しいです。

この『Sky's The Limit』が、
そのきっかけになったらいいな、と
個人的には思っています。

さて、それでは

講座の価格について
ですが、、

先程もお伝えした通り、この講座の内容は、
私が現在、年収 1,500万円を超える
その技術すべてをお伝えしていきます。

しかも私自身、この講座でお伝えする知識には、
３年という歳月と 1,000万円以上の自己投資をしました。

なので単純に、

10,000,000円です。

と言っても妥当だと
心の底から思っています。

それでも、ちゃんと３ヶ月間
講座を学んで全てを習得してもらえれば、
１年以内には投資金を回収できるはずです。

が…

やはり現実的に考えて、
一回で 1000万円は無理です。

埼玉でも田舎のほうに行けば、中古で



３LDKの一軒家をポンッと購入

できてしまう金額です。

それでは、私が今回の講座を開く目的である
「日本中のたくさんの人に知ってほしい」という
意思に反しています。

ですので、もっと現実的に考て、
何かの専門スキルを学べる専門学校の
年間価格くらいが妥当かなと思います。

専門学校の年間に掛かる金額が
だいたい 200万円くらいです。

が、この講座は３ヶ月ですので、
それより半分くらい安い

100万円

なら、２年という時間と 400万円を払って
専門学校に通う以上に“確実に”ハイリターンを得られます。

しかも、

高額案件１つ受注で
一発ペイバック

できてしまいます。

先ほど実績の報告を寄せてくれた松浦さんも、
生まれて初めて書いた LP（商品販売ページ）で
200万円分の商品が即完売しました。

つまり、講座参加費が 100万円でも、
LPをテンプレート（説明書）通りに書いてしまえば
すぐに投資金プラス100万円は取り返せてしまうということです。

しかし、、



今回の講座は、口だけではなくて
本当にたくさんの人に知って欲しいと思っています。

こういう生き方ができる、
人生を自分の思い通りにデザインすることができる、

ということを１人でも多くの人に
知って欲しいのです。

なので、100万円の半額、

50万円

でもなく、

30万円でもなく…
10万円でもなく…

７９,８００円　⇒　限定価格　29,800    円

を講座の参加費にします。

私にも守るべき人がいます。
「そんな本気なら無料でやればいいじゃないですか！」

と言う人も出てくるかもしれませんが、
それは違います。

やはり私もビジネスをしないと
ご飯を食べていけません。

家族や大切な人を
守ってあげることができません。

なので、赤字にはできないからこそ、
最低限の価格にさせていただきました。

しかも、人の脳は『タダ』の物には
価値を感じないようにできています。

東大などの難関校がなぜ、
世の中で注目されるのか。



と言いますと、それは入学するのに
ハードルが高いからです。

もし、何もせず誰でも東大に入れるようなら、
今頃、東大は日本でも最低大学になっているでしょう。

私たちは（例えそれが少しでも）犠牲の伴うことにしか
価値を感じないようにできているのです。

なので、今回はできる限り最低限の価格で
『Sky's The Limit』をご提供します。

しかも参加費には分割オプションも選べます。

仮に６分割にした場合は、１日１６６円で参加できます。

つまり、あなたはコンビニでポカリスエットを
１日１本買うくらいの金額で、どこにいようとも
パソコン１台で年収 1000万円レベルのスキルを
手に入れることができてしまうのです。

これ以上にリターンの大きいジュースは、
この世に存在するでしょうか？

さらに、、

今回は講座に参加するあなただけに
特別な特典を３つご用意しました。

『Sky's The Limit』：特典１
極小資金でゼロから起業する方法
動画セミナー２本立て（２万円相当）



コピーライティングの技術を身に付けておくと、
事実として１円も掛けずに起業することができます。

とはいえ、それでも、

「なにをどういう順番でビジネスを
スタートすればいいのか？」

が初めから分かっているほうが安心です。

しかも、ただ起業するだけじゃなくて、
すぐに月収 100万、200万円を稼ぐことが可能です。

その具体的なステップを解説した動画セミナーです。

実は、この動画セミナーの内容は、
先日有料開催したセミナーでごく一部の人だけに公開したものを
ノーカットで再度、細かい説明を入れながら収録したものです。

なので、これだけでも２万円を頂けるのですが、
今回は講座に参加するあなただけに
特別に無料プレゼントさせて頂きます。

『Sky’s The Limit』で人生を変える一生モノの
知識とスキルを身に付けたあと、この動画でお金をほとんど掛けずに
起業してすぐに現金を稼ぎ出す方法を完全マスターしてください。

この動画セミナーで解説している内容を忠実に再現すれば、
あなたが何度、破産しようともすぐにまたゼロから
お金を稼げるようになります。

動画セミナーを見終わったあなたは、
経済的な不安から解放され安堵感が
あなたの全身を包み込み安らぎを得られるでしょう。

『Sky's The Limit』：特典２
情報商品作成マニュアル

音声セミナー３部構成（４万円相当）



お金を１円も掛けずに起業したい人は、
情報商品を販売するビジネスを初めてください。

情報商品とは、学校の教科書のような、
知識や情報が商品となっているものです。

分かりやすく言えば、AmazonのKindleも
「情報商品」です。

そういった、情報商品を作成するのには、
お金は全く掛かりません（もちろん掛けてもいいです）。

今回の講座『Sky's The Limit』も、
いわゆる情報商品です。

音声講義とメールテキストが
商品になっています。

この講座の場合は、色々とお金を掛けていますが、
とはいえ、商品作成自体に掛かったお金は１万円もないです。

私自身、起業をした当初は、
この情報商品を１円も掛けずに作成、販売して、
リリース初月で 50万円を超えるキャッシュを稼ぎました。

使ったものは、スマートホンで動画撮影と、
パソコンのワードで PDFテキストだけです。

音声に関しても、スマートフォンにデフォルトで
入っている録音ツールです。

つまり、



タダで作った物を３万円で売りさばける
ということです（もちろん 10万円でも 20万円でも売れます）。

正直、これ以上に利益率が高くて
儲かるビジネスを私は知りません（しかも赤字リスクなく）。

だからこそ、ゼロから起業するときには
私はこの情報商品販売からスタートすることを推奨しています。

ですが、

「情報商品の作り方なんて分かりません…」

という人がほとんどだと思います。

もちろん、見様見真似で
作成することもできます。

が、しっかり学んでおかないと、
後でたくさんの返金請求に追われるリスクもあります。

とはいえ、情報商品の作成は、枠組みさえ分かれば
そこまで難しいものではありません。

むしろ、「こんな簡単なんだ」と
呆気に取られると思います。

私がそうでしたから…

それでも購入者さんからは
大満足の感想メールが届くようになります。

さらに１度あなたの商品を購入してくれた人は
あなたのファンになり、その後の商品も
例え高額だとしても喜んで購入してくれます。

こうやってビジネスを組み立てていけば、
起業から半年で 1000万円というまとまった現金を
稼ぎ出すことが可能となります。

その儲けの土台となる“情報商品作成方法”を
音声セミナー形式の３部構成でお渡しします。

この『情報商品作成マニュアル』は、



私の４万２千円のサービスを購入してくれた人だけに
お渡しした秘密のコンテンツです。

他では一切、渡していません。

なのでこのマニュアルは４万円を出さないと
手に入らないものとなります。

が、今回の講座に参加いただくあなたに
こちらも「完全無料で」プレゼントします。

『Sky's The Limit』：特典３
無料Facebookでお金儲けをする

秘密のテクニック（非売品）

「Facebookは知っていますか？」

と質問して、おそらく 99%の日本人は
ハイ、と答えると思います。

それくらい Facebookは日本での（だけでなく世界でも）認知度が
とても高いです。

現在では Facebookの他に、若者世代に人気の
Twitterや、その Facebookが買収した Instagramなどがあります。

と言っても、やはり日本で１番ユーザー数が高いのが
Facebookとなっています。

しかし、Facebookを利用している人で、
これがお金儲けマシーンに変わるなんて
思っている人は皆無です。



例え知っていたとしても、
「難しい」と思い込んでいます。

しかし実際には、Facebookを利用して 50万円、100万円を
稼ぐことは誰でも（ただし正しいやり方があります）可能です。

私は自身のセミナーなどでは、
最初は無料で使える Facebookなどから
お金儲けを初めることを推奨しています。

先ほどの情報商品販売をするときにも、
この Facebookを正しく利用できれば
儲けが２倍にも３倍にも膨れ上がります。

・ブロガーとして稼げるようになりたい
・今すぐリスクゼロでビジネスを始めたい

という人たちにとって、
Facebook以上に始めやすいものはないです。

情報商品を販売するビジネスと相性抜群です。

この「Facebookを利用してお金を儲ける方法」も、
有料セミナーに参加してくれたごく一部の人だけに
配布した極秘コンテンツです。

私が自分で実践して、そして実際に稼げた
その具体的な方法だけを解説した音声です。

しかも、音声の中で語られている内容は、
あらゆる業種やビジネスでも共通する「本質的な戦略」だと
理解していただけます。

これから自分で金儲けしたい人は、
聞き逃し厳禁の特別プレゼントです。

あなたには自由に選ぶ権利がある
このレポートでもお伝えしてきたとおり、
私たちには自分の人生を自由に選ぶ権利があります。

どこに住む、いつ休む、何時に起きる、明日どこに行く、
何を食べる、誰と会う、何をして遊ぶ、今日をどう過ごす・・・



すべてのことにおいて、選ぶ権利というのは
私たちにある“べき”なのです。

だから、会社の決まりごとで生活リズムを決められたり、
休みの日は固定、休むときは許可を取らなければいけない、、

勤務先が決まっているから住む場所は
できるだけ会社の近くでなければいけない、、

そういう『自分ではなく第三者』に決定権があるのは、
私は良くないことだと強く思っています。

もちろん、それが好きな人であれば話は別ですが、
仕方なく選択権を奪われている状況であれば
あなたが選択の自由を手にするべきです。

方法ならいくらでもあります。

ただ知らないだけなのであれば、
ぜひ知ってほしいです。

でも、

「この講座に参加して自分に合わなかったらどうしよう…」
「お金を損するのではないか？」
「結局、自分には時間の無駄だった…」

そういったリスクを考えてしまい、
どうしても一歩を踏み出せないと言う人もいるでしょう。

実際に私も経験していることです。

なのでそういった、

一切のリスクは私が負います。
あなたには自由に選ぶ権利があります。

つまり、講座に参加してみて、
間違いだと思ったらキャンセルする権利もあります。

なので、講座『Sky's The Limit』の参加費には
30日間の100%全額返金保障（手数料以外）をお付けします。



要するに、まずはお試しのような感覚で
講座に参加してみてください。

そして、１ミリのリスクもない状態で、
安心して 30日間この講座を学んでください。

最後の１日まで
徹底的にしゃぶり尽くす

ようにしてください。

それでもし、「残り２ヶ月、学ぶ必要がない」
と判断されたら、私のメールアドレス宛に
１通メールを送ってください。

info（＠）advance.black
※迷惑メール防止のためカッコを外して送ってください。

参加から 30日以内にこのメールアドレス宛に、

「“Sky's The Limit”の返金をお願いします」

と書いて、あなたが振込んで欲しい口座情報と
一緒に送ってください。

そうすれば、例えどんな理由であっても、
一切の理由を問わず１週間以内に講座代金を全額返金いたします。

しかもその場合でも、今までにお渡しした
丸々１ヶ月分の講義、メール講座は
そのままあなたの手に収めてください。

あなたに掛かるリスクは全て
私が代わりに負います。

なぜそんなことするのか、
と言いますと

理由はシンプル
です。

それは、



『内容に圧倒的な自信があり本気で日本中の人に広めたいから』

です。

いい加減な商品を作り、自分だけが儲かればいいという
「売り逃げ主義」には100%返金保障は絶対にできません。

しかも、適当に取って付けた理想を掲げる人には、
ここまでリスクを負うことなど不可能です。

ですが私は本気です。

私はこの講座の中でお話ししている知識、
そしてスキルに人生を救われました。

借金まみれ、何１つなかった私が
タイピング作業というコピーライティングで
ひと月 200万円以上を稼げるようになりました。

私の話を聞きに、参加費と往復費を合わせて
40万円ほど掛けて飛行機で飛んできてくれるようになりました。

私にはそんな、

どん底の人生から這い上がる知識
を１人でも多くの日本人に広げる義務がある、
と勝手に思っています。

どんなにマイナスな状態からでも、
何度だって這い上がれる。

そんな知識やスキルを、誇り高き日本人の仲間に
広げたいのです。

仮に私が大きな損害を被る恐れがあっても
あなたの一切のリスクを取り除くことで、
あなたが思い通り自分の自由の人生を手に入れる一歩を
今踏み出せるのであれば、私は自分の身を削る覚悟ができています。

私のことを知っている人なら、
返金請求に対してゴネたり言い訳したりして
逃げるなんてことはしないと分かると思います。



よくいる巷のなんちゃって起業家のように、
連絡がつかなくなる、なんてこともあり得ません。

気まずがらずに、価値がないと思われたら
遠慮なく私に返金メールを送ってください。

言い訳ゼロであなたの指定口座にお振込します。

なので、安心して講座に参加してください。

ショッキングニュース
そうは言ってもやはり、
世の中には色んな人がいます。

こんなに長い文章を、ここまで真剣に
読んでくれているあなたのように
みんながみんな良い人ではありません。

それはあなたもお分かりだと思います。

私自身、自分でビジネスをしてきて
散々、嫌な思いをさせられました。

あることないことを書かれ、
攻撃されたりもします。

私も１人の人間ですので、
誰かに避難されたり嫌がらせされるのは大っ嫌いです。

傷つきます。

ですので、間違ってヘン（非常識）な人が参加してしまった場合、
予告なく終了させていただきます。

集団（グループ）というのは、
大きな１つの生物として活動を始めます。

これは精神分析家によって解明されていますが、
その中に１人でも場を破壊する人が混入した場合、
その集団は病気になり壊滅的になります。

（最近では、アルバイトが SNSに投稿した
たった１つの写真で大企業が傾く例が多発しています。）



なのでそういった人が現れた場合、
即刻、講座参加ゲートをガチャンッと閉じます。

なので、もしあなたが「講座に参加してみようかな…」
と思われているのであれば、参加できるいま
参加してください。

あなたが損することは一切ありません。

ですし、こういうのは迷っていても
まずはチャレンジしてみるべきだと思います。

「できない」「先延ばしにする」

ための言い訳ならいくらでも考えられますが、
大切なのは「できる方法を見つける」と
アルゴリズム思考法を利用することです。

なので迷っている、迷っていないに関わらず、
今すぐ講座に参加されることをお勧めします。

分割なら１日166円、
しかも今なら以下の３つの特典、

・極小資金でゼロから起業する方法（２万円相当）
・情報商品作成マニュアル（４万円相当）
・無料 Facebookでお金儲けをする秘密のテクニック（非売品）

も無料でプレゼントします。

それでいて30日間100%返金保障リスクゼロ
お試しで参加できるのは今だけです。

今すぐこの下の『講座に参加する』ボタンをタップ、
あるいはクリックしてください。

そして必要事項の記入をコンプリートし、
参加を確定してください。

その瞬間、あなたの未来はもう変わっているのです。



あなたは講座に参加できない
かもしれません。

コピーライティングも含めて、
この講座でお話しする内容は本当に危険な技術です。

ベタな表現になってしまいますが、
詐欺師が学んでしまったら被害額が
今よりも２倍、３倍に膨れ上がってしまいます。

これは本当です。

実際には商品もないのに、
他人からお金を巻き上げることだって可能なのです。

（現実として、今とある業界では、
中身の薄い商品を言葉たくみに人々をコントロールし、
億単位の収入を儲けている詐欺集団も存在しています。

ギリギリ合法的にやっているので、
警察も彼らを逮捕することができないのが現状です…）

本人すら気付かない深い人間心理を把握し、
相手のニューロンを自由に発火させてしまう。

この講座内で解説する技術を応用すれば、
あなたが教祖となり、新興宗教を立ち上げることも
可能になってしまいます。

実際に、宗教法人にはしていないですが、
私の知り合いの先生は新興宗教の形態をした
コミュニティを作って、年間1億円以上の儲けを得ています。

もちろん、その先生はお客さんを騙しているわけではなく、
彼らに希望を与え、そして正しい人生を歩んでいけるように
指導をしています。

自分の潜在脳力を解放する力、
そして他人の運命を変えてしまう力。

これらを手にする人には、
『正しく使う』という責任を持ち、



人々を導くリーダー的存在
になるんだ、という自覚を
持って欲しいと思っています。

「そんな西野さん、大げさですよ。
人々を導くリーダーってどういう意味ですか？」

と疑問に思われるかもしれません。

が、こう考えてみてください。

例えば、これまで散々ダイエットに挑戦してきて、
大金を叩いても痩せることができずに
苦しんでいる女性がいるとします。

その女性は、「もう何やっても痩せられないんだ…」
と諦めようとしています。

そんな時に（あなたが「本当に痩せる商品」を持っているとして）、
「もう全部一緒だよ」と諦めている彼女を突き動かし、
そして商品を手に取ってもらう。

そうすれば、今まで騙され続けてきたその女性を、
あなたが救ってあげることができますよね？

要するに、コピーライティングや他人を動かす技術を
正しく使えば、

暗闇で苦悩する人を救い出す
ことができるのです。

「今の苦しい状況をなんとかしたい…」
「もっと自分らしく生きたい…」
「ストレスばかりの人生から抜け出したい…」

そういった苦しんでいる人たちを、
あなたが明るい未来へと導いてあげるのです。

そのお礼として、あなた自身も大きな収入を得て
自由な人生を送ることが可能になります。

なので、『Sky's The Limit』の中で話している内容を、



自分も含め、世の中の人々のために正しく使うと
約束できる人だけ講座に参加してください。

自分の人生も他人の人生も自由にコントロールできてしまう、
禁断の技術を次のリーダーであるあなたに全てお伝えします。

最初で最後になります。
今後も私はコピーライティングだったり、
その他の様々な講座を開催していくつもりでいます。

世の中にもっと価値を提供して、
たくさんの人が元気になるために全力で取り組んでいきます。

とはいえ、今回の『Sky's The Limit』というコンセプト（内容）での
講座は最初で最後になります。

講座参加への門戸をガチャリと閉じましたら、
その後は２度と開催するつもりはありません。

現段階ではいつ受付終了するか決めていません。

が、先ほどの説明の通り予告はせずに終了し、
終了したら本講座への参加は２度とできなくなります。

それくらい、今はこの『Sky's The Limit』に
全エネルギーを凝縮しています。

今すぐ下のボタンを「カチッ」とクリックして、
講座や特典など全てを「リスクゼロ 30日返金保障付き」で
あなたのものにしてください。



あなたが思い描く理想の人生を
手に入れるために。

西野之啓

追伸１
あなたが持つ潜在脳力を解放して
イメージしたことを科学的に叶えていく力を手に入れませんか？

このレポートの中で詳細にお話しをしましたが、
これらの知識、そして技術を使うことで、
自分の理想の生活を手に入れることができます。

・ミラーニューロンの正しい使い方
・不可能を可能にするアルゴリズム思考術
・文章だけで赤の他人を自由に動かすコピーライティング

…

これらも含め、講座の中でお話しすることを
あなたの脳にダウンロードしてください。

そうすれば、あなたは自分の好きなように
生きていくことが可能になります。

（ネット回線がある場所なら）世界中のどこにいても



パソコン１台で月に 100万、200万円を稼ぎ出す。

どこに住もうと、家族みんなで観光地巡りをしようと、
そして世界一周旅行に出ようと、全てはあなたが
自由に決めることができます。

ライティング作業時間を１日３時間にキープすれば、
あとは全ての時間があなたのプライベートタイムです。

趣味に没頭することだって出来ますし、
大切な子供や家族と思い出をいっぱい作ることもできる。

今、あなたや家族の運命を握っているのは、
他でもないあなたなのです。

『Sky's The Limit』の中で語られる全ての知識を
自分のものにして、家族や周りの人たちを救い、
幸せにしてあげてください。

追伸２
あなたには１㎜もリスクがないと保障します。

講座の内容には絶対的な自信があります。

今までどこでも語ってこなかった
あらゆる知識もこの講座でシェアしています。

奥深くに眠る脳の秘密、本能を操作する方法、
性欲を現金に変えるエネルギー転換…

このレポートの中でもご説明してきましたが、
私はこの講座に本気でコミットしています。

出し惜しみゼロで、様々なことを
科学的根拠も交えて公開しています。

この講座が、あなたの人生を180度変え、
イメージしたことが続々と叶い始めるでしょう。



もし、講座に参加してみて、

「これは自分には向いていない」
「あまり価値が感じられない」

など、内容に少しでも不満を感じられたら、
参加から 30日以内にメール一通送ってください。

info（＠）advance.black
※迷惑メール防止のためカッコを外して送ってください。

一週間以内に、あなたの指定した口座に
講座代金を全額返金いたします。

その際にも、最後の１日まで、
送られてくるコンテンツをゲットしてもらって結構です。

それで少しでもあなたのお役に立てるなら、
私は本望です。

あなたには一切のリスクを負わせないと
約束します。

なので「30日間お試し」のつもりで、
安心して講座に参加してください。

追伸３
この内容は『Sky's The Limit』で最後になります。

私は今後も、人間心理のことだったり、
その他ビジネスについての講座を開催していく予定です。

ですが、今回の内容での講座は、
『Sky's The Limit』が最初で最後になります。

参加ゲートをバンッと閉じましたら、
本講座の内容は２度と手に入れることはできません。



予告なく終了となり、100%返金保障も
悪用する人が現れた場合は即刻終了します。

ですので、講座や特典を完全リスクゼロで手に入れたい人は
今この瞬間に参加申し込みをコンプリートしてください。

いまこの瞬間、１度きりの人生で後悔のない選択をしてください。

特定商取引法・プライバシーポリシー




