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特典 

時間を増やすという非常識なテクニック。 

なぜ同じ時間を生きているにも関わらず、 
夢を叶える人、一生叶えられない人の差が出るのか。 

「脳をデトックスする」という常識外れな技術が 
あなたの成功の鍵となる・・・。 

シークレット音声 

【　脳デトックスの技術　】 

※最後まで読み終わった後の追伸に詳細があります。 



あなたに全てを隠すことなく、腹割って、 

「ぼくが如何に地獄の日々を過ごし、そこから逃げまくった過去を持つ」 

最弱な男だったかということを伝えたいと思ってます。 

それを話す前に1つあなたの過去を振り返って、 
考えて欲しいのですが・・・ 

あなたはお金がないせいで嘘をついた経験はありますか？ 

ぼくはあります。 

貧乏だったせいで周りの友達の間で流行っていたポケモンを買えなくて、 
でも仲間はずれにされたくなくて「ポケモン持ってるよ」なんて言う、 
すぐにバレる惨めな嘘をつきました。 

嘘をつくことが、一時凌ぎではあるのですが、 
幼いぼくが当時、唯一できた処世術だったのです。 

そしてぼくがそうなった原因はある出来事が足枷になっていたからでした。 

実は家庭内は毎日が修羅場だったのです。 
日々、ビクビクと怯えていました。不安と息苦しさの中で生きていました。 

「僕が如何に苦しい過去を持ち、 
　逃げ出したくなる日々を生きていたのか？」 

そして、そんな過去を持つぼくがどのようにして月収100万円を得られたり 
周りの人から「すごい」「頭いい」「センスがある」と言われたりする 
までになったのか。 

あなたには正直にカミングアウトします・・・。 



こんにちは、ウィングです。 

ぼくは今でこそ、19歳の頃に 
月収100万円を達成してから、周りから、 
「すごい」「センスがある」「頭いい」 
なんてことを言われるようになりましたし、 

博多にラーメン食べに行ったり、 
その日の思いつきで東京に行ったり、 

「ヘリコプター乗りいこう」と誘ってすぐに実行できるような 
学校にはいなかった価値観の近い仲間ができるようになったり、 

その仲間と一緒に好きな場所でパソコン一台で 
仕事できるようになったりと 
自由度が高い生活をできるようになっています。 
 

ですが、ぼくの過去は正反対で、 
我慢と息苦しさの中にあった毎日でした。 



「貧乏」 

これが最悪の害であり悪なんだと認識せざるを得ない、 
幼いぼくを崖から突き落とす苦しみの日々が始まったのです。 

父が暴力を振るうようになったのです。 

いわゆる「DV」です。 
  
  
幼かったぼくは体格が違いすぎる父を止めることすらできず、 
リビングと繋がっていた小さな部屋の隅っこで、恐怖で震え、 
うずくまって、声をあげて泣くことしかできませんでした。 
  

何度、父に殺意を抱いたか分かりませんし、 
何もできない自分の情けなさと言ったらない。 
  
  
時には、椅子やリモコンを投げたりして、 
部屋が、めちゃめちゃになるほど暴れられて、 
幼いぼくはどうしようもなくなり、 

泣きじゃくりながら隣の部屋にあった電話に飛びつき、 
「１１０」と、生まれて初めてその3桁のボタンをコールして、 
警察沙汰一歩手前になったこともありました。 

  



あの頃を思い出すと、未だに胸がズキズキと痛くなります。  

当時は、最も大切な存在であるはずの母に 
暴力を振るう父親の事が全く理解できませんでした。 

ですが、今となって当時を思い出すと、 
父は会社で毎日肉体労働の上に、上司には 
「おまえ、そんなこともできんのか？」と理不尽なことを 
言われるのに耐えたりして、家族のために身を粉にして働くのは、 
相当ストレスがあったのだろうと思います。 

しかも、老後、家のローン、ぼくや姉妹の進学などを 
考えると、給料のほとんどを貯金しなくていけないですし、 
ストレス発散のやりたいことも十分にはできません。 

それだと父がストレスをためてしまうのも、 
酒に入り浸ってしまうのも、当然と言えば当然だったのです。  

もちろん幼いぼくがそんなことを 
想像できるわけもなかったし、今のぼくのように、 
父の暴力の原因を理解してあげることなどできなかったので、 

ぼくはなんとか、父が怒って暴れないように、 
遠慮して顔色を伺ったり、母に気を使ったりするように 
なっていました。 



「ぼくが気を配って家庭を平和にしなければ」 
と思っていたのです。 

だから、ぼくははやく、この片時も心が休まらない 
苦しい状況から抜け出したい、と思うようになっていました。 

家に居ても常に気を張ってるから疲れるし、 
かと言ってお金もないから、外でやりたいことをやって 
ストレス発散に行くこともできない。 

だから、はやく大人になって、我慢せずに 
自分のやりたいことを心置きなくできるようになりたい。 

そう思っていました。 

今我慢してる分、大人になったら、 
自分のやりたいことをやって人生謳歌しよう！って考えです。 

今の我慢する状況から、 
とにかくはやく独り立ちして「大人になりたい」と思っていました。



大人になれば、働くことができるし、 
お金も自分が思うままに稼げるようになる。 

そうすれば、周りに気を使う必要もなくなるし、 
やりたいことができるようになるし、 
むしろお金稼いだら親を助けることもできる！ 

お金稼げば両親を温泉旅行連れて行ったり、 
好きな人たちといろんなところに旅行に行ったり、 
美味しいもの食べたりして好きなことができるようになる！ 

はやく大人になってお金を稼げるようになりたい！ 

そう思っていました。 

そんな思いを胸に秘めて、ぼくは地元を飛び出し、 
名古屋の大学に進学しました。 

高校時代はバイト禁止の学校だったので、 
大学に入ってからが初めてのバイトです。 

とにかく楽しみでした。 



ブライダル系のバイトと塾講師のバイトを掛け持ちして、 
学生のうちに稼いで、やりたいことができるようになろう、 
大学出て就職する時に役立つことをやろう、と思って 
張り切っていました。 

これで、ようやく、お金もなく、 
心が休まる時もない息苦しい生活から抜け出せる！ 

大学からは目一杯楽しんで有意義に過ごすぞ！ 

そう思い、ワクワクしていたのです。 

しかし、実際、現実はそんな甘くないものです。 

バイトしてもバイトしても、 
ほんのすこーーしだけ、サークルの旅行に行ったり、 
友達と買い物したりするだけで、すぐお金はなくなるのに、 
その旅費を稼ぐためだけでも何倍もバイトをしなければならない。 

特にブライダルのバイトはまじで疲れました。 

朝9時から夜23時まで一日中立ちっぱなしだし、 
人数が足りてない日は、昼休憩が5分しかないとかありました。 

昼飯ほぼ抜きって言う。笑 



接客業だったので、それなりに勉強にもなりましたし、 
綺麗な女の人も多くて最初はまぁまぁ楽しかったんですけど、 

やっぱり飽きてくるんですよね。 

コーヒーメーカーで豆挽いてコーヒー作るスキルとか 
コップを秒速で拭く技術とかは身についたんですけど、 

「これが将来何の役に立つのかな」 
「大学きてやりたかったことってこれじゃないよな」 

と考えるとやり甲斐を見出せなくなっていきました。 

しかも、足が棒になるほどの仕事で 
接客業なので、精神すり減らして働いたのに、 
友達と大学でお昼食べて、ちょっと漫画買ってしまったりすれば、 
すぐにお金は消えていく。 

親に旅行をプレゼントするどころか、 
自分のやりたいことも全然できない。 

大人になってもまた我慢なのか？ 



ふとした時にそう考えると、また希望が持てなくなりました。 

それに、大学では、 
周りの男友達は彼女作ってドヤ顔なのに対し、 

ぼくはサークルの同級生の女の子をデートに誘って、 
3回くらいデートして、 
これはいけるだろ！！！！と思ってたのに派手に振られました。 

よっしゃ！！これでリア充だぜ！！ 
とか思ったら撃沈しました。 

しかも、友達にはその話をネタに、 
「あんだけ息巻いてたのにダッセー」とバカにされ、 
表面上は吹っ切れたように見せかけて笑って流してましたが、 

バカにされたのが悔しくて、 
「いつか何かで見返してやる」と思ってました。 

それに、周りにはそうやってお互いに 
バカにし合うような関係の人ばかりだったので、 
休日に予定が何もなくても、 
「わざわざ誰か誘って遊ぶのも面倒だし家でのんびりしよう」 
と人付き合いも避けるようになっていました。 



そんな時にインカレサークルのイベントでお世話になった 
他大学の先輩から、凄い人がいるという話を聞かされました。 

「社長とかスゴイ人の話聞きたいみたいなこと言ってたよね？ 
ネットビジネスやって大学生の時に、 
月100万稼いで、今は月収400万ある社長がいるらしいよ」 

今思えば、スーパー怪しいことを言われました。 

けど、ぼくは、思わず興味を惹かれました。 

ネットビジネスってなにそれ。 
てか、ビジネスって大学生でもできんの？ 

大学生で自分で稼いだって、、、まじで。 

バイトとかとは訳が違うじゃん。 

自分でビジネスできたら、 
勉強できるとか関係ないよな。 

一発でスゴイ奴って思われるんじゃね？ 



就職したら給料は決められてるから 
我慢して節約しなくちゃいけないけど、 

ネットでビジネスできたとしたら、 
もっとお金稼ぎたいと思ったら、 
収入を増やすための努力ができんじゃん！ 

だったら、 

同じ我慢するにしても、 

収入増やす努力してる時に我慢して、 

稼げるようになってやりたいことやり放題 

になる方がよくないか？ 

しかもどう転んでも、ビジネス経験あった方が 
人に語れる経験になるし、稼ぐのも効率的だし、 
それに、父さんと母さんみたいに、歳取ってから、 
お金に苦労することなくなるんじゃない？！ 

みたいなことを思った覚えがあります。 



それにしても、大学生の時稼いでたって 
世の中スゴイ人がいるもんだな、 

って思って、まず紹介されたメルマガを登録してみました。 

そして、 
ネットビジネス、なんじゃそれって感じだったので、 
とりあえず調べることにしました。 

ふむふむ。 
アフィリエイトってのがあるのか。 
商品紹介すると、お金がもらえる。 

リアルで言うところの、 
アパ◯ンショップとかSU◯MOとかがアフィリエイト？ 

なるほど、買いたい人と売りたい人を仲介するってことか。 

要はネットの仲介業がアフィリエイトってことだな。 

ネットのメリットが資金がかからないことか。 

まぁ確かに、HPとかにお金かけなければ、 
ブログとか無料でできるもんな。 

お金かけなくても稼げるから大学生でも稼げてたってことか。 



価格コムとか、史上最年少で上場したジョブセンスとかも 
アフィリエイトらしい。 

A8（？）とか、ハピタス（？）とかっていうASP（あふぃりえい
とさーびすぷろばいだ？）も、年商ン00億円あるし上場もしてる。

へー。 
アフィリって意外と普通の会社で使われてるんだな。 

と思いました。 

で、なおさら、ネットビジネスに興味が湧いてきました。 

メルマガで送られてくる内容も、 
当時大学生だったぼくにとっては衝撃的なものの連続でした。 

大学の授業は、ほとんどの授業が超超退屈だったし、 
「これ将来使う機会あるか？」って感じでやる気も出なかったけど、

テストのためだけに授業出てましたからね。 

それに比べてネットビジネスは実生活で使える。 

だからこそ胸が踊って、ワクワクしたのです。 



知識が実生活に即反映させることができた。 

周りの同級生が毎日同じような話を繰り返してる中で、 
ぼくはどんどん知識を取り入れてみるみる成長してるのが分かる。 

毎日、メールを開けば新しい発見があるのです。 

小学生の夏休みみたいに毎日届くメルマガを開くたびに、 
うおぉぉぉぉ！！すっげぇーー！！ 
こんな考え方があったんか！！！ってなったんです。 

そうして、毎日メルマガを読んでいると、 
ある日、紹介してくれた先輩から、 

「今日雨だけど、社長が名古屋にいるから会えるよ」 
と言われたのです。 

社長と会える？ 

それって直接話聞けるし、色々質問とかできるってことだよな。 

でも、名古屋まで2時間かかるし雨だし、 
名古屋にいる時だったらちょうど良かったのになぁ。 

んー、どうしよ。。 



いや、でもまぁ、こんな機会めったにないし、 
どうせ家にいてもやることないしな。 

普通に大学行ってるだけじゃ会えない人と会えるってだけで、 
いい経験になるし、1日ぼーっとするよりは得だよな。 

よっしゃ、行ったろう！ 

と思って、 
「行きたいです！」 
と先輩に返信を送りました。 

こんな感じで、 
メルマガ発行者で社長の人に会うことになりました。 

社長に会うってことは、スーツの方がいいよなって思って、 
すぐに部屋着からスーツに着替え、 
3個ほどふと思いついた質問を忘れないようメモしておきました。 

うわー。稼いでる人に会えるって緊張するなぁ。 

やっぱりオーラとか出てるのかな。 
あ、何もわからないと怒られそうだな。 



質問はあんまり思いつかなかったけど、 
メルマガはしっかり見返しておこう。 

と、メルマガに目を通しながら、名鉄の特急に乗って、 
ワクワクしながら電車が名古屋駅につくのを待ってました。 

そして駅について先輩に、 
「名駅着きました！」と連絡を入れると、 

「銀時計側の星乃珈琲店にきて！」と言われ、 
人で溢れかえっている銀時計を通りすぎて 
外に出て左に曲がるとすぐに星乃珈琲が見つかりました。 

店内に入って、店員さんに「待ち合わせです」と言って 
先輩を探したのですが、1階にはいなくて、恐る恐る階段を登り 
2階に上がって先輩を探しました。 

すると、まだ先輩しかいなくて、少しホッとして、 
「お待たせしました！ 
貴重な機会作ってくれてありがとうございます！」 
と言って、先輩の前のソファーに座りました。 

それで、当時まだ苦手だったブラック珈琲を注文しました。 



なんかスゴイ緊張しすぎてて、 
店員さんが「注文伺いましょうか？」と 
言ってきたのを、テンパってまだ決まってなかったのに 
思わず、注文しちゃったんです。 

それで、苦いなぁと思いながらも、 
緊張で喉がすぐ乾くので、水と交互に飲んでいると、 

1/4くらいまで飲み終えた頃に階段を上がってくる人がいて、 
先輩がその人を見て立ち上がったので、 

「お！ついにきたのか！」と思って、 
ぼくも立ち上がり、あいさつしました。 

社長のYさんは、言ったらあれですけど、 
オーラは出てませんでした。 

というか、白のTシャツにジーパンっていう超普通の格好で、 
若干ガタイがいい、どこにでもいる兄さんって感じでした。 

思ったより格好はふつーなんだ。 
社長って言うから、がっちりスーツとかかと思った。 
考えすぎたかな。 



と思って少し安心しました。 

で、先輩がYさんに、 

「わざわざ時間作って頂いてありがとうございます。 
まずはこの子の紹介からさせてもらってもいいですか？」 

と、ぼくのことを紹介してから 

お話しがスタートしました。 

そこからです。 

ぼくの人生は激変しました。 

Yさんから聞く話は衝撃の連続でした。 



「大学生でも稼げるか？ 

いや、逆にちゃんと続けてるやつで3年以内に 
月収100万いかない人を見たことないけどね（笑）」 

これがなんだかんだ、一番の衝撃でした。 

たった3年続けるだけで、 
月収100万がだれでもいける？ 

いやいやいや。。。 
今時、月30万の収入でもスゴイでしょ。 

もう初めてです。 

周りの同級生たちは、 
今月は10万稼いだ！20万稼いだ！とかで、 

「いやー、こんな稼げるバイトないわー」 
と言ってドヤ顔してるのに、 

その社長は、大学生の頃からその10倍稼いでる。 



なんでこんな差が出るの？！！！！ 

って感じでした。 

詳しく話を聞いていくと、 
それは、知識と情報を取り入れるために勉強した差であること。 

ビジネスを学び、仕組みを組めるようになれば、 
稼ぐことは可能であるということ。 

学生だろうが、主婦だろうが、サラリーマンだろうが、 
それができるということ。 

そして、ネットの可能性を理解してない人がめちゃくちゃ多い 
ということ。 

そのようなことを話して頂きました。 

ぼくはもう、ブワァーーッと気持ちが高ぶっていました。 



それは、ぼくの家庭では小さい頃から、 
お金がないという悲しい現実問題に直面していて、 
そのせいでギスギスした一触即発な夫婦仲でしたし、 

とにかく両親に気を配り、ケンカして欲しくないから、 
遠慮するようになったり、言いたいことも素直に言えず、 

面倒な争いを避けるために 
人と深く関わるのも避けるようになったりして、 

でも、もう我慢はしたくないし、 

やりたいことをもっとやっていきたい 
と思う気持ちが、人一倍強かったからです。 

「お金がなくて息苦しいという状況から 
　抜け出すことができるんじゃないか」 

「我慢することをなくすという 
　ことができるんじゃないか」 

そう思えたのです。 



当時は、プライドが高くて、 

「おれならもっとできることがある」 
「人生一回しかないんだからもっと上の世界を見てみたい」 

って言う風に思ってて、過去のコンプレックスが 
あるなんて口にできませんでしたけど、 

潜在意識では、やっぱり心の奥底にあったんですよね。 

貧乏だったし、 
人間関係でも遠慮して我慢ばっかりしていた。 

だからこそ、 
ネットビジネスの世界、 
その可能性、将来性、事業者の世界、 
というのは、魅力的にしか思えませんでした。 

かつて、これ以上にぼくの中で 
炎が燃え上がることはなかったです。 

ぼくは、ビジネスの世界に飛び込んでみようと決意します。 



そんな世界もある、 

そこで生きるテレビの向こう側でしか 
見たこともないようなスゴイ人たちがまだまだいる、 

そんな生き方を知らずに今ある選択肢で妥協したくない。 

そして、ぼくのビジネスを学ぶ日々は、 
2016年からスタートするのです。 

ここまでが、ぼくがビジネスを始めるまでの背景です。 

そして、結局ぼくはその1年後に、 
あっさり月収100万円を達成します。 

今では、好きなだけ 
漫画を読んでも、読書しても、稼げるようになりました。 

「ヘリコプター乗りいこうぜ！」 
って言ってすぐ行けるような、価値観が近くて 
本音で語り合える仲間やパートナーもできるようになりました。 



今までの常識ってなんだったんだ、って感じです。 

崩壊 です。 

自分の中の当たり前がみるみる変わっていきました。 

常識にとらわれて、今まで信じていたものが、 
全くもって嘘まみれだったのです。 

ここで、周りの常識なんて意味がないんだなって気付きました。 

ぼくの人生は、激変してきました。 

今思えば、たった一つの出会いで激変したのです。 

人生は本当に、 
たった一つの出会いだけで激変します。 

ぼくはこれから、もっと成長して、 
ぼくが思い描く、理想の人生を体現していきます。 



まだまだ、オーロラを見に行ったり、 
ナイアガラの滝に行ったりするなど、 
やりたいことが山ほどあります。 

これからも日々学んで、 
やりたいことをやっていく実力、 

そして、周りの人たちのせいで 
惑わされてはいても、心の奥底では、 
「やりたいことをやっていきたい」と思っている仲間を 
さらに増やしていける影響力をどんどん付けていこう、と思います。

さて、いかがでしたでしょうか？ 

読みやすかった、という声を多数頂いていますので、 
学校の教科書よりかは読みやすいのではないかなと思います。 

ぼくの人生を共有することで、 
これからのメールも読みやすくなると思いますし、 
実はウィングの過去は超普通で、むしろ雑魚だったんだ、 
ということも理解してもらえたのではないでしょうか。 



人間、最初は何もありません。 

ですが、適切な道を進めば、道は開ける 
ということをぼくは学ぶことができました。 

これはぼくにとって、大きな財産になっています。 

ぼくは、 
「ただただ情報を得ているだけで稼げる」 
なんて言うつもりは毛頭ありません。 

綺麗事を言うつもりはないです。 

「頑張っていれば、いつか成功することができる」 
なんてことも言いません。 

だって、 
あなたはもう既に頑張っていますよね？ 

ぼくはビジネスを始める前の、小さい頃に両親がケンカして 
遠慮ばっかりしていた頃の方が断然辛かったです。 



ぼくの父は暴力をふるっていた時期もありましたが、 
それは父なりに、毎日毎日、ロボットのように働いて、 

にも関わらず、一向に豊かにならない、 
辛くて苦しい現状に必死に抗って、 
なんとか精神のバランスを保とうとした結果だったはずです。 

大学生だった頃のぼくも、友達に遠慮して、 
言いたいことも言えず、グッと我慢していたり、 

大人になればきっと変わるはずだと思っていたのに、 

バイトしてもバイトしても、いっこうにお金はたまらず、 
退屈なバイトを繰り返すだけの日々は、 
本当に苦しかったし、抜け出したかった。 

バイトで失敗しまくって、社員さんに怒られて、 
やるせない気持ちになった時もありました。 

希望も夢もない、 
そんな中を毎日必死に生きていました。 

あなたも、きっともう既に頑張っていると思います。 



なにくそって歯を食いしばって、辛いことがあっても、 
いやいや、頑張らなきゃって、 
毎日自分を奮い立たせていると思います。 

時には周りの人や家族に理解されないような言動を 
取ってしまったり、一人で苦しんだりするのも、 
精神のバランスをなんとか保とうとして、 
自分なりにもがいて頑張った結果だと思います。 

でも、それだけ頑張っているのに、 
今現在のあなたは残念ながらまだ成功できていないと思います。 

歯を食いしばって我慢したからと言って、 
報われるわけではないのです。 

じゃあどうすればいいのか？ 

あなたが、歯を食いしばって頑張っているのに、 
成功できてないとしたら、 
その原因は、正しい行動と正しい情報を 
教えてくれる人がいなかったことです。 



適切な道筋が分かっていて、適切な努力ができれば、 
ことビジネスにおいては、 
成功することも理想を叶えることも難しくありません。 

ぼくは、むしろビジネスを始めてからは、 
稼げるようになる前から、 
めちゃくちゃ楽しみながら学んでいました。 

ビジネスを学ぶ、ということは 
資本主義の「世の中の原理」を学ぶということなので、 
学べば学ぶほど、できることや新たな発見が 
増え、小学生の頃みたいに楽しくなります。 

知識が増え、点と点が繋がっていくと、 

名小説を読んだ時に体感する、 
ドンドンドンドン伏線が繋がっていって、 
「うっわ！そーゆーことか！！」と鳥肌が立つというような、 

刺激溢れる経験を毎日を味わうことができます。 

ぼくも最初は、稼げなくて不安になった時もありましたが、 
仲間やメンターが支えてくれていました。 



だから、ビジネスを始めてから、 
「それ以前より頑張った」なんて思ったことはありません。 

生活資金を稼いだり月収100万円を稼いだりなんて、 
仕組みを作れば、寝ていてもできたりします。 

そんなバカな、って思いますよね。 

今でこそ、ぼくは結果として証明してきて、 
それを家族や友達は知っているので信用されますし、 
むしろ友達から教えを請われたりするのですが、 

ぼくが稼げるようになるまでは、同じことを言っても、 
周りからは「嘘に決まってる」「怪しい」「やめた方がいい」 
って散々言われました。 

しかし、仕組みを作りあげれるようになれば、 
寝てても稼げるというのは、現実にあるのです。 

正しい情報と努力を積んでいった人間だけしか 
知ることのできない世界っていうのがあります。 

とは言っても、 
最初は何がなんだか分からない、それが普通です。 



分からなくてもOKです。 

まずは、富を築いていった人と富を築けない人では、 

『思考が根本から違う』 

ということを理解することが大事です。 

本物のお金持ちって言うのは、 
富を持ってるからお金持ちではなくて、 
いつでもお金を生み出せる準備ができているから 
お金持ちなのです。 

そのためには、 
お金持ちの思考を身につけることが不可欠です。 

簡単に言えば、金持ちになるなら、 
金持ちになるための勉強をすればいいってことです。 

いたって、シンプルです。 

だから、勉強をしていくには、 
ステップを踏んでいく必要があります。 



例えば、九九ができないのに因数分解が 
できるようにはならない、というのと同じです。 

明日以降のメルマガでは、土台となる部分から 
しっかりお伝えしていくので、一通一通、 
丁寧に自分の中に刷り込んでいって欲しいと思います。 

「基礎なんていいから、さっさと稼ぎ方教えてよ！」 
「周りをあっと言わせるテクニックをはやく教えて欲しい」 

と思うかもしれませんが、基礎ができてなければ、 
いくらぼくが稼ぎ方やテクニックを教えても 
そもそも根本的に変わることができません。 

たしかに「即日で10万円を稼ぐ方法」や 
「3時間で5万円を生み出すテクニック」などありますし、 
それも今後のメルマガでお伝えしていきますが、 
基礎ができてないと『一発屋』で終わってしまいます。 

実際、ぼくの知っている情報や裏技をシェアすると、 
会ったことも話したこともない人から、 
「ブログで書いてあることやったら稼げました！」 
という報告を頂いたこともあります。 



ですがメルマガ読者のあなたは、一発屋で終わることなく、 
時代が変わろうとも、日本がどう変わろうとも、 
一生涯稼ぎ続ける人になって欲しいと思っています。 

なので、一つ一つしっかりと 
自分のものにしていって欲しいなと思います。 

そして、大切なので、何度も言うのですが、 
お金を稼ぐのは世間で思われてるほど難しくないです。 

もし難しいと思っているなら、それは知らないからです。 

知らないものは難しく思えますからね。 

例えば、看護師の子から 
相談を受けるってことが何回かあって、 

その度に「看護師の国家試験って難しいの？」と 
聞くのですが、 
合格して看護師になった子は口をそろえて、 
勉強してれば別に難しくない、と言います。 



でも、看護師が周りにいない大学の友達とかに 
同じ内容で質問してみると、 
めちゃくちゃ勉強しないと看護師にはなれない、 
と言う風に思ってる人が結構います。 

病院で働いていたぼくの母でさえも、 
「看護試験は絶対合格無理。」と言ってました。 

そんな風に、知らないことって難しく感じますが、 
やってみれば、そうでもないことは多いです。 

まぁ看護師はかなり旧態依然としていて、 
看護師になってから 
理想と現実のギャップに気付いてしまって、 

本当に辛いし、辞めたいけど、 
職場の人からも両親からも辞めるなと言われ 
どうしたらいいか分からないとか、 

憧れとされるような、看護師始め、 
パイロット、弁護士などの 
いわゆる「花形」と呼ばれる職業が、 

実は超ブラックだったり、給料が安かったり、 
仕事のせいで病気になったりなんてことが起こり、 
ぼくに教えを請いに相談してきてくれることもあって、 



世の中どんどん変わっているなと思うのですが、 

これはまた明日以降のメルマガなどで 
機会があれば話そうと思います。 

で、世の中には、とんでもないくらいの 
ビジネスチャンスがまだまだ眠っています。 

ぼくはたくさんのビジネスをやってきましたし、教えてきました。 

実際、現在進行形で、稼がせ続けています。 

バイトしかビジネス経験のない人をゼロから教えて稼がせる 
というのは、業界ではスゴイことらしいのですが、 
ぼくは難なくこなしていて結構な人数の稼げる人を輩出しています。

なので、明日以降も、稼ぐべくして稼ぐ人になるまでを 
しっかりあなたにお伝えしていこうと思います。 

明日は、さらに深い内容まで掘り下げて暴露します。 

大学の教授みたいな難解なことを言うつもりはありません。 
読んでいる人が頭の中で、 
「？？？」を浮かべるようなことは、一切書かないです。 



そしてとにかく、現状がどうだろうが、 
過去どうだろうが、今の人間関係がどうだろうが、 
誰であってもできることから、伝えていくので、 

いきなり難しいことに挑戦して、 
「あー。やっぱり自分には無理なんだ」なんて 
思うことはなく、できることから始めていけばいいです。 

まずは「とりあえず」くらいの軽い気持ちでいいので、 
スラッとメルマガを読むとか、音声サプリを流し聞きするとか、 
小さな一歩を積み重ねていくことです。 

ぼくのメルマガを読んだり、音声を聞くだけで、 
ミラーニューロンというパルマ大学の教授が 
発見した成功細胞を浴びることができるので、 
自然とお金持ちの脳になっていきます。 

なので実は、今こうして 
あなたがしてくれているような 
小さな行動が、あなたが目標を叶えて、 
成功するまでの階段の1段目になっています。 

では、明日またメールを送ります。 

明日は、ちょっとした秘密を暴露するので、 
それも楽しみにしておいてください。 



追伸 

1日の時間を増やす方法を知っていますか？ 
1日は24時間。それが不変の真理だと思っていますよね。 

ではなぜ同じ時間、同じ時代を生きているにも関わらず、 
・成功できる人と、できない人 
・何十億もの資産を持つ人と、ホームレス 
こんなにも差が出るのでしょうか。 

脳デトックスの技術を知ってしまえば、 
あなただけの成功の道筋にハッと気づくことでしょう・・・。 

シークレット音声 
【　脳デトックスの技術　】 

脳デトックスの技術受け取り方法 
→ シークレット音声はこちらをクリック 

それでは最後までご覧いただきありがとうございました。 

https://wing-argonaut.com/detox

