
【しゅんえい公式メルマガ今の1通目】：初めまして。月収100万元郵便局員のしゅんえいです。 

初めまして、しゅんえいです。 

今回は僕のメルマガに 
登録していただき、 
ありがとうございます。 

今は会社を辞めて独立してますが、 
元々は郵便局で働いていました。 

月収は郵便局員の頃の 
9倍近くまでになりました。 

ビジネスを始める前までは 
仕事もまともにこなせない 
ただの貧乏社員でしたが、 

この世界に出会うことができて、 
僕の人生は180度変わっていきました。 

今回は1通目なので、 
自己紹介がてら僕はどういう人間なのか 
ということを話していきたいと思います。 

僕のことを簡単に言い表すと、 

19歳からこの世界を知ったのはいいものの、 
当然最初からうまくいくこともなく 
1年半くらい稼げないノウハウコレクターになって、 
挫折を何度も繰り返しました。 

今は平均月50万～70万の収入があります。 

良い時では100万を超える月もあります。 

そのうち月40万くらいが今の自動収入です。 

主な活動としては 
物販やってたり、 
アフィリエイトしてたり、 
商品開発して販売したり、 
コンサルティングしてたりします。 

まあざっとこんな感じです。 



今はYouTubeとかブログとか 
このメルマガとかで情報発信できてますが、 
元々、というか今もですが超無口ですし 
自分に対して誇れる自信とか全くありませんでした。 

だけど、そんなダメ人間だった僕でも 
働かなくてもお金を稼ぐことができたり、 
自分に自信が付いていったりして 
今は毎日が冒険のような感じで楽しいです。 

将来はもっとビジネスの規模をデカくして、 
色んな人から大事なことを学んだり 
僕も一教育者として誰かにもっとこの世界の素晴らしさを知ってもらいたい 
という理念があり、このメルマガを運営しています。 

自動でお金が発生するような仕組み 
があれば、空いた時間で本当にやりたいこともできるし、 
人間性もかなり魅力的になることができます。 

超怪しいと思いますが、 
ちゃんと取り組めば自動収入というものは 
構造的に十分作れます。 

というか、 
今の時代はインターネットというものが存在するので 
昔よりもかなりそれが作りやすい時代になってます。 

自分の収入を増やすためには、 
ビジネスの全体像を理解して 
お金が生まれる仕組みを作らないといけません。 

これは、ただ単に稼ぐだけではなくて 
お金も時間も手に入れる必要があるのです。 

だって、時間がなかったら 
やりたいことってまずできないです。 

これは学歴とか年齢とかは、 
全く関係ないですし 
僕自身も元々高卒で勉強ができたわけでもありません。 

会社員だろうが、 
フリーターだろうが、 
大学生だろうが、 
主婦だろうが、 
ネットビジネスがきっかけで僕のように 



人生が変わっていくような人は実はたくさんいます。 

ではなぜ、 
僕がこんなに自信を持ってはっきり言えるのか 
というと、知識を得て仕組みを作って実感したからです。 

その詳しい仕組み作りの方法も、 
このメルマガで話していきます。 

でも、この1通目だけで 
ビジネスに関すること全てを 
話すのは正直無理なので、 

それについては 
2通目以降のメルマガで 
詳しく解説していくので、 
安心して読み進めてもらえればなーと。 

普段好きなことや 
僕の性格だったり 
興味のあることとしては、 

若干潔癖症で、 
几帳面で、 
綺麗好きで、 
人間観察とかしたり、 
映画とか観たり、 
寝る前に筋トレしたり、 
週一でバレーボールしたり、 
行動経済学の本読んだり、 
心理学の本読んだり、 
脳科学の本読んだり、 
ココイチ週３で食べたり、 
残りの4日はほっともっとの唐揚げ弁当食べたり、 

etc・・・ 

こんな感じです。 

僕のメルマガに登録していただいた 
ということは、何かしらネットビジネスに 
興味があったり、自由になりたかったりすると思うので、 

ネットビジネスについて詳しく掘っていったり、 
メルマガでしか話せない僕の恥ずかしいエピソードとか、 
他にも絶対に知ってもらいたい情報を話していきます。 



今日のメールは、 
僕がこの世界に出会うまでの経歴から。 

それを物語形式にして話していきます。 

かなりライトに書いてるので、 
2分くらいでサクッと読めると思います。 

では、ここからは 
僕がまだ19歳だった頃まで 
遡りたいと思います。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

高校を卒業して 
郵便局で働いてはや半年がたった頃、 
僕は初めて「ネットビジネス」 
という言葉をTwitterで目にした。 

当時は19歳。 

就職して半年が経ち、 
何となく今後の人生のことや 
今の給料に対して不満を抱えていた。 

当時の手取りは12万円。 

一人暮らししたいと思っても、 
かなり切り詰めて生活しないと 
絶対にやっていけない給料だった。 

その時はまだ実家にいて、 
そろそろ一人暮らししたいな～ 
とか思ってたけど、 

今の現実を考えると 
それはほぼ無理な願いだった。 

もっと給料上がらんかなー。 
こんなんじゃまともに生活もできねえよ。 

たまに飲みに行く高校の友達には、 
給料をごまかしたりして 
笑われるのを怖がっていた。 



とにかくコンプレックスの塊でしかなかった。 

そんなどうしようもない状況だったので、 
こんな自由な世界があるんだと知って 
そこから僕はとにかく早く 
この状況から抜け出すために 
すぐにネットビジネスに取り組む決断をした。 

将来は絶対にネットビジネスで生活して、 
周りの奴らより自由気ままに生きてやる。 

その思いが強かったので、 
今では独立してはや1年半が経って 
それなりに収入も右肩上がりになった。 

今は22歳で世間的に見たら 
この年で独立してビジネスしてる人なんて 
なかなかいないので、 

周りの友達とか、 
昔からの知り合いの人とかに 
「若いのにすごいね！」「才能があるんだね。」 
といった言葉がだいたい飛んでくる。 

でも、実際はさっきも言ったけど、 
ネットビジネスをやるために 
才能とかセンスとかは何もいらない。 

実際、僕には才能なんて何もないし、 
今でも自分に何か特別な才能があるなんて 
本当に微塵も思ってない。 

もう一度言うが、 
才能なんて本当にいらない。 

とりあえずでいいので、 
それをひとまず覚えておいて欲しい。 

で、話を戻すと 
僕がネットビジネスを選んだ理由として大きいのは、 

「給料が低かったから」 
「童貞で自分に自信がなかったから」 
「単純に縛られずに生きていきたかったから」 



主にこの3つだった。 

給料が低かったことは、 
さっき話したのでここではもう割愛する。 

で、童貞で自分に自信がなかったから 
については、 

高校まで女の子とまともに話した経験がなくて、 
それが原因でもちろん人と付き合ったこともなく 
自分に何の自信もなくなってそれが逆にコンプレックスになっていた。 

性欲は昔からかなりあった。 

でもそれを十分に満たすことができていなかった。 
中2の頃から、家族が使ってた共同のパソコンを夜中にこっそり開いて、 
エロ動画を観てオナニーする、という習慣だけはあった。 

でもさすがにそんなことでしか 
性欲を満たせない自分に腹が立ち、 
いつしかそんなみっともない自分に嫌悪感と 
自己否定がだんだんと生まれていた。 

で、気づいたらその状態が 
就職して1年経った20歳まで続いた。 

何であいつには彼女がいて、 
俺には彼女ができねえんだよ。 

どうすればモテるんだ。 

早く童貞卒業しなきゃ、 
周りにバカにされる一方だ・・・ 

何が何でも女の子にモテたい。 

というかまず一回でいいから誰かと付き合いたい。 

自分に圧倒的な自信を付けて、 
毎日すれ違うだけで目を止まらせてしまう、 
そんな魅力的な男になりたいとずっと思っていた。 

で、その思いが強すぎたせいか、 
それがかなり自分の原動力になった。 

今ではそれがあったおかげで、 



かなり女性には困らない 
自分に生まれ変わることができた。 

3つ目の、単純に縛られずに自由になりたい 
ということに関しては、 
今までずっと会社に縛られて 
上司の言うことをペコペコしながらしたがって、 
「雇われの身」としてしか生きてこなかったので 

自由に稼いで、 
好きなことを思うがままに 
できる状態に憧れていたのと、 

昔から”社長になる”というのが 
夢だったことから、もう会社のサラリーで 
生きるのではなくて、 

ちゃんと知識を得て 
しっかり取り組めば絶対に俺にだって社長になれる！ 
それをネットビジネスの世界を知って確信していた。 

あと、3歳から母子家庭で、 
さすがに親に苦労させたくないというのもあって、 
自分がもっと稼いで親を養えばそれだけで 
喜んでもらえると思ったし、 

少なからず親孝行をすることができると思っていた。 

それなのに、現実を見たら 
給料は12万だし、毎日楽しくもないし、 
やりたい趣味とかもろくにできてない状態だった。 

だからもう、 
自分にとってはネットビジネスしかないと思った。 

ネットビジネス以外に、 
お金を稼いで自由になる具体的な方法はないと思った。 

これをやってみたい、とか 
こういう人生だったらな、とか 
そんなのを思っているだけだったら 
正直何も変わらないし、 

もし仮にネットビジネスで失敗したとしても、 
またやり直せばいいと思ってたし 
「何とかなるだろう」と思っていた。 



今まで心から毎日が楽しい！ 
なんて思ったことが本当に無くて、 
社会に流されて生きて、定年退職して 
自然に死んでくのかな～とか思ってた。 

でも、この世界に出会えたおかげで、 
これから俺は絶対に生まれ変わって自由になって 
モテモテの生活を送ってやる。 

そう決心して、 
郵便局に就職して約1年で 
僕は勢いで退職することとなった。 

親には当時相当反対されて、 
何度も喧嘩して泣かれたこともあったけど、 
そんなのは全部無視して退職することにした。 

でも、実は今思うと 
この時ちょっと後悔している。 

当時はまだネットビジネスの世界がある、 
というのを知っていただけであって、 
じゃあ実際に稼げていたのか？ 

と聞かれると全く稼げていなかった。 

だからほぼ投げやりだったし、 
当時の親には申し訳ないことをしたな、 
と反省している。 

その辺の詳しいエピソードは、 
YouTubeで話してるのでここでは割愛するとしよう。 

ここまでが郵便局を退職するまでの流れです。 
マジでお金なかったんですよね。本当に。 

お金がなかったのでいつか車を買うために 
毎月頑張って7万くらいは貯金してました。 

なので相当カツカツ状態。 

もうあんな状態にはさすが戻りたくない笑 

しかも、そのおかげで貧乏性になっていたため、 
今でもよくコンビニに行った時に 



108円のいろはすにするか、 
それともちょっと贅沢して210円のモンスターを買うかで 
かなり悩んでしまう癖がある。 

だいたい迷ったら15分くらいは悩んでしまう笑 

いやー、この貧乏性は治したいですね笑 

たぶんもっと稼げば治ります。 

話を勢いで退職した後に戻します。 

で、何とか上司を説得して 
とりあえず辞めることができた。 

でも、さっきも言ったが 
まだ1円もネットビジネスから収益は 
発生していなかった。 

さあ、いざ辞めたけど何すればいいんだ・・・ 

という状態になっていた。 

んー、ネットビジネスって稼げるのは確かだけど、 
いざやるってなったら具体的に何をやったらいいのやら。 

早速、ネットサーフィンして調べてみた。 

この時、初めてしっかり調べたので、 
ネットビジネスには色んな種類があることがわかった。 

なるほど。 
アフィリエイトってものがあるんだ。 
商品紹介すると、その売り上げの一部を 
アフィリエイト報酬として受け取ることができるのか。 

しかもそれが初期費用ほぼ０円で、 
ネットで全て完結するらしい。 

これはすげえな。 

パソコンとネット環境あればどこでもできるし、 
アクセスをたくさん集めて、 
商品が売れれば売れるほど 
アフィリエイト報酬もバンバン口座に振り込まれる。 

もっと具体的に言うと、 



A8ネットというASP（あふぃりえいとさーびすぷろばいだ？？）は、 
ファンコミュニケーションズという 
企業が運営しているらしい。 

年商200億あって、上場してるし、 
自分が普段気づいてないだけで、意外と身近なところで 
アフィリエイトって使われてるんだな～と思った。 

で、そしたらどんどんネットビジネスに興味が湧いてきた。 

なんというか、これからの未来が明るい気しかしなかった。 

MacBook開いて、 
スタバでアイスコーヒー飲みながら作業して 
やりたい時間にやってそれ以外は自由気ままな生活が 
これから待っているんだ～はっはっは～～！ 

とか思ってたから、 
一目散にネットビジネスをしたくなった。 

今までは世間の常識の中で生きてきて、 
とくに勉強に明け暮れたこともなく過ごしてきたから、 
いろんな知識が一気に入ってきて 
頭が今にも爆発しそうなくらいパンクしていた。 

だから調べていて単純に楽しかったし、 
何より普通に面白かった。 

他にも色々情報がありすぎて、 
具体的に何をやったらいいのかちんぷんかんぷん。 

だから、とりあえず直接人に教わって、 
コンサルを受けることにした。 

ネットビジネスで稼いで、 
月収200万稼いでいるという同い年の 
人がTwitterにいたので、その人に直接アポを取って、 

30万払って初めてネットビジネスに取り組んだ。 

今までは会社からの給料でしか 
生活してなかったので、 
ぶっちゃけ騙されるんじゃないか？とか、 
詐欺だったらどうしよう・・・とか思っていた。 

確かに、当時はもう3年前だけど、 



今思い出してみても完全に怪しさMAXだった。 

でも、すでに決断してたこともあって、 
とりあえずやってみることにした。 

僕のやる前のイメージとしては、 
ネットビジネス＝ビジネス＝起業家じゃん。 
なんかカッコいい。 

これでネットビジネスで成功できたら、 
俺絶対カッコよくなるし、絶っっっ対にモテるじゃん。 

だって、もし詐欺だったら、 
わざわざYouTubeとかブログで発信したりするか？ 
いやいやいや、しないだろう。 

それに、稼げるようになれば（月収100万とか） 
自信付くし、親も楽に過ごしてもらえる。 

で、コンサルを受けるために 
愛知から神奈川まで新幹線で行って、 
現金30万円を封筒に入れてそのまま会いに行った。 

新幹線に乗ること約2時間。 

やっと新横浜駅に着いた。 

で、そこから待つこと5分。 
改札に集合とのことだったので、 
そのまま改札で待っていた。 

そしたらそれらしき人から声をかけられた。 

「あ、しゅんえいさんですか？」 

「は、はい！、、、初めまして（焦）」 

いくら同い年とはいえ、 
超緊張してたのでめちゃくちゃ焦ってた。 

でも、いざ会ってみると、 
見た目は意外と普通の青年だった。 

（彼の名前は言えないのでここではKさんとします。） 

こんな同い年の普通の人（Kさん）が、 
本当に月200万も稼いでるのか？ 



年収換算したら、 
2400万でしょ？普通に金持ちだし、 
今までの俺からするとありえない。 

そこからまずはご飯をご馳走になることになった。 

Kさん「お腹空いてますよね(^ ^) 
　　　　何食べたいですか？」 

し「え、あ、は、はい、焼肉が食べたいです！」 

Kさん「いいですね～！この駅の中にいい焼肉屋があるので、 
　　　　そこでランチご馳走しますね！」 

し「え！？いやいやいや・・・ 
　　そんなの申し訳ないですよ！！」 

Kさん「大丈夫ですって～w 
　　　　そんな遠慮せずいきましょう！」 

し「あ・・・ 
　　は、はい・・・ 
　　ご馳走さまです！！！！」 

焼肉を食べながら 
ネットビジネスについて色々聴きまくった。 

Kさんから聞いた話は全て衝撃の嵐だった。 

Kさん「今はアベレージ月200万～300万くらいあるので、 
　　　　年収でいうと3000万くらいですかね～？」 

マ、、、マジかよ。予想はしてたけど、 
いざちゃんと本人を目の前にして聞くと、 
さすがにこんな感覚は初めてだった。 

だって、同い年でしょ？ 

同い年の19歳が、月300万もあんの？ 

こんな同い年にあったのは、 
当たり前だが生まれて初めてだった。 



テレビでなら何となく見たことはあったけど、 
リアルで目の前にしたのは人生初。 

そのあとは、どうやって月収300万を達成したのか。 
ネットビジネスはちゃんと取り組めば、 
小学生だろうが、高校生だろうが、大学生だろうが、 
主婦だろうが、サラリーマンだろうができるということ。 

で、この可能性に気づいてない人が世の中の殆どだということ。 

ざっくりとだが、 
このようなことをお話ししていただいた。 

ちなみにもうこの時点で、 
気分が最高潮に達していた。 

めちゃくちゃ興奮していた。 

その理由は、 
「お金がなかったから」 
「モテるためにとにかく自信を付けたかったから」 

大きな理由はこれです。 

ネットビジネスで稼げるようになれば、 
この2つを抜け出すことができる。そう確信していた。 

この時は自分に全く自信がなくて、 
なおかつプライドの塊みたいなものだったから、 
何かコンプレックスとかがあってもそれを素直に友達に話したりなんて 
とてもじゃないけどできなかった。 

だからこそ逆に、 
”絶対に成功して自由になりたい”という気持ちは 
おそらく人一倍強かったんだろうなと思う。 

マジでお金がなくて、自信もなくて、 
なおかつ心配性で、コンプレックスの塊。 

だからやらない理由がなかったし、 
ネットビジネスの世界。 
起業家の世界。 
実業の世界というのは、 
本当に当時の自分にとって希望の光でしかなかった。 

改めてここで、 
ネットビジネスの世界で 



本気で生きていこうと決意した。 

そして、2016年の1月から、 
僕のビジネス人生がスタートする。 

ここまでが、本格的にネットビジネスを 
始めるまでの具体的なエピソードです。 

そしてその1年後、月収50万円を達成した。 

その後も少しづつだが、収益を伸ばしていき、 
70万、100万と収益を上げることができていった。 

そして、今ではそのうちの 
月30万くらいは、何もしなくてもお金が入ってくる状態になった。 

1秒も働かず、寝てても勝手にお金が口座に振り込まれる。 

映画観ててもいいし、本読んでてもいいし、 
旅行しててもいいし、何をしてもこのくらいは入ってくる。 

こんなの、郵便局員だった僕からしたら、 
普通にありえないし、一気に価値観が崩壊した。 

これまで生きてきた人生の常識とか、一気に吹き飛んだ。 

だから、この時点でこの世には 
常識なんてないと思ったし、生き方に正解なんて無いんだなと思った。 

今まで教えられてきた学校教育や、 
会社でしつこいくらい言われてきた常識って 
マジでなんなんだよ・・・ 

そう確信して、 
常識なんて本当に関係ないんだと肌で理解した。 

19歳～22歳のこの３年間で、 
僕の人生は本当に変わった。 

これに満足することなく、 
これからもずっと学び続けて、 



さらにカッコいい大人になっていきたいと思う。 
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いかがだったでしょうか？ 

かなり長かったと思いますが、 
読者さんからはかなり読みやすいとのメールをいただきます。 

こうやって、僕のこれまでの経歴を出すことで、 
僕がどんな人間だったのかを理解した上でメールを読むことができるし、 
しゅんえいってこんな何もできない奴だったんだよ。 
ということを理解して欲しいんです。 

日本人って特にそうで、 
みんな自信がなくて、本当はこうなりたい！ 
って思っててもなかなか行動ができません。 

でも、難しく考える必要はなくて、 
やり方を知った上で、行動することができたら 
その理想は現実になるんだよ。 
ということをこれまでの経験で学ぶことができました。 

これまでの約３年間というのは、 
僕にとって本当に濃厚で、刺激的な経験だったし、 
これまでで最もインパクトのある3年間でした。 

でも、「ただ行動すれば夢は叶うよ。」 
とは言うつもりはありません。 

確かに行動力は大事だけど、 
でもそれだけではいけないのです。 

行動とプラスして、”知識”が必要です。 

スタートからゴールまでの 
明確な道がわかっていて、ちょっとした努力ができれば、 
経済的な成功は十分に可能です。（月30万～月100万くらいは） 

しかも、それも仕組みを作れば、 
寝ていたとしても勝手に発生してしまいます。 



怪しいし、胡散臭いと思うかもしれないけど、 
これは事実ですし、僕や僕以外の人のメルマガを読んでいれば 
何となく嘘じゃないと理解はできるはずです。 

でも、じゃあそれは何も考えずにただ努力すればいいのか？ 

と聞かれたら、答えはノーです。 

そこに時間をかければ絶対に稼げるということではないんですね。 
単純に、収入が発生する仕組みをちゃんと作ればいいだけなんですよ。 

だからこそ僕は自動収入があるだけです。 

答えは至ってシンプルなものが、 
ネットビジネスの世界にはかなり多く存在します。 

テレビ観てようが、漫画読んでいようが、 
何してようがネットの仕組みが勝手に稼いでくれます。 

とは言っても、 
最初は全く何が何だかさっぱりわからないと思います。 

でも安心してください。僕もそうでしたから笑 

それが普通だし、このメルマガを毎日読んでいれば、 
絶対に誰でも理解できるようにしてあります。 

稼ぐ人と稼げない人では、 
単純に知識の差が違いすぎるのと、 
普段から思考している数が全く違います。 

成功者というのは、ただ単に金があるから成功者 
というわけではなくて、いつでも金を生み出せる仕組みを 
作っているからこそ成功者なんです。 

なので、成功して自由になるためには、 
当たり前ですが成功者になるための思考が必要です。 

じゃあ、その思考ってどこから作られるのか？ 
というと、知識と情報から作られるのです。 

お金を稼ぎたいなら、 
お金を稼ぐための勉強をすればいいだけです。 

超シンプルです。 

僕も、僕以外の人も、みんなそうやって 
お金を稼いできたし、仕組みも作ってきました。 



繰り返しになりますが、 
お金を稼ぐことというのは 
世の中で言われているような難しいことではありません。 

もし、難しいと思うのであれば、 
それは単純に知らないだけです。 

知らなければ、それは難しく感じるし、 
難しく見えますよね。だから怪しいし、何だか胡散臭い。 

気持ちはわかります。 

僕もそういった時期があって、 
特にネットビジネスの情報発信者に対しては、 

「こいつらどうせ詐欺でもやってんだろ？」 

としか思ってなかったので。 

あ、ここで知っといて欲しいのは、 
確かに、詐欺商材を売って悪いことをしている業者は 
存在しているということです。 

この業界のデメリットとして、 
悪いことしてる人も少なからず一部ですがいるので、 
そういう奴らだけには絶対に騙されないでください。 

具体的には、 
コピペで稼げる。 
2タップで100万円。 
タップ1回で億万長者。 

みたいな類のキャッチコピーの広告とかです。 

こんな世界はまず嘘なので、 
絶対に信用してはいけません。 

確かにこういう世界はあるにはるのですが、 
それはあくまでもある程度の経験と仕組みがあっての話です。 

初心者がいきなりすぐにこうなるなんてありえません。 

僕はこれまで色んなビジネスに浮気したりして、 
ありとあらゆるネットビジネスには多少触れてきたので 
その情報が本物か偽物かはすぐに見分けがつきます。 



明日以降送られてくるメールは、 
具体的な仕組みの作り方だったり 
僕しゅんえいがこれまで経験してきて学んだ 
たくさんのことを共有していきます。 

是非次回以降のメールをお楽しみに。 

それでは、 
最後にこのメルマガに 
登録してくださったあなただけに 
プレゼントを送ります。 

これからあなたが 
インターネットを駆使して 
どのようにして 
真の自由を掴んでいけばいいのか 

これをまとめた 

「電子書籍」 

をプレゼントしたいと思います。 

これはあなたが今後ネットビジネスで 
稼いでいくための最初の教科書になるでしょう。 

こちかからダウンロードできます。 
 http://my29p.com/l/m/L8UZtIDg18PH6m 

これから共に成長し、 
頑張っていきましょう。 

追伸1 

このメールの感想をください。 
というのは、 
単純にどんな人が僕のメルマガを読んでくれているのか 
気になるし、知りたいからです。 

どんな人なのかをイメージしながらメールを書きたいですし、 
その人たちのための情報を届けることができます。 
何よりも、学んだことをアウトプットするというのは、 

http://my29p.com/l/m/L8UZtIDg18PH6m


思考がどんどん鍛えられます。 

これは僕のメールに限った話ではなくて、 
全ての知識、情報においてです。 

なので、早く稼ぐためにも、 
学んだことはしっかりアウトプットして 
思考を鍛えていきましょう。 

追伸2 

「ビジネス初心者のための教科書」 
として、再生リストを作りました。 

普段散歩するときや寝る前など、 
隙間時間に音声学習として聴くだけでも 
かなりの”基礎”が付きます。 

基礎はものすごく大事です。 

あと、何度も反復して 
音声学習すればかなり最強な状態になります。 

BGM感覚でいいので、 
ぜひ試してみてください。 

ぜひブクマしていただければと思います。 

再生リストはこちら。 
http://my29p.com/l/m/nes5Csqhf8tEwL 

ではでは。 

http://my29p.com/l/m/nes5Csqhf8tEwL

