
 
こんにちは、ロジャーです。 
  
私は、大手自動車メーカーという 
世間一般に見れば将来安泰とも言える地位を捨てて、 
世界を旅しながら稼ぎまくる起業家に弟子入りし、 
ビジネスの世界の扉を開けました。 
  
そこで、一番最初に学んだことが 
  

「仕組み化」です。 

  
  
知識も経験も実績もゼロ。 

そんな完全ド素人の状態から 
この仕組み化を学び、ネットビジネス開始から 
たった１ヶ月で３０万円という収益を上げ、 
今では金銭的自由・時間的自由・肉体的自由を手にしました。 

いつどこで何をしていようが、自由です。 
なぜなら、構築した仕組みが自分の代わりに働いてくれるから。 



この収入は今後、 
上がることはあっても下がることはないと断言します。 

この仕組み化を知っているかどうかで 
冗談抜きで、人生を変えるほどの起爆力があります。 

なぜそんなことが言えるのか？ 
  
それは「仕組み化」こそ、 
ビジネスのスタートでありゴールであるから。 
  
  
どんなビジネスにおいても、 
最初に考えるのはどうやって「仕組み化」するか、です。 
そして最後まで「仕組み化」の概念から外れることは無いです。 
  
労働者と経営者では、脳みその思考が全く違います。 
なぜなら、「仕組み化」の概念を持っているから。 
  
自分の好きなことだけをして生きていく。 

時間も金も同時に手にするための必須条件である 
「仕組み化」について、解説します。 

 そもそも、ロジャーが仕組み化という概念に手を伸ばしたのは 

• ４０年以上続く、「会社」という労働地獄から抜け出したい。 
• 会社に依存せず、自分の力で生きていきたい。 
• 自分に「実力」をつけ、自信をつけたい。 
• 将来、家庭を持った時に家族に苦しい思いをして欲しくない。 
• 時間も金も場所も体も心も、全ての自由を手に入れたい。  

そんな強い願望があったからです。 
  
  



私は元々、大手自動車メーカーで院卒社員として働いていました。 
周りの人や家族からは 

「あの会社なら、将来安泰だね」と言われ続けていました。 
  
  
が、私は会社を辞めることを決意しました。 
会社生活があまりにも不満だらけの地獄だったからです。 

  
平日は朝８時に出社して夜２２まで働かされ、 
冷徹な上司に、説教をくらい続け、仕事は無限に降り注いでくる。 
  
休日は社内イベントで、嫌いな会社の人間たちと 
運動会だのBBQだの、何の生産性もない無駄な時間を過ごす日々。 
  
とんでもない量の仕事を抱え、常にイライラしている職場の先輩、 
家やクルマのローンで生活が圧迫し、お小遣い制の貧乏生活を送る先輩。 

私が思い描いていた 
「大企業社員」とはあまりにもかけ離れていた。 

  
カッコ良いクルマが作りたくて、入社したのに 
いつしか上司に説教されない為に労働し続けるようになった自分。 
ストレスを抱えすぎて、ゲロ吐きながら働く自分。 
私はあっという間に、うつ病になった。 
  
  
こんなはずじゃなかった… 

ロジャーは 
仕組み化を知ってどうなったか？



  
金持ちになりたくて、入社したのに 
給料は別に高くないし、平日も休日も何の楽しさも感じない。 
ただただ、「明日が来ないでくれ…」と願い、絶望する毎日。 
  
こんなはずじゃなかった… 

大企業に入れば、お金持ちでバリバリ働いて、家族も幸せにして 
仕事もプライベートもどっちも充実したキラキラした生活が送れる。 
そんなのはただの幻想だった。 

こんなはずじゃなかった… 
  

俺の人生は、こんなクソつまらん毎日でいいのか？ 
あと４０年も、こんな地獄のような生活が続くのか？ 
私は、この会社の為に消費される消耗品でしかないのか？ 

いや、違う！！ 
私の人生はこんなもんじゃねえ。 

  
こう思った時の私には、 
まだまだやりたいことがたくさんありました。  
  
　時間も場所も縛られない金持ちになりたい。 

　好きな時に、好きな場所へ、住んでいたい。 
　自分の好きな人、尊敬する人と一緒に時間を過ごしたい。 
　世界中に海外旅行したい。 
　高級車乗り回したい。 
　工場まみれの田舎じゃなくて、便利な都会に住みたい。 

　親を海外旅行に連れて行ってあげたい。 
　将来、好きな人や子供が出来たらお金で困らせたくない。 
　スーパーで値段を気にせず、好きなように買い物したい。 



これらを全て叶える為には 
このまま会社で働き続けていたら叶えることが出来ない。 
  
そう考えた私は、 
何か人生をガラッと変えるための良い方法はないか？と模索しました。 

そこで転売やFXなど色々な方法やノウハウに手を出し、 
結局、うまくいかない、続かないで失敗。 

  
だからこそ、私は何か良い方法はないかと模索しました。 
そして、「ネットビジネス」に出会いました。 
そこには自分の理想とも言える世界が広がっていた。 
  
  
　自分の好きなことだけをやって、生きていける。 

　自動で収益が上がる仕組みを構築すれば 
　　　寝てても、何していようともお金を稼げる。 
　自分でお金を稼ぐことで自信がつく。 

　　　自分に実力をつければ、金持ちとの人脈も出来る。 
  

ネットビジネスは私にとっては、 
自分の夢を叶えるための希望となったのです。 
 
それから私は「世界を旅しながら稼ぎまくる起業家」と出会い、 
ビジネスの世界の扉を開けました。 
  
 
それからというもの、 
私は人間として生まれ変わりました。 
  
「会社を辞めたいな～」という願望が、 
「絶対に辞めてやる、絶対に成功してやる」という覚悟に変わりました。 



それからの私は 
自分の心に、完全に火が着きました。 
  
周りの目なんか気にしない。 
大企業のエリート社員であることなんてどうでもいい。 
他の奴らになんて言われようと、やりたいことをやってやる。 
  
自分が会社に文句言ってても、上司の愚痴をこぼしても 
自分が行動しなきゃ、何も変わらない、変われない。 

 
今までの私は、何か壁にぶち当たったら、 
「あー、何だよ。もうダメじゃん。ふざけんなよ…」  
と文句だけ言って、ビビって壁を壊そうとはしませんでした。 

 

そんな生き方は、もう終わりだ。 

ビジネスという「起爆剤」が 
私の行動力を爆発させ、壁をぶち破った瞬間でした。 
  
  
自分がぶち当たった壁は、 
もしかしたら、ただのハリボテの壁かもしれないのに 
  
昔の私は何も行動しようとせず、 
思考停止になって「壁があること」自体に文句を言っていた。 

壁にぶち当たったのであれば、ぶっ壊せばいい。 
ぶっ壊そうとして初めて、その壁の厚さを知ることができます。 
 
それからというもの、私はどんどん行動できるようになりました。 
知識を学び、思考を鍛え、実践し、結果を出せるようになったのです。 



   
今、振り返ってみると 
会社辞めたいけど、行動できない、ウジウジしてた頃の 
自分はエネルギーがなかったわけではなかったのです。 
  
  
そもそも、 
行動するエネルギーがない人間なんていない。 
 
ガンとか不治の病を患っている人間だって、 
精神はめちゃくちゃ強くて前向きだったりする。 

要するに、過去のロジャーは 
どこにエネルギーをぶつければ良いのかわからなかっただけだった。 
やり方がわからない、どうすればいいかわかないだけ。 
  
  
これは私、ロジャーに限った話ではありません。 
  
冷静に考えれば、 
会社員のエネルギー量は半端じゃありません。 
  
朝から満員電車に揺られ会社に辿り着き、 
夜までストレスに晒されながらも仕事に立ち向かう。 
  
どう考えてもエネルギーありすぎです。 
  
このエネルギーをネットビジネスに注いだら… 
と考えると、成功しないわけがありません。 
  
実際に自分でやってみて思いますが、 
会社での仕事よりもネットビジネスの方が圧倒的に簡単です。 
会社の仕事と違い、ネットビジネスなら 
上司の機嫌を考える必要もないし、納期もありません。 



ネットビジネスなら仕組み化という 
稼ぐための「カラクリ」を学んで、それを実行するだけ。 

非常にシンプルな、やったもん勝ちのゲームです。 
その稼げる「カラクリ」を学べば、やることが明確なので 
いちいち悩んだり、迷うこともなくなります。 
  

この「ゴールまでの道筋が見える」ということが 
ビジネスにおいて非常に重要なポイントです。 
  
  
私はエネルギー自体は持ってたのに何も行動できなかったのは 
  
自分のエネルギーを 
「どこに、どうやって注げば良いのか？」がわからなかっただけ。 
  
  
ビジネスを学び、仕組み化の概念を脳にインストールすれば 
ゴールまでの道筋が見えるので、行動力は飛躍的に向上するでしょう。 

  
要するに、 
ビジネスという起爆剤が自分を着火させ、 
仕組み化によって、行動力が上がるという現象が起こります。  
 
だからこそ私は、 
行動力を沸き立たせるために何か特別なことをしたわけではありません。 
  
  
単純に、自分を変えるための「起爆剤」に手を伸ばしただけ。 
ゴールまでの道筋を明確化する。それだけで行動力は劇的に変わる。 
これが、「仕組み化」に秘められた威力です。 



仕組み化とは、今までの常識を根底から覆す 
人生においてインパクトの大きい概念であることは間違いありません。 
  
師匠である「世界を旅する起業家」は１秒も働かずして 
月収２００万円を稼ぎ出しています。 
俺自身も中身は違えど、同じ「仕組み化」という型を使っています。 
  
他にも世の中には、労働することなく 
月収３０万、５０万、１００万、中には数千万と稼ぐ人間が存在します。 
  
  
そういう人間の共通点は、ほとんど働いていないという点です。 

いつでも好きなことやって、自由に暮らし、 
それでも遊んでいるだけじゃつまらないから仕事するという感覚です。 
  
では、そのビジネスにおいて非常に重要な概念である 
「仕組み化」とは、一体どんなものなのか？ 

それは 
自動で人を集め、自動で商品を売るということ。 

  

この仕組みが１つでも出来れば、時給の世界から離脱します。 
  
私は学生時代は、時給９００円でアルバイトをしていました。 
１日８時間働けば７２００円。 
  
会社員時代も月給制とはいえ、残業は勤務時間で管理され 
「自分の時間を売って、稼ぐ」という時給の世界の中にいました。 
会社で、この時給を上げようとすると 
非常に時間と労力とストレスがかかります。 

仕組み化って何？



  
私自身、経験したことなのでわかりますが、 
会社で必死こいて働いていても、すぐに給料は上がりません。 
  
しかも、どれだけ真面目に働いたとしても 
サボっている社員と給料は変わらない。本当にバカバカしくなります。 
  
  
これじゃあ月収３万円UPさせるのに、 
何年かかるのかわかりません。 
  
しかし、仕組み化は 
この時給の概念から外れた経営者的思考になります。 
時給に合わせて言うなら、時給無限大です。 
  
  
例えば、月収２０万円の小さな仕組みだったとしても 
自分の時間を売らずに、収入を得ることが出来れば 
  
その一本の仕組みによって生み出された有り余る時間を使って、 
別の仕組みを立ちあげることも可能となります。 
  

月収２０万の仕組みが出来たから 
もう一本、月収２０万円の仕組みを立ち上げる。 
これだけで月収４０万円の自動収益が完成です。 
  
もちろん、 
月収20万の仕組みを強化して、更なる収益UPも狙えます。 

自動でお客さんを集めて自動で商品を売ることが、 
如何に強力かが理解できると思います。 



 
突然ですが、ここで質問です。 
  

ビジネスに才能やセンスは必要だと思いますか？ 

ロジャーがネットビジネスを初めて知った時は、 
  
「ビジネスなんて私には無理だ。」 
「俺にはそんなセンスもないしなあ…」とビビっていました。 

が、これは大きな間違いでした。 
  

実際に私が２００万円以上、知識に投資して学んだのは 
ビジネスで稼ぐための「カラクリ」です。 

稼ぐまでにやったことは、この「仕組みのカラクリ」という 
型に沿って実行しただけ。 

何事においても、まずは基本を忠実に守ることが大事です。 
  
昔の私はビジネスと聞いて、 
「何か人と違う、型破りなことをやらないといけない」 
という先入観で考えていましたが、それで成功するのは茨の道です。 
  
  
手っ取り早く結果を出して、成功するのであれば 
既に成功している人間の知識と思考を学び、真似すること。 

才能はいらない。真似っこでいい。



例えば、 

バットすら握ったことのない野球初心者が 
独自のバッティングフォームを開発し、 
いきなりホームランが打てるでしょうか？ 
  
  
無理です。無謀すぎます。 
それができるのは天才ってやつです。 

ただ、天才になる必要なんてありません。 
センスや才能のせいにして諦める必要もありません、 
  
それよりもホームランを打てる選手の 
バッティングフォーム真似て、練習した方が成長が早いのは明確です。 

これはビジネスにおいても、同じことが言えます。 
私も自分が天才だったわけでもセンスがあるとも思ってません。 

私がやったのは、 
仕組み化という稼ぐためのカラクリを徹底的に学んだことです。 

だからこそ、「仕組みのカラクリ」では 
知識も経験もゼロの初心者でも結果が出せるように、 
  
ネットビジネスを体系的に「カラクリ」に落とし込み、 
どんな人でも、わかりやすく言語化して解説しました。 
  
あとは 
この仕組み化という「カラクリ」に従って、実行するのみです。 
  



努力は必ず報われる。 
こんなことを言う有名人がいましたが、これは間違っています。 
  
  
努力しても、努力の方法や労力を捧げる場所が間違っていたら 
どれだけ努力しても、無駄です。 

現実はそんなに甘くありません。 
  
だからこそ、 
ビジネスで成功するには知識や思考が求められます。 
  
しかし、世の中には間違った知識を 
堂々と教える詐欺師が大量にわいています。 
  
YouTubeをやれ、稼げるぞ。 
Twitterをやれ、毎日ツイートしろ。 
ブログをやれ、とりあえず毎日、記事かけ。 
  
  
こういった情弱向けノウハウを見るたびに 
  
うわぁ…酷いな…と思います。 
  

実際にこういった中身の薄っぺらい教材を購入してしまい、 
私に相談してくるような方もいます。 

こういう情弱向けノウハウに 
翻弄されるのは非常にもったいないです。 
せっかく「知識に投資する」という感覚を備えている人で 

努力は必ず報われる…ワケがない。



やる気もあってポテンシャルは高いのに 
変な教材のせいで全く結果に繋がらない。 

毎日記事書け、なんて思考停止も甚だしいです。 

ロジャーのブログを見てもらえばわかると思いますが、 
ブログなんて大して、更新してません。 

ここだけの話、SNSへの投稿も全て自動化しています。 
ぶっちゃけ、ブログなんて１０記事あれば成果を出すことが可能です。 
  

私自身、新規で立ち上げたブログで 
６記事しかない状態で２万稼いだこともあります。 
  
学ぶべきことは、 
ブログで記事を大量生産するとか、Youtubeで動画あげまくるとか、 
毎日twitterにへばりついて、ツイートしまくり、いいねしまくり 
なんて表面的な戦術レベルのことではありません。 

どうやってお客さんを集め、 
どうやってお客さんに価値を提供し、 
どうやってマネタイズしていくのか？ 

  
その一連の流れをどうやって自動化するのか？ 

このような戦略を持って取り組んでいかないと 
毎日歯を食いしばって、記事を生産し続け、 
SNSにへばりついていたとしても収益が上がることはありません。 

  
大事なのは小手先の戦術ではなく、 
ビジネスの本質を捉えた戦略です。 
ブログをやっていて、 



「ゴールの見えないマラソンをしているような感覚だ」 
と言っている人もいますが、正直笑っちゃいます。 

そんな風に思うのは 
ゴールが見えていない、収益を出す道筋が見えていないから。 

  
「仕組み化のどこの部分をやってますか？」 
「今、やっていることの最終的なゴールはなんですか？」 

ビジネスの本質が見えていれば、 
この質問には当たり前のように答えられます。 

明確にゴールが見え、今何をすべきなのかがわかる。 
ゴールから逆算し、行動していくことができる。 

逆に言えば、結果が出るかどうかは 
実行する前の戦略立ての時点でほぼ決まっていると言えます。 

だからこそ、「仕組み化」という上位概念が重要になります。 
さらに、「仕組み化」はネットだけに限らず、 

飲食店や小売店などの、どんなビジネスモデルにおいても 
そのまま活用していくことができます。 

もちろん会社員の方であれば、 
自分の仕事にも活かすことができるでしょう。  
  
つまり「仕組み化」は一生モノの知識になると言えます。 



やはり、ビジネスをやっていく上で不安になるのが 
「これで安定的に稼げるのか？」という点です。 

そもそも 
「真の安定」とは、外的要因に左右されないことと言えます。 
つまり、他者に依存しないということが重要となります。 

その観点で言えば、 
仕組み化は他者に依存しないような構造になっています。 

一方、世の中には、数多くの副業がありますが 
YouTubeやアドセンス広告、ヤフオク・メルカリ・アマゾンなどの転売は 
安定からはかけ離れた事業だと言えます。 

なぜならプラットフォームに依存しているから。 

例えば、 
YouTubeでの広告収益として月収100万円あったとします。 
これで、動画を出し続ければ稼ぎまくれる！！と思いきや、 

突然のアカウント停止 

これで収入は月収100万円から一気に月収ゼロです。 
要するにアカウント停止＝死です。 

アドセンス広告もグーグルのアップデートに翻弄される 
まさにAIに支配された事業と言えるでしょう。 

そんなバカな、と思われるかもしれませんが 
事実として、身近で起こっている話でもあります。 

真の安定したビジネスモデルとは？



もちろん、これはYouTubeに限った話ではありません。 
  
ツイッターもアマゾンもアドセンス広告だって 
アカウント停止になる可能性は十分にあります。 

実際にそれで、収入が吹き飛んだという事例も腐る程あります。 
俺の知り合いにもyoutubeで破滅した人、転売で破滅した人、  
目も当てられないような人たちを実際に見てきました。 

結局、どのプラットフォームにおいても運営が神様であり、 
逆らうことはできません。会社の上司と同じです。 

だからこそ、 
プラットフォームに依存したビジネスモデルは安定ではない。 
  
逆に「仕組み化」を導入すれば、 
アカウント停止などによる「都落ち」を防ぐ事が出来ます。 
  
なので、 
ロジャーは戦略的にプラットフォームに依存しない、 
安定したビジネス手法を取っています。 
  
  
仮にツイッターが吹き飛ぼうが、 
YouTubeでアカウント停止されようが、 
ブログが全部綺麗さっぱり消えようが、 

再起可能な仕組みになっています。 

これもまた、仕組み化の大きなメリットと言えます。 



 
  
人生において、お金と時間は重要な要素ですが、 
もう一つ忘れてはならないのが 
  
やりがいです。 
  
世の中には副業として、転売やFXなどの投資もありますが 
これらの副業はお金が稼げたとしても、やりがいは皆無です。 
  
  
転売は、ただ「安く仕入れて、高く売る」だけ。 
  
人によっては、「悪いことをしているんじゃないか？」 
と考えてしまう人もいるかもしれませんね。 

俺自身は転売を悪だとは一切思いませんが、 
楽しそうとは到底、思えません。 
  
実際、転売はただの作業です。 
転売する商品をリサーチして、仕入れまくって、 
出品しまくって、ひたすら配送作業の繰り返し。 
  
  
私自身、一瞬だけ転売に挑戦したことがありますが、 
  
転売という「ただの作業ゲー」に対しては 
何のやりがいも感じなければ、何の楽しさもありませんでした。 
  
お客さんに喜んでもらっているという感覚もないので転売を 
やり始めてすぐに、辞めました。 
  

ただ稼ぐだけでは 
意味がない



  
FXをやろうとしたこともありますが、 
ただピコピコ動くグラフと睨めっこしていても 
何も面白くありませんでした。 
  
  
その点、ネットビジネスの情報発信は 
やっていてやりがいもありますし、楽しいです。 

人脈だって増えていくし、情報を発信すると自信がつくので  
リアルの自分もどんどん良い方向に変わっていきます。 
  
  
ビジネスをする上で、この「やりがい」というのは 
マインド面では非常に重要になってきます。 
  
  
ビジネスの基本として、 
人に価値提供してお金を頂くというのが根底にあります。 
  
  
仕組み化では、 
その価値提供を自動で実現する事が可能になります。 

  
要するに、仕組みが自動で回れば 
  
不労でお金が手に入る 
自動だからこそ、時間も有り余る 
お客さんに価値提供しているから喜ばれる 
  
  
このように、時間・金・やりがい、 
全てを両立できるパワーが「仕組み化」には秘められています。 



ロジャーは今まで数々のブログやサイトを見てきて 
相談にも乗ってきました。 

毎日、必死に会社でボロボロになるまで働き、 
帰宅したらまた記事を書き続けているのに 
大して、稼げていない人も腐る程見てきました。 

そういう人たちに共通するのは 
収益を上げる「カラクリ」がわかっていないということ。 
そもそも「どうやったら稼げるのか？」という思考にすら至っていない。 

そういう人ほど、戦略も無しに、闇雲に記事を生産しているだけで 
いつまでたっても儲からないのが現実です。 

残酷ですが、それが現実なんです。 

会社員だったら、とりあえず出勤さえしていれば 
仕事の成果に関わらず、給料は出ますが、 

自分でビジネスをする場合は、そういうわけにはいきません。 
戦略なしで勝てるほど、ビジネスという戦場は甘くありません。 

そんな厳しい現実があるからこそ、 
「仕組み化」という 
「稼ぐためのカラクリ」を知ってほしい。 

そんな想いを込めて「仕組みのカラクリ」という名にしました。  
では、ご連絡をお待ちしております。 

 ロジャー 

「仕組み化のカラクリ」 
込められた意味



本企画の「仕組みのカラクリ」は、 
インターネット上の会員制サイトでコンテンツを受講できます。 

コンテンツとしては、 
トータル１０時間以上の動画教材をご用意しています。 

もちろん、企画参加者の質問や疑問に答える為に 
補足コンテンツは不定期で追加していきます。 
  
  
具体的な内容としては、 
  

　ビジネス初心者でもわかるビジネスの全体像 

　自分が１秒も動かずに収益が生まれる「仕組み化」づくり 

　勝負する前から勝ちが見える！！発信テーマ決め方法 

　ライバルに勝つためのサイトコンセプト戦略の設計図 

　ビジネスの本質が見える〇〇思考とは？ 

　お客さんに愛され、売り上げが上がり続ける戦略とは？ 

　90％の人ができていない稼ぐための〇〇目線 

　人を動かし放題になる人間の本質を捉えた情報発信のカラクリ 

　オフライン事業経営者も知らない 
 売り上げを数十倍に跳ねあげさせる極秘戦略 

　ビジネスにも仕事にも恋愛にもスポーツにも 
 全ての問題を解決する最強の原則「〇〇思考方法」とは？ 

もちろん上記は、ほんの一部でしかありません。 
  

企画の内容



今まで触れてきたことのない知識、思考が 
脳みそにガツンとインプットされるので 

この教材を学習し終えた頃には、 
めちゃくちゃ疲れると思います。 

まさに疲労困憊だと思います。 

その極度の疲労と引き換えに、 
世界の見え方がガラリと変わるはずです。 

街を歩いているだけでも、 
「仕組みのカラクリ」を学ぶ前とでは全く違う世界が見えるはずです。 

この資本主義の世の中は、 
ビジネスや商売に溢れかえっていますから。 

そして、「仕組みのカラクリ」で学んだことを活かして 
今度は自分でビジネスを仕掛けていきましょう。 

本来であれば、挑戦することは 
とてもとても恐ろしいことだと思います。 

だから学ぶのです。学ぶことが恐怖に打ち勝つ武器になります。 
学んで学んで徹底的に知識武装した上で戦いましょう。 

もちろん、知識は武器でしかありません。 
大事なのは戦っていく中で武器の使い方＝思考を鍛えること。 

ですから仕組みのカラクリでは知識系コンテンツだけでなく、 
思考系のコンテンツも多く用意しています。 

何度も何度も繰り返し学び、稼ぐ能力を研ぎ澄まして頂ければと思います。 



仕組みのカラクリの完成度は９９％です。 
残りの１％を埋めるのは、あなたです。 

学んでいく上で、きっと何かしら疑問や 
もっと深く知りたいと思うことが湧いてくるはずです。 

わからないことを放置するのは悪手です。 
わからないまま突っ走ると、いつか痛い目を見るので 
疑問がわいたら即解決しておくべきだと考えています。 

ですから 
「仕組みのカラクリ」の動画コンテンツを見た上で 
質問があれば、ガンガン送って頂いて構いません。 

頂いた質問は、「仕組みのカラクリ」のブラッシュアップの為に 
補足コンテンツとして採用していきます。 

これでやっと教材の完成度は100%です。 

参加者の方の疑問がコンテンツとして 
反映していくので、かなりの疑問も解決していくことになります。 

参加者の方から頂いた質問や疑問を吸収し、 
他の参加者にも疑問とその解決が共有されていきます。 

要するに、 
「仕組みのカラクリ」は 

よりわかりやすく、進化をしていきます。 

進化する「仕組みのカラクリ」



「仕組みのカラクリ」の内容を 
インターネット上の会員制サイトでコンテンツを受講できます。 

コンテンツとしては、 
トータル１０時間以上の動画教材をご用意しています。 

もちろん、企画参加者の質問や疑問に答える為に 
補足コンテンツは不定期で追加していきます。 
  
具体的な内容としては、 

　ビジネス初心者でもわかるビジネスの全体像 

　自分が１秒も動かずに収益が生まれる「仕組み化」づくり 

　勝負する前から勝ちが見える！！発信テーマ決め方法 

　ライバルに勝つための徹底的なサイトコンセプト戦略 

　ビジネスの本質が見える〇〇思考とは？ 

　お客さんに愛され、売り上げが上がり続ける戦略とは？ 

　90％の人ができていない稼ぐための〇〇目線 

　人を動かし放題になる人間の本質を捉えた情報発信のカラクリ 

　オフライン事業経営者も知らない 
 売り上げを数十倍に跳ねあげさせる極秘戦略 

　ビジネスにも仕事にも恋愛にもスポーツにも 
 全ての問題を解決する最強の〇〇思考方法とは？ 

もちろん上記は、ほんの一部でしかありません。 

コース内容と価格

オンラインコース



この辺りの「仕組みを構築していく上で必要な知識・思考」を 
会員制サイトとメルマガ補足コンテンツで提供していきます。 

よく聞かれることなので 
先に書いておきますが、オンラインでも十分すぎるほど 
「仕組み化」について学ぶことができます。 

このコンテンツを学習し終わった頃には 
世界の見え方が変わります。 

そして普段の生活で眼に映るもの全てが 
自分のビジネスの学習素材になる。 

それほどにこの世界は、商売で溢れかえっています。 

コンテンツの学習体系は、 
そもそもビジネスとはなんぞや？という 
超初心者レベルからスタートし、 

仕組み化の専門的なところまで 
かなり突っ込んで事細かに言語化し、解説しています。 

抽象的なことにとどまらず、 
具体事例にまで落とし込んで話しているので 

ぶっちゃけその事例をそのまま実行すれば 
十分稼げるレベルの内容になってます。 

実際に、先行して「仕組みのカラクリ」を学んだ方の中には 
たった２週間で初実績を叩き出した人もいます。 

巷に蔓延る小手先のテクニックとは 
一線を画す、本質をついた内容であると 
自信を持って言わせていただきます。 



そして、教材の値段ですが 
正直、ありえないほどの安い価格で販売します。 

値段は銀行振込で49800円（税込）です。 

分割払いが可能なクレジット決済は 
手数料を含めて、52000円（税込）です。 

ぶっちゃけた話、 
仕組みを作れる人って 
オフラインの経営者人もほとんどいません。 

だからこそ、 
仕組み化の概念を学んでいる人は希少価値が非常に高いです。 

これは実際にロジャー自信が 
オフラインの経営者と一緒に仕事をするようになってから 
仕組み化できる人間の希少価値に気づかされました。 

仕組みを作れる、概念を知っているというだけで 
一生モノの武器になります。 

自分で仕組みを作るのはもちろん、 
仕組み化を知らない経営者からコンサル契約取ってきても良いと思います。 

というわけで、一刻も早く 
仕組みを作り上げて、時給世界から脱出しましょう。 



娯楽を我慢して、節約すれば 
１ヶ月でどうにでもなるレベルの金額です。 

購入後の１ヶ月はオンライン講座に 
集中してもらうので遊ぶお金なんて必要ありません。 
会社の飲み会なんて行ってる場合じゃありません。 
新しい服を買ってる場合じゃありません。 

「仕組みのカラクリ」は俺が師匠から学んだことに加えて 
自分のビジネスで鍛え上げてきた思考や知識も追加しています。 

ここまでの値段にしたのは 
より多くの人に手に取って頂き、労働世界を抜け出して 
クリエイティブな時間の使い方をして欲しい。 
そう思ったからです。 

俺は、大学で800万円ほど学費をかけて勉強しましたが、 
大学で学んだことは、自動車メーカーでも現在も 
あまり活かすことのできない知識ばかりでしたが、 

俺は仕組み化の知識によって、大金を稼ぎ、労働から解放され、 
ここまで大きく人生を好転させてきました。 

それほどのパワーを秘めた、一生モノの知識です。 
この仕組み化の「カラクリ」を知れば 

仕組みを作ることもできるし、 
世の中のビジネスを分析し、見抜くことができるようになります。 

そして、どうすれば売り上げが 
上がるのかを理解できる脳になります。 



youtubeが稼げる！ツイッターが！フェイスブックが！などの  
巷の戦術レベルの教材やそこらへんの高額な起業塾よりも 
よっぽど実用的かつ汎用性の高いことを自宅でこっそり学べます。 

ビジネスの勉強は人生を大きく変えるインパクトをもたらします。 
本気で人生を180度好転させるつもりで来てください。 

値段は銀行振込で49,800円（税込）です。 

分割払いが可能なクレジット決済は 
手数料を含めて、52,000円（税込）です。 

クレジットカード払いの場合は 
決済システムとしてPayPalのアカウント開設が必要です。 

PayPalの登録＆アカウント開設は 
もちろん無料ですし、１分で完了します。 

なお、クレジット払いの場合は 
決済手数料分がかかるのでご了承ください。 

１２分割すれば4000円ちょいです。 
１日あたり136円です。 

毎日、お菓子を買う代わりに知識の貯金をする感覚で学ぶと 
かなり良い投資になると思います。 

オンラインコース　￥49,800（税込） 

申し込みはこちら

https://my72p.com/p/r/81mzFCrg
https://my72p.com/p/r/81mzFCrg


このコースは上記のオンラインコースに加えて 
３ヶ月間の手厚いサポートがついたものです。 

まずこのコースの最大級のメリットとして 
「仕組みのカラクリ」を一通り学んでもらった後、 

サイトコンセプトや戦略の部分を 
ロジャーと一緒に作戦会議で決めます。 

サイトを作っていく上で、 
最初のハードルかつ最大のハードルなのが 
サイトの戦略やコンセプトを決めるとこにあります。 

今までたくさんの人を指導していきましたが 
ここでつまずく人が非常に多く、 

「まず何を発信していけばいいかわからない」 
「自分が発信することはこのテーマでいいのか？」 

という不安を抱えてしまう方を何人も見てきました。 

やる気や熱意はあるのに、進むべき方向がわからない。 
これでは非常に勿体無い。 

どんなブログ、どんなビジネスでも戦略やコンセプトの部分で 
既に勝敗がつくといっても過言ではありません。 

もちろん、教材を見るだけでも 
このコンセプトの立て方は細かく解説していますが 

やっぱり最初は、自分の思考だけで決定するのは不安だ 

オンライン＋サポートコース



という方向けに、ロジャーが直接、戦略に入ります。 

正直、これは自分でもやり過ぎなぐらいのサービスです。 

要は、収益を上げ続けるようになるまでの 
超具体的なロードマップを、 
オーダーメイドで作り上げていくものになります。 

あとはそれを実行するだけでOKという状態まで持っていきます。 

さらにそれに加えて、 
進捗度に応じて迷いや疑問が生まれると思うので 
３ヶ月間のスカイプサポートをつけます。 

期間内は仕組み化に関することであれば 
いつでも質問可能なので、その都度、答えます。 

ほぼコンサルティングみたいなものですね。 

最後にもう一つ、 
諦めないための仕組みを取り入れます。 

ネットビジネスで結果を出すまでの最大の敵は 
なんだかわかりますか？？ 

それは自分です。 
稼げる人と稼げない人の違い、それは当たり前のことですが 
ネットビジネスで稼ぐことを諦めるか、諦めないかです。 
  
  



ネットビジネスは、誰にでもすぐに始める事ができるので 
非常に理想的なビジネスモデルになります。 

始めるのが簡単だからこそ、辞めるのも簡単です。 
  
ネットビジネスに挑戦する人の誰もが経験する事ですが、 
別に今日頑張らなくても、マイナスにはならないので 
  
  
「今日はブログはいいや。明日から頑張ろう…」 
  
「あーめんどくさいな。今日は忙しかったからまた明日」 
  
「うわー２日間なにもやってねえ…ダメだ…」 
  
「向いてなかったんだな…やめよう、ブログは諦めるか。」 
  
  
という現象が起こります。 
初心者だった頃は、私もこんな風になりました。 
  
  
そしてまた、「ネットビジネスを頑張れない自分」に対して 
自己嫌悪し、どんどん病みループの沼に落ちていく。 
これは非常にもったいない状態です。 
頑張って稼いでやる！という向上心はあるのに 
モチベーション管理の方法を知らないだけで諦めてしまう。 
  
  
また、 
「次は一体、なにをすればいいんだ？」という迷いも 
ネットビジネスを諦める大きな要因の一つです。 

  
「今、自分がやっていることは正しいことなのか？」 



「もしかしたら、ただ無駄な記事を生産しているだけなのでは？」 
「わからない。わからないからもうやりたくない。」 
  
  
こうやって諦めてしまう人は非常に多いです。 
しかし、ネットビジネスを諦めるということは 
1000万円以上をドブに捨てることと同義です。 
  
  
諦めずに、正しい知識を学び、正しく努力すれば勝てる。 
だからこそ、オンライン＋サポートコースでは 
半強制的に成長と行動を進めるために  
  

「ノルマ宣言制度」を導入します。 

これが非常に好評で、 

今までサボりまくって自己嫌悪してた人も  
継続的に毎日、コツコツ作業を進めることができて自信ついた！ 
という声を頂いています。 

具体的にノルマ宣言をどうやってやるのか？という点ですが、 

例えば、 
「今日は１記事作成します。」とノルマを宣言したとします。 

こうやって直接、ロジャーに宣言をすれば、 
ノルマを終わらせないと、カッコがつかないので強制的に作業が進みます。 

ノルマの内容は、 
自分自身で今日達成できるであろうノルマを宣言してもらう形です。 
  
こうすることで、ダラけることもなく継続的に行動量を維持できます。 



人に見られているということによってモチベーションも維持しながら 
ガンガン前進していく事が出来ます。 

とはいっても別にスパルタって感じでもなくて 

「自分が出来る分の作業をノルマに設定し、ロジャーに宣言する」 
ということをやっています。 

もちろん、会社の仕事や家庭のことなど 
それぞれの事情があると思うので 

「今日は本を１ページ読みます」とかでも全然OK 
とにかく歩みを止めないこと。 

これが諦めないための最重要事項です。 

というわけで、オンライン＋サポートコースでは 

「仕組みのカラクリ」のコンテンツに加えて 

・オーダーメイドで成功までのロードマップ作成 
・３ヶ月間質問し放題のスカイプサポート 
・ノルマ宣言性による半強制成長制度（希望者のみ） 

が付いてきます。 

ぶっちゃけ、 
ロードマップ作成だけでも相当ヤバイです。 

初心者が迷い、行動を止めてしまう最初の部分を 
全部ぶっ壊した状態で、あとはもう走るのみ。 

もちろん走るのは俺ではなく、 
ご自身で作業を進めサイトを構築していく形ですが 



ゴールが見えているというだけでかなりのアドバンテージです。 

要は、かなりのロケットスタートを切れるので 
迷いや不安を感じずに、ズカズカ進めたい人にはオススメです。 

値段は銀行振込で198,000円（税込）です。 

分割払いが可能なクレジット決済は 
手数料を含めて、206,000円（税込）です。 

クレジットカード払いの場合は 
決済システムとしてPayPalのアカウント開設が必要です。 

PayPalの登録＆アカウント開設は 
もちろん無料ですし、１分で完了します。 

なお、クレジット払いの場合は 
決済手数料分がかかるのでご了承ください。 

１２分割すれば16000円ちょいです。 
１日あたり5００円ちょいです。 

毎日のワンコイン投資で 
労働世界をさっさと抜け出すのは如何ですか？ 

オンラインコース　￥198,000（税込） 
 

申し込みはこちら

https://my72p.com/p/r/scCXqb4t
https://my72p.com/p/r/scCXqb4t


オンラインコース、オンライン＋サポートコースに加えて 
１年間or半年のマンツーマン指導が受けられるコースです。 

もっと個別に、自分だけの指導を受けたい！ 
という方向けです。 

毎日質問ができますし、 
直接、通話で相談もできます。 

このコースは一番高いですが、 
一番コストパフォーマンスが良いです。 

最短最速最高効率でレベルアップしたい方向けです。 

仕組みのカラクリに留まらず、 
ロジャーの持てる全てを盗み取ってもらいます。 
公に語ることのできない裏技も含めて全て学んでもらいます。 

今回の仕組み化はもちろん、 
自分は労働なしで自動で記事を生み出す「外注化」や、 
収益を上げ始めてからビジネスを加速させるための「広告運用」、 
人を動かすには？ファンをつけるには？などの本質的知識、 
そして自分一人でも収益を生み出せるようになるための戦略的思考能力、 
ビジネスに取り組み、結果を出していくためのマインドなどなど 

要は、何もかも全てです。 

もちろん、成長したら一緒にビジネスすることもありますし、 
実力がつけば知り合いの経営者にも紹介します。 

マンツーマンコンサルティングコース 
（審査あり）



もちろん希望があれば 
ロジャーと直接会うのも全然OKです。 

この前もコンサル生が初実績を出してイケイケになってきたので 
夜の東京タワーが綺麗に見えるバーで祝杯を挙げてきました。 

自分で言うのもなんですが 
直接、指導してることもあって教え子たちは 
他の人たちとは全くレベルが違います。 

アイデア力、分析力、ライティング力、 
アウトプットの質といった技術的なとこはもちろん、 
マインドの基準値が一般人とは一線を画すレベルです。 

マンツーマンコンサルティングコースでは 
少なくとも、ロジャーと同等レベルにはなってもらいたいので 
思考のトレーニングから、記事の添削まで 
超細かいとこまで具体的に、個別指導していき、 
半強制的に成長してもらいます。 

あとは、一緒に戦略を考えながらビジネスを構築していくので 
いちいち迷ったり、つまづいて行動を止めることもないです。 

もちろん、サイトコンセプトも 
ロジャーと直接、作戦会議しながら決めていきます。 

ただ、何もかもロジャーがと言うわけではなく 
最終的には俺の手を完全に離れていても 
稼げる人間になってもらいたいので、 

あくまでご自身の努力に加えて 
ロジャーが顧問として存在するということになります。 



なので当たり前ですが 
１日で即稼げるというわけではありません。 

能力なくして、結果は出ません。 
出るとしたらそれは、宝くじくらいです。 

ただ、必然的に近くにいる時間が 
圧倒的に長くなるので、レベルは確実に上がります。 

なんと言おうが、 
どれだけ弱音を吐こうが、半強制的に俺が能力を上げます。 

なので、このコースは、 
自分が置かれている環境がガツンと変わるコースです。 

やる気でないな～とか 
なんかやる事が迷っちゃうな～って状況になれば 
そこも含めてトータルサポートします。 

知識は武器であり、思考は武器の使い方。 
それでいうと、環境を変えることは 
戦うための精神力が手に入るかと思います。 

なので、「本気で人生を変える」という熱意と覚悟のある人だけ 
申し込んで頂きたいなと思います。 

お小遣い稼ぎを目的としている人には 
全くもってオススメはしません。 

というか、そういう目的の方に幾ら指導料を 
積まれたとしてもやりたくありません。互いに不幸になります。 



俺と一緒に、数億～数百億の世界を目指してやる！ 
ロジャーを超えてやる！くらいの気持ちの方は 
年齢、性別、経験問わず大歓迎です。 

俺自身は単にネットビジネスだけにこだわってはいなくて 
将来的には、世界中の「教育」に革命を起こしたいので 

同じように何か社会に貢献し、大きなインパクトを与えつつ、 
利益を出すような商売を一緒に作っていけたらなと思います。 

このコースは、マンツーマン指導なので、 
リアルな時間と相当なエネルギーを注いでいきます。 

一人一人の指導の質は絶対に落とすつもりはないので 
物理的に指導できる人数も限られている関係上、 
価格は下記の通りです。 

色々なところからの引き合いが増えてきているので 
今後もずっとこの値段とは言えません。 
この先、値上げはあっても値下げは絶対にありません。 

あと、軽く審査があります。とはいえ通話でちょっと面談するだけですが。 
通話すること自体にビビる人はこのコースは控えておいてください。 

審査自体はもちろん無料だし、直接俺と会話できるので 
とりあえず興味あれば審査申込してもらえればと思います。 

マンツーマンコンサルティングコース（半年間）　￥500,000（税込） 
マンツーマンコンサルティングコース（１年間）　￥800,000（税込）  

審査申し込みはこちら

https://my72p.com/p/r/E51OLrPc
https://my72p.com/p/r/E51OLrPc


  
たった２週間で初実績を出した27歳フリーターのIさん 

 
いつもお世話になっております。 
このたびは、ロジャーさんへの感謝を送らせていただきました。 

ロジャーさんの仕組み化のおかげで、私の考え方は大きく変わりました。 

私は自分が作り上げたものを多くの人に買ってもらいたいと思い、 
SNSなどで宣伝していたのですが、販売状況は芳しくなく、 
どうすればいいのだろうと悩んでいました。 

そんなとき、ロジャーさんの仕組み化企画と出会い、 
それを実践したところファンがつき、成約率も上がったのです。 

仕組み化企画を勉強しているときには、正直、 

「自分が作り出したものだし、 
　大きな商品じゃないから無理なんじゃないか」 
「1つも〇〇〇を取れないんじゃないか」 

と不安でした。 

それでも、 

・実験屋思考 
・失敗したら改善すればいい 
・できるできないじゃなく、やるかやらないか 

というロジャーさんの教えを思い出し、 
仕組み化の準備を進めていきました。 

実践者の声



仕組み化を始めた直後は〇〇〇が取れず、 
どうすればいいのか分からなくてロジャーさんに 
相談もさせていただきました。 

そのアドバイスを受け実行したところ、 
なんと実行当日に〇〇〇が取れたのです。 

しかも、そのうちの1人の方は、 
私のメルマガすべてに感想を送ってくれる、 
とても熱いファンになってくれました。 

「自分には無理じゃないか」と思っていたので、 
とても嬉しくて、ファンがつくことの喜びを噛み締めました。 

それから数日後には、仕組み化で初めて私の商品が成約されました。 

「仕組み化ってすごい！」 
「自動で収益ってこういうことか！」 

立て続けにゼロイチを達成し、 
本当に嬉しくて、ロジャーさんの教えは偉大だなと感じました。 

ロジャーさんが教えてくださることは、 
ビジネス以外でもとても役立ちます。 

・とりあえずやってみること 
・ネット社会のこと 
・〇〇思考、〇〇〇思考 
・アウトプット方法 

など、どれもが私の知識となりました。 
そして、いままでの私の考え方を変えるものとなりました。 

仕組み化に出会っていなかったら、私はいまも頭を悩ませていたでしょう。 



ロジャーさんに出会っていなかったら、新たな考え方が芽生えることも、 
知らなかった世界の扉を開くこともできなかったでしょう。 

深く深く、感謝しています。 

これからも、教えていただいた仕組み化でどんどん実績を出していきます。 
本当に、ありがとうございました。 
 

娘さんと週１５分しか会えない40代パパ、 
年間残業1000時間のブラック企業社員のMさん 

ロジャーさん、 

こんにちは。お世話になっております。 
仕組み化という企画に出会わせていただいて 
本当にありがとうございます！ 

仕組み化に出会ったおかげで 
私の考え方、行動は今までとは 
がらっと変わり、 
毎日楽しく生活できるようになりました。 

去年までの私は、 
年間残業１０００時間を超える 
ブラックな働き方をしていて 
心身ともにボロボロ、 

玄関先で自分の家なのに娘から、 
「おとうさん、また遊びきてね！」 
とガチで言われる 
ダメ親ぶりを発揮していました。 

・管理職で残業時間は無制限（それがあたりまえの環境だと思っていた） 



・古い考えが頭に染み付いていて新しいことを考えられない 
・ブログにチャレンジするも、何をしていいいかわからない 
・とにかく、集客すればいいんだよね？と思っていた 
・あきらめそうになる、折れそうになる 

そんな状態に甘んじている自分を 
なんとか変える方法はないかと、 
模索していたところ、 
ロジャーさんの仕組み化の企画を 
見つけました。 

この教材に出会ったおかげで、 

・考え方・思考が根本的に変わった 
・優先度の付け方、時間の使い方が変わった 
・集客よりも根本的に大事な仕組み化を学び 
　自分が動かなくても自動で収益があがる 
　状態を構築できた 
・アウトプットの方法を学ぶことにより 
　日々自分が成長しているのがわかる 

など、いろいろな学びがありました。 

ネットビジネスといえば、 
なんだか無機質なものと 
思っていましたが、 

仕組み化で学んだ知識と行動の変化は、 
人と接するコミュニケーションの面でも 
いい影響が出て驚いています。 

・１０００人以上人が集まるイベントを開催してみたり 
・フォロワーさんと通話して悩み相談に乗ってみたり 
・今度は自分が教える立場になったり 



少し前の自分からは考えられない 
ところまで歩いてくることができました。 

仕組み化に出会っていなければ、 
いまだに心身ともにボロボロの状態で 
働き続けていたと思います。 

最近うれしかったのは、 
娘から、「おとうさん、いろいろチャレンジしていて、毎日とても楽しそう
だね！」 
と言われたことです。 

これからも、仕組み化での学びを活かして 
さらに成長していきます！ 

この企画に参加させていただき本当に感謝しています！ 
ありがとうございました♬ 
 

大学で研究活動と両立して、ネットで仕組みづくり！ 
現役理系塾講師の大学生Oさん 

ロジャーさん、 

こんにちは。お世話になっております。 
「仕組み化」という企画に参加したことで 
今後の計画をよりリアルに描けるようになりました。 
本当にありがとうございます 

この「仕組み化」という企画に出会ったおかげで 
より最短で収益化まで行ける道のりが見えました。 



先日までの私は、収益化するために昼夜問わず、 
「計画立てる＆調べる、少し準備する」を繰りかえしていました。 
何百時間使ったかわかりません。 

頭いいし勉強はできるけど、お金作れないよね。と親族・家族からは言われ
ていました。 
まあ、辛辣なことを言われていたわけです。 

・学業、特に研究が忙しすぎて準備にかけられる時間がないと思っていた 
・準備が遅いのは仕方がないと思いこんでいた 
・ブログにチャレンジするも、何をしていいいかわからない 

そんな状態に甘んじている自分からもっと具体的に作業を進め、 
本当に収益化できるところまでいけるものを探していました。 
有益な情報はお金で買うことを経験的に知っていたため、 
Rogerさんの企画を見つけた時はピンときました。 

この教材に出会ったおかげで、 

・考え方・思考が強化された 
・集客よりも根本的に大事な仕組み化を学び自分が動かなくても自動で収益
があがる 
　状態を構築していく準備を楽しく進められるようになった 
・これまでやってきたアウトプットの方法と同じで自信が持てた 

など、いろいろな学びがありました。 

ネットビジネスといえば、もっと地味で淡白なものと思ってましたが 

仕組み化で学んだ事によって起こった行動の変化は、 
人と接するコミュニケーションの面でも 
いい影響が出てきました。 

・今まで以上の教育効果がでてきたり、 



・パートナーとの関係性が前以上によくなったり 

とリアルでも効果が出ています。 

企画参加時にこれはいけるな！と思った直観は 
適切だったなと感じています。 

仕組み化に出会っていなければ、 
いまだに無駄な行動を繰り返していたと思います。 

最近うれしかったのは、 
周りの人たちから、「前にもまして毎日エネルギーにあふれてるね！」 
と言われたことです。 

これからも、仕組み化での学びを活かして 
さらに成長していきます！ 

この企画に参加させていただき本当に感謝しています！ 
ありがとうございました！ 

 

Q.返金保障はありますか？ 
A.ありません。 
商品の特性上、いかなる理由があろうと返金は致しません。 
しっかりと検討した上で、ご参加をお願いします。 
そもそも返金保障がないと動けない方は参加を控えてください。 

Q&A



Q.この企画に参加すれば絶対に稼げますか？ 
A.絶対とは言い切れません。何度もいうように 
どんなに有用な知識を学んだとしても実践しなければ、稼げません。 

逆に言えば、しっかりと学び、しっかりと実践すれば 
仕組み化の威力を実感し、利益を出すことができるでしょう。 

Q.初心者でも仕組み化は必要ですか？初心者でも大丈夫ですか？ 
A.初心者だからこそ仕組み化は必要です。 

仕組み化はビジネスにおいてスタートでありゴールです。 

初心者だからこそ、 
最初の方向性をミスって何をしていいのかわからない、 
成果につながることが出来ないという状態に陥りやすいです。 

そして、「仕組みのカラクリ」には 
私が初心者だったら、こんなこと知っておきたかった。 
という知識を詰め込みました。 

かなり噛み砕いて、再現性を上げるために 
徹底的に言語化して解説しているので初心者の方でも 
理解は難しくないと思います。 

この仕組み化の概念を学んでおけば、 
ライバルを置き去りにして、大きなアドバンテージ得ることでしょう。 

Q.仕組み化は飽和しませんか？ 
A.この世にネットがある限り、商売がある限り、飽和はあり得ません。 

仕組み化は、自動で価値を提供して 
収益を生み出すためのビジネスの原則です。 

SNSを使いましょうとか、外注を使いましょう 
といった戦術レベルの話ではないので、応用が利きます。 



Q.まだブログを持ってなくても大丈夫ですか？ 
A.逆に非常にチャンスだと思います。 

ブログ開設当初から仕組み化の概念を取り入れられるのは 
かなりメリットが大きいと思います。 

最初に道筋が見えた状態でブログを開設すれば 
回り道することもなくなるので、むしろ効率的です。 

私の人生は、冗談抜きで 
ビジネスによって１８０度、好転しました。 
  
  
毎日毎日、上司の顔色を気にしながら、 
降りかかってくる大量の仕事に圧迫され、 
最終的にはうつ病になり、身も心もボロボロになりました。 
  
  
  
私の人生は、こんなもんなのか？ 
  
  
そんなことを自分に問いかける夜。 
理想の人生と、現実の人生にギャップがありすぎて 
本当に苦しかったです。 
  
  
そんな苦しみからどうしても抜け出したくて、 

この企画に対する思い



自分の人生を楽しくする方法を模索し続けました。 
  
  
FXをやろうとしてみたり、 
よくわからない転売の教材を購入してみたり、 
副業セミナーに参加してみたりと迷走しまくっていました。 
  
  
そういった自分の迷走経験があるからこそ 
この手紙をみて頂いている方には、無駄に迷って欲しくない。 
  
そんな想いが、本企画である 
「仕組みのカラクリ」に込められています。 
  
ぜひビジネスのカラクリを知って世界を広げましょう！ 

ロジャー 

「仕組みのカラクリ」の内容を 
インターネット上の会員制サイトでコンテンツを受講できます。 

コンテンツとしては、 
トータル１０時間以上の動画教材をご用意しています。 

もちろん、企画参加者の質問や疑問に答える為に 
補足コンテンツは不定期で追加していきます。 
  
具体的な内容としては、 

コース内容と価格

オンラインコース



　ビジネス初心者でもわかるビジネスの全体像 

　自分が１秒も動かずに収益が生まれる「仕組み化」づくり 

　勝負する前から勝ちが見える！！発信テーマ決め方法 

　ライバルに勝つための徹底的なサイトコンセプト戦略 

　ビジネスの本質が見える〇〇思考とは？ 

　お客さんに愛され、売り上げが上がり続ける戦略とは？ 

　90％の人ができていない稼ぐための〇〇目線 

　人を動かし放題になる人間の本質を捉えた情報発信のカラクリ 

　オフライン事業経営者も知らない 
 売り上げを数十倍に跳ねあげさせる極秘戦略 

　ビジネスにも仕事にも恋愛にもスポーツにも 
 全ての問題を解決する最強の〇〇思考方法とは？ 

もちろん上記は、ほんの一部でしかありません。 
この辺りの「仕組みを構築していく上で必要な知識・思考」を 
会員制サイトとメルマガ補足コンテンツで提供していきます。 

よく聞かれることなので 
先に書いておきますが、オンラインでも十分すぎるほど 
「仕組み化」について学ぶことができます。 

このコンテンツを学習し終わった頃には 
世界の見え方が変わります。 

そして普段の生活で眼に映るもの全てが 
自分のビジネスの学習素材になる。 

それほどにこの世界は、商売で溢れかえっています。 



コンテンツの学習体系は、 
そもそもビジネスとはなんぞや？という 
超初心者レベルからスタートし、 

仕組み化の専門的なところまで 
かなり突っ込んで事細かに言語化し、解説しています。 

抽象的なことにとどまらず、 
具体事例にまで落とし込んで話しているので 

ぶっちゃけその事例をそのまま実行すれば 
十分稼げるレベルの内容になってます。 

実際に、先行して「仕組みのカラクリ」を学んだ方の中には 
たった２週間で初実績を叩き出した人もいます。 

巷に蔓延る小手先のテクニックとは 
一線を画す、本質をついた内容であると 
自信を持って言わせていただきます。 
そして、教材の値段ですが 
正直、ありえないほどの安い価格で販売します。 

値段は銀行振込で49800円（税込）です。 

分割払いが可能なクレジット決済は 
手数料を含めて、52000円（税込）です。 

ぶっちゃけた話、 
仕組みを作れる人って 
オフラインの経営者人もほとんどいません。 

だからこそ、 
仕組み化の概念を学んでいる人は希少価値が非常に高いです。 



これは実際にロジャー自信が 
オフラインの経営者と一緒に仕事をするようになってから 
仕組み化できる人間の希少価値に気づかされました。 

仕組みを作れる、概念を知っているというだけで 
一生モノの武器になります。 

自分で仕組みを作るのはもちろん、 
仕組み化を知らない経営者からコンサル契約取ってきても良いと思います。 

というわけで、一刻も早く 
仕組みを作り上げて、時給世界から脱出しましょう。 

娯楽を我慢して、節約すれば 
１ヶ月でどうにでもなるレベルの金額です。 

購入後の１ヶ月はオンライン講座に 
集中してもらうので遊ぶお金なんて必要ありません。 
会社の飲み会なんて行ってる場合じゃありません。 
新しい服を買ってる場合じゃありません。 

「仕組みのカラクリ」は俺が師匠から学んだことに加えて 
自分のビジネスで鍛え上げてきた思考や知識も追加しています。 

ここまでの値段にしたのは 
より多くの人に手に取って頂き、労働世界を抜け出して 
クリエイティブな時間の使い方をして欲しい。 



そう思ったからです。 

俺は、大学で800万円ほど学費をかけて勉強しましたが、 
大学で学んだことは、自動車メーカーでも現在も 
あまり活かすことのできない知識ばかりでしたが、 

俺は仕組み化の知識によって、大金を稼ぎ、労働から解放され、 
ここまで大きく人生を好転させてきました。 

それほどのパワーを秘めた、一生モノの知識です。 
この仕組み化の「カラクリ」を知れば 

仕組みを作ることもできるし、 
世の中のビジネスを分析し、見抜くことができるようになります。 

そして、どうすれば売り上げが 
上がるのかを理解できる脳になります。 

youtubeが稼げる！ツイッターが！フェイスブックが！などの  
巷の戦術レベルの教材やそこらへんの高額な起業塾よりも 
よっぽど実用的かつ汎用性の高いことを自宅でこっそり学べます。 

ビジネスの勉強は人生を大きく変えるインパクトをもたらします。 
本気で人生を180度好転させるつもりで来てください。 

値段は銀行振込で49,800円（税込）です。 

分割払いが可能なクレジット決済は 
手数料を含めて、52,000円（税込）です。 

クレジットカード払いの場合は 



決済システムとしてPayPalのアカウント開設が必要です。 

PayPalの登録＆アカウント開設は 
もちろん無料ですし、１分で完了します。 

なお、クレジット払いの場合は 
決済手数料分がかかるのでご了承ください。 

１２分割すれば4000円ちょいです。 
１日あたり136円です。 

毎日、お菓子を買う代わりに知識の貯金をする感覚で学ぶと 
かなり良い投資になると思います。 

オンラインコース　￥49,800（税込） 

 

このコースは上記のオンラインコースに加えて 
３ヶ月間の手厚いサポートがついたものです。 

まずこのコースの最大級のメリットとして 
「仕組みのカラクリ」を一通り学んでもらった後、 

サイトコンセプトや戦略の部分を 
ロジャーと一緒に作戦会議で決めます。 

申し込みはこちら

オンライン＋サポートコース

https://my72p.com/p/r/81mzFCrg
https://my72p.com/p/r/81mzFCrg


サイトを作っていく上で、 
最初のハードルかつ最大のハードルなのが 
サイトの戦略やコンセプトを決めるとこにあります。 

今までたくさんの人を指導していきましたが 
ここでつまずく人が非常に多く、 

「まず何を発信していけばいいかわからない」 
「自分が発信することはこのテーマでいいのか？」 

という不安を抱えてしまう方を何人も見てきました。 

やる気や熱意はあるのに、進むべき方向がわからない。 
これでは非常に勿体無い。 

どんなブログ、どんなビジネスでも戦略やコンセプトの部分で 
既に勝敗がつくといっても過言ではありません。 

もちろん、教材を見るだけでも 
このコンセプトの立て方は細かく解説していますが 

やっぱり最初は、自分の思考だけで決定するのは不安だ 
という方向けに、ロジャーが直接、戦略に入ります。 

正直、これは自分でもやり過ぎなぐらいのサービスです。 

要は、収益を上げ続けるようになるまでの 
超具体的なロードマップを、 
オーダーメイドで作り上げていくものになります。 

あとはそれを実行するだけでOKという状態まで持っていきます。 



さらにそれに加えて、 
進捗度に応じて迷いや疑問が生まれると思うので 
３ヶ月間のスカイプサポートをつけます。 

期間内は仕組み化に関することであれば 
いつでも質問可能なので、その都度、答えます。 

ほぼコンサルティングみたいなものですね。 

最後にもう一つ、 
諦めないための仕組みを取り入れます。 

ネットビジネスで結果を出すまでの最大の敵は 
なんだかわかりますか？？ 

それは自分です。 

稼げる人と稼げない人の違い、それは当たり前のことですが 
ネットビジネスで稼ぐことを諦めるか、諦めないかです。 
  
  
ネットビジネスは、誰にでもすぐに始める事ができるので 
非常に理想的なビジネスモデルになります。 

始めるのが簡単だからこそ、辞めるのも簡単です。 
  
ネットビジネスに挑戦する人の誰もが経験する事ですが、 
別に今日頑張らなくても、マイナスにはならないので 
  
  



「今日はブログはいいや。明日から頑張ろう…」 
  
「あーめんどくさいな。今日は忙しかったからまた明日」 
  
「うわー２日間なにもやってねえ…ダメだ…」 
  
「向いてなかったんだな…やめよう、ビジネスは諦めるか。」 
  
  
という現象が起こります。 
初心者だった頃は、私もこんな風になりました。 
  
  
そしてまた、「ネットビジネスを頑張れない自分」に対して 
自己嫌悪し、どんどん病みループの沼に落ちていく。 
これは非常にもったいない状態です。 
頑張って稼いでやる！という向上心はあるのに 
モチベーション管理の方法を知らないだけで諦めてしまう。 
  
  
また、 
「次は一体、なにをすればいいんだ？」という迷いも 
ネットビジネスを諦める大きな要因の一つです。 

  
「今、自分がやっていることは正しいことなのか？」 
「もしかしたら、ただ無駄な記事を生産しているだけなのでは？」 
「わからない。わからないからもうやりたくない。」 
  
  
こうやって諦めてしまう人は非常に多いです。 
しかし、ネットビジネスを諦めるということは 
1000万円以上をドブに捨てることと同義です。 
  
  



諦めずに、正しい知識を学び、正しく努力すれば勝てる。 
だからこそ、オンライン＋サポートコースでは 
半強制的に成長と行動を進めるために  
  

「ノルマ宣言制度」を導入します。 

これが非常に好評で、 

今までサボりまくって自己嫌悪してた人も  
継続的に毎日、コツコツ作業を進めることができて自信ついた！ 
という声を頂いています。 

具体的にノルマ宣言をどうやってやるのか？という点ですが、 

例えば、 
「今日は１記事作成します。」とノルマを宣言したとします。 

こうやって直接、ロジャーに宣言をすれば、 
ノルマを終わらせないと、カッコがつかないので強制的に作業が進みます。 

ノルマの内容は、 
自分自身で今日達成できるであろうノルマを宣言してもらう形です。 
  
こうすることで、ダラけることもなく継続的に行動量を維持できます。 
人に見られているということによってモチベーションも維持しながら 
ガンガン前進していく事が出来ます。 

とはいっても別にスパルタって感じでもなくて 

「自分が出来る分の作業をノルマに設定し、ロジャーに宣言する」 
ということをやっています。 

もちろん、会社の仕事や家庭のことなど 



それぞれの事情があると思うので 

「今日は本を１ページ読みます」とかでも全然OK 
とにかく歩みを止めないこと。 

これが諦めないための最重要事項です。 

というわけで、オンライン＋サポートコースでは 

「仕組みのカラクリ」のコンテンツに加えて 

・オーダーメイドで成功までのロードマップ作成 
・３ヶ月間質問し放題のスカイプサポート 
・ノルマ宣言性による半強制成長制度（希望者のみ） 

が付いてきます。 

ぶっちゃけ、 
ロードマップ作成だけでも相当ヤバイです。 

初心者が迷い、行動を止めてしまう最初の部分を 
全部ぶっ壊した状態で、あとはもう走るのみ。 

もちろん走るのは俺ではなく、 
ご自身で作業を進めサイトを構築していく形ですが 
ゴールが見えているというだけでかなりのアドバンテージです。 

要は、かなりのロケットスタートを切れるので 
迷いや不安を感じずに、ズカズカ進めたい人にはオススメです。 

値段は銀行振込で198,000円（税込）です。 



分割払いが可能なクレジット決済は 
手数料を含めて、206,000円（税込）です。 

クレジットカード払いの場合は 
決済システムとしてPayPalのアカウント開設が必要です。 

PayPalの登録＆アカウント開設は 
もちろん無料ですし、１分で完了します。 

なお、クレジット払いの場合は 
決済手数料分がかかるのでご了承ください。 

１２分割すれば16000円ちょいです。 
１日あたり5００円ちょいです。 

毎日のワンコイン投資で 
労働世界をさっさと抜け出すのは如何ですか？ 

オンラインコース　￥198,000（税込） 

 

オンラインコース、オンライン＋サポートコースに加えて 
１年間or半年のマンツーマン指導が受けられるコースです。 

申し込みはこちら

マンツーマンコンサルティングコース 
（審査あり）

https://my72p.com/p/r/scCXqb4t
https://my72p.com/p/r/scCXqb4t


もっと個別に、自分だけの指導を受けたい！ 
という方向けです。 

毎日質問ができますし、 
直接、通話で相談もできます。 

このコースは一番高いですが、 
一番コストパフォーマンスが良いです。 

最短最速最高効率でレベルアップしたい方向けです。 

仕組みのカラクリに留まらず、 
ロジャーの持てる全てを盗み取ってもらいます。 
公に語ることのできない裏技も含めて全て学んでもらいます。 

今回の仕組み化はもちろん、 
自分は労働なしで自動で記事を生み出す「外注化」や、 
収益を上げ始めてからビジネスを加速させるための「広告運用」、 
人を動かすには？ファンをつけるには？などの本質的知識、 
そして自分一人でも収益を生み出せるようになるための戦略的思考能力、 
ビジネスに取り組み、結果を出していくためのマインドなどなど 

要は、何もかも全てです。 

もちろん、成長したら一緒にビジネスすることもありますし、 
実力がつけば知り合いの経営者にも紹介します。 

もちろん希望があれば 
ロジャーと直接会うのも全然OKです。 

この前もコンサル生が初実績を出してイケイケになってきたので 
夜の東京タワーが綺麗に見えるバーで祝杯を挙げてきました。 



自分で言うのもなんですが 
直接、指導してることもあって教え子たちは 
他の人たちとは全くレベルが違います。 

アイデア力、分析力、ライティング力、 
アウトプットの質といった技術的なとこはもちろん、 
マインドの基準値が一般人とは一線を画すレベルです。 

マンツーマンコンサルティングコースでは 
少なくとも、ロジャーと同等レベルにはなってもらいたいので 
思考のトレーニングから、記事の添削まで 
超細かいとこまで具体的に、個別指導していき、 
半強制的に成長してもらいます。 

あとは、一緒に戦略を考えながらビジネスを構築していくので 
いちいち迷ったり、つまづいて行動を止めることもないです。 

もちろん、サイトコンセプトも 
ロジャーと直接、作戦会議しながら決めていきます。 

ただ、何もかもロジャーがと言うわけではなく 
最終的には俺の手を完全に離れていても 
稼げる人間になってもらいたいので、 

あくまでご自身の努力に加えて 
ロジャーが顧問として存在するということになります。 

なので当たり前ですが 
１日で即稼げるというわけではありません。 

能力なくして、結果は出ません。 
出るとしたらそれは、宝くじくらいです。 



ただ、必然的に近くにいる時間が 
圧倒的に長くなるので、レベルは確実に上がります。 

なんと言おうが、 
どれだけ弱音を吐こうが、半強制的に俺が能力を上げます。 

なので、このコースは、 
自分が置かれている環境がガツンと変わるコースです。 

やる気でないな～とか 
なんかやる事が迷っちゃうな～って状況になれば 
そこも含めてトータルサポートします。 

知識は武器であり、思考は武器の使い方。 
それでいうと、環境を変えることは 
戦うための精神力が手に入るかと思います。 

なので、「本気で人生を変える」という熱意と覚悟のある人だけ 
申し込んで頂きたいなと思います。 

お小遣い稼ぎを目的としている人には 
全くもってオススメはしません。 

というか、そういう目的の方に幾ら指導料を 
積まれたとしてもやりたくありません。互いに不幸になります。 

俺と一緒に、数億～数百億の世界を目指してやる！ 
ロジャーを超えてやる！くらいの気持ちの方は 
年齢、性別、経験問わず大歓迎です。 

俺自身は単にネットビジネスだけにこだわってはいなくて 
将来的には、世界中の「教育」に革命を起こしたいので 



同じように何か社会に貢献し、大きなインパクトを与えつつ、 
利益を出すような商売を一緒に作っていけたらなと思います。 

このコースは、マンツーマン指導なので、 
リアルな時間と相当なエネルギーを注いでいきます。 

一人一人の指導の質は絶対に落とすつもりはないので 
物理的に指導できる人数も限られている関係上、 
価格は下記の通りです。 

色々なところからの引き合いが増えてきているので 
今後もずっとこの値段とは言えません。 
この先、値上げはあっても値下げは絶対にありません。 

あと、軽く審査があります。通話面談です。 
通話すること自体にビビる人はこのコースは控えておいてください。 

審査自体はもちろん無料だし、直接俺と会話できるので 
とりあえず興味あれば審査申込してもらえればと思います。 

マンツーマンコンサルティングコース（半年間）　￥500,000（税込） 
マンツーマンコンサルティングコース（１年間）　￥800,000（税込） 

特定商取引法に基づく表示 
運営者ブログ

審査申し込みはこちら

https://my72p.com/p/r/E51OLrPc
https://startyourenginebrrrrr.net/?page_id=2566
https://startyourenginebrrrrr.net/
https://my72p.com/p/r/E51OLrPc

