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情報ビジネスの秘密

～第一話～
このCDに隠されているほんの一部の内容を紹介すると：

• Mr.Xが無一文から億万長者に成り上がったプロセスがついに公開！
今まで謎のベールに包まれてきたMr.Xが麻薬中毒の黒人と同居して
いた時代から年収1000万円、5000万円、１億円…と富豪へと進化を
していった過程を具体的に公開！
• Mr.Xの過去が明らかに！現在の資産家のMr.Xの話よりも彼が時給
500円で商材を買い漁っていた貧乏時代から脱出した時代の話の方が
参考になる人も多いと思います。当時の感情や具体的な成功ステップ
を赤裸々に告白！
• 『XClub』を公開する真の理由なぜ引退生活を決意したMr.Xがわ
ざわざ時間と労力をかけて今回のプログラムを行うのか？Mr.Xから
あなたへの愛あるメッセージを受け取って下さい…
• リスクが最も小さいビジネスモデルとは？ビジネスの素人が短期間
で成功するためにはお金、人間、場所、軍資金、環境、感情などのリ
スクが小さいビジネスを選ぶ必要があります…
• 暴飲暴食しても肥満を抑える植物とは？セミナー中に思わず口にし
てしまった食べ過ぎても肥満を抑えるXトレーニングで公開された
『ある』植物を公開！（ほんの一瞬の音声ですので聞き逃さないよう
にペンと紙を持って聞いて下さい…）
• ライバルの見込み客を大量に横取りする方法見込み客が集まらな
い？そうですか、それなら敵対するライバル達をあなたのサポーター
にして彼らから大量の顧客リストを獲得するテクニックを使用してみ
て下さい…
• 自由な時間を増加させるマネジメント術時間が足りない？恐らくそ
れはポテンシャルを極限まで引き出し仕事の無駄を省く能率マネジメ
ントを知らないからです…
• Mr.Xの人生を変えた1本のテープ天才だとしか思えないMr.Xですが
彼にも貧乏で不器用な時代はありました…当時の彼の運命を大きく変
えた『ある』人物の教材を公開！
• 広告費を使わないで大量の見込み客リストを会得する方法12時間で
5億6490万円を売上げた継承プログラムで密かに行われた約3万人の
リストを0円で獲得した方法を具体的に公開！
• 軍資金がかからないビジネスモデルとは？不景気と言われる時代に
ビジネスをスタートしたいのであればこのビジネスモデルだけは抑え
ておく必要があると思います…
• 失敗のマインドセットとは？多くの人は失敗を恐れネガティブにと
らえて行動できませんがこのマインドセットさえあれば逆に失敗を
チャンスに変えリスクを最小限に抑える事ができるのです…
• 世界中を旅しながら億単位のお金を稼ぐ秘密Mr.Xの魅力の1つでも
ある世界中を放浪しながら大金を稼ぐ秘密を知りたい人も多いと思い
ます。彼のこれまでの行動にはすべて深い理由が存在したのです…
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• 商品を持たないでお金を稼ぐ方法商品を作る軍資金と時間がない？
そうですか、それなら商品なしで売上を上げるこの方法を覚えておい
て下さい（Mr.Xが短期間で億万長者になれたのはこのメソッドのお
かげなのです…）
• Mr.Xが個人でビジネスを行う理由Mr.Xクラスの資産家のほとんど
は大きな会社を構えたりたくさんの社員を雇ったりしますが彼が『個
人』にこだわる理由とそのメリットを詳しく説明！
• 本性を見抜く方法相手の心の裏側を瞬時に見抜き長期的に付き合う
べき価値があるかを判断するメソッドを公開！（ヒント：人間は『あ
る』行為の瞬間にこそ本性をさらけ出します）

• 失敗する確率が一番低いビジネスモデルとは？ － なにをやってもうまくいか
ず莫大な借金を抱えた人が、このビジネスを始めてから数年で億万長者に
なった例は数えきれないほど存在します。大企業が『儲からない』と決めつ
けているおかげで世間にはあまり知られてない、そのビジネスを具体的に
公開！

• 女性を口説き落とせる『表情』 － あなたは女性を口説くときにどんな表情をし
ていますか？ある点に注意するだけでその女性を口説き落とせる確率が
53%アップすることが統計上判明しています。その意外な顔の表情とは？
• あなたが稼げない理由 － あなたがビジネスを始めて１年以上は経過して
いるのに銀行残高に１億円の現金がないのなら、これが足りないからで
す・・・
• 世界最強の2つの職業 － 医者より弁護士よりも稼いでいる職業が2つあるこ
とをご存知ですか？その職業にはあなたは今からでもなれるのです。
• 何をしてもうまくいかない理由 － あなたはこれまでにたくさんの教材を買い、
セミナーに参加しても思うように結果が出ず、それを講師のせいにして自分
に言い訳をしてきたかもしれません。これまで、うまくいかなかったのは実は
あなたのせいではありません、それは意外なものが原因だったのです・・・
• お客さんを殴ってもお金をもらえる方法 － お客さんを殴ったり、蹴ったり、
締めたりしても、喜んでお金を支払いセミナー後に驚異的な結果を出してい
る高額セミナーがあります。一見いじめにしか見えないセミナーの裏側を公
開！
• あなたの収入が自動的に上げる方法 － あなたがいまの収入に満足ではない
なら、あなたの『仕事』にフォーカスすることをやめて下さい。『仕事』ではな
くあることにフォーカスすることで、自動的にあなたの収入は上がります。

• 続けるべきかやめるべきかを決める基準 － ビジネスに限らず、人間関係にお
いても、続けるべきかやめるべきか判断に迷うことがありますが、その明確
な判断基準を教えます。これを知ることで決断のスピードが格段に上がりま
す。

• 社員を憎まずに済む方法 － あなたの社員が思うような結果を出さず、そ
の社員のことを嫌いになってしまうことがあるかもしれません。そんなときに
取るべき行動があります。この行動を取れば95%の確率で状況は改善しま
す。
• 二人で126億円を稼いだ戦略の全て －社員数ゼロ、二人だけで126億円を稼
いだ人物が日本にいます。その二人が取ってきた驚くべき戦略を全て公
開！
• 多くの人は知らない新規事業の隠された罠 －多くの人が、新規事業がうまくい
かないと頭を抱え、嘆き苦しんでいますが、この秘密を知ることで、あなたの
新規事業がうまくいかなくても、笑いが止まらなくなってしまいます・・・
• 商品の価値を最低5倍上げる方法 － 全く同じ内容が書かれてある商品だとし
ても、あることを書き加えるだけで商品価値は最低でも5倍以上になります。
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もしあなたが何か商品を販売しているなら、いますぐに書き加えて下さい！
• 『アバター』に隠された心理操作 － 2009年に公開された映画『アバター』
は様々な社会現象を巻き起こしましたが、その裏でアバターを見た多くの人
がある反社会的な行動を起こしていたことが最近暴露されてしまいまし
た・・・
• 破廉恥なこと言うと売上が上がる理由 －お客さんに対して破廉恥なことをまだ
一度も言ってなければ、それは大きな機会損失です。そんなこと言ったらお
客さんが逃げてしまう！と思うかもしれませんが、反対に売上は上がりま
す。
• お客さんを盲目的に信用させる方法 － あなたもよく知っている『ある人物』の
『フリ』をするだけで、お客さんはあなたの言うことを全面的に信頼して、何
でも言うことを聞いてくれるようになります。その意外な『ある人物』とは？
・他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開…

～第二話～

このCDに隠されているほんの一部の内容を紹介すると：
・ 1億円規模のコンセプトの作り方フロントエンドで1億円売れていな
い？それは恐らくコンセプトに問題があります。MMS、暗黒マーケ
ティング、継承プログラムなど数々の億単位のプロジェクトを行なっ
て来たMr.Xが億レベルのコンセプトの作り方をステップバイステッ
プで公開！
・ Mr.X式リサーチテクニックの秘密膨大な量のアンケートやコメント
の中から何をどのようにリサーチすれば良いのか悩んだ事はありませ
んか？リサーチとは実はあるたった1つのポイントだけを意識する事
なのです…
・ 1千万円と1億円のプロモーションの決定的な違い売上げを1千万円
にするのか1億円にするのかを決定づけるの見込み客の感情の『あ
る』ポイントにフォーカスするかどうかだけなのです…
・ 神に背いて成功するマインドセットもしあなたが短期間で億単位の
資産を構築したいのであれば神に背き世間から非道徳的であると後ろ
指を指される必要があります…億を稼いだ人間にしか理解できない大
胆なマインドセットを公開！
・ 素晴らしい商品を持っている人が貧乏な理由「私の商品は最高なん
です！」と発言している人をよく見かけますが彼らは必ずと言って良
いほど貧乏だと思いませんか？彼らが経済的不自由な理由とその解決
策を詳しくお話します…
・ クオリティの高い情報源の探し方もしあなたが今後情報を扱うビジ
ネスを行うのであればお客さまを飽きさせないための情報収集力が必
要となります…興味深い情報だけを輸入する具体的な手法を公開！
・ 著作権で訴えられた場合の対策法資産を構築する方法で「情報は誰
の物でもない」というマインドセットをすでに理解していると思いま
すが「訴えられたらどうしよう…」という不安もあると思います。裁
判沙汰になった時の詳しい対処法を公開！
・ Mr.Xパブリックスピーキングの秘密Mr.Xのスピーチ力に惹かれてい
る人は多いと思いますが実は彼の話し方には『ある』決まった単純な
法則があり誰でもすぐに模倣する事が可能なのです（ヒント：翻訳関
係の仕事をしている方はすでに気が付いていると思います）
・ 万単位の見込み客を集める無料サンプルの作り方400万円の参加費
にも関わらず大量の応募者が集まった2008年に行なわれたMr.Xのセ
ミナーの裏側には実はこの無料サンプルの秘密が隠されていたので
す…

・ 2011年以降の情報商品の作り方もしあなたが「情報ビジネスはもう
終わった」と感じているのであればそれは3年前と同じ考え方で情報
商品を作っているからです…成長期から成熟期に差し掛かった現在の
情報商品の構築法をステップバイステップで公開！
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・ 売り込み無しでバックエンドを販売する方法まだバックエンド商品
を販売するのに毎回セールスを行なっているのですか？フロントエン
ド商品に『ある』要素を仕込んでおけばその都度セールスしなくても
自動的にバックエンド商品は売れて行くのです…
・ 効果的な広告の種類数多くの広告媒体の中から売上げに直結する広
告だけを詳しく解説！これで2度と広告代理店に無駄なお金を支払う
事がなくなるでしょう…
・ 長期的にSEO上位を取り続ける秘密高額なSEO業者を出し抜いて上
位を取り続けるWebサイト構築法を公開！結局SEOとは大手検索エン
ジンの技術担当者を味方につけるという事なのです…
・ 広告料金を大幅に値引きしてもらう方法大量のアクセスを集める有
名ウェブサイトであってもこのアプローチを使用すればほぼ無料に近
い金額であなたの商品を宣伝してくれるようになります…
・ 奥さんをレンタルして現金を稼ぐ方法非道徳に聞こえるこのテク
ニックですが完全に理解して正しく行えば今後世界中のどこに滞在し
ていても恐ろしいほどの短時間で現金を作り出す事が可能になりま
す…
・ パソコンを一切使用しないで年収1000万円になる方法もしあなたが
パソコン初心者なのであれば今さら小難しい用語や使い方を覚えなく
ても年間1000万円程度を稼ぐ事は可能なのです。1998年以降忘れら
れてしまった古典的かつ斬新なこの方法を詳しく説明！
・お金をもらいながらテストができる方法 － 1円も払うことなく、商品販売の
テストを行うことができ、さらに何もせずにお金をもらうことができます。
テストするお金がないというのであれば、まずはこの方法で稼いで下さい・・・
・セールスレターの真実 － 遊び半分で書いたセールスレターでも5,000万円以
上稼いでしまうMr.Xがセールスレターの真実を教えてくれました・・・
・ライバルに働かせて効率良く稼ぐ方法 － 毎日休まず必死に働いているライバ
ルを利用して効率良く稼げる方法があります。これまで大嫌いなライバルも
このやり方を覚えてからは足を向けて寝れなくなります。
・広告費を半分にする秘訣 － 広告会社の方から「広告費は半分でもいいの
で、お願いだから掲載してほしい」と懇願される具体的なアプローチを伝授し
ます。
・家族のエロ動画をばら撒いて大儲けした大企業 －家族のセックス動画を世界
中にばら撒いて大儲けをした、アメリカの某大企業を暴露。
・車とセックスをする男性 － 思わず目を引いてしまうキャッチコピーの例が数多
く掲載されている場所を公開！あなたはそれを真似すればいいだけです。
・セミナーだけ参加して年収1,000万円になる方法 － パソコン相手ではなく人に
会って稼ぎたい！そう思われているなら、『10秒間』ある準備をしてから、セ
ミナーに参加して下さい。参加費用を取り返せるだけでなくセミナーに参加
するたびにあなたの年収が増えていくことでしょう・・・
・Mr.X最強のセールス－幼少の頃からオンラインやオフラインで、たくさんの物
を販売し販売記録を塗り替え続けてきたMr.Xが最強のセールス方法を『5
つ』教えてくれます。その1つを取り入れるだけでも売上は最低3倍にはなり
ます。

・何も話さずに3億円稼いだ方法 － どんなに上がり症で口下手の人でも上
手にセールスできる方法があります。むしろ上がり症で口下手の人の方が
うまくいくかもしれません。（実際にセミナー参加者は口下手にも関わらず
この方法を使い3億円以上の利益を上げることに成功しました・・・)

・お金をもらいながら市場調査する秘密 － 市場調査を企業に依頼すると法外な
費用が請求されてしまいます。しかし、このやり方を使えば調査の対象から
お金をもらいながら詳細なデータを得ることが可能になります。
・セールスで絶対触れてはいけないこと － もしあなたのセールスレターや、無
料ビデオにこの要素が含まれていると、お客さんは無意識にあなたのことを
嫌悪するようにプログラミングされてしまいます。多くの人がセールスをする
ときに無意識に含んでしまう、その要素を今すぐ排除して下さい！
・メールだけで数億円を何回も稼いだ仕組み － セールスレターなし、申込
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みページとメールを数通送るだけで『数億円』を『何回も』稼いだ仕組みを公
開！今すぐ現金が必要だという方は、その日のうちに現金が用意できます。
・次世代セールスレター － これからのセールスレターにはある要素を含んでい
なければ、どれだけ美しくても、文章が優れていてもお客さんは何も行動を
起こしてくれません。この次世代セールレターが普及するまでまだ少し時間
はありますので、いち早くこの要素を取り入れてライバルを圧倒して下さ
い！
・エロサイトで売上を5倍にした仕掛け － インターネット業界で間違いなくいちば
ん儲けているのはアダルト業界ですが、その業界を研究しつくしているセミ
ナー参加者が、アダルトサイト特有の仕掛けを利用し短期間に売上を5倍、
億単位の売上を上げることに成功しました。その成功の裏側を教えます。

・他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開…

～第三話～
このCDに隠されているほんの一部の内容を紹介すると：

• 1億円フロントエンドの作り方見込み客の『ある』ネガティブな感
情に注目して商品を構成すれば実は今の商品にほんの少しの工夫を加
えるだけで売上げは1億円規模になるのです…
• 中毒的に商品を連続して購入させる秘密なぜ私たちはテレビ番組を
中毒的に閲覧してしまうと思いますか？マスメディアが国民を洗脳す
るために古くから使用している心理誘導テクニックを詳しく説明！
• 金払いの良い熱烈なファンを量産する方法普通のお客さんが1万人
いてもたいしてお金は儲かりませんが熱烈なファンが10人いれば億万
長者になる事は簡単なのです。Mr.Xが少人数制のセミナーしか行な
わない理由が遂に明らかに！
• 提供しても良い人間と提供しても無駄な人間の見分け方経済的な成
功をおさめるためには提供の精神が大切な要素である事はすでに理解
していると思いますが世の中には提供しても無駄な人間もいます。あ
なたが100％の力を注いで提供すべき相手の選出方法を詳しくお話し
します…
• 情報ビジネス11のアイデア多くの人は情報ビジネスと聞くとEBook
を想像してしまうのですがそれは単純にアイデアの1つに過ぎませ
ん。次世代情報ビジネスの新しい商品アイデアを1つずつ説明！
• 年収2000万円バックパッカーになる秘密実はMr.Xは2009年度中に
4大陸を横断していたのですがその間も彼の年収は下がる事なく資産
は増加し続けていました。日本に滞在している人間では気付く事ので
きない旅をしながら稼ぐ具体的な手法をステップバイステップで公
開！
• 複数の語学をマスターできるWebサイト参加費0円で世界中の語学
をマスターできるWebサイトを発見しました！語学をマスターしたい
人は必見ですが新しいビジネスモデルでもありますので語学に興味が
ない方でも応用して大きな売上げをあげる事が可能となります…
• 一流コンサルタントになる方法あなたが無一文の0の状態から起業
したいのであれば何の資格も準備もそして軍資金すらいらないコンサ
ルタントになるのが最も手っ取り早い方法なのです。素人が短期間で
プロレベルのコンサルティング手法をマスターするためのメソッドを
公開！（ヒント：単純に『恥ずかしい』という感情を攻め続ける事が
キーポイントです）
• 多額の現金を献金する弟子の作り方わざわざ数万人の見込み客を集
めて商売をしなくてもごく少数の金払いの良い弟子を数人作れば億単
位の収入を得る事は可能なのです…金払いの良い盲目的な弟子の育て
方を詳しく説明！
• 商品を3時間で作る方法もしあなたが書く事に対して苦手意識を
持っているのでしたらこの方法で商品を作るようにして下さい。わず
か3時間で価値の高い情報商品を作る方法をお話します…
• Mr.Xが若くして成功した本当の理由あなたの周りに20代で数十億
円の資産を構築した人物はいますでしょうか？Mr.Xが若くして成功
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する事をサポートしたマインドセットとその具体的な過程をあなたに
伝授
• 価格を10倍につり上げてもお客から感謝される秘密セールスの直前
に『ある』1つの行動を見込み客にさせるだけで彼らはあなたに高額
な参加費を喜んでお支払いしてくれるようになるのです…
• 継続性の高いメンバーシップサイトの構築法長期的に安定して売上
げを確保したいのであれば会員制サイトを構築する以外に方法はあり
ません。解約を極限まで減らし長期的に安定収入を得る方法をシェア
• 毎月新商品を販売する方法インターネット上にある無料で使用でき
るツールを利用すれば1年に12個の新商品を完成させる事が可能とな
ります…実は過去にMr.Xが販売してきた大半の商品がこのメソッド
で作られていたのです…遂に全貌が明らかに！
• お金をかけずにプロレベル品質の商品を作成する方法多くの人は商
品作成にお金と時間をかけ過ぎています…少しのアイデアでお金を1
円もかけないでプロと同等の最高品質の商品を作る事は可能なのです
• 販売価格が高ければ高いほど満足が大きくなる理由多くの人は自分
の商品を安売りし過ぎです。実は商品に微妙な変化を加えるだけで価
値は2倍、3倍、10倍となり販売価格をつり上げれば上げるほどお客
は満足感を覚えあなたが以外の人間の商品を無意識で避けるようにな
ります…
• ふと思いついたアイデアを短時間でお金に換金する方法ドライブ中
や昼寝中にふとアイデアを思いつく事はありませんか？突発的なアイ
デアを短期間でお金に換える方法を公開！
• 見込み客の現実に入り込む方法多くの人の売上げが数千万円レベル
で終わってしまうのはコピーやコンセプトに若干のズレが生じている
からなのです。見込み客の現実に入り込み彼らの必要性を探り当てる
具体的なエクササイズを公開！
• Mr.Xのコンサルティング術Mr.Xがセミナー中に参加者をコンサル
ティングした生の音声を公開！年収数億円の彼が一体どのようにして
コンセプトやテクニックの作り出しているのか？彼の些細な言動から
Mr.Xの脳の動きとコンサルティングテクニックが理解できるでしょ
う…
• 金額を気にさせなくなるテクニック見込み客がある心理状態に陥っ
ているタイミングにセールスをかければ彼らは値段を気にせず盲目的
にあなたの商品を購入するようになります（結局、販売前に売上げ金
額は決まっているのです…）
• 他人を説得する話し方会話の冒頭にこの要素を加えておけばお客さ
まだけでなく恋人や子供であっても彼らは深く納得しあなたの話に従
い始めます…（ヒント：Mr.Xの口癖）
・商品価値を3倍に上げる言葉 － あなたの商品の文中に『ある』言葉を盛り込
めばお客を騙すことなく価値をすぐに3倍上げることが可能です…視聴率が
命のテレビ業界では当たり前のように行われていますが、あまり世間には
知られていない、『ある』言葉をあなたの商品にいますぐ取り入れて下さ
い…
・毎年188億7954万本売れるモノ －マーケティングもコピーも必要とせず、アメリ
カだけで毎年188億7954万本ものあるモノが爆発的に売れていることをご存
知ですか？常人では思いもつかない、その非常識な販売戦略を公開！
・ゴミをお客が喜んで買う商品の見せ方 － どんなに『ゴミ』以下の商品で
も、お客が喜んで買わせて欲しいと言わせる商品の見せ方があります…こ
の方法をあなたが知ることで、どんな『クズ』商品でも高額で売れるようにな
りますが、決して悪用しないと約束して下さい…
・奥さんと愛人とのバランス － 奥さんや彼女の他にも愛人が欲しいと思ってい
る人は少なからず世間にいるとは思いますが、結果的にあなたが不幸にな
らない両者との付き合い方を教えます…
・お客にあなたの脳を移植する方法 －あなたが伝えたいことを寸分違わずお客
に理解させる方法があります…この方法を使えば、長文レターという面倒臭
いものは必要なくなり、ただ一言発すればお客はあなたの商品を買い求め
ます…
・相手を自由自在に操る秘密 － あなたの周りの人を自分の思う通りに動か
したいと思ったことはありますか？家から一歩も出ずにあなたの想像した通
りにどんな相手でも自由自在に操ることのできる文章の書き方を特別に伝
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授！
・5歳児でも理解できる商品作りの秘訣 － 多くの『自称』情報起業家がやたら小
難しく説明している商品の作り方を5歳児でも理解できるように解説！
・悪事を重ねる情報起業家たち － お客の問題を解決することはある意味では
正しいのですが、実は間違っているのです…お客の問題を解決することで
逆に不幸に陥れているその悪質な手口を暴露！
・他人を合法的に騙す話法 － ある話題を中心に10分程度話をすれば、相手は
あなたのことを親友や両親以上の存在だと認めて、あなたが言うことであれ
ば無条件で何でも信じるようになります…
・他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開…

～第四話～
このCDに隠されているほんの一部の内容を紹介すると：

• 天才的に有能な人物だけを雇う方法これからあなたが社員や外注を
雇う予定があるのでしたら中途半端な人間は入れずその分野の天才的
な能力を持つエキスパートだけを雇い入れる必要があります（大企業
と正反対の行動を取れば良いだけです）

• マイペースで成功する方法無理をしないでマイペースで毎日を過ご
している『ある』人物を紹介します。彼のビジネスモデルとライフス
タイルに注目してください…
• 勉強好きが成功できない理由今後2度と高額なお金を支払って教材
を購入する必要はありません。実は知識をつければつけるほど成功が
遠のいてしまうある法則をお話します…
• Mr.Xの旅行パターン2009年中に四大陸を横断したMr.Xですが実は
彼には決まった旅のパターンが存在します。この法則に注目しておけ
ば海外でバッタリ彼に遭遇する事も不可能ではないのです…
• 10年後を予測する方法1年後の未来も見えないで不安？そうです
か、実は人間のある時間帯の行動パターンに注目すればその人物が近
未来どのような結果になっているのかをほぼ正確に予測することが可
能となります…
• 努力家が貧乏な理由努力しているのに成功できない？それは恐らく
このオミットの法則を無視しているからなのです。努力家が陥ってし
まう巷の成功法則には書かれていない致命的な罠を詳しく説明！
• プラス思考の嘘世間では「プラス思考」「ポジティブシンキング」
などという前向きな言葉が流行していますが私はそれで成功した人を
正直見たことがありません。プラス思考という言葉に隠された恐ろし
い欠陥と解決策をお話します…
• 携帯電話と成功の関係歴史的にみて携帯電話が普及したと同時に経
済的成功者は激減しているのをご存じですか？電話と成功の危険な関
係と回避策を具体的に公開！
• 親の死にも動揺しない強い感情を持つ方法多くの人が経済的に成功
できないのはネガティブな感情に支配され感情が乱されてしまうこと
が大きな原因なのです。どんな劣悪な環境であってもネガティブにな
る事ができない感情コントロール術を公開！
• 年収を約3倍になった方法伊勢と村上が約1年で年収が3倍になった
400万円セミナー最大の秘密が遂に公開！実はただマーケティングの
順番を少し工夫するだけなのです
• 仕事の効率をあげる単純な方法成功のスピードが遅い人のほぼ
100％は実は単純にマネジメントが下手なため仕事の効率が悪くなっ
ているだけなのです…
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• 瞬間的に知能指数をあげる方法世の中ではIQを上昇させるための高
額な教材が販売されていますが『ある』方法を使用すれば驚くほどの
スピードで知能指数はあげることができるのです（子供や受験生にも
是非教えてあげてください）
• 一流の外注を使いこなす方法Mr.Xクラスのコピーライターを雇えた
らいいなと思ったことはありませんか？彼のような一流を雇いあなた
専属のパートナーにするアウトソーシング術を公開！
• 面接の注意ポイント相手が口先だけの人間かどうかを判断するため
の面接のポイントをステップバイステップで公開！従業員をクビにし
て裁判沙汰になる前に人選のメソッドをマスターしておいてくださ
い…
• 社員の嘘を見破る方法さぼり癖や逃避癖のある人間を雇い入れてし
まったら年間数百万円の損害を被る事になります。他人の嘘を見破り
裏切る可能性が高い人物かどうかを計測する具体的なメソッドを公
開！

・チームの能力を半減させない指示の出し方97%の人はチームメンバーや外注
に誤った指示の出し方をしているので彼らを混乱させるどころか、能力を半
減させるという大罪を犯しています…彼らの才能を引き出し実力以上のパフ
ォーマンスを発揮させるための具体的な指示の出し方を教えます…

・喜んでお金を上納してくれるスタッフだけを雇う方法あなたが何も具体
的な指示をしなくても自発的に仕事をしてくれて利益を上げ続けてくれるス
タッフが欲しいと思ったことはありますか？そんなスタッフだけを雇う方法を
公開！
・3分で相手の本性を暴く面接のやり方直接会わなくても、いくつかの質問をす
るだけで、相手があなたからお金を奪おうとしているのか、あなたに大金を
もたらすのかが判明します…その質問の内容を具体的に伝授
・弁護士に騙される一般庶民弁護士をはじめ専門職の人と仕事をするときには
あるポイントに気をつけないとお金を搾取され続けることになります…反対
にあるポイントさえ気をつければ彼らを自由に操ることも可能になるので
す…
・情報起業家を破滅させる法律あなたが嫌いな情報起業家やライバルが
いたら、ある法律の存在を『親切なフリをして』教えてあげて下さい…ふと気が
付いたときには彼らは表舞台から抹消されていることでしょう…
・親友に財産を奪われずに済む方法例え親友でも、相談する相手を選ばないと
問題を解決するどころかさらに悪化させてしまうのです…あなたの財産を守
るためにも、相手の『ある部分』を見て相談相手を決めることをお勧めします
・会社の状態が正確に把握できる5つの指標ビジネスをする上で色々な数字を
把握する必要がありますが、本当に必要なのはたった5種類の指標だけで
す…あなたが社員に隠れて毎日遊ぼうが、この数字だけ報告させれば大丈
夫です
・Mr.Xの隠されたボスの存在…一匹狼のMr.Xですが実は毎日報告を送り毎日
指令を受けている『ボス』がいることがセミナー中に露呈されました…また、
喜ぶべきことにあなたもこの『ボス』とやり取りするチャンスがあるのです…

・Mr.Xの私生活すべてが謎に包まれているMr.Xですが、今回少しだけ私生活
を語ってくれました…その興味深い私生活を公開！

・患者に『死ね』と言う伝説の先生どんな病気だろうが治癒することができる伝
説の先生がいるのですが、その先生は患者に『死ね』と平然と言い放ちま
す…訴訟問題に発展することを恐れもしない、その破天荒な先生の正体と
は？
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・子供を虐待するMr.X普通の子は当たり前に言う『ある』言葉を自分の子
供が発したときMr.Xは公衆の面前でも子供をボコボコにするそうです…一
見虐待にしか思えない行動の裏に隠された真実とは？
・あなたが才能を発揮しているかの判断基準あなたが才能を余すところなく、発
揮しているかどうかが簡単に判断できる方法があります…ある数値の割合
が一定数に達していないのであれば、あなたは才能を持て余しているので
す…
・両方の乳首を刺激して相手に好かれる方法女性の本能をきちんと理解すれ
ば、例え初対面の女性の両方の乳首を強く刺激したとしても逆に相手から
好かれてしまう一見不可思議な現象を起こすことくらい簡単です
・コピーのカリスマが数多くいる意外な場所コピーのカリスマ的存在の先生に弟
子入りがしたい？それなら彼らが数多くいる秘密の場所を特別に教えま
す…(ヒント：それは世界中にありますが、ほとんどの人が行ったことがあり
ません)
・指が生えてくる薬草世の中には切断した指が生えてくる伝説の薬草がある
のです…信じられない！と思うかもしれませんが、あなたや、あなたの大切
な人が大ケガをしたときに後悔をしてもあなたの責任です…

・他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開…
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