
11/30　人生革命セミナー参加者限定の特別案内 
収益を上げるためのライティングの型を学べる企画 

人生革命セミナーでは、主に 
ビジネスとはなんぞや？というところから 
集客⇨教育⇨販売というプロセス、 
実際に収益を立てるまでの方法など 

主にマーケティング寄りの話を中心にしましたが 
今回のライティングの型を学べる企画では 
 
記事の書き方や、教育をどのようにコンテンツに落とし込むか？、 
売れるために必要不可欠なライティングの“型”、 
やってはいけない文章の書き方など、 

勝手に収益を上げてくれる 
コンテンツの作り方を話していきます。 

セミナーとは違い、動画教材になるので、 
潜在意識に入るレベルまで何度も何度も復習できます。 



セミナーでもお話しましたが、 
ビジネスは何事も掛け算です。 

集客✖教育✖販売＝収益 

どんな商売でも、 
この方程式からは絶対に外れません。 

どれだけ大量に人を集客しても、 
売る商品の教育が出来ずに 
誰にも興味を持たれなければ収益はゼロです。 
 
集客１億人✖教育０％✖販売０％＝０円 

逆に、集客も教育も販売も 
そこそこ出来ていれば収益は上がるようになります。 

１万円の商品を売るとしたら 

集客100人✖教育50％✖成約率50％＝25人に販売＝収益25万円 

至極、簡単な方程式ですが、 
出来ている人は本当に少ないのが現実です。 

ぶっちゃけ、ネットビジネス実践者や 
世の中のブロガーと言われる人たちは 

何もかも、集客しか見えてません。 
正直、視野が狭すぎて、笑えてきます。 



 
試しに「webマーケター」とかでググってみてください。 
 
マーケティングという言葉を使ってるくせに 
出てくるのはSEOで集客だ！広告で集客だ！ 

呆れるほどに、本当にこればっかです。 
もちろん集客も必要ですが、それだけじゃダメ。 

セミナーで話したように大事なのは 
集客✖教育✖販売、この一連のプロセスです。 

世の中の多くのネットビジネス実践者や 
ブロガー、webマーケターと言われる人間が 
やってるのは方程式で言えば、同じく1万の商品を売るとして 

集客✖教育✖販売＝収益 
100人✖ １% ✖ １%  ＝１人＝1万円です。 

効率が悪すぎて、悲しくなってきます。 

でもここにしっかりとコンテンツ力を入れる、 
教育や販売にも力を入れるとどうなるか？ 

集客✖教育✖販売＝収益 
100✖ 60％ ✖ 60％ ＝36人＝36万円です。 

たった100人の集客でもこれだけ差が出ます。 
もっと高い商品を扱うなら、もっと差が出ます。 



集客数が1000人、１万人…となると、 
もっともっともっと利益の差が広がっていきます。 

さらに残酷な現実を言うと、 

・集客 
・教育 
・販売 

この中で、集客がもっともコストがかかります。 

コストというのは「時間」という意味でもあり、 
「お金」という意味でもあります。 

例えば、グーグルの検索から 
集客するSEO対策をした記事を作る場合。 

どんなに良い記事を書いたとしても 
グーグルの検索上位に上がるまでは 
３ヶ月～１年くらいの時間がかかります。 

そして記事もたくさん書かなければいけません。 
「時間」というコストがかかります。 

もしくは広告を打って強制的に集客する場合。 
これはわかりやすく、 
広告費という「お金」のコストがかかります。 



しかし、教育や販売といったプロセスは 
一度作ってしまえば、それ以上コストはかかりません。 

売り上げ100万を目指すにしても 

集客✖教育✖販売＝収益 
100万人✖1％✖1％＝100人＝収益100万円 

↑こんなコストがかかるやり方よりも 

集客✖教育✖販売＝収益 
1万人✖10%✖10%=100人＝収益100万円 

こっちの方がよっぽど現実的だし、効率も良いですし、 
この状態が出来たら、売り上げた一部を広告費に使えばいい。 

人生革命セミナーでは、 
俺が使っていたパソコンのmac book Proを 
例に話しましたが、いきなり商品を持ってきて 

「これ、30万円のPCです。買いませんか？」と言って 
買う人なんぞ、ほぼ存在しません。 

ですが、俺があの時ちょろっとmacの話をしただけで 
 
「なんかちょっと欲しくなってきました。」なんて 
言ってくれる方もいましたよね。 

まさにあれが集客⇨教育⇨販売のプロセスです。 



じゃあ教育や販売には何が必要か？と言われれば 
そこには先ほど言ったように 

コンテンツ力が必要になってきます。 
もちろん、集客にもコンテンツ力は必要です。 

で、今回の企画では、 
そのコンテンツ力を急激に伸ばしてもらいます。 

動画教材の内容としては 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
・一発で自分の世界に引き込む物語の威力 

情報を発信していく限りは、自分の魅力を発信して 
自分がお勧めするアイテムを魅せなきゃいけません。 
そのためには、「物語」が必要なのです。 
嘘をかけというわけじゃなく、真実の物語を作るんです。 

・世界中のヒット作品には共通点がある。 
　売れるストーリー構築の絶対法則 

世の中の全ての映画、アニメ、漫画、小説。 
ヒットした作品には全てこの「秘密の法則」があります。 
世のヒット作を研究し尽くして得た知見を公開します。 

・コンテンツを作る上で、絶対にやらなきゃいけないこと 
　絶対にやってはいけないこと 



これをやったら魅力が下がってしまう表現。 
これを入れるだけで魅力が上がる表現。 
文章には、それだけの差をつける「秘めた力」があります。 

・記事がスラスラかけるようになる魔法の思考 

１記事書くのに、数時間かかっていた俺が 
少し思考を変えてやるだけで、40分でハイクオリティな 
コンテンツを生産できるようになりました。その思考を授けます。 

・記事を書くうえで超えなければならない４つのハードル 

人間は無意識化で、様々な「判断」を下しています。 
その無意識化の判断で、見捨てられない、飽きられない 
コンテンツを作るには４つのハードルを超える必要がある。 

・どんなものでも売れる、悪魔のセールス術 

これは悪用厳禁です。これを知っていれば、本当にどんなものでも 
売れてしまう。そんな恐ろしいセールス術ですが、 
正しく使えば最強の武器となります。 

・何を書いたらいいかわからない！を脱出する 
　記事のパクり方セミナー 



これはネットビジネス実践者のよくある悩みですが、 
正直、パクリでいい。ただ、パクリと言ってもコピペではなく、 
パクリ元よりも更に面白いコンテンツを作ることが可能です。 

・文章でなんて表現したらいいのかわからない。 
　〇〇するように書けばいい。 

何が言いたいのか、自分でもわからなくなる。 
そんな悩みはもう終わりです。わかりやすい文章を書くには 
〇〇するように書くだけ。 

・限られた時間で着実に資産を増やす時間管理 

仕事が忙しくて、なかなかビジネスをやる時間が取れない。 
それは勘違いに過ぎません。有効時間を濃密にする、 
時間管理術を使いましょう。 

・感動させるコンテンツのレシピ 

人の心を動かせるコンテンツは最強です。人間は感情の生き物で
す。理屈で商品をセールスしても99％売れません。感動させるコ
ンテンツを量産しましょう。 

・恐ろしいほどに読まれる興味づけ講座 

せっかく書いた記事が読まれない。こう嘆く人は多いですが、 
それは人間の興味をひけていないから。興味づけを学ぼう。 



・ロジカルライティング 

世の中には、賢い人間がたくさんいます。そういう人間ほど、文章
がロジカルに綴られているのか？に敏感に反応します。ロジカルな
思考を身につけて、アホにも賢者にも刺さるコンテンツを作る。 

・背中で魅せる文章術 
優秀なセールスマンほど、セールスをしません。 
それでも利益をあげます。優秀なセールスマンが 
無意識にやっている術を体系的にわかりやすく解説します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ざっとこんな感じですが、上記は一部になります。 
 
他にも、セミナーで話した 
たった２週間で７０万円稼いだゼロイチ達成法の 
具体的な手順も含めて、より詳しくマニュアル化してお送ります。 

実際にロジャーは上記のことを学んで 
ネットビジネスを開始してから 
たった１ヶ月で30万円の利益を達成し、 
それからずっと利益は上がり続けています。 

集客が弱く、アクセスがほとんど集まっていない状態でも 
集客⇨教育⇨販売の一連の流れを 
構築したからこそ為せることです。 



特に、ネットビジネス初心者の方は 
ライティングやコンテンツづくりを学ばなければ 

スタートから「何したらいいの？」という地獄状態に陥り 
初っ端から歩みを止めてしまいます。 

俺自身も、ネットビジネスをやり始めた直後は 

・何を発信したらいいかすらわからない 
・記事に何を書いたらいいのかわからない 
・何をネタにしてコンテンツを作ればいいかわからない 

という八方塞がり状態でした。 
もう自分に自信がなくなるほどに… 

絞り出したネタで記事を書こうと思っても 
書いているうちに自分が何が言いたいのかわからなくなり 
混乱しているうちに、５時間も時間が過ぎていた… 

なんてこともザラにありました。 

理想的なビジネスモデルであるネットビジネスを 
やりたくて仕方ないのに、やり方がわからない。 
 
そんな何も生み出せない自分に苛立ち、 
悔しくて悔しくてたまらない時期もありました。 

数時間かけて、なんとか生み出した記事も、 

「もしかして、これ、ゴミ記事なんじゃ…？」 



という不安が拭えず、結局 
記事を公開せずに自己嫌悪に陥ったこともあります。 

そんな俺を救ってくれたのは、 
やはり「学び」以外の何者でもありません。 

収益を出すためには、コンテンツの“型”があります。 
才能や努力の問題じゃありません。 

売れるための“型”を使えているかどうか？で決まります。 

逆に言えば、どんなにアホでも 
売れる“型”を使って、プラモデルを組み立てるように 
コンテンツを作っていけば、成果につながってしまいます。 

本企画のタイトルはこれです。 

画竜点睛 

画竜点睛という言葉は元々、中国で 
お寺の壁に描いた竜に睛（ひとみ）を描き入れたら 
たちまち雲に乗って昇天して行った、という故事が由来です。 
そんな話が由来となって、「画竜点睛」という言葉は 

物事や文章において、最も重要な部分のこと 

という意味を持っています。 



コンテンツや文章を作る上で、 
この知識・この要素なしでは完成し得ない、空高く飛び立てない。 

本企画は、まさに「画竜点睛」を 
濃密に詰めこんだ企画になっています。 

最初だからこそ、ライティング力やコンテンツ力をつけて 
しっかりと着実に成果を積み上げていって欲しい。 
そんな思いを込めて、この企画をお届けします。 

価格 

セミナーでも話した通り、 
29800円（税込）です。 

メルマガで正式リリースの際は49800円で販売予定です。 

ちなみに企画内容を師匠や他のビジネスマンに話したら 
安すぎてそれはヤバイと言われました。汗 

「俺だったら30万で売る。とりあえず５万はやりすぎ」 
と言われてしまったんですが、 

本企画の内容は、初心者でも玄人でも 
必要不可欠な要素を詰めこんだので 
かなり思い切って、この値段設定です。 

ちなみに俺はこの知識を得るために 
１００万以上投資してます。 



それでも100万以上の価値はあったと確信してます。 

実際に100万以上の収益でリターンしてきてるし、 
今後もずっとこの学びで生み出したコンテンツが 
自分のお店の従業員となって働いてくれるわけですから。 

そんなわけで、この価格は 
今後値上げすることはあっても値下げはありません。 

納得して頂ける方、価値が分かる方のみ 
手に取って頂ければと思います。 

加えて、この案内は先行参加募集ですので 
教材の内容に対して、意見や質問を 
バンバン飛ばしてもらってOKです。 

参加者の皆さんと一緒に教材をよりわかりやすく、 
実戦向けの内容にブラッシュアップしていけたらと思います。 

なので、俺の教材の制作過程も見れてしまうので 
そう言う意味でも、先行で参加しておくとお得だと思います。 

あと、ちょいちょい聞かれることがあるので 
俺のコンサルティングについて一応書いておくと、 



マンツーマンコンサルティングは 

１年間で80万円（税込） 
半年間で50万円（税込）です。 

もちろん、今回の「画竜点睛」の教材も渡しますし、 
その他の俺がリリースしている教材も全部渡します。 
あとはコンサル生にしか公開していない教材もあります。 

教材だけではなくて、俺が持っている 
知識や思考法、アイデア何もかも全てを学んでもらいます。 

要するに、何もかも全てです。 

あとはセミナーで話した記事を書いてもらう外注さん向けに 
使っている自動教育システムも授けます。 
この時点で集客に関しては、心配いらないですね。 

あと2020年にリリース予定の教材も 
いくつかあるので、コンサル生の場合はそれも全てあげます。 

あとは、実力がついてきたら、 
経営者とかその他人材を紹介すると思います。 

マンツーマンで毎日、連絡を取りながら 
一緒にビジネスを組み立てていく、と 
考えるとイメージしやすいと思います。 



価格に関しては、ここ最近、色々なところから 
引き合いが増えてきてしまっているので 

マンツーマンの指導に関しても、 
値上げはあっても値下げはないです。 
次に一人でも生徒さんきたら、100万以上にする予定です。 

なので、コンサルティングは 
ガッツリ環境変えて、本気で人生を変えたい人だけです。 

少なくとも、１年以内に年収1000万超えてやる！ 
ってくらいに考えてる人には合うと思います。 

逆に、月30万くらいの小銭稼ぎしたい 
って人はこちらからお断りします。 

やる気は満々だけど、そんな安い金額じゃないので 
分割にしたいとか、ちょっと時間くれとは柔軟に対応します。 

とりあえずコンサルに関しては 
どんなことやるか？何が学べるか？を通話で詳しく説明します。 
なので興味あればとりあえず下記から通話を申し込んでください。 

というわけで 
企画で会えることを楽しみにしています。 

参加申し込みは下記のリンクからお願いします。 
リンクがうまく反応しない人は、メルマガからも飛べます。 
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 



画竜点睛～売れる文章術～の申し込みはこちら 
https://my72p.com/p/r/zvcbl0PO

マンツーマンコンサルティングの申し込みはこちら 
（コンサルの場合は、申し込み後に軽い審査があります。） 
https://my72p.com/p/r/28bLm7qq

教材のリリースは12/15を予定しています。 
先行参加の申し込み期限は12/5(木)です 

それ以降は締め切ってしまうので、ご了承お願いします。

https://my72p.com/p/r/zvcbl0PO
https://my72p.com/p/r/28bLm7qq

