
注意！この手紙にはきれいごとは書かれていません…

"もし、これらの３つの約束を守る事が
できる！と誓えるのならば… ライバルに
恥をかかし、卑怯者呼ばわりされる程
儲ける非道徳な方法を公開しますが…
遂に公開！ ５年前まで年収５００万円だった平秀信がわずか２
年で億万長者に成り上がった秘密… 最も競争の激しい住宅業界
で独立、一気にナンバーワンに躍り出た。そして、わずか５年
で総額５０億円の売上げを叩き出した。その禁じられたマーケ
ティング秘術をすべて公開。４6才の非道徳な億万長者が惜しげ
もなく告白した高額納税者への最短距離をステップバイステッ
プであなたにも今、解き明かす… 真実を目の当たりする勇気の
無い人は絶対に見ないで下さい…

　　

注目 　
“この頃、ちまたでは綺麗事、道徳的な事を語る人で溢れかえっていま
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す。もちろん彼らは間違ったことを言っているわけではありません。

“道徳的な事はとても大切です。しかし、金銭的余裕がない時、いくら道
徳的な事を語っても何も意味がない。明日、どうやって家や車のローンを
払い、子供の教育費を確保できるのか？

“まずはお金の問題を片付けないと何も始まらないのです。

“反感を買うかも知れませんが、正直に言います。私はいままでお金だけ
を・・明日どうやって１円でも多くのお金を儲けることができるのか、た
だそれだけを追求して来ました。

“そして、気付いた時には５０億円も売上げていました。そして今初め
て、自分自身を見つめてみて、思ったのです。

「私はすでに十分過ぎるほど稼いだ・・これからはあなたを応援する立
場に廻るべきではないのか？」

“その思いで今回、もしあなたが今から説明する３つの約束に同意できる
のであれば、凡人だった私がわずか数年で億万長者に成りあがったその具
体的な方法をあなたに提供する決意をしたのです。

“今から説明するある理由のためにあまり多くの人には公開できない事に
なりました。

“３万人以上の人が現在この手紙を読んでいます…　一瞬で売り切れてし
まう可能性があるので、今すぐこの手紙を読み進めてください…

From：平秀信
午前５時１０分、木曜日
長野県茅野市

真実を知りたいあなたへ…
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今まで儲けの秘密を全て公開する事はできませんでした…

なぜ、隠し続けていたのか？

　正直にお話しますが、これまで儲けの秘密をすべて公開することが出来なかった理由は２
つあります。その２つの理由をお話する前に言っておきますが、今まで私がセミナーや教材で
公開してきた内容に嘘やでたらめなものはありません。

　もちろん貴重すぎる内容をたくさん公開してきました。２００４年１２月７日、ユウポー
ト東京にて行われた億万長者セミナーでも、あなたが２年で高額納税者になるために必要なノ
ウハウは十分過ぎるほど公開しました。

　しかし、正直に言うと私が使っているノウハウのほんの２％程度しか公開できませんでし
た。残りの９８％のテクニックは誰にもお話できなかったのです。

"なぜ、かたくなに秘密にしてきたのか…"
　なぜ隠していたのか？ 1つの理由は、この残りの９８％のテクニックはあまりにも非道徳

だからです。私がわずか5年という短期間の間に５０億円という利益を叩き出した方法はあまり
にも非道徳であり、社会的にみて綺麗な方法ではないからです。

　もちろん法を犯すような事は何もしていませんが、私が使っているテクニックそのものは
耳ざわりの良い物ではありません。公開する事によってバッシングを受ける事は目に見えてい
たのです。なので、この９８％の秘密を公開する事はできませんでした。

　また、もう１つの理由は、自己中心的だと思われるかも知れませんが、ライバルに知られ
るのが怖いからなのです。私は今までセミナーや教材を提供する際、住宅業界の人間には絶対
に売れない、という原則をつらぬいてきました。

　しかし、いくら住宅業界のライバルには売らないようにしても、偽名、もしくは会社名を
伏せて私たちのノウハウを盗みにやってくる人はいるものです。なので、どうしても全てを語
りきる事はできませんでした。

　考えてみて下さい。私の実業はエルハウスという住宅会社であり、儲けの秘密を教えるの
が本業ではありません。儲けの秘密を全て公開してしまい、そしてライバル会社にそれを盗ま
れるとエルハウスは倒産してしまいます。

　私には妻、2人の娘の大切な家庭があります。家族の生活がかかっている中、全てを公開す
るのは、あまりにも危険すぎます。黙って誰にも知られずに稼いでいる方が安全なのです。以上
の理由から、大切なこと、９８％の儲かる秘密は心にそっと大事にしまっていたのです。

　そうやってただ黙々と誰にも知られないように稼いできた結果、独立してわずか２年で億
万長者に成り上がり、小さな成功を手にする事ができたのです。考えても見てください。ほん
の５年前まで年収５００万円だった私がですよ。その私が：
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一年に15億円も売上げるようになりました。
高級車に乗り、大きな家に住み、飛行機ではエグゼクティブクラスで 世界中を旅行す

るようになりました。
「凡人の逆襲」をはじめその他多数の本を出版し、ベストセラー作家になりました。

つまり、たった5年間という短期間にジャパニーズ・ドリームを手にしたのです。

"馬鹿にされていた少年時代…"

平秀信…少年時代

　こんな事を言うと嫉妬や反感を買うかもしれませんが、大
切な事なので正直に言います。現在こうやってお金に苦労する必
要がなくなってから当然ながら、人生の楽しみは１００倍にも
感じられるようになりました。

　なぜなら、好きな時に好きな事をできるようになり、好き
な人しか相手にする必要はなく、誰にも頭を下げる必要もな
く、自由に、身勝手に人生を楽しむ事ができるようになったか
らです…

… もしかしたら、

「平さん、あなたは金の亡者なのですか？お金が全てではないよ！」

　と、あなたに怒られるかも知れません。もちろん、その通りだと思います。お金が全ての
問題を解決できるとも、本当の幸せをもたらすとも思ってはいません。

　しかし、お金がない事の苦労、辛さは私もよく分かっています。

　私は、貧しい家で育ちました。父親は私が９歳の時に蒸発し、私と私の兄は母親の女手ひ
とつで育ちました。家にはいつもお金がありませんでした。

父親は蒸発…母親の
女手ひとつで育った…

　ストーブはなく、勉強机を買うお金もなく、みかん箱を机
代わりにして寒い長野の冬を毎年過ごしていました。

　同級生からは、私の家が貧乏だったこと、私の父が蒸発し
ていなかった事について、いつも馬鹿にされていました。

　人一倍負けん気が強く、腕っ節が強かった事もあり、馬鹿
にされた時はいつも暴力で皆を黙らしていました…
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… しかし、心の中ではいつも思っていました。

　「もし、普通の家庭のようにお父さんがいたら… もし、勉強机が買えるだけのお金があっ
たら… 金持ちなんかじゃなくてもいい。こんな辛い思いをしなくてもいいだけの、ただそれだ
けのお金があったら…」

と毎日、布団の中で悔し涙を流したこともしょっちゅうでした。

　お金が全てではない事はわかっています。しかし、家族に苦労させなくてもいいだけの、
ただそれだけのお金を持っている事はとても大事な事だと思うのです…

"独立、そして成功なんて夢のまた夢…"
　そんな少年時代を過ごしてきた私は、人一倍お金に執着するようになったのです。しか

し、貧乏な家に育ち、お金について何も教育を受けた事がなかった私には、ビジネス、商売で
成功する方法なんて何も分からなかったのです。

　なので、当然の事ながら独立して大成功するなんて事は夢のまた夢の話でした。 地元の建
設会社で現場監督、営業などを２０年間やっていました。 それが分相応だと思っていたので
す…

　しかし、５年前のある日、私の人生に大きな転機が訪れました… ２０年間勤めた会社が倒
産してしまったのです。

　そして、会社の責任者の１人という理由から多額な借金の一部、１億円を背負う事になっ
たのです…

"死を予感した独立当初…"
　１億円の借金を背負った私は、このような多額のお金を返済するには、自分で会社を興し

て成功するしか方法がないと思い独立を決意しました。しかし、それまでサラリーマンとして
働いてきた経験しかないのです。商売の方法、儲ける方法なんて全く知りませんでした。

独立当初…事務所を借りるお金さえ
なく、部屋の一角を事務所代わりに…

　ただ、ひたすら灰になるまで働けば、いつか必ず成
功すると信じて、

　毎日朝７時から夜中の３時まで、ボロボロになるま
で働きました。

　効果的に儲ける方法を知らなかった私には、ただそ
れだけしかお金を稼ぐ方法は思い当たらなかったので
す。
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　毎日睡眠時間３時間で働いていた私の体はボロボロになり、独立してから一年の間に３度
も救急車で運ばれました。死を予感した日もありました。家には帰らず会社で仕事ばかりの毎
日で家庭は崩壊し、愛する娘たちは登校拒否になってしまい、妻との会話も無くなりました。

　儲ける方法を知らなかった私は、家庭をかえりみず、ただ仕事をする以外何もできなかっ
たのです。独立するまで幸せだった家族はバラバラになり、離婚の話が出るようになり、全て
を失う直前まで追い込まれたのです…

"すべてを失いかけた私の人生を
１８０度変えた劇的な発見…"

　１億円の借金の返済、家庭の崩壊、みるみる痩せ衰えていく自分の体、全てを背負いなが
ら、ひたすら働いていた毎日。しかし、ある日、私の運命を１８０度変えてしまう劇的な発見
をしたのです。

　それは、ダイレクト・レスポンス・マーケティング との出会いだったのです。

　ダイレクト・レスポンス・マーケティングとは、中小企業が効果的にお客にアプローチす
る方法です。その方法を私の会社に取り入れた結果、それまで赤字だった私の会社の売り上げ
は、それまでの努力がまるで馬鹿らしくなる程、どんどん利益が出るようになりました。あれ
よあれよという間に一生働いても返せないと思っていた１億円の借金をわずか１年たらずで全
て返済する事ができたのです。

　そして、独立してわずか２年で高額納税者として新聞に掲載されるようになり、夢のまた
夢であった億万長者に成り上がってしまったのです。

　家庭も元通り幸せを取り戻し、娘たちも学校に復帰し、妻ともまた幸せな関係をと取り戻
す事ができました。

　しかし、本当に儲かる方法はまだ知らなかったのです…

"マッドサイエンティスト並みの　
実験、実験、そして実験…"

　億万長者に成り上がった私は、更なる儲けを掴む為にそれまで使っていた儲けのテクニッ
クを全て捨て、全く新しいマーケティングアプローチをテストするようになりました。

　今まで学んできた事とは別に・・・、自ら新しい方法を毎日テストし、更なる成長を得る
事はできないか！とまるでマッドサイエンティストのようにマーケティングの実験を繰り返す
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ようになったのです。

億万長者どころのレベルではない、５億、８億、いや１０億円、２０億円以上の
お金を得るにはどうしたらいいのか、それをただひたすら追求したかったので
す。

ダイレクトレスポンスマーケティングを超えるものは無いのか！？と …

　その実験の過程で、今まで考えもつかなかったアプローチの方法、広告の出し方、セール
スレターの書き方、顧客価値の上げ方、バックエンド商品の出し方を発見しました。この方法
を用いると、まるで想像もつかなかった程のお金を儲ける事ができるようになったのです。

　広告費を全く使わず、１日（２４時間）で５０００万円以上を稼ぐようなテクニックなど
も次々に発見していきました…（ちなみにこれらの詳しい方法はこの手紙で紹介していきます
ので、注意して読みすすめて下さい。）

　私の好きな言葉にこのようなものがあります：

“System can be beat, It always can…”

　私が自ら発見してきた、これらのテクニックは耳ざわりのよいものはありません。正直い
って非道徳的だとバッシングを受けるやり方ばかりだと思います。しかし、更なる成長を得る
為には今まで学んできたものを捨て、今まで常識だと思われていた手法をどんどん覆していか
なければいけないと思うのです。

　そして、私がこの３年の間にテスト、テスト、そのまたテストの挙句に感情マーケティン
グを超える方法、何の取り柄も無い凡人が高額納税者に成り上がる最短距離のステップを作り
上げる事ができたのです。

　そうです。それがビシャスマーケティング（非道徳マーケティング） なのです…

"非道徳マーケティングの
その威力とは！？"

　ビシャスマーケティングを発見し、そしてそのテクニックを実践する事で得た私の小さな
成功をご紹介します…

"平成12年独立、住宅会社・株式会社エルハウスを興す… "

創業からわずか３年で年商10億円の住宅販売会社を作る。しかも社員は10名のみ。独立後わ
ずか5年半で総売上50億円を達成。その独自の販売手法はマスコミにも大きく取り上げられ
た。（ベンチャーリンク、長野朝日放送、実業界、日経新聞、日経ホームビルダー　他14社）
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　マスコミ記事の一部

“上場企業株式会社ナックと業務提携ローコスト住宅研究会を設立"

全国各地220社が参加し急成長を遂げる。実績のほんの一部を紹介すると…

ローコスト住宅研究会メンバーの一部

５万部配布のチラシで300組の集客を記録
10万円の新聞広告で92件の資料請求
研究会入会後４年連続地域ナンバーワン店に
まったく仕事の取れなかった営業マンが、半年
間で17棟受注（営業１人）
創業３年目で受注100棟達成
10億円の売上に対して広告宣伝費1％以下
の800万円
二人の営業マンで年間62棟を受注

“平成14年、オーエス出版から、「凡人の逆襲」を出版！”

「凡人の逆襲」が３万部のベストセラーとなり、大反響を得る。その他、「安くていい家」
（オーエス出版）、「行列のできるスーパー工務店の秘密」（日本実業出版社）、「家づくり
革命」（ナツメ社）など著書多数。ベストセラー作家に成り上がる！

“平成15年、中小企業支援のための活動を本格的に開始するため、
株式会社インプロビックを設立！”

「千客万来道場・トラの穴」を主宰。集客に悩む中小企業の支援活動を開始。主な支援先
は、整体治療院・学習塾・英会話教室・社会保険事務所・造園業・塗装業・カイロプラクテイ
クス・中古車販売店・個人セールスマン・生命保険コンサルタント・建材店・楽器屋・リフォ
ーム店・税理士事務所・インテリア店・薬品屋・薬局・ＮＰＯ法人・コンサルタント・シンク
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タンク・歯科医院・美容外科・エステチックサロン・宅配業者・浄化槽屋・不動産業者・ガラ
ス屋・通販会社・大手学習塾・出版社・ダスキン・行政書士・会計事務所　他

平秀信が「ビッグコミック増刊号」に登場！ TV出演

“平成16年、NPO法人住宅法律相談室理事長に就任！”

　友人サティスホーム廣田氏の立案でNPO法人住宅法律相談室を設立。初代理事長に就任す
る。「住宅法律相談室」は、良心的な業者のボランティアによって、消費者の負担を一切無料
に住宅関連の悩み事を相談できる窓口を作ろうという趣旨のもと、設立された。

　ここで成功事例のほんの一部をご紹介しましょう。

"ひたすら隠してきた秘密のほんの一部を
公開した時、想像もつかなかった事が…"

　３年間かたくなに守り通してきた儲けの秘密、非道徳マーケティングのほんの一部を信頼
のおける数人の友人に紹介した結果、想像もつかなった事がおこったのです…

“10年分の収入を１年で稼げるようになりました…"
“平先生に出会ったおかげで今の成功があります。”[ビデオに続
く]

株式会社サティスホーム　廣田 康之　様
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ビデオ映像を見れない場合は以下のリンクをクリックして下さい。

ここをクリックして廣田さんの感動の声を聞いてみる。

"平さんとの２０分の会話から５０００万円のビジネ
スが生まれました！"
“ラジオにも出演しました。CDも...”[ビデオに続く]

アルルホームズ明るい株式会社　安倍 勇作　様

ビデオ映像を見れない場合は以下のリンクをクリックして下さい。

ここをクリックして安倍さんの感動の声を聞いてみる。

“２年前のチラシの反響が今も続いています！”
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“平先生と作ったチラシで今は盛況になっています...”[ビデオ
に続く]

小池　様

ビデオ映像を見れない場合は以下のリンクをクリックして下さい。

ここをクリックして小池さんの感動の声を聞いてみる。

"非道徳マーケティングのうちのほんの
４％ほどのテクニックをセミナーで公開した時…"
　最初に申し上げた通り、今まで非道徳マーケティングの全てを公開することはできません

でした。しかし、勇気を出して私が本業で使っているテクニックのほんの一部を１２月７日に
開催された億万長者セミナーで公開した時、またもや想像を絶する程の声が…
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お給料が７桁になりました！
平先生の億万長者セミナ－に出て、ＤＲＭを学

び、ＦＡＸＤＭを実践して、お給料が７桁になりま
した。
小冊子を活用して見込み客が１０倍増えました。年
収を３倍にするために、今、すぐやる何をやればい

いのかわかりました。簡単に人の２倍働く方法がわかり、給料も人
の３倍になりました。同じ悩みを持つ友人が増え、成功を目指し、
日々励ましあっています。友達という財産が３倍に増えました。

億万長者セミナ－出て、毎日の通信勉強会で学び、得たことは、
７桁の収入だけではありません。友達が増え、人生を楽しく過ごす
方法も学んでいます。先生には、感謝しかありません。本当にあり
がとうございます。

長野県　牛澤　毅一郎 様

マスコミにFAXして翌日に新聞に載りました
セミナーでは、まず自分を売ることを学び、スグ

にマスコミ各社に取材を申し込みました。

　すると、なんと翌朝には自分が新聞に載ること
ができました！まさかと思いましたが、セミナーで

学んだことをそのままやってみただけです。一瞬にして街の人気者
になりました。借金からの起業ですが燃えています。学んだノウハ
ウを実践し必ず成功できると確信しています。
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埼玉県　村上　様

売れない営業マンが過去最高の実績を出しました
億万長者セミナーで非道徳と言われた部分を実践

して言ったら、なんと、売れなかった営業マンが過
去最高の実績を出しました。まさに非道徳な結果で
した。

やっていることは、平先生がおっしゃるほど非道徳ではないです
が、結果がライバルが地団太を踏むくらいの結果です。今期は3倍
増の60棟を達成するのも現実に見えてきました。

たった一つのノウハウを使っただけでこの結果ですから、全ての
ノウハウを使ったらいったいどうなるのか...

兵庫県　森下　様

何も出来なかった自分が、何でも出来る自分に変わり
ました

あの日あの場所にいなかったら、今の自分はどう
なっていたのだろうか？考えたくない、想像も出来
ない。

　セミナーに出て、どう変わったか？変わったと
いうより「気付ける」ようになりました。それまで「気付いていな
いことに、気付いていなかった」「できていないことに、気付いて
いなかった」「わかっているけどやらなかった」を繰り返していま
した。

セミナーに出て本当にありがたかった。今思い出しても、涙がに
じんできます。うれしい体験です。ほんとうにありがとうございま
す。「貴重な情報を得た」でなく、「貴重な体験ができました」こ
の気持ちは一生忘れることは出来ません。

埼玉県　川口　様

早く実践しなければライバルにやられてしまう。
そうなったら終わり…

ここまで非道徳なほどに儲かってしまうメッソッ
ドはかつて公開されていなかった。

　しかも、即効性のある方法。大変なことだ。１
５００人が知ってしまった。会場にいた人間は皆、

大急ぎで取り掛かったに違いない。心臓が高鳴った。早く始めなけ
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れば、ライバルのあいつはすぐに始めてしまうだろうから。そう、
早く始めた人が勝ち。帰りの新幹線の中、実践アイディアが頭から
こぼれ落ちてしまわぬよう、必死にノートに筆記した。

このセミナーを受けてから、失敗という概念が無くなった。失敗
も成功の要素だということが本当に分かった。多くの気づきも得ら
れた。どうか皆さん、私の名前を覚えていてください。近い将来、
日本中の人たちが、私の存在を知るでしょう。それほどの人間にな
る自信がつきました。

岐阜県　国枝　在香　様

　この他にも、ここでは上げ切れないほどの驚愕の声が..

"お金では買えないもの…"
　年収５００万円のサラリーマンだった私は、ダイレクト・レスポンス・マーケティングを

使う事で、２年で高額所得者として新聞に載りました。そしてビシャスマーケティングを使う
事で更なる成長を遂げ５０億円もの大金を売り上げるようになりました。

　現在では、好きな物を好きなだけ買えるようになり、好きな場所に好きな時に旅行できる
ようになりました。つまり、お金で買えるものは、ほぼ全て手に入れられるようになったので
す。

　しかし、実際に億万長者になってみて分かったこと。一生遊んで暮らしても、使い切れな
いほどのお金を手にしてから初めて分かった事があるのです。

　それは、「一番大切なのものはお金では買えない」という事です。

お金の問題で家族に苦労させなくて良い
今まで心配をかけてきた母親に恩返しができる
困った人達を助ける為に大金を寄付できる
才能のある人たちをバックアップしてあげる事ができる
今までお世話になった人たちを助けてあげる事ができる

　このような事が人生で一番大切なことだと、５０億円という大金を手にして初めて気づい
たのです。

　いままで私は、自分が億万長者になった方法を教えることは、勿体ないと思っていまし
た。ライバルにテクニックを盗まれ、自分の会社が倒産しないようにする、そして自分の家族
の安定だけを考えていました。しかし、ここまで来てやっと分かったのは、周りの人間にも幸
せを、自由を、そして安定をもたらすことが一番大切だと気づいたのです。
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"次はあなたが億万長者になって下さい！"
　これから起業しようと思っていて、現在まだお金が無い人も、もうすでにたくさんのお金

を持っている人にも、私がこの５年間という短期間で得ることができた成功の喜びを味わって
もらいたいという願いを込めて…

… そして、ゴミ以下の価値しか提供していないこの日本の情報業界に真っ向から挑戦すると
いう意味を込めて、今回非道徳マーケティングの全て、そうです、１００％公開する決意をし
たのです！

Millionaire Marketing System

“何の取り柄もない凡人を２４ヶ月で高額納税者に

転換させる非道徳な方法…Vicious Marketing Secrets!”

　私が５年間という短い期間に５０億円以上もの売り上げを稼ぎ出した、その全てのテクニ
ック、ノウハウ、知識、そして知恵を合計収録時間11時間にも及ぶDVD、４時間を超えるオー
ディオCD、そして２５０ページを超えるマニュアル本に手加減抜き、全力で叩き込みました！

DVDｘ２　(Vicious Marketing Secrets)...
DVDｘ３ （億万長者セミナー午前/午後の部完全収録）
CDｘ２　（Vicious Lead Generation Secrets）...
ボーナスDVDｘ１＆ボーナスCDｘ３　（Vicious Solution Secrets）
スペシャルボーナスDVDｘ４　(Success Equation)...
マニュアルテキスト（億万長者セミナー午前/午後の部テキスト/パワーポイント）
アクションプランシートｘ８(Vicious Action Plan 具体的なステップ集)...
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　４kg以上の重さのあまりにものボリュームに圧倒するかもしれません。
果して全て消化できるのか？と心配しているかもしれません。

　しかし、安心してください。私がこのプログラムで一番注意したのは、あなたに確実に全
てのテクニックをマスターしてもらう事、確実に結果を出してもらう事なのです。

　無駄な内容は一切含まれていません。 明日あなたがまず何をすればいいのか？そして次に
どうすればいいのかを・・大事なポイントを分かりやすくステップ-バイ-ステップで順番にマス
ターできるようにしました！

日本のビジネス界の常識を　
根本から覆す事になるでしょう...

　収録時間２時間１１分にも及ぶこのDVDに収録されている内容を公開する事で９０％以上
の人から私は嫌われる事になるかもしれません。　正直言って、日本のビジネス界の常識を覆
すほどの恐ろしい真実を目撃してしまう事になるでしょう・・

　もう、後戻りはできません。全てを公開すると言ったからには公開するしかないのです！

　MMSに含まれているDVDの再生ボタンをクリックした瞬間、あなたが目にする衝撃的な
テクニックのほんの一部を紹介すると…

>> 売れすぎて困るほどのセールスレターを怠け者が書く為に通らなければならない
現金を最小の時間に手に入れる驚くべき３つの近道とは？ (学歴なんて関係ない！あ
なたの中に隠れているセールスマンシップを現金に変換する最短距離を見つけ出す
方法・・・)

>> 億万長者に成り上がることを強いられた４０歳の平秀信が見つけ出した、即座に現
金を得る為の１０の秘密！成功するか飢え死にするか？拳銃を「こめかみ」に突き
つけられ成功しなければ「死」が待っていたとすれば・・この方法を使うしか手は
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ありません！

>> 赤の他人が「絶望的」に財布を開き、あなたにお金を与えなければ気が済まないよ
うにする方法・・古代から受け継がれてきた「魅力の関数」の秘密を使ったセール
スステップとは？　76％のセールスマンが知らない激しく成功し、巨大な富を構築
する為の「失われた秘密」・・

>> お客の脳を回転させ・・正気ではないくらい・・異常な程にお客の心を掴む「キャ
ッチフック」を見つけ出す隠された方法！この「キャッチフック」使った広告を目
にしたお客は、血液を沸騰させ、あなたが売っている商品を渇望する事になるでし
ょう・・そしてお客はあなたに金銭を送るまで、彼のアドレナリン・レベルは下が
りません！

>> あなたの顧客の「スイートポイント」を釘づけにして８９％の確率で彼らを熱烈な
ファンにさせる方法！一人よがりの広告を出していませんか？この『スイートポイ
ント「ＳＰ」』を効果的な場所、そして効果的な回数使用することであなたが顧客
の家族に「似ている」と自動的に思わせ、一瞬にして信頼を獲得することができる
でしょう・・

>> 文明の歴史上、誰一人として開けて読み終わりお金を振り込むまでは気が済まなく
させるようなＤＭを書くステップバイステップの方法。いくら最強のＤＭを書いて
もお客に読んでもらえなければ意味がない！９８％の確率で開けてもらえるＤＭの
作り方を公開！

>> お客が寒気を覚えるようなキャッチタイトルを書く方法！ロバでも理解できる、顧
客が全てを放り出しあなたの広告を読む事だけに全神経を集中させることを強いら
せる「言葉の引き金」を見つけ出す方法を教えます！

>> ビジネススクールで習った事は全て忘れて下さい！記憶喪失になっても絶対にこれ
だけは覚えておいて欲しい、不良少年だけが知っている「ストリートサビーの法
則」とは！もし、あなたが平凡で退屈な人生を歩んできたとしても・・・あなたが
見落としているあなた自身の個性を見つけ出し、それを効果的にキャッシュに変換
させる秘訣！

>> ９９％の自称マーケターは無視している！利益を夜通しで２．５倍にする非常に単
純だが驚くほど効果的な方策とは！　（賢いビジネスマンはこの方法を密かに使っ
ていた・・この方法を公開する事で私は袋叩きにあうかもしれません・・ ）

>> お客にいまスグ買わせる７つの単純な方法！お客は決断する事を嫌います。そんな彼
らから、その場で現金を奪い去る確実な方法を７つ公開！使い古された方法では効
果はゼロ。お客に冷や汗をかかす程、その場で買わなければ夜も寝れなくなるよう
にさせるリーズニングとは？！

>> お客に、あなたの事をまるで教祖様のように信じ込ませる簡単な方法！どんな良い
商品を持っていても・・どんな良いオファーを出しても信じてもらえなければお客
の耳に耳栓が入っているのと同じ事！お客の耳栓を引っ張り出し、あなたの言葉一
つ一つをまるで魔法がかかったように信じ込ませるビカーズ＆ビリーブの法則と
は！？
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>> 物を売るときに絶対に犯してはならない１０の愚かな間違いとは！？商材も良い、
オファーも良い・・しかしなぜ売れないのだろう？と疑問に思った事はあります
か？あなたはこの１０の決定的な間違いを犯している可能性があります！売り始め
る前に絶対チェックしておいて下さい！

>> 顧客をあなたの会社に戻ってこらせる事を９０％保証させる為に言わなければいけ
ない３つの言葉！まずはこの３つの言葉のうち、１つでも試して下さい・・いまま
で、あなたがテーブルの上におかれたキャッシュを見過ごしていた事に一瞬で気づ
くでしょう・・

>> 人間が物を買う時の心理の核心を得る方法！お客の気持ちをわかっているつもりに
なっていませんでしたか？読心術が使えなくても、お客の気持ちが手に取るように
わかる話術とは！？そして、それを逆手に取り絶対に「ＮＯ」と言えないオファー
を出す方法を公開！

>> 何があなたの顧客を興奮させるかを知る強力な5つの方法...パーソナリティータイプ
と言う言葉をご存知ですか？全てのお客は同じ考え方をしていません。お客が最も
興奮する理由はそれぞれ違います。そのポイントを暴き出し、まるで機関銃のよう
に、そのポイントを撃ち崩し、彼らから確実に「イエス！」をもらうピンポイント
ヒッティング法とは？！

>> あなたの商品を何をやっても買ってくれないお客がいる？そうですか、それでは買
ってもらわなくても良いのです。あなたの商品を買ってくれない人間からキャッシュ
を吸い上げる「ブックストアの法則」を伝授！

>> ライバルをとことん利用して、宣伝費ゼロであなたの商品を売る「パラサイトの法
則」！宣伝費が無い？そんな事は問題ではありません。お金を全く使わなくてもお
客は掴める！アメリカではこの方法を使い宣伝費ゼロで年商２０億円まで育てた会
社があったのです！

>> 競争会社から合法的に顧客をこっそり盗む方法！この方法は合法ですが、こっそり
とやらなければいけません・・なぜならこの方法をライバルに知られると彼らにあ
なたの顧客をこっそりと盗まれるからです。絶対にバレないように気をつけて下さ
い！

　... 以上の内容は正直オープニング程度の内容です。実際にＤＶＤを手にした際には、あな
たが感動の涙を流し、あまりにも秘匿性を含んだ内容にライバルに見られるのを恐れ、カーテ
ンを全速力で閉めに走るほどの秘密を教えましょう！

MMSをライバルに盗まれないよう、枕の下に隠して寝てください！

私がこのプログラムで一番、重点をおいているのは、全ての人に明日儲
ける方法を伝授する事です。

>> あなたがこれから起業しようとしている場合、心配しないで下さい！あなたが３ヶ月
以内に独立でき、そして失敗しようのない起業の方法を伝授します。そして独立後、数ヶ
月で地元ナンバーワンになる方法を教えます。
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>> あなたがすでに独立していて自分の会社を持っている場合、心配しないで下さい！あ
なたの会社の売り上げを一瞬にして２倍、３倍、いや１０倍にするテクニックを教えま
す。あなたの経験からは想像もつかないような儲けを出すテクニックを隠し事抜きで教え
ます。

"平秀信がわずか５年の間に
５０億円稼ぎだした金儲けの真髄とは！

　このDVDでは私がゼロからスタートして、年間１５億円ものお金を稼ぐようになった金儲
けの極意を詳しくお教えします！ そして、私が明日もし一文無しになった場合どうやって短期
間のうちに、また億万長者に成り上がるのか！収録時間３時間を余裕で超えるこれらのDVDで
具体的に公開しましょう！

　MMSではまだ誰も耳にした事の無いような儲けの秘密を１０歳児でも一発で理解できる
程、分かりやすく、ステップ-バイ-ステップで説明していきます、例えば...

>> 「ワイセツ」に部類させる程「高額」な商品を一瞬にしてクローズする方法！この
クロージングテクニックを使用する事で、あなたのお客はまるで気がつかないうち
にあなたの「高額商品」を購入するでしょう・・

>> なぜ、バックエンドに「全て」がかかっているのか？保証された定期収入を増加さ
せ続ける最も迅速な方法！バックエンドについてはもう知っている？９９％のマー
ケターはそう言います・・しかし本当に正しい方法を正しい順番で使った時…

>> 週末の間に商材を作成する方法! ビジネスを始めたいが商材が無い？おめでとうござ
います。あなたは９０％以上の人間が失敗する大きな過ちを避ける事ができました。
本当に成功し巨大な財産を得はじめるには、商材を持っている事ではありませ
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ん・・まずはお客が欲しがる物を見つけ出す事です。お客が借金してでも欲しがる商
品を見つけ出し、そして週末の間に完成させる最速の方法を伝授！

>> アメリカの大学でＭＢＡを取得？そんなものはゴミ箱に捨てて下さい。資産を確実
に増やし、常にお金を吸い続ける「現金掃除機」を作る方法！ビジネスを始め、成
功し、そして成功し続ける為に必要なマインドセットを３分で教えましょう！

>> サルでも分かる顧客の心理を読む方法！何が消費者の気持ちを動かすのかを正確に
把握し、そして彼らの心をくすぐり、確実に契約書にサインさせる方法を公開！

>> あなたのステータスを一瞬にして変える自己宣伝方法！（この自己宣伝技術を使う
事であなたの愛する人、ライバル、家族から尊敬され、そしてあなたは更なる成功
へと導かれるでしょう・・

>> 年収１億円を超えた人間の８０％は使っている、お金の不可解な力を利用しキャッ
シュフローをどんどん増やす方法！（本当の金持ちは「こっそり」と誰にも分から
ないように使っている迅速なキャッシュフローの計算方法！）

>> お客があなたの商品を買わない３つの理由…　そしてそれらを克服する具体的な方
法！ 物が売れない？商材が悪いのか？いいえ違います。人が商品を買わないのには
たったの３つの理由しかありません。この３つのポイントを確実に理解する事であ
なたの商品は配送が追いつかなくなり、配送センターからクレームが来るくらい売
れ始めます！

>> ３インチｘ５インチの紙があなたを偉大なマーケターに変身させる？アメリカの有
名なマーケターは皆この方法を使って凡人の脳からマーケターの脳に変換させた！
日本ではまだ誰もやっていない！素人が最短２１日で商売のプロになるエクササイ
ズの方法とは！？

>> 最大に儲かる値段の付け方！あなたの商品、サービスの価格は本当に正しいのだろ
うか…　安すぎても高すぎても失敗する、１円単位で分かる正確かつ最も利益を出
せる価格設定の方法とは！？この価格設定のステップを無視してみて下さい・・近
い将来、確実にあなたは廃業に追い込まれる・・

>> チラシを書くとき、ほとんどの人間が犯す唯一で最大の過ちとは！？そして、それ
を回避する方法！あなたを馬鹿にしているわけではありません・・私も同じ過ちを
犯しました・・しかし、この事に気づいた時、私が書いたチラシは１０分の一の広
告費でライバルの１０倍の集客を得ることができるようになったのです。

>> お客がまるでお尻をつねられたように、「はっ」と目に留まるキャッチコピーを書
く方法とは？！　キャッチコピーを分かったつもりになっていませんか？９９％の
会社が同じ方法を使っている時、効果的な方法は効果的ではなくなります・・この
画期的な方法を使ってライバルに恥をかかして下さい。

>> お客にコンタクトするのに最も効果的な日とは？この日以外にお客にコンタクトし
てみて下さい。約３５％～４０％売り上げが落ちるでしょう・・

>> なぜライバル会社がいなければいけないのか？ライバルがいないから一人勝ちでき
る？いいえ、ライバルがいた方が儲かるのです。わざわざライバルを作り出し、そし
て更なる富を築く為の戦略を公開！
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>> あなたのお客から「恐怖心」を取り外す最良の方法とは！？人は物を買う瞬間、人
生で一番恐怖心を覚えます。この「恐れ」の心理をいとも簡単に外す事で、売り上げ
を３倍以上に上げる方法を伝授！

>> 電話？手紙？ＦＡＸ？一体どの方法を使う事で最大の売り上げを上げる事ができる
のか？！予想しないで下さい・・すでにテストによって分かっている事を推測する
必要はないのです。具体的にどの商品をどの価格で売る時にはどの方法でアプローチ
をかけるのが一番売れるのか、を全てあなたに説明しましょう！

>> 芸能人を最低１０万円で雇い、あなたの会社の信用を３０００％ＵＰさせ、レスポ
ンスを最大まで高める方法とは！？有名人を雇うのはお金がかかり過ぎる？いい
え、そんな事はありません。それはライバル会社があなたに嘘を教えて一人勝ちし
ようとしているだけです！どうやって有名人にアプローチするのか？そしてどうや
って最低のお金で雇う事ができるのか？具体的な方法を一挙公開！

>> 猜疑心の塊のようなお客を満足度１００％に変える卑劣であるが効果的な方法と
は？！卑劣といいましたが、決して悪い事をするわけではありません。最終的に満
足度１００％にさせる為にはまずは嫌われるのもステップの一つなのです！人間の
心理、感情をまるで恋愛している男女のように上げ下げしながら顧客を育てていく
方法をステップバイステップで教えます！

>> あなたのビジネスプランを３倍のスピードで達成し、そして３倍の結果を出す「Ｏ
Ｐメソッド」とは？！あなたは人生で最も価値のある物を知っていますか？自分以
外の人間の時間、能力、労力を効果的に利用し新しいビジネスアイデアをゼロから
スタートさせ、そして３ヶ月以内に爆発させる方法を一挙公開！（この方法は莫大
な富を築くのには絶対に知っておかなければならない方法です・・）

>> なぜ、利益を得ない事が最終的に最大の利益を得る事になるのか？！多くの人はこ
のシンプルかつ重要な事を忘れています。物事の本質を理解し、最終的に予想以上の
現金を得る画期的なマインドセットとは！？

>> 絶対に崩れる事の無い定期的なキャッシュフローを生み出す「チェアーの法則アタ
ックプラン」とは？！　あなたのビジネスは５つ以下の宣伝方法に頼っていません
か？失敗のリスクを限りなくゼロに近づける為の方法を教えます！

　... もしかして以上でもう十分だとは思っていませんよね？こんなのは序の口に過ぎませ
ん。一度再生ボタンを押してしまったあなたは、あまりにも凄すぎる内容に圧倒され頭痛を起
こし、めまいが起こりそうになるのを耐えながら、一秒たりとも見逃すまいと、ひたすらテレ
ビの画面に釘付けになるでしょう。

　目が渇いて充血するかもしれません。目薬を差しながら見てください！
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ライバルに知られると危険過ぎる
テクニックの数々…

　商売で成功し収入を上げる為には、良い大学を卒業する必要も、人より才能がある必要も
ありません。

　お客が何を求めているか？何を欲しているか？を具体的に把握し、その欲求を効果的に、
エフェクティブなステップを踏みながら突いていくだけでいいのです。それには算数も科学も
国語も必要ではありません。人間の心理を読み、お客の行動を逆算していけばいいのです。

　収録時間１時間５分を超えるCD、Vicious Lead Generation Systemでは商売で成功する
為の柱とも言える心理学、そしてセールスレターについても具体的に公開していきます。

　MMSに含まれている内容をもっと紹介してみると ...

>> お客の銀行口座とあなたの銀行口座にパイプラインを繋ぐ為にセールスコピーに必
ず含まれていないといけない２１の要素とは？！あなたのセールスコピーには一体
いくつの要素が含まれていますか？この２１の要素のうち９つでも入れてみて下さ
い・・あなたは私に感謝の言葉を投げかけないといられなくなるでしょう・・

　 　
>> 読み手の心をつなぎとめる「クリフハンガーの法則」とは！？お客の目に留まるキ

ャッチタイトルができましたか？「Ｎｏ」といえないオファーを用意しましたか？
はい、実はそれだけでは駄目なのです。読み手に赤ん坊が泣き出しても、それを無視
し、時間を忘れ、仕事に行くのも忘れ、お金を送金するまでいてもたってもいられ
なくさせるには、「クリフハンガーの法則」を使わないと成功しません・・

　 　
>> あなたの会社が常に最先端のアプローチをかける為にしなければならない事と

は！？　あなたは自分の業界に囚われすぎではありませんか？全く違う業界から売
れるアイデアを引っ張り出し、あなたの業界で実際に使えるかどうかテストする方
法を一挙公開！

　 　
>> お客を驚かせて、ファンにさせていく「ボンディングメソッド」とは？！お客をあ

なたのファンにさせる為には「言ってはいけない事」があります。言う事が大事では
無い！言わない事でお客はあなたの虜になっていくのだ！お客を虜にさせる具体的
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な方法を教えます！
　 　
>> ハーバード大学の心理学者が偶然、発見したお客に「イエス」と言わせる「言葉の

引き金」とは！？小鳥が「ピーピー」と鳴くのを止めると、親鳥はその小鳥を突き
殺してしまう事をご存知でしたか？しかし、例え玩具の小鳥でも「ピーピー」とい
う音を発信していれば、親鳥はその玩具を守ろうと必死になるのをご存知でした
か？そうです・・全ては音という「引き金」によって私達の行動はコントロールさ
れているのです・・お客を商品購入に向かわせる自然の原理に沿ったその引き金の
音、そしてその言葉を伝授！（注意：この方法は危険すぎるほど、効果的なので、絶
対に悪用しないで下さい！）

　 　
>> 人々を「脅迫」して買わせる方法！買ってもらう事を脅迫するのではありませ

ん・・全く逆のアプローチで、お客が買わなければいてもたってもいられないよう
にする具体的な「脅迫」の方法をあなたに伝授！

　 　
>> 頭の良い（知能指数が高い）お客に買わせる「リバースロジカルセールス」と

は！？理屈を多く語る頭の良いお客に商品を売り込むのは難しいと思っていません
でしたか？いいえ、実は全くの逆なのです。この方法を使うとまるでお客が自分で自
分にセールスをかけているような状況にもっていく事ができ、そして彼らが自分で
納得して商品を買っていきます！

　 　
>> ２０分で２０％売り上げをＵＰさせる方法！たぶん、この方法を聞いたあなたは

「本当にそんな簡単な事で？」と疑うでしょう・・しかし、この方法を使った２１
分後にあなたは・・

　 　
>> 殺人的なセールスレターを書く為の具体的な方法とは？！あなたの頭がまるで凍り

ついたように働かない日でも、殺人的なキャッシュ自動製造セールスレターを一瞬
で書き上げるその方法を伝授！

　 　
>> 年間で最も売り上げが低い期間だからこそ効果的！ビジネスを急上昇させる技術と

は！？景気なんて関係ない！季節なんて関係ない！どんな時期でも必ず会社を成長
させる事ができる、その技とは！？（ちなみに私の会社はこの方法を使い過ぎた
為、現在では地元ナンバーワンの工務店になってしまいました・・）

　 　
>> 一度買ったお客に「永遠に」口コミをしてもらう秘密技術とは！？あなたの売り上

げの２５％以上は口コミから発生していますか？もし、そうでないのであれば、い
まスグこの秘密技術を使って２５％以上にして下さい・・口コミほどお金のかから
ない物はありません・・なにせ「無料」なのですから・・

　 　
>> 顧客価値を最大値までに高める方法とは！？多くの経営者には見えていないテーブ

ルの上に置かれた現金の山！なぜ気づかないのか！一人のお客からできるだけの利
益を「絞り取り」、そして永遠に現金を受け取り続け、しかもお客から感謝され
る、そのステップバイステップの方法とは！？

　もう十分過ぎるとでも思っていますか？私は１００％公開すると言いました。こんな程度
でストップするわけにはいかないのです！ＭＭＳで公開されるあまりの激しすぎる内容に手が
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震えだし、冷や汗をかき、家族から心配されるかも知れません！体調は悪くないことをしっか
り家族に言っておいて下さい！

　そして、あまりの貴重な情報の多さに、ノートの取りすぎでペンだこが出来るでしょう。
腱鞘炎にならないように注意して下さい！

激しすぎる内容に頭が
混乱するかもしれません…

　商売で激しく成功し確実に億万長者に成り上がるには、儲けのテクニックだけをマスター
しても十分とは言えません！マーケティングやセールスの知識だけではなく、 億万長者の考え
方なども知っておかなくてはいけないのです！

　この合計収録時間、４時間３１分を超えるボーナスDVD、そしてCDではあなたを確実に成
功に導く為に高額納税者のマインドセットを叩き込みました！

　MMSの内容のほんの１０％ほどを紹介すると・・

>> なんの取り柄も無い「普通」の人間が２４ヶ月以内に高額納税者に成り上がる為に
毎日行わなければならない「FITMIメソッド」とは？！ １００倍収入が高い人たち
はあなたより１００倍能力が高いと思ってはいませんでしたか？　収入の差は能力
の差に比例しない！全てはこのFITMIメソッドにかかっていた！大脳心理学の研究
によってすでに証明されている凡人が短期間で驚くほどの結果を出す最も重要な方
法を惜しげもなく公開！

　 　
>> あなたが欲する物、全てを自動的に手に入れる為に２週間に１度、最低１時間３０

分やらなければいけない「ブレインダンプメソッド」とは！？　・・「成功する為
には成功することについて２４時間考えていないと駄目だ！」という馬鹿らしい嘘
を今まで信じていませんでしたか？成功するのに頑張る必要はない！逆に、欲しい
もの全てを手に入れる為には、２４時間その事を考えていてはいけないのです！全
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てを忘れて自動的に成功の道を歩み出すステップ-バイ-ステップの方法をあなたに教
えます！

　 　
>> あなたを成功に導く正しい知識を得る方法！　成功者は本をたくさん読んでいる？

テープをいつも聴いている？いつも新しい情報にアンテナを張っている？　・・多
くの人が勘違いしている、この知識を得る方法、本を選ぶ方法・・間違った知識を
学ぶことは、逆にあなたの成功を妨げることになるのです！

　 　
>> 困難な状況に立った時、いとも簡単に逆境を乗り越える「TOP（ティー・オー・ピ

ー）の法則」とは！　収入が上がれば・・成功すれば全ての問題が解決すると勘違
いしていませんでしたか？　実は成功すればするほど、今まで考えられなかった程の
大きな問題にぶちあたっていくのです！どんな逆境も屁ともしない、問題をまるで
ロボットのように自動的に解決していくTOPの法則を伝授！（実はこの法則を知ら
なければ、いくら能力があっても必ず失敗してしまいます。）

　 　
>> なぜ８０％の人はいつまでたっても成功できないのか？　物事をいつもプラスに考

える、「プラス思考」が最近流行っていますよね？・・これは大きなデタラメだと
いう事をご存知ですか？　成功するためにはプラス思考では駄目なのです！トップ
の２０％しかやっていない非現実的なほどの結果を出す為の物事の考え方とは？！
（この考え方で毎日を過ごしてみてください。ライバルから卑怯者呼ばわりされる
でしょう・・なぜなら、あまりにもパワフルだからです！）

　 　
>> なぜ、あなた自身の考え方は、あなた自身の成功と直結しないのか？！お金を儲け

る方法を手にしましたか？考え方も変えましたか？そうですか。実は成功する為に
は、もう一つ変えなければならない事があるのです。あなたが成功する為に必ず最後
に通らなければならない「サードパーティーの法則」とは？！このステップを実行
するのにはかなり良心が痛むことになると思います。しかし、成功者は皆、この最後
の砦をクリアしてきたのです・・

　 　
>> 本当の幸せを見つけ、そしてそれを手にする方法・・　収入が上がれば幸せになれ

る？高級車を買えば幸せになれる？　夢が叶えば幸せになれる？　本当の幸せは、
お金では買えないのです！　実はこの考え方ではいつまでたっても成功できないの
です！本当の幸せを手にする事で収入も・・夢も全て自動的に手に入れることがで
きるのです！いままで誰にも言った事のない、人生のバランスを取りそして毎日幸
せを感じながら成功していくステップ-バイ-ステップの方法を紹介！

　 　
>> 数字で実証された！あなたの成功を３倍、４倍、いや１０倍にもできる「TEAMマ

ジックの法則」！９０％の人は気づいていない成功を数倍にできる、とても簡単だ
が、実行するのにはためらってしまう方法があります。　たぶんこの法則を聞いたあ
なたは、「本当にそんな簡単な事で・・」で耳を疑ってしまうでしょう・・

　 　
>> 平秀信は一体どうして独立しようと決意したのか！なぜ、成功できると確信してい

たのか！
　 　
>> 商売の掟、独立してから最低でも毎月４０万円の収入が保証できるかどうか見分け

る方法とは！ これさえ覚えていれば失敗しません。要するに、独立する前に成功す
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る事業と失敗する事業を見分ける方法です！
　 　
>> 儲かる事業のアイデアはいったいどうやって生み出すのか！ 私が普段から行ってい

るアイデアの出し方を公開！
　 　
>> ベストセラー本を連発している私が、苦労せず短期間で涙が出るほど売れる本の書

き方を伝授！ 売れる本を書くのに才能は必要ありません。あなたの目的はベストラ
イターになる事ではありません。ベストセラーになる事です！

　 　
>> １０分で分かる億万長者の考え方 儲かっている人と儲かっていない人の違いは考え

方だけ。アメリカの大富豪ドナルド・トランプはこの考え方を使って、破産してから
数年でまた大富豪になりました！

　 　
>> 儲かっている会社から儲かっている秘密を盗み出す方法。儲かっている人間の秘密

を盗み、あなた自身でアレンジする事で一瞬にして彼らを超える儲けを出す事がで
きます！ -- すでに分かっている儲かる方法をわざわざ自分で考える必要はありませ
ん。彼らから盗み出したらいいのです。そして、彼らを超えるアレンジを加える事
で、彼らを超える儲けを出すことができるのです。そのテクニックを一挙公開！

　 　
>> リスクなしで地元ナンバーワン会社になる方法。起業家が犯す最も大きな過ちは大

きなリスクをとるという事です。リスクなしでも成功できるという事はあまり知られ
ていません、 私の茨城の友人は、この方法を使った結果、５０万円の軍資金からス
タートして３年で１０億円稼ぐようになりました。

　 　
>> 砂漠で砂が売れるほど強烈なセールス・ステップとは？一番簡単なのは砂漠で水を

売ることです。しかし、もしあなたが砂漠で砂を売れるほどのセールス・ステップを
知っているとしたら…世界のどこにいても裸一貫で起業でき、数年で億万長者にな
れるセールス・テクニックを伝授！

　 　
>> 最強のセールスマン１万人を一瞬にして作り出し、彼らを日本列島全てに送りだす

方法とは！ 有能なセールスマンを一人持っているだけでも、あなたの会社にとって
失いたくない資産です。しかし、もし彼らと同じ能力をもったセールスマンを１万人
以上作り出し、彼らを日本列島、全てに送りだし、あなたは銀行口座にお金が振り
込まれていくのを眺めているだけで良いとしたら・・　その方法を教えます！

　 　
>> 私が明日、一文無しになった場合 どうやって儲かるビジネス商材を見つけ出し、２

年以内にまた億万長者に成り上がるのか！ 私が住宅業界で成功したのはマグレでも
運が良かったわけでもありません。儲かるビジネスと儲からないビジネスを見つけ
出す方法さえ知っていれば誰でも億万長者になれるのです。

　 　
>> どうやって最良のビジネスパートナーを見つけ出し、最小の時間に大金を稼ぎだす

か！ ビジネスの世界で最も大事なのは、あなたの力になってくれるパートナーを見
つけだす事です。間違ったパートナーを持ったばかりに、大金を失ってしまうケース
はあとを絶ちません！

　 　
>> 最小の資本金で大きく稼ぐ方法! わたしが独立した時は、金もコネも信用もありませ
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んでした。起業家が独立を諦める一番の理由に軍資金の問題があります。今回のセミ
ナーで、あなたに最低５０万円から独立できる最強の起業術を教えましょう！

　 　
>> 独立後、最大の儲けを最小の時間に生み出す為にあなたの時間を最も有効に使う方

法を伝授！　多くの人が儲けを生み出せない理由に、一人で全てをやろうとする事
があります。金儲けに一番大切なのは、あなたが一番得意なことしかやらないと決意
しなければいけません。具体的にあなたが一番得意な事を見つけ出し、それ以外は
他人にやらせる方法を教えます！

　 　
>> お客がよだれを出して欲しがる商材をお金をかけず一瞬に作る方法！商材作りに時

間をかけてはいけません。お客が催眠術にかかったように財布のヒモを緩めるほど
売れる商材を一瞬で見つけ出し、お金と時間をかけずに自分の商品を作りだす方法
を伝授！

　 　
>> 一夜にして売り上げを２倍にする誰も知らない４つのテクニックとは！  (このテクニ

ックの１つを使うだけでも、あなたの銀行口座は一夜にして振り込み多数でパンク
を起こしてしまいます。４つ全てを使う場合は十分に注意して下さい!)

　 　
>> どうやって独立して数ヶ月で信じられないほどのファンを作りだし、ライバル会社

からお客を奪い去るのか！　このテクニックはかなり危険です。 (私はこのテクニッ
クを使い過ぎた為、ライバル会社に訴えられました。ほどほどに使って下さい！)

　 　
>> ライバル会社を味方につけ、あなたの会社の売り上げを２週間以内に２倍にする方

法 ライバル会社と競争してはいけません。味方につけるのです。この方法はあまり
にも知られていない為、あなたが使えば一瞬にして地元ナンバー１のライバル会社
に感動の涙を流させ、あなたの会社に信じられないほどの利益をもたらす事になる
でしょう！

　 　
>> 誰も本当に理解しきれていない最強のフォローアップ戦略とは！ (もしかしてあなた

はお客に一度コンタクトするだけで十分だと思っていましたか？ 他の会社がやって
いないから意味がある、売り上げを４２％以上あげる最も効果的なフォローアップ
の方法とは！)

　...合計15時間以上にも及ぶ全てのDVD、CDの内容をここで全てをカバーしようとすると
タウンページ並みのページ数が必要になります!

あなたの成功をより確実にする為にスペシャルボーナスＤＶＤを
ご用意しました...

"あなたの才能を開花、最も得意な分野を見つけて
億万長者になる事に興味はありますか？…
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... あなたの中に密かに秘められている才能、

黄金の種を見つけ出す方法を公開!

　私は住宅関係の事業で大成功を収めました。もちろん、他の分野でも億万長者になる事は
できます。しかし、自分が一番得意な分野で成功することがとても重要になってきます:

億万長者は自分が最も得意な分野、最も才能が発揮される分野、最も情熱がもて
る分野で大成功を収めています。一生遊んでも使い切れないほどのお金を稼いで
も情熱を失わず、働き続けることができたらどんなに幸せな事でしょう。あなた
の才能が最大に発揮できる分野を見つける事ができる方法があるとしたらいい。
それを知りたくありませんか？

お金を稼ぐことが楽しくて仕方が無いほどあなたに最適な起業分野を教えましょ
う！

　住宅関係といった私の本来の力を発揮できる分野を見つける事ができた私はとてもラッキ
ーだと思っています。もしかしたら、あなたの最大の悩みは一体どの分野で起業するのが一番
儲かるのか？かも知れません。多くの人間が犯す過ちの一つに儲かる分野で起業する。という
事があげられます。儲かるか否かは全てあなたに懸かっている、という事実をご存知でした
か？

もちろん、儲かる分野と儲からない分野を見極める事はとても重要です。しかし、どんなに
儲かる分野であっても、あなた自身にとって一番才能が発揮できる分野でない場合あなたには
大成功は約束されません。私が現在、住宅関係以外の事業を次々と始め、私が手をつける事業
は全て大成功しているのには、一つの秘密があります。それは自分自身の才能が発揮できる分
野を見つけて出しているからなのです。

しかし、一体どうすればあなたの才能を１２０％発揮できる分野を見つける事ができるので
しょう？いや、簡単に言って私、平秀信は一体どうやって私の才能を発揮できる分野を見つけ
出しているのでしょう？

では、あなたに私のシークレットウェポンをご紹介しましょう。　この人物は現在、プロ野
球界の大物、政財界の大物、上場企業、映画俳優などをクライアントに持つ日本では１４人し
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かいないといわれる世界レベルのアドバイザーとご活躍されている人物です。

数年前から私の顧問アドバイザーとしてご指導をいただいており、住宅業界に限らず幅広く
事業を展開し、次々に成功していけたのは、彼の指導によるものでした...

彼の手にかかれば、才能の無いと思われていた人間も一瞬のうちに最大のポテンシャルを発
揮する分野を見つけ出し、どんな分野ででも大成功する事ができるのです。

通常では、彼の貴重な時間を割いて1対1の面談をしてもらうには、１時間１０万円以上もの
大金を支払わなければならないのですが、今回あなたを億万長者にする為、特別に億万長者セ
ミナーで話された全ての内容をノーカットでお見せします。 ですから、あなたはこの貴重な人
物の話をあなたのリビングルームでゆっくりとくつろぎながら、何度も巻き戻ししながらじっ
くりと見れるようになりました...

Potential-Analyzing Expert : 溝口耕児先生

"一瞬であなたが大成功できる分野を見つけ出す
最強のセルフ・アナライジングの方法とは…

　溝口耕児先生はあなたの生年月日・生まれた時間・生まれ
た場所などから、あなたが生来持ちあわせる。バイオリズム
（細胞のエネルギー状態の変化、対人適性（社会で活用する対
人能力）、社会性（職業適性）等について、独自のデータを使
い性質･性格を一兆三億分の一にまで分析解析し、あなたが一
番能力を発揮できる分野を見つけだします！

　いままでその分析を駆使し、多くの人々を大成功に導き、多くの法人の業績を上
げ、多くの人々の悩みや相談にも対応しています

　数々の社会問題事例の処理や、成功者のアップグレード･コーディネイトを実施。現在、
政財界･芸能界･スポーツ界･著名人の専属契約の中でサポートを行い、法人の顧問アドバイザ
ーとしても、過去に２００社余りの業績成功の実績を上げ、現在海外を含む４８社の顧問業務
を進めています。

　そして、今回ＭＭＳで特別にあなたに、あなた自身の才能を１２０％発揮できる分野を見
つける方法を全てノーカット、合計４時間見られるようにしました...

今まで何故あなたが願った通りの成功が掴めなかったのか、このＤＶＤを見る
ことで分かるでしょう。そして、あなたが最小の時間で最大の儲けを出せる起
業分野がまるで霧が晴れたようにはっきりと分かるでしょう、　大金持ちしか
聞けなかったような、普通４０万円払わないといけないアドバイス（１時間１
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０万円）が、今回のＭＭＳで全て聞けるのです・・

... ちなみに彼があなたに教えてくれるのは、あなたの才能を発揮できる分野だけではあり
ません、具体的にいつ、何年何月に起業したら良いのかなど、具体的な成功へのプランの立て
方も教えてくれます。つまり失敗のしようがない成功への道を教えてくれるのです！

実は良いニュース…
そして悪いニュースがあります…

　まず良いニュースからお話します。

　このプログラムで公開される情報は、日本のビジネス界の常識を覆す程の内容となってい
ます。今まで巷で流れていたような内容は一切含まれていません。あなたが聞いた事も見たこ
とも、想像した事もないような儲けの秘密を惜しげもなく全て公開したつもりです。

中にはあなたが想像したくなかったノウハウも含まれています。恐ろし過ぎる内
容に目を背けたくなるかもしれません　

　私は、世の中に出回っている商売、マーケティング、成功哲学、セールス、ビジネスに繋
がる類の本、教材、コース、セミナーは全て目を通しています。なので、このＭＭＳで公開さ
れる内容は、絶対に今まで誰にも語られなかったものだと断言できるのです。

正直に言って、ＭＭＳを手にしたあなたは、ライバルから
卑怯者呼ばわりされる事になるでしょう…あまりにも不公平な程の差をつける事
になるからです!

　あなたのライバルが巷で出回っている情報を信じ、いつまでも儲けを得る事ができず愚痴
をこぼしているのを横目にＭＭＳを手にしたあなたは、ライバルに圧倒的な差をつけこっそり
儲け続ける事ができるのです。

　しかし、ここで悪いニュースをお伝えしておかないといけません。

　もうご存知かも知れませんが、実はこのＭＭＳ、ＤＶＤセットは限られた数しか用意して
おりません。１２００本でも、１０００本でも、８００本でも、７０１本でもありません。今
後増産する予定もありません。 もしかしたらなぜ…と、気になっているかも知れません...

…なぜ販売数を限定しなければ
ならないのか？

　考えて見て下さい。巷で儲ける秘密を売っている人間たちは、儲ける方法を売る事で生計
を立てています。なので、このようなプログラムはなるべく多くの人に売りたいと思います。し
かし、私はエルハウスという本業で生計を立てています。
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　巷で出回っている情報業界に真っ向から挑戦するつもりで、全てを公開する決意をしまし
た。

　しかし、あまりにも多くの人に知られるのは、やはり私にとって危険な事なのです。ライ
バル会社に会社名を伏せて購入される可能性も出てくるのです。あまりにも非道徳なテクニッ
クを公開しているので、もしかしたらエルハウスの信用を落とすことになるかもしれないので
す。

なので、申し訳ないのですが最初に決めたセットしか用意していないのです。

多くの人に価値ある情報を提供し、たくさんの人たちの人生を変えるようなきっかけを作っ
てあげたいとは思います。しかし、必要以上のリスクをとる事はどうしてもできないのです。

ご存知の通り、この手紙は、今この瞬間３万人を超える人たちに読まれています。数時間で
全て売切れる事になると思います。もしＭＭＳを手にいれ、あなたの運命を変えるほどの儲け
を出したい場合は、今すぐ私に知らせる必要があるのです。しかし、実は、誰にでもＭＭＳを
差し上げる事はできないのです…

あなたにはMMSを
差し上げれないかもしれません…

　このプログラムを申し込むかどうか考える前にあなたに以下の３つの約束を守って頂ける
かどうか考えてもらう必要があります…

約束１：ＭＭＳに含まれているテクニックの数々は
絶対に悪い事には使わないこと

　MMS SECRETSは今まで誰も公開した事の無い、非道徳ではあるが効果
的なマーケティング、セールスのテクニックをステップ-バイ-ステップで全
てさらけ出した内容ですので、使用する人間によっては、危険な程の結果を
出してしまう恐れがあります。

　なので、社会的に見て、絶対に悪い事には使わない事を約束してもらわ
なければなりません。もし、人の為にならない、ゴミのような商品を売るた
めに私が公開するテクニックを使うつもりであれば、絶対に申し込まないで
下さい。

約束２：ＭＭＳで公開される内容は絶対に口外しないこと

　MMS SECRETSで公開される内容はビジネス界の常識を根本的に覆すほ
どの秘匿性を含んだものであるので、あなたのビジネスで使用する以外、絶
対に転写、複製、販売、公開しない事を誓ってもらわないといけません。あ
なたが公開できるのは、あなたのビジネスパートナー、家族のみであり、そ
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の他には絶対に公開できません。

約束３：行動力があること

　MMS SECRETSは限定数しか用意されていません。多くの人がこのノウ
ハウを手に入れたいと思っています。しかし、行動のできない、やる気の無
い人たちにこの限られたノウハウを渡してしまうと、本当にやる気のある
人、必要としている人たちにとって、とても迷惑な事になります。

　行動するつもりのない人は、絶対に申し込まないで下さい。やる気のあ
る人たちだけに、全てのノウハウを伝授するつもりです。

　もし以上の約束に１つでも守れないものがあれば、残念ですが、いまスグこのページを閉
じて下さい。約束を守れない人に限られたノウハウを提供するつもりは毛頭ありませんので。
以上の約束を必ず守れる！といえる人だけ手紙を読み進めて下さい。

　その前に…

あなたに2つの約束を
しなければなりません…

　あなただけに約束をさせて、私がなんの約束もしないのはフェアではありません。以上の
３つの約束を守っていただけるあなたは本当に真剣なのでしょう。真剣な人には私も真剣に向
かいあいます。

　なので、私もあなたに２つの保証をする事をお約束します：
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運命を変える人の中の１人に加わる
勇気はありますか？

　今まで本当の億万長者を何人見てきましたか？そして、何人の億万長者に本当に儲かる方
法を教わりましたか？

　巷に溢れかえっている情報で、実際に成功した人によって提供されている物はどれくらい
あるのでしょうか？本当に成功した人によって提供された情報に、綺麗事抜きで、商売の汚い
部分も公開された物はどれくらいあるでしょうか？

　私は、ほんの数年前まで年収５００万円のごく普通のサラリーマンでした。しかし、本当
に儲かる方法を知った時、私の運命を変える事ができたのです。

　綺麗事抜き、机上の空論抜きで、商売の世界の汚い部分も全てあなたに公開する決意をし
たのです。限定はつけましたが、それでもまだ、私にとってリスクの高いものなのです。

　このような情報、ノウハウ、テクニックに私はいくらの価値をつけるべきなのでしょう
か？運命を変えるような大金を掴むステップバイステップの方法を全て公開されたプログラム
にはいくらの価値があるとあなたは思いますか？

　もし、私をコンサルタントとして雇えば、一日あたり１２０万円チャージします。プラス
上がった売り上げの一定歩合をいただきます。私の知っている、そして実際に使っているテク
ニックの全てを公開するのですから、最低１２０万円チャージしてもフェアだと思います。

　私がこの３年間、ひたすら秘密にしてきた貴重なノウハウ、凡人だった私の人生を変えた
本当に結果が出るテクニックを安く提供するつもりは毛頭ありません。友人にも最低５０万円
で販売しても安すぎる！とも言われました。　しかし現在お金がある人、そしてまだこれから
の人にも平等に私のノウハウを提供したいと思ったので、このプログラムは２５万円であなた
に提供しようと思いました。

私の5年の軌跡…
50億円の起業術なんです!!…

　これぐらいチャージしても十分過ぎる程、フェアだと思います…

　しかし、手紙の最初のページにお話した通り、世の中にはお金では買えないものがありま
す。お金で買えるものは全て手にしました。これからは、現在お金に困っている人、どうして
も人生を逆転したい人にも運命をかえるほどのノウハウを提供したいと思いました。なのでこ
の全てを公開したMMSは99,700円であなたに提供する事にします。
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　もしかしたら、まだ高いと思われるかも知れません。それはそれで結構です。なぜなら、
本当に価値のある情報、本当に儲けを出せるノウハウは安く提供するべきではないからです。
巷には道徳的な事を語ったものが安く出回っています。

　結果を出す事に興味はなく、ただ安ければよい、ただ読んだあと気分がよくなるだけのよ
うな情報がほしいのであれば、そのような情報をこれからも得続けてください。人生を、ライ
フスタイルを変えることに興味がないのであれば、そのような情報で十分でしょう。

しかしMMSでは私が過去５０億円以上を売り上げた具体的な方法を、全て１０
０％公開するのです。 真剣に億万長者になりたい人以外には絶対に知られたくな
いノウハウを全て公開しました・・

　…もし、これでも高いと思われる場合は、諦めて下さい。この手紙は今この瞬間３万人以
上の人たちに読まれています。その中の本当に真剣な人、本当に人生を変える程の儲けを出し
て、家族を幸せにしたい人、自由な人生を手に入れたい人たちは、すぐに私に知らせてくれる
でしょう。

　あなたがこのプログラムを手に入れない事になっても、私の人生は変わりません。私は今
まで通り自由な毎日を続けます。真剣な人の人生を変えて、そして彼らと一緒にお金がもたら
す人生への豊かさを味わうだけです。

　まだ不安な気持ちがあるかも知れません。だから、このプログラムには６０日間というお
試し期間、そして１年間の成功保証をつけました。必ず結果が出る、具体的なノウハウを提供
しているという自信があるからです。

　　しかし、現在このような金額を投資するのは大変辛いかもしれません。なので、真剣な
気持ちはあるが、どうしてもこの投資額を用意できない場合を考えて、６ヶ月にわたっての分
割払いオプションも用意しました。今日あなたが投資するのはたったの16,700円で良いので
す。

…ここまでやるのは私にとって大変勇気が必要なのですが、あなたが私を信用してくれるよ
うに私もあなたを信用するからこそ、このようなオプションを設ける決心をしたのです。あな
たと私、お互いを信頼しているからここまでやるのです。　もう、今すぐ行動しない理由は無
いはずです…

自由な人生を満喫しているあなたを
想像できますか？

　自由なライフスタイルをエンジョイしているあなたを想像できるでしょうか？あなたの家
族、両親、恋人、友人たちがあなたを尊敬の眼差しで見つめている瞬間を想像できるでしょう
か？

　好きなときに好きな物を買い、好きなレストランで値段を気にせず注文し、疲れている時
はタクシーに気兼ねなく乗り、ふと思い立った時に海外にファーストクラスで旅行にいけるよ
うになったあなたが想像できますか？
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　同窓会に出席したときに昔ながらの友人たちに尊敬されているあなたが想像できます
か？　海外に別荘を持ち、お気に入りのドリンクを飲みながら海辺で波の音を聞きながら、潮
風の匂いを満喫しながら、眩しく、そして暖かい太陽の光を浴びながら何の心配事もなくゆっ
たりとした服を着てリラックスしているあなたを想像できますか？

　大切な人、友人、世の中で困っている人たち、津波で家を失った人たちの助けになれるよ
うに大金を寄付してあげる事ができるようになっているあなたを想像できますか？

このような事は決して夢でも、想像の世界の話でもありません。

　５年前まで朝７時から夜中の２時まで、あくせく働いていた私が現在では以上の全てをで
きるようになりました。

何の取り柄も無い、凡人だった、そして貧乏な家庭で生まれた
私がほんの数年で全ての夢を叶える事ができました。

　お金がもたらす人生の… ライフスタイルの素晴らしさは実際にお金を稼いでみないとわか
りません。私も５年前まではわからなかったのです。しかし、本当にお金を掴む方法、人生を
変えるほどの儲けの秘密を掴んだとき私自身の運命を、ライフスタイルを変えることができま
した。

　私があなたにできるのは、私が得た全ての成功を、何の取り柄もない凡人が高額納税者に
なる方法を教えるだけです。巷で腐るほどはびこっているような道徳的なこと、綺麗事の話は
しません。まず最初に何をして次にどうやって、そして最後に何をすればいいのか…

…ゼロから億万長者まで、そして自由なライフスタイルを掴むまでの具体的なステップを全
てマスターできるようになります。

　運命を変えて、自由な人生を手に入れる事に真剣なあなたは販売予定数が埋まる前に、以
下の２つのオプションから１つを選択して今すぐ知らせて下さい…

オプション１： 代金引換で一括払いでお申し込みされたい場合は
すぐこちらをクリックしてください。 

オプション２： クレジットカードで（６ヶ月分割払い／もしくは一括払い）
お申し込みされたい場合は今すぐこちらをクリックしてください。

あなたの非道徳な成功報告を待っています。

株式会社インプロビック代表取締役

追伸１：何度も繰り返すつもりはありませんが、重要な事なのでもう一度言います。このプ
ログラムで公開されているテクニックはまだ誰も耳にも目にもした事がない内容になっていま
す。
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　なので、本当に運命を変えることに真剣ではない場合は、残念ですが諦めて下さい。自由
な人生を手にする事に真剣な人だけに公開したいと思っています。自由な毎日、お金の心配を
する必要がない人生を手に入れる事に真剣な人だけに、私がこの５年培ってきたノウハウを手
に入れてもらいたいと思います。

　運命を変える事は簡単です。すでに成功している人から具体的な、そして必要な知識を手
に入れる事なのです。しかし、行動を起こさないと何も結果は出ません。

　真剣なあなたが今起こさないといけない行動は、まずこのプログラムを手にいれ、そし
て、それを忠実に実行するだけなのです。いままでの人生にサヨナラを告げたいあなたは今す
ぐ私に知らせて下さい。

　もう一度言いますが、このプログラムは今、決断する事で後悔はしません、しかし、今決
断しない事であなたが得る後悔は大きすぎるのです。

追伸２：人生にはいくつかの分岐点があります。決断をしなければならない時があります。
たった１つの決断が人生を大きく変えることがあります。５年前の私は、周りの人と同じよう
にいつもこのような決断を避けて生きてきました。だから、私は他の人と同じような人生を歩
んできました。

　しかし、自分自身の運命は自分しか変えられない。決断は最終的に自分しかできない。自
分の人生を変えたい。もう、周りの人間と同じ人生を送るのは嫌だ。と決断したのです。

　妻と一緒になる決断、商売を始める決断、初めて広告を出す決断、皆に危険だと言われて
いた様々な危険な決断、新しいビジネスパートナーと一緒になる決断、それらをすべて真っ向
から受け止めてきたから今の私があるのです。

　人より特別な才能があるわけでも環境に恵まれていたわけでもありません。人が恐れる事
を誰よりも先にやってきたから成功できたのです。

　これからあなたの前にいくつもの困難な決断を迫られる機会が訪れると思います。しか
し、本当の成功者に成るためにはそれらに全て立ち向かわなければなりません。成功は他の人
が運んできてくれるものではありません。あなた自身が掴むものなのです。

　あなたは私が歩んできた苦労をする必要はありません。私が５年かけて得た成功をもっと
早く、掴んでもらいたいのです。このプログラムでは、私にもし跡を継ぐ息子がいたら、私が
死ぬ前に絶対に教えておきたいと思えるほど重要、真剣な内容になっています。私はあなたに
全てを引き継ぎます。私を平秀信を信じる。という決断をしてくれるでしょうか？…

MMS SECRETS DVD

無料サンプル映像集
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※スタートボタンをクリックしてしてご覧ください
（再生には最新のFlash Playerが必要です。）

Windows Media Playerでも同じ映像をご覧いただ
けます。

（※再生にはWindows Media Playerが必要です。）

◎ MMS SECRETS　ライブサンプル映像集　-2分36秒- (.mwv7.1MB)

ＭＭＳに参加して毎月の収入が
１０００万円を越えてしまい

億万長者になってしまった菅野氏が語る
ＭＭＳに参加しようとする、あなたへの警告と

は？
以下のビデオクリップはMMSに参加して毎月（年間ではありません）の収入が１０

００万円を超えてしまった菅野一勢氏が、MMSに参加するあなたに警告しておかなけ
ればならない事があるとのことなので、再生ボタンを今すぐクリックして必ず見てお
いて下さい...
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※上記から見ることができない方は、こちらをクリックしてください。

MMSに参加した人の、驚愕の実践報告
 

「一回こっきりのチラシ折込で、
５８００万円売れました」

ＭＭＳを購入して、まだ１年だっ
たとは・・・ 
平先生からメールを頂き、ＭＭＳを
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少しでも早く手に入れたいので、す
ごく早起きして買いました。そし
て、早速勉強して、チラシを作りま
した。 その成果にビックリしまし
た。たった一回チラシを入れただけ
なのに、３８００万と１５００万の
新築が２件、５００万のリフォーム
が決まりました。(株) 嵯峨ガスセンター

代表取締役
中村晃三
本当に、感謝しています。その後も、チラシを入れると順調に申
込みが入り、ドンドン売り上げが上がる状態です。正しいマーケテ
ィングの知識を身に付け、ガス事業はもちろん、新築事業も軌道に
乗りました。次は､ネットビジネスに取り組みます。でも、ＭＭＳの
知識があれば、何をやってもうまくいくと確信しています。 それに
しても、これだけの知識を身に付けたのが、たったの一年前だった
んですね。もう何年も前の話だと思い込んでいました。。（笑）

http://www.nakamurakozo.com/diet.html

 

「事務所開設し最初の広告で
いきなり３棟受注」

独立開業し１２月に事務所を借
り、１月の最初の広告（予算６万円
ミニコミ誌）で１３組名簿をとり、
そのうち３棟新築住宅を受注

平家研究家
桧垣　幸夫
以前より平さんのニュースレター（千客万来解決会議）やＭＭＳ
をはじめいろんな教材を買って勉強していましたが、以前勤めてい
た会社の都合と、お客様を集めることにある程度自信が出来たので
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独立。
最初の広告で１３組名簿を集めることが出来ました。
家も建っていない土地だけの所に、テントを張って待機すると言う
状況で、３棟の建物の受注が出来ました。
その後も月に１回程度広告（予算６万円）していますが、常時７～
８組のお客様の名簿を集めています。
今後もいろんな情報を集め勉強していきたいと思います。

http://www16.ocn.ne.jp/~y1225/

 

「メンターの言う事をそのまま実践した
ら、年収が2.5倍になりました」

テクニックを上っ面だけま
ねても、結果はついてこな
い。たとえ、全てを投げ打っ
てでも、自分が惚れ込んだ顧
客のために死ねるか、目標を
達成する為に愚直にやるべき
ことをやりとおせるか。

森下哲郎
（アイラック・ヒューマンコンサ
ルタンツ）
一昨年、「年収3倍クラブ」に入会し、昨年3月にＭＭＳを購入、
セミナーやウェルスクラブにも入っていますが、特に実践する事も
なく、漫然とＣＤを聞いていました。「人事コンサルとして独立
し、一応サラリーマン時代の年収と比較して同じ位になった。神田
先生の実践会でマーケティングテクニックはある程度は習熟してい
たし、ＭＭＳ買って1年で返品保証も付いているので、そろそろ辞め
ようかな」と思っていました。
しかし、ＭＭＳではテクニックだけではなく、マインドセット、特
に「メンターの重要性・必要性」を何回も説いていました。そこで
友人であり、かつクライアントの社長でもあるＫ氏を密かに自分の
メンターとしていました。どんなに重要な作業や他のミーティング
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があってもＫ氏の都合を優先しました。Ｋ氏の指摘や言葉を仕事上
でもプライベート上でも、丹念に記録し、自分できることは即実践
してきました。ある日、Ｋ氏から呼び出され、新たなコンサルティ
ングの発注を受けました。これは下請けではく、自分が元請になれ
という発注でした。実は今まで、仕事が楽な事を理由に下請けコン
サルしかやってきませんでした。だから収入が伸び悩んでいたので
す。「全知全霊をかけてこの元請仕事をやり抜こう。死ぬ気でＫ氏
についていこう。Ｋ氏のために死のう」と熱く心に誓いました。新
しい元請仕事の受注で当初の目標、年収3倍は達成してしまうので、
新たに「年収3,000万資産1億」を目標としました。
ＭＭＳに入会していなければ、このような気付きと実践で得た結果
は得られなかったと思います。今後は新たの目標に向かって、愚直
にやるべきことをやるつもりです。どうもありがとうございまし
た。

 

「売り上げ２ 倍　新規顧客獲得５倍」
ＭＭＳと出会い一番感動したのは
どんな状況下でも必ず儲ける秘訣は
あるということ。又根気よく平先生
並びに様々なメンタ－方の教えを守
り実践していけば成果は３ヶ月後に
は必ず付いてくると私が保証しま
す。

玉井裕彦
今まで色々なネット販売折り込み　新聞広告ありとあらゆること
をやってきました。しかし成果は微々たるもの　何がいけないんだ
ろうと悶々考える日々が続き投資した額がそのままの状態で支払い
だけが私の処に毎月来まして工面するのにやっとで何でこんなに苦
労しても売れないのだろうと思い在るメ－ルを通じ平秀信先生を知
ったのです。それからはＣＤやＤＶＤを最低１０回は聞き自分の広
告の出し方の的外れだったこと　向こうからの取材を受けるよう
な　所謂無料に近い物に切り替えたり　今少しずつ伸び出していま
すがセ－ルスレタ－　貴社のファンが
必ず増える方法のレタ－を老舗旅館や料亭に送ってますが徐々に顧
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客獲得が出来ています。一件などは週に２回も買って下さり　それ
も２万円以上　やはりこういったものは書き方があるのだなと痛感
いたしました。

http://www.tamai-miso.co.jp

 

「創業３０ 年！ 創業以来の大ヒット」
「ＭＭＳ」のおかげで息を吹きか
えしました。 創業３０年。最初の２
０年間は順調に業績を伸ばしており
ましたが、ここ１０年間は右下が
り、それも急激な落ち込みで、債務
超過というところまできておりまし
た。そんな折、「ＭＭＳ」を知り、
チラシを配布。なんということでし
ょう。来店客数がいつもの５倍。し
かも大半が、初来店の新規客。いつ
もと同じ地域に配布したにもかかわ
らず、こんなに多く新規客を獲得で
きたのには大満足です。「ＭＭＳ」
のすごさにただ驚きです。「ＭＭ
Ｓ」おかげで、私も、店も息を吹き
かえしました。

(株)まるいち
柳井健裕

ちらしは単発ではありましたが、新規客を多く獲得することがで
き、大満足です。今は、その新規客にＤＭを発送。確実に固定客化
が進行しております。
ここ何年もチラシを打っていましたが「笛吹けど踊らず」完全に経
費倒れの状態でした。
「ＭＭＳ」を購入後、「ＭＭＳ」に書かれているとおりチラシを作
成。以前と同じ経費のチラシですけど、こんなに効果に違いがある
とは思いもよりませんでした。

「ＭＭＳ」を知り、３０年前の商売の楽しさがよみがえってきま
した。「ＭＭＳ」に感謝・感謝です。

 

2020/01/16 1:05
43 / 49ページ



「お金の稼ぎ方が勉強できます」
私は４年前から売上低迷となり、
預金を取り崩しては事業、生活をし
ていました。そんな預金も遂には使
い切ってしまいました。 　そんな
時、一大決心でＭＭＳに出会い勉強
し実践したら預金を取り崩す生活か
ら脱却することができました。 　大
金持ちになるのはこれからです。伊藤　浩兵

私はＭＭＳに出会うまで、出すＤＭ、提案書、ニュースレターは
お客様の前を素通りでした。
　ＭＭＳを学びＤＭの構成、キャッチコピーを変えたら、お客様が
私のＤＭ，ニュースレターを読んでもらえたのです。この技術をホ
ームページに使いＩＰＳ、アフィリエイトで大きいお金が入る通り
道を作りこれからは非道徳的にお金を稼いでいきます。
　私は未だ大金持ちではありませんがＭＭＳでマイナスを０にでき
ました。これからは大金持ちの階段を非道徳に駆け上がっていきま
す。
　次には大金持ちになった私の姿を送ります。

 

「ラジオにレギュラー出演が
決まりました」

ＭＭＳを勉強し、ミスターＸさん
のテレセミナーを聞いてＨＰのコピ
ーを変更しました。そのコピーを見
て雑誌社から取材依頼が来ました。
その雑誌社は、井形慶子さんが編集
長の雑誌で、交渉したところ井形慶
子さんとラジオでの対談が決まりま
した。

古谷鉄夫
先日、対談の収録をしてきたのですが、サイグラムのタイプを考
えてトークしたところ、井形さんに大変気に入られ、２ヶ月に１回
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ですがラジオ番組にレギュラー出演することになりました。広告の
効果が落ちてきている今、マスコミ出演は非常に安価で効果的な広
告方法です。これも、ＭＭＳとサイグラムを勉強していたおかげだ
と思っています。これを足がかりに、もっといろいろなマスコミに
出演して、ブランディングしていきたいと思います。

http://www.excel-bc.com/

 

「バイトに売れるコピーなんて書けるわけ
ないよ。」ところが…！！

僕は、MMSを購入したのは、いい
ものの、それを使う場所がなかった
のが問題でした。 せっかく、とても
いい教材を買ったのに…といったと
ころでした。僕の場合は、MMSを
実践する場所を見つけることから始
めました。数社、面接に行ってやっ
と、コピーを書ける仕事にありつけ
ました溝口　健太

実際にHP上アップするコピーなどを書き始めると中間管理職のY
氏から、「バイトにコピーを書かせるのは、心配していたけど溝口
君なら安心ね」と言われました。MMSやMｒ．Ｘのテレセミナーが
活きました。上司の理解がなくて使ってもらえないコピーもありま
すが、レベルアップしています。以前から受注はたくさんありまし
たけど、コンバージョン率も増えつつあります。これからも飛躍的
な成果が出たら報告させてください。ＭＭＳの購入を決断して良か
ったです^^

 

開業する勇気をもらいました
儲からないといわれている行政書
士。ＭＭＳを勉強したら「自分でも
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いける！」と確信でき、開業を決心
することができました。

山近繁之
開業しても依頼がとれない。仕事がとれても継続しない。そんな
儲からない資格である行政書士を開業することをずっと躊躇してい
ました。 しかし、ＭＭＳを聴き、これをこの仕事で使えばいけるの
では、と思い、思い切って開業しました。 そして、ＭＭＳで学んだ
効果的な集客方法をちょっと使うだけで、思ったより簡単に仕事が
とれたのです。 まだまだ満足できる状態ではありませんが、思った
より早く軌道に乗りそうな気がします。

 

MMSのおかげで、売上が数千万アップ！
私がMMSを購入したのはちょう
ど一年と二ヶ月前。 以前からダイレ
クトレスポンスマーケティングの勉
強をしていましたが、MMSを知っ
てからは、チラがバンバン当たりは
じめ、売上が前年比「二桁増」にな
りました。

松岡　正泰
一番驚いたのは、MMSを参考にイベント集客をしたときのことで
す。
驚いたことに１０００人以上！もの来客があったのです！

人口がたった２万人程度の町で千人以上の集客ですよ！

今までは「マーケティングは難しい」と思っていましたが、こんな
に簡単に当たる広告が出来上がるとは、本当に驚きです。

もう広告でハズす心配がなくなりました。本当にありがとうござ
います。
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こんなに素晴らしい情報は、同業者に知られたくありませんの
で、今すぐ販売を中止して欲しいと思っていましたが、もうあまり
多くは販売しないと伺いました。

早く売り切れて欲しいです。
http://www.1memoria.com/

 

「手ごわいお客様にも、商品の良さを伝
え、買ってもらうことが出来ました」

MMSを購入して、仕事の合間や、
休みの日などに、勉強をしてキャッ
チコピーやセールスの方法を学び、
マーケティングのマの字も知らなか
った私が、ターゲットは３００人ぐ
らいの、商品に目の肥えたお客様に
対して、実践してみたところ、私自
身、初めてのマーケティングで、な
んとまあ２週間と言う短い期間に、
７０００円の商品を、２３個、注文
をとることが出来ました。それに合
わせて、MSSの知識で広告を出すこ
とで、現在も注文が入っています。

米澤　直記

物を売るなんて素人で、しかも市場の小さいところでの、商品販
売だったので、正直なところ、ぜんぜん売れないだろうなと思って
ました・・。（ほんとに）

しかし、MMSの知識と実践方法をもとに、不器用ながらも、アイ
ディアを絞って行ってみたところ、その成果を実感することが出来
ました！

商品に対して目の肥えた、しかも市場の小さい場所での実践、そ
して私はおもいっきりのマーケティングの素人！それでも、MMSで
学んだキャッチコピーと、テクニックで成果を（小さい成果で、平
先生には申し訳ないですが・・）出すことが出来ました。

小さい成果ですが、私自身の心の中は、とても大きなものを得る
ことが出来たと思っています。
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「心の中でとても大きなものを得た！」これが私の中ではMMSを
購入して一番良かったと感謝していることです。

マーケティングの知識が少しでもある方などは、もっと上手にこ
のMMSの知識を使えると思うのですが、私はこのような人たちより
は、はるかにマーケティングなど素人で、商品を売るということす
らわからなかった人間（業務をこなすタイプのサラリーマンだった
のでほんとです・・。）なので、最初はほんとにＭＭＳという物の
購入に、躊躇しましたが、思い切って購入して勉強をしてみて、今
では、言葉では書き表せないくらい、良かったと思っています。

 

「FAX DM で売上が３倍に」
開業して１０年が経ち、気が付く
と店を閉じなければならないほど
に、売上が低迷していました。 「藁
にもすがる」という思いで、ＭＭＳ
を購入して出来ることからと、「フ
ァックスでのDM」を作成し、既存
のお客様に送ってみたところ、吃驚
するような結果が･････

はんこスーパー
柏木健児
とりあえず出来ることは「ＦＡＸ」でDMを送ること。開始当初は
それ程ではなかったのですが、ＭＭＳメソッドに従い、少しづつ
「内容」を変えていったところ、当初２万円ほどに過ぎなかった
「通販部門」の売上が６万円と３倍に跳ね上がり、今では開店時に
シャッターを開けると前日に届いた「注文のファックス」が溢れて
いるという状態で、コンスタントに２０万円を売り上げるまでに成
長しています。

ＭＭＳを購入していなかったらと思うと「ゾッ」としますが、ほ
んの一部を実践したに過ぎません。もっともっと実践して売上を上
げていきたいです。

http://Ameblo.jp/hanko-sp/
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それではMMSがなくなる前に今すぐ
ここをクリックして私に知らせて下さい！

 

※残念ながら建築関係の皆様のお申し込みはご遠慮させて頂いております。
■建築関係の方はこちらへお問い合わせください
https://www.improbic.net/faq/support/

特定商取引法に基づく表示
株式会社インプロビック：〒 

TEL： （午後12時～午後14時。土曜日、日曜日、その他祝祭日等を除く。）

MMS SECRETS is a trademark of Improbic Corporation.

Copyright 2005-2006 Improbic.Corporation. All rights reserved. 
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