
実績、スキル、年齢、全て不問！  
サンダルだけは持参して下さい！ 
 

“拘束時間わずか 60 分、初期費用『タダ』 
開発年数 8 年のバーチャルチートシートに 
カチカチと必要事項を記入するだけで 

が定期的に自然発生する マンスリー不労所得
サンダルコピーライターTMの秘密... 

 

“美人率が極度に高い発展途上国で 
高金利の特殊ネット銀行を悪用しながら 
我慢ゼロのライフスタイルを生きる方法” 

                                           
 

From: 平秀信  
美人率が高い途上国 
Sunday, 6:16 am 
 

   私は年収5億円稼いでいました… 

 
巷では、「何億円稼いだ！」とか「年収何億だ！」など 
騒いでいるガキがいますが不思議な事に誰一人として 
『証拠』を見せようとしません。 
 
本当に稼いでいるのであれば、なぜ証拠を 
見せないのでしょうか？ 
 
理由は簡単です。 
 
彼らは『嘘』をついているのです。 
 
私は年収5億円を稼いでいたのですが、 
その証拠をここに見せましょう。 
 



 
確定申告書: 年収５億円 

 
   大学卒のサラリーマンが一生涯かけて稼ぐ約 2倍の金額を、 
わずか 1年で稼ぎ出していたのです。 
 
しかし、これは過去の話です。 
 
この手紙には真実『だけ』しか書かれていませんので 
正直に言いますが「5億円稼いでいます」ではななく 
「過去に 5億円稼いでいた」のです。 
 
今は収入が減り 1億 5千万円になってしまいました： 
 

 
確定申告書：年収１億 5000万円 



 
自慢したくてこんなプライベートな書類を 
公開している訳ではありません。 
 

偽物にまんまと騙されて 
借金地獄に堕ちる被害者 

 
を増やしたくないのです。 
 
この言葉はあまり好きではないのですが、 
残念ながら日本には「詐欺」としか呼べないレベルの 
教材が横行しています。 
 
証拠画像も見せる事のできない、口先だけの 
『なっちゃって』起業家の高額塾や高額教材が 
出回っているのです。 
 
もしかしたらあなたも、なんちゃって起業家の教材を 
購入して悔しい思いをした事がある 
被害者の 1人かもしれません。 
 
彼らは『自称起業家』は高層マンションに住み、 
高級外車を乗り回し、スタイルの良いお姉ちゃんをはべらかせ、 
いざお金がなくなったらあの手この手を使いコロコロと 
商品を替えて、一般人からお金を吸い上げています。 
 
お客さまを自分の財布だと勘違いしているのではないか、 
と腹立たしく思っています。 
 
つい数日前までは「アフィリエイトが世界最高の職業だ」と 
発言していたと思ったら翌日には「他のビジネスが最高だ！」と 
恥ずかし気もなく言い放ちます。 
 
言っている事とやっている事が全く一致していません。 
 

道徳を守らない人間のクズ 
 
だと感じてしまいます。 
 
多くの善良な市民(あなた)が汗水流して働いて貯めたお金を、 
一部の有名起業家は自分の見栄のためにだけに 
搾取し続けています。 



 
あなたが信じて投資したお金は、日もまたがない内に、 
彼らのキャバクラ代へと変身しているのです。 
 
私は今年で 53歳になりますが、今の若い起業家達からは 
「人の道を外れている」と残念に感じています。 
 
再現性の低い稼げないノウハウを販売する起業家には 
『ある』共通点があります。 
 
それは… 

口先だけの嘘つき泥棒は 
証拠を見せようとしない 

 
メールやフェイスブックに「何億円稼ぎました！」と 
書くのは簡単です。 
 
良心を捨て、他人を騙す覚悟を決めて、ヘラヘラしながら 
キーボードをタイピングすれば誰でも架空の世界の 
億万長者になれます。 
 
しかし… 
 
何度も言いますが、本当に稼いでいるのでしたら 
稼いだ証拠を見せるべきです。 
 
確定申告を見せるべきなのです。 
(私は全てを見せています) 
 
それがフェアだと思いますし、販売者としての 
最低限の責任だと思います。 
 
証拠の見せられない売上げや収入は.. 
 

単なる『おとぎ話』の 
フィクション 

 
なのです。 
 
嘘なのです。 
 



事実…恐らくあなたもご存知の有名起業家の多くは、 
あれだけ威張っているにも関わらず実は、 
現金をほとんど持っていません。 
 
「でも彼らは高級車を買うお金があるのでは 
ないでしょうか？」 
 
彼らのほとんどは高級車や高級時計は 
実はローンで買っていますし、一時的にあがった売上げを 
後先考えずに使っている幼稚な人達なのです。 
 
ビジネスとは一瞬だけではなく、永遠に長期的に 
稼ぎ続ける必要があります。 
 
実際に彼らの多くは自転車操業です。 
 
だからこそ毎回あの手この手を使って中身のない 
新商品(まがい物)を販売しているのです。 
 
見た目や行っている事は派手かもしれませんが、 
 

威張っている詐欺師は 
カツカツ貧乏の負け犬 

なのです。 
 
これが事実なのです。 
 
だから私のように確定申告書を 
堂々と公表できないのです。 
 
しかも有名起業家のほとんどは『売上げ』と『利益』を 
ごちゃ混ぜにしています。 
 
売上げから広告費や人件費などすべての経費を差し引いて、 
手元に残ったのが利益であり収入です。 
 
いくら何億円の売上げをあげようとも、手元にお金が 
残らなければ意味が無いのです。 
 
実際に億単位を売上げたにも関わらず手元に残った利益が 
数十万円、数百万円という話はよく聞きます。 
 
彼らは売上げを大きく見せるトリックを用いているだけで、 



実際はお金を持っていないのです。 
 
実は借金とローンまみれの貧乏人なのです。 
 
”自称”成功者なのです。 
 
そんな自称成功者達(詐欺師)のノウハウを買っても 
成功出来ないのは当たり前です。 
 

被害にあえばホームレスは確実 
 
自称成功者がのさばっているので、この世に 
成功者が増えないのです。 
 
稼げていない人間のノウハウを買っても、 
稼げないのは当然です。 
 
子供に子供は育てられないのです。 
 
あなたは何も悪くありません。 
 
なんちゃって成功ノウハウを販売している 
自称成功者が悪いのです。 
 
これからは証拠を見せられない人間のノウハウは、 
すべて『おとぎ話』だと完全に無視するようにして下さい。 
 
また今後は売上げではなく、年収ですべてを判断して下さい。 
 
見た目だけ派手な売上げは、ちょっと小細工をすれば 
誰でも簡単に達成できます。 
 
自称成功者はこれから消えます。 
 

自称成功者＝自己破産確定 
 
なのです。 
 
もう一度言いますが、私は『実際』に稼いでいます。 
 
おとぎ話の国ではなく、現実世界でお金を稼いでいるのです。 
 
平成 19 年の私の年収は 5 億円です。 



 
今現在は 1億 5千万円に減りましたが、この金額は 
毎年固定して銀行口座に入金されています。 
 
教える側の人間として最低限の義務である収入の証拠を 
公開した上で、もう一度あなたにお伝えします。 
 
実際に稼いでいる（証拠有り）の平秀信(ひらひでのぶ)が教える.. 
 

初期費用『タダ』、スキル不問 、 
年齢不問、毎月 15万円の 
不労所得を 3つ設定する方法 

 
の秘密をこの手紙で全て公開します。 
 
サンダルコピーライターTMは世界一自由な職業です。 
 
私が 8年の歳月と数億円の資金を投入して構築した 
『バーチャルチートシート』に従ってカチカチと必要事項を 
入力するだけ毎月 15万円の不労所得が設定されます。 
 
一回の設定につき不労所得 15万円が確定しますで、 
3 つ設定すれば毎月 45万円の不労所得が自然発生します。 
 
1 日の拘束時間は 60 分、週に 5 時間（土日はホリデー）で 
月収 45 万円は確定なのです。 
 
あなたに報酬を支払うクライアントは『自動設定』で 
見つかりますので、温泉につかり、日本酒を飲みながらでも 
毎日 10～15 人がオートマチックで集り続けるのです。 
 
くだらない集客作業に頭を悩ませる必要は一切ないのです。 
 
またサンダルコピーライターTMは匿名でビジネスができますので、 
サラリーマンにもお勧めです。 
 
あなたの名前が表に出る事は一切ありません。 
 
またクレームも一切ありませんし、商品の発送や 
カスタマーサポートの必要もありません。 
 
クライアントにコピーを放り投げたら 



後は放ったらかしなのです。 
 
あなたの元に苦情が来る事もネット上に悪口を書かれる事も 
一切ありませんので安心して下さい。 
 
しかもサンダルコピーライターTMは、その他のビジネスとは 
異なりスキルや技術が必要ありません。 
 
私が 8年かけて開発したバーチャルチートシートに沿って 
必要事項を入力すれば、全自動でコピーが書きあがります。 

 

日本酒を片手に温泉に入りながら 
あなたの空間でプライベートに稼げる 

匿名ライターという選択肢… 
 
なのです。 
 
「平さん、でもコピーライターと言えば 
物書きですので文章力が無いと無理ですよね？」 
 
という意見が出る前に言っておきますが、 
文章力は必要ありません。 
 
必要なのはバーチャルチートシートに必要事項を 
カチカチ打ち込む作業だけです。 
 
もちろん実力のあるコピーライターは有利かもしれませんが、 
彼らは書くのが遅いので数で勝負できます。  
 
サンダルコピーライターTMは 30分で 1つのコピーが 
完成するので、普通のコピーライターが 3日かけて 
1 つ書いている間に、10個以上のコピーが 
出来上がってしまいます。 
 
スピードが速いのであなたに 15万円の不労所得を 
提供してくれるクライアントを、何十人と同時に 
抱える事も可能です。 
 
つまり、もっとお金が欲しい場合は 5～6人のクライアントを 
一気に抱えて、不労所得の額を 75～90 万円に設定する事も 
可能なのです。 
 



年収 1000 万円(月収 83 万円)も夢でないのです。 
 
この手紙を読んでいる時点で、既にパソコンと 
インターネットはお持ちだと思いますので、 
軍資金は完全にゼロでスタートできます。 
 

海に足を入れた状態で 
カチカチと入力するだけ 

 
メールやスカイプさえあればバーチャルで 
不労所得を得る事ができますので、事務所や従業員を 
抱える必要もありません。(つまり自由人) 
 
常夏の青い海に両足を入れた状態で 
必要事項を記入するだけなのです。 
 
仕事のスタイルは完全なバーチャルですので日本中、 
世界中を旅行しながら不労所得を獲得する事ができるのです。 
 
一度設定さえしてしまえば、後は高級リゾートホテルの 
プライベートビーチでエメラルドグリーンの海に足を 
ポチャンとつけながら、1 日 1 時間のメンテナンスを 
するだけでオートマッチックで入金され始めるのです。 
 
家族や両親と世界遺産巡りツアーをしていても、 
あなたの資産は勝手に増え続けるのです。 
 
サンダルコピーライターTMはクライアント 1人につき 
毎月 15万円の不労所得が固定される新時代の稼ぎ方です。 
 
「15 万円稼げますよ～」 
 
という陳腐な話ではなく 
 

一日わずか１時間の拘束時間… 
15万円の不労所得がマンスリー発生 

 
してしまうのです。 
 
その他のビジネスとはもはや世界が違うのです。 
 



不労所得の存在はご存知だと思いますが、 
労働する必要が一切ない所得の事です。 
 
満員電車に揺られて汗水垂らして嫌な仕事をしなくても、 
固定して継続されて入金されるお金の事です。 
 
売れっ子の漫画家は一度原稿を書けば、 
あとは何もしなくても毎月 1000 万円以上の 
印税収入が振込まれます。 
 
サンダルコピーライターTMも同じです。 
 
自動設定で集めたクライアントは 15万円を『前払い』で 
あなたに支払いますので、後はバーチャルチートシートに 
カチッと質問事項を入力し自動的に仕上がった原稿を 
提出するだけです。 
 
一度セッティングさえしてしまえば、毎月決まった日付に 
あなたの任意の銀行口座に、決まった不労所得が 
振込まれるのです。 
 
実績やコネなんて必要ありません。 
 
『逆』に実績のない人間の方が有利なのが、 
サンダルコピーライターTMなのです 
 

実績ゼロ＝クライアント殺到 
 
既に有名な起業家やコピーライターは、 
過去のやり方にしがみつきます。 
 
既に稼いでいる人は、そのスタイルを崩すのを恐れます。 
 
無意識でバーチャルチートシートを使用するのを拒びます。 
 
そのためゼロから何も考えずにスタートする人の方が 
吸収が早く、現在A級で活躍している有名人を一気に追い抜き、 
彼らを C級にたたき落とす事が可能なのです。 
 
また実績が無い人は『ある』3ステップの方程式を使えば、 
実績がない事が逆にプラスに作用します。 
 
あるシンプルな単語を散りばめるだけで、 
無意識の内にクライアントはあなたに 3倍の料金を 



支払ってしまうのです。 
 
最大のポイントは、不労所得を『ある』特殊な銀行に 
預け入れる事です。 
 
私は 2009 年に 1人で世界旅行していましたので、 
世界中の裏表を知り尽くしています。 
 
世界には日本の銀行のコンマ何％の雀の涙のような 
利息とは違い、預けているだけで預金が膨らみ続ける 
高金利の特殊な銀行が存在します。 
 

美人大国でレバレッジを効かせる 
法律スレスレ技術のオンパレード 

 
あなたはクライアントから振込まれた不労所得の約 80％を、 
第三国の銀行に資金移動させて下さい。 
 
この銀行はブラックリストに載っていても開設する事が 
可能ですので、例えあなたが破産していても 
認めてくれる特殊な銀行です。 
 
資金移動の作業が終わりましたら、あとは気候の良い国で 
のんびり昼寝をしながら、資産が増え続けるのを家族と 
一緒にネットバンキングで眺めるだけで良いのです。 
 
好きな場所に住み、自分の稼ぐ金額を自分で決め、 
オートマチックで稼げば良いのです。 
 
バーチャルだけで稼ぐ事ができるのです。 
 
これから日本では、 
 

ネットおたくが尊敬される 
ドラえもん時代の幕開け... 

 
が始まります。 
 
バーチャル化がどんどん加速します。 
 
産業革命以来の大革命と言われるインターネットが普及して、 



世の中の流れは異常なまでに速くなりました。 
 
急激な時代の変化の中で私達は生きています。 
 
数年前までは多くの人が 
 
「ネットショッピングでクレジットカード番号を 
入力するのが怖い」 
 
と言っていたのに今では楽天やアマゾンで普通の顔をして 
ショッピングを楽しんでいます。 
 
10 年前は、Eメールで仕事をする人なんて 
ほんの一握りのエリートだけでした。 
 
海外に住む人とスカイプでテレビ電話を行うなんて 
ドラえもんの世界でした。 
 
しかし今はどうどうでしょうか？ 
 
メールやスカイプが当たり前の時代になっています。 
 
もしあなたが 10年前に「スカイプで海外とテレビ電話します！」 
なんて発言をしていたら「知的障害者」と、 
みんなにバカにされていたでしょう。 
 
しかし今では『常識』になっています。 
 
本屋はどんどん潰れて、今やバーチャルの代表格である 
Amazon で本を購入するのが一般常識になっています。 
 
日本は既にバーチャルの時代に突入しています。 
 
バーチャルに対応できない人間は、 
 

職を失い家族に 
見切りをつけられる… 

 
そんな時代に私達は生きているのです。 
 
ボケ～としていると周囲から取り残されて、仕事も財産も 
家族もすべて失ってしまうスピードの速い時代なのです。 
 



日本は現在二極化が異常進行しているのは 
ご存知だと思います。 
 
金持ちはもっと金持ちになり、貧乏人は 
果てしなく貧乏になります。 
 
中流階級層が激減しています。 
 
日本人は「お金が無い」と言いながらも、 
まだ現在は恵まれた環境にいます。 
 
住む家があり、携帯電話やパソコンを持ち、 
車も持っています。 
 
私はアメリカ、香港、中国、カンボジア、 
マレーシアなどと世界中を旅してきましたが、 
日本ほど中流階級層が厚い国をみた事がありません。 
 
「苦しい」と言いながらも、なんとか 
通に暮らせるのが今の日本なのです。 
 
しかし、そんな安心できる時代も終焉を迎えます。 
 

早急にスタートしなければ 
深刻な手遅れの被害が予測 

 
尖閣諸島問題、自殺、放射能、地震、年金問題、失業率、 
リストラ、倒産など、これらネガティブな報道がテレビや 
新聞から消える日が一度もありません。  
 
政治家に不信感を頂いている人も多いと思いますが、 
そんな人間がトップに君臨するこの国の民が、 
今のまま平穏な日々を過ごせるとワケがないのです。 
 
まだ私達がなんとか生活ができているのは、 
先人達が築き上げてくれた財力が残っていたからです。 
 
しかしそれも限界が見えています。 
 
2013 年からは二極化がエスカレートし、 
バーチャルのスキルが無い人間は淘汰され、 
ホームレスになり家族と離ればなれになって 
孤独に暮らすようになるのです。 



 

年収 5億円を稼いでいました 
 
その証拠もお見せしました。 
 
現在インターネットで有名な若い人達の多くは、 
口では「売上げ何億円」「年収何億円」と言いながら、 
その証拠を見せた事が一度もありません。 
 
本当に稼いでいるなら堂々と公表すれば良いと思います。 
 
しかし誰 1 人として口ばかりで証拠を見せません。 
 
証拠を見せないのは、ノウハウ販売者として 
最低の行為だと思います。 
 
人間失格です。 
 
自称成功者の教材を買い続けていたら、 
近い将来あなたも他の被害者達と同じように取り残され、 
職を失い、破産する人生を送る羽目になります。 
 
偽物たちに騙されて手遅れになる前に、 
サンダルコピーライターTMのノウハウを学び、 
不労所得を確定させておいて欲しいのです。 
 
私はプライベートな書類の全てをあなたに 
お見せしました。 
 
これで少しはフェアな立場で真実を 
お伝えできていると思っています。 
 
これから、一日の拘束時間 1 時間、軍資金ゼロ、 
事務所や社員を必要とせず、バーチャルチートシートに 
従って必要事項を入力するだけで毎月 15万円の不労所得が 
自動的に設定されるサンダルコピーライターTMの 
ノウハウについて具体的にお話して行きます。 
 
ただその前に、もう 1つ正直にお話しておかなければ 
ならない事実があります。 
 

私は薄汚い人間です 
 



私の醜くて薄汚い性格を聞いても、まだ信じられるか 
どうかあなたにジャッジして欲しいのです。 
 
私は貧しい家で育ちました。 
 
父親が 9歳の時に蒸発し、兄と私は母親に 
女手 1つで育てられました。 

 
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 
過ごしていました。 
 
家が貧乏だった事と父が蒸発した事で、 
同級生から馬鹿にされて幼少期を 
過ごしました。 
 
 

  貧しかった幼少時代  
 
そのため私は人一倍お金に執着するようになりました。 
 
しかし貧乏な家に育ち、お金の教育など何も受けた事の 
無かった私には、ビジネスで成功する方法なんて 
何も解りませんでした。 
 
独立して大成功をおさめるなんて夢のまた夢でした。 
 
長野県にある地元の建設会社に就職し、 
営業や現場監督などを 20年間やりました。 
 
寝る暇もなくクタクタになるまで働きましたが、 
雇われの身で金持ちになれるはずもなく 
ずっと貧乏なままでした。 
 
しかし貧乏ながらも愛する妻と娘に囲まれて 
人並みに幸せな生活を送る事ができていました。 
 
そして私はいつしかお金持ちになる夢を忘れかけていました。 
 
しかしある日、運命の転機が訪れます。 
 
20 年間勤めたその会社が倒産してしまったのです。 
 
さらに、会社の責任者の 1人であるという理由から、 
私は莫大な借金の一部を背負わされてしまったのです。 



 

１億円の借金を無理矢理 
背負わされる凶悪事件に遭遇 

 
したのです。 
 
1 億円という法外な借金を背負った私は独立して 
成功する以外に道はないと考えました。 
 
しかしそれまで建築現場で営業や監督だけを 
20 年もやってきた男です。 
 
独立しても成功できる訳がありません。 
 
稼ぎ方もビジネスを回す方法も知らなかった私は、 
毎日睡眠 3時間でボロボロになるまで働きました。 
 
しかし…借金は減らないどころか、増え続ける一方でした。 
 
しかしある日、特殊なビジネス手法に出会い 
私の人生は 180 度変わります。 
 
一生返せないと思っていた 1 億円もの借金を 1 年足らずで 
返済する事ができたのです。 
 
バーチャル・ビジネスとの出会いです。 
 
私はアメリカに在住するサンダルコピーライターTMと 
出会いは一緒に仕事をする事でバーチャル『だけ』で 
数十億円を稼ぎ出しました。 
 

人に会わずに自分の寝室で 
匿名で大金を稼ぐ方法 

 
私にサンダルコピーライターTMを教えてくれた 
アメリカのパートナーとは、お互い顔も会わせる事も無く 
メールとスカイプだけで、つまり完全にバーチャルで 
連絡を取り合っていました。 
 
今も彼とは連絡を取り合っています。 
 



つまり会社に出勤する事も無く、社員とも会わずに 
何十億円もの大金稼いだのです。 
 
夢ではないかと思い鏡の前で何度も 
自分のほっぺたをつねった程です。 
 
バーチャルビジネスをマスターした私の収入は 
雪だるまのように膨らみ、ついには年間 5億円を 
稼ぐまでになりました。 
 
大学卒の男性の生涯年収が 2億 8000 万円ですので、 
その約 2倍の金額をわずか 1年で稼ぎ出すせるまでに 
なったのです。 
 
しかし有頂天になってしまった私は、 
ここで人生を大きく踏み外しました。 
 
みかん箱を机にして勉強して育った貧乏人間でしたので、 
大金を手に入れた途端に人が変わってしまったのです。 
 
5 億円を稼ぐようになった私は、高級外車を乗り回し、 
高級時計と高級ブランドに身を包み、家族を日本に置いて 
一年中世界を旅するようになりました。 
 
正直にお話しないとフェアではないと思いますが 
すべてさらけ出しますが、愛する妻がいるにも関わらず 
独り暮らし用の高級マンションを借り、若い愛人を連れ込み、 
毎日複数の愛人をとっかえひっかえして気持ちが良い行為に 
ふけるようになりました。 
 
私は、貧乏な会社員だった頃からずっと 
支えてくれていた妻と娘を裏切ったのです。 
 
そしてある日、愛人とのメールのやり取りを 
奥さんに発見されてしまい離婚届けを突きつけられました。 
 

愛人との浮気メール発覚 
妻から離婚要求、破産への直行便 

 
離婚から私の人生は破滅に向かいました。 
 
せっかく貯めた預金が見る見る減り続けました。 
 



信頼していた社員に絶望的な裏切りを受け、 
お金を持っている時は一緒にいてくれた 
友人達がどんどん離れていました。 
 
 
信頼する友人に強く止められたにも関わらず、 
ハイエナのように集ってきた『自称プロの投資家』の口車に 
そそのかされ、他人を巻き込んだ海外への 
大規模な投資を行いました。 
 
そして大暴落してすべてを失い、信じて投資してくれた 
友人達にも多大なる損害を与えてしまいました。 
 
何億円もあった預金は底をつきかけ、 
私は医者に『うつ病』と診断されました。 
 

首つり自殺が『ベター』 
 
毎日、楽に死ねる方法を考えていました。 
 
首つり自殺が一番楽に死ねるという記事も読みました。 
 
すべてを失った私は、毎日死ぬ事だけを考えていました。 
自殺サイトを毎日チェックしていました。 
 
何ヶ月もベッドから出れない寝たきりの日々が続きました。 
 
「なぜこんな結末になってしまったのか？」… 
 
私は一人ぼっちで考えました。 
 
そして 1つの結論に辿り着きました。 
 
それは、私が両親にされた事を繰り返していた 
事実に気が付いたのです。 
 
この事はずっと私の胸だけにしまっていたのですが.. 
 
私が幼い頃、 

お母さんは見知らぬ男の 
お世話になっていたのです... 

 



ある男性が私の家に毎日出入りしていたのです。 
 
父親が蒸発してしまい経済的に苦しかったため、 
他の男性のお世話になっても仕方がないと、 
今では納得できるようになりましたが、 
幼かった私は母親を許せませんでした。 
 
いつしか母親を恨むようになり、その気持ちが 
エスカレートして世の中の女性すべてを 
恨むようになりました。 
 
私はその恨みを… 

愛人を毎晩交換して 
２個とも空っぽになるまで 

毎日スッキリ… 
 
するという行為により発散させていたのです。 
 
これでは見知らぬ男性のお世話になっていた 
母親と同じです。 
 
離婚により愛する娘と離ればなれになりましたが、 
結局は、私を捨てて蒸発した父親と同じ事を 
自分の娘に行っていたのです。 
 
私は両親がした事を、自分の妻と娘に 
繰り返していたのです。 
 
本当に愚かでした。離婚を要求されても 
当然だと思います。 
 
「こんな最低の人間はいなくなった方が良い」 
と思い、何度も私は死ぬ事を考えました。 
 
首つりが良いのか、睡眠薬が良いのか、溺死が良いのか… 
 
死ぬ方法だけを考える毎日が続きました。 
 
しかし、そんなどん底の私を救ってくれたのは妻でした。 
 
私は複数の愛人を作り裏切ったにも関わらず、 
 



元妻は私にこう言いました… 
 
ある日、妻から連絡がありました。 
 
「妻と 2 人の娘を裏切った行為を許せない気持ちは 
まだありますが、過去を未来にひきずって生きたくはありません。 
お金も慰謝料ではなく長年仕事をしてきた報酬だと 
思っていましたが、もう慰謝料の話はなかった事にして下さい。 
あなたを許しますので幸せになって下さい」 
 
こんな手紙でした。 
 
私はこの手紙を読んで涙が出ました。 
 
私は自分の父親と母親を許す事ができなかったのに、 
妻はすべてを許してくれたのです。 
 
私はこの手紙を機に変わる決断をしました。 
 
両親を許し、過去を未来に引きずらない覚悟を決めました。 
 
そうです、 

過去は未来では無い 
 
という事実にやっと気が付いたのです。 
 
私は妻のおかげで生まれ変わる事ができました。 
 
そして再びバーチャルビジネスを中心にして稼ぎ始め、 
年収を 1億 5千万円にまで復活させました。 
 
数年前から封印していた『お金の教育』を 
再度スタートさせる決意ができました。 
 
私は長年、真面目に頑張っているけど経済的に 
苦しんでいる人を助ける仕事をしていました。 
 
しかし、うつ病になりこの仕事から 
一切手を引いていました。 
 
しかし妻の手紙を受取ってから私は自分自身の 
使命をもう一度考え、自分一人だけ稼ぐのではなく、 
そのノウハウを苦しんでいる人を伝える 



お金の教育を再スタートさせる決意ができたのです。 
 
そうです、あなたにサンダルコピーライターTMの 
ノウハウを提供する覚悟ができたのです。 
 
サンダルコピーライターTMになれば、 
 

アロハシャツにサンダル姿で 
幸せな波動で仕事をする 

 
事が普通に可能になります。 
 
私は建設会社やコンサルティング会社を持っていますが、 
今ではほとんどすべてをバーチャルで行っています。 
 
会社に出勤する事もなく、人に会う事もほとんどなく、 
すべてメールとスカイプだけで指示を出しています。 
 
私は日本で誰よりも早く、10年近くバーチャルで 
稼いできましたが、その経験の中で最もバーチャルと 
相性が良く初心者に向いているのが 
コピーライターだと知っていました。 
 
サンダルコピーライターTMは他の職業と違い、 
ノートパソコン 1 つあれば世界中のどこでも仕事ができ、 
不労所得が固定的にセッティングされます。 
 
3 年前に世界旅行をしていた時も、韓国、中国、香港、 
インド、アイスランドなどを周り、最終的には 
マレーシアにコンドミニアムを借りてバーチャルで 
仕事をしていました。 
 
ビーチを歩くブロンド美人を横目にカクテルを 
片手にエメラルドグリーンの海に足をポチャンと 
つけて不労所得を獲得していました。 
 
ファーストクラスに乗って世界遺産をグルグル回り、 
神秘的な森で仕事をしていた事もあります。 
 

タイムカードを押すのは 
毎日 1時間だけ 



 
毎日の拘束時間はわずか 1 時間です。 
 
その 1時間の労働で何と不労所得が毎月 15万円 
セッティングされるのです。 
 
私が 8年かけて開発した『バーチャルチートシート』に 
従って質問事項を入力するだけですので、1日 1時間だけの 
メンテナンスをするだけで 1人のクライアントにつき 
15 万円の不労所得が確定します。 
 

ここにバーチャルチートシートのマル秘イメージ 
 

3 人のクライアントを見つければ 
月収 45 万円は確定します。 
 
一般のコピーライターなどの職業と違い『自動設定』で 
クライアントが見つかるため集客に苦労しません。 
 
多くの人が難しいと感じているクライアント捜し、 
つまりあなたにコピーを依頼してくるお客さんも 
『クライアント獲得テンプレート』に従えば、 
毎日 10～15 人を自動集客する事ができるのです。 
 

ここにクライアント獲得テンプレートのマル秘イメージ 
 
お客が『前払い』であなたに 
頭を下げてお願いをして来るのです。 
 
「コピーライターというと物書きの仕事なので難しそう」 
 
という質問がありそうですので言っておきますが、 
チートシートに質問事項をカチカチ入力するだけで 
自然に文章が出来上がりますので文章力は必要ありません。 
 
またサンダルコピーライターTMはゼロから 
スタートする人の方が圧倒的に有利です。 
 
何度も言いますが… 
 

文章が下手な『ド素人』が 
有利になる『奇妙な職業』 

です。 
 



ゼロから稼ごうと思っている初心者に 
最適の職業だと言えるのです。 
 
中途半端にコピーライティングが上手い人間は、 
これまでの古いやり方を捨てる事ができない人が多いです。 
 
クライアント獲得テンプレートやバーチャルチートシートを 
利用する事に抵抗を持つ可能性が高いのです。 
 
何の知識や経験もない素人の方が何も考えずに 
素直に実行するため有利なのです。 
 
また書くのが早い人でも普通は 3日かけて 1つのコピーを 
完成させるのですが、バーチャルチートシートを利用すれば 
60 分で 1つが完成してしまいます。 
 
つまり 15 万円の不労所得を稼ぎ出してくれるコピーを 
3 日で 10 個は作る事ができるのです。 
 
そのため有名なコピーライターにスピードと 
数で勝る事ができます。 
 
コピーがバンバン書き上がるので、何十人もの 
クライアントを一気に抱える事ができるのです。 
 
サンダルコピーライターTMはコピーを書くのが仕事ですので、 
商品を作ったり配送する手間が一切ありません。 
 
あなたはコピーを完成させたら後は丸投げですので、 
面倒な雑務はすべてクライアントが行います。 
 
あなたには何の責任も発生しないのです。 
 
サンダルコピーライターTMの元にクレームが来る事は無いです。 
 
完全に匿名で稼ぐ事ができるのです。 
 

匿名活動で会社にバレずに 
こっそり不労所得が入金される 

 
コピーライターは表に名前を出す必要がありませんので、 
サラリーマンをやりながら匿名で毎月 45万円の不労所得を 
密かに稼ぎ続ける事ができます。 



 
「でも、平さん。私には実績が無いので無理ですよね？」 
 
という質問がどうしても出てきそうですので 
正直にお話しておきますが、実績はあった方が 
加速し易いことは確かです。 
 
しかし実績がある有名な起業家は過去の実績に 
しがみつく傾向があるため、サンダルコピーライターTMの 
ノウハウを素直に受け入れられない可能性があります。 
 
何も考えずに素直にやる初心者の方が成功が 
早いと私は思っています。 
 
しかも実績が無い人は『ある』3 ステップの 
方程式を使って、逆に実績無しをプラスに働らかせる事も 
可能なのです。 
 
何の実績も経験も無い素人が、インターネット上で 
よく見かける有名起業家やコピーライターを一気に 
追い越す時代が来るのです。 
 
また、サンダルコピーライターTMは、 
 

軍資金がなぜか『タダ』 
 
なのも重要なポイントです。 
 
毎月 15 万円の不労所得を 3つ固定させるためには、 
パソコンとインターネットだけあれば十分です。 
 
初期費用や広告費などは必要ありません。 
 
少しを楽をしたければ自動メール配信ソフト 
（5千円くらい）を購入すれば、 
働く時間は半分以下になります。 
 
カフェで仕事をしたい人はコーヒー代はかかりますし、 
世界中を旅行しながらバーチャルで仕事をしたい人は 
当然旅費がかかりますが、ビジネスそのものに 
かかる費用は殆どありません。 
 
また日本の銀行とは異なり、世界には預けておくだけで 
お金が増え続ける高金利の銀行がありますので、 



その銀行に『前払い』で入金されたお金を 
預け入れておけば利息で資産は増える一方です。 
 
私はこのサンダルコピーライターTMのノウハウを、 
今まで親しい数名にしか教えた事がありません。 
 
離婚や社員の裏切り以降、人にビジネスを 
教える事に興味を失っていたからです。 
 
しかし数年ぶりにインターネットの世界を覗いてみたら、 
収入の証明もできない若者達が根拠の無い商品を売りさばき、 
多くの人を傷つけているのを目の当たりにしました。 
 
私は、 

本当に誰でも稼げる 
ノウハウを発明 

 
し、それを公開する決意をしました。 
 
チートシートに従ってカチカチ入力するだけで 
45 万円の不労所得が自然発生する 
サンダルコピーライターTM … 
 
このノウハウの全貌を、2日間のセミナーで 
あなたにすべて伝授しようと思います。 
 
セミナーに参加したあなたは、 
 

30日後に最低 15万円の 
前払い『不労所得』が確定 

 
されます。 
 
これは最低金額です。 
 
人の何倍も能力が低い人であっても 60日もあれば 
最低でも 15万円の不労所得を 3つ固定させる事が 
可能となります。 
 
つまり月収 45 万円を確定させる事ができます。 
 



サンダルコピーライターTMは事務所や従業員が必要がなく、 
好きな場所で好きな時間に仕事ができるため、 
スターバックスで無料のインターネットを使い、 
お気に入りのコーヒーを飲みながら 
1 日 1時間だけ仕事をすれば良いのです。 
 
仕事をする場所を選ばないので、国内外の旅行に 
興味がある人には最適のビジネスモデルだとも言えます。 
 
私はこれまで世界中を旅してきましたので、 
どこの国が治安が良く、どこの国にオーガニックなどの 
健康食品があり、どこの国にどんなアクティビティがあるのか、 
裏も表も知り尽くしています。 
 
2 日間のセミナーに参加した人には特別にこの 
『発展途上国マル秘レポート』もプレゼントしようと 
考えています。 
 
（女性が見たら気絶してしまうような 
海外にある謎の夜遊びも教えます） 
 

ここに発展途上国マル秘レポートのモザイクイメージ 
 
ベトナムなど現在伸びている国では、月 20万円で 
スタイルの抜群の親日家の美女を複数フレンドに持ち、 
幸せな生活が実現します。 
 
これまで苦労をかけてきた家族や両親をつれて 
海外の好きな場所に旅行に行き、透き通るようなビーチで 
1 時間程度カチカチと作業をしたら、残りの時間は家族と 
一緒に旅を満喫する人生を送るのも良いと思います。 
 
海外にいても仕事に追われる事がなくたっぷりと 
自由な時間がありますので、最高の恩返しができると思います。 
 
今 A級で威張っている有名人を一気にC級にたたき落とし、 
彼らが古くさいノウハウにしがみついて貧乏になっていくのを 
尻目に、神秘的な世界遺産で丸太に腰掛けて 45万円の 
不労所得を固定させる事も可能なのです。 
 
世界の果てまで旅した人間しか知らない高利息の 
特殊な銀行にお金を預けて、ネットバンキングで 
お金が増え続けるのをニヤニヤと観察して下さい。 
 



六本木ヒルズで 
タレントの卵と同棲生活 

 
も夢ではなくなります。 
 
1 日 1時間の拘束時間で 15万円の不労所得が 3つ固定 
されるので、都内にある憧れの高層マンションに 
引っ越すのも悪く無い選択だと思います。 
 
1 つ気にかかるのは、多くの日本人は真面目なので 
欲望を解放する術を知らない事です。 
 
せっかくすべての欲望を叶えられる収入と 
環境があるにも関わらず、欲を抑えてしまい 
地味な生活を送ってしまう人もいると思います。 
 
たった一度の人生です。 
 
死ぬ間際に「あれをやっておけば良かった」などと 
情けない捨て台詞を残して死にたくないと思います。 
 
ですので私が 6年かけて構築した 
 
『欲望解放テンプレート』 
 
もセミナーに来た人だけにプレゼントしようと 
考えています。 
 

ここに欲望解放テンプレートのモザイクイメージ 
 
このテンプレートさえあれば、 
 

我慢まみれの人生を卒業する 
ターニングポイント到来 

 
この欲望テンプレートを一度でも読んでしまうと、 
モチベーションは常に上がりっ放しになります。 
 
私自身が作ったテンプレートですが、54歳の初老の私でも 
アソコが中学生のように反り返ってしまうほどです。 
 



セミナー参加者にはサンダルコピーライターTMで 
不労所得を自然発生させるためのすべてを 
 
『アクションステップシート』 
 
にまとめてプレゼントします。 
 

ここにアクションステップシートのモザイクイメージ 
 
万が一セミナーの最中に聞き逃した事があっても、 
家に帰ってからこのシートを眺めれば、取り残されることなく 
誰でも同じように 15万円×3つの不労所得を 
固定させる事ができるのです。 
 
他の教材のように勝ち組と負け組に別れる事がないのです。 
 

“拘束時間わずか 60 分、初期費用『タダ』 
開発年数 8 年のバーチャルチートシートに 
カチカチと必要事項を記入するだけで 
不労所得を定期的に自然発生させ 

我慢ゼロのライフスタイルを生きる方法” 

サンダルコピーライターTM 
サンダルコピーライターTMとして不労所得を確定させる、その全
てのテクニック、ノウハウ、知識、そして知恵を 合計２日間にも
及ぶセミナーに 手加減抜き、全力で叩き込みましょう！ 

 
 

日本酒を飲みながら温泉につかっていてもクライアントが自動設定
で見つかる『クライアント自動獲得テンプレート』… 
 

数億円の投資と 8年の歳月をかけて構築した、必要事項をカチカチ
と記入するだけで毎月 15万円の不労所得が自動的に設定される
『バーチャルチートシート』 
 

高利息で預金が増え続ける第三国にある特殊な銀行の秘密… 
 

男性なら眺めるだけで勃起してしまう欲望を行動力に変換させる
『欲望解放テンプレート』 
 

何も考えずにステップ 1から順番に実践するだけで確実に不労所得
を発生させる『アクションステップシート』 
 

億万長者「平秀信」借金まみれの状態から総額 100 億円を稼ぎ出



したコピーライティングマル秘テクニック 
 

セミナー完全マニュアル 
 
 2 日間にも及ぶあまりにものノウハウ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。私がこのセミナーで       
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！ 

今回のセミナー会場に用意されている特製のイスに座った瞬間、 
あなたが目撃する衝撃的なテクニックのほんの一部を紹介すると… 
 

思考停止状態で必要事項を記入し 
15万円の不労所得を『前払い』させる 
サンダルライティングの秘密... 

 
• 半永久的にあなたにお金を支払い続ける都合の良いカモを殺到させる方法 - 
まず手渡された顧客獲得テンプレートに従って自動設定を行って下さい…砂
漠でミネラルウォーターを渇望しているような金払いの良い顧客リストが 1
日 10～12人ペースでアドレス帳に増え続ける事になるでしょう 

 
• 大企業とパートナーシップを組み報酬を最大化させる方法 - この方法を使え
ば煩わしい雑務など面倒な作業に追われる事はなく 1日 1時間の拘束時間
で安定した不労所得を獲得する事が可能となります 

 
• 28 日以内に 15万円の不労所得を確定させる方法 - 単純な『売上げ』では
なく『不労所得が確定』されるのです 

 
• バーチャルで商売する人間が必ずブックマークしておかなければならい伝説
のWEBサイトとは？ - このサイトを 1日に最低 2回、合計 20分チェック
しておいて下さい…何も考えずに毎日続ければ不労所得の入金額が増加しま
す 

 
• 儲っている会社を合法的に乗っ取り最高利益の 50％を奪い去る卑怯なテク
ニック - この方法は非道徳ですが、やり方によっては相手会社があなたに最
大 52％を支払い続けてくれます… 



 
• バーチャルで手っ取り早く儲ける 7つの収入源の作り方 - この収入源の 2
つだけでも活用すれば月収 450万円は確定されたのと同じ事です…万が一
残りの 5つも使用し始めたら税務署から感謝状を送られるレベルの収入を確
定させる事ができます 

 
• 年金の何十倍も安全かつ確実な老後設計図の作り方 - 老後が心配ですか？そ
うですか、それなら働き盛りを過ぎた老後も安定した収入がバーチャルから
得られるようにこの計画表に通りに設定しておいて下さい…儲けを『わざと』
減らして 10年後の安定収入を保護する大企業の顧問税理士お勧めの設計図
の作り方 

 
• 利益率を最大化するバーチャルビジネスの構築方法 - 巷のなんちゃって成功
者達は「経費を下げると利益が上がる」とわめいていますが、正直助かりま
す…真逆の発想でライバルの 3倍以上儲ける先進国ならではビジネスの作り
方を公開 

 
• 拘束時間 60 分以内に 15 万円の不労所得発生! ‒ 思考停止状態で必要事
項を入力すれば 4週間以内に 15万円の不労所得が『前払い』で入金される
最新バーチャルシートを提供… 

�

クライアントに騙されない方法 
労働時間を１時間以内にキープした状態で 
毎月確実に 15万円以上振り込ませる方法 

 
 
• 30分の作業で良質なセールスレターを完成させてしまう信頼のおける
ツール  - コピーを書いた経験がない？そうですか、では 8年の歳月と 3億円
以上の費用かけて構築されたバーチャルチートシートを使用してニヤニヤし
ながら稼いで下さい 

 
• 5千円の資金で月収 45万円の継続ビジネスを固定させる方法  - 起業資金
は何円ありますか？もしあなたの財布に 5000円もあれば月収 45万円の不労
所得を固定できます 

 
• 無料ツールだけを駆使し最低限の予算でバーチャルビジネスを育て上
げる方法  - 無駄なソフトウェアにお金を使った経験はありますか？ ある方
法を使えばは 95％のソフトは無料でダウンロードできるのですが… 

 
• クライアントに騙されない方法  - 労働時間を半分以下に減らし収入だけを
増やしたいのであればクライアントを持つ必要があります… 多くのクライ
アントはあなたに『ある』行為をしようと企み、それによってあなたの利益



は約 43％もダウンされてしまいます…クライアントの悪企みを摘発し安全
かつ確実にビジネスを回す方法を一挙公開！ 

 
• 月収 10万円レベルのコピーライターに『ありがち』な 11個の初歩的な間違
いとは？ - 実はコピーの売上げは『ある』要素を変えるだけで最大 4倍にま
で拡大させる事ができます… 下半身と銀行残高の驚愕の秘密をあなたに
全て伝授 

 
• クライアントを 2人以上抱える際の禁止事項  - このルールを破ると収入
は約 46％激減します..この秘密を知っている人間は皆無! なぜならあなたも
ご存知の有名なマーケッターが 3年もの長い間、間違った事をしゃべり続け
たからです！あなただけに正しい方法をこっそりとお伝えします 

 
• 最近有名になったばかりの起業家を信用してはいけない理由  - あなたが
教材を購入した事のあるその起業家は一体いくらの確定申告をあなたに公開
する事ができますか？誰一人として収入を証明できる人はいません! 自分で
稼ぐ事のできない人間の言葉を信用してはいけません…今現在も年収 1億 5
千万円をキープしている平秀信が本物の稼ぎ方を全力で公開 

 

事故で植物人間になっても不労所得を 
最低１２ヶ月間、維持する方法 

 
• セールスコピーに添加させなければならない 5つの重要な要素  - これら
は物凄く単純な要素なのですが付け忘れると売上げを 38%減少させてしまい
ます（ヒント：このセールスレターには 5つとも付けていません…なぜなら
真似されるのが嫌だからです！） 

 
• メールの送信ボタンを 1回押す度に嫌でもあなたの銀行口座に現金が
振込まれるシステムの作り方  - あなたにお金を稼ぐ意思があろうが無かろ
うが、このシステムを採用した時点で不労所得は強制的に入金されてしまう
のです! 

 
• クライアントを自動設定で集める顧客獲得テンプレート  - テンプレート
を説明書通りに設定してしまえば、例えあなたが温泉につかりながら日本酒
を飲んでいてもオートマチックで顧客が 10人単位で増え続けてしまいます 

 
• 無名の人間が数ヶ月で有名人の仲間入りする人脈構築術  - もしあなたが
興味があればの話ですが、ある人海戦術を使用すればわずか数ヶ月でネット
や雑誌を騒がせている超有名人と肩を並べる事が可能となります 

 
• 意識不明の状態になっても毎月貯金が増え続ける不労所得の組み立て
方  - 生きている限り、いつ、どんな不運があなたに降り掛かるかは誰にも解
りません…もしかしたら明日交通事故に会ってしまう可能性もあるのです。



例えあなたが事故にあっても最高 12ヶ月間バーチャルで自動的にお金が振
込まれ続ける家族が安心する不労所得システムとは？ 

 
• クライアントから奪う現金の額を 1.8倍に増やすメールの書き方  - 何度
も言いますがメールの書き方を数カ所変えるだけで不労所得は 2桁変わるの
です…相場以上の現金を喜んで支払わせるネゴシエーションメールの書き方
を公開 

 
• 「絶対に買わない！」と堅く決心したお客に後 2回買わせる少し面白い方法 

- やり方自体は面白いのですが効果は劇的です…お客の固い財布のヒモをい
とも簡単にあけさせるコピーライティングメソッド 

 
• ステップメールの絶妙のバランス感とは  - 多くの人が使用しているステ
ップメールは使い過ぎると逆効果になるというリスクがあります…物事には
すべてバランスというものがありますがステップメールを使う際の効果的な
バランスを具体的にシェア 

 
• バーチャルビジネスを行う際に必ず知っておかなければならない危険
な法律とは？  - この法律は初心者は必ず見逃してしまうほど細かい内容な
のですが、もし違反すると莫大な罰金があなたを待ち受けています（私の知
人はこの法律を知らなかったばかりに 2900万円の罰金を受けました。そし
て彼はブラックリストに掲載され二度と同じ業界で商売ができなくなってし
まいました） 

 

口座残高を増やす少しだけ恥ずかしい 
サンダルコピーの応用テクニック 

 
• 経済的に困難な状態でも『つい』買ってしまうマインドコントロール
コピーの秘密  - このコピーを『横目』でも見てしまったお客は本当にお金
に困っていても商品を買わずにはいられない衝動に駆られクレジット番号を
即座に入力してしまいます…人の心を完全に支配するコピーライティングの
秘密を遂に暴露 

 
• 反応率を 2倍に上げる 2分の重要な作業とは？  - 売れるセールスレター
を書くのは難しいですよね？それではまずこの 2つのポイントを 2分の時間
をかけてチェックしておいて下さい…最低 2倍の売上げがあがる事を保証し
ましょう 

 
• バーチャル上でお客が物を買わない唯一の理由 - そしてこの問題を 8分以内
に克服して売上げを 370％伸ばすテクニックを公開！ 

 
• 売上げに最低 8倍の差が出る適正な『価格』の付け方  - もしあなたのク
ライアントがこのプロセスに乗っ取って価格設定を行っていないのでしたら



必ずアドバイスしてあげてください…クライアントの売上げがあがればあな
たの報酬も芋づる方式であがります 

 
• フォーマットに僅かな変化を加えるだけで反応率を 1.8倍にあげる具
体的な方法  - バーチャルチートシートで書き上がったセールスレターは下
手にいじらないで下さい（正直に言いますが現在日本で有名なコピーライタ
ーのほぼすべてはこの秘密を知りません。私が数え切れないほどフォーマッ
トをテストした『挙げ句』やっと発見した方法なのです！） 

 
• 銀行口座の残高を確実に増やす少しだけ恥ずかしい方法  - このテクニッ
クを使う『度胸』のある商売人は皆無に等しいでしょう…しかし少しだけ勇
気を出してこれらを使えば、恥ずかしさも忘れるくらい儲る事を約束しまし
ょう！（あまりにも恥ずかしければ途中から使うのを辞めれば良いだけの話
です） 

 
• 興味の無い物でも買わせてしまうセールスレターテクニック  - あなたの
オファーが「まるで人生で最愛の物だ」と錯覚させる凶悪な心理誘導テクニ
ック…このテクニックは本当にお金に困った時以外は絶対に使用禁止です 

 
• 数学を逆手にとった「忘れる」事で利益を最大化する方法  - この数字の
トリックを利用すれば業界のコピーライターが睡眠不足に陥るほどあなた
『だけ』が儲り始めるでしょう… 

 

金払いの良いクライアントを半永久的に 
集める『ライター履歴書』自動送信ノウハウ 

 
• 「お前の事なんて絶対に信用しないぞ」としつこく呟くクライアント
をあなたの信者にしてしまう少し強引なテクニック  - このテクニックの
存在自体を知っている人はたくさんいるかもしれません…しかし実践してい
る人間はそう多くありません。なぜなら上で述べた『数学のトリック』を理
解してないからです！ 

 
• 儲ける事にしか興味のない『金の亡者』の弟子（不労所得 1120万 6200円）
が嫌々教えてくれたセールスレター戦略とは？ - この日本人を知っている人
は少ないでしょう…なぜなら彼は自分が儲る事だけにしか興味がない自己中
心的な人間だからです。彼があるセミナーで嫌がりながら話してくれた戦略
をあなたにもシェア（彼は今ごろ後悔していると思いますがそんな事はあな
たには関係ありません！） 

 
• あなたを心の底から待ち望んでいるクライアントを低予算で発見する
方法  - あなたの事が嫌いなクライアントと組むよりも、あなたを欲している
クライアントと組んだ方が商売はやり易く儲けも大きくなるのは必然です…
好みのお客を日本中からサーチしてあなたの目の前に半強制的に差し出す方
法 



 
• 毎日 10～12人のクライアントを広告費 0で自動的にあなたの元に収集する
忘れ去れたテクニックとは？ - この方法は 3年くらい前にネット起業家の間
で流行していましたが現在では使用している起業家はごく僅かになりました
…今すぐやり始めて怠け者のライバル達に『売上げ』で差をつけて下さい！ 

 
• クライアントを『半永久的』に集め続ける毎朝 10分以内の単純な作業  

- ビジネスで最も難しいのは集客ですがこの単純作業を理解すれば周囲のラ
イバル達がクライアント探しに苦労しているのを尻目にあなただけは好みの
顧客を選別する楽しい仕事に専念できるでしょう 

 
• 1週間という限定された期間内に 30万円の現金を獲得する販売促進テクニ
ック 

 
• 毎月 45万円の不労所得を確実に自然発生させるための『貴重な話』とは？ - 
不労所得を獲得して安心した生活を送りたいですか？では、この『貴重な話』
を最低 3回は聞いて丸暗記しておいて下さい 

 
• あなたにお金を払う準備が整っているクライアント『だけ』を引き寄
せるアプローチメールの組み立て方  - 短期間で数十万円単位の『前払い』
報酬を得たいのであればこの構成通りにメールを書き上げてみて下さい 

 
• 含み笑いしながら不労所得を半永久的に獲得する方法  - この 3つの簡単
なステップを暗記してしまえば、あなたは経済的不安から最低でも数十年は
解放されるでしょう… 

 

実績ゼロを逆手にレバレッジを効かせ 
相場以上のライティング報酬を要求する方法 

 
• 1日 1時間の拘束時間で不労所得を発生させるタイムマネジメント - この時
間管理術を理解すれば極端に少ない労働時間で保証された不労所得を得る事
が可能となります 

 
• 9割以上のコピーライターが間違っている申し込みページのミステイク - 実
は私自身も何年もこの過ちを犯し続けていました…しかしあるアメリカのコ
ピーライターから指摘され改善した所その月の内に売上げが 27％UPしまし
た（例：以前の売上げ：3000万円⇒改善後：3,870万円。この間わずか 1ヶ
月） 

 
• OFFラインの申し込みページと ONラインの申し込みページの違いとは？ - 
この違いを理解していない人がどうも多すぎます…この違いを知るだけで売
上げは 5割近く上がるというのに… 

 



• 意外な所から依頼が舞い込み毎月 20万円前後の報酬を得る方法  - 20万
円は大した利益ではないかも知れませんが、20万円あれば毎月何冊の本が
買えるでしょうか？ 

 
• あなたの不労所得ビジネスを全自動設定する取扱説明書  - もしかして自
分で雑用なんてしていませんよね？効率的に儲けるためには全てを自動化す
る必要があります…このシステムを使って家族との時間や趣味に没頭する時
間を増やして下さい！ 

 
• 81％のビジネスマンが知らない究極の広告技術 - 広告費に 1円も使う事なく
自分の市場を独占するテクニックを公開 

 
• ネットワークビジネスからヒントを得た現金マシーンの作り方  - ネット
ワークビジネスは正直言って嫌いです…しかし儲けるアイデアがここから生
まれたと考えると悪口も言えなくなります…あなたにもこの斬新な印税アイ
デアを具体的にシェアします 

 
• 好きな文章だけをブログに書いて安定した収入を得る方法 - これ『だけ』を
やって年間 5000万円近く稼いでいる人の話を聞きました…あなたもやって
みてはどうでしょうか？ 

 
• ライバルと組む事で報酬額を最低 61.9％あげるビジネス戦略  - サンダ
ルコピーライターTMが増えると収入が減るのではないか？と心配している
人が多いようですが、この戦略をスタート時に仕込んでおけばライバルが増
えれば増えるほどあなたの収入が増え続けるようになります 

 

不労所得を科学的に発生させる 
研究の書類を全ページ提供！ 

 
• あなたのコピーにケチをつけてくるクライアントの心理を逆手にとっ
て彼らから更に現金を搾り取る方法  - 文句を言ってくるクライアントほど
『ある』フレーズを言えば、いとも簡単にパンパンの財布をあなたに差し出
します！ 

 
• 収入が増えた 4週間後に必ずぶち当たる問題とその解決策  - 1ヶ月後、
あなたの銀行口座に不労所得が入り始めましたら貧乏時代には遭遇しなかっ
た数々の問題が発生します…これらのトラブルを難なく乗り越える術を 1つ
ずつ解説 

 
• 儲けたお金の使い道  - セミナーで公開されるステップを踏めば資産は確実
に増え続けます…しかし間違ったお金の使い方をすると逆に不幸になり今よ
りも資産が目減りしてしまう可能性があるのです。儲けたお金を有効に使い、
お金と幸せの両方を獲得する資産運用術を公開 

 



• 税金の裏側を余す事なく公開  - いくら多額の現金を稼いでも税金で半分以
上持って行かれたらやる気がなくなります…世界旅行と香港在住から学んだ
法律すれすれ、 グレーゾーンの節税メソッドを暴露 

 
• 儲けた後の心境の変化と乗り越え方 - 年収が高くなり始めると心境に『奇妙』
な変化が訪れます…多くの人はこの心理を乗り越えられず、再び収入が低か
った頃に逆戻りしてしまいます。30日後あなたが対面するであろう心の葛
藤を乗り越え収入を増やし続ける方法を惜しみなく公開 

 
• 月収の使い方ポートフォリオ  - 儲けたお金の何％を貯金、何％に投資、
何％に生活費、そして何％を『ある』物に使うべきなのか？資産を増やし続
けるためのお金の使い方をステップバイステップで解り易く説明 

 
• 年間 1億 5千万円を稼ぐ平秀信の毎日のスケジュール  - 毎朝何時に起き
て、朝食に何を食べ、何時から何時まで仕事（具体的な仕事内容も公開）し
て、どんなサプリメントをとり、どこでどうやってアイデアを出し、何を勉
強し、何を考えているのか？億を稼ぐ人間がどんな 1日を過ごしているのか
を目の当たりにして下さい 

 
• クライアントとの関係を調整し永遠にパートナーシップを維持する方
法  - いくら多額の不労所得が入金されてもクライアントとの関係が悪ければ
長期的に仕事を続けるは不可能です… 儒教に基づいた古くさいビジネスル
ールを無視し次世代の人間関係を生み出す方法を公開！ 

 

勤労所得と不労所得の柱を２本ずつ 
基礎から真面目に建築する方法 

 
• 再現率 97.2%のアクションステップシート  - セミナーで聞き取れなかった
内容もこのアクションプランに従って行動を起こせば 4週間もかからない内
に 45万円の不労所得は獲得できるでしょう 

 
• お客を興奮させて絶えずあなたの事を考えさせる強力な『緊張』の作り方 - 
この心理学はビジネス以外、例えば異性との関係にも多いに役立つでしょう 

 
• あなたが金儲けに対して抱いている恐怖を一瞬で除去する単純な 2つ
のステップ  - お金に対しての恐怖心は行動力やモチベーションを下げる最
大の要因です…脳のある部分を刺激して恐れを完全に取り除く方法を 2ステ
ップで解り易く公開 

 
• 平均『以下』の能力の人間が平均『以上』に不労所得を獲得する方法  - 
テクニックは大切ですがこの分野に関してだけは感情学が極めて重要になり
ます 

 



• 金払いの良いクライアントがたまり場にしている 7つの場所とは？  - 
そしてこの場所は 81％のコピーライターがその存在すら知りません 

 
• 全くのゼロ（もしくは借金まみれ）から科学的に不労所得を構築する
方法  - 一時期的な成功者は腐るほどこの世に存在します…しかし長期的に資
産を増やし続ける成功者は極めて一握りなのです！一貫性のある筋の通った
成功者になる道筋を詳しくシェア 

 
• 経済的成功を邪魔している動物本能を乗り越える方法  - 原始時代に培っ
たあなたの成功を邪魔する本能を極めて短時間で科学的に再プログラミング
する方法を公開 

 
• 一般大衆と『真逆』の行動を取り一人勝ちするテクニック  - この方法を
使用した途端、周囲の人間たちはあなたを「頭の悪い人」として認識します
…しかしその結果、あなたの銀行口座にはキャッシュが日々増え続け、逆に
彼らの銀行口座残高は日々減り続ける結果となるのです 

 
• 高学歴の優秀な人間に面倒な仕事を全てアウトソージングする方法 - 面倒な
雑用はすべて有能な部下に『率先』して処理してもう効率的なチームマネジ
メントの裏側を全公開 

 
• 天才的に有能な外注をインターネット上で簡単に捜し出す方法 - 高い能力を
持ちながら才能を発揮できずに苦しんでいる人達は『ある』場所を溜まり場
としています…自宅から一歩も出ずに彼らをリクルートしバーチャル上で一
括管理する次世代の企業システムを紹介 

 

高確率で夢を達成する 
サンダリング目標設定 

 
• セルフイメージを変える唯一の方法  - 金持ちと貧乏人の唯一の違いはセル
フイメージ…莫大な借金を抱えたドナルド・トランプが数年で富豪に復活し
た彼のセルフイメージが高かったからなのです。2011年の春にアメリカの
マーケッターから伝授された『7日以内にセルフイメージを高める方法』を
公開！ 

 
• サブリミナルの原則をメールコピーに取り入れる方法 - 人間の心理にダイレ
クトに入り込み信頼と現金を得る方法 

 
• 最新の目標設定システム  - これまで目標を達成する方法は 1つしか無いと
言われてきました（恐らくあなたも一度はやった事がある方法）しかし実は
もう 1つの全く逆のアプローチが存在する事に 3年前にようやく気が付きま
した…複数の目標を一度に同時進行で達成してしまう『第二の目標設定シス
テム』を公開！ 

 



• オフラインの成功法則をバーチャルに転換する技術  - 数百年の歴史のあ
るオフラインビジネスの成功と衰退を、まだ始まったばかりのバーチャルに
効果的に応用する方法をケースバイケースで説明 

 
• バーチャルビジネスのメリット・デメリット  - 場所も時間も社員も必要
としなサンダルコピーライターTMですが弱点もいくつか存在します…多
くのネット起業家はこの弱点に気づかず堕落しせっかく築いた資産を切り崩
していく羽目になります。あなたにはバーチャルの弱点とその解決策をすべ
てお伝えしますので墜ち行くライバルを尻目に１人勝ちして下さい 

 
• 有能な外注を家族料金で使い倒す方法  - 効率的に時間を活用し無駄な雑
務を避け収入を増やす事だけに集中したいのであれば外注パートナーの存在
が必要不可欠になります…大企業ですら欲しがる優秀な人物を低価格で働か
せるための交渉術を公開 

 
• あなたの収入の 80％を支配する 3つの重要項目とは - もし 1日の 80％の時
間をこの 3つに費やしていない場合はお金をドブに捨ていているのと同じで
す…収入のほぼすべてをコントロールしているビジネス三原則をシェア 

 
• 世界有数の大企業が密かに取り入れているバーチャルビジネスの神髄 - 彼ら
トップ企業は『やるべき事』をやっているのでトップに君臨し続ける事がで
きるのです 

 
• 1億超えのコピーを書く際に必要な融合コピーライティングとは？  - 数
千万円レベルの収入を求める人にはこのテクニックは必要ないかもしれませ
んが、億単位の収入を得たいのであれば恐らくこの方法を取り入れない限り
は達成する事ができないでしょう… 

 

合法的に税金を消滅させる技術 
 
• 最新のテクノロジーを利用して破産のリスクを最小限に抑える方法  - 
ビジネスが失敗して破産したく無いのであれば率先してこの技術を採用する
必要性があります 

 
• サンダルコピーライターTMの心構え  - マインドセットよりテクニックを
聞きたい人が多いようですが、マインドセットさえ暗記してしまえば、今度
はあなたがテクニックを開発しノウハウでお金を儲けられる身分になれるの
です 

 
• 必要事項をカチカチ記入するだけで毎月 15万円の不労所得が自然発生
するバーチャルチートシートとは？  - 開発するまでに 8年の歳月と数億円
の現金が必要でした…文章力がなくてもクライアントを納得させるコピーが
完成されてしまう特殊なシートをセミナー参加者全員にプレゼント 

 



• 実績ゼロでも 4週間以内にキャッシュを発生させる方法  - 実績がない？
そうですか、ではこの 3つの方程式に沿ったフレーズをクライアントに棒読
みしてみて下さい… 実績が無いことが逆に作用して有名コピーライターの
約 3倍の報酬が振込まれる 現象が発生するでしょう 

 
• 最速スピードのバーチャル時代を勝ち抜く処世術  - 10年前では妄想だっ
た物事は今では常識となる流れの速い時代に私達は生きています…頑固な人
が古いやり方にしがみついて破綻していくのを横目に、」あなただけはバー
チャルをフルに活用して ガッポリ荒稼ぎして下さい 

 
• 読み手の好奇心をくすぐり興奮させる特殊なコピーの書き方  - この手法
が施されたレターを読んだお客はあなたの『マニア』になってしまいます…
読み手に冷静さを失わせ『一線』を超えさせるテクニックを公開 

 
• 反応率が最も高いコピーデザインのテンプレート  - わざと貧乏くさく見
せる事で反応率を 2倍以上に持ち上げるセールスとデザインの意外な関係！
膨大な数のテスト結果で明らかになった最高品質のコピーテンプレートを解
り易く説明 

 
• 自宅から一歩も出ずに深い人間関係を構築する方法 - 成功するためには人付
き合いは大切ですが、その結果仕事が疎かになってしまうと本末転倒です…
人と会わずして各界の業界のコネを持ち多くの有名人に必要とされる重要人
物になる事ができるのか？資産数十億のアメリカ人に教わった特殊なコネク
ション構築モデルを紹介！ 

 

先人の教えを無視し次世代のアイデアで 
 稼ぐサンダルテクニック集

 
• クライアントがあなたに現金を支払う事に使命感と責任感を感じ始め
る心理誘導テクニック  - この概念を完全にマスターすれば顧客はあなた以
外のコピーでは満足ができない体質になってしまいます 

 
• 価値を最も高く感じさせるコピーライティングテクニック - この手法を用い
ればどんなコピーでも高いクオリティと錯覚してしまうのです…このテクニ
ックは絶対に悪用しないで下さい！ 

 
• あなたの不労所得の『健康状態』を日々正確に把握する方法  - これらの
数字を日々計測し正確にグラフに表示するようにして下さい…それを習慣的
に行うだけであなたの不労所得が目減りする確率はほぼ皆無に等しくなりま
す！ 

 
• 円滑なビジネス交渉術 - これらの高度なネゴシエーションテクニックを今後
起こりえる全ての交渉で使用すれば、あなたは絶対的に有利な立場を維持す
る事が可能となります 



 
• わざと困難な状況に追い込み予想以上に成功する方法 - 一般ピープルは困難
な状況を避けようと努力したり、そこから抜け出そうとします…困難な状況
にしか存在しない『ある』特殊な物質を活用し、予想以上に資産を構築する
予想外のプロセスを公開 

 
• 未来を読む方法  - 肯定的、否定的、全ての要因を受け入れあなたの未来を
細かく予想するテクニック…そして肯定的な部分『だけ』を加速させ否定的
な要因を最小限に抑えるテクニックも同時公開！ 

 
• 欲望を極限まで解放するテンプレート  - 経済的に大きな成功を掴むため
には内在する欲望を極限まで高める必要があります…しかし多くの人は間違
った方法で欲望を高めようとし、逆に欲のエネルギーを下げてしまっている
事に気が付いていません…あなたの欲をポジティブに強化しモチベーション
を信じられないレベルまで高める 1枚のテンプレートをセミナー参加者全員
にプレゼント 

 
• 全ての状況でレバレッジポイントを暴き出す方法  - 短期間で収入を上げ
る究極の方法は何ですか？と聞かれれば『レバレッジ』この一言以外に思い
浮かびません…身の回りのすべての状況でテコが作用できるポイントを的確
に見つけ出すプロセスを伝授！ 

 
• ケチだとバレずにお金を節約する方法  - ケチくさい人間は成功出来な
い？いいえ実は『密かなる大富豪』は他人に気づかれず日々資産を増やして
いる『ケチくさい』人達なのです…テレビに出演している金遣いの荒いセレ
ブ達で確実に資産を構築している人物はあまり存在しないのです…誰にも気
づかれず最小限の努力と時間で資産を築くトリックをすべてお話しましょう
… 

 

親日家が多い隠された美人大国で 
第二の人生をスタートさせる方法 

 
• クライアントと組む際に必ず観察しなければならない『ある』動作と
は  - 面接の際この動作のみに目を光らせて下さい…これをパスできなければ
恐らくその人物は最終的にあなたを裏切る結末になるでしょう 

 
• 瞬間的に集中力を研ぎすます方法  - コピーが書けない？それは瞬間的に集
中力を高める事ができていないからなのです…4年前ビジネスパートナーか
ら密かに手渡された「ある」謎の物質を、聞く準備が出来ている人だけに紹
介 

 
• 利息が異常に高い発展途上国の銀行とは？  - 日本人ではその存在すらほ
とんど知らない預金しておくだけで利息が倍々で増え続ける特殊な銀行を公
開…振込まれた報酬の 9割はその銀行に移動させておく事をお勧めします 



 
• 税金を限りなくゼロ（合法的）に下げる海外活用術  - いくら不労所得が
増え続けても税金で半分も徴収されたら「やる気」もなくなるでしょう…終
身旅行者は当然のように行っている第三国を利用した節税技術を暴露 

 
• 親日家の美人が多い隠された秘境  - 2008年に世界中を旅してリサーチし
た治安、親日度、美人比率が高い隠された秘境を遂に暴露！ 

 
• 45万円の不労所得を自然発生させる方法  - たったの 2ステップです…ク
ライアント自動獲得テンプレートの自動設定機能で 3社をピックアップした
ら、バーチャルチートシートに質問事項を入力して出来上がったレポート提
出するだけで『前払い』の 45万円の報酬は確定するのです 

 
• 以上は氷山の一角でしかありません！  

   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！今回のセミナーで公開さ
れるあまりの激しすぎる内容に手が震えだし、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！ 

不労所得の柱を組み立てる 
規則正しいステップ 

 
まず～月～日（～曜日）に～～会場で行われるセミナーで 
公開されるノウハウを、出来る限り暗記して下さい。 
 
家に帰ったらセミナー中に手渡された 
 
『アクションステップシート』 
 
通りに、何も余計な事を考えずにそのまま進めて下さい。 
 
セミナー中にプレゼントされる 
 
『クライアント自動獲得テンプレート』 
 
を使用して顧客をゲットしたら 15万円の報酬を 
『前払い』で振込んでもらって下さい。 
 
次に『バーチャルチートシート』に従って 1日 1時間 
カチカチ入力して出来上がったコピーをクライアントに 
自動メールで送信して下さい。 



 
最初は混乱しないためにも 3人のクライアントを 
つける事が理想ですので、不労所得 15万円×3つ（月収 45万円） 
を固定させたら、今までお金の問題で我慢していた事を 
すべて試してスッキリして下さい。 
 
もっとお金が欲しい人は、単純にクライアントの数を 
増やせば良いと思います。 
 
1 人につき 15万円の不労所得が発生しますので、 
5～6人のクライアントを持てば 75～90 万円の 
不労所得を確定させる事も可能となります。 
 

マンスリー不労所得  
90 万円も可能  

 
何も心配する必要はありません。 
 
しかし、それでもまだ不安が残っている人も 
いると思います。 
 
   なので今回、更に信じられない案件をあなたに提供します。 
 

セミナー参加費は 
 払わないで下さい

 
 今回のセミナーには完全返金保証を設置しております。 
 
つまり、セミナー1日目が終了した時点でスタッフに気軽に   
お声をかけて下されば、いかなる理由でも参加費は全て 
全額あなたに返金されます。  
 
 セミナー返金担当者が会場にいますので、 
 
   「すいません。参加費を返金して下さい。」  
 
   と小声で仰って下されば、理由は問わず参加費は 
全額が返金される事を100％保証します。 
 
   例え１日目のセミナーの内容全てをメモし暗記していても 



返金を希望する場合は全額、参加費が返金されます。 
 
   返金された後も、あなたはノートにメモしたテクニックや 
サンダルコピーライターTMの具体的な秘密はそのまま家に帰っ
て気軽に使用する事ができる、 
   という事になります。 
 
つまりあなたは絶対に損をしないという結論になります。 
 
なので今回はセミナー参加費を払うという気持ちではなく、 
私に預けておく、という気軽な感覚でご参加下さい。 

 
今まで騙され続けたせいで心配性になってしまい 
不安を感じるていると思いますのでお約束しますが、 
もしセミナーに参加して不満足だった場合はすべての 
参加費を何も言わず黙ってお返しします。 
 
セミナー1日目が終了した際にスタッフに一言だけ 
ぼそっと「返金して下さい」と言ってくれれば、 
笑顔で優しく返金します。 
 
返金要求をしても、あなたとは友達でいますので 
安心して下さいね。 
 
私は億万長者なので大きなハートを持っているのです。 
 
あなたから預かっている参加費を返金した所で私は全く 
困らないので安心して気軽に返金して下さいね。 
 
可愛いスタッフがニコッとしながら、こっそりと 
あなたの銀行口座を聞き、すぐに全額 
お返しする手続きを行います。 
 
つまり今回のサンダルコピーライターTMセミナーは、 
参加費を払うのではなく、参加費を一時的に 
預けておくだけなのです。 
 
参加費を払うのではなく預けるだけなのです。 
 
仮参加、トライアウトなのであなたにはリスクは 
1 ミリもないのです。 
 
私は最後まであなたの味方なのです。 



 

サンダルコピーライターの弱点 
不労所得を稼ぐ小学生が出現 

 
ここまで真面目に話を聞いた人は既に気が付いて 
しまっているかもしれませんが、サンダルコピーライターTM 
にもいくつか弱点があります。 
 
完璧なシステムでは無いのです。 
 
サンダルコピーライターTMは、クライアント獲得から 
コピーを完成させ、不労所得を発生までの道筋を 
すべて 1 本のテンプレート化しています。 
 
テンプレートとは誰がいつどこで使用しても、 
全く同じ結果を出す事ができる物です。 
 
そのため、あまりにも再現性が高過ぎるため、 
裏を返せば誰もすぐに真似ができてしまうのです。 
 
例えば小学生がセミナーに参加してテンプレートを 
使用したら、大人と全く同じ結果を出してしまう 
可能性があるのです。 
 
そのため、あまりにも大勢の人が同時に参加してしまうと、 
ライバルが増え過ぎてしまい稼げない人間が出てきて 
しまう可能性があります。 
 
ライバルが増えて何も良い事はありませんので、 
せっかくセミナーに参加してくれたあなたに苦労を 
かけてしまう可能性があります。 
 
その対策として今回のセミナーは限られた人数しか 
参加できないように制限をかけました。 
 
人数をかなり制限しようと考えています。 
 

閉店シャッターが 
地面に届く前に申し込む 

 
予定している人数が埋まってしまったら、 



予告なしで募集のシャッターをガラガラと閉めます。 
 
参加した人全員に稼いでもらいたいので、 
こればかりは仕方がありません。許して下さい。 
 
またセミナーの開催は、今回の 1回限りです。 
 
現在の所は今後二度とセミナーを開く予定は 
ありませんので注意して下さい。 
 
「どうしても参加したい！」という賢明な方は、 
この手紙のすぐ下にある参加フォームを探して 
今すぐクリックする事をお勧めします。 
 
今この瞬間に参加しないと、これからもずっと 
後悔と我慢だらけの人生で終わってしまいます。 
 

本物の技術を 
垣間見るチャンス 

 
あなたは今まで『本物』の億万長者を 
何人見てきましたか？ 
 
口先だけではなく、収入を証明できる本物に 
出会った事はありますでしょうか？ 
 
妄想やおとぎ話ではなく、本当に稼げる方法を 
教えてくれた人はいますでしょうか？ 
 
恐らく「NO」だと思います。 
 
私は年収も浮気も離婚の話もすべて正直にしました。 
 
サンダルコピーライターTM セミナーでは、 
綺麗ごと抜き、机上の空論抜きで、15 万円の不労所得を 
3 つ固定させるすべてを出し惜しみなく提供します。 
 
単発的にお金を稼ぐビジネスとは異なり不労所得が 
長期的に銀行に入り続けるのです。 
 

不労所得を『年金代わり』に 



海外でノンビリ暮らす生き方 
 
私が 8年以上の歳月と数億円の費用をかけ、そして離婚、 
社員の裏切りを乗り越えて構築したサンダルコピーライターTM 
のすべてをあなたに伝授するのです。 
 
サンダルコピーライターTMのセミナーに参加すれば、 
例え 500 万円の参加費であっても、すぐに 500 万円を 
稼ぐ事ができるようになります。 
 
ですので、正直な気持ちを言えば 
500 万円でも安いと思っています。 
 
しかし参加費 500 万円ですと「これから成功しよう」 
と思って努力している人にとっては 
少しハードルが高いかもしれません。 
 
有り金をすべて叩いて参加してもリターンで 
おつりがきますが、 昔の貧乏サラリーマンだった頃の 
私では参加できなかったと思います。 
 
私は現在すでに大金を持っている人には 
興味がありません。 
 
昔の私のように現在お金で苦しんでいる人を 
助けるためにセミナーを開催するのです。 
 
これから頑張って稼ごうと思っている人の中には、 
500 万円のお金が用意できない人もいると思います。 
 
そこで有り金をすべて叩いてもらい 100 万円で 
参加してもらおうと考えています。 
 
毎月確実に不労所得が入ってくるのだから、 
これ以上に安い投資は無いと思います。 
 
しかし昔の貧乏だった頃の自分を思い出すと、 
有り金を叩いても 100 万円の現金を用意する事は 
難しかったように思います。 
 
真剣な人だけはこの限られた参加枠に入れてあげたいと 
思っていますが、 借金は絶対に反対ですので、 
100 万円だとまだ難しい人も多いと思います。 
 



そこで半額の 50万円にしようと思います。 
 
テンプレートを 3回使ったら 
45 万円の不労所得が入金されるので、 
 

永続的に続くリターンを得る 
堅実な投資案件 

 
だと理解してもらえると思います。 
 
ただこれでもまだ、参加したいけど経済的な都合で 
参加できないという真剣な人もいるかもしれません。 
 
何度も言いますが私は「これから成功したい！」 
と思っている人を応援するために、 
老体にむち打ちこのセミナーを開催します。 
 
また世界中に日本人の強さと素晴らしさを 
伝えたいという想いもあります。 
 
最近私が特に気になっているのは日本人が 
世界から舐められている事です。 
 
尖閣諸島の問題など、欧米諸国からだけではなく、 
東南アジアからも舐められています。 
 
私は日本と日本人が大好きなので、 
これには我慢ができません。 
 
サンダルコピーライターTMの日本人が増えて、 
世界中の人々が、 
 
「なんであの日本人達は仕事もせず 
遊んでばかりなのにお金を持っているんだ？」 
 
と悔しがる顔を見てみたいという個人的な夢があります。 
 
そこであなたがサンダルコピーライターTMとして 
45 万円の不労所得を手にし、世界に飛び出してくれると 
約束してくれるのであれば、今回に限り 19 万 9700 円という 
信じられない金額で提供しようと思います。 
 
不労所得のほぼ 1 回分の参加費です。 



 
信じられないと思いますが、 
今回はこれで良いです。 
 
何度も言いますが、今回のセミナーはかなり限られた人数だけ 
しか参加できません。セミナーも今回限りの予定でいます。 
 
今こうしている間に予定している人数が埋まってしまったら、 
募集シャッターを閉めます。 
 
参加者全員を成功に導くためにライバルを極限まで 
減らしたいと思っていますので理解して下さい。 
 
もしあなたがサンダルコピーライターTMとして 
15 万円の不労所得を 3 つ固定させて自由な人生を 
手に入れたいのであれば、この下にある参加フォームから 
あなたの名前と住所、電話番号、メールアドレスを 
正しく入力して、参加ボタンを今すぐクリックして下さい。 
 
もしかしたら既に予定の人数が埋まって 
しまっているかもしれませんので、参加ボタンを探して 
今すぐにクリックする事をお勧めします。 
 
これまで騙され続けて悔しい思いをしてきた人も 
いると思いますが、それも今日で終わりです。 
 
今あなたが夢だと諦めている事は、すべて現実になります。 
 
あなたを成功の世界に導きます。 
 
私を信じて下さい。 
 
30 日以内に、あなたが私に感謝する事を約束致します。 
 
 

セミナーの日程、場所、金額 
 

サンダルコピーセミナーに今すぐ参加する 
 

 
サンダルコピーライター講師  
 



ここに平さまの写真 
(サンダルコピーライターTMを意識) 
 
追伸1：  
   あなたがサンダルコピーライターTMとして不労所得を 
3 つ固定させるためのノウハウが手に入ります。 
 
クライアント 1人につき毎日１時間の拘束で、 
毎月 15万円の不労所得がセッティングされる 
秘密技術が学べます。 
 
   セミナーではペンとノートを用意しノウハウを 
出来る限り暗記しておいて下さい。 
 
万が一聞き漏らしてもセミナー中に手渡された 
アクションステップシートをステップ 1 から順番に 
何も考えず進めれば同じ結果が出せますので 
安心して下さい。 
 
クライアント自動獲得テンプレートを設定したら、 
前払い希望のお客様 10～15 人があなたにお願いを 
してきますので、バーチャルチートシートに従って 
必要事項を入力するだけで不労所得は 
自動設定されます。 
 
拘束時間は 1日 1時間、つまり週に 5時間（土日は休み） 
の作業で 45万円の不労所得が自然発生します。 
 
不労所得が入金され始めましたら、日本人では 
知っている人がほとんどいない高金利の銀行に 
資金を移動させ、ネットバンキングで 
利息が膨れ上がるのを眺めて下さい。 
 
もしかしたらノウハウ以前に欲望を解放できず 
ブレーキがかかっている可能性もありますので、 
その場合は私が作成した欲望解放テンプレートを 
眺めてノンブレーキで稼ぎまくって下さい。 
 
セミナーでは私がこれまで 100 億円以上を 
稼ぎだしたコピーライティングのスキルと、 
バーチャル時代を勝ち抜くためのスキルを 
すべて伝授いたしますので、あなたには 
今後の人生で恐れることは何もありません。 
 
さらにあなたがセミナーで不満足だった場合は、 



スタッフに小声で「返金して下さい」と伝えてくれれば、 
理由は問わずニコリと笑顔で参加費のすべてを 
指定の銀行口座に返金手続きをします。 
 
 

参加するかどうかは今はまだ 
 決断しないで下さい！

 
サンダルセミナーに「参加しよう」と思わないで下さい。 
 
「仮参加しよう」と考えて下さい。 
 
今、参加費を払うかどうかを決める必要はないのです。 
 
まずは仮参加をしてみてセミナー会場に気軽に足を運び、 
特製にイスにゆったりと座ってお気に入りのドリンクを 
飲みながらセミナーの一日目を猜疑心むき出しの目で 
聞いてみて下さい。 
 
１日目が終わった時点で本参加するかどうかを決めれば 
良いだけの事なのです。(１日目の内容を聞いた時点ですでに 
不労所得セッティングのステップがほぼ完璧にマスターできますが) 
 
もし本参加をする気持ちが薄い場合はスタッフに気軽に 
声をかけて下されば、お借りしていた参加費は全額 100％ 
返金する手続きを致します。安心して下さい。 
 
お金はただ一時的に預けるだけですので、 
安心して勢いよく参加ボタンをクリックして下さい。 
 

サンダルコピーライターに参加する！ 
 
追伸２： 
   私は真面目な人が大好きです。 
 
最後まで私の手紙を読んでくれた真剣な想いに 
答えて 1つ特別なプレゼントをしたいと思います。 
 
最初に参加した 5人には私「平秀信」直々の 
30 分コピーライティングコンサルを 
プレゼントしようと思います。 
 
私が建築関係のコンサルを行う場合は、 



最低でも 1 回 500 万円を頂いています。 
 
また私がコピーを書いた場合は最低でも 1億円の 
売上げをあげますので、直々にコンサルを受ける 
という事は少なくとも 1億円の価値があり、 
45 万円を稼ぐ所が 60万円、90万円、150 万円、 
それ以上を稼げるようになるという事です。 
 
最初に参加した真面目な 5人だけにプレゼントされますので、 
真剣に、そして最短の労力で莫大な金額を稼ぎたいと 
思っている人は、迷わず今すぐ参加して下さい。 
 

サンダルコピーライターに参加する！ 
 
追伸３： 
    これからバーチャルの時代が一気に訪れます。 
 
クレジットカードの入力が怖かった人達が今では 
当たり前のようにアマゾンで買物をして、 
スカイプやメールだけで仕事をするスタイルが 
当然の時代になります。 
 
バーチャル化はこれからますます加速します。 
 
バーチャルを無視している人はこれから取り残され、 
職を失い、ホームレスになる時代が到来します。 
 
二極化がエスカレートして中流階級層は消滅し、 
金持ちはさらに金持ちになり、貧乏人は住む場所が 
なくなるほど貧乏になります。 
 
この真実から目を背けてはいけません。 
 
しかしバーチャル時代に加速すればするほど 
稼げるのがサンダルコピーライターTMです。 
 
あなたは前払いで振込まれる 45万円の不労所得を、 
海外の高級リゾート地で足を海につけながら 
ネットバンキングで確認するだけなのです。 
 
私は年収 5億円の証拠をお見せしました。 
 
54 歳にもなって浮気や離婚の話も正直にしました。 
 



しかし巷のなんちゃって起業家はいつまでたっても 
証拠を提示しようとしませんし、正直に話そうともしません。 
 
お客さんを食い物にしています。 
 
もう心ない人達に搾取されるのは終わりにしましょう。 
 
サンダルコピーライターTMとして不労所得を獲得し、 
新時代を私と一緒にお金を働かせる人生を歩みましょう。 
 
私は最後まであなたの味方です。 
 

それではセミナー会場でお会いしましょう！ 


