
2018/11/13現在 1016
# ジョブ名 No コース名 説明文 収録数 注意事項

1 コンテンツメーカー 1 Video1→コンテンツメイカー基本戦略
デジタルプロダクトマーケティングの全体像を学ぶことが できま
す。参入すべき市場とテーマを選び、市場拡大方法 に焦点を当て
て話しを展開しています。

26

2 コンテンツメーカー 2 Video2→コンテンツフォーミュラ
1つの商品で8億円以上の売り上げを立て、 人気投票でも1位に
なることができた お客様に最高の価値を届けるコンテンツの作り
方

24

3 コンテンツメーカー 3 パブリックスピーキング パブリックスピーキングについて「在り方」「行動」「結果」の３ステッ
プで学んでいきます。 5

4 コンテンツメーカー 4 ビジネスオーナー大百科（ファウンダー合宿）
デジタルプロダクトでビジネス構築する中で 権利収入化にまで進
める『マーケティング概念』の全て また、最先端セールス技法であ
る『ニューロマーケティング』 も語られています。

38 IROAS（ヒーロープラン）限定

5 コンテンツメーカー 5 レイピッドラーニング（ファウンダー合宿）
情報化社会で最も大切な『学び』の極意と 合法的な『盗み』のスキ
ルを公開… 13 IROAS（ヒーロープラン）限定

6 コンテンツメーカー 6 1stCashBluePrint（ファウンダー合宿）
集客・セールス・コンテンツ 全てに共通する成功の法則 最も素早
く1stキャッシュを手にする ための基本原則と具体的なテクニック
を公開

29 IROAS（ヒーロープラン）限定
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7 コンテンツメーカー 7 Sクワドラント・マインドシフト（ファウンダー合宿）
テクニックを手に入れても、成果を出す ことができない最大の原
因と超えなければ ならない最大の壁を明確にしそれを打破する
方法を公開

39 IROAS（ヒーロープラン）限定

8 コンテンツメーカー 8 フューチャー・インベンター（ファウンダー合宿） 古代仏教、哲学、最先端脳科学を融合させた『望んだ未来をデザ
インする方法』を公開します。 21 IROAS（ヒーロープラン）限定

9 コンテンツメーカー 9 生命エネルギーの加護（ファウンダー合宿）

メンタリズムと西洋占星術を組み合わせ、MLMで最短最速でトッ
プタイトルに上り詰めた仙石琢磨氏が、縄文時代からの自然が残
るパワースポットの聖地屋久島で、生体エネルギーを高め、生命
加護を手にする方法を公開します。生体磁場のエネルギーが高ま
ることで経済的自由の未来やより素敵なパートナーを引き寄せる
力を高まりあなたの理想の未来を手にすることをより確実にしま
す。

10 IROAS（ヒーロープラン）限定

10 コンテンツメーカー 10 ディジタルプロダクトスタートアップ ５日間の間であなたの商品を作り始めての販売を成功させる究極
のスタートアップ術 3

11 ビジュアルクリエイター 1 Premiere Proの使い方 動画編集ソフト「Premiere Pro」の基本的な使い方について学ぶ
ことができるコースです。

9

12 ビジュアルクリエイター 2 Photoshopの使い方 画像編集ソフト「Photoshop」の基本的な使い方について学ぶこと
ができるコースです。

13
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13 ビジュアルクリエイター 3 ビデオコンテンツ制作フロー 8STEP
ビデオコンテンツ制作に必要な制作フロー8STEPを完全公開いた
します。実際の制作現場の事例を基にステップバイステップで学
習することが可能です。

9

14 ビジュアルクリエイター 4 音声編集をする方法（Windows版）

【注意】このパッケージはWindowsPC専用のコンテンツです！ご
注意下さい。本コースを開放することで、Windows版Audacity、
CamtasiaStudio9での音声収録、編集、書き出し方法についてそ
のノウハウを学ぶことが可能です。

8

15 ビジュアルクリエイター 5 音声編集をする方法（Mac版）

【注意】このパッケージはMac専用のコンテンツです！ご注意下さ
い。本コースを開放することで、Mac版Audacity、Camtasia3での
音声収録、編集、書き出し方法についてそのノウハウを学ぶこと
が可能となります。

8

16 メディアディレクター 1 マーケティングリサーチ・プラクティス
あなたのビジネスの勝ちを確定させる究極の マーケティングリ
サーチ法を実践形式で公開… 9

17 メディアディレクター 2 インテリジェンス・ギャザリング 情報強者が密かにやっている最強の情報収集術 4

18 メディアディレクター 3 オウンドメディア・ストラテジー ゼロからオウンドメディアを構築する8ステップ～WordPress完全
攻略

23
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19 メディアディレクター 4 ランディングページ・ビルディング 誰でも簡単にプロ級のランディングページを構築する方法 5

20 メディアディレクター 5 データ・アナリティクス これだけは知っておきたいGoogleAnalytics基礎講座 7

21 コピーライター 1 生涯に渡り食いっぱぐれが消滅するスキル
突然ですがあなたに「クイズ」です。コピーライティングとは一体
「何の技術」だと思いますか？ 文章を書く技術？いえ、コピーライ
ティングとは書く技術ではありません。答えを言いましょう…

7

22 コピーライター 2 人間心理マスターになり巨万の富を築く方法
あなたは人間心理マスターに変貌を遂げ、たった１代で莫大な富
を築く その巨大な力を手に入れる勇気はありますか？ 16

23 コピーライター 3 【悪用厳禁】悪魔の錬金術
もしあなたの代わりに24時間365日、一切の不平不満を言わず働
き続け 多額の現金を上納し続けてくれる営業マンを人工的に量
産できるそんな 奇跡のような魔法があるとしたら…？

14

24 ワールドエバンジェリスト 1 イロアスビジネスオリエンテーション あなたの権利収入を最短最速でダイレクトに構築するロードマップ
を公開します。 4 IROAS（ヒーロープラン）限定
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25 ワールドエバンジェリスト 2 ATMシステム、友達5000人くん エバンジェリストとして、WEB経由で経済的自由を獲得するため
に用意したツールを公開。

6 IROAS（ヒーロープラン）限定

26 ワールドエバンジェリスト 3 Zoomマスター
Zoom説明会へのリアル動員を行うためのトレーニングコース。 
 ※開放パスワードはエバンジェリスト「イロアスビジネスオリエン
テーション」の最終クエスト欄に記載があります。

11 IROAS（ヒーロープラン）限定

27 ワールドエバンジェリスト 4 リアル説明会誘導マスター
最短で「キング」の称号を達成したリアル説明会動員テンプレート
です。 わずか30日でキングに成り上がり経済的自由を手にした
男の究極ノウハウ…

5 IROAS（ヒーロープラン）限定

28 ワールドエバンジェリスト 5 リアル集客マスター エンペラー・沢原講師、キング・丹沢講師によるリアル集客実践会
の模様を特別公開！ 1 IROAS（ヒーロープラン）限定

29 グローバリスト 1 誰でも他言語を話せるようになる基礎トレーニング

日本語を話せる人なら、必ず全員英語を話せるようになります。そ
の秘密は言語を習得するための勉強法に違いがあります。この
コースでは脳が言語を勝手に習得してしまう勉強法を公開しま
す。

13

30 グローバリスト 2 最短最速で英語をマスターできる基礎講座
日本語しか話せない方でも最短最速で英語が話せるようになる、
英語学習でもっとも大事な部分だけに絞り、ムダなことを省いた、
簡単に英語を習得できるポイントをわかりやすくご紹介します。

13
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31 グローバリスト 3 英語をビジネスで使いこなし世界をマーケットにする英語術
英語を使うだけで日本だけではなく世界70億人のマーケットに進
出することが可能になります。そのための英語学習のポイント、英
語をビジネスで簡単に使えるようになるコツをご紹介します。

10

32 サイコロジスト 1 【DAY1】全ての人間関係を思い通りに動かす深層心理を操る
サイコロジスト

人間の深層心理を理解し、狙った相手を自由自在に操作してしま
うことができる世界最高峰の人心操作テクニックを公開 48

33 サイコロジスト 2 【DAY2】全ての人間関係を思い通りに動かす深層心理を操る
サイコロジスト

コーチングを行ううえで言葉を使ったコミュニケーションが必要にな
ります。同時に無意識に出てくる言葉の節々や表情や体の使い
方、相手の感情や思い込みなど、五感を使って相手のことを把握
し操る具体的な方法を解説。

46

34 サイコロジスト 3 【DAY3】全ての人間関係を思い通りに動かす深層心理を操る
サイコロジスト

コーチングが最速でうまくなる方法をご紹介します。稼げる自分の
ポジションの確立から参入戦略、ブルーオーシャン戦略など具体
的な戦略を紹介。すぐに使えるようになる実践的なコーチングの
流れを解説します。

25

35 ニューロマーケター 1 ニューロマーケティング・ビギナーコース
ビギナーコースではニューロマーケターになるためにもっとも重要
な概念や基礎知識についてステップバイステップで学んでいきま
す。

11

36 ニューロマーケター 2 ニューロマーケティング・アドバンスコース ニューロマーケティングの細かい具体的な戦略をご紹介。 10
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37 世界人 1 世界で自由なライフスタイルをおくる世界人になる10ステップ
場所、時間、お金にとらわれず、世界中で自由に生き、世界各地
でビジネスをする自由なライフスタイルになる10ステップを公開 10

38 世界人 2 世界人LIFESTYLEビジネス -収入構築-
世界中を自由に旅したり、自分の好きなビジネスをしたい、自由な
時間が欲しい、どうやってその収入を得ていったら良いか、その世
界LIFESTYLEビジネスの具体的スキルをご紹介します。

10

39 デスティニスト 1 コミュニケーションの本質を理解する。科学的根拠に基づく人間
心理の基礎知識

メンタリズムや心理学を使ったクロージングテクニックやマネジメン
ト方法と 陰陽五行や算命学などの東洋思想を用いた自分の強み
を最大限に生かす方法を学べます。

23

40 デスティニスト 2 信頼関係を築くテクニック 信頼関係を築くことができる具体的ですぐに使えるテクニックをご
紹介します。 26

41 マネーインテリゲンチャ 1 人生における正しい投資スキルを手に入れる

あなたは正しい投資のことを理解していますでしょうか？結婚、就
職、子育て、進学、交際、食事、運動など人生は投資の連続であ
るということが言えます。その中で、お金や投資情報などの判断を
正しく行うことで人生がより豊かになります。マネーインテリゲン
チャでは、人生における正しい投資スキルを手に入れることがで
きます。

8

42 マネーインテリゲンチャ 2 ポートフォリオとは何か、投資における戦略を理解する

「ポートフォリオ」という言葉は知っていると思いますが、どのように
投資案件を組み合わせれば良いのかわからないと思います。
ポートフォリオの基本から、個人で自分の管理下で最適なポート
フォリを実現していく方法をご紹介します。

12
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43 マネーインテリゲンチャ 3 歴史から理解する経済とお金と社会の姿。現状観察の方法

人類の歴史から社会、文明、通貨、富などの本来の性質を理解す
ることが、経済とお金を知る重要なポイントになります。投資から
離れた内容も出てきますが、投資家にとって避けては通れない内
容をご紹介します。

12

44 ハイパフォーマー 1 最先端の栄養学、デトックスの基本戦略
アラブの王族の健康をコーチする世界トップのヘルスコンサルタン
ト、ジョーンズ博士から学ぶ最先端の栄養学、デトックスの基本戦
略を学習することができます。

33

45 ハイパフォーマー 2 アンチエイジングのためのライフスタイル戦略

このステージでは、病気になることのコスト、そして最新の研究結
果による、本当の病気の原因とその要因についての解説、ガン細
胞と糖質の関係・健康の定義を始め、実践的な運動方法、アンチ
エイジング効果抜群のハイパフォーマンスワークなど、知識的な
内容だけじゃなく実践的な内容で健康の自由を手に入れてもらう
為の本格的なステージがスタートします。

42

46 ハイパフォーマー 3 期間を決めて行う断食の効用

本コースではアンチエイジングの為のライフスタイル戦略を始めと
した最先端の栄養学 ブルーゾーンと呼ばれる長寿コミュニティー
の人々から学ぶ健康で長生きする秘訣 それらを習慣として取り入
れる為の最も効果的な方法について学ぶ事ができます。

8

47 アルケミスト 1 Alchemist式資産構築戦略
本コースでは、仮想通貨投資を行うにあたって絶対に外してはな
らない投資マインドやAlchemist式の資産構築戦略を学ぶことが
できます。

15

48 ジェントル 1 デキる男の着こなし術 スーツ編
ファッションを変え収入をアップさせ、女性にもモテ、人間関係の自
由を手に入れることができるようになるファッションテクをご紹介し
ます。

28
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49 アトラクター 1 今日からあなたも集客マスター 今日からあなたも集客マスター。どのジャンルでも応用可能な基
本的なチラシ集客ノウハウを公開。 12

50 アトラクター 2 【実践】チラシ集客セミナー
実際にどうやってチラシを配れば成果が上がるのか具体的な方法
が学べる「超実践的」なコンテンツです。学んだあとはチラシを持っ
て街に出かけましょう。

19

51 ファコからの贈り物 1 仮想通貨101のこと

仮想通貨の出現で世界が大きく変わります。 今仮想通貨は、投
資をすると値上がりするからという理由で注目されていますが、本
来はそれ 以上のことがあります。 これは、革命です。 この重要な
事態をレポートにしましたの今すぐチェックしてください。

1

52 ファコからの贈り物 2 3週間で語学をマスターする方法

３週間であらゆる言語がマスターできるようになる学習方法をス
テップバイステップでお伝えしていきます。 本質的な語学学習法を
身に着けることができれば、世界を市場にビジネスすることも、あ
らゆる国の人と友達になることもできるようになります。

1

53 ファコからの贈り物 3 つねに最安値で旅行に行く方法

知っているだけで数十万円得をする海外旅行の歩き方を公開。 
航空券の予約、使用する最善のウェブサイト、最終購入価格を引
き下げるいくつかのトリック、だけではなく、人生を変えるほどの大
きな経験をするためのヒントがまでお伝えします。 海外での宿泊
施設を無料で利用する方法もお伝えいたします。

1

54 ファコからの贈り物 4 100,000%仮想通貨の公式

仮想通貨で100,000%のリターンを得るための 「100,000%仮想
通貨の公式」をお届けいたします。 この公式を学ぶことで億り人
へ一歩近づきます。 仮想通貨取り引きを行うならば、必ず知って
おくべきことが 書かれてありますので、じっくりお読みください。

1
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55 ファコからの贈り物 5 海外引退生活の最短距離

36年以上検証した結果選出された、お得かつ幸せに豊かな海外
リタイア生活を送ることが出来る9つの国と16の地域を完全公開。 
生活にかかる詳細な費用までにお伝えしておりますので、あなた
にピッタリの場所を見つけてください。

1

56 ファコからの贈り物 6 最も簡単に億万長者になる方法

億万長者になりたいですか？ もしその答えがYESなのであれば
このレポートがその完璧な答えです。 宇宙で最も強力な力を使
い、最も簡単に億万長者になるための具体的な方法をお伝えしま
す。

1

57 ファコからの贈り物 7 情報ビジネスで1年で8億円稼いだ全体像

29歳の時に、1年で8億円の売り上げを1つの教材から販売するこ
とに成功したIROAS、Libertyresidents創業者の白石が、毎年毎
年億単位の収入をもたらし続けているやり方の初歩をシェアしま
す。 情報がお金に置き換わる現代において、最も効率が良い「情
報ビジネス」で資産を構築するために、あなたが行うことはいたっ
てシンプルです。

1

58 ファコからの贈り物 8 100,000%仮想通貨の秘密

上流の仮想通貨情報が知りたいですか？ 限られた人にしか公開
していない情報になりますので、今このレポートを読める方はラッ
キーです。公開が終了する前にぜひご覧ください。 あたなが莫大
な資産を築いていくためのルールが載っています。

1 IROAS（ヒーロープラン）限定

59 ファコからの贈り物 9 引退カリキュレイター

引退するための投資プランを自動で算出するエクセルシート。具
体的に、あなたがどれくらいに 投資をすれば、引退する年齢の頃
には億単位の資産を構築することができるのかを算出することが
可能です。

1

60 ハンモックYouTuber 1 STAGE1&2

年収400万円～年収1000万円のロードマップ YouTubeを運用し
ていくために必須のノウハウやマインドセット、ごく一部の限られた
トップYouTuberだけが知っている禁断のメソッド、必勝法を大公
開！ 年収1000万円までの道筋をステップバイステップで公開し、
大量のアクセスを集めることは、いとも容易いことになるでしょう。

70 販売終了商品のため、サポートなし
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61 ハンモックYouTuber 2 STAGE3
お金を自分のために働かせる金持ちのステージに移行！お金を
「テコ」にして収入とリストを増大させ、不労所得収入の仕組みを確
立させ、資産の増大を図るFacebook広告運用術を公開！

19 販売終了商品のため、サポートなし

62 ハンモックYouTuber 3 STAGE4
Stage1～Stage3で獲得した大量のメールアドレスリストに『アフィ
リエイトメルマガ』や『ビデオアフィリエイト』を併用する事で、『追加
報酬』を毎日発生させ、１日15分の労働時間で年収2400万に到
達することも可能になります！

18 販売終了商品のため、サポートなし

63 ハンモックYouTuber 4 STAGE5

マーケティングビデオを極めると「プロダクトローンチ」と呼ばれる
数千万～数億円のキャッシュが手に入るスキルが手に入ります。
あなたはこのスキルを使うことで「レバレッジ」と「キャッシュフロー」
を上手く操り０～１６週間以内に億万長者に成り上がる事も可能で
す！

85 販売終了商品のため、サポートなし

64 ソーシャライザー 1 Facebook集客術

たった50名で700名以上の説明会動員を達成した禁断の
Facebookネット集客ノウハウをついに公開！本集客術で友達0
人から5000人に引き上げた後は、究極のプロモーションテンプ
レートをただコピペして5日間発信するだけで、説明会動員を爆発
させることが可能です。
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65 会員サイトの操作方法 1 会員サイトの操作方法

IROAS、リバティ・レジデンツ会員サイトの基本的な使い方を学ぶ
ことができるチュートリアルビデオコースです。このコースを学ぶこ
とで今すぐ会員サイトの利用方法を学び、活用できるようになりま
す。
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