
“X-Club”
Mr.Xです、

以下、今回スタートするX-Clubで公開される内容の
ほんの一部になります...

*マーケティング*
24時間以内に最低でも1億円を稼ぐ

Mr.Xプロモーションの秘密...

•  大企業とパートナーシップを組み顧客を横取りする方法 - 見込み客を獲得
するのが難しい？そうですか、ではすでに大量のリストを保有している  　
大規模な企業に必要とされ彼らの既存客をあなたと共有させたくなる　　
特殊なアプローチを公開します

•インダイレクトにライバル会社の悪口を言うキャッチコピーの書き方- 　　
この要素を組み込んだヘッドラインを書けばお客は無意識にあなたの会社
を選択するようになり他の会社を本能的に拒否するようになります！　　
（あなたもよくご存知の『ある』大企業はこの方法を乱用する事で　　　
短期間で市場トップに成り上がりました)

•広告主に好かれて広告費を『家族料金』まで下げてもらう方法 - 人間に　
好印象を与える方法は世界共通なのです... 例え相手が大企業であっても　



担当者に確実に好かれ通常では考えられない価格で広告を出させてもらう
心理学の策略を説明

•競争率の激しい市場に侵入しトップに躍り出る方法 - 実は「ある」簡単な
ステップを最初の数ヶ月間行うだけであなたは業界で『重要人物』として
認識され注目と尊敬を浴びる事が可能になります.. それ以降は例えあなた
が『普通以下』のクオリティーの商品を販売したとしてもあなたは永遠に
重要人物として尊敬され続ける事となります...

•アマチュアマーケッターは全く理解していない『顧客体験設計』とは？ - 　
この理論を一から勉強し直す事で口コミだけで年収2億円を達成できるよう
になります.. 難しいこの理論を10才の子供でも理解できる言葉で解説！

•カリスマを感じさせるキャラクターの方程式 - お客に尊敬されたいです
か？そうですか、ではこの方程式に沿ったキャラを演出し言葉を発するよ
うにして見て下さい... 60日以内に周りの全ての人間があなたに深いカリス
マとオーラを感じ始めるようになるでしょう...

•有名なウェブサイトに小さな広告を低価格で出させてもらう方法 - 有名で　
巨大なサイトに広告を出すにはどうしても数百万円の広告費を要求されま
す... しかし「ある」ステップを踏む事で彼らが納得して『小さなテスト　
広告』を受け入れてくれるようになるのです....

•複数の巨大なサイトにあなたのサイトを無料で紹介させる方法 - この方法を
使えばあなたは一銭も使わずに大規模なユニークビジターをあなたの　　
サイトに毎日嫌でも送り込まれる事になります... 

•能力の高いアフィリエイトチームを日常的に勧誘する方法 - アフィリエイ
ターの心理を完全に理解し彼らがあなたのサイトに優先的にビジターを　
流し込むようになる勧誘テクニック！ 

•インターネットマーケティングで使用する全てのコピーテンプレート -　 

セールスレター、Eメールコピー、バーナー広告、アフィリエイト勧誘コ
ピー、アップセルコピーなど全てのコピーのテンプレートを提供！



•チンパンジーにマーケティングをかける秘密 - この世で一番優れたセールス
の訓練法をご存知ですか？そうです、お猿を相手に練習するのです..  お猿
さんの心理を理解し人間の購買意欲の本質を見極める原始的な理論を説明

•プロモーションの秘密 - 一日で億の売り上げを達成するプロセスの全て... 

未だに多くのマーケッターはどんなに頑張っても一回のプロモーションで
数千万円単位しか売り上げる事ができません。5年前からすでに億単位のプ
ロモーションを『ほぼ毎月』達成していた具体的な手法を詳しく説明 　　
(新アドバンスマインドで公開した内容と照らし合わせながら分かり易く　
プロモーションのテンプレートを紹介)

•毎朝午前9時に素直に実行しなければならない習慣 - この行為を午前9時の
ルーチーン化さえできれば2年以内に年商5億円の社長になる事ができます

•科学的に口コミを発生させる方法 - 広告費が高くて困っている？そうです
か、ではこれらのフォーミュラを使用して科学的に口コミを発生させて下
さい...

•他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開...

*コピーライティング*
読み手の好奇心をくすぐり興奮させる
特殊なコピーライティングの書き方..
読み手に冷静さを失わさせ『一線』　
を超えさせるテクニックの数々



•プロモーションの成功を80%要因づける新しいヘッドラインの書き方 -    

数年前に私が公開した方法はすでに通用しなくなっています... 2010年以降
取り入れなければならない最新のキャッチコピーの書き方を伝授

•リスクリバーサルの新しい形 - このオファー設定を組み込めばお客は無意
識に自分で自分を説得し始めあなたに現金を渡す事が人生で最も正しい　
選択肢だと思い込むようになります...

•サブリミナルの原則をメールコピーに取り入れる方法 - 多くのコピーライ
ターは表面的なメッセージしか見えていません... 人間の心理にインダイレ
クトに入り込み現実に共感し信頼と現金を得る方法!

•ビデオ、音声、ブログマーケティングの新しい使い方 - 見込み客の幼少期の
恐怖を理解し他人を信頼する事への抵抗をスムーズに除去してあげる興味
深いマーケティングアプローチを解説

•反応率が最も高いコピーデザインのテンプレート - わざと貧乏くさく見せる
事で成約率を2倍以上に持ち上げるセールスとデザインの意外な関係！　　
テスト結果で明らかになった最高品質のコピーデザインテンプレートを全
て提供！

•既存客に見込み客を説得してもらう方法 - あなたの商品を購入する事が　
人生で最も優れた決断だと証言してもらう心理誘導アプローチを公開！　
このアプローチを所々で使用すればもうあなたは集客に困る事はありませ
ん...

•有名になれば反応率が下がる理由 - 有名なセレブになって周りの人間に　
認められたい欲望はありますか？そうですか、しかし名前が知られれば　
知られる程コピーの反応率が低下していく減少はテスト済みですか？　
『有名になりたいのか？金持ちになりたいのか？』どちらかを選択する　
時代になってきたのです... この衝撃的なテスト結果を全てシェアします

•テレセミナー中にセールスをかける方法 - 年間十数億円の収入を得る伝説の
マーケッターに教わったテレセミナーコピーライティングの詳細をシェア...



•セールスレターの反応率を30％高める意外な方法 - この単純な要素を　　
レターに組み込んでみて下さい... 売り上げが3割増えてしまう事は確実です

(私の知る限り現在の時点でこのテクニックを使っているマーケッターは日本
では一人も存在しません.. すぐに使用してライバルに差をつけて下さい！)

•読み手の好奇心をくすぐり興奮させる特殊なコピーの書き方 -  この手法が
施されたレターを読んだお客はあなたの商品の『マニア』になってしまい
ます... 読み手に冷静さを失わせ『一線』を超えさせるテクニックを公開

•セールスレターで絶対に避けなければならないパターンとは？ -  多くの　
自称コピーライターが犯している単純なミス.. プロ以外は絶対に見落として
しまう意外なパターンの間違い..

•リストにあなた以外の商品を買わなくさせる方法 - このステップメールを　
2週間に一度のペースで送り続ければあなたのメールリストは完全に他の　
起業家を無視し始め、あなた『だけ』を崇拝し始めるようになります.. 　
そしてあなたの商品を買うだけの為に貯金をするようになるのです！

•他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開...

*商品作成*
お客があなたに現金を支払う事に
使命感と責任感を感じ始め新商品を
儀式的に買い続ける深層心理...



•一人のお客に同じ商品を2個買ってもらう環境理解の法則 - この概念を完全
にマスターすればあなたは24時間以内に売り上げを2倍にする事が可能とな
ります

•お客に商品の値段を気にさせなくする3つのトリック- この3つのトリック
をコピー内に散りばめれば読み手は躊躇せずにあなたの高額な商品を　　
よく考えずに買い始めるようになります... 高額セミナーを販売する際は　
絶対にこれら3つ全てを教えられた通りにはめ込んでおいて下さい！

•セールスレターを販売する方法 - 実は商品そのものをセールスレターとして
使用する事ができるのです... 今まで黙っていましたが私が販売してきた全
ての商品は純粋なセールスレターだったのです.. 遂に全貌を明らかに！

•毎月新商品を販売する方法 - 「ある」スケジュール管理テクニックを日々の
生活に取り入れれば毎月1つの新商品、1年に12つの新商品が完成するよう
になります.. 私はこの方法を乱用しアドバンスマインドシリーズで　　　　
数億円を手にしました...

•昼寝中にふと思いついたアイデアを商品化して高額で販売する方法 - 多くの
人は画期的な商品のアイデアが出ない事に悩んでいます.. しかし実は商品は
画期的でなくても良いのです.. 『整理されたアイデア』である事が重要なの
です..  「ある」フォーミュラを使用しどんなコンセプトも売れる商品に　
転換するシステムを公開

•お客にあなたの考えを完全に理解させる方法 - あなたが億単位の収入を得
られていないのであれば恐らくあなたは周りの人間に理解されていないだ
けなのです... 『理解さえしてもらえば』他人はあなたにお金を払い始める
のです... あなたの話を真剣に聞き始めさせるテクニックを伝授

•顧客価値を10倍に高めるバックエンドのタイミング -  新商品を出せば儲か
る？いいえ、そんな単純なお話では無いのです.. 販売するタイミングを間違
えれば売れる商品も売れなくなる！ 具体的にいつ、何を、どういった　　　



プロモーションで販売するのが最も顧客価値が高くなるのかを見極める　
科学的な方法を公開！

•お金をかけずにプロレベル品質の商品を自宅で作成する方法 - 多くの人は
商品作成にお金をかけ過ぎです.. 工夫さえすれば自分のポケットから一円も
出す事なく最高品質の商品を用意する事が可能となります

•どんな商品でも無意識に実質的な価値を高く見させる方法 - このテクニック
を使用すればどんな商品でも高いクオリティーと錯覚してしまうのです.. 　　
このテクニックは絶対に悪用しないで下さい！

•お客に次の商品を渇望させる現実的な方法 - ある4つの深層心理の秘密を　
巧みに利用した『カリキュラム』を設計すればあなたのお客に次の商品を
渇望させる事が可能となるのです...

•あなたに現金を支払う事に使命感と責任感を感じさせる3つの方法 - この　
3つの戦略を使用すればあなたの見込み客はあなたに支払いを済ます事が　
まるで正しい儀式のように盲目的に高額な商品を購入し始めます...

•短期間でお客に元を取ってもらう方法 - あなたのお客は何度も何度もあな
たの商品を買い続けますか？もし買わないのであれば恐らく彼らは『元を
取っていない』のです.. 短期間で元を取ってもらい次の商品を買ってもらう　
準備をさせる方法

•あなたの専門分野を瞬時に現金に変えるパッケージ法 - 何を無料オファー
で提供すれば良いのか？そして何をフロントエンドに、何をアップセル、
そしてバックエンドに、何を定期購入させれば良いのか... 　　　　　　　 

長期的なマーケティング戦略に基づいた考え方を詳しく説明

•最も効率的な返金保証の形 - この方法を使って返金保証を確立しておけば　
あなたの時間、労力、無駄なお金を最小限に抑制する事が可能となり、　
お客さまに『誤解』される危険性も同時に回避する事ができます

•以上は氷山の一角に過ぎません...



*マネージメント*
約5000年前にインドで開発された
天然の伝統的な時間管理の秘密を
現代のビジネス界に応用する方法

•あなたの時間と活動を管理する伝統的な方法 - 約5000年前インドで開発さ
れた伝説のタイムマネージメントの秘密を現代のビジネス界で応用する方法

•高学歴の優秀な人間に面倒な仕事を全てアウトソースする方法 - あなたの　
貴重な時間は一秒でもあなたが最も才能を発揮できる時間に使う必要があ
るのです... それ以外の『雑用』を全て有能な部下に率先して処理してもら
う効率的なシステムの裏側を公開！

•天才的に有能な人材をネット上で簡単に探し出す方法 - 高い能力を持ちな
がら才能を発揮できずに苦しんでいる人達は実は「ある」場所を溜まり場
にしているのです.. 自宅から一歩も出ずに彼らをリクルートし面接、採用、
そして全てオンライン上で管理する次世代の企業システムを紹介！

•責任感と団結力の強いチームを構築する方法 - 　人の心はお金では買えま
せん... 社員にあなたの為に命をかけて働いてもらう為にはあなたが　　
「ある」2つの事を日々習慣的、継続的に行わなければならないのです

•あなたの会社の『健康状態』を日々正確に把握する方法 - これらの数字を
日々計測し正確にグラフに表示するようにして下さい.. それを習慣的に　　
行うだけであなたの会社が倒産する確率はほぼ皆無に等しくなります!



•商品の生産/配送フォーミュラの秘密 - この方程式を使用して商品を生産、
パッケージ、そして配送するように心がけて下さい.. もうあなたは何も心配
する事なくスムーズに大量の商品を配送し始める事が可能となります...

•年商10億円以上を目指す起業家は絶対に無視できない「ある」人物とは？ 

自分の会社をとにかく大きくしたい人は何よりもまず、この人物に意識を
フォーカスして下さい（ヒント：恐らく誰も聞いた事の無い人物です）

•絶対に裏切らない社員を見つける唯一の方法 - このアプローチを使って　
社員を見つければ裏切られる可能性は約0.02％程度に抑制され長期的に　
あなたの元で多大な利益を生み出す仕事に貢献してくれる事になります...

•円滑なビジネス交渉術 - これらの高度なネゴシエーションテクニックを　
使用して今後起こりえる全ての交渉の場であなたとあなたの会社を絶対的
に有利な状況に常に持ち込む攻略法を全て公開

•決めた事を最後までやり抜く方法 - ビジネスで成功できる人は『アイデア』
を出す能力が高いと思っていましたか？いいえ、実は彼らのアイデア力は　
大した事はありません..  成功者が唯一優れている点は『決めた事を最後ま
でやり抜く力』なのです！現在巷で飛ぶように売れている商品に画期的な
物はあまり存在しません、はっきり言ってあなたの方が素晴らしい商品　
アイデアを持っているでしょう... 環境調整テクニックを応用し絶対に決め
た事を最後までやり抜くテクニックの全てを公開！

• 92％の確率で正しい決断をする方法 - ビジネスの世界で生き残る為には　
常に正しい決断を下し続ける必要があります.. たった一つの間違った決断
が全てを崩壊させるのです.. 保険業界のプロに教わった決断の正解率を限界
まで高めるテクニックを一挙公開！

•年収1億円を達成するキッカケとなった唯一のマインドセット - 　　　    　
今までたくさんのマインドセットを公開してきましたが実はこれだけは　
まだお話していなかったのです... 



•社員を雇う際に必ず観察しなければならない「ある」動作とは？ -     　　
面接の際この動作のみに目を光らせて下さい... これをパスできなければ　
恐らくその人物は最終的にあなたを裏切る結末になるでしょう...

•従業員を雇うタイミングの致命的なミス - 多くの起業家は間違った理由で　
他人を雇用してしまいます.. その結果、年間約490万円前後の『損』を　　
しているのです... 致命的なミスを回避する簡単な方法を公開！

•相手の腹黒さを見破る方法 - 新入社員を面接する際、初めて人に会った時
必ず尋ねなければならない「ある」2つの質問とは？この質問をされた人間
は絶対に本心を隠せなくなります... ここで本心を隠せる人間は腹黒い確率
が高いので早急に縁を切るようにして下さい！

•社員の行動を監視カメラを使用せずに把握する方法 - あなたの社員は真面
目に仕事をしていますか？それとも仕事をしているフリをしていますか？　
このメールテクニックを使えば一日5分の時間内に彼らの行動を　　　　　
完全に把握する事が可能となります

•給料を与えすぎる事の危険性 - 頑張って働いている社員にはより多くの報酬
を与えるべきだと感じますか？ 多くの起業家は従業員が本当に求めている
欲望を理解する事ができず給料だけで納得してもらおうと思っています..　 

人はお金ではなく「ある」たった一つの感情だけを求めている！　　　　
給料ゼロ円でも奴隷のように働き始める『傷のボタン』の秘密とは？

•社員に嫌われる単語とは？ - あなたがこの単語を2回以上口にすれば　　　
確実にあなたの社員は裏であなたの悪口を言うようになります... 知らず　
知らずのうちについ使用してしまうこの単語を確実に避け部下に　　　　　
嫌われない方法を公開！

•プロジェクト、人間関係、投資の優先順位を素早く見極める方法 - どこに
どうやって労力を費やす事が最もリターンが大きいかを短時間で識別する
優先順位チャートの作成法



•資産数千億円レベルの大富豪が必ず気にしている意外な概念とは？ - 彼ら
は投資物件、ビジネスチャンス、パートナーなどを検討する際、凡人とは
全く異なる視点で「ある」意外な要素を慎重に観察していたのです...

•収入が上がらなくなる原因 - 多くの起業家は一定の時期までは収入が増え
続けます.. しかしある状況を境に全てが頭打ちになるのです.. 多くの人は　
永遠に気づかない『ミラーニューロン』の罠を分かり易く解説！

•瞬間的に集中力を研ぎすます方法 - コピーが書けない？プロモーションの
やり方が分からない？商品のアイデアが浮かばない？コンテンツをすぐに
作れない？全てそれは瞬発的に集中力を高める事ができていないからなの
です... 2年前から私が密かに使用していた「ある」謎の物質を、聞く準備が　
できている人だけに紹介

• 3日間寝ずに集中力を維持する方法 - 新しい分野の学問をマスターする際、
このテクニックを使用し極めて短時間で大量の書物を読み漁って下さい..　 

私はこの方法を使用しスペインセミナーでは3日間ほぼ睡眠を取らずに　　
セミナーを進行し完了しました

• 90％の情報起業家が行っている「ある」無駄な日課とは？ - この活動を　
完全に絶つ事であなたの収入と生産性は最低でも2倍には　　　　　　　　
膨れ上がるでしょう...

•自宅から一歩も出ずに深い人間関係を構築する方法 - 成功には人付き合い
が大切です.. しかしその結果仕事が疎かになると本末転倒です.. 一体どうす
れば人と会わずして様々な業界のコネを持ち多くの有名人に必要とされる
重要人物になる事ができるのか？ロシア人マフィアに教わった特殊な　　
コネクション構築モデルを紹介！

•全ての状況でレベレッジポイントを暴きだす方法 - 短期間で収入を上げる
究極の方法は何ですか？と聞かれれば『レベレッジ』この一言以外に思い
浮かびません.. 身の回り全ての状況でテコが作用できるポイントを的確に　
見つけ出すプロセスを伝授！



•他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開...

実はあなたに話しておかなければならないニュースが
ありますので以下をクリックして下さい...

http://bit.ly/d1XWSU 

Mr.X

http://bit.ly/d1XWSU
http://bit.ly/d1XWSU

