
 

――新たな分野で「更なる収入源」を構築したいなあなたへ。 

 

あらゆる相場から悠々とキャッシュを抜き取れるトレードスキルをマスターし、

そのトレード実績を全面的に押し出していくメディア戦略によって、確固たる

不労所得を１から“一緒に”構築してみませんか？ 

 

オファーの概略 

 

このオファーで提案させていただきたいものは、 

 

・運用資金に対して一日あたり４％から６％ほどの収益を実現していく事ができる、あり 

とあらゆる相場に対して有効なトレードノウハウ 

 

・投資・資産運用の分野に特化したメディアを構築し、アフィリエイト、コンテンツビジ 

ネスで稼ぎ倒すマーケティング戦略 

 

この「両方」を完全なマンツーマン体制で継承し、２つの「収入の柱」を徹底したバック

アップ環境のもと実現していくコンサルティングプログラムです。 

 

 

当オファーにおける３つのメリット 

 

・情報市場としても最も大きいマーケットである「投資・資産運用」の分野に、確固た 

るノウハウと実績を備えた状態で参入する事が出来る 

 

・メディアの構築期間においても「トレードによるリアルタイムな収益」を『実績作り』 

を伴う形で、日々、稼ぎ出していく事が出来る 

 

・情報商材、口座開設、仮想通貨ＩＣＯなど、成約報酬が極めて高額な幅広い範囲のア 

フィリエイト案件を扱う事が可能であり、コンテンツ販売、コンサル業の展開も可能 

 

 



投資、資産運用のマーケット（市場）が大きいものである事は言うまでもありませんが、

その「情報市場」の大きさ、稼ぎやすさなども、他の市場と比較して「群を抜いている」

のが実状です。 

 

例えば大手情報商材ＡＳＰである「インフォトップ」でも売れ筋商品のランキングでは、

常に上位商品の半数近くは投資、資産運用関連の情報商材であり、多くのインフォプレナ

ー、アフィリエイターが、この分野のコンテンツやメディアによって多額の報酬を「荒稼

ぎ」しているんです。 

 

 

 



 

上記はこの案内文を作成しているタイミングで、大手情報商材ＡＳＰであるインフォトッ

プの売上ランキング（３０日間累計）の１位から１０位までを画像にしたものになります

が、赤い丸で囲った１位、２位、５位、８位、１０位の５つを投資、資産運用の情報商材

が入り込んでいます。 

 

このようなランキング状況は、少なくとも１０年以上続いているのが実状であり、この投

資・資産運用の情報市場は、全く衰退する事もなく、こうして確固たる市場規模と需要を

保ち続けているわけです。 

 

ただ、情報商材市場の相関図としては「アフィリエイト」や「転売ビジネス」「YouTube」

などを題材としたネットビジネス関連の商品やアフィリエイターの絶対数が比較的、多い

傾向にあり、また、その分野のメディアは全般的に「質」も高い傾向にあります。 

 

対して、投資、資産運用の分野における商品、アフィリエイターは、ネットビジネスの分

野と比較して少ない傾向にあり、その各メディアの「質」も、ネットビジネスの分野ほど

高い傾向にはありません。 

 

つまり、ネットビジネス関連の情報市場に対する、投資・資産運用の情報市場は、その市

場規模、売上規模に対して、ライバルの多さ、強さという点で「真逆の市場傾向」にある

ため「この上なく稼ぎやすい状況にある」という事です。 

 

 

――巨額な市場規模、売上規模に対して、何故、ライバルの層が薄いのか。 

 

その分野の情報を扱うメディアの運用には、最低限、その分野の知識、経験が必要になっ

てくるため、アフィリエイトなどを初めとする「ネットビジネス」の分野は、その参入に

おける金銭的なハードルが無いに等しい事から、多くのアフィリエイターが次々と参入し

ている傾向にあります。 

 

対して、投資・資産運用の分野は、参入そのものに相応の「資金」が必要となり、また、

その資金が「リスク」に晒される事も避けられません。 

 

そのため、アフィリエイト活動などを前提としたメディア運営のために、あえて、この投

資・資産運用の分野に参入しようとする人は、おのずと抑制されている傾向にあるんです。 

 



要するに「情報メディアの構築と運営」を前提に参入していくには「現実的なハードル」

が高い傾向にあるため、容易にその情報メディアを構築し、運営していく事が出来ないと

いう事です 

 

逆に言えば、そのハードルを超えて参入できるのであれば、この投資・資産運用の情報市

場は、この上なく「おいしい市場」という事であり、今回のオファーでは、まさにその「ハ

ードル」をほぼ超えたに等しい状態で市場への参入を果たせる形になります。 

 

既に確立された「有効なトレードノウハウ」を事前に学び、マスターしていく事が前提と

なるため、そのノウハウによってトレードの「経験」と「実績」をリアルタイムで積み重

ねながら、それらを押し出していく形で、投資・資産運用のテーマを題材としたメディア

を着実に構築していく事が出来るからです。 

 

 

――確立されたトレードノウハウから得られる、リアルタイムな「収益」と「実績」。 

 

実際に有効なトレードノウハウをモノにできている状況にあれば、そのノウハウによって

経験と実績を積んでいく事も容易となりますので、そのような状況から投資・資産運用の

分野における「有意義なメディアの構築」は何ら難しい事ではありません。 

 

有意義なメディア ＝ 見込み客の「反応」を得られる稼げるメディア 

 

この定義の上で、実際に私は自身のトレードノウハウと、そこから得た実績を押し出す形

で以下のような「投資・資産運用」の分野を題材としたメディアを作り、すでにここから

それなりのリターンを生み出している状況にあります。 

 

▼運営メディア『テクニカル分析と統計心理学』：http://market-researcher.info/ 

 

http://market-researcher.info/
http://market-researcher.info/


このブログは２０１８年の９月頃から運営を開始し、この手紙を書いている２０１９年の

２月時点でも、まだ１０記事ちょっとしか記事を投稿できていません。 

 

 

 

それでも「テクニカルトレード 心理学」といった、このブログの方針に見合う見込み客

を呼び込めそうな複合キーワードでグーグルの検索結果で１ページ目の最上位を取れてい

るため、ここから実際にかなり質の高い見込み客を集める事が出来ています。 

 

 



このような複合キーワード、幾つかの上位表示を取れているため、そこから集めた訪問者

をメールマガジンへと誘導し、いわゆる「リスト化」を図った上で「セールス（販促）」に

結び付けているわけです。 

 

現時点の販促商品は、私自身が提唱しているトレードノウハウを継承するマンツーマン形

式のコンサルの方が主であり、そこから口座開設のアフィリエイトなども行っていますが、

これらのキャッシュポイントのみでも『１カ月あたりの収益が２００万～４００万円ほど

を推移するメディア』となっています。 

 

ただ、現時点での収益は販促の対象となるものを増やして「キャッシュポイントの幅」を

広げていけば、まだまだ大きく伸ばしていく事が出来るはずです。 

 

何より、そもそものコンテンツ量（記事数）がまだまだの状態ですので、今後、新たなコ

ンテンツ（記事）を作成して投稿していけば、現状のアクセス数や売上を１０倍、２０倍

に増やしていくような事も、決して不可能ではありません。 

 

少なくとも、私がこれまで多くのメディアを構築してきた「ネットビジネス」の分野では、

実際にそれくらいの売上規模を実現できていますので、その「市場規模」や「ライバルサ

イトの現状」などを考慮する限り、投資・資産運用の分野であれば、それ以上の売上を叩

き出していく事も十分に「可能」だと思います。 

 

投資・資産運用の分野における情報市場（アフィリエイト市場）は、それくらい「おいし

い市場」であり、そんな「おいしい市場」が途方も無い規模でそこに広がっているわけで

す。 

 

 

――私のビジネスパートナー達も、すでにその「おいしい市場」で稼ぎ始めています。 

 

また、このプログラムで継承する私のメディア戦略は、１からのメディア構築はもとより、

すでに出来上がっている「既存の情報メディア」にも、そのまま実用する事や、応用する

ことが可能なノウハウとなっています。 

 

それが投資関連の情報を扱っているようなメディアであれば、ほぼそのまま、この戦略を

用いる事が出来るはずですし、それが投資関係のメディアではなくても「ネットビジネス」

などの『お金を稼ぐ事』を題材としているようなメディアであれば、それをそのまま活か

していく形で、このメディア戦略を実用できてしまうという事です。 

 



 

現にこれまで「ネットビジネス関連の情報をメインに扱うメディア」を運用していた私の

数名のビジネスパートナー達が私のトレードノウハウをマスターするところからスタート

を切り、実際に稼げるようになった時点でそのトレード実績などを以下のように自身のブ

ログなどに掲載していく戦略を取る事で、既にそれなりの結果を出しています。 

 

井上太一さん：http://toudai5000.net/?p=2428 

 

 

銀次さん：http://ginji-no1.com/?p=1901 

 

http://toudai5000.net/?p=2428
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せどりエイターれおさん：http://sedoriater-leo.com/?p=1447 

 

 

２足わらじの IT社長 橋本さん：http://h-blog.net/?p=1098 

 

http://sedoriater-leo.com/?p=1447
http://sedoriater-leo.com/?p=1447
http://h-blog.net/?p=1098
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上記のブログを運営しているアフィリエイターさんは、以前からの私のビジネスパートナ

ーにあたる方々で、実際に私のトレードノウハウをマスターして以降、その手法で稼いだ

実績などを公開していく記事を介して、既に数百万円単位のアフィリエイト報酬を手にし

ています。 

 

まさに「トレードで稼ぎ」「そのトレード実績を押し出すメディア戦略でも稼ぐ」というス

テップで、ほんの１～２カ月ほどの短期間の間に「２つの新たな収入の柱」をしっかりと

作り出しているわけです。 

 

 

 また、私のパートナーの中には、ここでご紹介したようなブログでの情報公開など 

 は行わず、メールマガジンを介して実績などを公開していく戦略で収益を上げてい 

る方もおられます。 

 

何より当の私も投資などとは完全に無関係の「畑違いのメールマガジン」を介して、 

 

『私が確立したトレードノウハウを教える』 

 

という趣旨のオファーを唐突に案内し、計３通のメルマガ案内で１００万円ほどの 

受講料を頂くオファーに１００名を悠に超える申し込みを頂きました。 

 

読者の数は５０００名にも満たないメルマガですが、私が提唱するメディア戦略は、 

そのような投資とは無関係な分野のメディアであっても、数千名規模の読者数から 

数通のメールで１億円ほどを売り上げる事も可能なノウハウであるということです。 

 

 

 

――既存のブログ、メルマガを利用する形でも、完全に「１」からでも構いません。 

  これを「機会」に私と一種に、この分野の情報市場へ参入してみませんか？ 

 

 

今回、私は「本腰」を入れて、私自身が本格的に投資分野の情報市場へ参入し、開拓して

いく事を前提にこのオファーを提案しています。 

 

つまり、このオファーは「私が確立したトレードノウハウ」をマスターし「私が提唱する

マーケティングノウハウ」を実践しながら、私と一緒にこの投資分野の情報市場の開拓を

進めてくださる仲間、いわゆる「パートナー」を募集するものに他なりません。 



 

まさに「リアルタイムな形で私と共に１つの市場の開拓を足並みを揃えた環境下で進めら

れる」というのは、自分で言うのも何ですが、本当に『絶好の機会（チャンス）』と言って

いいものだと思います。 

 

何故なら、以前に私が本腰を入れて開拓を進めてきた「ネットビジネス」の情報市場にお

いて、リアルタイムな形でそれを私と一緒に行ってくださったパートナーの方々は、その

多くが極めて大きな成果を私と共に手に出来ている「確固たる前例」と「実績」があるか

らです。 

 

実際に私がネットビジネスの市場に参入したのは２００７年頃になりますが、それ以降、

私はネットビジネスの情報市場を対象に１００億を超える額の「売上」を、自らが手掛け

るコピー、マーケティング網を介して生み出しています。 

 

もちろん、そこから私個人が手にしてきた「収入」は、私がコピーの作成やマーケティン

グを請け負った際の取り分に相当する４分の１ほどの金額になりますが、それでもネット

ビジネスの分野における情報市場から、総額にして２０億円以上もの所得（収入）を手に

しているわけです。 

 

そして、私が個人で手にしてきた金額を除いた分に相当する８０億円以上の金額は、私に

コピーやマーケティングを依頼した依頼者さんや、私がコピーを手掛けた商品の販促に協

力してくださったアフィリエイターさんなどが手にしているんです。 

 

当然、その中で「億」を超える収入を手にしているようなパートナーも一人や二人ではあ

りません。 

 

私個人の「実績」は、私のパートナー達の「実績」とそのまま連動しているものであり、

私と共に１から「ネットビジネス」の分野における情報市場を開拓してきたビジネスパー

トナーにあたる方々の多くも、私と同じように「億単位の年収を実現している」という事

です。 

 

 

 私個人の所得（実績）にあたるものは、ある諸事情をきっかけに、不本意ながらも世 

間に公にされる形になってしまった「ごく一部の実績」だけでも、『年間にして５億円 

ほどを稼いでいた事』が誰の目にも明らかな形で分かるようになっています。 

 

 



 

もちろん、そのような形で公にされている「５億円の年収」にあたるものは、ネット 

ビジネスの分野も含めた「全ての市場」から稼いだ収入であるため、ネットビジネス 

の分野のみで稼ぎ出してきた収益は、あくまでもその一部ですが、それでも７割から 

８割ほどは、ネットビジネスの分野を対象に稼ぎ出した売上なのが実状です。 

 

つまり、私や私のビジネスパートナーにあたる方々は、ほぼ「ネットビジネス」の分 

野を対象とする市場から、このような億単位の実績を上げてきたと言っても過言では 

ないという事です。 

 

 

 

 

――だからこそ、今回のプログラムはとにかく「足並みを揃えて」進めていきます。 

 

私が「ネットビジネス」の分野における情報市場を開拓してきた際、私と完全に足並みを

揃える形で共にそのためのメディアを構築してきたパートナーの方々は、そのほぼ「全員」

が月に数百万単位の収入を生み出す媒体を作り出し、中には数千万円単位の月収を実現し

ている方もいました。 

 

そのような結果をもたらした「最も大きな要因」は、やはり全員が完全に足並みを揃え、

リアルタイムな流れで同じステップを踏み進めながら『ネットビジネス分野の情報市場で

稼げるメディアを作り上げる』という同じ目標に向かっていった事にあると思います。 

 

常に私や周りの実践状況をそのまま参考にできる事はもとより、それぞれの稼ぎ（結果）

をリアルタイムで目の当たりにできる事など、そのような形で『足並みを揃えて物事を進

めていける環境』には、それだけの意味と価値があるという事です。 

 

よって、今回のプログラムは、まさに「私が投資分野における情報市場の開拓をリアルタ

イムに進めていく過程」を、共にその足並みを揃えた形で進行していく事を前提としてい

ます。 

 

あなたが実際に私のトレードノウハウをマスターしていく段階から、投資分野のメディア

を構築していくプロセスの「全て」を、しっかりと足並みを揃えて進めていってこそ、以

前のネットビジネス分野の市場を開拓していった際と同じように、一人一人のパートナー

がより確実に「稼げるメディア」を構築していけるはずだからです。 

 

 



計 4 回に及ぶトレード実習・メディア構築セミナー 

１２０日間の集中構築プログラム 

 

 

よって、このプログラムは「全ての受講者様がその足並みを揃えていく形」で、私が提唱

するトレードノウハウをマスターし、その実績等を押し出していくメディアの構築を、他

でもない私と共に、徹底した集中体制で進めていきたいと思います。 

 

そして、その具体的な進め方としては、トレードノウハウの実習とメディア構築を兼ねた

以下のような「実践形式のセミナー」を４度に渡って開催していきます。 

 

 

・トレード講習＋メディア構築におけるスタートアップセミナー（4月開催予定） 

・トレード講習＋集客・オプトインコンテンツの制作・添削セミナー（5月開催予定） 

・トレード講習＋ブランディングコンテンツの制作・添削セミナー（6月開催予定） 

・トレード講習＋セールスコンテンツの制作・添削セミナー（7月開催予定） 

 

 

上記のような４段階のプロセスに分けたセミナーを本年４月から７月までの期間内に月に

一度ほどのペースで開催し、その間の徹底したコンサルティング、サポート対応なども兼

ねた構築体制で、 

 

 

・トレードノウハウの完全マスター 

・投資分野におけるメディアの完全構築 

 

 

この２つの段階をしっかりと足並みを揃えてクリアしていきたいと思います。 

 

つまり、このプログラムでは４カ月ほどの期間中にトレードの実習とメディアの実践構築

を兼ねたセミナーを４度開催し、それらの全てを終えた頃には、その全ての受講者さんが、 

 

・私の提唱するトレードノウハウによって自在に稼げるようになっている状況 

・その実績を押し出していく形で投資分野のメディアを運営できている状況 

 

この２つの状況を実現していく事を前提に、定期的なセミナー開催とコンサル体制を兼ね

た体制によって、その然るべき１つ１つのステップを着実に進めていくという事です。 



当然、実際に構築していったメディアからは『継続的な広告収入を確保していく事ができ

る状況』を実現していきますので、この２つの状況を実現できた時点で「確固たる２つの

収入源」を手に出来る事になります。 

 

“相庭がそこにある限り、ルールに沿った売買（トレード）を行っていく事で自在に市場

から収益を抜き出せるスキルと環境。” 

 

“その実績を押し出していく信頼性の高い投資分野の情報を扱うメディアを介して継続的

に発生していく広告収入。” 

 

これらが、このプログラムによってあなたが手にできるものであり、そのために開催して

いく４段階のセミナーにおける詳細は、それぞれ以下のようなものになります。 

 

 

■トレード講習 ＋ メディア構築におけるスタートアップセミナー（４月開催予定） 

 

まず、第１回目のセミナーは、先立つ「トレードノウハウのマスター」を前提とした講習

を行うと共に、その後、構築を進めていくメディアの全体像、戦略などを講義します。 

 

この回のメインは「トレード講習」の方になりますが、その講習の際には、実際の相場（チ

ャート）をモニター（スクリーン）に表示して『私が実際にトレードをして利益を上げて

いく状況』なども、そのままリアルタイムな形でお見せしていく形を取ります。 

 

要するに、このトレードノウハウが有効であり、実際に稼げるノウハウである事を受講者

さん全員の目の前で実証しながら、そのルール、ロジックの全てをお伝えしていくという

事です。 

 

 

 おそらくですが、このような「稼げるトレードノウハウ」を、このような形で教える 

ような講習は前代未聞であり、そのようなことをやっている人はまずいないと思いま 

す。（少なくとも私は、このような体制でトレードノウハウを教えている人は見た事 

も聞いた事もありません） 

 

そもそも本当に有効なトレードノウハウを確立したような人は、そのまま「専業のト 

レーダー」になってしまう傾向にあり、そんなノウハウを人には教えないのが普通だ 

からです。 

 

かと言って「情報商材」などの形でトレードのノウハウを教えている人が、私のよう 

に「目の前でその有効性を実証しながらノウハウを教える」という事をやっているか 

と言えば、少なくとも私が知る限りでは、そのような人も見当たりません。 

 



 

結局のところ、そのような「ノウハウを売る事」を前提としているような人達の中に 

は、人前でその有効性を実証できるほどのノウハウを確立できている人がいない、と 

いうのが実情なのだと思います。 

 

ただ、少なくとも私は「専業のトレーダー」として、このノウハウを秘匿するような 

ところには向かいませんでした。 

 

一応、その理由や、私がこのノウハウをこのような形で公開していく目的などを書か 

せていただいたレポートがありますので、もし、ご興味があれば、こちらも併せて目 

を通してみてください。 

 

> 私が自身の有効なトレードノウハウを公開していく理由と目的について。 

 → http://ebook-japan.com/secret/yh2.pdf 

 

 

よって、この時のトレード講習では、実際のチャート（相場）で『実際にトレードを行い

ながら』そのトレードルールの１つ１つを解説していきます。 

 

また、当日の「実践」は任意で構いませんが、受講者様ご自身がその日のうちにトレード

を実践し、実際に「稼ぐ体験」をしていただいても構いません。 

 

基本的には、この日のうちにトレードノウハウをマスターして頂き、ご自身でこれを実践

できるようになっていただきたいと思いますので、その場に持ち寄る資金の額によっては

「この日の実践講習を介して、それなりの金額を実際に稼いで帰って頂く事も可能」とい

う事です。 

 

 

 継承させて頂くトレードノウハウの詳細について 

 

尚、このプログラムを介して実際に継承させていただくトレードノウハウは、以下の 

オファーを介して提供しているノウハウをそのまま提供させて頂くものになりますの 

で、トレードノウハウの詳細は、以下の案内資料を参照頂ければと思います。 

 

◆トレードノウハウの詳細について：http://ebook-japan.com/secret/of.pdf 

 

また、こちらのトレード講習を実際に受けた受講者様の運用実績なども、以下のブロ 

グの方に公開していますので、併せて参考にして頂ければと思います。 

 

◆講習受講者様の運用実績など：http://market-researcher.info/?p=503 

 

http://ebook-japan.com/secret/yh2.pdf
http://ebook-japan.com/secret/yh2.pdf
http://ebook-japan.com/secret/of.pdf
http://ebook-japan.com/secret/of.pdf
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また、このトレード講習の方と併せて、この回のセミナーでは「その後、実際に構築して

いく事となるメディアの全体像」や「戦略」などについても講義させていただきますが、

この時点で「その構築ノウハウの全てを詰め込んだ教材」の方も併せて提供させて頂きま

す。 

 

こちらの「教材」にあたるものは、そのメディアを介して「DRM（ダイレクト・レスポン

スマーケティング）」を完全に「自動化」させていくための仕組み作りの全てを凝縮したも

ので、 

 

・検索エンジン対策とその訪問者に視点を特化した「集客」ノウハウ 

・質の高い見込み客リストの収集を実現する「オプトイン」ノウハウ 

・絶大な信用、信頼を構築していく「ブランディング」ノウハウ 

・継続的な収益モデルを実現していく「セールス」ノウハウ 

 

これらのノウハウの「全て」を、トータル１０００Ｐを超えるボリュームのコンテンツ

（PDF）によって体系化しています。 

 

よって、この初回のセミナーの時点で、その後のメディア構築のために必要なノウハウは

全て、しっかりと「コンテンツ化された教材」を介して提供させて頂きますので、その内

容に沿ってすぐにでもメディアの構築を進めて頂いても構いません。 

 

その後、各段階に応じたセミナーをそのステップごとに開催していきますが、それらは「確

認」や「擦り合わせ」のような視点で受講して頂いても構わないという事です。 

 

 

 メディア構築における「ノウハウ」とその「教材」について 

 

このメディア構築におけるノウハウは、以下のオファーを介して提供しているコンテ 

ンツ（教材）をそのまま、今回のプログラムの教科書として用いていきますので、そ 

の内容や詳細については、以下を参照して頂ければと思います。 

 

◆メディア構築ノウハウの詳細：http://copyrighting-supremeprinciple.net/04/ 
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■トレード実習 ＋ 集客・オプトインコンテンツの制作・添削セミナー（５月開催予定） 

 

続いて実施するこちらのセミナーでは「復習」や「確認」の意味で、改めて『トレードノ

ウハウの実習』を行うと共に、メディア構築の方も、まずは「集客」や「オプトイン（見

込み客リストの収集）」を担うコンテンツ作りや、その「添削」などを行っていきます。 

 

この回のトレード実習では、先立つセミナーでお伝えしたトレードノウハウを改めてどん

どん「実践」していきますので、その状況をルールの「復習」や「確認」の視点でご覧い

ただければ問題ありません。 

 

また、この時には既に受講者ご自身でも実際にトレードを行っている可能性も高いと思い

ますので、いざ、ご自身でトレードをやってみて疑問に思った点や、改めて確認したい点

などがあれば、その質疑応答などにも対応していきます。 

 

 

 その「有効性」を、受講者様全員の前で「何度も」実証します。 

 

 このような「私自身の実践（トレード）」を直にお見せしていくトレード講習（実習） 

は、この後のセミナーでも繰り返し行っていく形になりますので、そのような実習を 

重ねるごとに、トレードノウハウの「理解」や「実践」は、より完璧な状態になって 

いくはずです。 

 

少なくとも、私のトレードノウハウは、このような形で何度でもその有効性を受講者 

様全員の前で実証できるものであり、それだけの確固たる「有効性」がある手法であ 

ると共に、私自身もそこに「絶対の自信を持っている」という事です。 

 

 

併せて「メディア構築」の方では、先立つセミナーでお渡ししした教材の内容に沿ってい

く形で、最初に手掛けていくべき「集客のためのコンテンツ」と「オプトイン（見込み客

リスト収集）のためのコンテンツ」を、このセミナーを介して制作していきます。 

 

集客、オプトインのためのコンテンツを作成する上でのポイントの講義などはもとより、

実際に受講者様が作成した集客を担うコンテンツやオプトインを担うコンテンツの「添削」

なども受講者様全員の目の前で行っていきますので、 

 

「どのようなコンテンツが集客、オプトインにおいて有効なのか」 

「どこをどのように改善していけば、その有効性が高まるのか」 

 

といった講義を、実際に作成いただいたコンテンツを題材とした「添削」などを介して進

めていくという事です。 



 

 

 この講習を終えた時点で「集客を担う有効なコンテンツ」を自在に作り出せるように 

なり、また、実際に「見込み客のリストを集められるオプトインコンテンツ」を完成 

させる事が出来ているはずです。 

 

 

 

■トレード講習 ＋ ブランディングコンテンツの制作・添削セミナー（６月開催予定） 

 

続いて３回目となるこちらのセミナーでは、２回目のセミナーと同様に、復習と確認を前

提とする「トレード実習」を行いつつ、メディア構築の方では「ブランディング（見込み

客リストの教育）」を担うコンテンツ作りや、その添削などを行っていきます。 

 

見込み客リストの教育 ＝ 信頼関係の構築 

 

このような解釈で問題ありませんが、構築していくメディアの収益は、この「ブランディ

ング（信頼関係の構築）」が上手くいくかどうかで大きく変わってきます。 

 

その上で、私のメディア戦略では、これを「ステップメール」を用いて、それを完全に「自

動化」していく事を前提としていますので、そのための「メルマガコンテンツ」を、この

セミナーを介して作成および添削していくという事です。 

 

よって、このセミナーでも、実際に受講者様が作成したブランディングを担うメルマガコ

ンテンツを受講者様全員の前で「添削」していきながら、その要点などを解説していきま

す。 

 

 

 こちらの講習によって、見込み客との信頼関係をしっかりと構築できるメールマガジ 

ンのシナリオ、及び、そのコンテンツを自在に構成できるようになって頂けるはずで 

す。 

 

 

 

 



■トレード講習 ＋ セールスコンテンツの制作・添削セミナー（７月開催予定） 

 

最終開催となるこちらのセミナーでは、２度目、３度目同様の「トレード実習」と、メデ

ィア構築の方では「セールス」を担うコンテンツの作成、添削を行っていきます。 

 

この「セールスを担うコンテンツ」によって、メディアの収益化を図っていく形になりま

すので、そのメディアにおけるひとまずの「仕上げ段階」と捉えて頂いて問題ありません。 

 

当然、このセミナーでも、実際に受講者様が作成したセールスを担うコンテンツの添削な

どを交えて、そのポイントなどを解説していきます。 

 

そうして、実際に「セールスを担うコンテンツ」が完成に至れば、 

 

 

・集客、オプトインを担うコンテンツ 

・ブランディングを担うコンテンツ 

・セールスを担うコンテンツ 

 

 

これらのコンテンツ全てが完成する形となりますので、これらのコンテンツを揃えられて

いえば、そのメディアはおのずと、 

 

「集客 → 教育 → 販売」 

 

という「DRMの基本構図」が出来あがっている形となり、既に何らかの広告収入が発生し

ている状況になっている可能性も十分にあると思います。 

 

 

 少なくとも、そのメディアは、 

 

「集客を担うコンテンツが検索エンジンから見込み客を呼び込み、その見込み客が自 

動的にリスト化されていく流れ」 

 

「リスト化された見込み客をステップメールが自動的に教育を施し、そのままセール 

スへと繋げていく流れ」 

 

が、それぞれ出来上がっている形になっているはずですから、これを実現できていれ 

ば、まさにほぼ「ほったらかし」の状態でも、自動化された集客、教育、販売の流れ 

から、継続的な収入が次々ともたらされる状況に至っているはずです。 

 



尚、第１回目に開催するセミナーから４度目に開催するセミナーが終了するまでの約４カ

間の期間内においては、このセミナーとは別の「個別対応」として、メール、もしくはス

カイプを用いた通話形式でトレードノウハウのマスターと、メディア構築の両方をサポー

トさせていただきます。 

 

つまり、このプログラムにご参加いただければ、 

 

 

・私のトレードノウハウを継承する４度のトレード講習セミナー 

・段階に応じた４度のメディア構築セミナー 

・メディア構築のための戦略の全てを網羅した教材 

・４カ月間のメール及びスカイプ通話形式による個別コンサルティング 

 

 

これらを介して、全ての受講者様が足並みを揃えていく形で、その「トレードノウハウの

マスター」と、そのトレード実績を押し出していく投資分野における「メディア構築」を

万全の体制で進めていく事が出来るという事です。 

 

よって、この「４カ月間のプログラム」を終える本年７月頃には、 

 

・トレードノウハウの実践によるトレード収益 

・その実績を押し出していくメディアからの収益 

 

このような２つの収益を確保できる環境を自分のモノに出来ていても何らおかしい話では

ありません。 

 

少なくとも、そのメディアは、 

 

「集客を担うコンテンツが検索エンジンから見込み客を呼び込み、その見込み客が自動的 

にリスト化されていく流れ」 

 

「リスト化された見込み客をステップメールが自動的に教育を施し、そのままセールスへ 

と繋げていく流れ」 

 

が、それぞれ出来上がっている形になっているはずですから、これを実現できていれば、

まさにほぼ「ほったらかし」の状態でも、自動化された集客、教育、販売の流れから、継

続的な収入が次々ともたらされる状況に至っているはずです。 

 



もちろん、これらを実現するには「受講者さんご本人の行動」が必要不可欠となりますが、

このプログラムは、それを実現していただく前提で参加していただきたいものに他ならな

いという事です。 

 

 

 ――トレードとメディア運営、その「２つの収入源」がもたらすビジネススタイル。 

 

 そんな「２つの収入源」を実際に確立する事が出来れば、主体としてはメディア運営 

のための作業を行いながら、相場が稼げる条件を満たしている時のみトレードの方を 

行っていくような平行した稼ぎ方を実現していく事が出来るようになります。 

 

基本的に「メディアの運営」は、そのコンテンツの作成作業（執筆作業）が主体とな 

っていくはずであり、対するトレードの方は、その勝率を限りなく高められる局面の 

みを狙っていく手法であるため、パソコンのモニターをもう１つ用意して、常にその 

画面上に相場（チャート）を表示させておくようにすれば、 

 

「メディア運営のための作業（コンテンツの作成）を行いながら、時折、チャートを 

確認し、トレードで稼げる相場が訪れた時のみ、それを狙って稼いでいく。」 

 

というような取り組み方で、極めて「効率的」に２つの工程を平行していく事が出来 

るんです。 

 

とくにトレードの方では、より大きな利益を見込める「おいしい相場」が定期的に訪 

れる特性もある事から、メディア構築の作業を主体とする形で、そのような「おいし 

い相場」だけをピンポイントに狙っていくような稼ぎ方も出来るようになります。（私 

も含めて、そのような形で取り組んでいる人も多いです。） 

 

メディア構築のための作業を主体としていけば、自然な形で常にチャートを見られる 

状態でパソコンの前にいる事が可能となるため、そのような「おいしい相場」で利益 

を上げるような局面も含めて、常に「継続的な収入を生み出す事ができる仕組み」を 

作り上げながら、極めて効率的にトレードを行えるようになるわけです。 

 

 そして、そのような流れで稼いだトレードの実績が、更にそのメディアの信憑性、信 

頼性を高められる材料となっていきます。 

 

まさに「全ての行動」と「全ての結果」が相乗的に『更なるお金』を常に生み出して 

いく「最高のサイクル」を作り出せるという事です。 

 



――このプログラムに参加し、全てのセミナーを受講していくための「受講料」について。 

 

これが共に市場の開拓を進めていくための「パートナーの募集」であるとは言え、このプ

ログラムでは、私がこれまで血のにじむような努力と時間を割いて確立してきたトレード

ノウハウやマーケティングノウハウを継承する以上、さすがにその全てを無料で教えると

いうわけにはいきません。 

 

それらのノウハウはいずれも、私の２０代、３０代の多くの時間、人生そのものを賭けて

確立してきたものであり、世間的には「遊びたい盛り」と言われる２０代、３０代の時間

のほとんどを、私は、このようなノウハウを確立し、磨き上げる事に費やしてきたんです。 

 

結果として、私は多くの時間と人生をそこに費やす事になってしまいましたが、お金の面

で言えば、世間一般の男性が生涯をかけて稼ぐ金額の何十倍ものお金を２０代、３０代の

うちに手にする事が出来ました。（そして、これらのスキルやノウハウは、今後、生涯にお

いて私のもとにその更に何十倍ものお金を運び続けてくれるはずです。） 

 

つまり、このプログラムを介して提供するノウハウには、私のこれまでの人生を捧げてき

た事実と、それだけのリターンを生み出してきた事実に裏付けられた価値があるという事

です。 

 

そして、何より、私も時間と労力を割いて、その全てを継承していきますので、相応の覚

悟も意欲もないような方が軽い気持ちで申し込んでくるような状況は避けなければなりま

せん。 

 

その全てをしっかりと受け取る覚悟があり「それを実行して行動に移していくだけの意欲

がある方」にこそ、このプログラムに参加して頂きたいと思っています。 

 

そのような背景も含めまして、私が自らの人生を賭けて確立し、磨き上げてきたスキル、

ノウハウを継承する、このプログラムの受講料は、以下の受講料でご参加いただける形と

させて頂きました。 

 

プログラム受講料：１,０８０,０００円（税込） 

 

 

・私のトレードノウハウを継承する４度のトレード講習セミナー 

・段階に応じた４度のメディア構築セミナー 

・メディア構築のための戦略の全てを網羅した教材 

・４カ月間のメール及びスカイプ通話形式による個別コンサルティング 

 

 



 

◆ 各トレード講習・セミナー開催予定日 

 

・トレード講習 ＋ メディア構築におけるスタートアップセミナー 

東京都内 ４月１３日（土）１２時～１８時終了予定 

・トレード講習＋ 集客・オプトインコンテンツの制作・添削セミナー 

東京都内 ５月１２日（日）１２時～１８時終了予定 

・トレード講習＋ ブランディングコンテンツの制作・添削セミナー 

東京都内 ６月８日（土）１２時～１８時終了予定 

・トレード講習＋ セールスコンテンツの制作・添削セミナー 

東京都内 ７月１４日（日）１２時～１８時終了予定 

 

注１） 各セミナーはいずれも東京都内での開催となり、交通費等は受講者様のご負担 

となります。（会場は、お申し込み後、追ってご連絡させて頂きます） 

 

注２）日程の折り合いなどから、全てのセミナーを受講できない場合でも、プログラム 

へのご参加は可能です。（セミナーへの参加、不参加を問わず、各段階における 

教材は全て提供させて頂きますので、不参加となったセミナー分のコンテンツ制 

作等は、個別のコンサルティングを利用する形で問題なく進行いただけます。） 

 

◆ 継承させて頂くトレードノウハウの詳細について 

 

当プログラムを介して実際に継承させていただくトレードノウハウは、以下のオファー 

を介して提供しているノウハウをそのまま提供させて頂くものになりますので、トレー 

ドノウハウの詳細は、以下の案内資料を参照ください。 

 

トレードノウハウの詳細について：http://ebook-japan.com/secret/of.pdf 

 

◆ メディア構築における「ノウハウ」とその「教材」について 

 

メディア構築におけるノウハウは、以下のオファーを介して提供しているコンテンツを 

そのまま、今回のプログラムの教科書として用いていきますので、その内容や詳細につ 

いては、以下を参照いただければと思います。 

 

メディア構築ノウハウの詳細：http://copyrighting-supremeprinciple.net/04/ 

 

 

http://ebook-japan.com/secret/of.pdf
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要するに、このプログラムは以下の２つのオファーを介して提供してきた私のノウハウを

「４度に渡る講習セミナー」と「１２０日間のコンサルティング体制」を前提に『リアル

タイムな形で共に進行していく』というものになります。 

 

◆トレードノウハウの継承オファー：http://ebook-japan.com/secret/of.pdf 

◆メディア構築ノウハウの継承オファー：http://copyrighting-supremeprinciple.net/04/ 

 

いずれのオファーも既に１００名以上の受講生を輩出しているものになりますが、それぞ

れの受講料を考慮して頂ければ、今回のプログラムの内容で１０８万円という価格帯は「お

得」とか言いようがありません。 

 

 

先立って上記オファーのいずれか、または両方を受講されている受講者様には、今回の 

プログラムへの優遇した形の受講料をご案内しておりますので、上記のいずれかを受講 

済みで、そのような案内が届いてないという場合は、私の方にご一報ください。 

 

 

ただ、上記のような先立つオファーとの比較などを抜きに考えて頂いても、私が２０代、

３０代の多くの時間を要して確立してきた、このプログラムで継承させていただくノウハ

ウには、今回の受講料を遥かに凌駕できるだけの価値は確実にあると思います。 

 

これまで私がこれらのスキルによって手にしてきた収入や確立してきた収入源、そして、

それらから今後、生涯に渡って手にしていく事ができるであろう収入を単純計算しても、

今回の受講料は、その何百分の１、強いては何千分の１ほどの価格帯でしかないからです。 

 

 

――生涯に渡って使い倒し、稼ぎ倒せる「絶対的なスキル」を学び、習得する事の価値。 

 

私が今回、このプログラムを介して継承するノウハウで、これまで手にしてきているお金

は、既に２０憶円を悠に超える金額になっています。 

 

これは言っても１０年とちょっとで稼ぎ出している金額に過ぎませんので、今後も同様に

稼ぎ出せるお金を考えれば、これらのノウハウからもたらされる私の「生涯賃金」は、１

００憶円を超えるかもしれません。 

 

もちろん、先々の話は、あくまでも可能性の範囲でしかないものですが、それでも「それ

だけの可能性」を現実的な範囲で想定できる確固たる「実績」が既にあり、今回のプログ

ラムでは、それだけの実績を生み出したスキルとノウハウを継承させて頂くわけです。 

http://ebook-japan.com/secret/of.pdf
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事実、このプログラムで継承するトレードのノウハウ、マーケティングのノウハウ、その

どちらかのみでも、今回の授業料以上の大きなリターンは、受講者様の「生涯」に渡り、

手にして頂けると思います。 

 

少なくとも、私の提唱するノウハウは、そのいずれも「本質」に重きを置く形で確立して

いますので、今後も「長期的、半永久的に有効」である事を、その「根拠」と共にご納得

いただける形で提唱する事ができるものだからです。 

 

 

 私の提唱するノウハウが「今後も永続的に有効である」と断言できる理由。 

  

世の中には「移り変わっていくもの（移り変わる事を避けられないもの」と「決して 

移り変わる事が無いもの（不変的なもの）」があり、トレードにおいても、マーケティ 

ングにおいても、そのどちらに重きを置いたスキルやノウハウを確立していくかで、 

その継続的な有効性はハッキリ分かれてしまう事になります。 

 

トレードの分野で言えば「ファンダメンタル（経済を取りまく情報など）」と呼ばれ 

るものと「テクニカル（値動きの規則性）」と呼ばれるものがありますが、ファンダ 

メンタルにあたるものは、世の中の流れ、経済の流れに準じて、次々と新たな情報が 

世の中に出回っていく以上、これは「移り変わるもの」に他なりません。 

 

対する「テクニカル」にあたるものは、値動きに対する投資家、トレーダー達の心理 

動向を読み取り、そこに「規則性」などを見出していくものであるため、その根底に 

ある「人間心理の動向」にあたるものは、基本的には「変わらないもの」と言われて 

います。 

 

つまり、ファンダメンタルと呼ばれる「変動要因」が、どのような状況にあっても、 

テクニカルのみに基づく常に不動の有効性を保つ事ができるトレードルールを確立す 

る事ができれば、それは「人間心理の動向に基づくルール（規則性）」であるため、 

その有効性が薄れてしまうような事や変動してしまう事は無いはずなんです。 

 

その上で、私のトレード手法は、まさに「テクニカル」のみによって相場の動きを捉 

えていく手法であると共に、ファンダメンタルと呼ばれる要因がどのような状況にあ 

っても、変わる事のない有効性を保つ事が出来ています。 

 



 

また、私のトレードノウハウは、為替、株、仮想通貨など、全く異なるファンダメン 

タル要因が作用している、ありとあらゆる相場においても「共通した有効性」を発揮 

できている点からも、私が確立した手法は「テクニカル」において有効なルール（規 

則性）を捉える事が出来ていると言えるわけです。 

 

そして「マーケティング」の分野においても、フェイスブック、ツイッター、インス 

タグラムといったような「特定されたメディアの流行」にあたるものは、おのずと移 

り変わっていくものだと思います。 

 

ですが、それらを利用する人達の「心理」は、やはり変わるものではないため、特定 

のメディアを活用し、攻略していくようなマーケティングのスキルやノウハウは、そ 

のメディアが廃れた時点で使えなくなりますが、それらを利用する人達の「心理」を 

追求していくスキルやノウハウは基本的には廃れません。 

 

そういった点で、私は「コピーライティング」と呼ばれる文章のスキルのみに重きを 

置いて「文章を目にする人間心理の動向を捉えるスキル」を徹底的に磨き上げてきま 

した。 

 

インターネット上で、見込み客となる人達が物事を決断し、行動を起こしていくプロ 

セスにおいて「文章（コピー）」は決して切り離される事が無いものであり、それに 

よって「心（心理）」を意図する方向へ動かしていく事が出来れば、そこからあるべき 

「行動」を引き出していく事も決して難しいことではないと思ったからです。 

 

つまり、今後、インターネットの業界でどのようなメディアが注目を集めていこうと 

も、そこに「文章（コピー）」によって人を動かし、行動させるプロセスが存在する限 

り、私が突き詰めた「文章によって人を動かす事」に重きを置いたスキルも、有効で 

あり続けるという事です。 

 

 

今は YouTubeなどの「動画」も増えてきていますが、ネット上で特定の動画に 

辿りつくまでのプロセスにおいても、そこには必ず「文章（コピー）」が存在し 

ています。 

 

検索エンジンの検索結果に表示される文章、動画への誘導リンクの文章、動画そ 

のもののタイトル文など、動画によるマーケティングを仕掛けていく上でも、イ 

ンターネット上においては、やはり「文章によって人を行動させるスキル」は、 

何ら変わる事なく必要不可欠だという事です。 

 

   



 

つまり、私が確立しているトレード、及びマーケティングにおけるノウハウは、いずれも

「決して移り変わる事のない不変性の高いもの」を捉える形で確立しているため『今後に

おいても半永久的に有効である可能性が高いもの』と考えられます。 

 

そのトレードノウハウにせよ、マーケティングのノウハウにせよ、その根底にあるのは「不 

変性の高い人間心理」を追求しているものであり、 

 

 

・相場の値動きに対する人間心理の偏りを捉えていくトレードノウハウ 

・文章を捉える人間心理の反応に重きを置いたマーケティングノウハウ 

 

 

これらを徹底的に突き詰めて「不動の有効性を自負できるノウハウ」を確立しているとい

う事です。 

 

 

――そして、このような「更なる選択肢」があなたを待っています。 

 

そして、実際にこのプログラムを受講し、私が提唱するトレードノウハウとメディア構築

のノウハウの両方を習得したあなたには、以下のようなビジネススタイルが、その選択枝

として広がっていくようになります。 

 

 

■専業トレーダー 

  

 これはトレードのみを専業で行っていくというスタイルになりますが、実際のところ、 

 突き詰めて最も稼ぎ（収入）を青天井に増やしていく事ができるのは、この「トレー 

 ダ－」として成功していく道だと思います。 

 

 事実、あなたが「トレードで資金を増やし続けていく事」に集中していく道を選ぶの 

であれば、私のトレードノウハウは、国内でも指折りのトレーダーを目指していく事 

も決して不可能ではありません。 

 

 あなたが「トレードこそが自分に向いている」という場合は、トレーダーとして億単 

 位はおろか、それ以上の資金を運用していくようなステージを目指していく事も可能 

 という事です。 

 



 

■アフィリエイター 

 

このプログラムで構築していくメディアの初期段階の収益モデルは、アフィリエイト 

による広告収入がメインになっていきますが、そのアフィリエイト事案の１つとして、 

私のトレード講習を受講した方には、そのトレードノウハウをマンツーマン形式で継 

承する以下のオファーを紹介（アフィリエイト）する権利を提供しています。 

 

◆トレードノウハウの継承オファー：http://ebook-japan.com/secret/of.pdf 

 

要するに、こちらの「私のトレードノウハウを継承するオファーの紹介（アフィリエ 

イト）」によっても『高額な成約報酬』を手にしていく事が出来るということです。 

 

もちろん、私の商品やサービスを紹介する事を強要するものではありませんので、任 

意で他の投資関連の情報商材などをアフィリエイトするのは一向に構いませんし、こ 

の分野では株やＦＸ、仮想通貨の取引口座の開設を促すアフィリエイトでも一件につ 

き１万円以上の報酬を受け取れるような事案も珍しくありません。 

 

基本的に口座開設は無料ですので、無料のものを紹介する形で１件の成約で１万円以 

上の報酬を得られるような「おいしい事案」がゴロゴロしているのが、そのアフィリ 

エイト市場の特徴でもありますので、アフィリエイターとしても、幅広い稼ぎ方が出 

来るようになるという事です。 

  

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■インフォプレナー 

 

私が確立しているトレードノウハウは「アレンジ」や「応用」に適した手法でもある 

ため、ある程度の経験と知識を積んでいけば「そこに自分なりのアレンジや応用ルー 

ルを加えていくような事も可能な手法」となっています。 

 

よって、私が確立した有効なトレードルールをベースに自分なりのアレンジや応用ル 

ールを加えていけば、それは世の中にただ１つの「あなただけのトレードノウハウ」 

となっていくため、それをコンテンツ化して販売していく事や、私のようにマンツー 

マン体制で継承していくようなビジネスを展開して頂いても一向に構いません。 

 

当然、そのようなコンテンツ販売やマンツーマンコンサルの募集なども、このプログ 

ラムで構築したメディアを介して行えるため、いわゆる「インフォプレナー（情報販 

売者）」として、投資分野の市場に参入していく事も可能になるということです。 
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受講者様がコンテンツの販売等を行っていく場合、その際の販促における「セ 

ールスレター」などを私が手掛ける形でジョイントさせて頂く事も可能であり、 

そのようなジョイント提携の際は「売上の○％」といった報酬体系での提携が 

基本となります。 

 

その際のパーセンテージの水準は４０～６０％ほどとなりますが、私自身も成 

果が上がれば上がるほど、大きなリターンを得られる形での業務提携になりま 

すので、販促の面でも全面的に協力させていただきます。 

 

私自身のメディアでの販促はもとより、このプログラムを介して新たに増えて 

いく事となるパートナーの方々の販売協力も得られる形でコンテンツの販売活 

動等を展開できるという事です。 

 

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■講師 

 

現在、私が実施している以下のマンツーマン形式によるトレード講習では、私自身が 

講師となって対面形式、通信形式のトレード講習やその後のサポート、コンサルティ 

ングなどにも対応しています。 

 

◆トレードノウハウの継承オファー：http://ebook-japan.com/secret/of.pdf 

 

ですが、このトレードノウハウは「誰でも再現が可能な手法」である以上、それを教 

える側に回る事も、事実として「誰でも可能」なのが実情です。 

 

コピーライティングやマーケティングを題材とするセミナーの構成やコンサルティン 

グは、私で無ければできないものが多数あると思いますが、トレードノウハウの提供 

やコンサルは、その「ルール」をそのまま教えていけば良いものであるため、それを 

教えていく事は、実際のところ、誰でも出来てしまうんです。 

 

 その上で、今回の「トレードノウハウとメディア構築の両方を兼ねたプログラム」は、 

ひとまず「今回限りの募集」となるものの、そのトレードノウハウを継承するオファ 

ーは、今後も継続していく予定ですので、今後は、このオファーの「講師」を私では 

なく、私のノウハウをマスターした受講者様にお任せしていきたいと思っています。 

 

 講師を務めてくださる方には、当然、十分な報酬をお支払いしますので、このプログ 

ラムの受講後は「そのトレードノウハウを教えていく立場」で、その講師として収入 

を得ていく道もあるという事です。 
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これらのような「選択肢」をご覧頂いてもお分かり頂ける通り、私はこのプログラムを介

して「信頼できるビジネスパートナー」や「私自身の後継者として仕事を引き継いでくだ

さる方」を一人でも多く、集っていきたいと思っています。 

 

この「投資」の世界、及び、その分野を対象とする「情報市場」には、それをやっていく

だけの「可能性」が私個人の力では及ばないレベルで、そこに大きく広がっているという

事です。 

 

 

――この魅力的な市場を「色々な形」で一緒に開拓していきましょう。 

 

専業トレーダー、アフィリエイター、インフォプレナーといった選択肢や、講師としての

選択肢など、このプログラムに参加し、そのトレードノウハウをマスターして、その分野

のメディアを構築していった先に広がっている将来像は、下手な資格などを取得する事よ

りも、遥かに有意義なものだと思います。 

 

少なくとも、このプログラムに介して、然るべきスキルやノウハウをモノにしていく事は、

何か特別な資格を取る事よりも遥かに容易なはずであり、遥かに時間も労力もお金もかか

りません。（モノにもよると思いますが、今や何かの資格を取るための学習費用の方が遥か

に大きなお金がかかるものだと思います。） 

 

にも関わらず、それによって今後、開けていくものは、非常に大きな「可能性」に満ち溢

れているんです。 

 

今や、何かの資格によって必ずしも雇用が約束されるわけではありませんし、そこまでの

成功が手に入るものでもありませんが、このプログラムでマスターできるスキル、ノウハ

ウは、誰に頼る事なく、自分の力だけで自在にお金を稼ぎ出せる絶対的なものです。 

 

トレードそのものを主としてトレーダーとして生きていくにしても、そのメディア運営を

主として生きていくにしても、誰に頼る事もなく、誰に依存するも事なく、自分一人の力

だけで「自由な時間」に「必要なだけのお金」を自在に稼ぎ『本当の意味で自由に溢れた

生活』を送っていく事が出来るようになります。 

 

そして、そんな「自由」を生涯に渡って手にしていけるであろう「絶対的な確信」をこれ

らのノウハウをモノにした時点で得る事が出来るわけです。 

 

その時点で、お金の面における将来への不安のようなものは、その時点で全て消えてしま

う事は言うまでもありません。 

 

現在から将来にかけてのお金の面の不安や問題が全て消えていけば、それだけで日常や人

生のストレスの大部分は解消され、そこからの毎日と将来は、とてつもなく明るいものに

なっていきます。 

 



たかがお金とは言え、されどお金であり、本心から「たかがお金」と言える人生がそこか

ら始まるんです。 

 

そのためにも「人生における宿題を、この１２０日間で全て終わらせるつもり」で、是非、

一緒に頑張ってみませんか？ 

 

私が２０代、３０代の多くの時間を費やして磨き上げてきたスキル、ノウハウを、その１

２０日間でしっかりと継承させて頂きます。 

 

是非、それらの「全て」を受け取る覚悟で申し込んでください。 

 

１年の約３分の１にあたる１２０日間ではありますが、この１２０日間は、あなたの人生

で最も「濃密」で、そして「意義」のある１２０日間になるはずです。 

 

 

プログラム受講料：１,０８０,０００円（税込） 

 

 

・私のトレードノウハウを継承する４度のトレード講習セミナー 

・段階に応じた４度のメディア構築セミナー 

・メディア構築のための戦略の全てを網羅した教材 

・４カ月間のメール及びスカイプ通話形式による個別コンサルティング 

 

 

 

◆ 各トレード講習・セミナー開催予定日 

 

・トレード講習 ＋ メディア構築におけるスタートアップセミナー 

東京都内 ４月１３日（土）１２時～１８時終了予定 

・トレード講習＋ 集客・オプトインコンテンツの制作・添削セミナー 

東京都内 ５月１２日（日）１２時～１８時終了予定 

・トレード講習＋ ブランディングコンテンツの制作・添削セミナー 

東京都内 ６月８日（土）１２時～１８時終了予定 

・トレード講習＋ セールスコンテンツの制作・添削セミナー 

東京都内 ７月１４日（日）１２時～１８時終了予定 

 



 

※１：各セミナーはいずれも東京都内での開催となり、交通費等は受講者様のご負担 

となります。（会場は、お申し込み後、追ってご連絡させて頂きます） 

 

※２：日程の折り合いなどから、全てのセミナーを受講できない場合でも、プログラム 

へのご参加は可能です。（セミナーへの参加、不参加を問わず、各段階における 

教材は全て提供させて頂きますので、不参加となったセミナー分のコンテンツ制 

作等は、個別のコンサルティングを利用する形で問題なく進行いただけます。） 

 

◆ 継承させて頂くトレードノウハウの詳細について 

 

当プログラムを介して実際に継承させていただくトレードノウハウは、以下のオファー 

を介して提供しているノウハウをそのまま提供させて頂くものになりますので、トレー 

ドノウハウの詳細は、以下の案内資料を参照ください。 

 

トレードノウハウの詳細について：http://ebook-japan.com/secret/of.pdf 

 

◆ メディア構築における「ノウハウ」とその「教材」について 

 

メディア構築におけるノウハウは、以下のオファーを介して提供しているコンテンツを 

そのまま、今回のプログラムの教科書として用いていきますので、その内容や詳細につ 

いては、以下を参照いただければと思います。 

 

メディア構築ノウハウの詳細：http://copyrighting-supremeprinciple.net/04/ 

 

 

 

【お申し込み期日：２０１９年３月３１日終日迄】 

 

当プログラム受講のお申し込みはセミナー会場の手配、及び全ての受講者様の進行状況 

を揃えていく都合上、３月３１日終日までとさせていただきます。 

 

 

 

お申し込みはこちらから：https://admall.jp/buy.html?shn=10000958 

＜お支払いは銀行振込、またはクレジット決済（分割可）よりお選び頂けます＞ 

 

 

 

上記お申し込みフォームからのお手続き後、ご入力いただいたメールアドレスにお支い 

についての記載事項、決済フォーム等が記載されておりますので、メールが届かない場 

合はお手数ですが、以下のアドレスまでご連絡ください。 

 

ご連絡、お問い合わせはこちらまで：a178203@gmail.com 

 

http://ebook-japan.com/secret/of.pdf
http://ebook-japan.com/secret/of.pdf
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――それは本当に「お金や時間を費やすだけの価値があるもの」ですか？ 

 

 

今現在、もしもあなたがご自分のお金や時間を何かの投じようとしているのなら、それは

本当に一生涯にわたって、あなたに利をもたらしてくれるものでしょうか。 

 

少なくとも私は自らの時間と人生を賭けていくなら「決して廃れる事の無い一生涯、有効

なノウハウを確立していく事に拘ろう」と思いました。 

 

だからこそ、例えどのようなノウハウが巷で流行していたとしても、私は一切脇目をふら

ず、決して移り変わる事の無いものだけを追求する形で、自らのノウハウに磨きをかけて

きたんです。 

 

それこそ、ネットビジネスの世界では、やれ PPCだ、ツイッター、フェイスブックを連携

させた SNS集客だ、動画を使ったロンチマーケティングだと、様々な「流行のマーケティ

ング手法」がありましたが、私はそのようなものに自分の時間を投じていくような事は一

切しませんでした。 

 

そのような一時的にしか使えないようなノウハウの習得などは全て「自分以外の誰か」に

任せてしまい、私自身はただ愚直に一生涯、使い倒せるスキルである「コピーライティン

グ」と「それを主体にできるようなマーケティング手法」を突き詰めてきたわけです。 

 

結果、業界内では、次から次へと打ち上げ花火のように一瞬の花を咲かせて消えていく人

が後を絶たない中、私はさほど人目にも触れない立ち位置から、そのような方々を遥かに

凌駕するようなお金を稼ぎ、そして、今も稼ぎ続ける事が出来ています。 

 

それは私が「決して移り変わる事なく有効なノウハウ」だけを突き詰め、それを形にして

きたからに他なりません。 

 

そしてそれはトレードのノウハウを確立していった際も全く同じでした。 

 

つまり、私はとにかく、 

 

・一生涯使えるスキルを磨き上げていく事 

・それを前提とするノウハウを確立していく事 

 

これらに徹底して拘り、そうではないものを「自分以外の誰かに任せてしまう」というス

タイルで、今の環境を作り上げてきたという事です。 

 

まさに「何に対して自分自身の貴重な時間（人生）を投じてきたか」が、多くの人との圧

倒的な差を生み出していったのだと思います。 

 



だからこそ、このプログラムで提供させていただくものは、トレードで稼ぐためのノウハ

ウも、それを前提とするメディアを構築していくためのノウハウも、その「両方」が、間

違いなくあなたに一生涯の利をもたらすものであると断言できます。 

 

お金をかけ、時間をかけて何かを学び、行動していくなら、是非、このような一生涯、あ

なたに利をもたらすものだけに人生を費やしていくようにしてください。 

 

共に、有意義な時間を過ごせる事を楽しみにしています。 

 

 

【お申し込み期日：２０１９年３月３１日終日迄】 

 

当プログラム受講のお申し込みはセミナー会場の手配、及び全ての受講者様の進行状況 

を揃えていく都合上、３月３１日終日までとさせていただきます。 

 

 

 

お申し込みはこちらから：https://admall.jp/buy.html?shn=10000958 

＜お支払いは銀行振込、またはクレジット決済（分割可）よりお選び頂けます＞ 

 

 

 

上記お申し込みフォームからのお手続き後、ご入力いただいたメールアドレスにお支い 

についての記載事項、決済フォーム等が記載されておりますので、メールが届かない場 

合はお手数ですが、以下のアドレスまでご連絡ください。 

 

ご連絡、お問い合わせはこちらまで：a178203@gmail.com 

 

 

――追伸 

 

尚、プログラム上は「４回のセミナー開催」とその開催期間である「１２０日間」をコン

サルティング期間と定めていますが、私としては、本心でこのプログラムを通じて生涯の

ビジネスパートナーを集っていきたいと思っています。 

 

ですので、今回の「プログラム」としては、その期間で一応の節目を作りますが、受講者

様が望んでくださるなら、是非、その後においても様々な形でこの市場を対象にしたビジ

ネスや仕掛けを展開させてください。 

 

私のトレードノウハウを継承していく講師としての業務提携はもとより、専業トレーダー

として歩みは始める方には、私の資金運用をお任せしていくかもしれません。 

 

また、アフィリエイター、インフォプレナーとして本格的に活動される方とは、まさに様々

な形でお互いに協力しあえる関係を築いていけると思います。 

 

https://admall.jp/buy.html?shn=10000958
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何より私がこのプログラムを介して描いている「最終的なビジネス形態」として、 

 

 

・私のトレードノウハウを完全にマスターし、 専業トレーダーとして資金を運用 

してくださるパートナー 

 

・実績と共にこの分野の強いメディアを運営し、私達が手掛ける投資分野のコンテ 

ンツを販促してくださるパートナー 

 

・私のトレードノウハウを第３者に教える事に長けた有力な「講師」となってくだ 

さるパートナー 

 

 

このような方々が１人、２人と増えていくようになってくだされば「資金の運用」「販促プ

ロモーション」「トレード講習・セミナー」などを全て、各パートナーの方々に任せられる

形になりますので、私は更に有効なトレードノウハウの追求、研究に没頭できる事になり

ます。 

 

その時、私はまさに 

 

・より有効なトレードルールを追求 

・新たなコンテンツ、セミナー、企画などのコピーの作成 

 

これらのみに完全に集中できる体制なるため、それぞれの得意分野でそれぞれの役割を分

担していく事が可能となり、お互いが「更に大きな利益」を追求できるようになるわけで

す。 

 

私はこのプログラムを介して本気でそこを目指していますので、上記のような「２つの分

野」は是非、私に任せてください。 

 

その時、 

 

・トレーダーとして資金を増やしていく役割 

・メディア運営を介してコンテンツ等の販促を担っていく役割 

・講習やセミナーにおける講師を担っていく役割 

 

これらを担う形で互いにパートナーシップを組んでいく事が出来れば、それこそが私が思

い描いている「このプログラムの成功像」に他なりません。 

 

そんな将来像を共に形にしていきましょう。 

 



 

私と直に話をしてみませんか？ 

 

１０８万円という受講料は、金額的な面だけを言えば、決して安易に決断できる投資 

額ではないと思いますので、もし、申し込みの前に私と直に話をしてみたいという場 

合や、直に色々と聞いてみたい事があるという場合は、スカイプ、もしくはお電話で 

の事前通話に対応させて頂きます。 

 

ご希望の場合は以下の申請フォームより、ご都合のつく日時の方をご連絡ください。 

 

◆事前通話申請フォーム：http://ebook-japan.com/secret/form/tsx/ 
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特定商法に基づく表示及びお申込みにおける同意事項 

販売事業者名  

販売責任者  

所在地  

電話番号  

お電話によるお問合せについて 

当企画についてお電話によるお問合せは講師となる者が直に対

応いたしますので、事前にこちらのフォームより、対応を希望

される日時と共にお電話によるお問い合せの希望申請を行って

頂ければと思います。 

メールアドレス a178203@gmail.com 

販売 URL http://ebook-japan.com/secret/tsa.pdf 

お支払い方法 銀行振込、クレジット決済 

カード決済利用時接続先企業名：EC Gate UK Limited 

Kingham Chambers, 5 Nelson Street, Liverpool L1 5DW, UK  

0570-035-672  

販売価格 当ページ記載の通り 

商品代金以外の必要金額 銀行振込時の振込手数料はご負担願います。 

役務・契約内容 講習セミナーおよび通信コンサルティング。 

返金・解約・キャンセルにつ

いて 

返金、解約について 

当プログラムを介して提供させていただくノウハウは、初回の

開催セミナーの際に提供させていただく資料、教材、講習内容

において全て提供させていただく形となりますので、初回講習

受講後の返金、契約解除は原則、不可とさせていただきます。 

 

講習受講前のキャンセルについて 

講習受講前の段階においてはキャンセル（お申込みの取り消し）

をお受けできますが、クレジット決済でお申込みの場合は決済

手数料（決済金額×１０％）をお客様のご負担とさせて頂きます。  

http://ebook-japan.com/secret/form/tsx/
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注意事項 資産運用にかかるリスク及び手数料について 

当トレードノウハウの実践は相場変動を対象とするものとなり

ますので、ノウハウの実践によって得られる利益は、今後にお

いて、必ずしも案内資料および著者と同じものを保証できるも

のではありません。 

また、相場の変動リスクを伴う関係から、損失が生じる可能性

もあり、資産運用時には取引業者に応じた売買手数料がかかる

場合がございます事をご了承ください。 

 


