
１億円確定のセールスレ
ターテンプレート 

もし、あなたがこのテンプレートを正確に再現することに成功すれ
ば…あなたも1億円の売り上げを立てることが可能になります。 

＊このセールスレターテンプレートに沿って商品を販売したところ、
3つの商品で1億円を超える売り上げを叩き出しています。累計す
ると15億円なので、1つあたり平均すれば5億円の売り上げです。 

業界も騒然とする悪魔的販売手法を含むセールスレターテンプレー
ト&デジタルプロダクト商品作成の全体像を公開！ 

注意：もしあなたがこれを逃したら1億円の回
答に辿りつくことは生涯ないかもしれません 

『１億円の答え』 
どうしたら、1億円の現金をキャッシュで手にすることができるの
だろうか？10年とか、20年とかではなく、できれば1年以内で、
到達するためにはどうしたらいいのだろうか？ 

私はこの質問を『22歳』のころからしていました。 

『ずっと』していました。歩いているときも寝ている時も 



この質問をしていました。 

最初はよくわからずにFXをやりましたが、祖母の遺産の100万円
を27日で溶かしました。 

いろいろと試行錯誤をしているうちにある一報が飛び込んできまし
た。 

「12時間で5億6400万円の売り上げを出しました！』 

当時の私の師匠の2人がこの記録を達成しました。 

私は「彼らは私の質問の答えを知っている！』ということで 
1年間かけて弟子入りすることになりました。 

200万円のパートナーズクラブに参加をしました。 

そこから、私は伊勢隆一郎さんと一緒にビジネスを行い 
『4000万円近くの入金』をうち立てることに成功しました。 

収入は2000万円になりました。 

しかし、億には届きませんでした。 

そこまでのあいだ、ありとあらゆるセミナーに出席し 
教材を購入してきました。 

アメリカまでいってアンソニーロビンズのセミナーに行ったり（当
時の収入からするときつかったです。） 



セールスレターやマーケティングの分野に関するものを買ったり、 
1億円稼いでいます！という人がいたら50万円～120万円ほどお
支払いしてコンサルティングをお願いしたこともあります。 

このとき私は、亡くなった祖母の千葉の家に住んでいましたので、
家賃は0です。ご飯も安いもので過ごしていましたし、クロックサ
ンダルをはいて毎日過ごしていたので毎月の生活費は10万円ほど 
で過ごしていました。 

ですので、生活費は120万円ほどだったと思います。 

2000万円のうちの1880万円は、教材やセミナーコンサルに費や
しました。 

１億円の回答を手に入れるのに必死だったのです。 

年収2000万円から1年後、私はもう一度、 
自分の商品を販売しました。 

年収は2400万円になりました。 

さらに1年後、私は、もう一度自分の商品を販売しました。 

このときは、当時飛ぶ鳥をおとす勢いであった与沢翼さんとJVを
します。 

年収は3000万円になりました。 

ちなみに、このときも私は相変わらず、教材やセミナーコンサルに
費やしています。 



この2年間で3000万円くらいは使っていたと思います。 

収入は確実に上がっているのですが、億単位の売り上げをたてるこ
とはできなかったのです。 

「これはもう、無理なのか？」 

と１億円への質問を諦めそうになったこともあります。 

実際に5000万円くらいを投資してきましたが1億円に到達しない
のです。 

7年間にわたり同じ質問をし続けてきました。 

その答えを現実化させるために試行錯誤を続けてきました。 

もう疲れたのです。 

諦めようかと考えていた時に、平先生のタイムラインに「仙人さん
が直接セミナーします。120万円です」というメッセージが出現し
ました。 
 
平先生と仙人さんは、伊勢さんと村上さんの師匠です。 
 
これを見て、私は、一旦保留しました。 

そして次の日またFacebookの投稿を確認したら消えていました。



私は平先生と面識があったので、直接メッセージを送ってやりとり
し、なんとか、セミナーに参加する枠に潜り込むことができました。
 
一泊二日で120万円のセミナーです。 

そんなに簡単に決断することはできませんでした。 
 
しかし、私は自分の直感を信じて参加を決断しました。 

セミナーで、仙人さんは、私のことに目をかけてくれました。 

そして、そこから、一緒にお仕事をさせていただくことになりまし
た。 

結局私は、一緒に仕事を完遂することができませんでしたが、 
1億円のピースに出会います。 

『○○○という 
　　1億円のピース』 

これは、実際に億単位の売り上げを上げている人から 
直接聞かないと体得することはかなり難しいと思います。 

危険すぎて一般には出回らないからです。 

聞いた時は衝撃をうけ、しばらくうつ状態になったことを 
覚えています。 



そこから自分の気持ちを切り替え、過去の自分を殺し、、 
蛹がからをやぶり蝶になるように○○○を自分の中に 
取り入れました。 

そして当時売り上げが6000万円だった商品を 
当時１億2000万円の売り上げを上げていた仙人さんと村上さんの 
作成したセールスレターを見ながらリニューアルして販売をかけま
した。 

その結果、、 

3ヶ月で1億円の収入達成 
をしてしまいました。売り上げではなく、利益で、、です。 

そしてさらに、売れ続け、6000万円しか売れなかった商品は 
8億円の売り上げを達成しました。 

そのうちの1300万円は仙人さんにお礼に現金で渡しました。 

気付いた時には、利益は3億円程度になっていました。 

生涯年収をいとも簡単に達成してしまいました。 

私はここから1つの商品を作れば最低でも1億円以上の収益を繰り
返し達成させることができるようになりました。 

外れることは 



絶対にありません 
何度でも何度でもリピートさせて億単位の売り上げをあげることが
できるようになったのです。 

なぜ、リピートさせることに成功をしているかといえば秘密があり
ます。 

1億円を超えるセールスレターには、それに届かないセールスレター
と明確な違いがあるのです。 

逆に言うと最初からこのポイントをおさえてセールスレターを作れ
ばあなたは1億円の収入を獲得することも可能です。 

私のように5000万円以上の投資金をかける必要はありません。 
私のように7年間の試行錯誤を続ける必要もありません。 

１億円の答えをカンニング 
しながらレターを作るだけ 

です。 

広告費を回していけば回収して余りある状態になりますので 
集客に頭を悩ませる必要は一切ありません。 



ただ広告先に投資をするだけで、自然と売り上げは億にむかってロ
ケットが発射し月に到達します。 

私はこの何度も億単位の売り上げを再現してきたこのセールスレター
のテンプレートを3回繰り返し実現させてきたことで『テンプレー
ト化』することに成功しました。 

誰でも再現できるようにテンプレート化していますので、寄り道す 
ることもありません。 

一直線に億単位の収入を1年以内に稼ぎたいと感じているのであれ
ば実際に何度も億単位の売り上げをリピートしている私があなたを
お手伝いすることができます。 

今回、私がお伝えするセールスレターのテンプレートは 
私に平均5億円の収入を3回リピートさせている再現性 
100%のセールスレターメソッドです。 

教える側の最低限の義務である再現性を保証した上で 
もう一度あなたにお伝えします。 

実際に3度の億単位の売り上げをリピートさせ 
ハズレが1つもない白石達也が教える… 

1億円の回答用紙の秘密 
をこの手紙で全て公開します。 



私が7年の歳月と5000万円以上の自己投資を投入して 
たどり着いた『1億円セールスレターテンプレート』に 
従ってカタカタと必要事項を入力するだけで1億円の資産 
があなたのワードファイルやPagesファイルに出現します。 

「白石さん、でも　 
　文章力がないと無理ですね？」 

という意見が出る前に言っておきますが 
文章力は必要がありません。 

必要なのは『心理学』です。 

そしてこのテンプレートは注釈をつけています。 

注釈はこのテンプレートになぜこの心理学的要素が 
入っているかを解説しているものです。 

セールスレターとは、心理学をちりばめた販売用文章 
のことをさします。 

そして『テンプレート』とは誰がいつどこで使用しても 
全く同じ結果を出すことができるものです。 

必要なのは1億円レターテンプレートのチートシートに 
必要事項をカチカチ打ち込む作業だけです。 

そしてこのテンプレートは『1億円』の収入を手にする  
ための明確な心理学の回答用紙なのです。 



1億円を手にするためには、1億円を手にするための 
心理学を理解する必要があります。 

私は心理学を7年間以上学んできましたが、しかし結果は 
１億円といった金額を売り上げるところまではいきません 
でした。 

しかし、このテンプレートの注釈と心理学の背景解説 
にしたがって、穴埋め式テンプレートに埋めていけば 
心理学を全く学んだことのない素人であったとしても 
自然とこの1億円を手にするための普通の書籍やセミナー 
では絶対に手に入ることのない心理学を自然とマスターして 
しまうことができるのです。 

つまりこれは、テンプレートであると同時にトレーニング 
教材でもあるのです。 

従来の教材は、 

論理を詰め込んで応用することによって結果を出させよう 
というアプローチをとりますが、私は逆です。 

結果を出すことが先で、論理は後なのです。 

あなたはただテンプレートに沿って注釈をみながら心理学 
をマスターすることで1億円あげるのに必要な人間の深層 
心理学を全てマスターすることこなります。 

私の7年以上の心理学の研究の歳月を、ただ真似している 
だけで、不必要なものはすべて削ぎ落とされて1億円といった 



金額を手にする全ての項目をマスターすることができるのです。 

そして結果的に最低1億円といった金額を売り上げるセールス 
レターが完成してしまいます。 

一度心理学をマスターすれば 
何度も何度もそれを活用することで 
何度でも１億円を売り上げるセールスレターを 
書き上げることが可能になります。 

この手紙を読んでいる時点ですでにパソコンとインターネット 
をお持ちだと思いますので、軍資金はゼロでスタートできます。 

ハンモックにブラブラ 
揺られながらカチカチと 

入力するだけ 
メールやスカイプさえあれば世界中どこにいても 
報酬を受け取ることができますので事務所や従業員を 
抱える必要もありません（つまり自由人） 
 
ビーチでハンモックに揺られている状態のままカタカタと 
必要事項を記入するだけなのです。 

仕事のスタイルは完全なバーチャルですので日本中、 
世界中を旅行しながら不労所得を獲得することができるのです。 



一度、書き上げることさえしてしまえば、あなたの元に絶え間ない
報酬、もしくは一撃で数千万円といった高学歴卒業者の年収をはる
かに凌駕する金額があなたの銀行口座に入金されてしまうのです。 

家族や両親と世界遺産巡りツアーをしていても、銀行口座を確認す
ると勝手に資産が増え続けるのです。 

ハンモックコピーライターは、クライアント1人につき、 
半永久的に支払われる『権利収入』を設定することもできる 
驚異的な稼ぎ方も可能です。 

数千万円単位で報酬が入りますよ～ 

といった陳腐な話ではなく 
　 

寝てても定期的に 
自動発生する著作権型 
権利収入の獲得 

が実現可能なのです。 

よくあるコピーライターの報酬形態である単発報酬とは 
もはや世界が違うのです。 

レベルをあげていくことで、世界的コピーライターの権威 



ダンケネディと同じ稼ぎ方である『莫大な着手金』+『ロイヤリ
ティー』を手にすることが可能になります。 

権利収入の存在はご存知だと思いますが労働する必要が一切ない 
所得のことです。 

タクシーに乗っている間にも、愛人と浜辺でココナッツジュースを
飲んでいる間にもあなたのATMは自動的に補充され、収入がふえ
ていくのです。 

ハンモックコピーライターも同じです。 

自動設定で集めたクライアントは300万円を『前払い』で 
あなたに支払いますので、あとはテンプレートにカチッと 
質問事項を入力し、自動的に仕上がった原稿を提出するだけです。 

一度セッティングさえしてしまえば、毎月決まった日付にあなたの 
指定のオフショア海外口座に決まった不労所得が振り込まれるので
す。 

そして何も心配する必要はありません。 

知識ゼロ＝クライアント殺到 
すでに有名な起業家やコピーライターは、 
過去のやり方にしがみつきます。 



すでに稼いでいる人は、そのスタイルを崩すのを恐れます。  
 
無意識でテンプレートを使用するのを拒みます。 

そのためにゼロから何も考えずにスタートする人の方が 
収入が早く、現在A級で活躍している有名人を一気に追い抜き 
彼らをC級に叩き落すことが可能なのです。 

また、プロモーションをする相手がいない場合は、 
こちらで案件を用意しますので最初からコピーライター 
としてのキャリアが保証されています。 

そしてもしあなたがチームを持っているのであれば 

業界の市場を根こそぎ奪い 
仲間のチームを勝たせる 

ことが可能になります。 

ライバルを地面に叩きつけて同業者からの 
クライアントをあなたの商品に行列に並び 
返させることが可能になるのです。 

私は億単位の売り上げを 
必ずあげてきました 



その証拠もお見せしてきました。 

それをあげることができるようになった明確なタイミングがありま
す。 

このタイミング以前の私とこのタイミング以降の私では明確に収入
の桁が変わりました。 

つまり、たどり着いた真実はひじょうにシンプルなのです。 

それを全て包み隠さずにお伝えします。 
 
私が他の起業家の方と一線を画することは1億円といった売り上げ
を上げるのJVパートナーや自社リストといった資産を活用せずに
到達させることができることです。 
 
『バナー広告』と『Facebook広告』この2つを回しただけで 
1億円に到達しました。しかも広告費は300万円未満つまり3%以
下です。 
 
つまり本当に『セールスレター』の存在があるだけで億単位の企業
の構築に成功したのです。1つの強力なセールスレターは全ての問
題を解決しあなたの事業を成立させてしまいます。 

それだけの力を手にするレターの秘密を今回あなたにお伝えするこ
とに決めたのです。 

私は本当に誰でも1億円を稼げるノウハウを発明 
し、それを公開する決意をしました。 



この秘密を 

カリブ海の秘境で 
7人だけに秘密を公開 

します。 

こちらはセミナー終了後、ビデオを一般向け教材として販売するこ
とも検討をしていましたが、よくよく考えた時に、この力を誰これ
構わず教えてしまうと、悪用することがでてくると思いました。 

お金目当てでこの力を使うと今みたいに仮想通貨もまぐれで当てた 
人が価格が1/10になるような詐欺ICO案件ばかりを紹介されてい
るほんとうに情けない業界になっていますが、これと同じことが加
速する恐れがあります。 

仮想通貨は本当にかんたんに詐欺ることができるので、本当に今の
流れは危険だと感じています。 

今のこの業界の悪い流れを過去の私が闇雲に公開したノウハウが一
部役に立ってしまっている責任も少し感じています。 

ですので、今回、このノウハウの一般公開はしない予定です。 

火縄銃が世界中に広まることによって、火縄銃を持っていることの
アドバンテージが下がるのと全く同じ様に、この販売心理学、そし
てセールステンプレートが広まることによてそのアドバンテージが
下がります。 



選ばれた人しかアドバンテージを持つことができないようにします。

私がコピーライティングをあまり教えない理由は悪用リスクが高い
からなのだと今回気がつきました。 

私が知っているコピーライティングの秘密を本当に全部教えると世
の中詐欺だらけになるリスクさえもあります。 

それだけ、伝える人は真剣に選ばなければなりません。 

しっかりと審査をし、ビジョンと使命を共有できる人にだけお伝え
し、業界の流れを私たちで変えていくことを決意しました。 

宮古島の合宿で 
月収1000万円を超えた人達 
がいます。その時はその秘密の一部を断片的に公開しましたが、そ
こにきた人達はみな一様に年収の桁をはねあげることに成功してい
ます。 

しかし、ここまで体系立てて教えることはしていませんでした。 

しかし、今回のものは念入りに体系立ててマインドセットから心理
学、さらにはテンプレート、トレーニング資料全てを提供してフル
パッケージでお伝えすることになりますので、本気で参加した方の
ほとんどが年収1億円といった数値を出すことになると思います。 



私も参加をした人達が年収１億円をとれることをゴールとしてコミッ
トしこの合宿を開催し全てを出し惜しみなく公開すると決めていま
す。 

なぜかといえば 

教育革命を担う 
コピーライターの育成 

が必須だからです。 

私たちは教育革命を行うためにこのコピーライターが必要なのです。

素晴らしい情報を、多くの人に届けるためにも今回、この1億円の
テンプレートを公開することに決めました。 

1億円確定の 
コピーライティングの秘密 

を明かすことにきめました。 

年収1億円の答えを完璧に伝授します。 



Chapter1：1億円確定セール
スレターテンプレートの全体像 
過去に1億円以上を確定させているセールスレターのテンプレート
を注釈つきで本邦初公開します。 

売り上げ数千万円程度にしかならない従来のセールスレターのテン
プレートとは1つ次元が違います。 

なぜ私が1枚のセールスレターから8億円もの売り上げをだすこと
ができたのかが明確に腑に落ちることになるでしょう。 

3つの角度から徹底的に解説をしていきますので、ただ真似をすれ
ば1億円が手に入るんだと理解してもらえると思います。 

他では決して明かされない深層心理学の秘密も知ることになります。

Chapter2：釘付けにする  
悪魔的コンセプトの作り方 

結局のところ、コピーライティングは、オファーとコンセプトが命
です。 



実際にコンセプトを変えただけで売り上げは10倍以上になりまし
た。 

ハンモックYOuTuberAcademy  6000万円 
ランドオブハンモックYoUTuber  8億4000万円 

どのようにすれば、参加者をクギづけに 
することができるのかを公開 

Chapter3： 
日本国民に一発で売る極意 

日本人は、国民性的にある特徴を持っています。 

この特徴をうまく刺激する単語とオファーをちりばめていくことで 
信頼のない状態でも一発で売ることができます。 

日本市場から億単位の売り上げを簡単にあげる最大の秘密を教えま
しょう。 

Chapter4： 
現金ライブラリー 
深層心理学大百科 



1億円に必要な心理学の23の項目を詳細に解説します。あなたのセー
ルスレターの中に23の項目を入れればいれるほど、売り上げはあ
がります。 

これは収入に直結する現金ライブラリーとなります。 

Chapter5： 
１億円心理学マスター 
トレーニングメソッド 

最速で1億円のコピーライターになるために必要な学習法とトレー
ニング法の全てをお伝えしていきます。 

このトレーニングを愚直に1年間繰り返し反復していればあなたは
マスターになることが可能です。 

そして億単位の売り上げを何度でもあげることが可能になります。 

などなど、これらは会場で手にすることができる秘密のほんの一部
にしか過ぎません。 



きっちり1年で年収1億円を
手にする正しいステップ 

Step1：セミナーに参加し、1泊2日で公開される全てを吸収して
ください。 

Step2：お土産でお渡しする3つの1億円テンプレートを毎日書き
写してください。3回ずつ書き写します。合計9回書き写します。1
つを書き写すのに1日1時間として1週間かかりますので9週間をこ
こで費やしてください。 

Step3：IROASIPOという合宿に参加をして、コンテンツメイカー
を探し、タッグを組むか、メンターあるいはAlchemation社の商
品のコピーライター契約を結んでください。 

Step4：執筆活動を行ない売り上げをあげてください 

Step5：膨大な売り上げの報酬を手にしてください。 

Step6：セミナーの収録ビデオを見直してください。真似できて
いない部分が浮き彫りになるはずですので、もう一度リライトして
近づけてください。 

Step7：改めて商品をもう一度ブラッシュアップして販売してくだ
さい。 

Step8：Step6とStep7を繰り返し1億円を達成してください。 



繰り返しますがこれは1億円の回答用紙ですので、これが再現でき
るようになれば必ず1億円達成します。 

もし、あなたがコピーライターとして年収1億円といった金額を最
短で達成したいのであれば 

この合宿に参加をすることが
最高の選択肢である 

 
と強くお伝えします。 

なぜなら 

死ぬまで消えない資産になる 
コピーライティングのスキルをもつことは資産になります。 
決して奪われません。 

そして何度でも現金を生み出すことが可能になります。 

持っておいて絶対に損することはありません。 

１枚のレター執筆活動が 



数千万円のお金に変わる 
コピーライターほど大きなお金を短期間で手にすることができる職
業はないとおもいます。 

労働収入ですが、しかし、圧倒的な量のキャッシュを生みだすこと
ができます。 

実際に私も、他の方をプロモートするときに、7日間ほどで書き上
げた労働報酬として1200万円受け取ったことがあります。 

私は基本的にコンテンツメイカーよりなので、自分で商品を販売し
て作るところまでやりますが、もし時給を優先するのであれば 
コピーライターに絞った活動をすると思います。 

これだけ収入を大きくとれる職業は私は他に知りません。 

あなたのチームを 
勝たせるようになる 

あなたがチームを組んでいるのであれば、コピーライターが成功の
成否を確定させるといっても過言ではありません。コンテンツメイ
カーにディレクションできるまで育て上げますのでチームを勝たせ
るキーパーソンに変貌を遂げてください。 



○○○の秘密の体得 
あなたは、なぜ、不良がモテるのか不思議に思ったことはありませ
んか？一途な自分より、少しチャラいやつのほうがモテるのはなぜ
だか疑問に思ったことは？なぜ、嫌なやつほど出世をするのか疑問
に思いませんか？お金をたくさん持っている人が必ずしも善良な人
間とは限らないことを不思議に思ったことはありませんか？ 

あなたがもし誠実な人柄が年収１億円の必須条件だと考えているの
であれば、その考え方はあなたを邪魔します。 

誠実であることはとても大切ですが、年収を上げるのはもう少し別
の視点が必要なのです。 

広い視点からみたときの非道徳の本当の意味をしることであなたは
狙った通りに収益をあげることが可能になります。 

初期費用や経費がかからない 
ので、赤字になりようがない 
コピーライターの最大の武器は、初期費用や経費を持たなくていい
ということです。 

コピーライターでいるために毎月経費はかかりません。スタッフを
雇う必要もないので固定費もかかりません。初期費用もかかりませ
ん。 



ただ、ワードファイルをカタカタうつことができてチャットワーク
やメールを送ることさえすればそれでもう費用はかからないのです。

つまり、ノートパソコン一台が仕事用具でそれ以上の機能は必要あ
りません。 

映像編集するわけでもないので、メモ帳、ブラウザこの2つの機能
だけで仕事が成り立ちます。 

すでにあなたがノートパソコンを持っていればコピーライターとし
てビジネスを立ち上げるのに何もする必要はありません。 

パートナーとの深い信頼関係 
コピーライターが関わるのはクライアントただ一人だけです。 
 
面倒な上司や部下、同僚はいません。 

しがらみがないのです。 

サポートや人の管理は、クライアントに任せて自分は好き勝手に、 
レターを書いていればいいだけなのです。 

実際に、私のコピーライティングを教えてくれた 
敬愛すべき師匠である 

村上むねつぐさんの隣には伊勢隆一郎さんがいました。 



仙人さんの隣には平先生がいました。 

いつも苦労をしているのは伊勢さんや平先生のように見えました。 

逆に、パートナーとの信頼は他の人が立ち入りできない非常に深い
ものがあります。 

面倒な人間関係がないだけではなく、きっても切り離すことができ
ないパートナーを得ることができるのです。 

働く場所を選ばない 
コピーライターは出社しません。 

スタバや、リゾート地で仕事をします。 

そちらの方が良い作品ができるからです。 

繰り返しますが、コピーライターが関わるのはクライアント一人で
す。 

なので「私、パーティー大好きです！」とかそうした外交的な人は
逆にあまり向かないと思います。 

一人で落ち着いた時間を過ごすことに喜びを感じるタイプの人が合
う職業だと思います。 

ただしコピーライティングの腕が高まり収入も上がると、パーティー
などに出席すれば、人気者になることは必然になります。（それで



も、高給取りのコピーライターは一人の時間のほうが好きな人が多
いのですが） 

1億円を繰り返している 
シンプルな回答、ハズレがない 
私が解説するタイプのレターは全て1億円以上の売り上げを出して
おりハズレがありません。 

コピーライティングやマーケティングに5000万円以上費やしてき
ましたが、私が現存するレターの中での最高系です。 

ここを逃すと体得できない 
可能性がある 

私は、仙人さんに幸運にも直接目をかけられたことによって極意を
習得しました。 

もし目をかけられずに直接アドバイスをもらえなければ私は1億円
を超える極意は体得できなかったと思います。 

私は5000万円以上費やしました。答えはシンプルですが、たどり
着くのは本当に費用も労力も時間も運もかかります。 



それくらいラッキーだったのです。 

巷で販売されているセールスレターの教材は数千万円はいくかもし
れませんがどれだけ勉強しても億を超える売り上げはいきません。 

ここを逃すと私と同じように7年間以上修行をして5000万円以上
教材を漁る血の滲むような努力をしたとしても、それでもなお、億
単位の売り上げを上げることができるかどうかはわかりません。 

ノマド生活をスタートする 
きっかけになる 

実際に私が案内する中南米の場所で白石ファミリーが生活をしてい
ることを一緒にみることで、実はこちらの方がコストもかからず生
活することがとても満足度が高いということが肌で理解できます。 

そこから、もう日本に帰らなくていいやと感じるかもしれませんし、
何がなんでもこの生活を手に入れようとコピーライティングの習得
に命がけになるかもしれません。 

普通の会議室や汚い自宅で学習してもモチベーションはたいして上
がらないのです。 

1枚のレターで１億円以上の売り上げをあげることに成功した人間
が手に入れた非日常の体験を共有することであなたのモチベーショ
ンはあがりっぱなしになります。 



1億円のレターをかける 
白石達也のミラーニューロン 
をガンガン浴びることができる 
１億円のレターをかけるようになるためには1億円のレターをかけ
る人に直接会い、直接指導され、個別の質問をして、個別にアドバ
イスされる以上に素早くなれることはないと断言できます。 

私も仙人さんに直接アドバイスされたことによって書けるようにな
りました。教材は100時間以上聞いていましたが、直接アドバイス
されないとわからないことがあります。 

今回の合宿は少人数制ですのでそうした機会があります。 

私も1億円を超えるコピーライターを育てる明確な意図をもって開
催しますのでこのチャンスを逃すと本当に勿体無いと思います。 

参加費は払わないでください 
今回の合宿には返金保障制度があります。 

1：もし、あなたが参加して１日目を聞いて、 
これは違うなと思えば、返金申請をしてください。 

そうすれば私は旅費と参加費全てをお返しします。 



２：1億円保証：もしあなたがStep6を行なった時点で売り上げ1
億円にいかなければ、セールスレターの添削を行い、なぜ1億円に
届かなかったかをコンサルします。（1000万円相当) 

つまりあなたは、１億円を手にするか、全額返金できるかでリスク
はありません。 

確実に1億円を稼いでもらう為
７名で募集終了 

します。 

門戸は狭いのです。 

もしかしたらあなたが次このページをみたときにはすでに埋まって
いるかもしれませんので注意をしてください。 

開催日は7月7日8日の2日間、コスタリカで行います。 

全ての予定をキャンセルしてでも申し込みをしてください。 

まず申し込みをしてから、そのあと予定をマネージすることを強く
お勧めします。 

1億円を稼ぐ本物のスキルを 
手にするチャンス 



あなたは1億円を売り上げるセールスレターをかける人物から 
直接指導を受けたことはありますか？ 

一度ではなく、何度も何度も繰り返しているセールスレターを書く
ことができる本物の人物から、一体多数ではなく、個別で膝と膝を
突き合わせて学ぶことをしたことはありますでしょうか？ 

おそらく『NO』だと思います。 

このセミナーでは机上の空論抜きで1年後には最低1億円の売り上
げを上げるセールスレターを書くことができるノウハウと環境を出
し惜しみなく提供します。 

つまり 

夢の年収１億円が実現する 
ことになります。 

時代の流れでいつしか使えなくなるものではなく、何度も何度も繰
り返し1億円の収入を手にすることができる資産を手にすることに
なるので 

私が7年以上の年月と5000万円以上の投資をし、運が良かった結
果たどり着いた『答え』にたどり着くことができるのです。 

私が何度も繰り返し億単位の収入を上げ続けていることからもわか
るように、『答え』は1つでありシンプルです。 



あなたはそれを継承することができます。 

ですので、参加費用は1000万円にしようと思います。 

私が投資した金額の1/5ですし、 
1億円の保証もありますのでとても安いと思います。 

しかし、参加費が1000万円ですと「これから成功しよう」と思っ
て努力している人にとっては少しハードルが高いかもしれません。 

有り金をすべて叩いて参加してもリターンでおつりがきますが、 
昔の貧乏サラリーマンだった頃の私では参加できなかったと思いま
す。 

私が行いたいことは、教育革命です。 

昔の私のように現在お金で苦しんでいる人を 
助けるためにこのサービスを提供しているのです。 

これから頑張って稼ごうと思っている人の中には、 
1000 万円のお金が用意できない人もいると思います。 

そこで有り金をすべて叩いてもらい300万円で 
参加してもらおうと考えています。 

このスキルは流行り廃りがなく、一度1億円を生み出せるようにな
れば何度でも何度でも収入を作り出すことができるものですので 



1億円の年収を何度でも 
リピートさせる究極の資産投資 
だと理解してもらえると思います。 

しかし、、 

ただこれでもまだ、参加したいけど経済的な都合で 
参加できないという真剣な人もいるかもしれません。 

私が情報業界に足を踏み入れてからずっと考えてきたこと。 

それは、参加者全員を成功させることです。 

今は、日本国民全員を豊かにすることも含まれます。 

これが私の天命なのです。 

オプトインATMシステムがスタートし、オプトインアフィリエイ
トを定期的に行うことになりましたが本当に素晴らしい情報を届け
られる状況を私たちが責任をもって作る必要があります。 

ですので、参加費は120万円にします。 

24回の分割払いも可能ですので1ヶ月5万円ですみます。 

この金額を払える覚悟のある方は私に会いに来てください。 



2ヶ月後には、120万円はポンと一括で払えるレベルになっている
と思いますのでご安心ください。 

ここで、疑いを抱くようであれば、参加は見送ってください。 

自分自身に確信を持てるセルフイメージを持てる人だけが参加資格
があります。 

人数の応募が終了した時点で締め切りますので注意をしてください。

実際に、これだけのコミットメントが参加の最低条件になります。 

今のあなたの生活が苦しくて仕方がなければ、執筆活動に時間を割
くことも難しいと思います。 

ですので今回は、ある程度金銭的に余裕のある方、時間を確保する
方に席を譲っていただければと思います。 

ただ、考えました。 

ビジョンの実現のために必要な本当のことは、金額ではなく熱意な
のではないかと考えたのです。 

そして、私はIROAS会員さんをひいきしています。 
 
家族のようにも思っています。 

もしビジネス的な金銭要素を度外視するのであれば無料で育ててあ
げることに意味があると思います。 



なので、私のチャレンジとして特別なことをします。 

あなたはIROAS会員ですので、参加費は無料です。 

年収1億円の億万長者を出すことを無料の参加費で行うという 
究極の提供をすることを決めました。 

質問が来る前にお伝えしておきますが、 
旅費は別になりますので、フォローは弊社で 
しますが自分で手配してください。 

あなたがLINE@をシェアしたりしてくれているおかげで世界に寄
付活動を行うことができていますが、それをIROASの会員さんに
も還元することが大切だと思いました。 

教育革命の実現のため、先に与えるという原則を私たちが背中を見
せて実践していくことが大切だと思いました。 

私達からあなたへの1億円の寄付を受け取ってください。 

しかし、私が5000万円以上を費やしてきてたどり着いたその秘密
を無料で提供するのです。 

この活動の先に意味があると思います。 

私たちも貴重な時間をあなたのために使います。 
 
実際にこのノウハウが、悪い方向に使わてしまうと数億円だまし取っ
て海外逃亡されたり、あるいはなにも実行しなければ、私たちの労
力が全て無駄になってしまいます。 



正しい志をもち、同じ方向性で歩むことができ、必ずこの教えを教
育革命の旗のもとに正しい力として実行に移してくれる人にお伝え
したいのです。 

なので、審査があります。 

あなたが私たちと一緒に教育革命を担うだけの覚悟があるかどうか
を教えてください。 

私たちにメッセージを送ってください。 

IROASにどれだけ長く在籍しているかや、コンテンツをしっかり
とこなしているかどうか、熱意があるか、IROASにタイトルとい
う形で貢献しているかどうか、キャストに参加をしてくれたことは
あるか、などなども含めて総合的に判断をします。 

応募期間は、6月15日までとします。 

いただいた文章を精査して、一つ一つしっかりと読み、 
この人になら伝えることができると確信をした人に提供します。 

さらに 

申し込み最初の1名はコスタリカで 
私たちと同じ家に泊まってもらいます 

私たちの家族として一緒に生活をしましょう。 



あなたは将来年収１億円になり、ノマド生活になるわけですので 
先に家族として仲良くなっておきたいと私たちも考えています。 

あと2名ほど一緒に泊まれると思いますがそちらは熱意のある文章
を送ってくれた方に譲ろうと思いますが、先着1名は、なんの条件
もなく、同じ家で泊まってもらい家族として迎え入れます。 

それでは、下記のリンクから参加を確定させてください。 
 
http://s3.iroas.jp/lp-entry/ 

最初のリンクで申し込みが確定します。その申し込みの順番で先着
１名が決まります。その次に、審査のためのメッセージがあります
ので、あなたが参加することができる資格はなにかを熱意を込めて
書いてください。 

あなたを億万長者にまで責任をもって導くことを約束します。 

追伸：私が億万長者になることができたことは限定的なチャンスを
素早く決断してつかんだことです。 

こうした本当に人生を変える限定的なチャンスには特徴があります。

すぐに門戸が閉まるという特徴です。 

申し込みの速さの順番も審査の考慮にいれますので 
今すぐに審査の応募文章を書き始めることをお勧めします。 

このノウハウは今後公開する予定はありません。 

http://s3.iroas.jp/lp-entry/


もしノウハウを公開することになったとしても厳選した 
審査の上、正式に120万円をチャージする予定でいます。 

旅費が無駄になることもない返金保証がありますので、まずは席を
確保し、参加をしてから判断をしてください。  
 
http://s3.iroas.jp/lp-entry/ 

追伸2：このシンプルな答えを手にすることをもし逃した場合、生
涯、年収１億円にたどり着けない可能性がありますので注意してく
ださい。 

本当に億万長者になれるチャンスをつかんでください。 

http://s3.iroas.jp/lp-entry/ 

追伸３：この応募はヒーロープランで参加をしてくれる方のみに適
応されるオファーです。今後もこうした企画は定期的に行いますの
で、興味のある方はアップデートしておいてください。 

それでは、あなたの気持ちをお聞かせください。 
 
http://s3.iroas.jp/lp-entry/ 

http://s3.iroas.jp/lp-entry/
http://s3.iroas.jp/lp-entry/
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