
【しゅんえい公式メルマガ元1通目】 

★★★――――――――――――――――――――――――――


　　『真の自由』を本当の意味で手に入れるためのメールストーリー


　　　　　　　　　　　　　～序章～

　　　　　　　　　　「最幸の人生ゲーム」


――――――――――――――――――――――――――★★★


こんにちはー！

僕の名前はしゅんえいです。


この度は、

真の自由を手に入れるためのメールストーリー

にご登録いただき本当にありがとうございます。


プレゼントについては、

メールの最後に置いてありますので

安心してお受け取りくださいね^ - ^


さて、今日から毎日僕はあなたに

本当の意味で『真の自由』を手に入れてもらうための

メール講座を送っていきます。


今回のメールは最初のメールということで、

軽く僕の自己紹介をしていきますね。


僕は2017年まで、

ただの貧乏なダメダメ派遣社員でしたが、

突如、インターネットを使って起業しました。


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝




そこから半年後、今では毎月１００万円以上を

インターネット収入だけで稼げるようになりました。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


ただの21才の凡人ですが、

毎月100万円ほどの収入です。


超絶に怪しいですし、

胡散くせえ！って思われてるかもしれません。


実際21才で100万円以上の収入があるなんて

普通はありえないですしあなたの周りには

なかなかいないかと思います。


なので、

元々僕が何か「才能」があったんじゃないか？


詐欺してんじゃね？


そんな風に友達からも疑われた事もあります。


しかし、


僕は本当に2017年4月まで

マジで何も才能もない、金もない、知識もない、

将来何も考えてないどうしようもない


ただのダメ人間でした。


インターネットビジネスに出会う前は、

普通に高校に行き、安定した就職先に就き、

結婚して普通の人生を歩んでいくんだろうなー。という人生でした。


しかし、僕はそこからインターネットビジネスに出会い、

いわゆる「普通の人生」を捨てたのです。




そして今では自分の力で稼ぐスキル

を手に入れることができました。


たぶん、派遣社員のまま生きていたら、

このメルマガも書けていませんし、

YouTubeで情報発信なんて絶対にできていません。


普通につまらない毎日をすごして、

普通に死んでいく人生を歩んでいく羽目になっていた事でしょう。


しかしインターネットビジネスに出会えたおかげで

今では人生が180度激変し、毎月100万円という

ありえない金額を稼ぎ出すまでになりました。


普通の同い年のサラリーマンの収入の5倍

の収入をたった1ヶ月で稼ぐことができています。


ではそもそもなぜ、

僕が「普通の人生」を捨てて、

「インターネット起業」という選択肢をとったのか？


その理由は、僕が、


『インターネット上に価値を生み出して、稼ぐ力』


という一生もののスキルを身につけたからなんです。


この『インターネットで稼ぐ力』を

みにつけている僕は世界中のどこにいようが

インターネット環境さえあれば、


MacBookとスマホのみで収入を得ることができて、

一生お金に困ることはありません。




僕のクライアントさんにはいろんな人がいますが、


例えば、、、


同い年の大学生、子持ち主婦の方、30代のサラリーマンの方、

脱サラしてフリーランスの方などなど。


そして僕は彼らに少し教えるだけで

今まで1円も稼いだことが無くても、


初月から数万～数十万といった

金額を稼がせることができてしまいます。


こんな感じで僕がインターネットビジネスを

教えるだけで自分がほとんど何もしなくても、

多きな利益を生み出すことができます。


僕は今現在、いろんな方に、


「好きなことを好きな時に、好きなだけできる人生」


ただお金を稼ぐだけでは無くて、

本当の意味での「自由」を手に入れてもらうための

生き方を教える仕事をしています。


具体的なこととしては、


・0の状態から「仕組み」を使って何もしなくても収入を得るためのお手伝い

・YouTube、ブログ、メルマガでの情報配信

・中小企業さんの集客のお手伝い

・LINE＠更新

・「真の自由」を得るためのライフサポート

・インターネットショップ物販事業


などなどです。




今では様々な事業をしていますが、

元々僕にビジネススキルや才能があったから

こんなことができているわけではありません。


今までの約1年間で学んできたことです。


知識を得て学んでいくうちに、できるようになりました。


少し前までは本当にただの派遣社員でしたが、

今ではお金も時間も自由になり、


ビジネスをしながらやりたいことを

好きなだけでいる毎日を送れています。


・毎月海外旅行にいってもよし。


・1日中映画館で映画鑑賞していてもよし。


・友達と毎日遊んでもよし。


・毎日女の子と遊びまくってもよし。


・1日中家で寝ていてもよし。


本当にお金と時間の縛りから解放され、

やりたいことをやれる、ものすごく自由で、楽しい人生です。


今日から毎日お送りするこのメール講座では、


「本当の意味での真の自由を掴み、好きなことをして生きていく人生」

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


を目指していきます。


「お金があるだけでなく、本当の真の自由」です。




でも、

ここで注意してもらいたいことがあります。


それは、あなたに


「お金だけを稼いでもらいたいわけではない」

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


ということなのです。


もちろん、

最初はお金から稼ぐことはしかたありません。


しかしですよ、

そのお金はあなたが最終的に

「真の自由」を手に入れるためのきっかけ


であってほしいのです。


このくらいやればいくら稼げる！とか

すぐに月100万稼げる！とか


決して目先のお金だけにとらわれてほしくありません。


ただ単に、「月100万のお金を稼げた」だけでは、

本当の自由にはならないのです。


「自分が作業して働いて稼いだお金」は

むしろ、自由とは反するお金なのです。


僕自身が本当に理想とする状態というのは、


月に30～50万でもいいので、




「自分が何もしなくても」稼げる状態なのです。


僕はここにすごくフォーカスしています。


月30万でもあれば、

最低限の生活は保証されます。


毎日好き放題、

やりたいことをしていようが、何をしていてもいいのです。


無駄にお金を使いすぎなければ、

特に困ることはありません。


そして、

何もしなくても得られるお金が

月100万以上もあれば、


大抵のことは好き放題できる人生

を歩むことが可能になります。


もちろん、

これは最終的にという目標であって、

いきなりすぐに達成できる、というものではありません。


しかし、、、


これから毎日コツコツと、

「働かないお金」を貯めて行ってほしいのです。


あたたにはこれから、


「情報を発信して稼ぐ」


ということをしてもらいます。




なぜかというと、


この世の全てのビジネスは、

「情報」で成り立っているからです。


そしてそれをできるだけ

「仕組み」にしていくことで、


最終的には、


「何もしなくても（働かなくても）、お金を得られる状態」


を作ってもらいます。


簡単に言えば、


インターネット上にあなた自身の「自動販売機」を

作り出すということです。


何度も言いますが、

必死で作業して働いて稼いだお金の先に自由なんて何一つ存在しないのです。


よくTwitterやらFacebookにいますよね。


「月収〇〇万円稼いでます！」


「毎日リッツカールトンでお茶してます！」


みたいなw


こんな口先や表面だけの自由ではいけないということです。


しかも、こういう人達はSNSでは”自由”です！と

提唱しているはずなのに、


毎日SNS投稿や対面アポや通話アポなどをして、




結局「忙しい毎日」を送っています。


これが本当に「真の自由」なのでしょうか？


僕にはこれが「真の自由」だとは

到底思えませんね。


勿体無いなあ。と思うばかりです。


どれだけ労働して働いて

お金を得たとしてもですよ、


「時間」がなければ何も自由ではありません。


「時間」がないから、

本当にやりたいことをできる毎日

を送ることが彼らはできないのです。


結果、労働をしています。


本当の「真の自由」とは、


・金銭的自由

・時間的自由

・精神的自由

・身体的自由


この4つが全て揃って初めて

俺は「自由だああああああ！」と言えるのです。


そしてそのために、

僕はビジネスの「仕組み化」というのを教えています。




それこそが、

お金も時間も心も身体も自由にさせることができる

「唯一の方法」なのです。


今回お話ししたような、


「金銭的にも時間的にも精神的にも身体的にも

　自由な人生を手に入れる方法」を


これから毎日メール講座にて”基本は無料”でお話ししていきます。


なぜ”無料”なのかというと、

僕はこの講座で、僕と同じように生きていくような

「仲間」を増やしていきたいからです。


あなたにも是非僕と同じような生き方を歩む

大切な”仲間”になってほしいと思っています。


そしてこの仲間が増えれば増えるほど、

この講座コミニュティは盛り上がって行き、

どんどん成功者が増えて行きます。


多くの人に感謝されながら、成功者をどんどん排出していく

そんな「成功者排出コミュニティ」を僕は作っていきたいのです。


そして、その第一歩として

あなたにもこのメール講座に「参加」して欲しいのです。


具体的に言えば、

これから送られてくるメールに「返信」してもらい、

コミュニティを盛り上げていってほしいです。

（もちろん強制ではないです）


僕1人だけがただつらつらと話していても




正直なんの意味もありません。


あなたからの返信で送られてきた内容や

あなたのエッセンスを講座の中に取り入れたりして、

どんどんメール講座を作っていきます。


なので、あなたの返信によって、

この講座自体がリアルタイムでどんどん”進化”していきます！


なのであなたにも、

一緒にこの講座を作っていく「仲間」になって欲しいのです。


あなたが今悩んでいることや、

わからないことはあなただけのものではなく、

ほかのメンバー全員が思っていることです。


つまり、

それを共有していくことで

より質の濃いメール講座にしていけます。


なので、ぜひ、このメルマガを

盛り上げていくためにも、メールの返信などで

参加してくれたら嬉しいです。（強制ではありません）


僕はいろんな成功者を見てきて思いますが、


当然、積極的に参加してくれる人と

そうでない人は数ヶ月後には圧倒的な差が

できていることでしょう。


ちなみに、講座は基本無料ですが、


絶対に買ったほうがいいものや、

僕があなたに絶対に損をさせないと断言できる企画などは




有料でも案内していきます。


もちろん、

必ずそれに参加をしなければいけないルールはありません。


ただ、ひとつあなたに言っておきたいことは、


1番大事なのは無料か、有料かなどの表面上の

ものだけで判断するのではなくて、


あなたにとって、何が必要なのか、

そのためにはこれはお金を払う価値があるのではないか？


と、自分自身で考えて取り組んでいく

というあなた自身がもっている意思や想いが

最も大事なのです。


そういったあらゆる面で

「自立」していけるような

メルマガを配信していけたらなと思います。


そして、僕は毎回のメルマガで

あなたからの「返信」を待ち続けます。


そんな風にして、一緒に成長し、

「金銭的にも、時間的にも、精神的にも、身体的にも自由」


という状態になることをまずは第一目標として目指していきましょう。


そこまでに達すれば、

自由に解放されたお金と時間を

あなたの自由に好きなだけ使える人生が待っています。


毎日沖縄で遊んでようが、

家でのんびり過ごしていようが関係ありません。




何をしたっていいのです。


そして、最終的には、

あなた自身の「最幸な人生ゲーム」を

作ってほしいなと思っています。


人生はゲームのようなものです。


自分自身が常に主人公になって、

いろんな場面で壁を乗り越え、

そのいくつもの壁を乗り越えた先に、


本当の成功があります。


まさに「人生ゲーム」です。


そんな最幸の人生ゲームを作っていくための講座を

これから僕は毎日配信していきます。


改めてよろしくお願いします。


もし、途中でつまらないと思ったり、

読む必要がないと感じたりしたら、

いつでもこのメール配信登録を解除できるリンクを

置いておくのでご安心ください。


～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


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。


ダメ社員だった僕がインターネットビジネスに出会ってから、




毎月100万稼ぐまでのストーリーをまとめた動画


【貧乏ダメ社員から経営者になるまで～真の自由人生～】

　　　　　　　　　　動画リンク


という動画をプレゼントします。


これを見ていただければ、

僕がどんな人間で、これからあなたがどうしたらいいのか？

がしっかりと理解できます。


では、明日から毎日20時ごろに

メールを配信していきますね。


これから共に成長し、頑張っていきましょう！


追伸


プレゼント動画の感想を

メール返信で送ってくれた方には、


本来有料で1日5万円で行なっている、

「1時間スカイプコンサル」をプレゼントさせていただきます。


その時は、返信メールのタイトルに

「スカイプコンサル希望」と書いて

送ってくださいね。


※メールの返信には全て目を通しています。


なので、気軽に質問や普段のメールの感想なども

いつもで送ってくださいね＾＾


（よく返信をくれる方には

　先行募集などの企画を優先的に案内しています。）




追伸2


「インターネットビジネス初心者のための教科書」

として、動画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”がついてしまいます。


基礎はものすごく大事です。


あと、音声学習で反復は最強です。


ぜひブクマしてチャンネル登録いただければと思います。


再生リストはこちらです。」

%url1%


運営者ブログ

http://syunnei001.com/


嘘を言わず本音で語るYouTubeチャンネル

https://bit.ly/2HRb7oW


今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。

https://my29p.com/User/cancel_mail/uc28Nr92


https://my29p.com/User/cancel_mail/uc28Nr92

