
仕組み化企画シナリオ 
1通目件名：仕組み化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。 

仕組み化企画に 
興味を持っていただき、 
ありがとうございます。 

やはり、「仕組み化」 
というワードにはかなりの方が 
興味を持っているというデータが 
かなり取れております。 

これって逆を言えばその分、 
仕組み化の部分で悩んでる方が 
かなり多いのではないかな？と思います。 

僕自身はこれまで仕組みから 
10ヶ月間で約500万以上の収益を 
上げることができました。 

もちろん放置状態で500万です。 

で、この経験から断言できるのは、 

月収100万以上を稼ぐには、 
「仕組み化」 
が必ず必須条件だと言うことです。 

今まで色んなビジネスをして、 



あらゆるビジネスを見てきているので 
これは間違いありません。 

どんな商品を扱う上でも、 
「仕組み化」しなければ 
一生、労働地獄に陥ってしまいます。 

確かに、目先のお金だけを求めて 
一発ドカンと売り上げを上げるのは、 
別に仕組みを作らなくてもいいかも知れませんが、 

目先のお金だけを求めて、 
一体今後、何が残るんですか？と、 
ここであなたに問いたいです。 

僕は痛いほど経験しましたが、 
仕組みを作らずに収益を上げるのは 
マジで大変ですよ。 

それも毎月継続的にというのが、ここでの大前提です。 

超労働しまくったし、 
本当にあの時は辛かったなあ・・・ 

ビジネスは「稼ぐ」ことよりも、 
「稼ぎ続ける」ことの方が 
よっぽど重要なので、いかに早い段階で 
仕組みを作るかが肝になってきます。 

一度仕組みを作ってしまうことによって、 
毎日自分の分身が働いてくれて、 
毎日漫画を読んで何もしなくても 
収益がポンポン出るようになって、 



かなり心の余裕が生まれるようになります。 

さっきは月収100万円と言いましたが、 
100万じゃなくて、10万とか20万とかの 
仕組みを作ることさえできれば、 
十分毎月の生活費くらいは稼ぐことができますね。 

だから最初は「小さな仕組み」でいいんです。 

その小さな仕組みから、 
どんどん大きくしていって 
最終的には100万→300万→1000万 
といった形で収益を上げていくことが 
できるようになるでしょう。 

なので、今後収益の上げ方や、 
努力の方向性で迷うことは 
一切無くなると思いますよ。 

僕は仕組み化に出会うまで、 
本当に迷って迷って迷いまくりました。 

毎日不安で、来月はちゃんと 
収益が上がるかわからない。 

そんな状態でした。 

なので、ここまで来るのに 
超遠回りしてしまいました。 

こういった不安や迷いって、 



ビジネスする上でマジで邪魔なんですよね。 

僕も最初は、 
セールス経験や仕組みを作る経験が 
全く無かったので、あらかじめ 
このくらいの売り上げがあがるだろうなー 
といった予測ができなかったんですよね。 

だからこそ、 
ちゃんと目的地までの「地図」があると、 
それだけ安心感が違うのではないかな？ 
と思ってます。 

そして、 
毎月のように安心して収益を上げて 
ビジネスの地図を作れるためにも、 
戦術を使って仕組みを作る上での 
絶対に必須である「戦略」の概念。 

それこそが今回の企画です。 

要は、今後一生使えて 
どのビジネスにも応用可能な概念を 
抽象的かつ、具体的に解説した教材を 
今回は案内させていただこうと思ってます。 

戦術（ノウハウ）を生み出すための、 
元となる概念（戦略）を学ぶことで 
”どんなビジネスでも自動で収益を上げられる” 
そんな脳みそに進化してもらいます。 



実際に、企画に参加していただいた方から 
嬉しい報告をたくさんいただいているので、 
それもまた次回以降のメールで紹介していきますね。 

僕自身、仕組み化を学んで 
一切何もしなくてもチャリンチャリンと 
お金が発生する状態になることができました。 

そのくらい、 
インターネットビジネスというものは 
素晴らしくて、そのスキルは魅力的なのです。 

では、次回のメールをお待ちください。 

明後日には、企画案内ができると思いますので。 

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% 
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2通目件名：仕組みがあれば集客なんてしなくてもいい。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

今回のメルマガは、 
”仕組みを作っていれば、 
集客なんて必要ない” 



というテーマについて話します。 

ネットビジネスに 
挑戦してみたはいいけど、 
なかなか思うように収益を 
上げられない人の共通の、 
明確な”勘違い”があります。 

で、その勘違いは 
何なのかというと、 

「集客だけを頑張れば稼げる」 

と思っている。 
という事です。 

ちなみに、 
こんな風に勘違いして、 
実際は全く稼げていない人たちのことを、 
僕は”自称インフルエンサー”と呼んでます。 

やたら集客（アクセス）に 
こだわりすぎていて、 
ビジネスの本質を 
全く捉えられてない人たちですね。 

なので自称インフルエンサーです。 

確かに、 
集客はビジネスする上で 
超大事だし、必須です。 



人が集まらなければ、 
そこに広告か通販をしない限り 
お金が発生することは 
絶対にありえないですからね。 

ですが、 
人をどれだけ集めても、 
「広告」または、 
「売るもの（商品）」 
が無ければ、 
それは全く意味のないことを 
してしまっているのと一緒です。 

もっと言うと、 
集客することは大事だけど 
それは優先度が低いんですよね。 

実は僕も、 
自称インフルエンサーの 
時期がありました。 

なのであまり人のことを 
言う立場ではないのかもしれません。 

当時はとにかく、 
「集客すれば稼げる」 
と思い込んでました。 

特に何の根拠もないのに、です。 

で、僕はネットで検索しまくって 
facebook集客だとか、 
Twitter集客だとか、 
YouTube集客だとか、 



ブログ集客だとか、 
この辺のノウハウを見まくってました。 

でも、 
集客のノウハウを知ったところで 
実際は1円も稼げてない自分がいる事に 
初めて気づいたのです。 

あれ？ 
集客してるのに全然稼げねーぞ？ 

なんでだ？・・・ 

本当にビジネスの全体像である、 
「仕組み」を知らないってのは 
もう恐怖以外の何者でもありません。 

僕は仕組みの概念に出会うまでは、 
本当に何をやったらいいのかわからなくて 
ありとあらゆるノウハウに浮気しまくってました。 

毎日毎日不安だし、 
このまま一生労働するのかな・・・ 
といった悩みが募ってましたね。 

でも今ではその悩みも吹き飛んで、 
ビジネスの全体像である 
「仕組み」がちゃんと頭に入ってるので、 

収益が上がってない 
人のメディアを見れば、 
どこをどう改善すれば 
ちゃんと収益が上がるようになるのかが 
明確にわかるし、 



すぐにアドバイスする事もできます。 

で、 
これも本当にあるあるなんですが、 
ほとんどの場合は 
「集客以外」の部分が 
問題だということです。 

だからこそ、 
収益を上げるための手段が 
集客しか知らないというのは、 
本当に危険だし、結果的に 
超苦労することになる。 

もっと具体的に言うと、 
めっちゃくちゃ労働する羽目になる。 
（僕もこの状態になったので、 
　痛いほど理解できます。） 

なぜならば、 
どの人も集客を 
一生懸命やってるので、 
結果的にパイの取り合いになるからです。 

つまり、ライバルは、 
”個人で発信してる人たち” 
だけではありません。 

その他の大きな企業ですらも、 
ライバルになるということです。 

ですが、 
ビジネスの全体像である 



「仕組み」をちゃんと理解すれば、 
実は集客はさほど重要ではないというか、 
後々しなくても良くなる、 
というのがよーく理解できます。 

実際に僕のブログは、 
3000PVくらいしか 
アクセスはないですが、 
月190万とかは達成できてます。 

で、やっと今、 
集客を伸ばしていくぞー！ 
というステージに入ったところです。 

年収1億とかまで行きたいなら、 
確かに集客はかなり頑張らないと 
いけないと思いますが、 
月30万とか100万程度であれば 
そこまで集客（アクセス）はいりません。 

これは事実です。 

集客も少しはやらないとダメだけど、 
それよりももっと大事なことの方が多いです。 

まあ、 
その辺は仕組みを勉強して 
ちゃんと全体像が分かれば、 
すぐに理解できることでしょう。 

逆に、 
全く仕組みを理解してないと 
煙を捕まえようとするような状態になって、 
やるべき事もサッパリ分からないし 
先程も言ったように、 



一生労働する羽目になるでしょうね。 

ビジネスの世界は年齢とか、 
自分の立場とか、環境とかは 
一切関係ありません。 

完全に資本主義の世界なので、 
ちゃんと取り組んだ人だけが勝つ世界です。 

つまり、結果が全てです。 

だからこそ、 
知識をつけなければいけないし、 
その知識が無かったら、 
それなりに経済的な成功はできない。 
と素直に思ってます。 

知識があれば本当に超便利だし、 
何よりもライバルはほとんど勉強してないので 
圧倒的に勝つことができます。 

周りが必死こいて 
集客を頑張ってる中で、 
自分だけは一気に最短距離で 
目的地のゴールまでたどり着けます。 

あと、これは別に自慢ではないけど、 
ネットビジネスを初めて3年経過しても 
1円すら稼げてない人たちがたくさんいる中で、 

僕がそれよりも早く、 
50万とか100万とかの 



収益を上げられるようになったのだって、 
明らかに知識を得たから、だと思ってます。 

つまり、 
それだけ知識ってのは重要だし 
”誰にも負けない自分だけの武器” 
になるんです。 

もうここまで読んでくれている 
あなたには、しっかりやる気も 
根性もあると思ってるので、 

ちゃんと勉強して 
一生廃れない仕組みを 
作って欲しいと思います。 

そうすれば迷うことなく 
ビジネスに取り組めるし、 
収益もしっかり上げることができるはずです。 

そんな人が僕をきっかけとして 
増えてくれたら絶対楽しいし、 
一緒に美味しいお酒でも飲みながら 
熱く語り合いたいなーと思います。 

あと、 
一緒に何かビジネスできたらいいなー 
とかも密かに思ってたりします笑 

ですので、 
こういった企画はいつも、 



”自分の力で稼げるようになって、 
カッコいい人間になっていく人”を、 

一人でも多く増やす種まき 
のような感覚でやってます。 

ぜひ、今回の仕組み化企画で 
しっかりと稼ぐための知識を 
得てもらえればなーと。 

追伸 

予定通り、明日の20時ちょうどに 
仕組み化企画の参加募集を開始します。 

お楽しみに。 

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% 
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3通目件名：月収１００万への最短コースである、「仕組み解体新書」をここに解禁
します。 

本文： 



こんにちは、しゅんえいです。 

大変お待たせしました。 

今日から3日間限定で、 
「仕組み解体新書」 
に参加することができます。 

今回はあえてご案内のみに 
させていただきますね。 

下記の手紙は、 
参加する・しないに関わらず、 
読むだけで「仕組み化」のノウハウを 
学ぶことができるように仕上げました。 

ぜひ、仕組み化の”ヒント”を 
たくさん探してみてください。 

レターはこちらから読めます。 
%url1%  

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% 
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4通目件名：【限定レポート】「仕組み解体新書」参加者さんからの感想を配布しま
す。 



本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

実際に参加していただいた方に、 
実践者の声として 
仕組み解体新書の感想を聞いたところ 
かなり好評だったので 
それを配布していこうと思います。 

今の所、満足度は100％です。 

読むだけで勉強になるのかなーと。 
%url4% 

仕組み解体新書のレターはこちらから読めます。 
 %url3%  

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% 
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5通目件名：仕組み解体新書の裏話をぶっちゃけます。 

本文： 
こんにちは、しゅんえいです。 

今回は仕組み化企画の 
裏話的なことをぶっちゃけます。 



企画名は、 
「仕組み解体新書」にしました。 

気づいた方もいるかもしれませんが、 
杉田玄白さんの、「解体新書」から 
名前をお借りしました。 

「解体新書」とは、 
まさに医学の教科書ですね。 

簡単に言ってしまえば、 
「地図」のようなものです。 

そして、この名前にしたのは 
僕の思いがちゃんと存在してます。 

僕はいろんな方から 
ビジネスに関する相談をいただいて、 
一つ気づいたことがありました。 

それは、 
”目的地までの地図も持たずに、 
あまりにも闇雲にやってる人が多すぎる” 
ということです。 

仕組みを作るのも、 
ビジネスをするのもそうですが、 
いかに目的地までの道筋を明確にして 
しっかり前に進めるか、が肝です。 

「地図が全て」 



と言っても過言ではありません。 

ですが、 
この地図を持たずに 
一生懸命ゴールを目指してる人が 
ほとんどだという現実です。 

地図もない状態で、 
どうやってゴール（目的地）まで 
たどり着くんでしょう？ 

はっきり言って、 
無謀にもほどがあります。 

僕はよくYouTubeで、 
「行動しましょう」と言ってます。 

その通りです。 

「行動」の先にしか、 
「結果」は出てきませんからね。 

ですが、 
スタートからゴールまでの 
地図を持たないまま、 
行動することを推奨しているわけではないのです。 

例えばあなたは船の船長です。 

ですが、 
もしもコンパスを持ってない状態で、 
目的地の港までたどり着けると思いますか？ 



きっと、大きな海の上で遭難して 
食べるものも無くなって、 
あなたも乗組員も飢餓死してしまうでしょう。 

だからこそ、 
ゴールまでの地図が必要なんです。 

それと、 
僕のメルマガ読者さんに 
以前こんな方がいました。 

ーーーーーーーーーーーーーー 

ネットビジネスで稼ぎたいけど、 
何をやればいいのか全くわからない。 

ネットで調べてみても、 

転売が稼げる 
アフィリエイトが稼げる 
ブログが稼げる 
メルマガが稼げる 
Twitterが稼げる 
facebookが稼げる 
Instagramが稼げる 
メルマガが稼げる 
株が稼げる 
FXが稼げる 
仮想通貨が稼げる 
バイナリーオプションが稼げる 
日経225が稼げる 
不動産投資が稼げる 



ありとあらゆる情報が 
ネットにはありすぎて、 
何がなんだかさっぱり理解できない。 

とは言っても、 
何もしなければ 
何も変わることはないから、 
教材やノウハウを買ってみた。 

で、 
結局色んなノウハウを試してみたけど、 
これと言った結果は全く出ていなかった。 

19歳でネットビジネスの世界を知れたのに、 
気づけばもう22歳になっていた。 

せっかくたくさんの 
お金をかけたのに 
俺は何も変わってない・・・ 

残念だけど、 
僕が普段から言ってるように、 
どんなノウハウも結局は 
「仕組み」の概念があって初めて、 
成り立ってるもの。 

でも、 
その人はそこに気づけていなかった。 

「仕組み」の重要性や、 
お金が発生する本質を 
ちゃんと理解できていなかった。 



だから何をやっても 
結果が出ていなかったのだ。 

とにかく闇雲にやってれば、 
きっといつか 
結果が出ると思ってしまっていた。 

そして案の定、 
”稼げないノウハウコレクター” 
になってしまった。 

ただただ3年間、 
ノウハウをコレクトし続けていた。 

その人には申し訳ないけど、 
これでは稼げるはずがないと思った。 

このままの状態で、 
とてもじゃないけど稼げるはすがない。 

その人は、ただ教材の販売者に 
いいように踊らされていただけだと思った。 

でも、それを本人は 
全く気づいていなかった。 

情報求めて教材買う 
↓ 
稼げない 
↓ 
さらに情報を買う 



この繰り返しだから、 
どんどん蟻地獄のようになる。 

僕はそんな状態の彼を、 
何とかしなければいけないと思ったから、 
あえて厳し目に言った。 

このままでは一生稼げないです。 
稼げないまま死ぬだけです。 

知識やノウハウは、 
何でもかんでも買えばいい 
ってもんじゃない。 

ビジネスの基礎の基礎を 
しっかりと作った上で、 
初めてノウハウは役に立つ。 

何でもかんでも知識だけを 
集めている状態というのは、 
数字を全く理解してないのに 
九九を覚えようとするようなもの。 

これって意味あります？ 

おそらく頑張ったところで、 
全ての努力は水の泡になってしまう。 

だから最初にビジネスの基礎である、 
「仕組み」を学ばないといけない。 



と、アドバイスした。 

だからこそ最初に、 
「仕組み」を学んで欲しいと思った。 

ーーーーーーーーーーーーーー 

この方は、 
僕がかなり厳し目にアドバイスして 
実際に仕組み化を学んでもらいました。 

そして今では、 
営業職をしながらも 
毎日素直に仕組み作りに励んだ結果、 
自分でお金を稼げる状態になりました。 

サラリーマンをしながらも 
月30万を稼いで、 
自分の趣味や家族との時間を 
大切にしながら生きてます。 

これって超素晴らしいと思います。 

ゴールまでの地図があれば、 
自分がやるべきことや、 
逆にやるべきではないものが 
はっきりと理解しながら取り組めます。 

だからこそ、 
道に迷うことが一切無くなるんです。 

もし、仕組みを学ばずして 
今でもただ闇雲な状態でやっていたら、 



今も変わらずノウハウをコレクトしまくって、 
路頭に迷う毎日だったことでしょう。 

僕は、 
正しい知識と、正しい方向性。 

この2つが初めて揃うことで、 
スタートからゴールまでの道が 
明確になると思ってます。 

だからこそ、 
そんな地図をそのまま 
受け取ってもらうイメージで、 
今回の企画を作り込みました。 

仕組みを作って、 
金銭的にも時間的にも 
両方自由になる人が一人でも増えれば、 
きっと一緒にお酒でも飲みながら 
面白い話だってできるだろうし、 
一緒に成長だってできるだろうし、 
もしかしたら一緒にビジネスだってできるかもしれない。 

そんな僕の思いを込めて、 
「仕組み解体新書」と名づけました。 

レターはこちらから読めます。 
 %url2% 

追伸 



企画内容をもっと詳しく教えて欲しい 
といった声をいただいたので、 
動画で解説しました。 

%url3% 

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 

6通目件名：迷ってるあなたへ贈る言葉。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 

仕組み解体新書に参加したいけど、 
どうしても迷ってしまう・・・ 

そんな方へのメールをお送りします。 

迷ってしまうのは、 

”仕組みを作った後に 
得られるものがまだ明確になってない” 

という可能性があります。 

仕組みを作った後の 
自分の未来がちゃんと明確になれば、 
今あるその不安が減って、 
「あとはやるだけ状態」になります。 



しっかりと安心して、 
取り組むことができるようになります。 

で、オススメの方法は、 
とりあえずでいいので 
レターを音読してみることです。 

音読せずにサラッと読んでしまうと、 
僕が本当に伝えたい思いが 
どうしてもボヤけてしまいます。 

参加していただいた何人かの 
リアルな感想もいただいたので、 
それを何度も読むのもオススメです。 

実際に声に出して音読することで、 
本当に大事なことを見逃さずに 
ちゃんと理解することができます。 

ですのでぜひ、 
隅から隅まで読んでから、 
ご検討いただければなーと。 

仕組み解体新書のレターはこちらから読めます。 
 %url1%  



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 

7通目件名：【まもなく〆切】仕組み解体新書に参加できるのは今日が最後です。よ
くある質問に答えました。 

本文： 
どうも、しゅんえいです。 

もう間もなくですが、 
仕組み解体新書の募集を締め切ります。 

タイマーが終了したら、 
自動的にリンクが開けなくなるので 
あとからでいいやと思っている方は、 
参加できなくなるので、注意してください。 

仕組み解体新書のレターはこちら。 
%url1% 

あと、 
実際にご質問をいただいたので 
それに対して答えていきますね。 

ちなみにこれは、 
あるあるの質問です。 

で、質問の内容は、 

「仕組みを作ったことがないのですが、 
　それでも大丈夫ですか？」 



という質問をいただきました。 

この問いに対しては、 

「はい、大丈夫です。 
　僕もそうですが、ほとんどの人が 
　仕組み化したことがないので、 
　何も問題ありません。 
　安心して取り組んでください。」 

と答えます。 

まず、 
今回の仕組み化企画である 
「仕組み解体新書」では、 
初めから特別なスキルが必要な 
ビジネス戦略なんて教えてません。 

ちゃんと素直にコンテンツを学べば 
誰もが理解できるように仕上げてますし、 
その上で仕組み化に取り組めば 

当たり前のように、 
月20万、30万（それ以上も可能）の 
収益が発生する仕組みが完成します。 

で、これはそもそも論ですが、 
仕組み化というのは 
僕らみたいな元々凡人でも、 
本当の意味で安定した収入を得るための 
絶対になくてはならない基礎なんです。 



ここでしっかり抑えて欲しいのは、 
ノウハウ（戦術）ではなくて、 
戦略だということです。 

戦術レベルの知識なんてのは、 
ネット上に無料で沢山落ちてるし 
そこらの教材を買えば十分理解できます。 

ですが、 
その元となるベースの 
「戦略」を知らない状態というのは、 
本当にマズいですよ。 

あえて何度も言いますが、 
戦略を学ばないと 
一生労働する羽目になりますよ。 

なぜなら、 
仕組み化は「基礎」ですからね。 

念のため聞きますが、 
あなたは一生労働して稼ぎたいのですか？ 

それとも、 

自動収入の仕組みを作って、 
お金も時間も両方手に入れたいのですか？ 

おそらく、 
ほとんどの人は後者だと思います。 

で、話を戻すと、 



戦略というのはビジネスの全体像なので 
当たり前ですが知っていれば 
収益を伸ばしやすくなります。 

繰り返しますが、 
「仕組み化」というのは 
ネットビジネスをする上で、 
絶対に必須な戦略であると同時に 
なくてはならない”基礎”なんです。 

つまり、地盤の部分ですね。 

地盤が固まってない状態のビルは、 
ちょっと揺れたら簡単に倒れてしまいますからね。 

それと同じです。 

なのにも関わらず、 
この業界の人たちはほとんど 
小手先ノウハウばかりにこだわって、 
その必須な”基礎”の知識を知らない人たちばかり。 

これって超勿体無いと思いませんか？ 

と同時に、 
ちゃんと仕組みを作った人”だけ”が 
圧倒的に勝てる世界だとは思いませんか？ 

実際、僕はネットビジネスを初めて 
まだ2年くらいしか経ってませんが、 



基礎を全く勉強せずに、 
その時のトレンドノウハウに手を出して 
その時だけは収益が出たはいいけど、 

そのトレンドノウハウが廃れた瞬間に 
今までの収益が一気に0になって結果的に 
またサラリーマンに 
後戻りしている人を何人も見てきました。 

そしてその後に、 
また小手先ノウハウに手を出して 
わけのわからないクソ商材を買って、 

またトレンドに乗ろうとするけど 
前回はただ運が良かっただけで、 
今度は何も結果が出なくて 
結果的に勉強代だけが無駄にかかっている状態。 

気の毒ですけど、 
その隣で僕は基礎を徹底的に学んで 
自分のビジネスの仕組みを作り込んでました。 

もちろん最初は超地味でしたよ。 
今日やって明日すぐに、 
100万とかを稼げるわけではありませんからね。 

ですが結果的に僕は、 
小手先ノウハウに逃げた人たちとは 
今では圧倒的に稼ぐ金額も桁違いになったし、 

時間の余裕も心の余裕もあるし、 
何よりも「仕組み化」を知れて 



本当に運が良かったと思ってます。 

ここでまた注意して欲しいのが、 
運が良かったと言っても 
じゃあ、何もしなかったとしても、 
本当に運が良かったのか？と言われると、 
それは全く違うんですよね。 

なぜなら、 
運というのは結局は 

試行回数×成功確率なので。 

だからこそ僕は、 
基礎を徹底的に学んだのです。 

一発ドカンの 
打ち上げ花火のような、 
特に何も残らない収益を 
作ったところで何も意味はありません。 

そうじゃなくて、 
一度作ってしまったら 
それ以降ずっと収益が発生するような 
「仕組み」を作らないといけないのです。 

そうすれば、 
自分の「運」は勝手に上がっていきます。 

基礎的な知識がある上で、 
それを元に自分のビジネスを 
組み立てていくことができれば 



当たり前ですが、 
結果が出る確率はグンと上がりますよね。 

そうなったら、 
どんなビジネスをやっても 
ちゃんと稼ぐことができるようになるんです。 

逆に、 
そういった知識がなかったら 
きっと迷うだろうし、 
何をやればいいかさえも 
いつまで経ってもわからないままになります。 

で、結局何をやったらいいか 
全くわからないから、何も変わってない。 
なんてのは、 
結果が出ない人にはよくある話です。 

僕は絶対にそうなりたくありませんでした。 

だから勉強したのです。 

2タップで月収100万？ 

いやいや、 
あるわけないでしょ笑 

そこに戦略もクソもないじゃないですか笑 

ですが、 



仕組みがあったら 
タップさえせずとも 
勝手に収益（20万とか、100万とか） 
が発生することなんて、 
もう日常茶飯事ですよ。 

なぜなら、 
インターネットの分身が 
毎日働いてくれますからね。 

マジでインターネットが無かったら、 
僕は生きていけないです笑 

仕組みを作るということは、 
インターネットでの収益を 
常に出しやすい構造にする。 

ということに他なりません。 

で、これって超応用が効くし、 
資産がどんどん残るから 
レバレッジも効くし、 
何一つ無駄になることって無いんです。 

これはレターにも書いてあることですが、 
僕は仕組み化を知る前に、 
TwitterとLINE＠を使ったアフィリエイトで 
毎月30万～40万くらいの収益を上げていました。 

よっしゃああ！ 
ネットビジネスってマジで稼げんじゃん！ 
俺って最強！ 



みたいな感じで、 
かなり調子に乗ってた時期があったんですよ。 

ですが、正直な話、 
当時は時間も奪われていたし、 
Twitterアカウントが定期的にBAN 
されていたので、精神的にもかなりきてました。 

なのに僕は、 
自分が何でもできるかのように 
調子に乗っていたのです。 

本当に当時はバカでしたね・・・ 

ビジネスの基礎も本質も学ばず、 
目先のお金に完全にとらわれてました・・・ 

本当はもっと、 
ちゃんと安定した収益を求めてたんです。 

でもどこか、 
心の中でそれをわかっていても、 
目先のお金を求めてしまう自分がいました。 

だからこそ反省しているし、 
あなたにはそうなって欲しくないのです。 

一発屋芸人みたいな収益を上げたって、 
何も意味がないし、何も残らないんですよ。 

実際に一度仕組みを作ったら、 



当時の調子に乗ってた時の収益なんて 
もう一瞬で抜き去った事が確固たる根拠です。 

そしてこれは、 
実際に仕組みを作って収益が上がってる人なら 
絶対に共感してくれるんですが、 

”収益が勝手に発生する仕組み” 

があると、 
マジで何もせずともお金が入ってくるので、 
本当に今までの苦労は一体何だったんだ・・・ 
となるんです。 

朝起きたら、 
あ、売れてるw 

今日は10万の収益か。 
わーいわーい。 

みたいなね笑 

いやー、 
これを初めて体験した時の感覚は 
おそらく一生忘れないでしょうね。 

これは冗談でも何でもなくて、 
マジでこうなりますよ。 

毎日頑張って労働なんてしなくても、 
勝手に収益が発生してしまうので 



お金にも時間にもかなり余裕が出るし、 
それによって心の余裕も出るようになって、 
本来の人間らしい、 
よりクリエイティブな事が 
できるようになるんです。 

少なくとも僕はこうなりましたよ。 

で、今はこれがもう 
当たり前になってるので、 
仕組みから勝手に収益が出るなんて当然だろ。 
って感覚があるので、 
特にすごい事だとは思ってません。 

逆に仕組みを全く作らずに、 
毎日毎日労働しまくって稼ぐ事の方が 
時給の限界が存在すると思ってるので、 
そっちの方がよっぽど大変だと思ってます。 

ぶっちゃけた話、 
仕組みを作って収益を上げるってのは、 
かなりあっさりした感覚ですよ。 

気づいたらお金が入ってた。 
おおおおおすげえなw 

みたいな感じですもん。 

ここまで読んでいただいてるあなたには、 
ぜひこの感覚を味わって欲しいな、と思います。 

ちゃんと知識を得て勉強すれば、 



誰でも理解できるようになって 
しっかり仕組みからお金が発生していきます。 

自転車に乗れるようになるのと同じ事です。 

本当に知ってるか、知らないかで、 
こんなに稼げる金額が変わると思うと 
仕組み化ってすげえなーと思うと同時に、 
逆に仕組み化が怖くなりますね。 

それほどまでに、 
仕組み化を学ぶ自己投資って 
本当に利回りが良すぎますからね。 

FXとか株とかって、 
どんなに投資金を突っ込んだとしても 
年利20％もいけば良い方だけど、 
仕組み化を学ぶために自己投資して 
実際に取り組めば、年利20％どころか、 
200％とか2000％とかの世界になりますからね。 

僕が1番最初に自己投資したのは、 
30万の個人コンサルでしたが、 
結果的にその20倍（600万以上）は 
余裕で回収してます。 

こんなに利回りのいい投資ってあります？笑 
自己投資以外、絶対無いですよね。 

これも何度も言いますが、 
仕組みの概念を知れて 



本当に良かったと思ってますし、 
これをもしも忘れる、なんてことになれば 
もう怖すぎて怖すぎて・・・ 

きっと1000万払ってでも取り戻しますね。 

なぜなら、 
この世のほどんどの起業家は 
仕組みなんて概念は全く意識してませんからね。 

彼らはちゃんとした綺麗なオフィスを 
ガッツリと構えていたとしても、 
毎日毎日忙しい上に、 
本来やらなくてもいい仕事をやってますからね。 

20すぎた若造の僕の方が、 
彼らより収益が出ているなんてのは結構ザラです。 

それに対して、 
仕組みを全く意識してない起業家さんは、 
毎日毎日大変な思いをしながら 
いつも忙しく働いてるんです。 

いやいや笑 
それってインターネット使えば 
勝手に商品販売してくれるじゃん笑 
ツールに任せようぜ笑 

せっかく感情を持った人間がいるんだし、 
インターネットに任せるところは 
しっかり任せた上で、 
人間にしかできない仕事をやろうぜ！ 



それじゃあ、 
とてもじゃないけど勿体無いでしょ！ 

と、強く思います。 

ですが、 
彼らはそれを知らないから 
いつまで経っても忙しくて、 
せっかく経営者をやってるのに 
全く自由じゃなくて、マジで辛そうなんです。 

特に、精神的に辛そうです。 

だから、 
知識がちゃんとあれば 
こういった辛そうな人たちを 
救ってあげることだってできるんです。 

自分が勉強した仕組みの知識を元に、 
コンサルティングすることだってできるんです。 

それができれば、 
常に人から感謝される人間になれるし、 
信頼関係も増えるから人脈もどんどん増えて 
当たり前ですが、 
お金だってどんどん増えていきます。 

もう良いことしかないじゃないですか。 
他に何を求めるって言うんですか？ 

ぜひ、 



今回の仕組み化企画をきっかけに、 
しっかりと学んでもらって、 
「本当の意味での安定」を 
しっかりと掴んでもらえたらなと思います。 

では、 
企画の中で会えることを楽しみにしています。 

レターはこちらです。 
%url2%  

追伸 

仕組み化企画を通して、 
僕があなたに最後に伝えたいことを 
動画で話してます。 
%url3% 

仕組み化企画を通して、 
何をしたいのか？ 
どんな人がもっと増えて欲しいのか？ 

本音で伝えてます。 

その他にも、 
仕組み化企画に関して 
いくつか質問をいただいたので、 
それも再生リストの中に質問に回答する形で 
動画をまとめました。 

ですので、 



その辺の質問に関しては、 
再生リストにある動画を観ていただいて 
ぜひ解決して欲しいなと思います。 

あと、これもはっきり言いますが、 
仮に参加しなくても、 
動画を観てみるだけでも 
かなり学びになることは保証します。 

なぜなら、 
今回のレターは 
かなり仕組み化のノウハウも公開してるからです。 

ですので、それを探してみるだけでも、 
十分面白いと思います。 

今後の案内が不要な方はこちらから配信停止できます。 
%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 

8通目件名：残り1時間です。1日136円で、死ぬまで富をもたらしてくれる仕組み
を完成させましょう。 

本文： 
こんばんは、しゅんえいです。 



仕組み化企画の募集終了が、 
残り1時間となりました。 

これ以降はいかなる場合でも、 
参加することができませんので 
注意してくださいね。 

レターはこちらから読めます。 
→%url1%  

再度ご質問をいただきました。 

「こんな初心者な自分でも、 
　ちゃんと成功できますか？ 
　まだ仕組みを作ったことがなくて・・・」 

といったご質問です。 

で、結論から言うと、 
大丈夫です。安心してください。 

僕ももちろん、 
仕組みを作ったことなんて無かったし、 
最初は不安もそれなりにありました。 

ですが、 
ちゃんと仕組み化を学んだおかげで、 
自動で稼ぐことが朝飯前になりました。 

なので、 
安心して参加してください。 

今、あなたが難しいなあ・・・ 



と思っていることって、 
後で慣れるので、 
超楽勝になってくるんですよね。 

自転車に乗るみたいな感覚です。 

最初は乗ろうとして、 
練習するけどなかなかうまくいかない。 

でも、 
段々と練習してるうちに 
慣れていって、 
最終的に普通に乗れるようになってます。 

今自転車に乗ったとしても、 
急にこけたり、乗れない、 
なんてことはほぼ無いと思います。 

今回の仕組み化企画だって、 
この自転車と同じなんですよね。 

一度ちゃんと仕組みを作って、 
コツを掴んでしまえば 
もう一生の資産になります。 

仕組みは勝手に働いてくれるので、 
仮にあなたが死んだとしても、 
ネットが無くならない限り、 

永遠にあなたの大切な家族や 
お子さんの元に資産を与え続けてくれるんです。 



これってすごいことだと思いませんか？ 

だからこそ学ぶ価値があるし、 
もしここで仕組み化を学ばなかったら、 

死ぬまで”労働者”として生きて、 
起きたくもない朝7:00に起きて、 
毎日臭いおっさん達に挟まれながら 
満員電車に揺られて、 
ウザい上司にこき使われてしまうのです。 

僕は絶対にそうなって欲しくないです。 

月10万とかの仕組みであれば、 
1ヶ月しっかり取り組めば 
余裕で作ることができます。 

いや・・・ 

寝ずにやれば1週間で作れますね。 

なので、もし仮に 
僕の今の仕組みが崩れたとしても、 
（構造的にありえませんが） 
いつでも復活できる自信があるし、 
お金に困る心配もありません。 

仕組みを作っている人は、 
自動でお金を稼ぐといった考え方は 
当たり前の概念になってます。 

箱根温泉に気持ちよく入って、 
温泉から上がってすぐコーヒー牛乳を飲んで、 



美味しいご飯を食べてる時に、 

たまたまiPhoneのメール通知を見たら、 
「報酬5万円」 
あ、売れてる・・・ 

よし、ご飯食べるか。 

みたいな日常が現実に起こってます。 

こんな風にのんびりと 
温泉に入りながら仕事をする日もあります。 

僕はまだまだ実力をつけたいし、 
知識もたくさん学びたいし、 
もっと女の子にモテたいので、 

心理学の本を読んだり、 
行動経済学の本を読んだり、 
セールスのセミナーに行ったり、 
東京にコンサルティングを受けに行ったり、 

こういった勉強をし続けてます。 

それに加えて、 
仕組みを作っているので 
自動でお金が入ってくるので、 
やりたいことがいつでもできます。 

例えば今すぐに 
日本一周したいと思ったら、 
すぐ旅に出ることができます。 



で、話が逸れるので戻しますが、 
要は何が言いたいのかというと、 
「慣れれば楽だよ。」という事です。 

スポーツでもビジネスでも、 
慣れてしまえばもうこっちのものです。 

車の免許を取る時も、 
最初は慣れなかったけど 
今は普通に運転できるようになってると思います。 

仕組み作りも同じなんです。 

慣れちゃえば勝てるんですよ。 

僕にとって月10万円の仕組みを 
作るのは簡単なように、 
お金持ちにとっての 
月100万円も朝飯前なんです。 

自動で月100万の仕組みが完成したらどうですか？ 

超魅力的だし、 
かなり自由に暮らせます。 

今はまだなかなか 
想像できないかもだけど、 
取り組んで慣れていけば 
これが当たり前の世界になります。 

今回募集している 
「仕組み解体新書」は、 



その当たり前の世界にするための 
最高の環境を用意してます。 

価格は49,800円ですが、 
1年スパンで考えたら、 
1日たった136円になります。 

毎日缶ジュースを我慢するだけで、 
死ぬまで富をもたらしてくれる 
最強の仕組みが手に入るのです。 

ぜひ今回を機に、 
それを手に入れてください。 

仕組み解体新書はこちらから参加できます。 
→%url2%  

残り1時間で募集終了します。 

今回を逃してしまうと、 
もう二度と参加することはできないので、 
あらかじめご了承ください。 

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%


