
緊急ニュース：時間内に申し込むと、億超え資産家３人との秘密対談音声をプレゼント！ 

年齢・性別・年収・地位など完全無視！ 

「成功願望」をお持ちのあなたへ 
となりの億万長者から学んだ 

最新の『お金のメカニズム』を提供 

読み流すだけで、貧乏脳から金持ち脳へ 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

自然に切り替わってしまう… 

億万長者解体新書を 

たった1000円でプレゼント！ 



真の億万長者になるための２つの方法 

方法１　資産家の家庭に入る 

方法２　自分で投資、ビジネスを始める 

この２つしかないと私は思っています。 

今回音声を提供してくれた 
３人の資産家のうちの一人は、 
数十億の資産を持つ社長令嬢と結婚しました。 

世間で言う【逆タマ】ってやつです。 

彼は、たった一人の女性を落としただけで、数十億の資産を 
手に入れました。　正直言って羨ましい限りです。 

私だって、出来るだけ楽して資産を手に入れたいですし、 
お金持ちになりたいと思っています。 

しかし、本当に好きな相手なら、ともかく 
【逆タマ】なんて宝くじで一等を当てる確率に近いです。 

そんな運命の出逢いなどそうそうあるものではありません。 

なので、私のような凡人に残された道は、 
『自分でビジネスを始める』ことしかありませんでした。 

初めに警告しておきます。 
﹅ ﹅



残念ながら、今の私は、億万長者ではありません。 

年収も税理士さんに頼んで、最大1000万を上限にしている 
小さな会社を経営しているくらいです。 

なので、この話しを聞いて 
「こいつの話しを聞くのは時間の無駄」だと思うのでしたら、 
今すぐ右上の閉じるボタンを押してください。 

あなたの時間を無駄にしたくありませんので、 
その方がお互いのためです。 

しかし、じゃあなぜ私が 
「億万長者の教え」をあなたに伝えられるのか？」 
と言いますと、、、 

私の周りには、なぜか億をもった資産家が集まっております。 

しかも一緒にビジネスをさせて頂いたり、 
飲みに行ったり、食事に行ったり 
かなり仲良くさせて頂いております。 

将来的には億を超える仕事も 
一緒にやらさせて頂くようにもなりました。 

なぜ、このような事が起きたのか。。。 

『となりの億万長者の教え』 

思い返せば、私は、ただ数年前から大好きでたまらなかった 
『となりの億万長者』から学んだことを素直に実践しただけでした。 



『億万長者からの教え』を意識するようになり、 
私自身、仕事でもプライベートでも、人生面でも、精神面でも 
急激な変化が訪れるようになりました。 

元ホームレスで、長崎の田舎育ちの私が 
億を超える資産をもった方々と 
対等に近い立場でお話させて頂いたり、 
遊んだり出来るようになったのは、 

一昔前には、想像も出来ないことでした。 

ひょっとしたら、 
あなたの今の現状も、一昔前の私と同じ状態かもしれません。 

もし、あなたが今の現状を変え、自分の夢を叶えるためのキッカケを 
手にしたいと心の底から思っているのでしたら、 

今回、私が『となりの億万長者』から学んだ教えと 
私が、サラリーマンから脱サラして独立して、 
失敗を繰り返し、成功を成し遂げた教えの全てをまとめたものを 
あなたに、たった1,000円でプレゼントしたいと思います。 

時間内に参加してくれたら、自力で億を稼ぎだした資産家3人との 
秘密の対談音声もプレゼントしたいと思います。 

行動力の早い人が大好きなので、この本と3本の音声を 
手に入れたいのでしたら、今すぐ参加を知らせて頂ければと思います。 

この手紙を読んでくれている 
あなたが、今どんな環境にいるのか私には、わかりません。 

しかし、本書と3本の音声が、あなたを貧乏脳から金持ち脳へと 
させてしまうのは、間違いないと思っています。 



本編218ページと私のとなりにいてくれる3人の億万長者の音声が 
あなたを成功へと導くキッカケになると、私は確信しております。 

逆にこの本と音声を手に入れなければ… 

かなり高い確率で、貧乏脳のまま 
生涯を送ってしまうことになってしまうと思いますので、 
よく検討した上で、あなたに判断して頂きたいと思っております。 

一足先に教材を読んで頂いたお客様や、今回音声を提供して頂いた 
お三方のうちの一人の方から教材の感想を頂いておりますので、 
判断の材料にして頂きたいと思います。 

恐らくですが、未来のあなたの結果になると信じております。 

100冊の名著×100個の高額塾＝佐藤康大 

村上宗嗣（むねつぐ）です。 

康大さんとは2人で一緒にご飯を食べたり 
飲みに行ったりするほど仲が良いです。 

いつも一緒にいると、 

「100冊の名著と100個の高額塾の 
エッセンスがわずか10分で学べる」 

と感じます。 

情報収集力と分析力が、巷の起業家たちとは 
比べ物にならないほど優れています。 



愛情深い康大さんは、世界中に友達がいるため 
日本だけでなく、世界中の優れたビジネスや 
マーケティングの情報が集まってきます。 

その膨大な情報を整理し、即座に行動に移し 
再現性のあるカタチにする能力が高すぎます。 

しかし彼の最も優れた部分は 

『愛』 

彼の友人、お弟子さんたちも会いましたが 
康大さんは本当に愛されています。 

愛情深く、人を育てることに情熱を持っています。 

たまに 

「サポートしすぎで疲れないのかな？」 

と感じるほど、徹底して相手が成功するまで 
サポートし続けます。 

情報収集力、分析力、そして愛情。 

もし私が借金まみれで貧乏な状態に戻ったら 
迷わず康大さんを師匠と仰ぎ、彼から学びます。 

「こんな素晴らしい人間がまだ日本にいたんだ！」 

と感動すると共に、必ずあなたの成功の 
キッカケになると信じています。 

村上むねつぐ 



必ず答えを出して 
解決に導いてくれます！ 

 

ジュイレラ砂月です。 

佐藤さんとは、ビジネスを一緒にやらせて頂いて 
いるのですが、もともとは、 
私のインターネットビジネスの塾の先生でした。 

彼に聞いて、一回も 
解決出来なかった問題はないくらい、 
知識が豊富で、何度質問しても嫌がらず、 
丁寧に教えて頂きました。 

先生のおかげで、 
私は初めてのインターネットビジネスにも関わらず、 
4ヶ月目で月収100万円を突破することが出来ました。 

今でも、困ってしまった時には、相談するのですが、 

必ず、答えを出して解決に導いてくれます！！！ 

本当に勉強家で、 
佐藤さんに聞いてわからないことが無いくらいです。 

でも、一緒にビジネスを 
やらせて貰っているだけでなく、 
通常から家族ぐるみでお付き合いさせて 
頂いているのでわかるのですが、 

並ならぬ、努力家です。 



一切、外にはそんな様子を見せませんが、 
殆ど1日じゅう仕事しているか、 
勉強しているかで、それ以外の事をしている姿を 
見たことが無いくらいです。 
（本当に食事中でも、音声聞いたりして勉強されてます） 

だからこその、この知識量だし、 
成功されてきたんだと思います。 

しかも、本当に佐藤さんは 
人が良くて、人情に厚く、 

稼げなくて困っている塾生さんがいれば、稼げるまで、 
色々な手法を出し惜しみせずに全て教えてくれます。 

特に、彼のマインドセットは素晴らしく、 
彼からその成功法則を学んだおかげで 
いち早く、私も成功できたのだと思います。 

私も含めて、多くの彼の生徒達は 
おかげで稼げるようになりました。 

まさに、救世主です！ 

今回の、この億万長者解体新書は 
そんな佐藤さんの全てと言っていいほどの内容です。 

救世主　佐藤さんの恩恵が受けれる絶好のチャンスなので、 
このチャンスを逃さず手に入れることをオススメいたします。 

ジュイレラ砂月 



価格は10万円でも安いと思います！ 

佐藤先生、こんばんは！ 
教材の感想を送らせて頂きたいと思います。 

「億万長者解体新書」について 
この著者である佐藤康大氏は、理念として 

「心と時間の自由を手に入れること」 

を提唱していらっしゃいます。 

多くの方は私も含め幼い頃から 
正しいお金の教育は受けておりません。 

そこで、お金に関するマインドセットを 
全て詰め込まれたのが 
この「億万長者解体新書です」 

健康を維持する事も 
お金に関するマインドセットと同様に 
心と時間の自由を求める人にとっては欠かせないものです。 

365あまりの項目があり、 
私は行き詰まったときに繰り返し 
読んで進むべき道を迷わずに突き進める 
現代の「バイブル」と位置づけています。 

人間力を高めると言う内容で、 
佐藤氏は次のように説かれています。 

「初対面の人への挨拶感謝の言葉気遣い.. 
　当たり前の事ですが、これが出来るだけでも、 あなたは、 



成功のキッカケを掴む可能性を グンと引き寄せることが出来ます。」  

皆さまにも人生のバイブルとなりうる 
この一冊をいつも身近に置いて 
確認し学んでいただきたいと思います。 

私もいつの間にかこの教えで  
「心と時間の自由を手に入れること」が 
出来ると確信しております。 

私の素晴らしいメンターの著書を 
多くの皆さまに推薦させていただきます。 

高野 絵美 

PS: 

価格は10万円でも安いと思いますが、 
販売価格は10,000円くらいかなと思いました。 

新約聖書ならぬ「億万長者解体新書」は 
億万長者への健全な指導書です。 

昔、ラテン語の辞書が7,000円以上した事があって 
2年間ずっと図書館で借りていました。 

新品だった辞書は2年後には膨れ上がってしまいました。 

ただ、残念な事はその知識がいかほども今の私の中に 
残っていない事です（笑） 

辞書やバイブルとはこのように 
常に必要なページを開いて使うものだと言う認識です。 



私のラテン語辞書と大きく違うのは、 
「億万長者解体新書」は 
確実に人を幸せに導くという事です。 

佐藤先生！素晴らしいです。 

メッセージにとても共感いたします！ 

 

「億万長者解体新書」を拝見いたしました。 

多くの人の役に立ちそうな 
素晴らしいコンテンツですね！ 

初心者の方でも取り組みやすいように、 
挫折しないように相手のことを考えられて 
作っているメッセージ集だと感じました 。 

特に今回、佐藤さんが提供されるコンテンツのテーマは、 

『人は、心も体も自由で健康でないと 
決して充実した人生、幸せな人生を手にすることができない』 

であり、これらの内容やメッセージにとても共感いたします。 

私も、小手先のテクニックではなくて、 
たとえ時間がかかったとしても、マインドセットを活用し、 

実践して、安定・継続的に 
稼ぎ続けられるノウハウをしっかりと身につけて、 
今後、多くの人たちに提供していきたいと考えています。 



この「億万長者解体新書」を、腑に落ちるまで 
何度でも、繰返し、繰り返し勉強もさせていただきます。 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

六田弘志（ロク） 

予想を大きく裏切られてしまいました… 

飯伏と申します。 

これから購入されるであろう 
あなたより先に”億万長者解体新書”読ませていただきました。 

何かネットビジネスのノウハウだと思って 
読み始めたのですが、予想を大きく裏切られてしまいました。 

この”億万長者解体新書”には 
ネットビジネスのノウハウはほぼ載っていません。 

しかし、 
人生を豊かに送るためのノウハウがいっぱい詰まってます。 

お金持ちになるためには、 
もちろん一生懸命仕事をして、稼ぐことも大事なのですが、 
それよりも大事なものが沢山あるということを思い知らされました。 

このマニュアルはホームレスから 
のし上がった佐藤さんだからこそ 
気づけたことが沢山書かれています。 

お金持ちになるという目標を持っている方には 



是非一度読んでいただきたいと思います。 

私も今後、きっといろんな問題にぶつかって 
挫けそうになることもあると思います。 

そんなときはこの教材を読み返し、奮起していこうと思います。 

飯伏 

教材の内容の一部を実践してオールA！ 
集中力も劇的に増加 

 

本書は、なんと200ページを超えるボリュームで、 

・健康 
・ビジネス 
・思想 

のありとあらゆる情報が記載されています。 

正直、驚きました。 
この値段でここまで書いて、佐藤さんは 
損をしないのですか？と…。 

しかし、 
それは間違った考えだということも、 
本書を見れば理解出来ます。 

あなたにとって大切なのは 
お金ですか？他のものですか？ 



それに必要なもの、方法が全て暴露されています。 

この中に記載されている健康方法を実践して 
約3週間ですが、劇的に集中力が上がりました。 

先日血液検査もしましたが、オールA！（笑） 
話がそれましたが、こうして効果を実感している 
人間もいるということです。 

仕事の習慣についても、参考にさせていただき 
実践中です。きっと健康のように成果が出るでしょう。 

佐藤さんのアドバイスは本当にためになります。 

ニートでうつ病な私が、運動のために外に出るように 
なり、薬を飲むのを忘れるくらい精神的に安定して 
来ているのは、やはり本書を読んだおかげでは… 

…と、信じております！ 

佐藤由希子 

村上様、高野様、六田様、飯伏様　佐藤様 
お声を頂き本当にありがとうございました。 

1日１読で、貧乏脳から金持ち脳へ 

あなたは、この『億万長者解体新書』 
毎日読み流していくだけで成功者への思考に 
変わっていくことを実感して頂けると思います。 



あなたは、ただ毎日１項目ずつ読み流すだけで、 
精神面、人生面、健康面、収入面を急激に変化させる 
キッカケを掴むことが出来ます。 

１万円であなたに提供しようと思いましたが、 
とにかく、あなたに成功のキッカケを掴んで欲しいので、 
ランチ１回分程度の費用でプレゼントしたいと思いました。 

しかし、ひょっとしたらまだ、私にそれだけのお金を 
払う価値がないと思っているかもしれませんし、 

あなたの大切なお金を、よく知りもしない人の教材に 
支払うことに抵抗を感じているかもしれませんね… 

それだと、あなたと対等（フェア）ではありませんので、 
少し私の話しをさせてください。 

正直言って、 

私は、金持ちが大嫌いでした! 

父の会社が銀行から口座を凍結されてしまい、 
１８歳の時に私は、ホームレスになりました。 

正確には、となりに住んでいた父親の後輩の家に預けられたのですが、 
そこで、嫌がらせやイジメに遭い私は、たまらず 
家を飛び出してしまいました。 

私の家は、長崎の田舎にある家で、父は建設業を営んでおり、 
兄弟３人と父と母の５人暮らしで裕福に暮らしていました。 

私は、私なりの人生設計をしており、 



大学に指定校推薦で進学をして、行政書士という職業を進みながら 
あわよくば歌手になりたい。という夢を描いていました。 

そんな矢先の出来事だったので、最初は実感が湧きませんでしたが、 
徐々にとんでもないことになったと思うようになりました。 

寝る場所は駅か公園、食べ物はゴミ箱 

個人店のパン屋さんに土下座をして、耳をもらい 
飲み物は、公園の水。マクドナルドの残飯や居酒屋のゴミ箱を 
漁っていると酷い場合は、水をかけられたりしました。 

あの頃の惨めな気持ちは、未だに拭い去ることが出来ません。 

「どうして、俺はこんな目に合っているんだろう。。。」 

と常に自問自答をしていく中で、周りの裕福な家や 
高級車がやたら私の目にちらつくようになり、 
心にナイフを刺すような痛みを感じるようになりました。 

親戚中にも見放され、友達にも言えず、 
被害妄想かもしれませんが、 

社会から「死ね」と言われている気分でした。 

高校生でしたので、黒い車が横切るたびに、 
ヤクザか、取り立て屋だと思い、構えてしまうなど、 
心が常に落ち着かない日々を過ごしていました。 

寝ている時も襲われて、殺される夢を見るようになり、 



人間不信、うつ病、パニック障害を 
併発する始末 

でした。 

私の心の逃げ場は、両親と社会と金持ちへの恨みしか 
ありませんでした… 

私は人から嫌われることに恐怖を感じる人間なので、 
こんな話をすると「あなたに嫌われてしまうんじゃないのか？」 
と思って怖くなってしまいます…　 

何しろ不特定多数の人に目に留まる場所でもあるので… 

ですが… 

素の私を話さないと、あなたとフェアではありませんので、 
勇気を出して、正直に続きをお話していこうと思います。 

当時は、両親を殺して、自分も死のうと思った時期もありましたが、 
それよりも腹の底から強烈な感情が沸騰してきました。 

１８歳のホームレス高校生の合言葉は 
「金持ちになって、世間を見返す！」 

これが、１８歳の私の合言葉でした。 

「お金がないから、こんな惨めな生活なんだ。」 
「お金があれば、こんな辛い思いをしなくていいんだ。」 



「結局世の中全てが金なんだ！」 

ずっと私は、そう思って怒りのパワーで乗り越えてきた気がします… 

当時のことを話すと、すごく長くなりますので、 
少し割愛させて頂きますが… 

私は、最終的に飲食店の職人さん（後の親友）に拾われ、 
その人のおかげで、トラウマや病気、家族や社会への恨みが 
消えていき、無事に卒業することが出来ました。 

学校は、高校３年生まで、学校の推薦をもらう度に 
優等生をしていましたので、半年分の学費を免除してもらったのです。 
（当時の担任の先生と保健室の先生には、本当に感謝をしております。） 

親友、先生のおかげで、 
私はトラウマや病気を乗り越え、道を外してしまうことなく、 
お金持ちになる方法を模索するようになります。 

高校を卒業した私は、２人の兄と夜逃げした両親を追いかけ 
東京に行くことにしました。 

東京一室のアパートで家庭内戦争が勃発 

今でこそ笑い話しですが、 

私がいない間に家族会議が行われ 
そこで大暴露大会になったらしく 
父が軽く浮気をしていたことが発覚しました。 

そんな父にブチ切れた母は、車のシートをビリビリにするなど、 



初めて怖い一面を表に出したのですが、 

私は、そんなことになったのも 
当時は「お金がないからだ。」と思っていました。 

完全にゼニゲバのような考えですね…　汗 

とりあえず、昔の家庭を取り戻すことを 
最初の目標に立てた私は、色んな仕事をし始めます。 

パチンコ屋、塗装、飲食店のバイト、警備員、 
ガソリンスタンドのバイト、パン屋、 
ミュージックバーの店員、派遣社員、、、 

とにかくお金になる 
あらゆる仕事をやってみました。 

バカで、単純な私は、芸能人になり、歌手になることで、 
昔の暖かい家庭と金持ちになることを目標にして、 
バイトで資金を貯めて、音楽活動をしていました。 

しかし、それも長くは続きませんでした。 

やってみてわかったのですが、音楽活動に 
そこまで情熱を持つことが出来ませんでした。 

度重なるバイトの転職、ギャンブル三昧、 
ニート生活、口先だけで行動力ゼロ 

人間のクズに成り下がる 



挙句の果てには、スロットに明け暮れて 
３ヶ月のニート生活までするようになり 
いくらホームレス生活で疲れていたとはいえ、 

「クズだな、、、」 

と自身への嫌悪感に心が痛くなる感じがしていました。 

また軽いうつ病を再発しました。 

この手紙をあなたに書いてて、自分に呆れてしまうくらいです。 

なんとか思いとどまりパン屋で働いていましたが、 
ふと親友に会いたくなり、長崎に一回帰りました。 

そこで、私は親友と寿司屋で働くようになります。 

寿司屋と言ってもサラリーマンでしたので、 
年に一回の昇給式だったのですが、 
私は改めて、社会の残酷さを思い知るようなります。 

約束破り、上がらない給料、 
ブラック企業体質の１６時間奴隷残業 

「一年間働いたり、仕事のスキルを上げれば、給料が上がる」 

と言われていたので、 
お金持ちへのキッカケになると思い、私なりに必死に働きました。 

夜中に忍び込み、包丁の練習をしたり、 
兄さん達の雑用を全部して、忙しい時は、毎日睡眠時間２時間で、 



死ぬ気で働いてきたつもりです。 

こんなことが出来たのも、励ましたり、心から信頼出来る 
親友の存在のおかげだったと思うのですが、 

どれだけ必死に何年働いても 
初任給の給料１５万円が上がることはありませんでした。 

過度のストレス、心療内科、嘔吐下痢 
心身ボロボロの日々の中で衝撃的な出逢い 

「いい加減にしろよ、コンチクショーが！」 

と煮えくり返る思いとは裏腹に自分の無力さに 
怒りで涙が出てくるようになりました。 

「こんなことをしていて、本当に金持ちになれるのだろうか。。。」 
「一体俺は何のために働いているんだ？」 

あまりのストレスに心療内科に行く始末になり、 
体調も下痢や嘔吐などを繰り返し、体もボロボロでした。 

そんな時にパソコン一台で出来る情報ビジネスを知ります。 

職場の知り合いが競艇の情報ビジネスで 
毎月１０万円の副業収入を稼いでいるのを目の当たりにしました。 

そこにピンときました。 

「これだ！！！」と、 



「人脈も学歴も何もない俺が成り上がるには、これしかない！」 

最高に興奮したのを覚えています。 

アフィリエイトや情報ビジネスのやり方が書かれている本を買ってきて、 
試しにブログというものを作って、商品を紹介したら、 
１記事目から、5,000円の売上が上がり、 

「なんて楽で最高のビジネスなんだ！」 

と感動を覚えた記憶があります。 

もちろん、そんな甘いものではなく、 
2年間、毎日2時間の睡眠で、起きている時間の全てを 
パソコンに注ぎ込み、魚の市場やトイレ、夜中にお店で 
ぶっ倒れるまでしても、もう報酬が上がることはありませんでした。 

そのかわり、あるものが秒速で増えていきました。 

借金が秒速で増加、カードはブラックリスト 
現実は、金持ちではなく借金大王 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅

もう最悪です。苦笑 

昔の暖かい家庭を取り戻すどころか、 
自分のクビを真綿で締める結果となっていました。 

クレジットカードもブラックリストになり、 
食費を切り詰め、月に一万円の家賃で生活する毎日に 
昔のトラウマが蘇るようでした。 



「また、ホームレスになるのかな、、、」 

強い恐怖が胸を苦しめました。 

もうあの時のような思いをするのは、こりごりでした… 

そんなある日のこと 
運命の巡りあわせなのかわかりませんが、 
私の人生で転機が起こります。 

憧れのメンターは動画の中！？ 
年収３０００万円の自殺未遂の元ヤクザ 

パソコンでメールを見たり、情報を探していた時に 
一人の男性の動画映像が目に留まり、 
映像を見るとその人は、 
年収３０００万円を稼ぐ、自殺未遂の元ヤクザの方でした。 

普通、元ヤクザと聞くと、引く人が多いと思いますが、 
興味本位で、一番最初の動画を見て話しを聞いた時、 

「この人だ！、この人に学べば間違いない！」 

となぜか直感で確信しました。 

「動画を見ただけで、知らない人をそこまで信用していいんですか？」 

と思われるかもしれませんが、 
正直当時の事は、よくわかりません。 



メールの件名は「ビクンビクン」 
エロ動画と勘違いさせられる 

中身のメッセージは、強烈かつ誠実 

メールボックスに届くのは、 
「美乳にぶっかけたい」とか「ビクンビクン」とか 
エロ動画の勧誘アダルトサイトと勘違いするくらい 

強烈で卑猥なメール、なのに中身は誠実という 
不思議な感じでした。 

ただ彼の話しには、誠実さを感じる不思議なパワーを 
感じていたのも事実。 

ただ、純粋に人として好きになっただけでした。 

ですが、私は彼のテクニックやマインドセットだけを 
叩き込むようにして、2年間音沙汰のなかったブログから 
10万円の利益を上げれるようになり、 

目に見えるような変化を起こすことが出来るようになりました。 

これがキッカケで、東京のインターネットマーケティング会社に 
就職をして、学んだことを活かし、 
小さな夢だった独立を果たすことが出来、 

今では、映像の中でしか見れなかったメンターや 
億万長者の方々と一緒に仕事をさせて頂けるようになりました。 

まだ色んなストーリーがあるのですが、 
また次の機会にお話しようと思います。 



この手紙をここまで読んでくれている、 
あなたにどうしても伝えたいことがあります。 

私は、恐らくですが、あなたより非道い状況でした。 
しかしだからこそ言えることがあります。 

この手紙をここまで読めているあなたでしたら、 

真っ白なキャンバスに 
あなたの理想の夢を描き実現も可能 

だということです。 

成功には、忍耐力も必要です。 
ここまで我慢強く手紙を読んでくれているあなたでしたら、大丈夫です。 

私が、ホームレス、借金まみれ、能なしの状態から、 
小さな夢を果たすことが出来たのは、 
「億万長者からの教え」を我慢強く愚直に守ってきたからです。 

これだけは自信を持っていえます。 

私の会社に電話をしてきても言えます。 

だからこそ、次はあなたの番だと 
声を大にしてお伝えしたいと思います。 

ひょっとしたら、 
あなたは昔の私よりひどい状態かもしれません。 



でも、白いキャンパスに好きな夢を描けるように、 

人は、いつでもどんな状態からでも 
やり直せることを私は知っています。 

あなたに必要なのは、ほんのちょっとした 
キッカケだけだと思っています。 

背中を押してくれる人がいれば、きっと昔の私のように 
ひとりぼっちでも、周囲から批判されようとも、 
きっと行動出来ますし、今の人生を変えることは 
可能だと思っています。 

何億もあるウェブサイトの中から、 
この手紙を見つけただけでも、なにかの導きです。 

あとは、ほんのちょっとした勇気だけだと思います。 

批判や恐怖を乗り越えて、小さな一歩を踏み出してください。 

億万長者が伝える「金持ちの本質」 
口先だけの詐欺師ではお話にならない 

上級階級の稼ぎの極意を伝承 

365個の『億万長者の教え』を読み流し、 
時間内の購入特典の私と資産家達との音声を聞き流すだけで、 
思考と行動に急激な変化が起こすことを可能にします。 

毎日読み流していくと、 



以下のような効果を感じられていくと思います。 

・迷った時のコンパスのような行動の指針となる。 

・腸内環境が整い、集中力と頭の回転が抜群に早くなる。 

・収入が突然2万円上がる 

・自分に自信が持てるようになる。 

・ビジネスに対しての恐怖がなくなる 

・いつの時代も変わらない不変的なビジネスの 
　原理原則を知ることが出来る 

等々、 

読み流しす続けた人にしかわかりませんが、 
読めば読むほど、聞けば聞くほど、 

あなたの脳は貧乏脳から、金持ち脳へと半強制的に 
変化されていくのが感じ取れるようになります。 

それは、感じるだけでなく、目に見える結果として 
起こるようになります。 

現実的に考えて、いきなりバラ色の人生にはなりませんが、 
一ヶ月、二ヶ月、三ヶ月と継続してバイブルとして 
読み流すだけで、一般常識の洗脳から解放され、 
成功者としての第一歩を踏み出すことが出来るようになるでしょう… 



不変的なビジネスの原理原則 
人生面、健康面、精神面、収入面 

流し読みで、資産億超え3人の金持ち脳と 
あなたの思考が強制的にジョイントされる 

現代の『お金のメカニズム』を解剖した 

億万長者解体新書 

～時代に左右されないお金の医学～ 
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その処方箋の内容を、ほんの少しだけ紹介すると、、、 

・日常を資産に変えるために、即日可能な行動とは？ 
購入後、すぐに取り組むことが出来る。普段の行動を収入と 
資産に変える技法を公開！ 

・副業を始めたり、新しい市場に入る時に外してはいけないポイントとは？ 
初めてビジネスを始める人は、このポイントを知らずに参入するので、 
過ちを犯してしまいます。すでにビジネスを持っている人でも 
このポイントを抑えておけば、新事業を行う時に失敗する確率を 
大幅に減らすことが可能になります！ 

・私達が必ず理解しておかなければならない人間の4つのタイプとは？ 



ビジネスとは、突き詰めると人間心理です。私達は、人間の本能や 
心理的な動きを理解する必要があります。大きく4つのタイプに分けました
ので、ここを意識するだけで、見込み客の反応を大きく変えることが出来る
でしょう… 

・8割は必ず過ちを犯している間違ったメールコピーの書き方とは？ 
あなたがメールマガジンやブログを書いているのでしたら、このライティン
グを抑えるだけで、見込み客の反応率を上げることが可能になります。 
知っているか知らないかで、大きく変わるメールコピーの極意を公開！ 

・行動出来ないジレンマを克服し、収入に結びつける思考法とは？ 
私達は、新しい行動を起こす時に、どうしても行動にブレーキがかかってし
まいます。そのジレンマを克服し収入に結びつける方法を暴露！ 

・見込み客の信頼残高を増やし続けるメールの黄金比とは？ 
メールマガジンの読者がいるのでしたら、この比率を守るだけで、 
読者の信頼残高を減らさずに、セールスをしてもあなたのファンで居続けて
くれることでしょう… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

億万長者の心理学を応用 
売上・人間関係・顧客信頼残高を倍増 

日常を宝の山へ瞬時に転換 

・お金に対するメンタルブロックを外すためのワーク方法 
日本人は、お金稼ぎ＝悪いことをしている人という思考が根付いています。 
この精神的なブロックを外すためのワーク方法を本書で公開！ 

・売上と収入をすぐに2倍にするテクニックを暴露 



この仕組を取り入れてないと、利益を確保するどころか、赤字が膨らむ可能
性が非常に高いです。今すぐこのテクニックを取り入れて、売上と利益を 
倍にしてください！ 

・一生涯のパートナーとなるメンターの見極め方とは？ 
私は、メンターと出会ったことで、人生が大きく激動しました。 
いいメンターを見つけると、人生面で大きな変化をあなたにもたらします。 
あなたの人生を変えるキッカケを作るメンター選びの法則を公開！ 

・ビジネスを始めるときに、スポットライトを当てるべき4つのポイント 
副業でも、起業でもビジネスを始める時に外してはいけないポイントがあり
ます。私はこのポイントを知らなかったために無駄な時間と労力を過ごして
しまいました…あなたは、私と同じ間違いを犯さないでください。 

・アイデアを現金に変えるお金持ちの思考法とは？ 
アイデアだけ浮かんでも、それをマネタイズすることが出来なければ、 
意味がありません。あなたの妄想を現金に変えるために必要な思考法を 
本書で、わかりやすく解説！ 

・カフェ、居酒屋、会食の場でビジネスヒントを得るためにあなたがしなけ
ればならないたった1つの行動とは？ー意外に感じるかもしれませんが、あ
なたが普段使っているところは、ビジネスにヒントが宝の山にように埋まっ
ています。本書で確認したら、あなたのアイデアリストにすぐに追加してく
ださい！ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

脳機能・肉体面・モチベーション 
進化の習慣　神経細胞レベルから 
お金持ちへとミラーニューロン 



・儲かるアイデアが湯水のように湧き出る行動パターンとは？ 
本書を読み流し、意識すればするほど、儲かるアイデアがドンドン溢れてく
るようになります。この行動パターンを取ることで、早くアイデアを実践し
たくで仕方なくなることでしょう… 

・毎朝飲むだけでエネルギーと力が湧いてくるSPドリンクとは？ 
このスペシャルドリンクを飲むだけで、力とヤル気がみなぎり、行動せずに 
いらなくなるくらい強烈なドリンクレシピを特別に公開します！ 

・集中力を高めてポジティブな気持ちにさせてくれる茶色の物質とは？ 
お腹が空いた時に、お菓子ではなく、本書で紹介する食べ物を食べるように 
してください。健康面、精神面であなたの体をサポートしてくれることでしょ
う… 

・見込み客が嫌うメールの事例を解説ー事例で紹介しているメールの書き方
をしてしまう起業家の方々が本当に多いです。今すぐ本書で学び見込み客に 
好かれるメールの書き方をマスターしてください！ 

・見込み客が大好物のコンテンツの作り方ーあなたのブログやメールやサイ
トを読まずにはいられなくしてしまうブログコンテンツの作り方を公開しま
す！この作り方をマスターすれば、コンテンツビジネスで、あなたの苦労と
かける労力は半減されることでしょう… 

・男性脳と女性脳ー男性と女性の脳の仕組みの違いを理解するだけで、 
あなたのコンテンツは、男女問わず読まれる内容に変貌を遂げてしまいます。
また、内容を理解することで、コミュニケーション能力までも向上！ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 



ネガティブな習慣と感情を駆逐 
お金持ちのAランクノウハウを 
ネット上から合法的に不正行為 

・飛躍的に興味性を高めてしまう言葉の組み合わせの事例ーある事を意識す
るだけで、平凡な文章からA級ライターへと進化を遂げてしまう意識すれば 
すぐに実践可能なコピーライティングテクニックを暴露！ 

・成功者から学ぶのはノウハウではなく●●です。 
多くの人は、成功者からノウハウだけ聞きたがります。それでも一時的な満
足や収入を得ることは可能ですが、本当に成功者が大事にしているのは、 
ノウハウやテクニックよりも●●です。すぐに本書で確認してください！ 

・稼いでいる人が、ノウハウを白日の下へ、さらけ出す瞬間… 
高額な塾や教材を買わなくても、お金持ちが全てのノウハウをさらけ出す 
ある瞬間があります。この事を知るだけで、無駄なお金と時間をかけずに 
稼いでいる人の収入アップノウハウを知ることが出来ます。 

・お金に対するネガティブな習慣を駆逐する方法 
習慣を変えるだけで、あなたをポジティブにも、ネガティブにもします。 
つまり悪い習慣と逆のことをすれば、あなたは成功するための習慣を 
知ることが出来ます。本書でネガティブな習慣をやっつける方法を公開！ 

・お金持ちになる基本原理ー原理原則を知ることで、どんな状態になって
も、再びお金持ちへと返り咲くことが出来ます。真のお金持ちから基本を学
び、あなたの生活レベルをアップしてください！ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 



思考停止状態からの脱出 
不変的なお金持ちの自然科学 
マネーサイエンティストの 

パワフルメソッド 

・これだけは外してはいけない億万長者の共通事項 
億万長者には、共通している事があります。こちらを確認して、自身のこと
を比べるだけでも、違いを理解出来るようになることでしょう… 

・あなたを思考停止状態に陥れる心の敵ー思考停止状態に陥ると失敗の原因
になってしまいます。人は見えないものに恐怖をする生き物なので、あなた
を成功から転落させる心の敵を知っておいてください。 

・肉体を簡単にパワフルにするための基本ステップー肉体が正常に機能しな
ければ、どんなに仕事が出来ても意味がありません。簡単に肉体をパワフル
にし、仕事も精神面も向上させてしまう基本ステップを暴露！ 

・ノウハウコレクターの自己嫌悪から抜け出す解決策 
あなたが、これまでたくさんの教材を購入してもうまくいかなかったのでし
たら、恐らくかなり強い自己嫌悪に陥ってしまっていることでしょう。 
私もあなたと同じでしたので、お気持ちはとても分かります。 
本書を読んで、今日限りその気持ちに終止符を打ってください！ 

・夢を叶える方法ー私もやっと最近気づいたのですが、夢を叶えることは 
とても簡単なことだったのです。見落としがちなこのシンプルな法則に気づ
いた時、夢を叶えることに抵抗がなくなり、最短距離で掴む道が見えてくる
ことでしょう… 



・新しい価値とアイデアを生み出す思考法ーあなたのアイデアをライバルよ
りも、強い商品にするためには、新しい付加価値をつける必要があります。
アイデアを新しい価値をミックスさせる技法を公開！ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

秘められた天賦の才を覚醒 
顧客とライバルを同時分析 

お金持ち教育バトンを次世代へ継承 

・ライバルから合法的にアイデアをを盗み、ビジネスに活かす方法 
行動していると、誰かと被ってしまったり、起きていない恐怖に怯えてしま
い行動にブレーキがかかることはよくあります。私もしょっちゅうありまし
た。この方法を取り入れることで、堂々とライバルのアイデアやテクニック
をパクることが出来るワザの購入者にだけ暴露！ 

・結果が出る人と結果がでないで失敗する人の特徴とは？ー両者の特徴を知
ることで、あなたのリスクをかなりの確率で軽減することが出来ます。 
そして、あなたが覚えたことは、ぜひ次の世代に伝えてください。億万長者
になりたい。あなたにはその義務があります。 

・ビジネスの売上が落ちぶれてしまうキッカケとは？ーあなたの売上と利益
が減ってしまうキッカケは、他の方にも共通していることです。このことを
知らないまま『ある事』をしてしまうと、あなたの売上も利益もみるみる減っ
ていってしまうことでしょう… 

・素早く失敗し、あなただけの天賦の才を見つける秘訣ー多くの人は、失敗
を非常に恐れてしまいます。この恐怖心を克服し、最短であなたの才能を見
出し、成功への道を歩むための秘訣を公開！ 



・どんなビジネスでも見込み客に焦点をあてるべき悩みの4つのタイプとは？
人間は常に悩みと欲望の塊です。そして、悩み、恐怖という感情は、 
もっとも人が解決したがるマグマのような起爆剤です。 
悩みの４つのタイプを知ることで、ヒアリング、コンサル、ビジネス、 
セミナービジネスなどに大きく役立つことでしょう… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

人体のフィーリングバランスを整調 
世界のお偉いさんの一部も実践 
１００円で入手可能な 
億万長者の時間管理ツール 

・あなたのヤル気スイッチを引き出すワークーどうしてもやる気が出ない時
は人間だから当然あります。あなたの心の奥底に眠ってしまったやる気を 
強制的に引き出すためのワーク法を公開します！これであなたがモチベーショ
ンで悩んでしまうことが、大幅に無くなることでしょう… 

・感情のバランスと行動のバランスを上手に取る方法 
全てはバランスです。行動力だけあっても、感情だけ高ぶっても、バランス
が上手にとれなければ、昔の私のように疲れ果ててしまいます。メンターか
ら教わった感情と行動バランスの取り方を伝授！ 

・見込み客の感情を揺り動かし、信頼と利益を伸ばす方法 
セールスが上手くいくかいかないかは、見込み客の感情をグルングルン動か
せるかどうかが『キモ』になります。顧客の感情トリガーを叩く方法を暴露！



・アメリカの大統領も実践！60分ルーティンワークーあなたも知っている有
名な大統領も実践していた最適な時間配分ををお伝えします。この方法を 
実践するのに必要なものは、100円均一で売られているキッチンタイマーの
みです！本書を購入したら、すぐにキッチンタイマーを購入しておいてくだ
さい！ 

・みなぎる自信を身につける方法ーうつ病に効果あり！腹の底から湧き出る
ような自信をつける方法について解説します。すぐに実践して、自信を手に
入れてください 

・億万長者の時間管理法とは？ー時間はこの世で唯一増えない資産です。 
こうやってあなたがスクロールする度に、１秒、１分、老化が進んでいるの
です。大統領も時間には逆らえないのです。１日２４時間を４８時間にして
しまう億万長者の時間管理法がついにベールを脱ぐ！ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

猜疑心の塊から信者へと変貌 
ファンタジーを現実へ変換させる 
億万長者願望達成システム 

・ドリームキラーをぶち殺し、成功への第一歩を踏み出す方法 
あなたの進化を妨げる周囲の邪魔者を排除し、成功への道を突き進むための 
ドリームキラー対策法を伝授します。本書に書かれていることを実践するだ
けで、成功者への第一歩を踏み出すことが可能になります。 

・集中力をあげることが出来ないのは、あなたの頭の中にあった！？ 
極限まで研ぎ澄まされた集中力を発揮することは、あなたの収入を加速させ
ます。集中力をアップし、周りの雑音を無音にしてしまう思考整理法を暴露 



・疑いを確信へと切り替えさせる唯一の手段とは？ 
１００％確信状態にならなければ、行動も思考も停止してしまいます。 
９９％ではなく、確信を１００％にするための唯一の手段を公開！ 

・巷の人たちが間違えている見込み客へのメッセージの伝え方 
情報を伝え方をほんの少し変えるだけで、見込み客の反応は、簡単に変化し
てしまいます。多くの一般大衆と億万長者の発信するメッセージの伝え方の
違いとは！？ 

・日常を儲けのヒントだらけにし、妄想とアイデアが湧き出る視点法 
日常の生活意識を、ほんの少し変えるだけで、ビジネスのアイデアに変えて
しまう視点変化メソッドをついに公開！ 

・あなたのビジネス・パートナーに気持よく協力してもらう方法 
ライバルを敵ではなく、あなたの強力なビジネス・パートナーに変えて 
進んで協力させてしまう方法とは？ 

・脳のブレーキを意図的に外し、潜在能力を強制的に引き出す方法 
私達は普段から『固定概念』というブレーキの中で生きています。 
あなたの脳に潜むストッパーを外し、秘められた天才的な能力を 
強制的に引き出させてしまう方法とは？ 

・理想のライフスタイルを手に入れるためのヴィジョンテクニック 
私達は、幸せになるために生まれたきたはずです。しかし、多くの人は、 
目先の収入や本来の意味を勘違いしてしまいます。本書で公開されている 
ワークを行うことで、あなたが本来求めている『幸せ』を視覚化させる 
方法とは？ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 



次世代のジャパニーズ・ドリーム哲学 
繊細な日本人のみに許された 
罪なテクニックの数々… 

・ジャパニーズ・ドリームを達成出来る奇跡のビジネスモデルとは？ 
リアルビジネスでは考えられない一般税理士が目を疑ってしまう粗利率が 
異常に高い現代社会最高峰のビジネスモデルを公開！ 

・あなたのUSP（強み）を引き出すフレームワーク思考法とは？ 
ライバルを差別化を図り、ある思考を取り入れるだけであなた独自の強みを 
引き出させてしまうフレームワーク法とは？ 

・悪用禁止！他人を天国にも、地獄にも落とすことが出来るスキル 
お願いですから、このスキルに目覚めたら悪用しないでください。 
あなたの心がけ次第で、他人を幸せにも不幸にも出来てしまう 
１億円スキルの一つとは！？ 

・シンプルに伝える技術ーテクノロジーハラスメントをしてはいけません。 
億万長者は、伝える能力にとても優れています。これは、テクニックの問題
ではなく意識の問題なのです。ちょっとした心がけであなたの伝える行為は、
多くの人を魅了し、ファン化させることが可能になります。 

・コンテンツを細分化！誰でも出来るシンプルなアプローチ法とは？ 
ブログやメールマガジンのコンテンツ・ビジネスで成功するためのテーマ分
解と融合法とは？　ターゲットの見込み客に感謝される情報を細分化するた
めのイージーアプローチテクニックを暴露！ 

・【号外】残酷な不治の病から自分も他人も救う体内浄化メソッド 
億万長者は、収入面よりも健康面にパワーとお金を使っています。誰でも簡
単に出来る１００円ショップで売っている道具とどこにでも売っている野菜
を使って、体内を浄化する浄化メソッドを公開！ 



他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

高額塾に反逆 
先祖伝来される億万長者の本質 

無駄な時間・情報・労力をスクリーニング 

・高額塾でも公開されていない億万長者の真髄とは？ー億万長者が 
ノウハウよりも大事にしている事があります。億万長者が億万長者で君臨し
続けることが出来る真髄を出来るだけシンプルな言葉で伝授！ 

・コアコンテンツを作成するための技法ーコアコンテンツとは、上辺だけで
はないあなたが心の底から本来伝えるべき内容のことです。このコアコンテ
ンツをしっかり作り上げることで、見込み客の共感を得られ、ファンが出来
てしまいます。その技法を暴露！ 

・無料で見込み客を自然獲得出来てしまう大手メディアの活用法 
見込み客を獲得するには、お金をかけるか時間をかけるしかありません。 
出来るだけ、無駄な労力をかけることなく、あなたの商品を必要としている 
ホットな見込み客をほったらかしで集める大手メディアの活用法を公開！ 

・次世代ビジネスモデル全体像ー驚異的な粗利率を誇る次世代のビジネスモ
デルの全体像を公開します。この全体像を理解した時、自分のビジネスを驚
異的に加速させるヒントを得ることが出来るようになることでしょう… 

・脳があなたを騙している事実ー私達の脳は、かなり影響されやすく騙され
やすい機能です。裏を返せば、いい方向に脳をコントロールすることも可能
です。本書でこの事実を知り、あなたの脳を億万長者へと導いてあげてくだ
さい。 



・無駄な『ゴミコンテンツ』を排除する方法ー不快に思われるかもしれませ
んが、見込み客は、「役に立たない、、、」と思った瞬間にあなたの元から
去っていきます。クレームを言うこともなく、黙って別れて、もうあなたの
元へ戻ることはなくなってしまいます。このような事態を防ぐために億万長
者から学んだ対策法を伝授！ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

９つの人間心理を探求 
顧客の感情をシンプル化 

行動停止状態→アクティブに転換 

・恐怖を克服し、収入アップへとつなげる行動メソッドー 
人間は、未体験、未経験のことに恐怖を感じてしまう生き物です。あなたが
進化を遂げるためには、この恐怖を克服することが第一歩になります。 
恐怖を克服し、精神面のレベルアップと行動力を高めるメソッドを公開！ 

・10秒で理解可能！見込み客の根底に眠る欲求とは？ー本書で公開されてい
る項目を見た瞬間に即座に納得させられてしまう人間の根底に眠る欲求を掲
載！この内容を知ることで、見込み客の問題を解決することがかなり楽にな
ることでしょう… 

・見込み客が満たしたい9つの感情ーあなたの見込み客が満たしたい９つの
感情を知ることで、アイデア、コンテンツ、情報発信に大いに役立ちます。 
この９つの感情メソッドは、必ず丸暗記するようにお願い致します… 

・5秒で実践可能！あなたの文章を強烈にする秘技ーあなたの文章を一瞬で
興味深い内容に変えてしまう方法を特別公開！内容を知れば、どんな人でも 
自分の文章をパワフルなメッセージに進化させることが可能になります。 



・店舗ビジネスに加えるだけで利益を1.3倍にする方法とは？ーあなたは 
店舗ビジネスをされていますか？この方法を加えることで、あなたの店舗ビ
ジネスの売上と利益が黙ったままでも上がってしまうビジネスモデルを合わ
せて公開致します。 

・見込み客をファン化する『感情理解メソッド』ーこの項目は丸暗記してく
ださい。見込み客の感情を理解することで、あなたの最初に商品、購入者だ
けに販売するバックエンド商品等々、何を見込み客に提供すればいいのか？ 
体系的に理解することが可能になります。「自分の商品が売れない、、、」 
こういった悩みから、すぐに解放されることでしょう… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

第三の目の秘密　サンゲイジング 
脳機能と活動時間を大量増加 

大企業御用達の『お金持ちテンプレート』

・興味性を飛躍的に上昇させてしまう『3つのトリガー』ーあなたに興味を
一切持っていない見込み客を反射的に振り向かせてしまう３つの感情トリガー
が存在します。このトリガーポイント抑えることで、興味性を飛躍的に 
上昇させることが出来るようになるでしょう… 

・衝動的にクリックさせてしまう3つのメールテンプレートーメールボック
スに届いた瞬間にクリックしてしまう３つのメールテンプレートを本書購入
者のだけに公開！否応なしにあなたのメールを読んでしまうテンプレートは 
暗記必須項目！ 



・【号外】2日で時差ボケを瞬間治癒！夜明けの太陽の秘密ー海外旅行は好
きですか？私がメンターに教わった時差ボケを解消させてしまう方法を記載
致しました。体内リズムを正常に戻す効果ががありますので、もう時差ボケ
に悩む日々とはおさらばです。 

・活動時間を極限まで増やす方法ー億万長者は、成功するまでに多くの活動
時間を費やしてきています。活動時間を増やすことで、一般人よりあなたの
成功確率を引き上げることが可能になります。成功者の時間管理法をマスター
し、あなたの活動時間を極限まで引き上げて収入をアップしてください！ 

・大企業も使っているお金持ちテンプレート『６つのメソッド』暴露！ 
成功者のお金儲けは、このテンプレートの繰り返しです。ただ真似をするだ
けで、あなたの収入をアップさせることを可能にします。全てのビジネスに
応用出来る『お金持ちテンプレート』の内容を暴露！ 

・世界的投資家が伝えている『お金持ちになる2つのルール』ーお金持ちに
はお金持ちのルールがあります。多くの人は、このルールの存在すら知るこ
とはありません。すぐに本書を手に取ってこのルールを取り入れてください！

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

非道徳なストーリーフォーミュラー 
メンタ－直伝！ 

真の億万長者マインドセット 

・読み手を強烈に引き込む『物語の力』ー物語は人の感情を麻痺させてしま
う効果があります。この物語メソッドを本書で公開！自分のビジネスにこの
物語メソッドをすぐに活用してください！ 



・30日で人生を改善させてしまう億万長者マインドセットー本書の項目を脊
髄に叩きこむことで、人生の進化を遂げてしまう可能性がある億万長者マイ
ンドセットを本書に掲載！騙されたと思って、３０日間読み流し、日常生活
の意識に変化を与えてください！ 

・従業員マインドセットは捨てろ！起業家マインドセットを持て！ーこのマ
インドセットが染み付いた瞬間に、人間力が高まり、成功する要素を増やす
ことが可能になります。今すぐ一般大衆から抜け出し、成功者への道を 
突き進んでください！ 

・京セラの稲森会長が伝えている3つの重要バランスとは？ーJALを再建し
た稲森会長が重要視している３つのバランスがあります。このポイントを抑
えることで、ビジネスにおける大事なことを理解出来るようになることでしょ
う… 

・マヌケコンサルタント脱出メソッドー巷のエセコンサルタントに騙されな
いでください。真の億万長者の思考に触れて、今すぐ真のコンサルタントへ
と進化を遂げて、あなたの見込み客を成功へと導いてあげてください… 

・アフィリエイトで売るたった2つのポイントーあなたは、アフィリエイト
をしていますか？インターネットで流行りのこのビジネスモデルで成果を上
げるためには、この２つのポイントを必ず抑える必要があります。 
アフィリエイトで悩んでいるのでしたら、すぐにこの２つだけは抑えておい
てください… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

副作用のリスクゼロ 
ポテンシャルリミッターロック解除法 
億万長者のサムライスピリット 



・人から愛し愛される心のあり方とは？ー『本物の愛』を知ることで、人生
面、精神面で進化を遂げ、気がつけば、仕事にも困ることもなくなり収入を
アップさせることが可能になります。億万長者の心の在り方に触れてみてく
ださい… 

・成功すれば、大金が舞い込むニッチ産業とは？ーニッチの本当の意味を知
らない起業家があまりにも多すぎます。ニッチの本当の意味を知り、銀行口
座に大量の現金をプールしてください。 

・お客様に好かれる『余計なおせっかい』の秘密ーおせっかいには、良いお
せっかいと嫌われるおせっかいの２つがあります。お客様に好かれる正しい
方法を知り、あなたの信者へと変貌させる秘密を公開！ 

・限界値を突破！　絶妙な究極鍛錬法ー私達の脳は、日頃力を抑えていま
す。この方法を知れば秘められた能力をより伸ばし、あなたの限界を突破す
ることが可能になります。億万長者が知らずに行っていた究極の鍛錬法とは？

・成功の掛け算方式ー成功はあるかけ算の元に成り立っています。日頃から
この方程式を意識して、仕事に励むことで、あなたの成功をグッと引き寄せ
ることが出来るようになるでしょう… 

・ドーパミンを瞬間的に引き出すモチベーション対処法ーどうしてもやる気
が起きない時の応急処置法です。この方法を３分から５分実践すれば、モチ
ベーションダウンの解決になり、思考と行動が停止することを回避出来ます！

夢と目標をナチュラルに達成 
億万長者１億円スキル・引き寄せの法則 

・目的、夢、ゴールを達成する『GPAの法則』ー億万長者が日頃から意識し
ているこの法則を知ることで、なんなく自分の目標を達成してしまうことが



可能になります。自分のゴールが見えていないことに悩んでいるのでしたら、
今日限り、その問題は解消されてしまうことでしょう… 

・印税収入を獲得するための2ステップ公開！ー自動販売機、本等の不労所
得を可能にしてしまう２ステップを本書で暴露！楽な道ではありませんが、
この２ステップを意識して、あなただけの印税収入を獲得してください！ 

・3つの１億円スキルとは？ーこの３つをマスターすれば、あなたの収入が
上がらない理由は、消滅してしまうことでしょう… 
成功者が常日頃磨いている３つの一億円スキルを暴露！ 

・神経細胞レベルで成功を引き寄せるメソッドとは？ 
イタリアのパルマ大学によって発見されたミラーニューロンを活用すること
で、あなたの成功は、面白いように自然に引き寄せられていきます。 
逆にこの存在を無視すれば、一生貧乏脳のまま過ごすことになる可能性大！ 

・見込み客には『弱みを見せる』その理由とは？ー人間というものは見栄を
張ってしまう生き物です。しかし、成功者は『弱み』を武器に多くの大衆を
引き寄せています。『弱みがあなたの武器になる』その理由とは？ 

・インフォビジネス14（フォーティーン）ーインターネットビジネスには、 
１４種類がメインになります。あなたの知識、経験で出来るものがこの中か
ら必ず見つけ出すことが出来ます。見つけ出したら、１００％それだけに集
中することで、収入アップを実現させてしまうことでしょう… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

パストアファメーションTMの極意 
億万長者資産ランキング公開！ 
不健康ともサヨウナラ 



・過去を洗い、見込み客を理解するパストアファメーションTM 
自分の過去を洗い出すパストアファメーションTMというテクニックがありま
す。このテクニックを活用して、あなたの見込み客の理解スピードを上昇さ
せてください！ 

・脊髄に染み込ませないといけない3つの原則ーこの３つの原則を心の底か
ら理解し、染み込ませた時、あなたは、莫大な資産を手に入れる可能性があ
ります。暗記必須科目なので、本書を購入後、すぐに確認してください！ 

・100％行動しない見込み客を行動させてしまう方法ー「見込み客は読まな
い、信じない、行動しない」有名な３つのNOというものがあります。 
最後の難関である『行動』をさせてしまうメソッドを公開！ 

・億万長者から学んだコピーライティングの真髄ーコピーを書けば億を作り
上げる私のメンターから教わったコピーライティングの真髄を特別に掲載す
る許可を頂きました。あなたが、文章で悩んでいるのでしたら、この項目を
紙に書いて、すぐにパソコンに貼り付けることをオススメします。 

・【号外】『痔』『肌荒れ』『便秘』に別れの挨拶…ー恥ずかしがらないで
答えてください。もし、あなたが上記の項目に悩んでいるのでしたら、すぐ
にこの方法を実践してください。ちなみに私は、下痢と便秘に悩んでいまし
たが、この方法を取り入れ問題を解決出来ました… 

・お金儲けより大切な３つの資産ーお金が全てだと思っていませんか？ 
億万長者がお金稼ぎより大事にしている『３つの資産』があります。 
お金儲けより重要な３つの資産ランキングとは？ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 



成功回避不可能システム 
プロ使用の合法カンニングペーパーで 

お金と信頼を吸引 

・大きな志よりも救うのは目の前の人ーあなたには、死んで助けたい大切な
人はいますか？多くの人は、大きな志ばかり夢見て、本当に大事なものを見
過ごしてしまっています。本書を読み、今あなたがやるべきことを再確認し
てください。 

・顧客の興味と信頼を一気に惹きつける方法ー顧客の興味を信頼を同時に手
に入れてしまう方法があります。この要素をビジネスに取り入れるだけで、 
顧客の興味も信頼を同時に勝ち取ってしまうことが容易になることでしょう
… 
・プロは必ず使っている合法カンニングペーパーとは？ー賢いビジネスマン
は必ずと言っていいほど使っているカンニングペーパーの存在を知っていま
すか？もし、あなたがこの存在を知らないのでしたら、ビジネスの進行を楽
にさせてしまうことでしょう… 

・成功回避を不可能にするシステムの作り方とは？ーあなたの成功を妨げて
しまうものを排除して、成功以外の道しか作れなくなるメンターから学んだ 
強烈な成功システムを白日のもとにさらけ出します！ 

・コピーライターは、ライターではない！ーコピーライターを単なる物書き
だと思っていませんか？　もしこの真実を知らないままでしたら、あなたは、
一生B級コピーライターのままで負け犬になってしまいます…それだけは回
避してください！ 

・人間は、●●の集合体である。ーこの仕組みを理解することで、日常の見
え方が大きく変化し、あらゆることがあなたの脳のデーターベースとして、 
貯まっていき、ビジネスのヒントになることでしょう… 



他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

言葉の力でネガティブ細胞から進化 
億万長者の成功習慣と 
スピード情報収集の秘訣 

・成功を手に入れるために意識するたった1つの習慣とは？ー今の現状から
抜け出す方法は意外と簡単です。日常の習慣を変えるだけで、大なり小なり
の進化をあなたのもたらします。億万長者が行っているたった一つの習慣を 
取り入れることで、私の人生を動き出しました。成功者が行っている 
たった１つの習慣を本書で公開！ 

・見込み客にリサーチする時の3つのテンプレートとは？ーリサーチ、アン
ケートは、宝の山です。見込み客に快くアンケートに答えてもらい悩みと欲
求を引き出しリサーチ法を内部公開！ 

・最も顧客に信頼してもらう手段とは？ー見込み客に最初の信頼を得てもら
う方法があります。これを意識するだけでその他大勢よりも一歩抜け出すこ
とが出来ます。最短で見込み客の信頼を勝ち取ってしまう手段を公表！ 

・人生を大幅に進化させる言葉の習慣ーフルーツのりんごに綺麗な言葉と 
汚い言葉をかけたテストがあります。言葉というものは、細胞レベルで食べ
物にも人間にも全ての生物に影響を与えてしまうのです。言葉の習慣を変え
て、あなたの人生を飛躍的に進化させてください！ 

・ネガティブなセルフイメージを変化させる方法とは？ーセルフイメージと
は、ミックスジュースであり、あなたの今までの経験と環境に大きく影響さ
れて出来上がったものです。もし、あなたがネガティブなセルフイメージを
お持ちでしたら、本書で公開されているメソッドを活用して、すぐに脱出し
てください！ 



・役立つ情報収集4つのメソッド！ー情報収集は全てのビジネスに必要なも
のになります。効率の良いリサーチ法を知るだけで、あなたのビジネスを加
速させます。やり方が分からず困っているのでしたら、本書の内容であなた
の悩みはすぐに解決することでしょう… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

太古の時代より存在　３つの脳の秘密 
強靭な集中力・タフなマインド同時獲得
億万長者成功脳を解き明かす！ 

・顧客の理解を深める３つの交尾法ー見込み客の理解を深めるためには、３
つの交尾が必要になります。億万長者から学んだ見込み客の理解を深める 
３つの交尾法を暴露！ 

・商品特徴リサーチ6つのメソッドとは？ー多くの人があまり行っていない 
リサーチに商品がないのは、ご存知でしたか？あなたの商品、クライアント
の商品を求めている人をあぶり出す６つのメソッドを内部公開！ 

・原始時代から変わらない3つの脳ー太古から変わらない人間の脳を理解す
ることで、人間理解を深めることを可能にする３つの脳…このメソッドを理
解した瞬間に私のビジネスは、飛躍的に楽になりました。オフラインにもオ
ンラインにも応用可能なこの知識を仕入れることを強くオススメします！ 

・成功するために手に入れるべき脳とは？ーあなたが成功するために必ず手
に入れなければならない脳があります。あなたが心の底から成功を望むので
したら、この成功脳は必ず理解しておいてください。 



・強烈な集中力を叩き出す３つのステップとは？ー仕事のクオリティーと収
入をアップする方法を知りたいですか？なら、このパートは必ずあなたのお
役に立てると思います。タフで長時間持続出来る集中力を手に入れるための
３つのステップとは？ 

・人間の進化が終わる瞬間とは？ーあなたの成長と思考が停止する時は、こ
の感情に支配された時です。逆を言えば、この事実を知ることであなたの成
長が止まってしまうことはなくなってしまうことでしょう… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

３分（１８０秒）でネガティブ→ポジティブ 
Cランク→Aランク　セールスレター上達法 

見込み客理解スポットライト４と 
失敗恐怖の克服法 

・究極の鍛錬から学ぶ『3倍努力』ー究極の鍛錬という本があります。世界
中の成功者が知らず、知らずのうちに行っていた３倍努力の真実とは？ 

・コピーを書くうえで、必ず写経すべき3つのセールスレターとは？本書を手
に入れた方にだけ暴露する３つの模範セールスレターがあります。この３つ
のセールスレターをパソコン、ノートに書き写すだけであなたの文章力は、 
大きな進化を遂げてしまうことでしょう… 

・3分で強制的にポジティブになれる方法を公開！ー３分でポジティブに
なってしまう方法を知りたいですか？この方法を知れば、ネガティブになっ
てしまう自己嫌悪から解放されることでしょう…　特に仕事始めの憂鬱さに
かられている時がオススメです！ 



・失敗するなら、素早く失敗しろ！　失敗の極意ーあなたは失敗することに 
恐怖を感じていませんか？失敗が怖いですか？安心してください。このパー
トを読むことで、解決策がわかり、むしろ失敗をすればするほど成功を引き
寄せることが出来るようになるでしょう… 

・起業家、ビジネスマンの仕事とは？ーこのマインドセットは、頭に叩き込
んでください。このマインドセットが腑に落ちた時、あなたのビジネスは加
速します。年収３０００万の起業家が億万長者に成り上がったマインドセッ
トを公開！ 

・仕事で成功するために焦点をあてるべき４つのポイントー仕事で成功した
いですか？それならこの４つのポイントを抑えておいてください。あなたが
どんな仕事をこれから始めるにしても抑えるべき４つのポイントとは？ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

メンター直伝！４つの学習タイプ 
モチベーションアップシート 
初心者マインド脱却法で問題克服 

・やる気スイッチを引き出すクエスチョンシートーやる気がでなくて悩んで
いるのでしたら、この本書に記載されているクエスチョンシートを活用して
ください。シートを見る度にやる気が腹の底から湧き出るようになり、 
もうモチベーションで悩むことなど無くなることでしょう… 

・見込み客の引き金を引く感情リスト作成方法ー見込み客の興味を引き、 
信頼され、行動を促すために必要なのは、感情を刺激してあげることです。 
そこで、日々のチェックシートとして、感情リストを作成する必要がありま
す。このリストを眺めるだけで見込み客の深層心理に入ることが可能になる
ことでしょう… 



・最高の提供方法　４つの学習タイプとは？ー全ての人間に当てはまる４つ
のタイプがあります。本書に記載されている４つの学習タイプの順番に話し
たり、コンテンツを作ることであなたのコンテンツは、見込み客にとって素
晴らしいコンテンツになってしまいます。暗記必須科目！ 

・即日実践可能！腸内洗浄ノウハウ３つのステップー病気の原因のほとんど
が腸内環境から来ている事実をご存知でしたか？本書を手に入れた翌日から
実践可能な手軽に出来る腸内環境メソッドを暴露！ 

・９７％問題解決法ー問題を解決することに難しさを感じているのでした
ら、簡単に解決出来るシンプルな方法を授けたいと思います。 
あまりに簡単で拍子抜けするかもしれませんが、ほとんどの人が気づいてい
ないし、出来ていない問題解決法です… 

・初心者マインドから抜け出す思考法とは？ー初心者マインドでいる限りあ
なたの成功は遠のいて一生貧乏のままでいる可能性が高くなってしまいます。
本書を手に入れて初心者マインドから脱出出来る方法を知ることで成功を引
き寄せてください！ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

９７％初心者脱出 
コンテンツ連想ゲーム 

９ステップで次世代ビジネス瞬時理解 

・９７％の初心者がやってしまっている情報発信の過ちー恐らくですが、ほ
とんどの初心者はこれをやっちゃっています。もし、情報発信に不安を感じ



ているのでしたら、すぐに本書を手にとってご覧ください。あなたの情報発
信に自信と勇気を与える内容がシンプルにまとめられています。 

・連想ゲームでコンテンツを作り出す思考法とは？ー連想ゲームや妄想は好
きですか？サイトコンテンツの目次や教材を作成する時などに大いに役立つ 
連想ゲーム法を伝授します。このクセを身につけることで、色んな場面で応
用出来るようになりますので、あなたのコンテンツ作成が加速します！ 

・初心者でもすぐに情報発信者になれるツールを公開！ーもしあなたがイン
ターネットでの情報発信をしたことがないのでしたら、無料で使える様々な
ツールや使い方をステップ・バイ・ステップでお伝えします。「どんなサー
ビスを使えばいいのか分からない…」その悩みが一瞬で解決してしまいます！

・インスタントセールスレター作成法とは？ー販売ページを作成したことが
ないのでしたら本書に掲載されているステップに従ってセールスレターを作
成してみてください。簡単にお伝えしていますが、恐らくあなたのバイブル
となり、無駄な時間や迷いを消してしまうものになります。 

・情報ビジネスを始める９つのステップー情報ビジネスに興味があります
か？分かりました…それでしたら、本書で公開している９つのステップを踏
んでください。情報ビジネスを始める手順を簡単にですが、 
ステップ・バイ・ステップで公開しています。 

・頑張るだけが全てと思っていませんか？ー頑張ることは素晴らしいことで
すが、頑張りすぎて疲れていませんか？あなたの心の拠り所となる感情バラ
ンスを整える思考法についてお伝え致します… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 



１ステップビジネス合否判断 
見込み客の深層心理へ入る 

紙に上で実践可能なエクササイズ 

・ビジネスの合否を判断する。たった１つの材料ービジネスの成功を判断す
る材料は、たった１つだけです。見落としがちな項目なので、今一度確認し
てください。私のメンターは、基本ここだけにしかフォーカスをあてていま
せん。 

・人間の欲望は●●です。ーこの事実を知ることで、あなたのビジネスが無
限大の可能性を秘めていることに嫌でも気がついてしまうことでしょう… 

・あなたが成長すればするほど稼げてしまうビジネスモデルー高い向上心を
お持ちのあなたでしたら、やる気がビンビンに湧き出ることでしょう… 
学習意欲が高い人なら成功の確率が大幅に上がってしまうビジネスモデルを
暴露！ 

・見込み客に提供するのは、商品ではない！●●である…ーあなたの見込み
客は、本当にあなたの商品を欲しがっているのでしょうか？実は、見込み客
が本当に欲しがっているものは、商品ではなく違うものなのです。常にこの
内容を頭にいれておいてください。 

・人生を激変させるメンターの選び方とは？ーメンター選びが人生を変え
る。という言葉を勉強熱心なあなたでしたら、ひょっとしたら聞いたことが
あるかもしれませんね。ただしメンター選びを間違えると遠回りしてしまう
可能性があります。メンター選びを間違えない最強のパートナーシップを組
むことが出来るメンターの正しい選び方とは？ 

・ビジネスマンの最重要事項！見込み客の現実とは？ーこの内容を腑に落ち
るまで何度も読み返してください。見込み客の現実を知らなければ、 



どんなに素晴らしい商品を持っていても良いセールスレターを書いてもあな
たの収入をあげることは出来ません。見込み客の現実に入るエクササイズを
公開します！ 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

８つの欲望と３つの要素 
スピリチュアルメソッドで 
理想のライフスタイルを謳歌 

【未公開購入者限定ナンバー付き】 

・人が本能的に手に入れたい８つの欲望とは？ー原始時代から人間の本能が
変わることはありません。８つの欲望を知ることであなたの商品が見込み客
のどの欲望を満たしているのか？リサーチすることが可能になります。 

・キャッチコピーにいれるべき３つの要素ーキャッチコピーは、セールスレ
ターを読んでもらうために非常に重要なパーツになります。相手の興味をそ
そるキャッチコピーを書くために入れるべき『３つの要素』を公開！ 

・言葉ベタの克服法とは？ーあなたは口下手ですか？もしあなたが口下手で 
相手に伝えたいことを伝えきれず、恥ずかしい経験をしたことがあるのでし
たら、本書に記載しているこのパートを読むことで、そのトラウマを解消す
ることが出来るでしょう… 

・すぐにキレない方法ー短気は確実にあなたの失敗を引き寄せてしまいま
す。成功を引き寄せるためには、自分の感情をコントロールすることも重要
な要素になります。感情のコントロール方法を本書で公開します！ 



・あなたが求めている【心の声】を聞く方法ーあなたが本当にやりたいこと
は、心の声に耳を傾けることでわかるようになります。あなたが本当に心か
ら求めていることを理解し、許してあげることで求めている成功や幸せを掴
むキッカケになることでしょう… 

・コンサルタント最強の質問とは？ーもし、あなたがコンサルタントの仕事
をしているのでしたら、この質問は必ずクライアントに聞いてください。 
コンサルタントがクライアントに必ず聞かなければならない質問です。 

・【未公開】購入者限定ナンバーー本書を購入してくれた方だけにお伝えす
るビジネスで最も重要なことをお伝えします。巷のネット起業家の方々は、
ここの部分が抜けていることが非常に多いです。成功者のみならず多くの人
に愛されるポイントにもなりますので、本書の最後にじっくりご覧ください。
必ずあなたの成功のヒントになることでしょう… 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密やメリットを公開… 

さらに今回、時間内に『億万長者解体新書』を手に入れた方々には、 
もれなく３つの特典を”特別に無料”でプレゼントすることにしました。 

特典Number1 

億の資産を一代で築いた億万長者１人目 
村上むねつぐさんとの対談音声 
その価値プライスレス（時間内の購入に限り無料） 

私の尊敬する友人でありメンターでもある村上むねつぐ
さんとの 
対談音声になります。今回『億万長者解体新書』の参加者の方だけに 
特別に配布することを許可して頂きました。 



コピーを書けば、億を超える売上をたたき出し、多くの起業家の憧れの 
存在でもある彼に『成功の極意』についてお話して頂きましたので、 
この貴重な音声は必ず手に入れて聞くようにしてください。 
（３０分ほどの音声になります。） 
＊時間内購入者専用のページでお渡ししております。 

特典Number2 

街単位で資産を持つ億万長者２人目 
雷神M氏との対談音声 
その価値プライスレス（時間内の購入に限り無料） 

私の尊敬する友人の一人でもあり、プライベートでも 
お世話になっているM氏さんとの対談音声になります。 

これまでリアルビジネスで２０以上の業種を経験し、 
大量の不動産等の資産を持つ億万長者の方です。 

仕事も一緒にさせて頂いているビジネスパートナーの一人でもあります。 

名前を出さない条件で了承して頂きましたので、 
音声のみになりますが、かなり貴重な音声になりますので、 
こちらも合わせてお聞きください。（３０分ほどの音声になります。） 
＊時間内購入者専用のページでお渡ししております。 

特典Number3 



口先だけで資産を手に入れた億万長者３人目 
風神A氏との対談音声 
その価値プライスレス（時間内の購入に限り無料） 

私の尊敬する友人の一人でもあり、プライベートでも 
お世話になっているA氏さんとの対談音声になります。 

会話だけで、某大手通信会社の営業３年連続全国ナンバーワン 
誰もが知っている某有名バンドのITコンサルなど成功へと導いてきた 
実績は数知れず、さらに数十億の社長令嬢との逆タマ結婚に成功 

仕事も一緒にさせて頂いているパートナーの一人でもあります。 

名前を出さない条件で了承して頂きましたので、 
音声のみになりますが、かなり貴重な音声になりますので、 
こちらも合わせてお聞きください。（３０分ほどの音声になります。） 
＊時間内購入者専用のページでお渡ししております。 

特典Number4 

参加者を優しくホームケア… 
フォローメールマガジンにご招待 

その価値プライスレス（無料） 

『億万長者解体新書』を手に入れて頂ければ 
私が発行しているメールマガジンの『リッチマガジン』にご招待致します。 

こちらのメールマガジンでは、億万長者解体新書にも記載していない 
健康、ハーブ、旅の話しや当然ビジネス面で役立つ有料級の内容を 



盛り込んだメールをお送りさせて頂きます。 
＊購入者専用のページでご案内 

特典Number5 

参加者のみ入室を許可された 
億万長者解体新書：購入ページへの招待 

その価値プライスレス（無料） 

『億万長者解体新書』の参加者の方だけにご案内する 
購入者限定ページへとご招待します。 

購入者の方にしかご案内していないページになりますので、 
この秘密のページのパスワードは、 
あなただけのものになりますので大事に保管しておいてください。 
＊購入者専用のページでご案内 

特典Number6 

タダで成功するチャンス到来！？ 
新教材モニター参加権利 

その価値プライスレス（無料） 

『億万長者解体新書』を手にしたあなたとは、 
お互いの成功のために切磋琢磨出来る仲間になりたいと思っています。 
なので、今後、私が販売する教材やプロモーション等を行う際の 



モニターとして、参加出来る権利をお付けしたいと思います。 
モニター応募の際は、抽選になりますが価値の高いコンテンツへの参加が 
無料になるチャンスにもなりますので、 

その際は、チャンスを逃さないようにしてください。 
募集はメールマガジンを通じて行いますので、 
メールの方も見逃さないようにしてください。 
＊購入者専用のページ、またメールでご案内 

不変的なビジネスの原理原則 
人生面、健康面、精神面、収入面 

流し読みで、資産億超え3人の金持ち脳と 
あなたの思考が強制的にジョイントされる 

現代の『お金のメカニズム』を解剖した 

億万長者解体新書 

～時代に左右されないお金の医学～ 

本書を手に入れたその瞬間から 

特典Number1　村上むねつぐ×佐藤　対談音声 
その価値プライスレス（無料） 



特典Number2　億万長者M氏×佐藤　対談音声 
その価値プライスレス（無料） 

特典Number3　億万長者A氏×佐藤　対談音声 
その価値プライスレス（無料） 

特典Number4　フォローメールマガジン参加 
その価値プライスレス（無料） 

特典Number5　購入者限定ページ 
その価値プライスレス（無料） 

特典Number6　新教材モニター参加権利 
その価値プライスレス（無料） 

これらの特典をまとめて受け取ることが出来ます。 



億万長者解体新書と特典音声を 
同時に受け取るのは、非常に簡単です。 
時間内に、参加ボタンをクリックして頂き 
私に1,000円のお布施を頂ければ 
速やかに購入者限定ページへとご案内をし、 
全ての特典付きで億万長者解体新書をお渡し致します。 

そのために必要な時間は、わずか５分（300秒）程度になります。 

重要なことなので、何度もお伝えしますが、 
時間内にわずか1,000円の投資をするだけで、 
億万長者の教えと現役で稼いでいる3人の音声を取得することが出来ます。 

明らかに一般書籍の価値を超えていることは、 
ご理解頂けると思います。 

あなたは違うと思いますが、ひょっとしたらこんなことを 
思う方もいるかもしれません… 

「どうして、そんな値段でお渡しするのですか？　 
　どうせ高額な商品をすぐに販売するつもりなんでしょう？　 
　上等じゃないですか。 

　興味本位で買ってみて、クソの役にも立たなければ、 
　すぐにブログのレビューサイトを使ってネットで叩いてあげます！」 

おっしゃるとおりです。 



私も早く億万長者になりたいです。 

私はお金が大好きなので、 
高額な商品を後ろで用意すると思います。 

そして、手に入れたお金で、大好きな人達と世界中を旅行しながら、 
ベントレーなどの高級車、プライベートジェット機を 
キャッシュで購入したり、ダイヤモンド、金、 
プラチナ、不動産などを購入し、資産を構築したいです。 

両親にも豪邸を建ててあげたいですし、 
将来は、美人な妻とロマンティックな甘い時を過ごしたり、 
子供の教育にも力をいれていきたいです。 

私のことを信頼してくれる会員さんだけを集めて、 
クルージングディナーやLIVEを開いたり、 
歌手デビューをしたり、やりたいことが多すぎます。 

大切な友人達にも様々な形で恩返しがしたいです。 

お金の亡者と言われても仕方がないと思っています。 

あなたから、絶大な信頼を得たいです。 

ですが、そのためには、まず、私があなたの結果を人生面で変え、 
収入をあげて頂き、あなたからの絶大な信頼を得ないと出来ないことです。 

「佐藤さんのセミナーでしたら、1000万払います！」 

とあなたに言わせるだけのものを 



これから提供していかないことには、そんなことは不可能です。 

あなたに私の高額な商品やセミナーを買ってもらい、 
より成長して進化して頂くためには、 

今のあなたを少しでも成功させて 
経済面で豊かになって頂かないといけないのです。 

もちろん、本書を手に入れて頂いた全員を 
成功させることなんて出来ないと思います。 

人それぞれ持っているリソース（人脈、スキル、環境）も違います。 
ひょっとしたら、あなたは成功出来ないかもしれません… 

しかし、 
裏を返せば、あなたにキッカケを作り、 
成功させることも出来ることも可能だということになります。 

そうすれば、お互いに裕福になれるので、 
とてもいい関係を築けると思いますし、本書を手にしたあなたと 
旅行に行ったり、居酒屋で酒でも飲みながら、バカ話をしたいです。 

恥ずかしいことも情けないことも 
さらけ出し、お互いに悲しみも、 

喜びも共有出来る仲間が欲しいです。 

だからこそ、本書をこの価格で公開することを決意しました。 

もし、この話しを聞いても私のことが胡散臭いとか、 
叩いてやるといった感情が芽生えるのでしたら、 



恐らくお互い不幸になるだけですので、 
すぐにサイトを閉じて頂ければと思います。 

返金保証といった王道的な保証もありません。 

買ったことを覚えてなくて、後からクレームの電話やメールを 
頂いても、不愉快です。（たまにいますので、） 

なので、今すぐ去ってください… 

それでも、まだ私の話しを聞いて頂けるのでしたら、 
このまま読み進めて頂ければと思います。 

… 

ありがとうございます。 

私の気持ちが伝わり、とても嬉しく思います。 

この、億万長者解体新書は、 

次世代へと引き継がれるバイブルであり 
私自身の遺書でもあります。 

私はこの億万長者解体新書を、自分の子供や孫はもちろん 
あなたの子供や孫、大切な友人にも手にとって欲しいと思って書きました。 

学校では教えてくれない億万長者の本質を 
ぜひ、あなたの手でバトンを渡して欲しいのです。 

次の世代へと繋げていくことで、小さな力は、やがて大きな力を生み 



運が良ければ、私が生きている間に日本への貢献となるかもしれません。 

私は18歳の時に、大変な後悔をしました。 

「もっとやりたいことをやれば良かった…」と、、、 

いつか年老いてこの世から無くなる時には、 
「俺の人生は、最高だった。またもう一度俺に生まれたい！」 

と言って旅立っていきたいです。 

待ちゆく人、電車の中を見渡すと 
覇気がない死んだ目をした人達… 

日本の街や電車に乗っていると死んだ目をした魚のような 
人たちばかりに見えて仕方がありません。 

覇気なし、小さい背中、、、 
そんな彼らを見ていると 
もどかしい衝動に駆られてしまいます。 

貧乏でも、自分の好きなことをして、 
イキイキとしている人の方が輝いています。 
＊もちろん、お金はあった方がいいのは、言うまでもありませんが… 

少なくとも、私の手紙をここまで読んでくれているあなたには、 
輝いて生きて、笑って死んで欲しいと思っています。 

人は、幸せになるために生きてきたのですから… 

話しが長くなりました。 



それでは、具体的な参加ステップについてお話します。 

時間がなくても、大丈夫です。 
5分（300秒）で申し込み完了 

します。 

何度も繰り返しお伝えしますが、 

億万長者解体新書は、時間内に申し込まなければ、 
3人の億万長者との対談音声は、ついてきません。 

私は行動が早い人が大好きなので、今すぐ参加を知らせてください。 

もし、時間が過ぎてしまった場合は、 

音声なしで教材とその他特典を渡す販売ページに 
切り替わってしまうことだけは、ご了承ください。 

すぐに参加する心の準備が整いましたら、 
この手紙の中にある【青い申し込み案内】をクリックしてください。 

もし、クリック出来なかった時のために、 
ボタンのすぐ下に、【参加はこちら】という 
テキストでのリンクを用意しておきます。 

この手紙の下部にありますので、 
そちらをを一回クリックしてください。 

すると専用のお申込みページが表示されます。 



参加するための選択肢は、2種類 

参加するための方法を二種類用意しております。 

1　クレジットカードでの参加（デビットカードでも可能） 

２　銀行振り込みでの参加 

になります。 

専用のお申込みページから、 
あなたのお名前とメールアドレス等の 
情報を記入して頂き、カードの方は、 
カード番号等もお間違えのないように入力してください。 

そして、確認するボタンをグッと一回マウスのボタンを 
押して頂きクリックしてください。 

無事にカードの認証が終われば、お申込み完了です。 

正常に終了すれば、お申込みのメールアドレスに 
１分以内に、確認メールが送信されます。 

メールには、本書を読むための情報や購入者専用ページに 
アクセス出来るパスワード情報が記載されておりますので、 

手順に従って、進んで頂ければと思います。 



購入者限定ページでしかお伝えしない 
最新アップデートニュースもプレゼント 

購入者限定ページでは、購入者の方にしか 
お伝えしない情報等も記載していったり、 
コメント欄の質問等に答えた音声や、 

ネット業界の稼ぎの情報や、 
最新の情報をお渡ししていきたいと思います。 

わざわざ特典にするつもりもありませんが、 
私を信じて、参加して頂いたあなたへのプレゼントだと 
思って頂ければと思います。 

本書があなたにとって、 

経済面、精神面、健康面、 
人生面に革命を起こすためのバイブル 

となることを心から願ってやみません。 

私のような、現役で億万長者でもない、元ホームレスの話しを 
ここまで最後まで聞いて頂き本当に感謝致します。 

あのゴミ箱の中を漁ってた時代から比べたら 
天と地ほどの差があります。 

あの時の残飯の味は、忘れることが出来ません… 

あなたにも、子供にも、友人達にも 
あのような思いをして欲しくありません。 



だからこそ、 
不変的なお金の原理原則を解き明かした 
億万長者の教えをあなたに伝えたかったのかもしれません… 

参加を決めた今日、この日から 
あなたの新しい誕生日になります。 

いずれにしても今日があなたの億万長者への第一歩となります。 
参加したその日があなたの新しい誕生日です。 

勇気を出して、一歩踏み出してくれた自分を褒めてください。 
そして、これからもよろしくお願い致します。 

こんな変わり者の私の手紙を最後まで読んで頂き 
本当にありがとうございます。 

そして、支えてくれたお客様、メンターを含む 
全ての人へ感謝をお伝え致します。 

最後まで付き合って頂きありがとうございました。 
これからもよろしくお願い致します。 



 

佐藤康大 

億万長者解体新書の参加フォームはこちらをクリック 

参加はこちら 

追伸１：　何度も、何度もしつこくて申し訳ありませんが、 

億万長者解体新書は、 
１００万円でも、１０万円でも、１万円でもありません。 

時間内に参加を決めて頂けたら 

http://portal-shopping.com/traking/groups/7066873/thanks/
http://portal-shopping.com/traking/groups/7066873/thanks/


PDFレポート２１８ページと３人の億万長者との対談音声を含む 
全ての特典を手に入れることが出来ます。 

一般書籍ではあり得ない内容となっています。 

本書の内容を読み飛ばしたなら、まだ間に合います。 

すぐに上の方に戻って頂き、内容を確認して、 
参加を私にお知らせして頂ければと思います。 

また、ご質問等ありましたら、購入者ページのお問い合わせフォームや、 
感想を書いて頂くコメント欄に記入して頂ければと思います。 

追伸２：　億万長者解体新書は、お金の医学であり、 
あなたの脳を金持ち脳にするための処方箋でもあります。 

くだらない資本主義のメスをいれたい気持ちもあり、 
本書を公開しました。 

私達は、サラリーマンでも、バイトでも 
なんでもあっても、厳しい現実世界を生きていく術を知る必要があります。 

私は、正直運が良かったです。 
とても人に恵まれていると思います。 

しかし、その運も自分で開拓してきた自負もあります。 

何度もお伝えしますが、人はいつでも変わることが出来ます。 

ほんのちょっとの意識変化と行動を変えるだけで 
全てがうまく回り出す瞬間が訪れます。 



もし、何かにチャレンジして失敗しても一文無しになったとしても 
必ず復活出来ます。私がそうであったように… 

なので、あなたも、私と選んだ自分自身を１００％信じて頂き 
一緒に頑張っていきましょう。 

次は、あなたの番です。 

私が背中を押します。 

億万長者解体新書が 
あなたの成功のバイブルになることを心より願っています。 

下記をクリックすると、専用の購入ページへ移動します。 

あなたの人生のバイブルを手に入れる 

http://portal-shopping.com/traking/groups/7066873/thanks/


感謝 
あなたに神のご加護がありますように・・・

 プライバシーポリシー　　特定商取引法

http://dream--on.jp/?page_id=26
http://dream--on.jp/?page_id=12

