
どうも、ふっさんです。 

今回、 

◆ 顔出し無し、初期費用0円で利益を出す方法に興味がある人 

◆ ウェブマーケのプロとして仕掛ける側にまわりたい人 

◆ 「億」を視野に入れて本格的な仕組みを作りたい人 

◆ 具体的な事例を見ながらショートカットして稼ぎたい人 

◆ 希少価値が高くてあらゆる市場で一生使えるスキルを得たい人 

向けに、企画を用意しました。 

これまでの企画のなかで 

最もビジネスの事例を暴露していて、 

儲かることに特化した本気の企画です。 

年間1000万以上は情報投資 僕自身、 しているし、 

ビジネスの実験にかかったコストも含めると 

1億以上はかかっている計算になります。 

つまり情報の仕入れにそれだけお金がかかっていて、 

成功の本質だけをギュッと凝縮して 

よりシンプル化した形で伝える講座 になります。 

参加すれば僕と同じかそれ以上の超人的なレベルまで 

ビジネス力が飛躍的に進化する ことを約束します。 

あまりにも強力すぎるゆえに、 

一定の覚悟を持ったモラルのある人にのみ 

受け取って欲しいと思って、いま手紙を書いています。 

先に断って置きますが、 

過去最高の企画ゆえに参加費も過去最高 です。 

僕は安すぎると思って提案していますが、 

本気じゃない人はページを閉じてくださいね。 

それでは、始めます 

クレイジーな 
DRMの世界 

僕はビジネスをスタートして、 

たったひとつのビジネスモデルを極めてきました。 

DRM(ダイレクトレスポンスマーケティング) それが です。 

DRMについて説明すると長くなるので省きますが、 

シンプルに言うとDRMとは 

「商品を売るマーケティング手法」 

のことです。 

DRMを極めたことで僕は人生を変えたし、 

いまでも多くのメリットを受け取ってます。 

たとえば 

◆ 集客をがんばらずとも、放置で次々と見込み客リストが取れる。 

◆ 経営者やフリーランスに会うとかなりの確率でビジネスを教えてくれと頼まれる 

◆ 対面で会わずとも「商品を売って欲しい」というメッセージが毎日くる 

◆ 単価50万、100万といった商品がインターネットだけで売れてしまう 

◆ 大金を払ってでも会いたいと男性にも女性にも言われる 

◆ ふっさんの仕組みをほぼ丸パクリした読者さんが月収600万 

などの現象が起こります。 

これはDRMを学んでる側からすると 

当たり前の日常なのですが、 

一般的にみるとクレイジーな世界に見えるみたいです。 

ですが、僕だけでなく、 

DRMを使っている僕の周りも 

同じような現象を楽しんでいるようです。 

そして、インターネットビジネスとDRMはすごく相性が良く、 

たった一人で家にいながら仕組みを作ったのに 

年間1億を自動で稼ぐレベル になってしまいました。 

僕はDRMを初心者の頃から使っていて、 

あっさりと成功してしまったことから 

自分のことを天才と勘違いしていましたが、 

実は能力がめっちゃ高いわけではなくて 

DRMのビジネスモデルが優れているだけ でした。 

だから自動化が当たり前だと思っていたし、 

1000万〜3000万の収益を出して普通、 

という思考だったんですね。 

スタート地点で最強のビジネスモデルを学べたのは 

この上なく幸運なことだったと思います。 

2日で組み立てた戦略で 
売上2000万超えの秘密 

僕は新しい商品をプロモーションしたり 

新しいビジネスに挑戦するときは、 

戦略 勝率を限界まで高めるために を練ります。 

たとえば、去年プロモーションした商品は、 

コンセプト設計〜販売までの設計を 

すべて自分で組み立てました。 

2日間 その戦略策定にかかった期間は 。 

紙をペンを持ってカフェに閉じこもり、 

カリカリと戦略を練っていました。 

そして、その戦略を元にプロモーション開始。 

最終的には販売開始後5日間で、 

2000万の売上が発生 しました。 

コンテンツ販売なので90%以上が利益 です。 

そこに加えて、自動でまわしている資産から 

1500万の収益が乗っかってきたので、 

トータル月収3500万を突破 その月は しました。 

その結果を周りの経営者に報告したら 

「凄い！」と言われましたが、 

僕は「あ、目標を達成できてよかった」という感覚。 

なぜなら、戦略を作り込んでいたので、 

商品が売れることがあらかじめわかりきっていたから です。 

だから、どちらかというと 

無事に目標を超えられてホッとしたという 

安心感のほうが大きかったですね。 

そして、そのあとすぐに 

集客→商品販売→サポートの流れをすべて自動化。 

自動化したら資産になるため、 

毎月の利益が+120〜180万ほど増えました。 

戦略を作るのにかかった時間はわずか2日間です。 

このように、思考を鍛えると、 

1日2日あれば8桁を軽々と生み出す戦略を作れます。 

僕の周りには、同じ要領で 

1億とか10億の戦略を描く人がいるので、 

まだまだ修行を積んでいきたいですけどね。 

実業にDRM使ったら 
集客しすぎてパンク 

僕はいま、タピオカ屋を経営していて 

さらにパーソナルジムを4店舗経営しています。 

DRMはインターネットビジネスだけでなく 

実店舗にも使えるかな？と思い、 

試しに実験してみたところ大ヒット。 

オープン初日に大行列を記録。 タピオカ屋は 

飲食店なのに1日30万も利益が出る という 

異次元な成果を生み出しました。 

また、DRMの集客術を使っていたため 

コロナ禍&冬の到来&タピオカブームの終焉 

黒字化。 にもかかわらず、 

ライバルがバッタバタ潰れるなかで、 

うちの店舗だけ生き残って 

いまは市場を独占しています。 

また、パーソナルジムのほうも、 

DRMの戦略を使ってスタート。 

僕が出店したエリアで 

DRMを使っている店はひとつもなく、 

開始7日目で毎日3〜4件の予約が入る状態 になりました。 

顧客単価は計算すると ちなみに、 

25万〜30万 ほどです。 

予約が溢れてしまって 

1店舗だけでは抱えきれなくなり、 

急遽その店の近くに新しい店舗をオープン。 

いまはその店舗も予約できない寸前の状態まできています。 

パーソナルジムはサブスクリプションモデル(月額課金制)なので、 

ずっと安定して収益が入り続けてきます。 

実店舗ビジネスをやってみてよかったのが、 

やはりDRMはどの市場でも通用する 

ということを再確認できたことです。 

特に地方にもなるとウェブマーケやってる人は 

ほとんど皆無になってくるので、 

その市場で圧勝することすらできます。 

また、実店舗をやってみて思いましたが 

やはり利益を追求するだけだと 

インターネットでDRMをやったほうが儲かります。 

特にコンテンツ販売がおすすめですやはり。 

デメリットは、 あまりにも効率が良すぎて、 

DRM×コンテンツビジネス以外に 

やる気なくなる問題 は確かにあるかなと。 

いまは実店舗のほうは社員に任せて 

ほぼ自動でまわっているので、 

5店舗やっていて僕が働く時間は月に1時間ほど です。 

(収支のチェックと広告の指示を出すだけ) 

DRMと実店舗ビジネスを組み合わせれば 

速攻で利益を出すことができますし、 

やはり社会的信用がついたのが大きいですね。 

飲み会とかでも、パーソナルジム4店舗やってまして〜 

と言ったら、「あ、ちゃんとしてる人なんだ」ってなります。 

これ便利ですね。 

情報発信してる上でもブランディングになるので、 

集客がかなり楽になりました。 

ライバルで実業やってる人ってほとんどいないので、 

それだけでも割と差別化になります。 

企画のなかでもセミナー用意してるので、 

興味ある人は学んで挑戦してみてもいいと思います。 

まずはDRM×コンテンツ販売で利益を出して、 

自由自在にDRMを使いこなせるようになったら 

そのあと挑戦するのがスムーズ です。 

億を当たり前に稼ぐ人から 
DRMのスキルを盗んだ 

僕がDRMの存在を知ったのは、 

32万の高額塾に参加して出会った 

21歳で年商3億を稼ぐコピーライターと出会ったことです。 

衝撃でしたね。 

当時大学2年生のふっさん少年は、 

歳が一個しか変わらない先輩を間近で見て、 

シンプルに「おれもこうなりたい」と思いました。 

まるでハリウッドスターを見ている気持ちです。 

人間、本物を見てしまうと 

スイッチがカチッと入るみたいです。 

そして、そこから猛勉強を開始。 

DRMを実践してデータを取りながら、 

儲かったお金はすべて情報に投資して 

思考を磨き続けてきました 

年商1億を5年連続自動化してる先輩から 

70万の教材を買って 

他人に説明できるレベルまで落とし込んだり、 

インターネットだけで累計15億を稼いだ起業家に 

600万のコンサルティングを申し込んで 

近くでマーケティングのやり方を盗んだり、 

年商10億を稼ぐ友人から効率化を学んで 

商品がスムーズに売れる流れを組んだり。 

とにかくDRMの本質を学びまくり、 

研ぎ澄ませてシンプル化する努力をしてきました。 

DRMを極めていくと そして面白いのが、 

思考がシンプルになってきて、 

みんな同じ考え方になってくる ってことです。 

「DRMって結局、これとこれをやればいいよね」 

という思考が一致してくるんですね。 

いやー、極めたら本当にシンプルですよ。 

この思考に到達できたら、 

ぶっちゃけ商品が売れすぎて 

笑いが止まらなくなると思います。 

暇な金持ちの儲け方 

僕にビジネスを教えてくれた彼らにとって、 

「億」を稼ぐのは当たり前の世界観 です。 

ちなみに、暇な金持ちの 

お金の稼ぎ方のパターンは共通しています。 

いままで色んな人と会ってきましたが、 

儲かっている経営者ほど働いていません。 

1年のうちのほとんどを 

飲みに出かけたりゴルフいったり 

本を読んだりしながらゆっくり過ごして、 

遊んでいる最中に儲かる情報や 

ビジネスモデルへのアンテナを貼っておく。 

そして「あ、これ儲かる！」と確信したら、 

一気に1ヶ月集中して仕組みを作る んです。 

1年のうち2ヶ月間だけがんばって1億稼ぎ、 

残り10ヶ月は遊び倒している、 

なんて人も周りに結構います。 

ちなみに僕がビジネスを教わった人は、 

半年だけ真剣にDRMの仕組みを作り込みました。 

そしてその仕組みが5年間ずっとまわり続け、 

毎年1億稼ぎ続けています。 

プライベートのSNSを覗いても、 

料理をしたり音楽活動をしたり旅行に出かけたりと、 

まじでこの人働いてないじゃん・・・ 

と嫉妬してしまうくらい、 

自動化を極めていました。 

暇な金持ちって、トコトン情報を大事にする んですよ。 

一度、資産20億くらい持ってる人と飲んだとき、 

僕もその人から金融について教えてもらったので 

お礼にネットビジネスを無料で教えようとしました。 

ですが、その話を途中で遮られて、 

「ごめん、やっぱお金払わせて！ 

そのほうが真剣に教えてもらえそう。 

振込先教えてよ」 

と言われて、教えたら、 

50万 すぐに を振り込んできました。 

お金をもらってるので、 

そのあと根掘り葉掘り聞かれて全部答えたし、 

実際に儲かってる事例なども共有することになりました。 

もう次の日にはブログをスタートしていて、 

ああ、金持ちってこのスピード感で動くから 

金持ちになってるんだなと思いましたね。 

たった1〜2ヶ月で 
仕組みを作れたら？ 

僕はよく、周りの人に 

「仕組みを作るスピードが速すぎる」 

とよく言われます。 

思い返してみると確かにそうだなー 

と思うこともあり、たとえば 

◆ たった一週間で作ったステップメールから 累計600万以上の利益を出したり、 

◆ 1ヶ月で作った単価5万の商品が 累計1000本以上もロングヒットしたり、 

◆ 3時間で考えた文章で単価200万の商品をネット上だけで7本売ったり 

こういったスピード感で動いてるので、 

資産を作るのが早く見えるのかなと。 

でも、このカラクリは至ってシンプルで、 

結論からいうと 

「なにをやるべきか知っているから」 

なんですね。 

DRMの全体像を知っているし、 

教材を学びまくったから 

事例も大量にストックされている。 

ワンパターン戦法 だから、ぶっちゃ なのです。 

Aをやって、Bをやって、Cをやって、 

あー、Dになったから次はEだな 

という風に、次々と一瞬で答えが出てきます。 

ゆえに迷うことがありません。 

まるでゲームの2周目をプレイしている感覚なので、 

すべての行動が即断即決 なのです。 

しかも、序盤で戦略をしっかり作り込むので、 

失敗するかもしれない、 

という不安が微塵もありません。 

やる前から、商品が売れるのがわかりきっているのです。 

モヤモヤがないので、 

作業していてモチベーションが低下する、 

なんてことも起こりえません。 

これは僕だけでなく、僕の教えている人たちはみんな同じです。 

一度、元ブロガーで月20万ほど稼いでる人に 

DRMを教えたのですが、 

そのブロガーは自分のビジネスに 

あまり自信を持っていない様子でした。 

このまま毎日ブログを書き続けても、 

果たして自由になれるのか？ 

というモヤモヤがずっと引っかかっていたみたいです。 

ですが、DRMの流れを教えると 

急に目を光らせて 

「これ作ったら最強じゃないすか・・・！！」 

と興奮していました。 

それからそのクライアントは 

休みの日を使ってカフェでワクワクしながら作業をし、 

半年ほどDRMの仕組みを作り込んで 

見事に月収400万を達成。 

あまりの威力に完全にスイッチが入ったらしく、 

いまは1億を目指して動いてるそうです。 

つい先日も、 

「新しい商品を出しました！」と言って、 

1日で80万とか儲けたスクショを送ってきましたね。 

知識さえ入れてしまえば誰でもできる これって、 んですよ。 

やり方を知ってるか、知らないかの違いです。 

ほんと。 

DRMは学べば学ぶほど 

最強の稼ぎ方であることがわかってくるので、 

ぜひしっかり学んで欲しいなと思っています。 

ふっさんを丸パクリして 
月収600万いった読者さん 

あと、先日読者さんとお会いしたのですが、 

どうやらその読者さんは 

僕の仕組みを丸パクリして月収600万を超えた らしいです。 

そのお礼に！とご飯をご馳走になりました。 

チョロっとだけ仕組みを見せてもらったのですが、 

いやもうこれまんまおれやん(笑) 

ってなるくらい、キレイにパクってましたね。 

もちろん丸コピというわけじゃないです。 

ストーリーとかコンセプトの切り口を 

上手にチョロっと変えて売っている。 

その読者さんは僕の教材を全部買って 

隅々まで観てくれたらしく、 

DRMの全体像を知った上で実践したみたいです。 

結果、月収600万を突破。 

いまは僕の家の近くに引っ越したそうで、 

もうここまでくると完全にストーカーですね。 

ですが、それって正しいスタンスだと思うんです。 

うまくいってる人を徹底的にパクる。 

僕自身同じことをやってきたし、 

それがぶっちゃけ一番上達が速いのです。 

年収3000万を超えるまでは、 

ぶっちゃけうまくいってる人のパクリで成功します。 

劣化版コピーでも十分。 

料理も、レシピをしっかり守れば美味しくなります が、 

下手なときに隠し味とか入れると不味く なります。 

最初はレシピ通りに作れば 

料理の技術はグングン上がっていくのです。 

しかもその読者さんは、 

DRMの全体像を知った上でパクっていました。 

ちゃんと裏側を知った上でパクる、 

っていうのが一つのコツです。 

ありがたいことに、僕の仕組みをパクってる人は 

何人か確認しているんですけど、 

表面だけパクってもあまり結果は出ません。 

もちろん表面をパクっても 

それなりに結果は出ると思いますが、 

裏側をもっと学んだら良くなるのになー 

って思って見てます。 

ちなみに、それだと同じ発信者だらけにならない？ 

と思うかもしれませんが、 

僕は別の市場でパクることも推奨してます。 

僕はいま恋愛市場でビジネスをひとつ持っていて、 

毎月50万以上はチョビチョビ稼いでます 。 

恋愛市場に参入するときに 

一通りリサーチしたことがあったのですが、 

ひとりだけかなり儲かってそうな人を見つけて 

ほほぅと思い仕組みを分解したところ、 

僕のビジネスにめっちゃ似てたんですね。 

まさかな….と思って連絡してみたら、 

実は教材の購入者さんだったってことがありました。 

相手は連絡がきたことにビックリしたみたいで、 

一度会って話を聞いてみたら 

年間3000万を自動で稼いでいる いまは と言っていました。 

直接会ったときに 

めっちゃパクっちゃってすみません、、 

と言われましたが、 

むしろパクるの上手ですよね 

って返しておきました。 

つまり、その読者さんは 

僕のDRMのモデルをパクって 

恋愛市場で荒稼ぎをしていたのです。 

なんかちょっと悔しかったですね笑 

うまくやってるなーと。 

別の市場でも十分に通用するので、 

DRMは横展開が可能っていうのも強みですね。 

1秒の価値を最大化する 
効率化の技術 

じゃあなぜ、たったひとりで 

これだけ大きくて安定した資産を作れるのか？ 

徹底して効率化を意識しているから というと、 です。 

効率化とは、 

巷に溢れてるような時間管理術とか 

生産性をチョビッとあげましょう！ 

みたいな小手先の話ではありません。 

効率化とは、結論から言うと、 

1秒の価値を最大化するスキル です。 

効率化をトコトン考え抜いているので、 

いかに短い時間で最大の利益を出すか？ 

しか考えていません。 

効率化を極めると自動化になります。 ちなみに 

1秒の価値を最大化しまくるとゼロ秒になる。 

これめっちゃ大事な話です。 

効率化を徹底して1秒も働かずに済むから、 

新しいビジネスに集中することができる んですね。 

だから、僕が教えたクライアントは 

まったく初心者からのスタートだったにも関わらず 

半年〜1年で業界トップレベルに進化します 。 

みんな、月収100万とかいって当たり前でしょ！ 

くらいの基準値なんですね。 

1年前に教えていた人の話なのですが、 

少しビジネスを手伝ってもらう代わりに 

何度か一緒に作業をしながらDRMを教えていました。 

彼は高卒で活字をまともに読めないし 

就職も失敗してアルバイトで日銭を稼ぐ子で 

パソコンの知識もまったく無く、 

キーボードでタイピングをするときも 

人差し指でカタ、カタ・・・とゆっくり叩いていました。 

ですが、効率化を覚えた結果、 

いまはインターネットビジネスを生業にして 

毎月200万を自動で稼ぐ資産を作っています。 

たった1年だけ(しかも月に1回会う程度) 

僕の効率化の知識を盗んでもらっただけです。 

ですが、周りの人はその教え子のことを 

「ITのプロ」 

と思っています。 

ちなみに教えたのはDRMだけですし 

彼はプログラミングもデザインも動画編集もできません。 

いまではDRMの知識を頼られて 

企業相手にコンサルティングをしているそうです。 

また、もともと鬱病を患っていて 

1日2時間しか作業できない 

女性のクライアントもいました。 

2時間を超えたり、 

少しでもストレスを感じると 

手が震えて作業ができなくなるそうです。 

まともに仕事をすることも困難でした。 

正社員として入ると1日8時間とかですからね。 

だからこそ、特に重点的に効率化を教えました。 

最初の2週間はひたすら戦略を作る方法と、 

効率化の話をしました。 

すると、それだけで資産作りのスピードがピークに。 

1日最高でも2時間しか働けない 

というハンデを乗り越えて、 

半年で月収70万を突破しました。 

彼女は仕事も無事に辞めることができ、 

いまは好きな人とのんびり暮らしているそうです。 

このように、効率化を覚えると 

たとえハンデがあったとしても 

スピードが驚異的になります。 

効率化のことがよくわかる話でいうと、 

もし一週間で遠くまで行けた人が勝ち！ 

という勝負があった場合。 

効率化を考えない人は走って行こうとし、 

息を切らして汗を流しながら遠くを目指します。 

それに対して、効率化を考える人は 

数日だけ日雇いのアルバイトをして原付を購入し、 

あとはアクセルをひねるだけ。 

勝つのは当然、後者の効率化を考えた人 です。 

バイクに乗ってるので、 

涼しい顔して走ってる人を追い抜いて圧勝するんですね。 

たまに 

「君、1人で何人分の仕事をするの？」 

ってくらい仕事をバリバリこなす人がいますが、 

ひとりの例外もなく効率化を追求しています。 

これは大成錬金術の中身になるので 

ヒントだけにしておきますが、 

効率化とはたった1%のやるべきことに集中すること です。 

無駄な99%のことを省いて 

本当にやるべき1%のことに集中することで、 

超短期間で成功することができます。 

ですが、この効率化を 

ちゃんと教えている人がほとんどいません。 

ゆえに、学べば無双できるんですね。 

非常識を取り入れたら 
収入が爆上がりした 

あと、これ正直に暴露するのですが、 

僕はビジネスのなかで裏技を考えるのが好きでした。 

たとえば 

◆ 業界トップの戦略をほぼ丸パクリして別の市場で荒稼ぎする 

◆ 人に会わずに、寝てても商品が売れる流れを作る 

◆ お客が勝手に商品を紹介してくれる仕組み作り(読者さんの1割は紹介です) 

◆ リスクほぼゼロで稼ぐにはどうしたらいいか？ 

◆ webツールを完全自動でまわしてSNSがフルオートで育つ 

◆ できるだけ短期間で収入を増やすにはどう動けばいいか？ 

などの非常識と呼ばれることを、 

常に考え、そして実行してきました。 

もちろん、決められたルールのなかで、です。 

法を破ったりモラルを問われる動きはしていません。 

というのも、僕にビジネスを教えてくれた人が 

非常識の塊 それはもう みたいな人だったのです。 

その人はほぼ1秒もパソコンに触れず、 

年間1億を5年連続で稼ぐプロ です。 

その起業家のプライベートのインスタを見てても、 

毎日音楽を作ったり料理をしたりスポーツしたりと 

趣味しかやっていませんでした。 

僕はそのときネットビジネスを始めたばかりで 

SNSを複数アカウントがんばって運用したり 

毎日ブログを更新したりコメントまわりしたりと、 

泥水すするようなことをやっていました。 

そんな僕を尻目に、 

その師匠は重い腰をあげてメールを2通送り、 

月収2億を達成。 

販売した商品が毎月自動で売り続け その後、 

1000〜2000万ほどの収益が出るようになった そうです。 

その話を聞いたときは、目の前がくらむ感覚でした。 

サラリーマンの生涯年収を 

もののメール2通で稼いでしまうDRMの威力。 

そして超高収入エリートの年収を 

毎月 一切働かずに 稼いでいる・・・という事実。 

あ、根本的な何かが違うんだな。 

と素直にそう思いました。 

「根本的な何か？」というのが 

いまでは戦略だと理解できていますが、 

当時はわかっていなかったのです。 

そして僕はその非常識な人から学ぶことを決意し 

教材に累計80万ほど投資をして 

自動化戦略を徹底的に学びました。 

自動化できるようになったら人生上がりじゃん！ 

という気持ちでしたね。 

学ぶのが超楽しかったです。 

自動化を学んでからは早かったですね。 

1年も経たずに月収200万を突破。 

ある程度稼げるようになってきたら、 

東京に引っ越してさらに格上から学ぶことを決意。 

インターネットだけで累計15億稼いだ経営者や 

通販をスタートして時価総額30億を超えた社長、 

システム会社で年間10億稼ぐ友人たち 

からマーケティングのやり方を学び、パクってきました。 

意識したのは、自分の頭を空にしてすべて吸収しようとしたこと。 

我流を消しました。 

とにかく先人の動きを真似してしまったのです。 

徹底的にパクる ということを追求したため、 

いまでは自由自在に商品を売れるようになったんですね。 

利益10倍20倍は 
よくある話 

少し具体的な話に入っていきましょう。 

DRMの最大の特徴はなにか？というと、 

「常識では考えられないほど高い成約率が出る」 

ってことです。 

たとえば、もともと恋愛系の発信をしていて 

それなりに人気のあるインフルエンサーに 

DRMを教えたことがあります。 

その人は恋愛系で発信を続けていて 

フォロワーが4000人ほどいるけど 

うまくマネタイズができていませんでした。 

noteを売ったり直接人と会って 

恋愛コーチングをしているけど 

めっちゃ働いてるのに月収40万ほど らしいです。 

このままじゃイカン、と言って僕のところに来ました。 

早速、メルマガをはじめて 

コンテンツを送って教育したあと 

商品を売ってみましょう、 

という提案をしたところ、 

たった3時間ほどコンサルティングしただけですが 

2ヶ月後に月収が200万 になりました。 

すでに持ってる商品をテコ入れして、 

単価を6倍にして売り始めたのですが、 

逆に成約率が上がったのです。 

しかも、こちらから電話で営業をかけたり 

お客と密にやり取りすることもなく、です。 

よければ買ってね、 

というスタンスに切り替えたのに 

ガンガン押し売りしていたときより成約率が上がりました。 

なぜこれだけ異常に高い成約率が出ているか？というと、 

「お客のテンションをMAXまで高めているから」 

です。 

あなたのもとに訪れたお客さんは最初、 

まったく関心もなければ 

ましてや商品になんてほとんど興味がありません。 

ですが、たとえば文章・動画・音声などの 

コンテンツを届けて興味や関心を刺激すると、 

あなたにまったく興味がなかったお客が 

商品の販売を楽しみに待ってくれるファンに変わります。 

このように、コンテンツを届けて 

お客をファン化したり商品の期待感を高めることを 

「教育」と言います。 

この「教育」こそが、 

成約率を10倍にするDRMの秘密です。 

だから、すでにアクセスがあって 

見込み客リストが取れてるという人が 

DRMを学んでテコ入れすると、 

単価を上げたにもかかわらず 

急に商品が売れるようになって 

利益が10倍20倍になることが平気で起こる のです。 

自動セールスで 
何でも売り放題 

そして、DRMはどんな商品でも売ることができます。 

ネットビジネスの教材以外にも婚活支援サービスを売ったり、オンライン英会話スクールを それこそ、 

売ったり、バストアップ教材を売ったり、速読の教材を売ったり してきました。 

ほかにも僕が関わってきたビジネスでいうと 

大学受験塾、転職支援サービス、自己啓発スクール、スピリチュアル(占い)、恋愛コンサル、FXの自 

動売買ツール、転売スクール、犬のしつけ教材、Twitterのツール、美容サプリメント、etc・・・ 

などなど、DRMを駆使して売りまくってきました。 

しかも、ここで挙げた事例は 

たった1回だけセールスの準備をしただけです。 

これDRMのヤバすぎるメリットですが、 

一度でも必要最低限の準備をしてしまえば、 

あとは仕組みが勝手に商品を売ってくれ るんですね。 

ですが、世の多くの起業家たちは、 

商品を売るために必死に売り込んでいます。 

新作が出たら商品を買いにいって 

長いレビュー記事を書いたり、 

noteやココナラで売るようの 

何万文字ものレポートを書いて告知したり、 

Twitterを1日中触って 

別のインフルエンサーの商品を売ったり、 

といった膨大な作業を、 

1年のうちに何度も繰り返します。 

商品を必死に売り込まないと なぜなら、 

売上が落ちていってしまうから です。 

自由になるためにビジネスをしているのに、 

仕事に追われすぎて自由になるタイミングがないのは本末転倒ですね。 

ですが、DRMの仕組みを作り込むと 

勝手に商品が売れまくる状態になります。 

これは実際に起こったことですが、 

7日間ハワイに行って 

海にぼーっと浮かんでいるあいだに 

70万以上の報酬が発生したり、 

インドネシアのバリ島に 

3日間に遊びいってるあいだも 

売上が100万円以上出ていたり、 

一泊二日のキャンプに行って 

Wi-Fiの繋がらないなか遊んでるあいだに 

180万の売上が出ていたり・・・ 

一度セールスの準備をしただけですが、 

たまにスマホでチェックするだけで 

数十万単位で振り込まれてます。 

仮に1ヶ月間、スマホを置いて旅行しても 

貯金が自動的に増え続けていく状態 です。 

大げさ抜きで毎日が給料日みたいな感覚。 

パーソナルジムやタピオカの売上も 

月末にドカンと入ってくるので 

安心感もひとしおですね。 

DRMとアフィリエイトは非常に相性がいい ちなみに、 です。 

僕自身、ひとつのASPですが 

アフィリエイト単体で累計900万以上稼いでいます。 

いや、1000万超えてました。いつの間に。。 

これは4年ほど前にサクッと作って 

ずっと放置している仕組み です。 

アフィリエイトだったとしても、 

DRMを使えば成約率を高められるので 

一気に利益を得られ、自動化の安定感もピカイチです。 

ライバルが増えた？ 
チャンスじゃん 

これはビジネスマンとしてどうなの？ 

って思うときもあるのですが、 

僕はここ数年、 

ライバルにあまり興味がありません。 

めっちゃ目立ってる発信者がいたとしても、 

経営者の友人に「この人知ってます？」と言われて 

はじめて存在を知ることも多いです。 

なぜそんなに余裕があるか？というと、 

DRMを使ってる人がめっちゃ少ないから です。 

そもそもリストを取るって概念がないし、 

成約率を高めようという発想もない。 

セールスを自動化するという考え方もありません。 

ほとんどの人が、 

アクセスを集めて商品をたくさん売ろう！ 

くらいしか考えていないのです。 

煽ってるわけではありませんがそんな人たちばかりなので、 

しっかり戦略を練れば 

どの時代でも圧勝できる自信があります。 

むしろライバルが増えると 

市場が広がることにもなるので、 

チャンスは拡大し続ける んですね。 

だからインターネットビジネスは、 

どんどん儲かりやすくなっています。 

早く参入した人が有利なのは間違いないですが、 

明らかに僕がスタートしたときより 

環境も整備されて稼ぎやすくなっています。 

また、これ超大事な話なんですけど、 

みんな業界とかライバルのことを 

気にしすぎだと思います。 

SNSを頻繁にチェックしたり、 

新しい人が現れたら追いかけてみたり、 

マウンティングの取り合いをしていたり、 

炎上についてあれこれ意見を述べたり、 

アンチと戦っていたり、 

最新の稼げる情報に飛びついたり、 

たまにSNSを覗いてみると、 

忙しなく動いてるなーという印象。 

そこに時間を割くよりも、 

DRMの仕組みを作り込んだほうが 

絶対に収入増えやすい じゃん、 

って、素直に思います。 

シンプルにそうじゃないですか？ 

同じ1ヶ月を使うにしても、 

いろんなノウハウに飛びついて 

あれこれ試そうとするより、 

無心にたったひとつのビジネスを極めたほうが 

収入が2倍にも3倍にもなります。 

それこそ、Clubhouseが流行ったときは 

みんな一斉に参入していましたが、 

僕は静観を決め込んでいました。 

Clubhouseでフォロワーが増えたぜ！ 

と多くの人が叫んでいるなか、 

僕はすでに作った商品を期間限定で再販して 

700万をサクッと稼いでいました。 

かかった時間は2時間くらいですかね。 

メール1通でそれだけ稼いだので、 

DRMって改めてすごいなぁと思います。 

どんな環境からでも 
逆転できるビジネスモデル 

僕にはビギナーズラックがありました。 

それは、初めて出会ったビジネスが 

DRMだったということ。 

それは僕の選球眼が良かったわけではなく、 

たまたま貧乏だった ことが原因です。 

転売やFXもやろうと思いましたが、 

初期費用が必要なのです。 

当時の僕にとって100万円は 

すぐに用意できるものじゃありませんでした。 

だから、ノーリスクではじめることができて、 

しかも一人で完結するビジネスしか 

選ぶことができなかったんです。 

その結果、DRMに行き着き、 

ビジネスの師匠に選んだ人が自動化をマスターしていた。 

ビジネスの入り口が正しかったし、 

自動化の達人から学べた それも のが大きかったです。 

しかも、ビジネスを始める前は 

絶望的に頭が悪い人間でしたよ。 

ビジネス始めたての戦略ノートには 

「古本せどりで月収100万いく！ 

そのお金をFXで投資して億万長者になる！」 

みたいな、耳まで真っ赤になるような 

超恥ずかしい戦略が書かれていました。 

でも、いま作っている戦略ノートには、 

◆ やるべきこと、やらないことリスト 

◆ どうカスタマージャーニーを設計するか 

◆ 誰のどの課題を解決するか 

◆ 集客経路を独占するには 

◆ ファン化するための価値提供の要素 

◆ バックエンドとクロスセル戦略 

etc・・・ 

などの、本格的な内容が書かれています。 

すべてこれからの企画で話す内容ですが、 

これも脳みそに投資しまくって 

学びまくったからこそ思いつく戦略なのです。 

すでに億を超えるお金を なぜなら、 

インターネットで自動化してる人から 

ビジネスの知識を丸ごと盗んだから。 

知識を得ると、その瞬間から変わる ことができます。 

成功者の経験を擬似体験できるから。 

そうすることで、達人の技をコピーできる。 

たった1つの知識、思考を得るだけで 

まるで人が変わったように 

自信を身につけることが可能なんです。 

「男子、3日会わざれば刮目(かつもく)して見よ」 

って言葉がありますが、3日も要らない。 

ぶっちゃけ知識次第で 

男子も女子も1日で変われます。 

もちろん、お金を払って情報投資するのも、 

簡単なことではなかったですよ。 

70万の教材を買ったときは 

貯金30万しかなくて分割で購入したので、 

毎月の支払いが必要でした。 

周りの友達には当然のごとく止められました。 

そんな怪しい教材、騙されてるんじゃないの？ 

みたいな感じで。 

でも ここでリスク取れなかったら 

どっちにしろ成功しないだろうな と。 

ほんと清水寺から飛び降りるつもりで 

購入しました。 

いま思うと大したことない額の投資ですが、 

当時は月収で10万くらいだったので必死です。 

しかも就職活動を放棄したばかりで 

失敗したら人生終了だと当時は思っていましたね。 

だからこそ真剣に学んだし、 

本気で仕組みを作ることに集中しました。 

カップラーメンを買い込み、 

コタツに座って朝から晩までパソコンと睨めっこ。 

風呂にも入らずに5日間連続で 

寝て起きてを繰り返しました。 

やってるあいだは超楽しかったです。 

だって教材に答えが書いてあるんだもん。 

1億いく方法が書いてあったので 

ほんとその通りにやるだけだし、 

新しい知識を学んで実力がついてる感覚が楽しかった。 

教材を買って半年後には 

あっさりと月収100万を突破 していました。 

あのときの覚悟があったからこそ 

人生をガラッと変えることができたと思ってます。 

むかしの自分、まじでよくやったなぁと。 

あのとき行動しててよかったって 

心から思うんですよ。 

おかげでいまはめっちゃ楽することができてます。 

もちろん楽するだけでなく、 

もっと魅力的な人間に成長していたいから、 

いまも勉強して挑戦していますけどね。 

なんていうか今日伝えたいのは、 

知識次第でいくらでも 

人生逆転可能ってことです。 

学歴が低くたって、いま収入が少なくたって、これまでがんばったことがなく 

ても、 

DRMを学んでビジネスに挑戦すればいい と思う。 

いまからでも余裕で間に合います。 

しかもインターネットビジネスは、 

学んだその日からスタートすることができます。 

DRMを小さく試してみるだけでもいい。 

最初はSNSと小さなコンテンツでもいいです。 

ちゃんと構造を学んで実践すれば、 

まったくゼロからスタートしても 

1ヶ月後には月5万〜10万、 

3ヶ月後には月50万〜 

半年後には月100万〜 

を、自動化で安定させることができます。 

もちろん、DRMを理解してる前提ですけどね。 

戦略をしっかり作り込んで実践すれば 

必ず達成できる内容です。 

しかも今だからこそめっちゃチャンスです。 

ほとんどの人がDRMの魅力に気づいていないし、 

知っていても過小評価してる。 

逆にDRMのヤバさを理解していて、 

威力を信じて仕組みを作った人は 

こっそりと隠れて荒稼ぎしている のです。 

大成錬金術では、これまでとは一風変わって 

ビジネスのあらゆる場面で対応できるよう、 

本質と事例を徹底的に学んでもらいます。 

しかも、事例はそのまま真似できますからね。 

すごい時短になるので、 

遠慮せずにガンガン真似してください。 

主に極めてもらうのは、DRMです。 

ダイレクト・レスポンス・マーケティング。 

個人で年商20億までは稼げる、 

と言われているアメリカで流行しているマーケティング手法です。 

結論から言うと、 

大成錬金術で教えるDRMを学ぶと 

以下のことができるようになります。 

◆ 利益を2倍~5倍にする戦略をお金をもらって他社に指導できる 

◆ 個人の情報発信にDRMを取り入れて1000万〜1億を自動化 

◆ リスト取りに困らなくなる。集客が楽になる導線を組める 

◆ 効率化を覚えて最速のスピードで資産を作れる 

◆ 商品をインターネットでバカ売れさせ、最低でも5年以上はロングヒットする 

etc.. 

などのメリットが得られます。 

(ほかにもまだまだ副産物はありますが) 

ちなみに情報発信でDRMをちゃんとやれてる人は 

僕がみた感じほとんどいません。 

一時期、プロダクトローンチなる手法が流行って 

億超えを稼ぐ人が次々と出てきましたが、 

あれはあまり長続きしない焼畑商法のようなものです。 

僕はそれを見ててやりたくないなーって思い、 

まっとうな方法で良質な商品をロングヒットさせられる 

長続きするビジネスモデルにカスタマイズしました。 

これ、ちゃんと学んでる人は数名しかいません。 

国内トップレベルの自負があります。 

だからこそ大成錬金術の一端を学ぶだけでも 

超有利にビジネスをスタートできます。 

noteなどでいくらノウハウを買いあさっても、 

それを繋ぎ合わせて自動収益化装置する方法って 

実はあまり多く語られてはいません。 

実際に利益が出るまで落とし込むには、 

少なくとも全体像を学んで実践する必要があります。 

とはいえ、ビジネスの構想を立て、 

必要な資金を集め、商品を準備し、 

店舗を作る準備をして、人を雇ったり、改善したり・・・ 

といった一連の流れを行うには、 

時間がいくらあっても足りません。 

ましてや、個人が短期間で何度も行うには 

精神的にも肉体的にも相当な体力が必要です。 

最悪の場合、1つのビジネスを試すだけでも 

5年や10年もの時間を失ってしまう可能性もあります。 

人生で最も大事な資源は時間です。 

人の一生はあまりにも短すぎるゆえに、 

できるだけ早く経験値を積んで欲しい のです。 

そこで、僕があなたにやってもらいたいことが、 

実際のビジネスの事例を学びまくってもらう 

ということです。 

具体的な事例を学ぶことで、 

ビジネスを実際に立ち上げることに近いレベルで 

濃い知識を獲得することができます。 

幸いなことに、僕はDRMをマスターしてから 

実店舗ビジネスも複数挑戦して、 

一定の成果を残しています。 

ウェブマーケ「だけ」を机上の空論で話せる人は多しと言えども、 

実業にまで応用可能な理論を話せる人は 

本当に数えるほどしかいない でしょう。 

現在進行形で利益を出しまくってる事業の裏側 しかも、 です。 

どういうきっかけでビジネスが生まれ、 

どのように儲かる戦略の設計を練り、 

どこで利益を獲得していて、 

どこから集客をしていて、 

どれくらいのスピードで成果が出たのか・・・ 

これは僕が直接会った人に聞かれまくる内容ですが、 

あまり多くの人に知られたいものではありません。 

価格はあとで発表しますが、 

その価格ゆえに人数が絞られるだろうと予想してます。 

大成錬金術では なので、 

ビジネスの立ち上げから利益を獲得するまでの流れを 

起業家目線で擬似体験してもらいたいな 、と思ってます。 

これ、ただ理論を学んでいるだけの人とは 

比較にならないスピードで成長します。 

実際に使っているSNSや、 

ホームページ、セールスレター、ステップメールなど 

制作物も公開しているので、ぜひ参考にしてください。 

大成錬金術で話す内容は、以下の通りです。 

資産構築マスター講座。2〜3年以内に億超えの資産を作る流れ 

ネットビジネスから資産構築の流れを書きました。稼いだあとにオーナー投資家に転身し、 

超効率よく資産を作る方法を話します。僕が2千万以上かけて実践・学習した実際の資産ポ 

ートフォリオなど、かなり突っ込んだ話をします。あと税金の話とかね(これに関してはガチ 

で表で発信できない)。この動画だけで参加費の元は取れるくらい濃い内容です。 

強靭なメンタルの作り方、格上にビビらない方法、急成長する方法 

など。重要な起業家マインドの話 

高単価商品を売ったり、人前で話したり、格上に会いまくってるのですが、これ全部マイン 

ドセットです。突き抜けた起業家マインドをインストールしてください。表の僕は優しいで 

すが、裏では割とハッキリ言います(笑)。人間的魅力を一気に上げるマインドの話は何度も 

聴いて欲しいコンテンツです。 

実店舗ビジネスの始め方からウェブマーケを絡めて軌道に乗せるま 

でセミナー 

僕は今年だけでパーソナルジムを4店舗作りました。もうほぼパターン決まってます。これだ 

けで店舗の立ち上げコンサル始められるくらいの濃い内容。よく聞かれるので動画に撮りま 

した。ウェブマーケと絡めてわずか2〜3ヶ月で黒字化する方法も話します。 

ぶっちゃけ、ビジネスで僕が失敗したこと。同じ轍を踏まないで欲 

しいからこそ暴露 

いやー、これに関しては本当に言いたくない。言いたくないけど同じことやりそうな人めっ 

ちゃ多いので暴露します。これで将来失うはずだったお金が数千万節約されるかと。 

セミナー、コンサル、コンテンツ、サプリ、すべてに共通する売れ 

るセールスの共通点 

むかし120万の経営者向け研修で学んだ内容。僕は起業4年目から取り入れて、それから単価 

20万、30万の商品が毎日売れるようになり億の収益が見えてきました。この原理原則はまじ 

で反則級です。 

実店舗経営をスタートした真の狙いとは？ 

利益を稼ぐだけならネットビジネスを伸ばしたほうが早いのですが、あえて遠回りして実店 

舗経営をスタートしてます。実は店舗をやり始めてから、ネットビジネスの収益が増えたん 

ですよね。あと長期的に見て得しかない投資です。その真の狙いについて話します。 

完全フル外注のメディアから1日20リスト獲得した戦略事例解説 

インターネット上で募集した外注さんだけで構成したチームで、メディアを運営していま 

す。これはふっさんとは別の事業。実はそこから導線を引っ張って1日20リスト以上獲得し 

ています。SEOから集客したい人はぜひ。実際の事例を解説するのでかなり面白いかなと。 

クラウドワークスでどのように募集しているかや、マネジメントについても話します 

商品の成約率を10倍に高める実践教育リスト 

DRMは集客、教育、販売ですが、この「教育」を極めると、ビジネスほぼ勝ちゲーになり 

ます。教育とは、お客の背景価値観を増幅させること(動画で詳しく解説)なのですが、僕が 

意識している教育のリストを伝授します。これは広まりすぎると僕の利益が減ってしまうく 

らい、重要な企業秘密です。 

バックエンド商品を量産する方法。なぜ次々とロングヒット商品を 

生み出せるのか？ 

僕はコンテンツビジネスをスタートして、かれこれ15個ほど商品を作ってきました(別事業 

も含む)。しかもその商品のすべてが、販売してからずっと売れ続けています。つまり作れば 

作るほど利益が増えていくという構造です。ヒット商品を作るコツを伝授します。 

コンサルティングビジネスの始め方。法人含め20社以上にコンサル 

した知見など 

ネットビジネスやってる人はコンサルティング事業に展開する人が多いけど、ほとんど我流 

でやってるように見受けられます。僕は実はベンチャー専門のコンサル会社に在籍していた 

ことがありまして、コンサルのやり方を体系的に学びました。コンサルについて1時間話し 

た動画です。 

ほんの1つ導入するだけで反応率が格段に変わる、新時代のブラン 

ディング手法 

ブランディングすれば口コミ率や顧客単価が跳ね上がりますが、実は結構みんな間違ったブ 

ランディングをしてしまってるんですね。場合によっては逆ブランディングになってるケー 

スめっちゃあります。ブランディングは時代によって変えるべきなんですけど、それについ 

て話します。 

3万リスト運用してわかった、生涯LTVが軽く5倍になるリストビル 

ディングの手法。 

僕はリストマーケを一貫して進めていますが、リストの扱い方がうまい人はレバレッジの力 

を使いこなしたった一人で年間1〜2回のプロモーションで億を超えるお金を稼ぎます。リス 

トをどう扱い、濃くしていくか？その戦略を話します。ネットビジネスは2年目、3年目に強 

烈な旨味が隠れてます。 

放置(1日2分チェックする程度)のTwitterからLINE@のリストがザ 

クザク取れてしまう手法。 

僕はTwitterを完全放置で運用しています。あらかじめ予約した投稿がツイートされる流れ 

を組んでるのですが、それだけでいま現在、5〜10リストが獲得できています。導線をほん 

の少し計算して設計しただけです。 

良質なコンテンツを1日で何個も量産する裏技的手法 

コンテンツを作るときにやっていることを話します。実はアイデアをすべて自分で考えてる 

わけではありません。Youtuberの裏側に放送作家がいるように、有名人にゴーストライタ 

ーが付いているように、実はコンテンツアイデアの宝庫があるのです。僕がステップメール 

100通とか書ける秘密は実はこれ。あまり真似されても困るので教材のなかで話します。 

トークで相手にアドレナリンを分泌させ、人のやる気を爆発的に高 

める方法 

取扱注意。僕と直接話した人はやる気が急激に高まる現象に見舞われるのですが、実はこれ 

計算してやってます(笑)。人のやる気を高められれば商品はバカ売れするし、人を雇ったと 

きは社員が率先して動いてくれます。あと恋愛でも使えるスキル。これ人生単位で超有益な 

ので話しますね。 

実績ゼロでもファンを作る方法。無名のときから「お金を払ってで 

も会いたい」とメールが来ていた理由 

SNS上でも使えばファンができます。実績ゼロでもほんと関係ないです。初心者の人はぜひ 

使いこなしてください。ちなみに僕は起業2年目でメルマガ読者50人でスタートしたのです 

が、無名のときから「ぜひ会いたい」とメールが来ていました。その理由を解説します 

教材作成時のマインドマップのアイデアを公開。商品完成の裏側 

これ結構興味ある人多いんじゃないかなと。僕にとってマインドマップは下書きのようなも 

のなので、どんな思考で商品を設計してるのか？が勉強になると思います。 

放置で日給30万超えを日常化してしまったステップメール設計書 

僕はステップメールをエクセルで管理してます。単価5万〜30万のコンテンツが売れまくる 

ワケは、その設計書をめっちゃ作り込んでいるから。ここに丸一日かけるだけでも威力数倍 

になるのでぜひ学んで欲しい内容ですね。実際の設計書を見ながら解説します。 

LINE@×ステップメールでLTVを最大化する方法 

このまえ仕組みの一部をいじったのですが、それはLINE@とステップメールを上手に組み 

合わせる方法です。フロントエンドの成約率が10%を超えるという展開になったのですが、 

この仕組みの作り方について話します。 

広告運用法セミナー。最大1日80リスト取り(予算6万)、成果が安定 

する方法 

MAXで1日80リストとか取れたことありますが、これ僕の後輩に教えたところ、広告代理店 

として事業をスタートしてクライアントを次々と獲得できました。それくらい強力な広告運 

用法です。主にYoutube、Facebook、あとGDNなど組み合わせる方法も。時代に左右され 

ない本質的な内容をベースに話します。 

などを話します。 

すでにマインドマップを作成しているので、 

かなりやばい内容に仕上がりそうです。 

収録時間は未定です。喋り切るまで撮ります。 

さらに、参加者と話すなかで 

新しい発見があれば随時コンテンツを追加していきますね。 

経営戦略の裏側を見せるという 

超有益な内容なので、安く売るつもりはありません。 

たくさん売るつもりもないです。 

つまり参加して学ぶことができた人は、 

希少価値の高い情報を手に入れたことになりますね。 

ちなみに音声学習だと思考がかなり鍛えられます。 

すなわちビジネスIQが高くなるってことです。 

おすすめなのは、1日でいいのでカフェに閉じこもって 

紙とペンで教材を聴きながらメモしまくってください。 

聴き流すだけでも十分効果はありますが、 

1周目は集中して学んで欲しいです。 

僕もルーキーの頃にやったことがあるのですが、 

集中して1つのことを学ぶ休日の威力は、 

収入を数倍にするポテンシャルを秘めてます。 

最高の教材を 
何度も学ぶ 

正直、ネットビジネスというジャンルで 

ここまで戦略を作り込んでいる人はほとんどいません。 

もう僕はネットビジネスをはじめて7年目ですし、 

何が成功して何が失敗するかハッキリわかる。 

それでいて 数千万以上は情報に投資していますから、 

それが凝縮された形で手に入ると考えると 

100万以上もらっても納得いく内容 です。 

本質から具体事例まで何か何まで話します。 

ぜひ、僕のビジネスを真似るつもりで学んでみてください。 

特にDRMを学ぶとなったら、 

正しい情報は本屋には置いていません。 

僕も本を出版したからわかることですが、 

本屋に置いてある情報などは制限がかかっているし、 

大企業の成功モデルが記されていることがほとんどです。 

DRMで商品をバカ売れさせる方法については 

まだまだ歴史が浅く、情報が追いついていない というのが現状ですね。 

また、ビジネスのスクールに通う人もいますが、 

300万〜400万と2年をかけて学ぶ割には 

スモールビジネス向きではないです。 

大手に入って役員クラスで働くなら良いかもしれませんが、 

ゼロからスタートする形式には 

向いていないなと思うこともあります。 

あと、もうひとつ成功の秘訣を話します。 

僕はもともと、 

大量の情報をあれもこれも学べるほど 

器用なタイプじゃありませんでした。 

ビジネスをはじめたのは大学生のときです。 

就活が目前に迫っていたので、 

使える時間がかなり限られていた。 

だからこそ意識したのは、 

「最高の教材を何度も繰り返し学ぶこと」 

です。 

覚悟を決めて大金を払って手に入れた教材を 僕は 

人に説明できるまで落とし込みました。 

それだけで、あまり学ばないライバルたちを 

あっという間にごぼう抜きできたのです。 

集客がうまくいく考え方や しかも、 

商品が売れる理論というのは、 

ほかのビジネスもまったく同じです。 

応用が効くのです。 

これビジネスだけでなく 

たとえば恋愛や人間関係にも応用できます。 

初心者だったとしても、 

最初のうちから知っているだけで 

サクサクビジネスが進んでいきますよ。 

中学1年生のときから 例えるなら、 

高校3年生の問題を余裕で解けるようになるみたいなもの です。 

みんなが4〜5年かけてようやく見えてくるレベルに 

たった1ヶ月の学びであっさり到達すると思えば、 

最高のショートカットになるでしょう 。 

盗んで欲しいのは あと、 

僕が戦略を組み立てるときに使っている 

“思考そのもの” です。 

いくらノウハウがあっても、 

使い方や組み合わせ方が微妙だと結果は出ません。 

そもそも大元となる「戦略」を間違えると、 

途方もない時間を失うどころか 

簡単に数十万円くらいのお金が吹っ飛んでいきます 。 

実際、絶対に稼げなさそうなビジネスや 

将来高い確率で稼げなくなるのが確定してるビジネスに挑戦し、 

気づかないまま今も活動してる人を多く見かけます。 

大成錬金術の価格 

土台となる戦略の勝率を だから、 

トップレベルまで高める必要がある のです。 

さきほども書いた通り、 

効率を高めて自動的にお客が集まるようになり、 

勝手に商品が売れるくらいの設計が理想 です。 

というか、僕に憑依するつもりで学んでください。 

何度も音声を聴いてると同じ思考ができるようになり、 

同じ思考ができれば当然ですが成功します。 

それこそ戦略を描けるようになるし、 

戦略を描くことができれば 

コンサルティングの仕事をスタートすることもできる。 

資産を作り放題になります。 すなわち 

サクッと資産を作って経済的自立を達成してもよし、 

僕みたいに1億、5億、10億を目指しても良しです。 

自分の理想とするライフスタイルが 

年収3000万以上だ！というのなら、 

ほんの1年〜2年ほど本腰入れて資産を作れば十分叶う でしょう。 

僕が教えてる人には、 

わずか半年でそのレベルまで到達している人もいます。 

いつも繰り返し教えている内容を 

今回の講義には十分に盛り込んでいます。 

だから大成錬金術が近道だと感じたら、 

ぜひこのチャンスを活かしてください。 

できる限りシンプルに本質を学べるようにしているし 

エピソードも多めに話しているので 

楽しみながら学べるかと思います。 

聴き流すだけでもかなり効果あるでしょう。 

さて、そんな大成錬金術の価格ですが、 

120万円 です。 

毎月20万で6ヶ月学ぶと考えると 

非常に安い金額ですね。 

経営戦略の秘密をガッツリ話す講義なので、 

この価格です。 

実際にコンサルティングをするときは 

半年で300万とか頂いたりするので、 

裏側をすべて見せるとなったら妥当なのかな と。 

ただ、この金額だと参加できる人数が限られてくるため、 

498,000円 に設定しました。 

こちらで最終決定させてください。 

自動で億を稼ぐ仕組みの設計書、 

実際に使っている集客先&導線設計、 

ネットビジネス初心者でも月100万を超える道筋、 

実店舗で利益を出しまくる経営ノウハウ、 

コンサルティング限定で教えている裏技、 

これらをすべて学べると考えると、 

人生レベルで役に立つ非常に有意義な投資になるかと思います。 

価格に驚いたかもしれませんが、 

でも本気だからこその金額です。 

10年単位で考えたら、年間5万円の投資です。 

1ヶ月で考えたら4166円。 

得られる効果は10年じゃ終わらず、 

20年後も30年後も使える本質的な内容ばかり。 

覚悟を決めて投資して、 

回収するために真剣に学び、 

資産を作るのもありでしょう。 

なんだかんだお金を使えば本気になりますからね。 

年間5万円を投資して、 

本気になって資産を作って、 

年間500万を自動化するのとか、すごく現実的だと思います。 

僕はいつもそういう風に発想して情報に投資しています。 

仮に300万円の情報だったとしても、 

その情報を使って1000万稼げば良くない？ みたいな。 

貯金はそれ自体だと価値を生み出しませんが、 

知識・経験・思考に換えると 

一生モノの資産になるのでレバレッジが効きます。 

僕も全力でコンテンツを作り込んでるので、 

絶対に後悔させません。 

ぜひ一緒に資産を作っていきましょう。 

なお、講座のスタートは8月10日からとなります。 

参加後すぐに会員サイトに入れます。 

順次動画コンテンツを追加していきますね。 

返品/返金の可否：不可。 

決済手段は銀行振込かクレジットカード決済か選べます。 

分割決済の場合、手数料を頂いています。価格：6分割「90,000円×6ヶ月」、12分割「45,000円×12ヶ月」、 

24分割「23,000円×24ヶ月」。 

大成錬金術プレミアムメール講座 

さらに大成錬金術では、メインコンテンツに加えて 

プレミアムメール講座を用意しました。 

1ヶ月間、これだけでも教材販売できるってくらい、 

濃いメールを送っていきます。 

プレミアムメール講座のテーマは 

「起業家・経営者思考を手に入れる」 

です。 

たとえば、起業家がまず真っ先に手こずるのは 

「集客」 

の部分ですね。 

アクセスが集まらない、 

リストが取れない、 

お客がやってこない・・・ 

そんな悩みを抱える人がほとんどです。 

ですが、僕は集客のコツを掴んでからというもの、 

僕はウェブマーケでは1日最大80リスト獲得したり、 

タピオカ屋をオープンした初日に大行列を作ったり、 

パーソナルジムでは月に20件以上予約がきたりと、 

あっさりと集客の壁を乗り越えることができました。 

集客さえできれば、大抵のビジネスはうまくまわります。 

だから重要な集客の本質を 

序盤のほうで話していきますね。 

ほかはたとえば、 

DRMを実業にどう落とし込むか？ 

人脈をどのように開拓してるのか？ 

稼いだお金をどこにどう使っているか？ 

経営者として学んでおくべきことは？(税金や資産運用のことなど) 

といった裏話も話していきます。 

僕はブログやメルマガを書いていますが、 

やはり表では言えないことのほうが増えてきました。 

本当は自動で勝手に増える資産運用の話や、 

知人のエゲつない失敗談なども書きたい のですが 

それを誰でも見られる場所で書くとマズいので、書いていません。 

だからこそ、お金を払って参加した人にのみ 

かなり生々しい情報を届けていきたいと考えてます。 

ネットと実業、両方を知ってるからこそ話せる 

まさにプレミアムな内容ですね。 

毎日届くメールを読み、加えて本編も学んでください。 

1ヶ月後には「億」を超える収入が現実に見えるほど、 

思考が鍛えられてるかと思います。 

これ、ハードルが高い内容に感じるかもしれませんが、 

まだ1円も稼いでいない状態でも学んで欲しいんですよね。 

なぜなら、高いステージの情報を浴びれば、 

選ぶ戦略が丸ごと変わるからです。 

僕が突き抜けた成果を出せたのは、 

初心者のときから億超えの世界の人から学んでいたから です。 

億を自動化する人たちの情報を浴びていたので、 

初心者ながらに異次元なスピードで 

資産を作り上げることができました。 

これ、ゼロから始めるクライアントにも 

まったく同じことを言っています。 

するとあまりにもビジネスが楽勝になるので、 

「月収100万って普通ですよね？」 

みたいなことを平気で言ってます。 

それだけ基準値が一気に上がる内容なんです。 

思考のステージが2、3段階上がると思ってください。 

プレミアムメール講座では 

主にこんな内容を話していきますね。 

集客”一点集中突破”セミナー。1つのプラットフォームから見込み客 

リストが集まる仕組み作り 

集客はコツがあって、詳しくは講座で話しますが「1つの成功事例をトコトン深堀りして拡 

大していく」というのが僕が使っている戦略です。例えばインスタグラムで月間2000リスト 

を獲得している人を知っていますが、その思考で挑むと集客は困らなくなります。集客困ら 

ない仕組みをぜひ作ってください。 

もし「人脈、環境、資金なし」でふっさんがゼロからビジネスをス 

タートするなら？ 

初心者向けに話します。知識と思考だけ持った状態で、すべてがリセットされたらどう動く 

か？を、なるべく再現性を持った形で話します。仕組みが全部倒れるって絶対にあり得ない 

けど、僕これよくシミュレーションするんですよね。面白いと思います。あと実際にその通 

りに動けば資産作れますね。 

ふっさんが使っている人脈開拓戦略。必要なときにプロの専門家に 

アクセスできる秘密 

人脈は運ゲーではなく、広げるものでもない。僕はたとえば「優秀な弁護士と知り合いた 

い」と思ったら、次の週にはその道の一流の人と会うことができます。これ実は誰もやって 

ない秘密があるんですね。営業の人とかこれ知ったらかなり有利になるでしょうね。僕が使 

ってる戦略をお話しますね。 

セールスのマインドブロックを破壊し、300万の商品すら売れてし 

まう方法とは？ 

経営者向けに節税商品を売ってる事業者にこの話をしたところ、単価を300万にアップして 

しかも成約率が上がった考え方があります。「商品を売るのが怖い」というのは初心者から 

上級者まで共通の悩みですが、一撃で破壊する内容です。僕もこれ最初から知っておけばよ 

かったと後悔しました。 

投資家・オーナー思考を手に入れて1秒も働かずに資産を複利で増 

やし続ける方法 

稼いだあとの話になりますが、僕はほとんど知識なしで資産から一切ノータッチで年間700 

万ほど稼いでます。大事なのはオーナーマインドを身につけ、自分が1秒も働かずとも収益 

を得るという発想を手に入れることです。ネットビジネスにも応用できる思考ですのでぜひ 

学んでください。 

など、ほかにもまだまだありますが 

参加者の要望も入れながら作っていきます。 

できれば届いたメールは必ず保存しておいてください。 

仮にいまのステージで必要でなくとも、 

今後一生に渡ってビジネスを助けてくれる本質ばかり です。 

毎日濃い内容を1ヶ月ほど送ります。 

講座が終わったあとも不定期で 

僕がやってるビジネスの戦略を送るつもりです。 

そちらも楽しみにしていてください。 

返品/返金の可否：不可。 

決済手段は銀行振込かクレジットカード決済か選べます。 

分割決済の場合、手数料を頂いています。価格：6分割「90,000円×6ヶ月」、12分割「45,000円×12ヶ月」、 

24分割「23,000円×24ヶ月」。 

大成錬金術 
VIPコンサルティングコース 

こちらは大成錬金術メインコンテンツに加えて、 

6ヶ月間のコンサルティングが付くコースです。 

300万 最初に価格を言いますが、 です。 

本気の人だけ来てください。 

6ヶ月間のあいだ、 

チャットワークで質問し放題です。 

作業会も頻繁に開きます。 

僕の周りの起業家も招待することがあるので、 

仲間ができたりすることもあります。 

あまり表では発信していませんが、 

かなりフランクな仲間たちですよ笑。 

ビジネスの実力もピカイチですので、 

いろいろと相談に乗ってくれると思います。 

また、都内ですが滅多に予約の取れない 

おいしいご飯屋さんも知ってるので、 

一緒に行って旨いもの食べましょう。 

ほかにも、会員制シーシャバーなんかも作ったので、 

そこにも連れていきます。 

シーシャバーはインフルエンサーがいたり 

億超えの起業家がウジャウジャいる世界 です。 

基準値爆上げしていきましょう。 

コンサルティング限定コンテンツがありまして、 また、 

こちらも20本ほど動画に撮っています 。 

大成錬金術で話してる内容でも十分すぎますが、 

コンサル限定のコンテンツなので 

めっちゃ学び応えがあるかなと。 

ちなみにコンサルティングコースで話す内容は 

マーケの裏側はもちろんのこと、 

節税、資産運用、資金調達のことも話します。 

ファイナンスの部分ってわりと 

適当にやってる人多いですが、 

お金をしっかり扱えるだけで自動的に増えていきますからね。 

僕もベンチャーキャピタルに入って 

1年ほど仕事をしていた時期がありますし、 

お金の使い方に関してはプロの自負あります。 

そのあたりの話も世界が広がるかと。 

大成錬金術メインコンテンツ 

最低でも月に1回のリアル面談、 

不定期の作業会へ招待 

コンサルティング限定コンテンツ(20本�ほど) 

チャットワークにて質問し放題 

という豪華コースです。 

月収50万以上をすでに稼いでいるなら、 

再投資してでも学ぶ価値あるかなと。 

僕がコンサルすると 

利益が5〜10倍になることも平気であるので 

先行投資だと思って投資するの全然有り です。 

すでに月50万稼いでいるなら、 

月300万〜500万超えは堅いでしょう。 

一度、月150万ほど稼ぐ経営者にコンサルしたことがあるのですが、 

半年で月1000万超えプレイヤーになり、 

年商でいうと1億3000万を稼ぐようになりました 。 

もちろん本人のがんばりもありましたが、 

戦略をコッチで練ってあげて 

仕組みをサクッとテコ入れしただけです。 

収入の天井が外れる感覚 この をぜひ味わって欲しいですね。 

大成錬金術のメインコンテンツだけでも 

十分に味わえる感覚かもしれませんが、 

一気に道が開けて収入の桁が上がる感覚 がします。 

結局、使った金額以上にお金を稼げばいいのです。 

仮に月100万稼いでいるのであれば、 

3ヶ月分の収益を投資して収入が2倍になれば 

トータル余裕で回収できます。 

この「回収してやる！」ってマインド、 

めっちゃ大事ですよ。 

僕も貯金350万のときに 

600万のコンサルに申し込んで、 

2ヶ月後に残り300万払う必要に駆られて 

全力で作業しましたから 。 

結果、収入が爆上がりしました。 

当時は月収100万くらいでしたが、 

1年後には月収700万になっていましたね。 

人生では何回か、勝負するタイミングって必要だと思います。 

しんどいけど、乗り越えればそのあとめっちゃ楽できる。 

僕はそんな感覚でビジネスに挑んでますね。 

これちょっと見づらいですが、 

半年間コンサルしたクライアントが 

自主的に送ってきてくれた手書きの感想です。 

いやー、やはり成功者が出ると嬉しいですね。 

DRMまじで凄いなって本当思います。 

こちら集まりすぎると僕がパンクしてしまうので、 

限定3名の募集です。 

ちなみに1年ぶりの募集となります。 

次回は未定。 

VIPコンサルティングコースは審査あります。 

質問に回答していただいたあと、 

こちらから審査の可否を送ります。 

分割の相談がある場合は柔軟に対応しますので教えてくださいね。 

大成錬金術-VIPコンサルティングコース- 

6ヶ月間のコンサルティング：300万 

Q&A 

Q.返金保証はありますか？ 

A.いかなる理由があろうとも返金はできませんのでご了承ください。真面目にお金を払ってくれてる参加 

者もいるので、平等を期すためにも返金には応じません。 

Q.初心者でまだ何もスタートしてないのですが、大丈夫ですか？ 

A.初心者でこの講義の中身を知れるって、超絶ラッキーですね。僕が最初に学びたかった実践的な内容を 

詰め込んでいるので、まじで無双しますよ。僕も初心者の頃にDRMを学びまくってから一気に成果が出や 

すくなりました。ライバルをガンガン抜き去るあの爽快感をぜひ味わって欲しいですね。 

ちなみに初心者の注意点としては、できれば講義を何度も聴いて欲しいってことです。最初は右も左もわ 

からないかもしれませんが、ある瞬間から一気に思考が繋がって儲かる方法がわかるようになります。こ 

れは知識を手に入れないと見えない世界なので、ぜひ来てほしいですね。一緒にがんばっていきましょ 

う！ 

Q.サポートはついていますか？ 

A.特典にあるコンサルティングのみついています。僕の教材はどれも一貫して「独立」を目指してもらっ 

てます。とはいえ、僕の知ってることを全部伝授しますし、ご自身で戦略を立てられるようにカリキュラ 

ムを設計しているのでご安心ください。 

Q.自分にはセンスがあるかわかりません。本当に成功できるか不安です。 

A.センスは後天的に身につけるものです。僕も起業家のセンスなんて皆無だったのでご安心ください。セ 

ンスの正体って知識なんです。今回の講義を学んでいくうちに、自然と起業家センスが身についていきま 

す。本文にも書いた通り、起業は「儲かる確率をいかに上げまくるか？」の勝負です。学べば学ぶほど、 

不安が溶けていきますよ。 

Q.実店舗経営に非常に興味がありますが、抵抗があります。コロナ禍でも大丈夫でしょ 
うか？ 

A.いきなり実店舗経営をする必要はありません。まずはDRMを学んでハードルの低いアフィリエイトで儲 

け、そのあとコンテンツ販売に挑戦するという流れでOKです。年間1000〜3000万の自動化は十分いけま 

す。 

あとコロナですが、僕の知ってる限りマーケがうまいお店はコロナ禍でも逆に売上めっちゃ伸びてます。 

先に予習しておくぶんには良いことなんですよ。僕は稼ぐ前から、稼いだあとのことをずっと考えていま 

した。実店舗経営の話は、どちらかというとケーススタディとして思考を鍛える目的でご利用ください。 

オフラインのビジネスのことを考えられると急成長します(その理由も企画内でお話します)。 

Q.顔出しは必要ですか？炎上しますか？堅い仕事をしてるのでコンプラなど不安です。 

A.むかし公務員や、副業規定の厳しい会社員に教えたこともありますが、バレずに賢く稼いでいますね。 

僕もプロデューサー、マーケターという形で別人格・別法人で収益化に成功してます。ご安心ください。 

Q.副業で挑戦したいです。時間があまり取れないのですが大丈夫ですか？ 

A.時間が取れないからこそ、最短距離で成功する方法を学んで欲しいですね。余計なことに時間を取られ 

たら経済的自立の達成まで500時間かかるかもしれませんが、エッセンシャルに取り組めば100時間で済む 

ことがあります。 

100時間って残業でも越えることありますし、休憩時間にスマホゲームしたり漫画読んだりする時間と同じ 

くらいなのかなと。その時間を投資できるかどうか？ですね。全然いけると思います。 

Q.これまでの教材とどう違いますか？ 

A.DRMの専門教材ってところですね。あと、情報発信”だけ”を教えてる人は多いですが、あらゆる商 

品を売れるレベルまで言語化してる人は本当に少ないです。 

僕はとにかく、学んでくれた人のビジネスの可能性を広げて成功をショートカットさせることに重き 

を置いています。ぜひ特定の業界に依存しない本質的なスキルを学んでください。めっちゃ近道させ 

ます。 

資産に囲まれる安心感と、 

挑戦して成功し続ける充実感 

ネットビジネスの業界では、たまたま少し稼いだけど、 

1年後すら不安になっていたり、 

自分のビジネスに自信を持てていない人が多いイメージ です。 

あるいは、どの情報を信じていいかわからずに 

ずっと資産作りに手を付けないまま 

ネット上を彷徨っている人もいます。 

僕はいままでいくつかコミュニティをまわってきましたが、 

目に力が入ってない人がかなり多かった。 

本当に自分の商売が人の役に立っているのか？ 

これからもこの手法で稼ぎ続けられるのか？ 

実績を盛って、自信満々に装ってるけど、実は自信がない。。 

一生懸命作業をしているのに、なんかやりがいがない、 

もう何年も同じステージにいて、そろそろ大きく成長したい。。 

という心の声がヒシヒシと聴こえてきます。 

ですが、僕の周りの起業家たちは、 

不思議なことに一点の曇りもなく目が光っています。 

DRMで学んだスキルをフル活用して、才能ある人を次々とプロデュースして有名人させている人 

もいるし、 

コーチング事業で1億稼いだあとに資産運用に挑戦、ドバイに移住成功して海外でビジネスをし 

ている人もいるし、 

SNS運用代行業と情報発信を組み合わせ、サブスクリプション(月額)で毎月200万入ってくる仕 

組みを作った人もいます。 

あらゆる業界で色とりどりに活躍する人ばかりです。 

不思議なことに、 

ひとつの業界に限定されないんですよね。 

僕はビジネス教育系というジャンルが面白いので 

ずっと情報発信を続けているわけですが、 

別にその業界に限定されなくてもいいわけです。 

自分が大好きな市場でマネタイズできれば、 

仕事が天国になるんですよね。 

僕の周りの起業家はそういう人たちばかりで、 

自由を手に入れたあとも次の挑戦を続けています。 

彼らはいまでも、活きた情報を僕にくれます。 

よくクライアントと一緒に話すのが、 

もう我々はいつでも好きなだけ市場からお金を生み出せるよね 

ってことです。 

仮に次の事業で1000万欲しい！となったら、 

1ヶ月篭って仕組みを作ろうと思えばできてしまう。 

大成錬金術で話す内容をフル活用して、 

サクッと戦略を練って、実現してしまうんです。 

それはDRMの本質を学んだ結果なのかなと。 

しかも、収入がめちゃくちゃ安定するのも特徴です。 

たまにドカンと100万、1000万を稼いで 

それを実績にしている人も見かけますが、 

じゃあその収入は続いてるの？ 

というと、実情は微妙なはず。 

月収は100万だったとしても、 

年収200万だったら意味ないよね？って思うのです。 

しっかりと自動化の戦略が基礎にあれば、 ですが、 

稼いだお金は勝手に自動収益装置になります 。 

資産作りに集中すれば、 

収益は減るどころか右肩上がりに上昇し続ける のです。 

大成錬金術で頂いた 
参加費の使い道 

余談ですが、このまえ銀行の口座を整理していたところ、 

ここ1年間で7000万以上使っていることがわかりました。 

お金は教材を買ったり、 

セミナーに参加したり、 

コンサルティングに使ったり、 

ビジネスの実験に使ったりと、 

基本的には「情報」に繋がるものを中心に使ってます。 

集客先や実店舗のノウハウなども、 

実際にやってみて得られた 

生の情報だけを話すようにしてます。 

理論だけでなく、実践して得られたリアリティのある情報。 

机上の空論ではないからこそ、 

事例を学ぶには打ってつけです。 

つまり、大成錬金術は 

この7000万分の知恵を凝縮した内容 とも言えます。 

この1年だけでなく数年分あるので、 

ぶっちゃけ1億かけて得た経験値ですね。 

1億以上の経費を使って得た 

知識・経験・思考を丸ごと横取りできると思ったら、 

安い参加費だと思いません？ 

めっちゃ熱量篭ってますからね。 

参加してくれれば一気に何段階もステージを引き上げます。 

また、僕はいま実店舗ビジネスを展開していますが、 

大成錬金術で頂いた参加費は 

さらに実業のほうに再投資させてください。 

そして、そこで大成錬金術の内容をそのまま使って 

ガンガン結果を出していくので、 

その情報もまた共有します。 

大成錬金術は つまり、 

成功事例をどんどん増やしながら 

永久にアップグレードされ続ける講座にします 。 

コンテンツで稼いだお金は 

自分のために使うんじゃなくて、 

今後は実験して得たデータや内容を 

フィードバックしていきますね。 

参加費をそれなりに頂いているので、 

かなり生々しい情報を送れるかなと。 

だから、ビジネスを応援するつもりで 

講義に参加してくれれば嬉しいです。 

その対価として、 

僕が身体を張って情報を提供していきます。 

参加費は高額に感じるかもしれませんが、 

必ず回収できるように真剣に作り込んでいきます。 

以上が、大成錬金術の案内でした。 

業界トップレベルのDRMの本質と、 

最前線で実験した生々しい事例を 

とにかく真剣に送り続けていく企画です。 

一緒に大成功していきましょう。 

大成錬金術に参加することで、 

得られるものをまとめました。 

◆ 大成錬金術動画コンテンツ(8月10日スタート〜) 

◆ 大成錬金術プレミアムメール講座(1ヶ月〜随時追加) 

◆ 都内で個別コンサルティング(2時間) 

◆ そのほか懇親会、ゲリライベントなど(LINEで案内します) 

大成錬金術：オンラインコース 

価格：498,000円 

返品/返金の可否：不可。 

決済手段は銀行振込かクレジットカード決済か選べます。 

分割決済の場合、手数料を頂いています。価格：6分割「90,000円×6ヶ月」、12分割「45,000円×12ヶ 

月」、24分割「23,000円×24ヶ月」。 

◆ 大成錬金術通常コースで受け取れるすべて 

◆ 半年間チャットワークで質問し放題 

◆ 最低でも月1回のミーティング 

◆ コンサルティング限定コンテンツ(20本ほど) 

◆ 作業会へ招待。仕組み構築合宿なども 

大成錬金術：VIPコンサルティングコース(半年) 

価格：300万(税込) 
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