
マインドセット企画シナリオ 
1通目件名：マインド企画に興味を持っていただきありがとうございます。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

マインドを学ぶ新企画は、 
明後日の20時から募集開始です。 

今回の企画では、 
僕がまだビジネス初心者の時に 
徹底的に刷り込ませたマインドや、 

普段コンサル生に話す思考の話、 
そしてこれまで何十人といった 
起業家と会ってきて学んだマインド・・・ 

こういったものを 
ふんだんに出していこうと思ってます。 

すでに今取り組んでるビジネスや、 
これからビジネスを始める人も 
マインドを学べば 
比べ物にならないくらい 
規模感とスピード感が上がるので、 

ここで一度ガッツリ思考を鍛えて 
収入の桁を1つ、2つ…と 
増やしていきましょう。 



では、 
マインド企画募集開始まで 
楽しみにしていてください。 

解除はこちらから→%url1% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

2通目件名：マインドの新企画は明日の20時～募集スタート。ビジネスも人生もマ
インド次第といった話をしようと思う。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

企画の募集は 
明日の20時ちょうどに募集開始します。 

早速明日から 
マインド企画が始まるわけですが、 
単に「マインド」と聞いても 
たぶんフワッとしたイメージだと思います。 

中には、 
これはスピリチュアルか？ 
と思う人もいるでしょう。 

ですが、 
僕が今回教えるのは 
むしろその逆です。 



フワッとしたものや、 
変な根性論的なものはありませんし、 
そもそも僕が根性論は好きではありません笑 

なのでものすごく論理的。 
かつ具体的に解説してます。 

これまでの僕の 
成功事例、失敗事例に基づいた 
根拠のある成功法則をお届けします。 

これやったらうまくいくけど、 
逆にこれやったら失敗する。 

といったものを 
かなりシンプルにまとめて、 
よりビジネスの規模をデカくしたり、 
自己成長できるような 
「教科書」 
のようなものだと 
思ってもらえればなと。 

成功法則を先取りして話しますが、 
例えば「知識に投資する」 
といったマインドは、 

もう成功者にとっては 
超当たり前のマインドです。 

てか当たり前すぎて、 
もう空気のような常識です。 



こないだも、 
同い年くらいの起業家で 
東京で集まって作業会的なことをしましたが、 

そこにいた20歳の起業家が 
僕と話した時に、 
「しゅんえいさんの教材買いますね！」 
と言って、その場で30万くらい決済して 
一気に知識を仕入れてました。 

で、1週間後くらいに 
どうだったかを聞いたら、 
「今までこれを知らずにやってた事が 
　超恥ずかしくて萎えますw」 
とLINEをくれました。 

ちなみに彼は 
ブログとメルマガを使って 
コミュニケーション系の 
アフィリエイトで月30万くらい稼いでるので、 
既に結果は出てますが、 

僕の教材を買った後は、 
自分で商品を作って 
コンテンツ販売をするようになりました。 

その後も 
順調に収益が伸びてるみたいなので 
僕としては超嬉しいですね。 

彼はスピード感も学ぶ意識も高いので、 
今後さらに飛躍するのかなと。 



僕も負けないように頑張らないと笑 

こんな感じで、 
この事例はちょっと極端かもだけど、 
結果を出せる人にとっては 
これはごく当たり前のマインドで、 
こういう常識レベルのマインドが 
成功者には存在してます。 

スピード感や、 
規模感も同じように 
決まり切ったマインドパターンが 
彼らにはあります。 

あともう一つ事例を出しますが、 
先日はたまたま懇親会で大阪に行った時に 
普段は保険の営業をしていて、 
年収も1000万ある 
女性の読者さんとお会いしました。 

で、この方もかなり 
マインドがぶっ飛んでましたね。 

とにかくビジネスのスピード感が異次元。 

知識量とか思考レベルとかは 
僕と同じくらいだったんですが、 
（むしろ僕のが上かも…） 
スピードでは完全敗北してました。 



そうですね。 

イメージ的には 
毎月1個は教材買ってましたね。 

給料やビジネスで得た収入を 
次の成長の為に殆ど突っ込んで、 
それを自分のコンテンツに生かしてました。 

「ネットビジネス始めてどのくらいですか？」 
と聞いたら、 

「半年くらいです！！」 
と返ってきて驚嘆しましたね笑 

僕が半年目の時は、 
まだ1万円も稼げてなかったので、 
これにはさすがに悔しかったです。 

同じ20代でこんなに 
スピードに差がつくなんて、 
もうこれはマインドがズバ抜けて違うわ… 
ってことはマインドもっと鍛えれば 
絶対スピード感も増すし 
収入も底上げされるじゃん。 

と思ったんですよね。 

なので早速今月から 
収入の全てを広告費に突っ込む勢いで 
YouTube広告をかけて、 
より売上を拡大させたいと思ってます。 



彼女と比べた時に、 
効率的には僕が勝ってたかもだけど 
スピード感を見たら完全に負けてたのかなと。 

実際、世の中にはもっともっと 
凄まじい勢いで稼ぐ人が 
数えきれないほどいるので、 
企画の中でその辺は 
くわーしく解説していきますね。 

「マインドセット」 
と聞いて何をイメージしますか？ 

・心の状態 
・熱血っぽい 
・体育会系 

おそらくこういったものが 
まず頭に浮かんだのではないでしょうか？ 

ですが、 
本質はこれではありませんし、 
ストイックかどうか？ 
でもないんですよね。 

むしろそれよりも、 
より楽にビジネスで結果を出すための 
ロジカルな方法だと思ってます。 

実際に、 
僕の周りの起業家はほとんどが 
いつも暇してる感じがありますし、 



ビジネスでもかなり収益を上げてます。 

急にご飯や飲みに誘っても 
すぐにLINE返信が返ってきます。 

なので、 
急に旅行とか行こうと思えば 
すぐに飛行機に乗って 
沖縄とか北海道とか行けるんです。 

で、ここからが超重要なんですが、 
なぜそんな事ができるのかというと、 

マインドの方向が 
ガシッと決まってるからです。 

というのは、 
これはやるけど 
これはやらなくていい。 

といった基準が 
彼らにはあるんです。 

だからこそ、 
まず余計な事はしないし、 
余計なお金も使わないし、 
余計な時間も使わない。 

お金と時間の使い方が超うまいんですね。 

それが故に、 



間違った行動を取らないから 
ビジネスの方向性を間違える事がなくなるんです。 

成功者は常に、時間第一で考えてます。 

マジでショートカットしまくりです笑 
マリオカートの無敵のスター状態みたいな。 

無敵のスター状態なので、 
ゲームをしたことある方はわかると思いますが、 
もう近道しまくって 
どんな障害物も倒して 
圧倒的なスピードでゴールインします。 

これって別に、 
ズルくも何ともないんです。 

いいんですよ。 

お金をかけてスター状態になれるのなら、 
別にいいと思いません？ 

アイテムや武器はお金で買えばいいし、 
同じように知識には投資してるからこそ 
近道しまくれるんですよね笑 

そりゃー、 
よーいドンでスタートしたら 
ライバルより圧倒的な大差をつけて 
もう余裕勝ちしちゃいます。 



これが逆に、 
マインドの方向性がブレブレの人は 
超無駄なことに時間を割いてしまって、 
結果が出るのも超遅くなります。 

それこそ1年とかかけてしまう人も。 

1年ってかなり長いですよ。 
しかもやる気のある1年間です。 

1年もあればマジで人生変わりますよ。 

その貴重な時間を、 
棒に振るっていてはもったいないです。 

実際に僕は何人も 
そういった人を見てきたんです。 

本人には直接言ってないですが、 
話を聞いた時に 
え、それやろうとしてんの？汗 
みたいな事がよくありました。 

もうそうなったら、 
当然お金だって稼げないし、 
先の見えない失敗街道まっしぐらです。 

うわー、もったいないなあ。 
と思う事が 
これまで何度もあったんです。 



で、実際それを理解できるのだって 
マインドセットなんです。 

これはやらないといけないけど、 
これはやらなくてもいい。 

という、 
超ハッキリした基準があります。 

こういった基準は、 
ビジネスをやる上で深く関連してるので 
これを機にぜひ学んでもらえればなと。 

明日募集開始するから 
言うわけじゃありませんが、 

結果を出す為に、 

・時間を大事にして 
・知識には容赦無くお金を使う 

といったマインドは 
マジで後で大きな結果になって返ってきます。 

というかもうはっきり言いますが、 
マインドには 
ちゃんとお金をかけて学ぶべきです。 

結果はマインドで全て決まるからです。 

もっと言うと、 
人生はマインド次第だからです。 



だからこそ 
マインドを学ぶ事で、 
圧倒的に成功しやすくなるんです。 

時間の使い方、 
スピードの上げ方、 
集客の仕方 
お金の使い方、 
ビジネスモデル選定、 
教育の仕方、 
自信の付け方、 
情報リテラシー、 
マネーリテラシー、 
セールスの仕方・・・ 

もちろん学べるのは 
これ以外にももっとたくさんありますが、 
どれも本質はマインドです。 

じゃあ、 
これらを確実に手に入れるのと、 
目先のお金を手に入れるのを比べた時、 

僕は明らかにマインドの方が大事だし、 
それが今後の収入や人生の価値観に 
めちゃくちゃ影響すると思ってます。 

僕はこの概念を知る事ができたから、 
常に知識にはお金をかけまくってきましたし、 
それは今後もどんどん拡大してく予定です。 



勉強して勉強しずぎる事なんて、 
どこにも無いと思ってます。 

素直にこの人から学ぼう思ったら 
かなり自然に成功の兆しが見えてきます。 

なので、 
しゅんえいから学びたい。 
ちゃんと結果を出したい。 
と思ったのなら、 
しっかりと明日の詳細を確認して、 
講座に参加するかしないかを決めてくださいね。 

20時～募集開始です。 

では。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url1% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

3通目件名：新企画の「成功思考道場」をここに解禁します。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

時間になったので、 



マインドの新企画の募集を開始します。 

で、今回の企画名ですが、 
「成功思考道場」 
（せいこうしこうどうじょう） 
という名前にしました。 

成功者のマインド。 

つまり成功者が持つ 
「脳」や「思考」を 
完全にインストールしましょう。 

といった思いを込めて作りました。 

なので、 
「成功する思考を手に入れる道場」 
と書いて、 
成功思考道場です。 

僕が学んできた思考を 
ここで全て出し尽くして、 
誰でも使いこなせる形で 
その成功ロジックを細かく解説した講座です。 

これを完全マスターすれば、 
かなりハイレベルまで登れるし 
収入の桁も1つ、2つ… 
と進化していくでしょう。 

成功思考道場のレターはこちらから。 



→ %url5% 

マインドの面で 
かなり大事な事を書いたので、 
読むだけで勝手にマインドが高まります。 

ぜひ声に出して、 
ゆっくりと読み進めてみてください。 

企画の〆切は、 
1週間後の23：59：59まで。 

では。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url4% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

4通目件名：続々と参加していただいてます。100万の高単価商品でも自信満々に売
れる方法とは？ 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

昨日募集を開始した 
「成功思考道場」ですが、 
続々と参加してくれていて嬉しいです。 
→ %url7% 



前の企画から 
リピートしてくれている方もいるので、 
企画の中で会えることを楽しみにしてます。 

道場の中には、 
圧倒的にマインドがレベルアップする 
質の濃い講義が盛りだくさんです。 

多分、最初の方は 
頭パンクすると思います。 

ですので 
ぜひ楽しみながら学んでもらえればなと。 

成功者の思考の視点で 
色んなことを話してますが、 
ネットビジネスで 
実際に即使えるものとしては、 
「高単価商品でも売れる方法」 
というコンテンツがあります。 

これ、超ヤバイですよ笑 

僕も一時期、 
薄利多売のものを売ってたので 
高単価商品を売るマインドブロックは 
ものすごく理解できます。 

やっぱり 
10万とか30万の商品を売るとなると、 



さすがに最初は恐怖だし、 
僕もちびりそうでした笑 

1000円でも怖かったです。 

売ってクレーム来たらどうしよう… 
そもそもこれ売れるのかよ… 

マジでこんな感じで 
余計な事ばっか考えてしまって、 
なかなか行動に身が入らなくて 
苦しい時もありましたが、 

成功マインドをちゃんと勉強したら、 
その恐怖も無くなって 
逆に「え？これ安いでしょ？」 
みたいなマインドで 
オファーできるようになったんです。 

当たり前ですが、 
価格だけじゃなくて 
中身のクオリティも 
ちゃんとレベルアップしてます。 

ちゃんと 
価格に見合った中身じゃないと、 
結果的にお客さんとの長い関係を 
築くことができないからです。 

だからこそ、 
マインドをちゃんとセットして 
どういったフィルターを通して、 



セールスすればいいのか？ 

これをちゃんと理解すれば 
もう永遠に高単価商品を扱えて、 
ずっと売り続ける事ができるんです。 

これが本当の意味で、 
”高単価商品を扱う” 
と言う事だと思ってます。 

あとは単純に、 
収入が跳ね上がる時というのは 
より単価の高い商品が売れた時なんですよね。 

例えば30万を稼ごうにも、 
1万の商品を30人に売るのと 
30万の商品を1人に売るのとでは 
後者の方が難易度も低いし、 
満足度も高くなるんです。 

高単価商品を扱える魅力って、 
僕はそこにあると思ってます。 

こっちの方が 
マジで満足度高いです。 

30人のサポートを同時にするより、 
1人と向き合って 
徹底的にサポートした方が、 
よりお客さんとの濃い関係を築けます。 



実際に、 
僕は100万円の商品を扱ってますが、 
これを売ることに対して 
1ミリのマインドブロックもないです。 

むしろ高い方が 
結果のスピードも格段に上がるし、 
かなり深い関係になるので 
お客さんにとっても僕にとっても 
高単価の方が良いんです。 

（もちろん、10万の商品でも 
　ちゃんと結果は出るので安心してください） 

20万とか50万とかの 
よりデカイお金を受け取るって 
なんか恐怖に感じるかもですが、 
それも結論、マインドの問題です。 

そのマインドをぶち壊して 
新しい価値観を知って、 
ちゃんとマインドセットすれば 
もういくらでも高単価の商品を扱えます。 

どうでしょう？ 

30万、50万、100万のあなたの商品が 
毎日ドカドカ売れる状態になったら。 

超魅力的だし、もう理想ですよね。 

その反面、 



ある意味売れすぎて 
それこそ恐怖ですね笑 

ですが、 
それはこの世界では当たり前なんです。 

例えばそれで言うと、 
ライ◯ップとかは 
もうえげつないスピードで売れまくってます。 

だからその分、 
痩せて、 
綺麗になって、 
理想の未来を手にする人も 
圧倒的に増えてるんです。 

逆にこれがもし、 
中途半端に安い 
サプリとかを売ってしまったら、 

きっとお客さんは 
なかなか痩せれなくて、 
ダイエットも続かなくなって、 
結局何も変わらない。 

むしろ 
また太った状態にもなりかねません。 

だからこそ、 
あれくらいちゃんと結果にコミットして 
ストイックになって 
しっかりと高単価で販売してあげた方が 



お客さんもやる気がより数倍になるし、 
結果も出やすくなるんです。 

成功思考道場もそれと同様に、 
実は「あること」を意識しながら 
今回は高単価商品を作ってます。 

だからこそ 
当たり前のように売る事ができるし、 
お客さんもリピートしてくれるし、 
それが口コミで広がって、 
満足度も高める事ができてます。 

なので、 
ガッツリと商品の作り方と 
その裏側の部分だったり、 
言ってしまえば 
「職人技」 
をそのまま手に入れる事ができる。 

と思ってもらえれば幸いです。 

・高単価商品を売れるマインドとは？ 
・その高単価商品の「ある条件」とは？ 

こういった疑問に 
全て答える形で今回の 
マインド講座を作り込みました。 

あ、もちろん中身は 
もっとたくさんの疑問を潰してますよ。 



しかも実際 
それをやってる人も、 
知ってる人も少ないし、 
本質からちゃんと話せる人も 
なかなかいないので、 

マジでこの2つを理解するだけでも 
今回の参加費は余裕でペイできます。 

実際に取り組んでもらって、 
20万の商品を1人に売れれば 
即座にペイできるので 
そういった意味でもそれを学べるのは 
かなりいいのかなと。 

あとはこれも当たり前ですが、 
高単価商品を売れるようになれば 
もう低単価商品を売るのなんて 
マジでお茶の子さいさい状態です。 

間違いなく 
一段と収入もグンと上がるし、 
規模感もグッと広がるはずです。 

なので、 
今の自分の収入に少しでも 
限界を感じてるのなら、 

ぜひ企画に参加してもらって 
一気に収入を伸ばしてもらいたい 
と思ってます。 



手に入れられるメリットは 
かなりのものになると思いますよ。 

おそらく 
今想像してるよりも 
想定外になるでしょう。 

僕もガラッと変わるのが楽しみです。 

これ以外にも、 
収入やそれ以外の結果が 
一気に変わる内容を話してるので、 
成長スピードも圧倒的なのかなと。 

成功思考道場はこちらから参加できます。 
→ %url8% 

では。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url6% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

5通目件名：目には見えない「マインドセット」を磨き上げる。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 



昨日もメールしましたが、 
それ以降にも 
続々と講座生が増えてます。 

→ %url6% 

どんどん盛り上がってきましたね。 

ネットビジネス完全初心者の方も、 
かなり参加してくれていて 
熱い意気込みのメールも頂いてるし、 

逆にかなりネットビジネスで 
すでに実績のある方も 
講座に参加してくれてるみたいです。 

いやー、楽しみです。 

で、今日なんですが、 
「目に見えないスキルを磨き上げる」 
といった事について話します。 

やっぱマインドって 
ぼんやりしてて 
なんかイメージしにくいです。 

そもそも成功思考って？ 
そんなことよりさっさとテクニック教えて！ 
ノウハウのが大事でしょ。 

まあこういったのが、 
一般的な反応なんじゃないかなと。 



ですが、 
これになってしまうと 
「既に答えがある状態」 
になってしまうので、 
実はそんなに価値は無いんですよ。 

もし、 
これやれば儲かるよーってのが 
かなりハッキリわかってしまったら、 
もうみんな一目散にやりますよね。 

だからそこで飽和が起こって 
それは結果的に儲からなくなります。 

みんな真似しちゃうし、 
同じことし出しちゃうし、 
その状態ってつまらんです。 

だから、 
今後ネットビジネスをやるのなら 
その感覚は掴んでおくべきです。 

それをちゃんと理解してるだけでも 
かなり後から楽ができますよ。 

例えば資格試験ってありますよね。 
いろんな資格がありますね。 

弁護士とか、調理師とか 
美容師とか、医者とか。 



で、こういった 
「資格」を取ったとしても、 
実はたいして収入って 
伸びないことがしばしばです。 

なぜなら、 
「～点以上を取れば 
　あなたは合格です」 
といった答えが最初からあるので、 
みんながやりやすいので 
そこで飽和するからです。 

もちろん、 
資格によっては難しい物もありますが、 
でもそれは時間をかけちゃえば 
ぶっちゃけ誰でも取れる。 

というのがセオリーです。 

一般的には、 
弁護士の資格に関しては 
2000時間勉強すれば取れる、 
と言われてます。 

なので、 
希少性が下がるんです。 
（内容は確かに難しいです） 

ですが、 
マインドセットに関しては 
本当にだーれも学ぼうとしないので、 

だからこそ 



マインドを磨き上げた人は 
後で美味しい思いが沢山できるんです。 

それでこそ、 
就活とかにはめちゃくちゃ 
マインドって武器になると思ってます。 

もう無双状態になれますよ。 

大手企業の人事の面接官は 
当然優秀な人が多いので、 
就活生の中身の部分を見てるんです。 

要は、 
「マインドセットを見ている」 
と言うことです。 

だからこそマインドを鍛えて 
磨かれていれば、 
それがちゃんとハッキリと理解されて 
欲しい人材になる事ができます。 

どうしてこの人はうちの会社がいいのか？ 
うちの会社に適した人なのか？ 
この人を育てる効果は見込めるのか？ 

こう言う所を見られてます。 

当然企業側も、 
入社してもらったら戦力にしたいので 
人材を育てるためのコストもありますし、 



その人の根っこにあるマインドを見抜くんです。 

僕はたまに仕事柄、 
尊敬する経営者の方に 
お会いする機会がありますが、 
やっぱりどの方も 
共通してマインドがえげつないです。 

金融系の会社員をしながらでも 
副業収入1000万以上ある人とか、 

企業研修や独自のスクールを運営して 
年間1億以上稼ぐ講演家の人とか・・・ 

まあその他にも 
沢山いらっしゃいますけど、 
やっぱり「マインドだけ」 
なのかなと思ってます。 

そりゃー会社側も 
マインドの高い人を欲しがるよなー 
と思いますね。 

例え学歴はショボくても 
極論、マインドがしっかりしてたら 
会社はその人を快く受け入れるでしょう。 

なので、 
そういった成功者というのは 
自身のマインドの軸が全くブレないんです。 

マジで1ミリもズレてません。 



だからこそ 
ガンガン結果も出せるし、 
会社に入社すれば 
出世のスピードもエグいです。 

経験値とかも大事かもですが、 
それもマインドありきの事です。 

そして、 
「類は友を呼ぶ」ように、 
同じマインドの人が 
どんどん寄ってくるので、 
マインドが高ければ高いほど 
基準がどんどん上がっていきます。 

それが結果的に、 
成功思考を完全インストールする 
という事になるんです。 

それはもうぶっちゃけ、 
得ている知識の量の差です。 

学んでいる知識と、 
触れるマインドのレベルが 
彼らは遥かに高いです。 

ここで少しだけ話を戻しますが、 
マインドって超曖昧だし 
抽象的なものですよね。 



でもそれをみんな勉強しない。 

誰も学ばないからこそ、 
ちゃんと学ぶだけでも希少性が出るし、 
ライバルなんてもう関係なく進めます。 

周りからどんどん求められて、 
この世から必要とされる存在になれます。 

それって超良い事だと思いません？ 

今回のメールをまとめると、 

・マインドは見えないスキルだけど、 
・これを磨き上げた人だけが勝ち続ける 

という事でした。 

マジでだーれもそれに気づいてないし、 
みんな磨こうとしてない。 

結果を出して成功するのには、 
必ず必要なものなのに、です。 

だからこそ、 
ここでしっかり磨いておけば 
相当お得です。 

講座の中では、 
レターを読んでもらえればわかりますが、 
最短最速でマインドを鍛えるための 



超重要な内容を全て出し尽くしてます。 

→ %url7% 

この見えないスキルを磨きましょ。 

そしたら、 
マインドを磨いてない人より 
圧倒的な大差をつけて 
収入も上がるし、 
成長スピードも桁違いです。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url5% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

6通目件名：講座に参加してくれた20歳の彼と話して思った。挫折ってすごくい
い。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

成功思考道場は 
こちらから参加できます。 

思考がガラッと変わった 
といったメールをかなり頂いていて何よりです。 

→  %url4% 



先日、東京で講座に参加してくれた 
20歳の大学生とご飯を食べながら 
彼のこんなエピソードを聞きました。 

物語調にして話しますね。 

ーーーーここからーーーー 

「挫折を味わった人間は強い」 
といった話になった。 

彼は東京の大学に通っていて、 
その大学内でマルチ商法に誘われた。 

ちなみに 
当時の彼のマインドはクソで、 
とにかく楽して儲かりたい。 

と思ってついていって、 
もう言われるがままに 
気づいたらマルチを始めてた。 

マルチは口コミで広げないと、 
結果的に自分の収入にならないから 
入ってたサークルの人から勧誘を開始した。 

で、それを繰り返してたら 
次第にサークル内でその噂が広まって、 
いつしか彼はそのサークル内から 
追い出されてしまった。 



入ってたLINEグループは強制退会され、 
ついには「大学に報告する」 
とまで言われてしまった。 

こうして彼は 
大学での居場所を失ってしまった。 

これが彼にとっては 
ものすごい挫折になった。 

大学の友達にも見放されて、 
誰にも相談できなくて、 
たちまち家に引きこもってしまった。 

そして彼は 
お金を完全に失って、 
友達も失って、 
人生で1番の挫折を味わった。 

でも、そこからは 
楽して儲ける的なマインドは捨て去って、 
ちゃんと勉強して稼ぐ必要性を学んだ。 

そしてどんどん勉強していったところで、 
初めてネットビジネスに出会った。 

ネットだから、マルチみたいに 
人と直接合う必要もないし、 
何よりも自動化ができる。 

そこが彼にとっては 
1番の魅力だったらしい。 



その後、 
彼は色んな教材に投資していって、 
その過程の中で 
僕の教材も買ってくれたらしい。 

そして今では 
ちゃんと自動化の仕組みを作って、 
その仕組みから 
商品がドカドカ売れる状態が完成したとのこと。 

ブログとツイッターとメルマガを使って 
月収60万くらいの収益が上がるようになった。 

僕の教材に関しては 
相当勉強してくれたらしく、 

その結果、 
彼自身は学べば誰でもお金は稼げる 
という概念が、 
今では常識の世界になった。 

だから彼と会った時にも思ったけど、 
めちゃくちゃ自信がついてるなーと。 

これは僕もそうだったけど、 
実際に取り組んで結果が出ると 
ものすごい自信がつく。 

しかも彼は 
僕よりも2個下の20歳なので、 
今後がすごく楽しみ。 



いつか彼と一緒に何か事業ができたらいいなー。 
海外旅行とかも行きたいな。 

ーーーーここまでーーーー 

で、ここからは僕の話ですが、 
彼は挫折を経験しながらも 
それを乗り越えて 
完全復活したパターンですね。 

人から見放されたり、 
村八分にされたことは 
確かに褒められた挫折じゃないと思います。 

ですが、 
その挫折を経験できたからこそ、 
人間は強くなれるし 
より成長できるし、 

その状態から 
復活できた経験というのは、 
彼にとっても 
めちゃくちゃでかい自信になります。 

成功者はみんな同じように、 
「成功するためには失敗が大事」 
と言ってますね。 

この言葉の本質は何か考えた事はありますか？ 
ちなみに僕が考えた結果、 



それは、 
”挫折を経験するくらい、何かを挑戦してる？” 
という事を 
成功者は間接的に言ってくれている 
のだと思ってます。 

これは決して 
失敗する事自体が大事とかではないんです。 

失敗ってそもそも 
何かを挑戦して初めてするものなので、 
失敗をしないというのは 
全く何もやってないのと同じです。 

そこに、勝利も敗北もないんです。 

何も挑戦しないというのは、 
喜んだり、悔しがったりする事もない。 

ずーっと外野で誰かの挑戦を眺めてるだけ。 

つまり、 
本当は自分が主役なのに、 
ずっと脇役でいる状態。 

だって、 
自分の人生だから、 
自分が当然主役でしょw 

と思うわけです。 



なので、 
もし自分が脇役にいたら 
面白くないし、 
それって超つまらんくないか？ 

と思ってしまいますね。 

僕は自分の人生なので、 
当然主役でいたいし、 
絶対脇役なんてお役御免です。 

だからそのためであれば、 
容赦無く勉強して力をつけるし 
ずっと成長し続ける覚悟を持ってます。 

そのマインドがあったから、 
ちゃんと学ぶ事ができて 
ビジネスがより楽になったし、 

今では週7日全て遊んでても 
勝手に収入が発生し続けてます。 

最近だと1日でサラリーマンの収入を得る事も。 

なので、 
お金の心配はほとんどありません。 

でも、それが故に 
刺激が少なくなってしまったのもあります。 



確かに、 
お金の心配はほぼ無くなったけど、 
でもそれに比べたら 

初心者の頃の 
ガムシャラに毎日行動してた時の方が 
まだ刺激もあって楽しかったのかなーと。 

当時は開店から閉店まで 
ずっとスタバで缶詰になって 
ずっとパソコン叩いてましたねー。 

なので、 
もう一度初心を取り戻して 
気合いを入れ直します。 

もっともっと居心地の悪い環境に飛び込んで、 
自分にわざと負荷をかけることに決めました。 

ビジネスを拡大するために 
どんどんお金をかけていくし、 
良いコンテンツをもっと作って 
世の中に価値提供していく戦略を 
今まさに考え中です。 

常に成長して 
上を見ながらやならいとダメだな。 
と、改めて感じてます。 

それを20歳の彼から学べてよかったです。 

僕もちょうど20歳くらいから 



本格的にビジネスを始めましたが、 
彼よりも全然劣ってたので 
本当に彼は素晴らしいです。 

「しゅんえいさんみたいにいずれはなりたい」 
と言ってくれましたけど、 
絶対なれますね。 

むしろ僕も 
追いつかれないようにしないと笑 

なので僕ももっと気合い入れて頑張ります。 
アクセル全開です。 

→ %url5% 

では。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url3% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

7通目件名：たった一人のマインド次第で何もかも変わる。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

夜活のメールをお送りします。 



ビジネスの世界に入ると、 
当たり前ですが 
マインドが超重要です。 

社長のマインドによっては、 
会社の売上が伸びたりもするし 
逆に一気に低下する事もあります。 

「社長が変わった」 
というニュースが報道されるだけで 
会社の株価が急落する事も 
大企業であれば当たり前の事です。 

それで言うと、 
この前中国の大企業である 
「アリババ」の社長が引退して、 
新しい社長が就任した。 
というニュースが流れたんですが、 

それだけでも、 
かなり株価に変動がありました。 

いまはもう落ち着いたらしいですが、 
新しく就任した新社長の考え方、 
つまりマインドがあまりよろしくない。 

といったニュースが流れたことで、 
一気に株価が急落したそうですね。 

その損失額は数千億円にも及びます。 



で、 
こんなのがずっと続こうもんなら 
おそらく1兆円規模の損失になって、 
おそらく会社は持たなかったと思います。 

こんな風にして、 
社長のマインドが1つ違うだけでも 
会社の売上や信用を 
大きく左右するような時代なんですよ。 

逆に言うとそのくらい、 
マインドがもたらす影響力は凄まじいです。 

そもそもなんで 
そんなにマインドで変わるのか？ 

というと、 

経営者の仕事というのは、 
「マインドを仕組みに落とし込むこと」 
だからです。 

これに関しては 
ちょっと理解しにくいと思いますが、 

まず僕ら経営者がやらなきゃいけないのは、 
自分が理想とする状態（マインド）を 
会社というツールにそのまま当てはめる 
と言う事です。 

要は、会社というのは 



「ツール」なんです。 

そしてそれを繰り返した結果、 
生まれた素晴らしい大企業が、 

Googleだったり 
Amazonだったり 
Appleだったり 
Facebookなんですよ。 

もちろん他にも凄い会社はありますが、 
世界の代表的な会社といえば 
この4つだと思ってます。 

そして、 
それぞれの経営者は 
全員凄まじい思考（マインド）を持ってます。 

だからこそ、 
そういったマインドに 
みんながついて行こうと思うし、 
常に世の中にイノベーションをもたらす企業に 
大成長していったんだと思います。 

今って 
本当にこの4つの会社がなければ、 
世の中が成り立たない気がしますね。 

で、 
僕がここで何を言いたいのかというと、 

意識高い「系」ではいけない。 
と言う事です。 



よくいません？ 
「俺は意識高い系の起業家だー！」 
みたいな人。 

で、蓋を開けて見て見たら 
案外稼げてなくて大した事なかったり・・・ 

だから意識高い系ではなくて、 
そもそも意識は高くないとダメです。 

なので、 
意識高い人間になりましょう。 

そしてこれは、 
今から目の前の10万を稼ぐ時も、 
今後の100万を稼ぐ時も、 
1000万を稼ぐ時も、 
1億を稼ぐ時だって同じです。 

常に意識は高くです。 

常に高く持っておいて損はないし、 
常に高く持たないと 
成長し続けられないんですよね。 

もし今、 
自分が理想とする未来があるなら 
それを実現させるために 
とにかく今、 
全力で行動した人間だけが勝ちます。 



でも、 
いきなりスティーブジョブズとか 
孫正義さんみたいな偉大な経営者のように、 
世の中を変えてやろう！ 

なんて思う必要はないです。 

それよりもまずは、 
目の前の現実に目を向けて 
まずは自分が経済的な成功を果たしたり、 
目の前のお客さんを救ったりとか、 

そういった範囲の事をすべきです。 

もちろん僕もそうですし、 
みんなそういうところから 
スタートしてるので大丈夫です。 

だからこそ、 
「マインド」を学んでほしいんです。 

まずは自分自身の事を、 
1つの会社だと思いましょう。 

で、もちろん会社なので 
当然利益を追求するし、 
自分を良い方向へと導いていくんです。 

確かに会社を登記しちゃえば、 
立派な経営者として 
会社の規模をデカくするのが当たり前ですけど、 



まずは小さい個人事業主からのスタートです。 

僕も今はまだ個人事業主です。 

なので、 
今年の自分の誕生日（7/30）に、 
会社を登記する予定です。 

だからマインドっていうのは、 
単なる自己啓発を学ぶとか 
ポジティブ思考になるとか、 
そういった曖昧なものではないんですよ。 

じゃなくて、 
もっともっと明確化されてて、 
より論理的なものだし、 
それはすぐにビジネスに応用できるんです。 

僕はどちらかというと、 
曖昧なものではなくて 
そういった、 
「現実的なマインド」を勉強してきました。 

今回募集する企画の中では、 
それを全てさらけ出して学んで頂くつもりです。 

僕が持つマインドの全てを 
余す事なく出す覚悟なので、 
ビジネスの世界に足を踏み入れるのなら 
ぜひ学んでほしいと思ってます。 

マインドの事なら全て任せてください。 



意欲的で 
熱意を持った人がどんどん参加してくれてます。 

僕も楽しみです。 

成功思考道場はこちからから。 
→ %url3% 

では。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

8通目件名：1ヶ月だけで人間は別人になれる。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

1ヶ月で人は変われる。 
といった話をお届けします。 

1ヶ月もあれば、 
月30万くらいの資産は作ることができます。 

1ヶ月って意外と長いですよ。 



で、それをやる為には 
必ず選択と集中が必要です。 

一点集中ですね。 

稼げる人というのは、 
どっかのタイミングで必ず、 
短期集中して死ぬ気でコンテンツを作ってます。 

なのでその短期期間が、 
1ヶ月、つまり30日もあればいいよ。 
と言うことです。 

とにかく1ヶ月間だけは 
資産を作ることだけをやるんです。 

目先の儲かるお金の為じゃなく、 
将来の1年後、5年後、 
大げさに言うと死ぬまでの 
自分にもたらす富の為です。 

とは言っても、 
1ヶ月ちゃんとやりさえすれば、 
その次の月にはしっかり富が生まれてます。 

そうやって資産作りに取り組めば、 
ライバルよりもかなり前進すると思いません？ 

ちなみに今、 
ちょっと新らしい市場をリサーチしてて 



あ、これやれば勝てるじゃん。 
って感じで、 
もう勝てる見込みがプンプンしてます。 

結構デカイ市場なんですよ。 

なのにみんなちゃんとやってないので、 
えー、なんでやらないんだろう？ 
と思ってます。 

なので、 
もうその市場で 
暴れまくってやろうかなと。 

資産作りに関しては、 
別に難しく考える必要はありません。 

本当にやることやるだけ。 

ブログ記事やメルマガ文章を 
ネット上にアップして、 
それを自動化するだけです。 

本当にこれだけで 
あっという間に仕組みが完成します。 

もちろん、やり方は様々ありますよ。 

でも王道といえば、 
今説明した「ブログ」と「メルマガ」 
この2つです。 



しかも、完璧じゃなくても 
お客さんはちゃんと価値を感じてくれます。 

なので、 
60％くらいは完成度あるかな～？ 
と思ったら、それで十分です。 

それ以上のクオリティに関しては、 
やりながら修正していけばいいし、 
それでしかクオリティって上がりません。 

僕も日々自分のコンテンツは 
修正を繰り返してますし、 
今後もそれは変わらずなので 
僕と同じなんですよ。 

なので安心してください。 

ネタに関しては、 
情報収拾をして 
それをスマホのメモにストックします。 

オススメのアプリはエバーノート。 

それだけで、 
あとは1ヶ月一気に短期集中して 
資産を作ればいいんです。 

仮に今ネタがなかったら、 
3日でいいので本とかブログとか 
とにかく読み漁ってみてください。 



僕のブログを全て読んでもらって、 
それをネタに発信してもらってもいいです。 

どんな長い本やブログでも、 
まあ3日もあれば読めると思うので、 
それだけでも相当な知識量になります。 

そしたら、 
実際に資産を作って行く流れですが、 
仕組み作りってマジで1回やってしまえば 
もうあとはひたすらパターンゲーになります。 

型が決まってるので、 
マジで繰り返しです。 

繰り返しのパターンゲーなので、 
そのうち「飽き」が出てくるはずです。 

あれ、また同じことしてるわw 
ってなりますが、 
そうなってもやり続けるガッツが必要です。 

そこはもう、 
凡事徹底でしかありません。 

そうすれば、 
1ヶ月で 
20万、30万の資産は完成します。 

で、その後数年間は 
よっぽどの事がない限り、 



安定して報酬を生み出し続けます。 

それは植物の苗ように、 
たまに様子を見て 
水を与えて可愛がってあげてください。 

そうすれば、 
順調にその資産は育ってくれます。 

僕も自分の子供を持ったかのような 
穏やかな気分になってます笑 

逆に言うと、 
そのくらいしっかりやれば 
1ヶ月で数十万の資産は作れる。 

と言う事です。 

そして、 
メインのビジネスモデルと合体させます。 

そうすると何が起こるか？ 

「シナジー」が生まれるんです。 

シナジー効果ってやつですね。 
これが生まれると、 
今まで100万しか 
売り上がらなかった仕組みが 
急に500万とか、 
1000万とかに化けたりします。 



孫悟天とトランクスが合体して、 
ゴテンクスになって 
それまでの戦闘力が 
数倍～数十倍になって 
グンとレベルが上がるイメージです。 

僕はこれを狙ってるんです。 

なのでとりあえすは 
今の仕組みをちゃんと完成させて、 
そしたら新しい市場の仕組みをまた構築します。 

・・・と、ここまで色々と話しましたが、 

要は何が言いたいかと言うと、 
1ヶ月もあればかなり結果は伸びるぜ！ 
と言う事です。 

それこそ音声学習とかを 
1ヶ月本気でやれば 
明らかに人が変わるレベルになるし、 

1ヶ月本を読みまくったら 
かなりの知識量になります。 

どんなものも、 
やり方さえ間違えなければ、 
1ヶ月で確実に資産は作れるんです。 

人間って、 
本当に1ヶ月で生まれ変われますよ。 



そのくらいのポテンシャルは 
誰でも秘めてると思ってます。 

夏休みが明けたら、 
なんか別人になってた友達とか 
いませんでしたか？ 

日焼けして真っ黒になったw 
とかもそうですが、 
考え方が変わってたり、 
話し方が変わっててびっくり。 

みたいなやつです。 

そんな感じで、人は変わります。 

逆に言うと、 
夏休みって1ヶ月くらいあるのに 
何も変わってないというのは、 
相当時間を無駄に過ごしてたのかなと。 

本当に時間をドブに捨てたようなものです。 

それで言うと、 
僕なんて高校時代はマジで酷かったです。 

あーあ、もったいねえ。 
その休み時間あったら色んな事出来るじゃん。 
って今になって思ってます。 



さらに大人になったら、 
その1ヶ月が早く感じるし、 
薄っぺらくなります。 

毎日仕事でやる事たくさんだし、 
上司や後輩と関わったり、 
飲み会に行ったり、 
彼女や彼氏とデートしたり、 
とにかくやる事がありすぎて 
1ヶ月があっという間に終わってしまう。 

そうすると、 
時間の貴重さや、 
1ヶ月の重みをすぐ忘れてしまいます。 

よっしゃ！ 
今月も頑張っていくか！ 
と気合いを入れても 
結局忙しくてすぐ翌月を迎えてたり。 

あれ？ 
ここ1ヶ月俺は何してた？ 
と思い返すものの、特に何も覚えてない。 

みたいな状態になります。 

僕も会社員時代は本当にこれでした。 

なので今では 
そうならないように、 
日々繰り返して1ヶ月のやるべき事を 
確認しまくってます。 



マインドマップに毎月の目標をまとめて、 
それを具体的に落とし込んでいきます。 

で、月末には必ず 
その月の反省会をしてます。 

なので、 
1ヶ月前の自分よりも成長してない。 
なんてのはマジでありえない 
と思ってます。 

1ヶ月前の自分に対して、 
え？お前まだそんなところにいるの？ 
と言ってあげれるくらいまで 
成長し続ける気持ちてやってます。 

これはもちろん、 
マインドセットの成長でもそうだし 
ビジネスの結果でもそうです。 

常に進化、成長していきたいです。 

まあマインドセットに関しては、 
さすがにすぐには変わらないかもだけど、 
1ヶ月もあれば 
十分すぎるくらいの変化は可能です。 

なので、 
たまに地元の友達と会うと 
あれ？なんか変わってね？！ 



と言った反応が見れるので、 
それが超楽しみです。 

こないだも1年ぶりに 
東京にいる師匠に会いましたけど、 
「しゅんえいくん、成長したね」 
と言ってくれました。 

1年って1ヶ月が12回あるので、 
逆に変わってないとおかしいレベルなんです。 

だからもし、 
1年前より進化してなかったら 
1ヶ月1ヶ月を無駄に過ごしてしまって 
のんびりとぬるま湯に浸かってる 
という証拠です。 

僕も1年ごとに、 
いや、1ヶ月ごとに進化してきたと 
自分で自負してますけど、 
それもちゃんと成功者の思考（マインド） 
に触れて勉強したからだと思ってます。 

居心地が悪くたって、 
恥をかいたって、 
師匠に怒られたって、 

常に成功者についていって 
マインドセットを盗んでやろう。 
という気持ちで取り組んできたんです。 

そしたら、 
何を今やるべきで、 



何をやらないべきか 
ちゃんとハッキリわかったし、 
より上のレベルが見えてくるようになりました。 

ちゃんと自分と向き合って、 
マインドを勉強して 
実践してきたからこその今の結果があります。 

成功者は全員そうです。 

今までの価値観とか、 
考え方をぶち壊して 
プライドも見栄も全て捨てて 
新しい概念を入れていくのは 
ちょっと大変かもしれません。 

ですが、 
それをやらなければ 
間違いなく成長できないし、 
収入も上がらないし、 
結果もついてこないんです。 

だからこそちゃんとマインドを勉強して、 
1ヶ月、1日を大事に使って 
しっかり成長してしまいましょう。 

マインドは、 
鍛えても鍛えすぎる事はないです。 

むしろどこまでも成長して、 
鍛えまくればいいのでは？ 



と思ってます。 

マインドって本当に抽象的に見えますが、 
実はもっともっとロジカルです。 

それを全てここで出してます。 

成功思考道場はこちらから。 
→  %url3% 

続々と参加していただいてますが、 
一人一人の意気込みのメールが 
本当に嬉しいし、 
マインドがガラッと変わってて 
今後がマジで楽しみです。 

スキルが超上がりますね。 

マインド次第でいくらでも収入上がるし、 
永久に使える武器になるので、 
ぶっちゃけ超安いと思ってます。 

今から1ヶ月という時間を使って、 
一気に収入もそれ以外の結果も 
底上げしていくのは、 
妥当な判断だと思いますよ。 

講座自体も1ヶ月間続くので、 
しっかり一点集中で取り組みましょう。 

では。 



今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

9通目件名：【分割導入しました】マインドだけが一流だと成功しない。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

成功思考道場の募集も、 
残りわずかとなりました。 

→  %url4% 

分割決済ができたら 
ぜひ参加したいです！ 

といったメールをいただいたので、 
クレカ分割でも参加できるようになりました。 

3分割、6分割、12分割 
まで選択できます。 

で、今日もマインドの話をします。 

「マインドだけは一流だな」 
このセリフを聞いた事、 



もしくは言った事があるかもしれません。 

でもそれは、 
実は間違っていて 
マインドだけ一流の人というのは 
この世には存在してないんです。 

その理由を話してきますが、 
そもそもマインド自体が、 

「成功するための 
　行動を自然に取れる考え方」 

なので、 
「マインドを学んでても 
　全く行動してない人」 
というのは、 
ただ一流に見えてるだけで 
全然マインドを学べてないのに等しいんです。 

だって、 
マインドちゃんと学んでれば 
「行動しない」なんて概念は 
頭の辞書から排除されるからです。 

実際、どんな分野でも 
成功している人は 
全員行動しまくってます。 

なので、 
繰り返しになりますが 
マインドだけ一流に見えても 
行動してなければ 



それは全く一流でも何でもないし、 
マインドを全く学べてない。 

という事です。 

そうですね。 

具体例を上げるなら、 
部屋に自己啓発本ばかりあって 
セミナーに行きまくってるけど、 
何も事業を起こしてない。 

何も行動してない人ですね。 

こういった人は 
どんなに本を読もうが 
セミナーに行こうが、 
成功する見込みはありません。 

それは何も行動してないからです。 
その時点でおかしいんですね。 

逆にちゃんとマインドを学んでたら、 
自然と行動するので 
行動する事自体が快感になります。 

要は、 
マインドをしっかり学ぶと、 
「行動しない」 
といった事自体が 
超苦痛になるんです。 



実際に僕の地元の友達に、 
スピリチュアル的な 
考えを持った人がいて、 
エネルギーとか心の事とか 
色々話してくれますが、 

じゃあ実際に何かやってて、 
自分のビジネスを持ってるのか？ 

と言われたら、 
普通に会社勤めだし、 
これと言って何かしてるわけでもないです。 

別に彼を否定するつもりはないですが、 
これはマインドを学んでいる。 
とは言えないんですね。 

一見、学んでいる「風」なだけです。 

逆に本当にマインドを学べてたら、 
もう行動してるはずだし 
成功してるだろうなと。 

何をすればいいかもすぐわかるし、 
どうすれば稼げるかもわかります。 

結果が出て、 
成功するのが見えるので、 
目の前に1億が落ちてるのと同じです。 

どうですか？ 
目の前に1億。 



絶対拾うだろうし、 
仮に拾わないとしたら 
それはまだ 
成功がハッキリと見えてないだけです。 

金が全てじゃないだろ！ 
というのをたまに言われますが、 

いやいや、 
そんな綺麗事言ってられる程 
余裕なかったし、 
毎日の苦痛から逃げたくても 
自分で稼げるようになる以外 
逃げられなかったんだよ・・・ 

というのが、 
会社員で副業でビジネスしてた頃の 
僕の心の声でした。 

だから、 
お金が全てじゃない的な発言は 
大富豪の金持ちになってから言えばいい 
と思ってます。 

お金を稼ぐってなんか 
「人生の大きな課題」 
みたいなもんだなと思いますね。 

生きるために絶対必要なものだし、 
この課題をできるだけ早く 
片付けないといけない。 



でも、そうは言っても、 
最初っから難しい事なんて 
みんなできません。 

だから、 
自分ができることだけを 
ちゃんとこなしてけばいいです。 

とりあえずブログを開設してみて、 
1行でいいから本で学んだことや、 
メルマガで学んだことを 
そのまま書いてみる。 

これでいいじゃないですか。 

で、そこから少しずつ 
記事を増やしていって、 
アクセスを1PV→10PV→1000PV・・・ 
と、大きくしていけば、 
1年後には 
かなり大きなメディアに育ってます。 

最初は少ないアクセスで、 
毎日作業できる時間が少なくて、 
弱小かもしれないけど、 
ちゃんと正しく行動してれば 
確実に成長します。 

で、成長したブログやメディアに 
広告を貼ったり、 
商品を置いたりすれば 



そこから報酬が発生するんです。 

僕だって、 
難しい事なんて何もしてないし 
超高いスキルがあるわけでもないです。 

むしろ誰でもできることしかしてない。 

誰でもできることを、 
誰もができないレベルにまで 
数をこなしてるだけです。 

これは昨日も話しましたが、 
「凡事徹底」 
をしてるだけです。 

やり方も超王道です。 

ブログとSNSとメルマガ。 
これらを組み合わせていって、 
集客～販売までの流れを作ってるだけです。 

逆に言うと、 
これ以外何もしてません笑 

ですが、 
これをやっただけで 
月収190万の大台は超えました。 

やることって本当に地味です。 
もう地味の極み笑 



ですが、 
実際それが1番最強だし、 
これに早く気づくことが大事だったりします。 

それこそマインドです。 

繰り返しますが、 
僕はみんながやればできる 
超王道なことだけを 
とにかく凡事徹底してきました。 

「マインド」 
といった超地味で、 
99％以上の人が勉強しないことを、 
あえてとことん勉強しました。 

なので、 
マインドを勉強すれば、 
もうその時点でその1％に入った。 

と言う事です。 

これって超面白くて、 
地味～な事を 
正しいマインドをセットして行動するだけで、 
もうエグいくらい稼げてしまうし、 
余裕で成功者に成長します。 

それこそ、 
ブログとかTwitter1つとってもそうです。 



これらはやることって地味です。 

記事書いたりとか、 
ツイート作ったりとか。 

でもそれを正しいマインドを持って 
取り組んだら、 
しっかりとした強い収入源の1つ 
になるんですよ。 

Twitterのみで生活してる人って 
意外といるんですよ。 

僕の知る限りだと、 
Twitterのみで年商5000万の人もいます。 

その人は、 
イベント系の事業をやってるらしいですが、 
本当にすげえ時代だな～と思います。 

毎日毎日Twitterを触ってて、 
資金もだいぶ溜まったから 
もう次の事業にシフトしようかなあ～ 
と呟いてました。 

これも結局はマインドですね。 

成功思考道場は、 
ビジネスで結果を出すための 
有能アイテムだと思うので、 
ぜひ手にとってみてください。 



→  %url5% 

マジでマインド勉強して 
Twitter育てるだけでも 
かなりエグい状態になります。 

その辺の生産性の活用法とか、 
時間の使い方とかも 
講座の中で話そうかなと。 

では。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url3% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

10通目件名：1000億クラスの怪物こそ、自信家だし謙虚である。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

成功思考道場の募集は 
明日で〆切となります。 

→ %url4% 

今日も淡々とマインドの話をします。 
超富裕層の人でも超謙虚なんだよ、 



という内容です。 

で、 
世の中には資産数千億とか 
ちょっと想像もできないくらいの 
超富裕層と言われる人が存在しますが、 

決してその人たちは、 
「マグレ」 
で成功しているわけではないし、 
実はめちゃくちゃ謙虚だったりします。 

よくあるテレビ番組で、 
上場企業の社長の 
インタビュー的なやつだと、 
「運が良かったんですよね～」 
みたいなことを言ってたりしますが、 

あれを真に受けない方がいいです。 
ただのパフォーマンスなので。 

だって、仮にもし 
「え？そんなもん俺の実力っしょ！！」 
と発言しようもんなら、 
もう大バッシングになって 
炎上するからです。 

日本人って結構そういった特徴ありますね。 

無駄に謙虚というか、 
常に謙虚でいることが美学的な 
風潮があるじゃないですか。 



だからああいうテレビとか 
雑誌とかだと、 
みんな「運が良かった」 
と言うんですよ。 

ですが、 
実際は全くそうではありません。 

僕はたまに経営者と飲む機会がありますが、 
同じような質問をすると、 

「え？成功するとか当たり前だよ。 
　気合いだけだよ。」 
と言いながら、 
よく自分の腕をバシッと叩いてます。 

なんかやっぱり、 
成功するべくして成功してます。 

だからこそ、 
相当の自信を持ってるんですね。 

そういった自信を持てるのだって、 
マインドがどれほど大事なのか？ 
というのをハッキリと理解してるからです。 

そして冒頭でも言ったように、 
成功者は自信も相当あるけど、 
逆に謙虚さも尋常じゃないほどあります。 

なぜ成功してるのに、 



謙虚になれると思いますか？ 

それは、 
もっと上を目指して成長したい！ 
と思ってるからです。 

そして、 
上を目指せば目指すほど、 
どんどん格上の人が出てくるので 
結局はずっと謙虚のままになるんです。 

だって、 
年収1億稼いでも 
年収10億の人が出てくるので 
見栄張ってもしょうがないというか笑 

このようにして、 
世の中にはマジで10億、100億、1000億 
クラスの怪物がウジャウジャいます。 

そんな人を目の前にしたら、 
僕なんてオシッコちびります笑 

たぶん、 
覇気とかオーラで 
もう立ってるのがやっと・・・ 
くらいになるのかなと。 

そうなるとどうしても 
調子にのるなんて無理です。 

乗った瞬間、 



もう瞬殺されますね。 

だからこそ、 
自信はあるけど、 
それと同時により成長するための 
謙虚さは絶対に忘れず、 
もっと上を目指していこうぜ。 

といった状態に 
自然となっていくんです。 

マジで資産1000億とかの人は、 
もう見てる視野が違いすぎて 
ヤバイですね。 

日本でいうと、 
孫正義さんみたいな人です。 

じゃあ、 
どのくらい視野が違うのかといえば、 
僕が日本地図を 
必死に広げて試行錯誤してたら、 
隣で地球儀を手にとって 
余裕で回してる。 

くらい違います。 

覇気も出てるし、 
カッコいいし、 
自己投資のレベルもハンパない。 



もちろん知識量も勉強量も 
全く違いますし、 
頭もキレッキレです。 

ここまでくると 
もうわけわからんですね。 

そういった人たちが 
この世にいるのを知ってしまうと、 
マジでプライドとか 
変な見栄とか抹消したくなります。 

いやー、 
自信を持ちつつ、 
常に成長するために 
謙虚であり続けんといかんなーと。 

でも逆に、 
小さいビジネスの世界で 
いつまでも奮闘し続ける人もいます。 

上の世界に行こうとしない。 
ずっと井の中の蛙状態の人です。 

別に否定することでもないんですが、 
本人がそれで良くて気持ちいのなら 
全然そのままでいいと思いますが、 

でもそういった人を見ると、 
どうしてもダサいなあ・・・ 
と思ってしまうんですよね。 



そうじゃなくて、 
もっと主体性を持って勉強して 
どんどんレベルアップする方が絶対いいし、 
そうやって努力してる人って 
超魅力的だしカッコいいじゃん。 

と思ってます。 

ちょっと話が逸れたので戻しますね。 

運についてですが、 
確かに少しは運はあると思ってます。 

てかそもそも、 
日本に生まれた時点で 
全国民恵まれてるし、 
その中でもネットビジネス 
に出会えたのは本当に良かったです。 

そしてネットビジネスの中にも、 
FXとか株とか転売とか 
色々稼ぐ方法はあるけど、 

コンテンツビジネス 
に出会えたのは本当に嬉しいです。 

ですが、 
そこからの成長に関しては 
本音で言いますが、 
「なるべくしてなった」 
と自負してます。 

結果を出すためにちゃんと努力してきたし、 



その努力の程は自分が1番知ってます。 

なのでもし 
何もかも無一文になっても、 
いつだって元に戻れます。 

今と同じマインドを持って、 
全く同じ作業をするだけなので。 

それはジャンルが変わったとしても同じです。 

たまたま僕は「稼ぐ系」 
の発信をしてますが、 
これが「ダイエット」 
の発信になったとしても、 
やる事は全く同じになります。 

正しいマインドでやれば、 
まず仕組みが無くなるなんて 
ありえませんけど、 
まあ無くなったとしても 
しっかりマインドを鍛えたので、 
1ヶ月くらいで30万ほどの仕組みは作れます。 

だからこそ自信が持てるし、 
成功するのはマグレじゃないんです。 

少なくとも、 
経済的な成功をするのは 
マジでマグレとは言わせないです。 



しっかり 
成功すべくして成功できるし、 
自分の知識を使って 
自分で結果を出したんだぞ！ 

といった確信を持てます。 

ノウハウとかテクニックなんて 
本当に枝葉ですからね。 

まず知るべきはその枝葉じゃないんです。 
先に根っこの部分知らないと。 

そりゃその根っこが腐ってたら、 
どんなに良い枝葉に育てても、 
いつか絶対枯れて終了です。 

で、 
その根っこ部分がまさに 
「マインド」 
なんですよね。 

綺麗事でも何でもないですが、 
マインドを鍛えたら 
結果も人生も全て激変しますよ。 

180度変わります。（良い方向に） 

なぜこんなに 
僕が成長する事にこだわるか？ 
というと、 



明日も1週間後も1ヶ月後も 
1年後も10年後も 
ずーっと同じ状態でいるって、 
クソつまらんと思ってるからです。 

だからやりたい事をするために、 
ちゃんと勉強するし、 
どうせなら先に苦労しときたい。 
ってのがあります。 

で、後からちゃんと楽しまくる。 

そっちのが良くないですか？ 

ここで勇気を出して一歩踏み出すか。 
それともこれを逃して 
いつまでもチャンスが来るのを 
指を咥えて待ってるか。 

ハッキリ言って結果は天と地の差が出ますよ。 

そのくらい変わります。 

僕は報われたいと思ったので、 
それなりに行動してきたし、 
今後ももっと行動していきます。 

辛い会社員からどうしても抜け出したくて、 
必死に勉強して逃げなかったからこそ、 
今の状態になれてるんだと思ってます。 



それを理解してるから、 
どんな状況に陥ったとしても 
あらゆる壁を乗り越えて 
成功できる未来しか見えてません。 

しかも、 
常に勉強して実践してきた 
僕だからこそ、 
ちゃんと語れるってのもあります。 

なんかネットビジネスって、 
ちょっと「孤独」だったりしますよね。 

なのでその孤独と戦うためにも、 
それなりのマインドを身につける必要があります。 

実は僕は 
ちょっとだけ寂しがり屋で、 
すぐ構って欲しい性格でした。 

でもそこから、 
マインドを身につけたことで 
一人でもメルマガを書いたり、 
動画を撮ったりもできるようになって、 
それなりの武器を纏えたように感じます。 

この、 
武器を全身に纏った感覚は、 
体感した人にしかわからないでしょう。 



よく、 
「ネットビジネスをやろうと思ったけど、 
　自分には向かなかったです。」 
と言う人がいますが、 
これも結局はマインドの問題です。 

完全にマインドブロックがかかってます。 

講座の中では、 
ネットビジネスに視点を向けて 
マインドを解説してるので、 
講座の中でしっかりと知識を付けて、 
自分だけの武器を全身に纏っていきましょう。 

成功するパターンなんて 
もうお決まりなので、 
決してマグレではありません。 

ということで、 
マグレで結果を出すのではなく、 
ちゃんと型にカチッと当てはめて 
確実な成功を掴んでみませんか？ 

といった提案です。 

→ %url5% 

参加してくれた読者さんから、 
どんどんメールが送られてきてます。 

嬉しい感想を沢山いただいてて、 
本当にこの教材を作って良かったです。 



今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url3% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

11通目件名：10万も10億も同じ。たった1つの成功思考とは？ 

本文： 
どうも、しゅんえいです。 

みんなが持ってる価値観の中に、 
「成功は人それぞれで、 
　色んな成功の形がある」 
というのが、 
かなり浸透してるなと。 

もちろん僕も、 
ビジネスを始めるまでは 
この考え方があって、 

人生で何が成功なんだろう？ 
というのを 
ずっと考えて生きてました。 

田舎の山奥にでも住んで隠居する事？ 
東京のタワマンで綺麗な夜景を見て過ごす事？ 
海外に行ってパックパッカーする事？ 



・・・と、 
考えて考えて考え尽くしました。 

ですが、 
これといった答えは 
見つからなかったんです。 

なので、 
とりあえず考える事をやめました。 

今の自分の知識や価値観の中で 
全てを判断してたら 
やっぱり限界があるだろなーと思いました。 

というのも、 
月1回のペースで 
愛知から東京に通って、 

師匠や経営者仲間に 
会いに行ったりしてる中で、 
今までの価値観の狭さに気づいたからです。 

あ、俺の価値観めっちゃ狭いなw 
と自分で腑に落ちたんです。 

そしてその狭い田舎での 
成功の価値観は、 
ほとんどが公務員になる事。 

これが大体の成功の定義だったりします。 

なので、 
もし僕が公務員になってたら、 



きっと親も親戚も友達も 
みんなが僕を褒めてくれてたと思います。 

ですがそれは、 
広い世界の価値観からしたら 
あくまでも成功の中の1つ、 
でしかないのです。 

決して公務員を否定するつもりはないですが、 
でも毎日決められた時間に出勤して、 
決まった時間に帰って、 
毎月決められた給料をもらって・・・ 

この繰り返しって、 
本当に楽しいのだろうか？ 

と段々思うようになりました。 

「安定」を求めるあまり、 
人は段々と自分で考える事から逃げて 
狭い世界の中でしか生きれない人が 
増えてしまったんだと思ってます。 

ちなみに、 
「安定」という言葉は、 
「安く定められる」 
と書きますね。 

だから給料も安くなってしまうのでは？ 
と気づきました。 

だったら、 



もっと視野を広げて 
価値観も広げて、 
今よりも広い世界を見てから、 
ちゃんと成功について考えていこう。 

と思うようになったんです。 

そして実際にビジネスを通して、 
その広い世界の常識に触れることができました。 

まだまだ勉強段階ですが、 
たった一つだけ確信してることがあって、 

それは、 
「成功までのルートには、 
　決まり切ったパターンがある」 
という事です。 

これは日本のような 
「資本主義」の中で 
成功する為には？ 

といった話ですが、 
年収1000万、1億を突破するまでは、 
ほぼ同じプロセスで突破できるし、 
何ならそこから先の 
年収10億、100億も同じだと教わりました。 

色んな経営者に会ったり、 
色んな事を勉強していく中で、 
「あ、これみんな同じ事しか言ってないじゃん」 
ってのに気づけました。 



ビジネス本を読んでいても、 
みーんなそれぞれのエピソードは違えど、 
本質的には同じ事しか言ってません。 

だから、 
これとこれとこれさえやったら、 
まあ間違いなく成功するでしょ。 

という、 
ロジカルな成功パターンが 
出来上がってます。 

ビジネスで稼ぐためのパターンは 
本当に全て同じようなものです。 

そしてそれは、 
「思考」の流れでもほとんど同じです。 

経営者は本当にみんな 
同じ考え方（思考）をしてるんです。 

もちろん育った環境は違うので、 
価値観のレベルは違いますが、 
ビジネスに対してのマインドは一緒です。 

実際に、 
そのパターンにカチッと当てはめて 
行動してる人というのは、 
当たり前のように結果を出していて、 
富をもたらし続けてます。 



逆に、 
そのパターンを 
完全無視した行動をしてる人は、 
何をやっても結果が出ずにいます。 

ずっと失敗の嵐です。 

少なくともビジネスで成功するための 
本質的な知識というのは、 
それほど多くないし、 
案外少なかったりするんです。 

抑えるべきポイントは、 
明確に決まったパターンがあるので、 
当然その本質を無視して進めば 
路頭に迷うことになります。 

オリジナルでやると失敗する。 
というのは、 
明確なパターンを無視してるからです。 

無視するんじゃなくて、 
ちゃんと結果が出るパターンに当てはめて 
確実にビジネを進めて行こうぜ。 

というのが、 
僕の素直な意見です。 

だからこそ 
その「型」が大事だし、 
「思考」をちゃんと 



身につけていかなきゃいけない。 

なぜか、 
型に当てはめない考え方が 
カッコいいみたいな 
変な風潮がありますけど、 

これは 
ただの失敗を量産させる考え方だと思ってます。 

目的地までのルートを何も知らず、 
ただオリジナルで突っ走ってても 
普通に事故って終わるだけになります。 

車の運転に例えるとわかりやすいですが、 
自分のオリジナルで 
運転しようもんなら 
すぐ命なくなりますよね。 

飲酒運転ダメだし、 
よそ見したら事故るし、 
シートベルトしないと捕まります。 

それとビジネスの世界は同じなんです。 

ですが、 
それを完全無視して 
飲酒運転して、 
よそ見しまくって、 
シートベルトもせずに、 
思いっきりアクセル全開で 
突っ走ってる人が数多くいるんです。 



いやー、 
事故りますね普通に。 

ルールを無視してしまうと、 
当たり前のように失敗します。 

「郷に入っては郷に従え」 

この言葉があるように、 
ビジネスの世界でのルールは 
ちゃんと従わないといけない。 

最初の方は僕も無視して、 
もう失敗街道の連続だった時期もありました。 

ですが途中から、 
その本質的な思考と 
ルールを勉強したので、 
めちゃくちゃ美味しい思いを 
味わえるようになりました。 

それは、 
今も今後も学び続けますが、 
でも勉強すればするほど 
本当に同じパターンだなあ。 

と感じてます。 

なので、 
成功を確実にしたいのなら 
成功者の思考パターンを知ることから 
始めるのが最短です。 



成功と幸せは、 
全く別のものなのかもしれませんね。 

なぜなら、 
お金を稼いでても 
幸せじゃなさそうな人も 
この世にはいるからです。 

ですが1つだけ確かなことは、 
お金があれば、 
成功できる確率も 
幸せになれる確率も、 
間違いなくグンと上がる。 

ということです。 

それは、 
日本という国が 
資本主義だということと、 
全てに「お金」が関わってる 
という理由から言えます。 

なので、 
まずはちゃんと経済的な成功を果たしてから 
その後にゆっくり自分の幸せについて 
考えていけばいいと思ってます。 

まずはパターンを無視せず、 
確実に進んでいきましょ。 

→  %url3% 



もちろん成功パターンも、 
講座の中で詳しく話してます。 

100万も1000万も 
1億も10億も、 
規模は違いますがやることは同じです。 

とは言っても、 
まずは5万、10万の範囲でいいので、 
やるべき事をしっかりやっていきましょう。 

何をすべきで、 
何をやらないべきか。 

これも何度も落とし込んでもらえれば、 
自然と理解できるようにしてあります。 

講座生の方は、 
ちゃんとコンテンツに入ってるので 
今一度落とし込んでくださいね。 

では。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url2% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 



12通目件名：今日は最終日です。1日/35円で3年分の全てを手に入れてください。 

本文： 
おはようございます、しゅんえいです。 

成功思考道場の募集は 
今日が最終日となります。 
→  %url4% 

今気づいたんですけど、 
ネットビジネス初めて 
もう3年が経ってました。 

なんか、 
あっという間だったなー。 

本当にここまで 
色んな人に会って、 
失敗もしまくりましたね。 

失敗したことで、 
それ以上に勉強できたことは 
めちゃくちゃありました。 

これやっていいけど、 
これはやっちゃダメだなーとか、 

長続きするビジネスと、 
一発ドカンで終わるビジネスとか、 

勉強と作業は、 
どっちを優先すべきなのか？とか。 



数え切れませんが、 
これまでの経験は 
全てが勉強になってます。 

ビジネスをやって良かったし、 
マインドを身に付けれて良かったです。 

で、今言った事の中で言えば、 
作業しまくっちゃうのって 
マインド的にはよくありません。 

最初はいいですよ。 

1番最初は何もやった事ないし、 
わからない事がわからないので 
コスパとか無視して 
とにかく作業しまくるのは、 
最初は効率が良いんですが、 

でもそれをずっとやるのはダメです。 

ブログ100記事書くぜ！とか、 
毎日動画アップするぜ！とか。 

こういったマインドはアウトです。 

僕は一時期ですが、 
もうとにかくガムシャラに 
動画をアップしまくってた時がありました。 

それこそ、 
もう5分くらいの動画を 



1日で20本とか笑 

で、やったけど 
これと言った結果は出なくて 
ただただ時間を無駄にして 
大事なお金と時間を 
ドブに捨ててしまった経験があるんですよね。 

これに関しは超反省してます。 

実際にやって失敗して 
やっと気づくことができました。 

明らかに方向性が間違ってましたね。 

ですが、 
そういった失敗をして 
僕はマインドが書き換えられてきました。 

そして今回、 
マインド講座をリリースするわけですが、 
この3年間で学んだマインド全てを 
ここでふんだんに出そうと思ってます。 

「マインド」 
といった視点で、 
何をすべきで、 
何をやらないべきかを 
これまでの僕の経験や 
他の人の事例を元に解説してます。 



なので、 
僕の3年間の成功事例、 
失敗事例を丸っとそのまま勉強できる。 

ということです。 

成功事例しか話さない人って多いけど、 
失敗事例を話してくれる人って 
あんまりいない気がしますね。 

僕が教わった人も、 
そんなに失敗した時のことは 
話してくれなかったように思えます。 

なので僕は、 
失敗事例もめちゃくちゃ話そうと思ってます。 

なぜなら、 
失敗した経験を言ってあげることで、 
あらかじめ予想できるようになるからです。 

ちゃんと予想できれば、 
思いっきりアクセル全開で進めるし、 
暗い凸凹道でもスイスイ突破できます。 

逆に、 
成功事例もめちゃくちゃ話してます。 

この方法はうまくいったよなーとか、 
このマインドでやったらすぐ結果出たなーとか。 

ちゃんとパターンがある事に気づきました。 



なので、 
そのパターンは特に 
念密に解説してきますね。 

見た目はちょっと 
地味なパターンなんですけど、 
でもそれが硬いんですよ。 

だからこそ 
たっぷりと事例を踏まえて話すし、 
その実際にあった事例と一緒に勉強できるので 
もう体感レベルで学べます。 

まるで自分が 
その経験をできたかのように。 

コンサル生に1番話す内容も 
ここでは出していこうと思ってます。 

やっぱりマインドって 
結果を出したり 
行動したりするのに 
1番大事だと思ってるので、 

ちゃんと強い根っこを持って欲しいんです。 

その強い根っこを持てば、 
マジで敵なんていなくなりますよ。 

ただ勉強した事を 
そのままやればいいだけ。 



しっかり理解したり、 
落とし込んでもらうためには 
何度も講義を聴いてもらう必要がありますが、 
それを素直にやるだけで 
自信もジワジワ出てくるし、 
負ける気がしなくなるというか。 

ぶっちゃけやれば結果出ます。 

ですので、 
実践しながら鍛えつつ、 
完全インストールって感じです。 

という事で、 
今日が最終募集なので 
ここで一旦まとめに入ります。 

今回ご案内する講座は、 
僕自身の3年間で得た経験を 
丸ごと手に入れることができる教材です。 

悠に500万以上は使ってきたし、 
3年かけて気づいたことや勉強したこと、 
時間をかけて多くの人に実際に会って 
その中で失敗も数え切れないほどしました。 

決して机上の空論で終わらせないし、 
ちゃんと現実的に話してます。 



なので、 
他の教材より 
リアルに落とし込めるのでは？ 

と思ってます。 

これらを、 
「マインド」といった本質にまとめて 
1つの講座を作り込みました。 

密度的には、 
3年間+αの知識と経験が 
この講座には詰まってます。 

これ多分前回も言いましたが、 
本質ってそれほど多くないです。 

学ぶべきことって、 
意外と少なかったりするので 
僕は質にこだわりました。 

その少ない本質を、 
これまでの経験全てを踏まえて 
解説してます。 

実際にモニター生という形で、 
講座の中身を知り合いの起業家2人に 
聴いてもらったところ、 

「この参加費でこれだけの事を話すのは 
　とてもじゃないけど安すぎる」 

と言ってくれました。 



当然講座の中でしか話せないことは 
たくさんあるので、 
かなりレアなのかなと。 

さすがに無料のメディアで言ったら、 
ちょっと過激すぎるかなー 

と思うことも話してます。 

しかも、 
僕はマジで0から資産を作ってきたし、 
今でも継続して資産を作ってるので 
僕にしか語れないことも・・・ 

ガチの0からなので、 
初心者の時にどんな事を思っていて、 
どんな不安がそこにあって、 
何をしたらいいのか？ 

これもちゃんとわかるし、 
逆にちょっとうまくいったけど 
なかなか収益が伸びずに悩んでいる人 
のマインドや、 
じゃあそこから何をすればいいのか？ 

と言ったことも理解してるので、 
ぜひ安心してください。 

ビジネスを長続きさせて、 
お客と一生関係を持つ方法とかを、 
超シンプルに話してます。 



それはやっぱり、 
僕も色んな失敗をしてきたし、 
色んな人から勉強してきたので 
もうマインドに関しては 
俺に任せとけ！ 

という感じです。 

つまづく人のパターンと、 
逆にずっとうまくいく人のパターンとか。 

これかなりいいです。 

マジでパターンが決まってて、 
正しいパターンを知って 
その通りに実践したら、 
そりゃうまくいくわな。 

ってところまで落とし込んでください。 

実際に、 
僕のお客さんには看護師の方がいますが、 
毎日電車の中で音声聴いてたら 
見る景色や考え方が変わって楽しい。 

と言ってくれてます。 

繰り返しますが、 
3年間の経験をそのまま詰め込んだ 
と言いましたね。 

ですが1つだけ理解して欲しいのは、 



僕はこの3年間をほとんど 
ビジネスに捧げてきたということ。 

ご飯食べてる時も 
トイレで踏ん張ってる時も 
お風呂に入ってる時も 
寝てる時も（夢に出てきました） 

何をしてても、 
常に思考してきたし、 
恋人レベルだけど、 
ビジネスのことを 
一瞬足りとも忘れたことはないです。 

間違った方向に進んだ事ももちろんあります。 

ですがそれも 
マインドを鍛えたおかげで、 
どんどん磨かれていって 
強い折れない武器が出来上がりつつあります。 

諸刃の剣ですね。 
その剣は今後もずっと磨き続けますよ。 

そういった意味での3年間ですので、 
1000日以上の学びと経験がありますね。 

講座の参加費は128,000円なので、 
1日あたり128円です。 

お～いお茶1本ってとこでしょうか。 



マインドって一生物なので、 
ずっと使いこなせるわけです。 

なので一生使えると考えたら、 
超安いと思ってます。 

まあ仮に10年間、 
マインドを使いこなすと考えても、 
1日/35円になります。 

落とし込めばの話ですが、 
最初の講義1本を見るだけでも 
ガラッとマインドが変わって 
良い刺激になるんじゃないでしょうか。 

パラダイムシフト起こしまくりです。 

どんどん固定概念ぶち壊してきます。 

という事で、 
僕の3年間の全ての学びと経験を 
35円で手に入れてください。 
→  %url5% 

成功思考道場の募集〆切は、 
今日の23:59:59までです。 



今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url3% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

13通目件名：設定し直しました。マインドを手に入れてメンタリストに生まれ変
わった話。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

レターのカウントに 
不具合があったので、 
また設定し直しました。 

成功思考道場は、 
今日の24時までの募集です。 

→  %url4% 

この講座では、 
「思想を固める」 
というのも、 
1つの目的として作ってます。 

というのも、 
思想とは、自分の行動の 
全ての根幹にある 
1つの哲学のようなものです。 

その思想の中には、 
「絶対に金持ちになる！」 
といった思想を持つ人もいれば、 



「世界中旅して自由に生きる！」 
といった思想を持つ人もいます。 

中にはもっと大きな、 
日本を良くしたい！とか、 
戦争を無くしたい！ 
といった思想を持つ人もいますね。 

これ以外にも 
小さい大きいに限らず、 
人それぞれ様々な思想が流れてます。 

で、 
こういった思想を理解できれば、 
自分の行動の全てが 
その思想をベースにできあがるので、 

もう見違えるほどの 
行動量、スピード、規模感 
になるんです。 

思想を制するものは全てを制する。 
といったら大げさかもですが、 
でも最終的にはそうなるんです。 

まあ胡散臭い言い方をするなら、 
「あ、俺ってこのために生まれてきたのかも…」 
と、思えるようになります。 

そういった瞬間って、 
今までありませんでしたか？ 



小さい事でも何でもいいです。 

最近だと、 
俺ってビジネスするために 
生まれてきたのかも？ 

と思った瞬間があります。 

とは言っても、 
そんな簡単に自分の思想なんて 
見つかりやしません。 

みんな迷うし、 
僕もこれまでの22年間で 
散々迷ってきました。 

何ならビジネスを初めてからも 
自分の本当にやりたい事だったり、 
思想がなかなか持てませんでしたね。 

なので、 
強い思想を持ってる人を見ると 
ものすごく羨ましいと思いました。 

元々はビジネスを始めたのだって、 
お金をとにかく稼いで 
圧倒的自由になりたい。 

といった理由だったので、 
稼いで自分の時間が増えても 
ダラダラ過ごす日も普通にあったし、 
ただただ時間を消費していく毎日に 



何の疑問も抱いてませんでした。 

なんかモヤモヤ感があって、 
幸せか？と聞かれたら 
見た目は幸せかも知れなかったですが 
中身は満たされてなかった。 

簡単にいうと、 
「やりたい事がない状態」 
だったんですね。 

若い人にはこれ全員共通してる気がします。 

ある種の病ですね。 

同い年の友達に 
やりたい事とかないの？ 
と聞いても、 

んー、別に今はないかな。 
とりあえず稼げればいいや。 

といった返事かきます。 

まあそうだよな。 
わかんねえよな。 

って感じで、 
僕もそうだったので、 
ビジネスをやっていく中で 
その思想の重要性に気づいたんです。 



ブログやメルマガなどの 
情報発信なんて特に 
その思想が結果に直結します。 

どんな思想を持って発信するかで、 
集まって来る人のレベルが全く変わります。 

まさに、 
「類は友を呼ぶ」ですね。 

そういったテクニックも 
講座の中で詳しく解説してるので、 
ここでは割愛しますが、 

要は、思想が収入に 
超影響する事がわかったので、 
その思想の具体的な 
作り方を改めてまとめてみたんです。 

そしたら、 
やっぱり収入が伸びました。 

しかも、 
自分の思想もハッキリと 
明確に定まったんです。 

もうこれをやるしかないな。 
といった、 
1つの強い芯が出来上がりました。 



ずっと憧れを抱いていた、 
「やりたい事をやれる人」 
になれました。 

でもそのやりたい事っていうのは、 
実際まだ全然未来の話だと思うし 
ビジネスをもっと実践してく中で、 
もっとやりたい事って増えてくと思いますが、 

でもとりあえずは、 
1つの思想がカチッと当てはまったので 
もう一切迷いが消えました。 

マジで迷いまくってましたからねw 

迷いがなくなった事で、 
行動全てに1ミリのブレも生じる事なく 
一気に成功まで駆け上がる事ができます。 

それともう一つ。 
自分の思想を理解できた事で、 
相手の思想も理解できる。 

というのも、 
思想を定める事の1つのメリットです。 

メンタリストみたいですがw 
（実際、メンタリストも目指してます） 

で、 
相手と話してる時に 
その相手の発言1つで、 
「あ、この人こういう事普段考えてるんだ」 



というのがわかるようになるんです。 

それが相手が持つ思想なんですね。 

なので、 
相手の心を読めるというか、 
完全に心を理解できるようになります。 

たった1言だけで、 
そこから普段どんな価値観を持ってて 
どんな悩みがあって、 
どんな欲求を持つのか？ 

これが一瞬で理解できます。 

よくある例を出すなら、 
「俺さーモテたいから 
　思い切って髪型変えてみた！」 
といった相手の発言を聞いたら、 

あー、なるほど。 
つまり髪型を変えることで 
外見に気を使って大事にしてるんだなー。 

ってことは、 
中身よりもまずは外見の部分 
を磨くことを考えてるから、 
この人は数字とか外見とか 
そういう明確なものを気にする習性があるな。 

とかね。 

こんな感じで、 



相手のたった1言で 
その人の思想がわかるようになります。 

思想の良い悪いは関係ありません。 

相手の背景にある思想 
を読み取る事ができます。 

そうなるとどうなるのか。 

それは、 
人を見る時の自分のフィルターが 
ガラッと変わります。 

今までは外見や実績とか、 
学歴でしか判断しなったのが、 

中身の「思想」を 
理解するといったフィルターに 
変わっていきます。 

なので、人の本当の 
核の部分である「コア」 
をすぐにわかるようになって、 
相手の悩みや欲求にすぐに答える事ができます。 

当然、それはビジネスに 
大いに影響するので、 
収入も爆上がりする事になります。 

実際に、 
僕のメルマガ読者さんからの 



アウトプットのメール1つを見ても、 
その人が結果が出るのか出ないのかが 

もう一瞬でわかるんです。 

講座生にはそれに応じて 
的確にアドバイスするために 
講義を作り込んでるし、 
それを自分にも生かすようにしてるので、 
自分の問題点や改善点もすぐに把握できます。 

ビジネスの世界では 
結果を出して成功するための、 
「思想」 
がちゃんと存在してます。 

ですが、 
これまではその中身を無視して、 
センスだとか才能 
といった言葉で簡単に片付けてました。 

仕組みを作るのだって 
商品を販売するのだって 
収入を上げるのだって、 

全ては自分の思想がベースです。 

正しい思想をちゃんと持てれば、 
なぜそれをやるのか？ 
だったり、 
これから何をやればいいのか？ 
といった事が 
ハッキリと明確になります。 



だから当然、 
1つの軸が定まるので 
自動化しようと思えば普通にできるし、 
この商品を売ってこのくらい稼ぎたい！ 
と思えば、 
当たり前のように売れて 
稼ぐ事ができるようになる。 

ハッキリ言ってチートですよこれは。 

僕もたまに入ってる塾の懇親会とか、 
自分で開催する懇親会に行けば、 
大体そこにいる誰かに 
僕の講座が売れてしまいます。 

それは気づいたら、 
自分の講座を勧めてるパターンが多いです。 

もう自然に相手から 
その講座買わせてください！欲しいです！ 
と言ってもらえてます。 

多分、会話の中で 
僕が自然に勧めてるのだと思いますが、 
それも結局は思想が定まってるからです。 

「この人に僕の講座を売ってあげれば、 
　相手の収入は上がって 
　人生レベルで幸せになってもらえる」 

といった思想があるからです。 



そもそもこの思想が無かったら、 
商品を売ることってできないです。 

絶対にマインドブロックかかって 
相手を救う事ができなくなります。 

コンテンツ作りも、 
自動化させる事も、 
セールスする事も、 
文章を書く事も、 
ファンになってもらう事も、 

全ての根底にあるものは 
結局「思想」なので、 
それが大きな起爆剤となって 
行動を起こすようにできてるんです。 

で、それがあるからこそ 
成功が手に入るんだと思ってます。 

その根底にある思想の事を、 
「マインド」と言います。 

思想の自由ってのが 
法律の中にありますが、 

その思想もちゃんとビジネスに 
生かさないといけないと思ってます。 

ビジネスにはビジネスのルールがあります。 



だからそのルールを知るんです。 
サッカーのルールを知らないのに、 
サッカーをする事なんてできないし 
うまくもなんないように、 

ビジネスでもルールを知らなければ、 
結果を出せないし上達もしません。 

ビジネスに特化した思想を持って 
マインドを鍛えなきゃいけない。 

そのマインドが固まれば、 
長期的に渡って 
収入を安定させれるし、 
ずっとお客に愛され続ける 
芯の強いビジネスが完成します。 

一発ドカンで短期的に稼いだって 
なんの意味もないので、 
5年、10年、30年と 
長期に渡って資産を作るべきです。 

それが本当の強いビジネスだし、 
幸せになる大きな鍵だと思ってます。 

一生魅力的な人に囲まれて、 
富も知識もどんどん集まる。 

お客さんにもずっと価値提供できるので、 
強いマインドができれば 



逆にすぐ廃れるような、 
弱っちいビジネスは作れなくなります。 

それは決して、 
倒そうと思っても倒れないです。 

当たり前に安定してるし、 
仮に倒れても 
すぐ復活してまた安定する。 

そういった資産を作れます。 

実際に、 
結果を出してる起業家に会うと、 
やっぱりどの人も 
しっかり自分を理解してて、 
自分とちゃんと向き合ってるな。 

と思いましたね。 

やりたい事をやるために 
今やるべき事がわかってて、 
そのための方向性もちゃんと見えてます。 

だからこそブレないんだなと。 

それは決して 
頑固といった意味ではなく、 

逆に柔軟な思考で、 
かつ芯の通ったまっすぐな 
武器を持ってるかのように思えました。 



それが故に、 
ちゃんとビジネスを楽しんでます。 

起業家。 
それも成功してる起業家って、 
なんか小学生みたいな人が多いです。 

無邪気で、 
あれもやりたいし、 
これもやりたい。 

興味を持ったものは 
どんどんのめり込んで、 
すぐに行動を起こしてしまう。 

だから一見超忙しく見えるけど、 
実際そんな事なくて 
むしろ楽しんでビジネスしてます。 

それは彼らの思想が、 
絶対に成功してやる！といった欲に 
満たされまくってるからです。 

で、 
それがどんどん周りの環境や 
人を巻き込んでいって、 
成功していくんです。 

ちなみにこの考え方は超大事です。 
周りごと巻き込む。 



マインドを高めていれば、 
それがどんどん人に伝わって 
周りのレベルも上がります。 

何かの指導者であればなおさら大事です。 

自分のマインドをグンと上げる事で 
そのチームやコミュニティの活気が上がり、 
デカい結果を出す事ができます。 

僕は小学生、中学生の時 
全国大会に出るようなチームで 
バレーをしてましたけど、 

やっぱり 
当時の監督のマインドはヤバかったです… 

しかも当時の練習は、 
1週間の内の土日のたった2日間だけでした。 

まあ、 
監督のマインドがヤバかったので 
練習はクソ厳しかったですけどね。 

練習の途中でやりすぎて 
思いっきりバレーコートに 
嘔吐した事がありました笑 

そのくらい、 
マインドが高まってたんです。 



他のチームは毎日練習してても、 
マインドの違いだけで 
僕らには全く歯が立たなかったんです。 

ちょっと自分で言うのもおこがましいですが、 
それくらい僕のチームは 
マインドが高かったからこそ、 
全国に出るほどの強さだったのかなと。 

他にも、 
今では何人かコンサル生を持って 
ビジネスを直接教えてますが、 
僕が1番行動してマインドも高めた事で、 
全体で稼ぐ収入が一気に上がりました。 

今まで月5万の収入だったのが、 
マインドを鍛えた事で 
一気に20万までになったり、 

全く0だった人が、 
急に30万稼いでしまったり。 

今思うと、 
やっぱり人の背中を見て育つ 
というのは、 
子供の時も大人になっても 
全く変わらんのだと思いました。 

そのくらい、 
教える人のマインドは 



教え子たち影響します。 

感染ですねまさに。 

背中を見て学んで成長するからこそ、 
自分がレベルアップしていけば 
自ずと全体のレベルもグンと上がります。 

だからもっと上のレベルになれば、 
月収1000万の人も出てくるだろうし 
かなり魅力的な 
コミュニティが出来上がりそうです。 

もちろん僕は 
今のレベルでは全然満足できないので、 
1000万、1億、10億と 
レベルを上げていくし、 
それを達成する方法のマインド論も 
講座の中で話してます。 

今回の講座もそうですが、 
自分に向けて作った講座でもあるので 
僕も何度も聴いて、 
落とし込んでいきます。 

そんなマインド講座ですが、 
今日が募集〆切となっております。 

今回のメールでも話した通りですが、 
マインドは行動の全ての根っこです。 



その根っこが腐ってると、 
簡単に幹や枝葉は腐ってしまいます。 

だからこそ 
ちゃんと鍛えないといけないし、 
一度勉強して落とし込めば 
それは一生使える武器になります。 

ここでちゃんと 
スキルを身につけましょう。 

僕も0からスタートして 
コンテンツの資産を作って、 
それが今でも膨らみ続けてます。 

当然、収入は右肩上がりに伸びてます。 

僕しか話せない事も 
講座にはたくさん入ってるので、 
ぜひ手に入れてください。 

周りが楽してる間に、 
こっそり武器を磨いちゃいましょ。 

で、マインドを完成させて 
後で思いっきり楽してしまいましょう。 

→  %url5% 

では。 



今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url3% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

14通目件名：【動画あり】残り6時間で〆切ます。軸となる武器を持ってますか？ 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

成功思考道場は、 
残り6時間で〆切ます。 
→  %url5% 

最終日なので、 
いつもより 
続々と参加していただいてます。 

マインドに関しては、 
人生で1回は必ず勉強すべし 
だと思ってるし、 

正直ここまで大事な事を 
他に探す方が逆に難しいです。 

なぜ人生で1回は学ぶべきか？ 
と言うと、 

今の時代は 



情報が溢れすぎてるし、 
そのせいで 
何を軸に行動したらいいのか 
ほとんどの人が 
全く判断できてないからです。 

僕も情報がありすぎて 
何を根拠に行動していいか 
全くわからなかったし、 

どういった思考で 
行動すればいいのかも 
意味不明でしたね。 

ネットを見れば 
いろんな人が言いたい放題言ってます。 

そういった意味では、 
僕も言いたい放題言ってる一人 
かもしれませんね。 

ですが、 
僕が他と違うのは、 
「軸をちゃんと一貫して持っている」 
と言う事です。 

それは、 
決して自分だけが稼いだり 
成功するのではなくて、 
マジで自由になれる強い個人を 
生み出したいと思ってます。 



それが僕の一貫して持ってる軸です。 

これって将来的に見ても 
必ず需要のある事だし、 
もっと言うと、日本を強くしたい。 

と思ってます。 

なぜそう思うか？と言うと、 
単純に僕が日本という国が 
大好きだからです。 

世界から見たら 
日本って超恵まれてるし、 
僕も日本から世界を見てて 
それをずっと思ってました。 

あー。超恵まれてんなー。と。 

だからこそ、 
借金が1000兆以上あって 
景気も今はよくない日本を 
僕の世代でひっくり返してやろう 
と思ってるし、 

しゅんえいという人間を通して 
少しでも自由になれる人が増えて、 
もっと個人で稼げる人が増えれば 
もっと面白くなるのでは？ 

と思ってます。 



こういった 
強い理念を持ってるので、 
発信もちゃんと一貫しないといけません。 

言ってる事と 
実際にやってる事が違ってはいけないし、 
大事なことは何度も言わないといけない。 

だからマインドに関しても、 
同じ事を何度も言ってます。 

大事だからです。 

勉強すべき本質は 
超シンプルなんですよ。 

だから 
そんなに多くないです。 

ですが、 
これを理解してない人が多すぎます。 
（僕もそのせいで散々苦労しました） 

だからこそ、 
僕にしか話せない事も 
僕にしか知らない事もあるし、 

じゃあこの講座で 
これまで学んだマインドを 
全て伝えて完全に血肉にしてもらおう。 



といった思いで 
今回の講座をリリースすることにしたんです。 

今のように、 
情報が飛び交う時代では 
どうしてもマインドの軸を 
マスターしないといけません。 

確かに情報リテラシーとか 
学ぶのも大事だとは思いますが、 

それよりも 
何を目指していて、 
どういった思想を持ってて 
どう行動していけばいいか？ 

これをちゃんと1本の軸にして 
これからまっすぐ進んでく必要があります。 

そうすれば、 
ちゃんと確かな情報だけが 
自分に集まってくるし、 

それをうまく知恵にして 
ちゃんと使いこなす事ができます。 

僕はこれまで稼ぐためには 
知識が絶対に大事だと思ってたので、 
マインドを鍛えるという意味でも 
軽く500万以上は自己投資してきました。 



知識にも経験にも 
お金を使いまくってきたんです。 

それは今後も同じです。 

なぜ 
そこまでしてきたかというと、 

「他人を変える前に、 
　自分を変える事ができなければ 
　他人なんて変わらない」 

と思ってたからです。 

だってそうですよね。 
自分が変わらんのに他人は変わらない。 

そんな当たり前の原理原則は 
知ってたので、 
自分をまずは変えるために 
努力し続けてきました。 

自分を変えると言っても、 
見た目などの外見ではなくて 
中身の部分を徹底的に変えてきました。 

それは今もずっと言ってる 
知識やマインドの部分です。 

その中でも、 
1番変わったなと思うのは 



やっぱりマインドです。 

勉強して実践して失敗もしまくったので、 
もうちゃんと身体に染み付いてます。 

まさに、 
500万以上のコンパス 
を持ってる感覚です。 

そのコンパスで、 
進むべき方向を向いて 
確実に進めてます。 

逆に、 
その大事なマインドを 
たった1000円程度で済まそう 
と思ってる人も大勢います。 

TSUTAYAで自己啓発書を買ったけど、 
全く何も変わってない人が多いのは 
一体どうしてなんですかね？ 

そんな弱っちいコンパスは 
磁場が狂って壊れるだけだし、 
仮に自己流で作ったとしても 
3日後くらいにすぐ壊れます。 

自己啓発書を読んだり 
自己啓発セミナーに行っても 
3日も経てばすっかり忘れて、 
結局何も変わらない理由はそれです。 



それって超勿体無いです。 

別に、高いからいい。 
というわけではありません。 

30万とか50万とか 
高くてもクソな商材は 
一部ですが出回ってるし、 
ちゃんと落とし込まないと意味ないです。 

ただ僕としては、 
マインドを一度ちゃんと勉強して 
その軸を持ちながら行動していけば、 
確実に良い結果が待ってるんじゃないかな？ 

と思ってるんです。 

マインドを身に付けた人は 
本当に同じセリフを言いますが、 
結局は知ってるか知らないかだけです。 

当然、 
正しくマインドを身に付ければ 
ビジネスは超楽になります。 

人間としても 
レベルアップするので、 
人間関係も収入も 
それ以外の事も全て 
レベルアップしていくでしょう。 



マインドが全ての行動の根幹。 
つまり根っこ部分だからですね。 

そして、 
今回の講座は128,000円ですが、 
内容と比較しても 
ぶっちゃけ超安いと思ってます。 

僕が投資してきた500万を 
そのまま受け取った。 
と思ってもらって差し支えないくらいです。 

コンテンツの中では、 
「これを落とし込めば 
　どんなビジネスにも応用できて、 
　成功するしかない」 

といったマインドを 
徹底的に解説してます。 

その確かな本質を、 
僕の経験からも話すし 
僕の周りの起業家、 
これまでの偉人の成功例、失敗例。 

これらと一緒に話してます。 

なので、 
ここで話す経験全てを手に入れた 
と思ってもらえれば嬉しいです。 



そういった学ぶ環境に 
ちゃんと身を投じる姿勢で 
講座に参加してもらえればなと。 

軸をちゃんと持った人は、 
時代なんて関係なく強くなれます。 

残り6時間で〆切です。 
→  %url6% 

では。 

追伸 

マインド企画への 
僕の思いを動画にしました。 
%url4% 

聞くだけでも学びになるので、 
ぜひ集中して聞き流して見てください。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url3% 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

15通目件名：【成功思考道場】残り1時間。全てはプロセスだから、後悔しない生
き方ができればいい。 



本文： 
どうも、しゅんえいです。 

成功思考道場の募集も、 
いよいよ最終段階になりました。 

残り1時間です。 

今回ご案内する講座は 
マインドを学ぶ講座なので、 
あえてここでどストレートに言うと、 
勉強しなければ成功しません。 

もし今、 
何らかの確信があるなら別ですが、 
確信がないのなら 
ただ闇雲にやっても 
おそらく今の状態と何も変わりません。 

20年間生きているのなら、 
その20年分の影響を受けて 
今の状態があるからです。 

確かに、 
今後ずっとサラリーマン1本で 
生きていくのならそれでいいかもしれません。 

ですが、 
ビジネスをやるとなると 
その考え方は通用しなくなります。 

会社の奴隷になって 



労働するといった教育。 

言い方を変えれば、 
「洗脳」 
されて生かされてきました。 

だからこそ、 
その「洗脳」から 
解き放たれないといけない。 

で、ビジネスに特化した形で 
再インストールすればいいんです。 

そうすると、 
たとえサラリーマンをしてても、 
そのマインドが生きてきて、 
一気に出世街道に乗ったり、 
部下が付いてくるようになる。 

といった変化が出てきます。 

会社と言えど、 
それもデカいビジネスの中にいます。 

これは実際に 
講座生から報告をもらったんですが、 
マインドを勉強したら、 
部下が付いてくるようになったとか、 
営業が決まりやすくなった。 

といった嬉しい報告をもらいました。 



今後、 
自分が発信したり 
仕掛ける側に回ったり 
人を動かしていくのであれば、 
なおさらマインドは知るべきです。 

サラリーマンだったとしても、 
辞めようと思えばいつでも辞めれるし、 
ビジネスで少しでも結果が出てるなら 
そこから更に規模を大きくしていけます。 

僕は昔から、 
周りを気にしてたせいもあって、 
結構流されやすいタイプでした。 

多分、 
何も勉強してなかったら 
今頃普通に郵便局員のままで、 
窓口に立って接客してたんだろうなと。 

でもそれが嫌だったし、 
毎日つまらなかったし、 
もっと成功してやろう 
って野心が芽生えて、 

自分を変えるために真剣に行動しました。 

ここまで色々話してきましたが、 
結局は知識を得て行動するのが 
1番早いです。 



ビジネスでは 
お金を使ってお金を増やすのは、 
基本中の基本です。 

自分の為だと思ったら、 
容赦無く財布の紐を緩めて 
蛇口を思いっきりひねり 
情報のシャワーを浴びまくって、 
惜しみなく投資してきました。 

銀行口座の残高が減ることに恐れて、 
ただ貯金をする事というのは 
マジで勿体無さすぎます。 

僕はよくこれで例えるんですが、 
お金を普通の銀行口座に預けても 
全くお金は増えません。 

ですが、それを 
「知識」 
というものに投資して、 
同じようにお金を預けてしまえば、 
それが数倍、数百倍、数千倍 
となって自分の元へ 
富となって返ってきます。 

銀行の利子と比べたら、 
えらい違いです。 

銀行に預けても、 
ほとんどお金は増えませんが、 
知識にお金を預ければ 
湯水のように湧き上がってしまうんです。 



お金をどこに預けるのかで、 
後にものすごい差になるんです。 

だからこそ 
どりゃー！！ 
て感じで容赦無くお金を投資して 
勉強しまくりました。 

失敗したとしても、 
それはまだ途中段階。 

「プロセス」 
だと思ってるからです。 

で、 
最終的に笑って成功できれば 
それでいいと思ってます。 

そうすれば 
投資すればするほど、 
どんどん知識は増えていくし 
周りはやらない人が多いので、 
一気にトップ層に入ることもできます。 

もちろん収入も 
右肩上がりに上昇しまくります。 

みんなは何となくかもしれませんが、 
人生って意外と短くて 
気づいたらあっという間に歳を取ります。 



今の時代はだいぶ寿命が長くなって、 
100年時代！と言われてますが、 
健康に生きれるのは残り何年？ 
と考えるとやっぱり余裕はないし、 

明日もしかしたら 
事故に遭ってしまうかもしれないし 
急にガンになってしまうかもしれない。 

いつ何が起こるかなんて 
誰にも予測不能なんです。 

だから、 
1日でも早く自由になるべきだし 
やりたいことがあるのなら、 
そのためにいち早く行動すべきです。 

知識を得てショートカットすることに 
何の躊躇もする気はないし、 
勉強と実践をひたすら繰り返してきました。 

それは今後も変わらず、 
自分のためにも、 
今まで支えてくれた親のためにも、 
僕を信じて学んでくれている 
メルマガ読者さんのためにも、 

しっかり成功して自由になって欲しい。 
と本気で思ってるので 
一生勉強は継続していくつもりです。 



だからこそ、 
マインドを知るべきなんです。 

これも何回も言いましたけど、 
マインドにも決まり切った型があります。 

すごくシンプルだし、 
全く曖昧なものではないし、 
ちゃんと落とし込めば 
サクサク結果が出やすくなります。 

だからちゃんと落とし込めば 
手に取るように 
何をすればいいかがわかる。 

というのはそういう事です。 

今まで自分は何もやってなくて 
特に才能もないから・・・ 

といったトラウマ的なものは 
実はこの世には存在しません。 

それはこれまでの価値観で 
判断しているだけなんです。 

そんなものは、 
もうマインドを変えて 
価値観を変えてしまえば 
何も関係なくなるし、 



収入だってどんどん伸びていくでしょう。 

百発百中で 
ビジネスができるようになって、 
収入をちゃんとコントロールできて 
自由な成功者になれる。 

といっても過言ではありません。 

そういったところまで 
一気に駆け上がれるのも、 
マインドの凄まじさでもあります。 

全くの0の状態からでも、 
マインドさえ勉強すれば 
強い根っこが完成するので 
やるべきことが手に取るように理解できます。 

同じ0からスタートした 
僕だからこそ言えます。 

マジでシンプルなので、 
しっかり落とし込んで 
コツコツ資産を作っていってください。 

別に、一気に100万じゃなくて、 
まずは5万からでもいいです。 

なのでその辺は、 
安心して参加してもらえればなと。 



「マインド」 
は、行動の全ての根っこです。 

成長して結果を出すためには、 
必ず必須のスキルになります。 

だからこそ、 
ここまで全力でオファーしてますし、 
大事じゃなかったら 
こんなに一生懸命言いません。 

最後に後悔しないように、 
今一番若い時に 
しっかり行動して成功思考を 
手に入れて欲しいな。 

と思ってます。 

残り1時間です。 
成功思考道場はこちらから参加できます。 
  %url4% 

カウントが0になったら、 
自動的にページを閉じるように設定してます。 

ここまで 
セールスに付き合っていただき、 
本当にありがとうございました。 

では、講座の中でお会いしましょう。 



追伸 

最後に、僕の想いを話しました。 
%url2% 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%url3%


