
次世代起業家アフィリエイターの方へ 
ご説明資料＆ご紹介素材の大量追加 

＆承認率を 100％に近づける方法・100％の紹介事例 

＆メール中で配っている全コンテンツへの直リンク 

 
※全コンテンツをご紹介します。素材も大量追加しました。 

※この PDF 中には、URL が大量に含まれますが、Windows の場合[Ctrl]ボタンを押しながらクリック、 

Mac の場合は[Command]ボタンを押しながらクリックで、別ウィンドウでリンク先 URL を開けます。 

 

2018/2/11 お陰様で、アフィリエイター6000 名、登録者２万名突破(1 日目で)。 

※ブログも公開 10 日で 3 万 PV 突破 

 

これまで元々、「起業センス測定を受けないとコンテンツを配らない」というスタ

ンスでしたが、起業センス測定が思ったより受信者が少ない(３割程度)なので、 

起業センス未受診者にもコンテンツを送ることにしました。 

 

その改変後のステップメール全文を、このメールで、ご紹介します。 

 

登録すると、「登録直後に１通目」が、 

「登録の翌朝(登録日が 24 時を過ぎている場合、その更に次の)朝９時に２通目」 

が送信されます。 

 

尚、起業センスを受けたら別シナリオに移行し、 

起業センス数値をフィードバックします。 

 

承認率は過去の傾向から、起業センスを受けた人数にだいたい

比例しています。 
(起業センス測定が４割しかいないから承認率が 40％ということはございません。 

起業センスを受けた人が７～８割で承認率 100％になる可能性があります。 

但しその後の顧客の行動も全体的に統計を取っているので、自作自演の登録など

があった場合や、１万円だけ貰う人ばかりで、スクールに移行する率が少ないと

その分承認率は下がり、明らかに１万円だけ貰ってスクールへの興味性が０とい

う人ばかりなら最終的に承認率は非常に低くなる場合があります。一番真面目に



紹介している人たちが承認率 100％になるようにビッグデータ(人工知能的なも

の)で管理しているため、自作自演や１万円貰えるから！というだけよりも、コン

テンツの魅力を伝えていただいた方が承認率は上がりやすいです。参考のため、

過去承認率が 9 割前後のだいぽんさんの紹介記事 

記事１(価値教育)： http://daipon01.com/ppc/20204.html 

記事２(ここで初めて紹介)： http://daipon01.com/ppc/20230.html 

記事３(起業センスやコンテンツ紹介)：http://daipon01.com/ppc/20259.html 

オリジナル企画と紐付けて登録者に支援したりする方が承認率は上がりやすい傾

向があります。) 

 

そのため、起業センス測定に対するメリットをお伝えいただけますようお願いし

ます。 

 

●起業センスの説明資料(貰えるプレゼントは異なります) 

https://f.zbp.jp/mc/l/seminar/pdf/about_sense.pdf 

 

※一番早い説明は、「本来 5,400 円かかる測定なので、やると色々成功のためにす

るべきことが見えて、将来のためになって得する」でしょうね。 

 

それでは、被紹介者に追っかけでメールやブログ等での紹介をお願いします。 

 

紹介した瞬間の 24 時はアクセスが殺到しており、登録できなかった人がいる(で

きた人はアフィリエイターに紐付いています)ので、もう一度ご紹介いただけ

れば更に登録者が増えることが想定できます。 

 

尚、この紹介はエバーグリーンローンチ(2018 年、そしてそれ以降もやり続ける)

ので、ぜひずっと紹介してください。それだけでごはんを食べている人

も結構います。尚目標年商は 36.5 億円、粗利 10 億超えを複数年実現です(神田

昌典さんが"ダントツ企業"で利益8億を単年度なので実現すれば情報発信日本一)。 
 

●１万円 LP(現在 PDF。そのうち HTML にします) 

https://jisedai.me/alpcr/ 
※プロダクトローンチじゃなくて、その上を行くエバーグリーンウェビナーマー

ケティングの上を行く、メルアド１リスト単価 18 万円を達成した、シナリオ遷移

を伴う「フルオートマーケティング」を適用しています。フルオートマーケティ

ングはだいぽんさんが考案。ABA という約 20 万円の商品を１日５つフルオート

で販売している手法。ちなみに僕もキャンペーンが終わったらこのローンチをフ

ルオート化してエバーグリーン化します(名称がややこしいですが)。 

 

※エバーグリーンウェビナーマーケティングの欠点はコンテンツ量が少ないこと、

プロダクトローンチの問題点は視聴者のペースで先に進めないことです。 

僕は「お試し年間３００万円」の美容室プロデュースを担当し、セミナーでお試

し成約６０％させたことがありますが、同じことはウェブセミナーでも実現可能

http://daipon01.com/ppc/20204.html
http://daipon01.com/ppc/20230.html
http://daipon01.com/ppc/20259.html
https://f.zbp.jp/mc/l/seminar/pdf/about_sense.pdf
https://jisedai.me/alpcr/


です。ちなみにその手法は僕の起業経営アカデミー(スクール。月額 3 万円)でも解

説しています。何せコンテンツが 400 時間・PDF2500 枚ほどあるのであらゆる起

業・経営系コンテンツを網羅しています。うちセミナー４つ・51 時間・PDF 数百

枚を無料で公開しています。当然自己アフィリ手法 PDF 等も無料の範疇です。 

 

尚、アフィリエイトセンターにある全素材(多少の画像加工含む)や、アフィリエイ

トセンターの[セミナーLP]タブ内にある「無料動画素材」全て、そしてデジタル

通貨セミナーは、ブログでも公開しているということもあり、YouTube を(あなた

の LP 等の誤解を生むところ以外でしたら)ブログ中に組み込んで、「宣伝素材」と

していただいて構いません。あなたのブログに「このセミナー全部見たらデジタ

ル通貨のプロになれる！」として YouTube 全部埋め込んだページを作ってもいい

よ、という意味です。ちなみにその YouTube を全部埋め込んだ仮想通貨セミナー

シングルページのブログ 

https://thecryptocurrencyseminar.com?a10=00002 

は、00002 のところをあなたのアフィリエイトコードにしたら、そこから来た人

が LP やアフィリエイト募集の 2 ティアになったらあなたの 2 ティアまたは報酬

です。 

 

 

尚、下記リンクも素材として使っていいです。 

ブログ等に添えると、説得力や価値が増すと思います。 

 
●成功の５段ピラミッド(スーパー魅力的人生セミナー前哨戦コンテンツ) 

成功の５段ピラミッド（前編）→（後編）→後編宿題(理想の１日を送る)＋10 倍

成功思考術＋スーパー魅力レポート（３）という[PDF] 

https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm 
※前編動画 YouTube のみ埋め込み可能。その他の場合、上記へのリンクとすること 

※成功の５段ピラミッドの動画の感想 

https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/ 

※10 倍成功思考術まで見た人はこんな熱烈な感想を持ちます。感想グランプリ 

https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf 

 

●スーパー魅力的人生セミナー０章 

【第０章】０－０_セミナーの演目・全体像 

視聴リンク：https://youtu.be/3o0yFGdyj-4 

【第０章】０－１_人生フレームワーク 金・異性・食事 → やりがい・知人・精

神的ストレス減 

視聴リンク：https://youtu.be/4sI0_Wp-BvsM 

【第０章】０－２_成功の５段ピラミッド→10 倍成功思考術による人生の目的定義 

視聴リンク：https://youtu.be/l7Jh9G8yMpg 

【第０章】０－３_夢をかなえる未来の詳細な状態定義とは 

視聴リンク：https://youtu.be/QAiPLNi_1qU 

【第０章】０－４_「異性」を充実させる、について 

https://thecryptocurrencyseminar.com/?a10=00002
https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm
https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/
https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf
https://youtu.be/3o0yFGdyj-4
https://youtu.be/4sI0_Wp-BvsM
https://youtu.be/l7Jh9G8yMpg
https://youtu.be/QAiPLNi_1qU


視聴リンク：https://youtu.be/zdFmS_4oVB8 

 

上記動画も、ブログ等に埋め込んで紹介素材としてください。 

動画など全くなしで、案件の紹介だけ溢れているのも気持ち悪いですので。 

（ダメなもの：セミナー特別編、各種特典素材、アフィリエイトセンターにも上

記にも列挙されていない無料コンテンツは基本的にダメです。あと勝手に PDF や

コンテンツをダウンロード→自社サーバーにアップしないでください。自社サー

バーにアップして良いのは原則画像素材（加工したもの含む）のみです）。 

それではではよろしくお願いします。 

 

メール中でお配りしているコンテンツ一覧 
※素材として配布したらダメなものも含みます。特にコンテンツの特典等。 

※起業センス測定を受けていなくても半分くらいは送っています 

※起業センス測定を受けないと１万円がもらえないので起業センスを受けるよう

促してみてください 

 
●デジタル通貨セミナー全８編 660 分＋特典 

※下記ブログで公開と同じ内容(ちなみに下記ブログもアフィリエイトリンクする

ことが可能。あなたのブログで１記事、僕の１万円 LP の紹介をしたら、次の記事

では、こちらのブログを紹介するという手もあります) 

https://thecryptocurrencyseminar.com 
 

●成功の５段ピラミッド(スーパー魅力的人生セミナー前哨戦コンテンツ) 

成功の５段ピラミッド（前編）→（後編）→後編宿題(理想の１日を送る)＋10 倍

成功思考術＋スーパー魅力レポート（３）という[PDF] 

https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm 
 

※成功の５段ピラミッドの動画の感想 

https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/ 

 

※10 倍成功思考術まで見た人はこんな熱烈な感想を持ちます。感想グランプリ 

https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf 

 

https://youtu.be/zdFmS_4oVB8
https://thecryptocurrencyseminar.com/
https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm
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●スーパー魅力的人生セミナー０章 

【第０章】０－０_セミナーの演目・全体像 

視聴リンク：https://youtu.be/3o0yFGdyj-4 

【第０章】０－１_人生フレームワーク 金・異性・食事 → やりがい・知人・精

神的ストレス減 

視聴リンク：https://youtu.be/4sI0_Wp-BvsM 

【第０章】０－２_成功の５段ピラミッド→10 倍成功思考術による人生の目的定義 

視聴リンク：https://youtu.be/l7Jh9G8yMpg 

【第０章】０－３_夢をかなえる未来の詳細な状態定義とは 

視聴リンク：https://youtu.be/QAiPLNi_1qU 

【第０章】０－４_「異性」を充実させる、について 

視聴リンク：https://youtu.be/zdFmS_4oVB8 

 

●成功者と同じ思考回路になるための PDF：自己啓発と成功 

https://f.zbp.jp/s/pdf/jikokeihatu_seiko.pdf 
 

●次世代起業家育成セミナー特別編 

※暫定公開サイトが下記。別途公開サイト準備中。 

https://88auto.biz/id0010/touroku/seminarz.htm 
 
●ドクターシーラボ社長との対談・ダイジェスト編 
※Amazon でこういうちょっと高級な DVD を出しています 
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LTHKNEA/ 
 
※上記の、１万円以上する DVD のダイジェストをリークしてみます 
https://www.youtube.com/watch?v=qkG29tPNry8 
※本編対談は別途配信ですが、Amazon 商品のためブログ内埋め込み等厳禁 

 

※上記の本編をこの PDF 限定で公開します(流出厳禁) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dstd_5oulg 

 

※常にステップメールは改善・改変しているので、人によりまだコンテンツを受

け取っていない人もいますが、登録の次の日の朝９時までには必ず何らかのプレ

ゼントを届けています。 

 

 

以下、登録後のステップメールです。 
 

2018/2/11 の 14 時 30 分ごろ、登録後に送るメールを改変しましたのでご報告。 

 

https://youtu.be/3o0yFGdyj-4
https://youtu.be/4sI0_Wp-BvsM
https://youtu.be/l7Jh9G8yMpg
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https://f.zbp.jp/s/pdf/jikokeihatu_seiko.pdf
https://88auto.biz/id0010/touroku/seminarz.htm
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LTHKNEA/
https://www.youtube.com/watch?v=qkG29tPNry8
https://www.youtube.com/watch?v=2Dstd_5oulg


メール１通目 
============================================================ 
【シナリオ名】[PM3]PDF→登録(起業センス受けてね) 
【ステップ数】1 
【配信時期】間隔で指定 0 分後 
【待機設定】 
【オプトアウトの挿入】 
【件名】■■加藤＿[起業センス測定]全４つ・51 時間のセミナー映像をお送りし
ます 
【テキスト本文】 
配信解除はｺﾁﾗ=> [[cancelurl]] 
 
加藤です。 
 
登録ありがとうございます。 
 
これから、全４つ・51 時間のセミナーをお送りします。 
 
途中、１万円も配ります。 
 
今日のメールでは、スーパー魅力的人生セミナーの前哨戦である 
『成功の５段ピラミッド(前編)』をお送りします。 
 
だいたい前編の感想をくれるのが 50％、その後の後編の感想が 50％、 
最後まで行くのが全体の２割くらいですが、見た方からは 
熱狂的な感想をもらっています。 
 
それから、明日(翌日朝８時)のメールで、デジタル通貨セミナーを送ります。 
 
明日(翌日)は８時、それ以外はだいたい 17 時に毎日メールします。 
 
しかしあなたが何かアクションをした時(起業センスを受けるなど)の時は 
必ずその瞬間にメールを送ります。迷惑メールもチェックしてください。 
 
さて、早速ですが、以下の起業センス測定を受ければ、 
『今日と明日に受け取る量の３倍を』、今日、 
今から７分後に、すぐに受け取れます。 
 
いずれにせよ起業センス測定を受けなければ１週間で 
メール配信を停止し、コンテンツも配らなくなる予定なので 
なるべく早いうちに、パソコンから起業センス測定を受けてください。 
 
(パソコンが無い場合はこのメール及び、明日コンテンツを配る予定です。 
１週間と短いですが、それだけでも大ボリュームなので、 
セミナーを楽しんでください。) 



 
１万円のもらい方は下記です。 
起業センスを受けないともらえません。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
【１万円もらえるまで：あと２ステップ＋７分】 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
今ココ！→●ステップ０：７分でできる起業センス測定(最短あと７分) 
 
●ステップ１：[前半無償コンテンツ]を配信。 
セミナーを見てお過ごしください(最短１週間) 
 
●ステップ２：[後半無償コンテンツ]を配信。 
更なるコンテンツを見てお過ごしください(最短１週間) 
 
以上で、更なるコンテンツを視聴できるサイトにて、 
１万円の「振込先登録」をした方から→振り込まれます。 
 
※必ずしもオンラインセミナーを全て見なくても大丈夫です 
 
※１万円を受け取るのに料金はかかりません 
 
※抽選ではなく全員に進呈します。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
まずは、パソコンがある場合、 
下記をクリックして確認してください。 
 
パソコンが無い場合はこのメール及び 
明日８時のメールでコンテンツを送るので楽しんでください。 
 
（測定しないと、１万円がもらえません。 
尚この測定試験は 5,400 円払って 
外部企業に委託しているものなので、 
フィードバックの内容には非常に価値がありますよ） 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
○７分でできる起業センス測定はこちらから ※測定期限あと１週間 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※測定にパソコンが必要ですが、 
スマホからでも内容が確認できるので、見てください。 
 
また、スマホの場合は短縮 URL が表示されるので、 
メモしてパソコン環境から 
１週間以内に７分間だけ、アクセスしてみてください。 
 
PC・ノート PC は OK、タブレットは不可です。 



 
https://jisedai.me/kst/?m=[[fld12]]&p=[[name2]]&am=[[fld11]]&a=[[fld10]]&e=[
[email]] 
 
※メールアドレスが複数行になっている場合お手数ですが１行になるようにブラ
ウザに貼り付けてください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
それでは今日のコンテンツ。 
 
全体で２時間以上あります。 
 
ただ、最初の動画は 30 分で、好評なので、それだけでも楽しんでください。 
 
途中、成功の５段ピラミッド後半の宿題というのを提出してもらいますが、 
それが仮に適当でも１０倍成功思考術というところで 
かなり深い動画をプレゼントしているので、明日(翌日)の朝８時を目標に、 
頑張ってください。 
 
※今日が24時を回っている場合は今日の朝じゃなくて翌日の朝８時にメールしま
す 
 
 
＜＜＜それではスーパー魅力的人生セミナー前哨戦を送ります！！！＞＞＞ 
 
スーパー魅力的人生セミナー・演目 
 
→[0 章]ビジネス：ビジネスで人間心理を理解してコピーライティングに応用する
方法 
→[1 章]恋愛：恋愛で新規の男性／女性に今より確実に振り向いてもらい維持する
方法、 
→[2 章]結婚：幸せな結婚をする方法及び、付き合った異性に絶対にフラれなかっ
た方法、 
→[3 章]家庭関係：家庭関係とコミュニケーション、配偶者や親／息子・娘とうま
くいく方法 
→[4 章]子育て：子供が天才に育つ方法。灘や開成の合格率 No.1 塾講師が数百名
の生徒を見た結論とは 
 
 
０章、１章と言いつつ、それぞれが深いテーマに踏み込んだ１デイセミナーのよ
うになっていて、 
全体で 17 時間 15 分ほどあります。 
 
今回、最後までお付き合いいただくことで、 
全部無償で進呈しますのでお楽しみに。 
 
０章は、ビジネスと言いつつ、応用できるだけで、 
実際は「男」と「女」を理解するための異性関係セミナーの序章です。 



 
そんな０章を見る前の前哨戦として、 
「成功の５段ピラミッド」というのがあります。 
 
 
◯『成功の５段ピラミッド』動画に寄せられた感想 PDF 
 
https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/ 
 
 
コンテンツは以下です。 
 
メールが長いので、さらっと流してしまいそうになりますが、 
ぜひお見逃しなく。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
●スーパー魅力的人生セミナーの前哨戦 
 
『成功の５段ピラミッド(前編)』 
 
https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm?e=[[email]] 
 
※前編の感想を送ると、後編がもらえます。 
前編 30 分、後編は 39 分。 
そして、後編を送ると、いよいよ本番「10 倍成功思考術」がもらえます 
 
※起業センス測定を受けると０章全体が貰えます。 
 
※デジタル通貨セミナーを見たい場合は明日のメールで配ります。 
自己啓発と言いつつ、自己啓発＝自己開発、です。 
 
実はデジタル(仮想の)通貨などに投資をするにしても、 
成功にはマインドつまり自己開発が必要です。 
 
明日のデジタル通貨セミナーの前提として見ておいてください。 
 
尚、マインドは、音声を聞くと醸成されます。 
 
成功思考回路の作り方 PDF は以下。 
https://f.zbp.jp/s/pdf/jikokeihatu_seiko.pdf 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◯10 倍成功思考術とかまで見た人はこんな熱烈な感想を持つようですよ。 
※感想グランプリで寄せられた感想一覧 
 
https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf 
 
 

https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/
https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm
https://f.zbp.jp/s/pdf/jikokeihatu_seiko.pdf
https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf


以上、成功の 5 段ピラミッド前編→後編→後編宿題→ 
10 倍成功思考術の感想まで送れば、相当レベルアップしています。 
 
基本的には「自分が何をしたいか」＋「何をすれば幸せになれるか」、 
特に、感想グランプリにある通り、 
「娘との問題に悩んでいた母親」や、 
「親との関係に悩んでいた息子・娘」や、 
「異性関係に悩んでいた男女」の問題が解決されます。 
 
他に、職場の上司との問題も解消されます。 
 
感想は既に 4,000 件以上届いていて、 
全部引用したらメールから溢れるので、引用できないのが残念です。 
 
 
 
 
さて、もう一度今回のキャンペーンでもらえるものを復習します。 
 
 
【今回、無償でもらえるプレゼントの一覧】 
 
●●●[サイト登録者全員]仮想の通貨１万円分または、現金１万円 
 
●●●[抽選で１名]世界一周旅行または、現金 100 万円分 
 
●●●[抽選で 10 名]最新版 MacBook または、現金 10 万円 
 
●●●7 分でできる起業センス測定(通常 5,400 円のところ、タダ) 
～あなたの起業センスを数値化！成功した諸先輩方と数値比較＆アドバイス～ 
→個人情報は取得しませんのでご安心ください 
 
●●●次世代起業家育成セミナーその０（特別編） 約１４時間 定価１万円 
～起業 1 年目で 1 億円事業を売り上げた加藤が教える 
 時短起業で１年以内に最短・最速・リスク０で成功する方法～ 
 
[第 1 章]1 日 3 時間の経営でも、1 年以内に 1 億円事業を創る“時短起業”  
[第 2 章]最短・最速・リスク 0 を実現する次世代の起業テクニック  
[第 3 章]これが何でもない事業を 1 億円に育てる具体プランだ!!  
[第 4 章]誰でも簡単に経営者になれる！ 人の雇用と税金の知識  
[第 5 章]資金 0・人脈 0・副業から始めて、リスク 0 で 1 億円事業オーナーになる
方法 
 
●●●次世代起業家育成セミナーその１（システム化基本セミナー） 約７時間
半 定価 10 万円 
～システム化を覚えてかける時間を減らしながら売り上げを 10 倍にした方法～ 
[第 1 章] マインド論～オーナーマインド VS 仕事マインド～ 
[第 2 章] ビジネスの構造化と実例  
[第 3 章] システム経営による経営最適化と自由の獲得  



[第 4 章] セールスの技法（KSF(成功の主要因）によるコントロール） 
[第 5 章] 起業家の起業家による起業家のための勉強法 
[第 6 章] 即興起業相談とビジネス・アイディアの創出ライブ・セミナー 
 
●●●デジタル（仮想の）通貨セミナー 約１１時間・非売品 
～仮想の通貨で資産６億円の MBA ホルダーの塾講師が教えるデジタル通貨の全
て～ 
 
【Vol.1】序章：ビットコインの終わりとブロックチェーン、１億総デジタル通貨
時代と人工知能 
【Vol.2】第０章：デジタル通貨とは何か？ 
【Vol.3】第１章：ブロックチェーン技術とビットコイン 
【Vol.4】第２章：ビットコインの終わり 
【Vol.5,Vol.6】第３章（前半／後半）：真の仮想の通貨について考察する 
【Vol.7】第４章：リップル技術を使って銀行・国・自治体がデジタル通貨を発行
する 
【Vol.8】第５章：仮想の通貨の真の用途は人工知能が人類に課金することだ 
※合計：約 660 分（11 時間） 
 
→特別特典その 1 知らないじゃ済まされない、 仮想の通貨投資についてのキホン
(PDF97 ページ) 
→特別特典その 2 2018 最新版 仮想の通貨上位 26 銘柄完全分析ファイル 
 
●●●スーパー魅力的人生を送るためのセミナー（自己啓発セミナー） 約１６
時間半・非売品 
～別名『魅力的クオリティ・オブ・ライフ セミナー』（よりよく生きることで真
の幸福を創造する能力を手に入れる）～ 
 
→[0]ビジネス：ビジネスで人間心理を理解してコピーライティングに応用する方
法 
→[1]恋愛：恋愛で新規の男性／女性に今より確実に振り向いてもらい維持する方
法、 
→[2]結婚：幸せな結婚をする方法及び、付き合った異性に絶対にフラれなかった
方法、 
→[3]家庭関係：家庭関係とコミュニケーション、配偶者や親／息子・娘とうまく
いく方法 
→[4]子育て：子供が天才に育つ方法。灘や開成の合格率 No.1 塾講師が数百名の生
徒を見た結論とは 
 
 
※全部見なくても１万円は差し上げるのでご安心ください。 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
【１万円もらえるまで：あと２ステップ＋７分】 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
今ココ！→●ステップ０：７分でできる起業センス測定(最短あと７分) 
 



●ステップ１：[前半無償コンテンツ]を配信。 
セミナーを見てお過ごしください(最短１週間) 
 
●ステップ２：[後半無償コンテンツ]を配信。 
更なるコンテンツを見てお過ごしください(最短１週間) 
 
以上で、更なるコンテンツを視聴できるサイトにて、 
１万円の「振込先登録」をした方から→振り込まれます。 
 
※必ずしもオンラインセミナーを全て見なくても大丈夫です 
 
※１万円を受け取るのに料金はかかりません 
 
※抽選ではなく全員に進呈します。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
多分あなたがコンテンツを見るより 
僕がコンテンツを送るスピードの方が早いので(笑)、 
(今まで作ったコンテンツ 400 時間以上、PDF2500 枚以上)、 
 
今回は４つのセミナー・51 時間のコンテンツを開放します。 
 
 
このメールにある情報を抑えるだけで大変だと思いますが、 
起業センス測定を受けるだけでかなり素敵なことになります。 
 
 
さて、これからお送りする膨大なプレゼントがありますが、 
その前に、多分、あわてて読んだ方が多いので、 
まずは登録ページの PDF を、一度最後まで読んでみてください。 
 
これから始まる壮大なプレゼントの全体像を 
理解できると思います。 
 
●それではまずは、登録ページの PDF を可能な限り 
お読みください(特典の全貌を理解できます。印刷推奨) 
 
=> https://jisedai.me/crcon/ 
 
※登録させるだけが目的じゃないので、慌てて登録した人は 
じっくり最後まで読んでください。 
 
 
PDF の中にもありますが、簡単な自己紹介です。 
 
■メルマガ発行人：せどり元日本一・リストマーケティング日本一 
 
加藤将太 



 
【略歴】京都大学工学部→京都大学 MBA→戦略コンサルと売上 1 兆円の日系大手
内定 
→日本No.1の塾で歴代最短記録で講師→教育改革を目指して起業→その後多角化。 
 
専門は IT とシステム化、近年は未来予測など。 
 
【主な実績】 
 
●せどり開始後、1 年 3 ヶ月で月商 4,583 万円 
（当時 Amazon 法人部門月間売上高２位、せどり【日本一】）となり、 
Amazon の倉庫をパンクさせる。 
 
●2016 年 6 月、3,000 人のファン宛にメールを送って 
1 ヶ月で 5.4 億円売り、1 リスト＝18 万円となり、 
リストマーケティング単価【日本一】。 
 
セールス規模もその年の最大級。 
 
(その年の２位は、20 万リストで 10 億円なので、効率は 2 位と 36 倍の差を付け
て一位です) 
 
※売っている商品は、ドクターシーラボの元社長がコンテンツ総監修を務める、 
初月０円・月額３万円(任意継続・退会自由)の 
オンライン起業・経営アカデミー(オンラインスクール)です。 
尚、継続率は 97～98％。 
 
※長くなるので実績の続きはメール末尾に書きます。 
 
 
さて、タダでプレゼントするセミナーは主に２つのパートに分かれていて、 
 
前半：28 時間(セミナー２個半) 
後半：23 時間(セミナー残り１個半) 
 
という感じでプレゼントしていきます。 
 
※興味のあるところだけ見てくだされば結構です。 
 
簡単なウェブチェックテストも範囲はある程度限定されています。 
 
 
まずは前半の 28 時間を進呈したいのですが、その前に。 
 
 
登録ページ確認用 PDF で書いている通り、 
まずは役立つので、７分でできる 
起業センス測定というのを受けていただきます。 
 



(※登録ページの PDF を読んでいただければ記載がある通り) 
 
これを受けると、 
あなたのビジネスや起業に関するセンスを数値化して、 
成功した諸先輩方と比較ができます。 
 
 
７分でできる起業センスを測定いただいたら、 
その後に、セミナー視聴サイトにご案内。 
 
 
もう一度言いますと、起業センスを測定していただけた方に、 
 
・デジタル通貨セミナー[完全版]」 
・スーパー魅力セミナー[第 0 章]（約 2 時間半） 
・次世代起業家育成セミナー[特別編]（約 12 時間） 
 
取り急ぎ、前半戦として、この３つのセミナーを差し上げます。 
(一気に送らない理由：51 時間一気に送っても混乱するだけだから。) 
 
まずは、下記をクリックして確認してください。 
 
（測定しないと、１万円がもらえません。 
尚この測定試験は 5,400 円払って 
外部企業に委託しているものなので、 
フィードバックの内容には非常に価値がありますよ） 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
○７分でできる起業センス測定はこちらから ※測定期限あと１週間 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※測定にパソコンが必要ですが、 
スマホからでも内容が確認できるので、見てください。 
 
また、スマホの場合は短縮 URL が表示されるので、 
メモしてパソコン環境から 
１週間以内に７分間だけ、アクセスしてみてください。 
 
PC・ノート PC は OK、タブレットは不可です。 
 
https://jisedai.me/kst/?m=[[fld12]]&p=[[name2]]&am=[[fld11]]&a=[[fld10]]&e=[
[email]] 
 
※メールアドレスが複数行になっている場合お手数ですが１行になるようにブラ
ウザに貼り付けてください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
※パソコンからしか受けられないので、今スマホの場合は、 
このメールをパソコンに転送するか、上記にアクセス後に表示される URL 
(https：//jisdai．me/ks/***** )を直接パソコンに打ってください。 



 
※起業センスは、スマホ対応したいところですが、 
現在はパソコン専用なので、７分だけパソコンからアクセスが必要です。 
 
スマホの人すみません... 
 
 
ただ、これは、普通受けると 5,400 円のもので、 
非常に貴重なもので、フィードバック内容も面白いので、 
タダで受けられるなら少しくらい手間をかける価値はありますよ。 
 
 
●ここで諦めそうになった方へ。 
 
登録ページの PDF を読んでみてください。 
 
１万円を貰える手順なども記載があるので、 
パソコン環境を１週間以内に７分だけアクセスして、 
ぜひ起業センスを受けてみてください。 
 
=> https://jisedai.me/crcon/ 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
セミナーをある程度見た方(全部じゃなくても大丈夫です)に 
【現金またはリップル１万円】進呈！ 
もらい方概要 
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
セミナーを一定量以上見た方に、 
リップルまたは現金を 1 万円進呈させていただきます 
(お一人様一アカウントのみ。重複チェック実施)。 
 
※全部見なくても大丈夫です。 
 
数万円と引き換えにキャッシュバックなどではなく、 
完全無償でリップルまたは現金を差し上げます。 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
【１万円もらえるまで：あと２ステップ＋７分】 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
今ココ！→●ステップ０：７分でできる起業センス測定(最短あと７分) 
 
●ステップ１：[前半無償コンテンツ]を配信。 
セミナーを見てお過ごしください(最短１週間) 
 
●ステップ２：[後半無償コンテンツ]を配信。 



更なるコンテンツを見てお過ごしください(最短１週間) 
 
以上で、更なるコンテンツを視聴できるサイトにて、 
１万円の「振込先登録」をした方から→振り込まれます。 
 
※１万円を受け取るのに料金はかかりません 
 
※抽選ではなく全員に進呈します。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 
 
起業センス測定をすると、今日、３つセミナーがもらえます。 
 
 
１万円をもらうには、もらえるセミナーの 
 
「次世代起業家育成セミナー[特別編]フル版」 
 
の一部または全部を視聴し、簡単なウェブチェックテストで 
４割くらい正解することが条件です。 
 
※PDF 中にも書いてある通りです。 
 
(●登録ページの PDF にて、特典の全貌を理解できます。印刷推奨 
 => https://jisedai.me/crcon/ ) 
 
 
セミナーは、１つだけ、一定程度、 
真剣に見れば大丈夫なので安心してください。 
 
最初から全てを見ようとしなくて大丈夫です。 
 
 
まずは、起業センス測定をしてください。 
 
すると 28 時間分のセミナーを差し上げますが、 
当然全部は見なくて良く、 
セミナーの一部または全部を見てください。 
 
尚、簡単なウェブチェックテストは、適当に答えても３割は正解できるので、 
４割は真剣にセミナーを一定程度見れば大丈夫です。 
 
 
優先して見るのは 
「次世代起業家育成セミナーその０(特別編)セミナー」 
でお願いします(試験に直結します)。 
 



 
その他のセミナーもかなり価値があるので、 
時間が許す限り見てください。 
 
 
もし今日中に起業センス測定を受けなかった場合、 
明日の朝８時にデジタル(仮想の)通貨セミナーを差し上げます。 
 
※受けた場合はすぐ送ります 
 
まずは、起業センスの測定が１週間、 
そこから、セミナーを１週間ほど見ますが、 
その後に簡単な５択式ウェブチェックテストを受けてみてください。 
 
(セミナーは１万円をもらうために受けるのですが、 
必ずあなたのためにもなるのでぜひ楽しみに受けてください。 
 
僕は大手塾の講師になるために小学生相手に数百時間、 
ひたすら直線と◯だけ書き、しゃべりの練習をしていた時期があり、 
セミナーの満足度は恐らく業界トップクラスですので。 
 
尚、全てオンラインで視聴できます！ 
セミナーは YouTube なので、スマホでももちろん視聴可能です。) 
 
 
 
【今回、無償でもらえるプレゼントの一覧】 
 
●●●[サイト登録者全員]仮想の通貨１万円分または、現金１万円 
 
●●●[抽選で１名]世界一周旅行または、現金 100 万円分 
 
●●●[抽選で 10 名]最新版 MacBook または、現金 10 万円 
 
●●●7 分でできる起業センス測定(通常 5,400 円のところ、タダ) 
 
●●●次世代起業家育成セミナーその０（特別編） 約１４時間 定価１万円 
 
●●●次世代起業家育成セミナーその１（システム化基本セミナー） 約７時間
半 定価 10 万円 
 
●●●デジタル（仮想の）通貨セミナー 約１１時間・非売品 
 
●●●スーパー魅力的人生を送るためのセミナー（自己啓発セミナー） 約１６
時間半・非売品 
 
 
 
セミナーは、最初から全部見ようとしなくて大丈夫です。 



 
それに、全部見なくても１万円は貰えます。 
センスのある方なら何も見ずにウェブチェックテストでいきなり半分以上取りま
す。 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
○７分でできる起業センス測定はこちらから ※測定期限あと１週間 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※測定にパソコンが必要ですが、 
スマホからでも内容が確認できるので、見てください。 
 
また、スマホの場合は短縮 URL が表示されるので、 
メモしてパソコン環境から 
１週間以内に７分間だけ、アクセスしてみてください。 
 
PC・ノート PC は OK、タブレットは不可です。 
 
https://jisedai.me/kst/?m=[[fld12]]&p=[[name2]]&am=[[fld11]]&a=[[fld10]]&e=[
[email]] 
 
※メールアドレスが複数行になっている場合お手数ですが１行になるようにブラ
ウザに貼り付けてください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
【起業とパソコンの関係】 
 
500 名の本気の起業家を支援する中で見えてきた、 
パソコンの環境についてシェアします。 
 
起業成功には、パソコンは苦手でもいいですが、 
いざという時触れる環境にあった方が良いです。 
 
パソコンを持っていない方へ・・・ 
誠に申し訳ありませんが、 
『７分でできる起業センス測定』 
だけ、受けるには、パソコンが必要です。 
(ちなみにその後はずっとスマホやタブレットでも大丈夫です) 
 
 
人に借りる、ネットカフェで測定する、会社のパソコンから測定する、 
 
ノートパソコンを借りてくる 
（※接続はスマホのテザリングというものでできます。 
但し iPhone でテザリングする場合は iTunes がインストールされている事が必要
です。）、 
 



大学の視聴覚室を使う、実家に行った時に使う、等。 
 
 
同じ人のパソコンで複数受けても大丈夫です。 
 
何なら、その人にオススメしてみてください。 
 
 
【アフィリエイト・プログラムについて】 
 
あなたが人を紹介して、その人がメールアドレスを登録すれば 
あなたに最大１万円、その人がお試し０円登録までたどり着いたら 
最大４万円という紹介キャンペーンをやっています。 
 
監修は元ドクターシーラボ社長の池本社長で、 
上場企業の元社長がコンテンツの総監修を行っている 
起業経営スクールのアフィリエイト・プログラムです。 
 
気になったら以下ページからアフィリエイター登録してくだされば 
今だけスーパーVIP（紹介報酬２倍・アーリー紹介権など）を差し上げます。 
 
気に入らなければ登録しないで OK です。 
 
尚充分なアフィリエイター数が集まったらスーパーVIP 募集を 
締め切る場合がありますので、ご紹介に興味がある場合は 
今のうちに下記にご登録ください 
(登録後、アフィリエイター育成メルマガが数日間毎日配信されます。 
■■VIP＿・・・というタイトルで配信されるので混乱しないようにしてください)。 
 
スーパーVIP アフィリエイター登録についてご説明 
https://jisedai.me/alpaf/?a10=[[fld10]]&e=[[email]] 
 
※何ならパソコンを借りた友達にこのキャンペーンをオススメして 
一緒に視聴して貰えればと思います。 
 
 
 
ということで、スマホでは、環境的に、起業センスは測定できません。 
(お手数をおかけして申し訳ありません。) 
 
 
ご不便をおかけしますが、何卒パソコン環境に７分だけアクセスして、 
起業センスを受けてください。 
 
よろしくお願いします。 
 
 
～～～ 
 

https://jisedai.me/alpaf/


 
■■■今日のまとめ 
 
最後にまとめです。 
 
１：起業センス測定は、以下から可能です。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
○７分でできる起業センス測定はこちらから ※測定期限あと１週間 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※測定にパソコンが必要ですが、 
スマホからでも内容が確認できるので、見てください。 
 
また、スマホの場合は短縮 URL が表示されるので、 
メモしてパソコン環境から 
１週間以内に７分間だけ、アクセスしてみてください。 
 
PC・ノート PC は OK、タブレットは不可です。 
 
https://jisedai.me/kst/?m=[[fld12]]&p=[[name2]]&am=[[fld11]]&a=[[fld10]]&e=[
[email]] 
 
※メールアドレスが複数行になっている場合お手数ですが１行になるようにブラ
ウザに貼り付けてください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
２：登録ページの PDF をまだ最後まで読んでいないなら、読んでみてください。 
１万円を貰える手順なども記載があります。 
 
=> https://jisedai.me/crcon/ 
 
 
３：下記コンテンツを差し上げます。 
明日(翌日)の朝８時までに見るのは大変かもしれませんが、 
 
『職場の上司／部下との関係』『異性関係』『家族関係』『親子関係(親も子も)』の
効果性に関係する内容です。 
 
ちなみに起業センスを受けたらスーパー魅力的人生セミナーという 
各章で１デイセミナーが構成されるほどの 
全５章・17 時間 15 分のセミナーの０章(２時間半)を送ります。 
 
明日送るデジタル通貨セミナーは全８編・660 分です。 
 
 
●スーパー魅力的人生セミナーの前哨戦 
『成功の５段ピラミッド(前編)』 
 



https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm?e=[[email]] 
 
※前編の感想を送ると、後編がもらえます。 
前編 30 分、後編は 39 分。 
そして、後編を送ると、いよいよ本番「10 倍成功思考術」がもらえます 
 
●『成功の５段ピラミッド』動画に寄せられた感想 PDF 
 
https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/ 
 
 
●成功思考回路の作り方 PDF 
 
https://f.zbp.jp/s/pdf/jikokeihatu_seiko.pdf 
 
●10 倍成功思考術とかまで見た人はこんな熱烈な感想を持つようです 
感想グランプリで寄せられた感想一覧 
 
https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf 
 
 
 
 
以上が今日のまとめです。 
 
 
起業センスを受けたらすぐ、 
及び、明日は 11 時間のデジタル通貨セミナーを送るので、 
あなたがメールを読む速度より、 
僕がコンテンツを送る速度の方が余裕で早いです(笑) 
 
 
しかも感想などを送ると次のステージに移動するので、 
あなたがアクションする分には僕は半無限と思えるほどのスピードで 
コンテンツを送ります(笑) 
 
 
まぁ、今回送るのは最終的には 51 時間分のコンテンツであり、 
それ以上見たければ、毎月３万円いただければ、 
ドクターシーラボの社長がコンテンツの総監修を務める 
僕のオンライン起業経営アカデミー(スクール)のご案内があります。 
 
※ちなみに Amazon でこういうちょっと高級な DVD を出しています 
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LTHKNEA/ 
 
●と言いつつこの１万円以上する DVD のダイジェストをリークしてみます 
https://www.youtube.com/watch?v=qkG29tPNry8 
 
※明日または起業センス受信で、映像の全編をあげますね 

https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm
https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/
https://f.zbp.jp/s/pdf/jikokeihatu_seiko.pdf
https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LTHKNEA/
https://www.youtube.com/watch?v=qkG29tPNry8


 
 
毎月３万円と言いつつ、 
最初の 31 日間は無償で完全版を体験していただく体裁を取っております。 
 
 
７ヶ月目時点の満足度 98.5％、スクール全体の継続率 97～98％という 
高い満足度が特徴です。 
 
 
更に、３年間(36 ヶ月)継続で、永久スクール生として 
今回のようなプレゼントを含めて 
僕が生涯生産するセミナー類は永久にタダという特権を付けています。 
 
この結果スクール生はこのような結果が出ています(全て１年未満の結果)。 
 
※毎日１件以上の類似の報告が上がっています。 
 
https://s.kato-premium.com/l/lp/af/img/img_supportsite.png 
 
 
 
それでは今日は、ありがとうございました。 
 
お会いできて良かった。 
 
次回は、明日というか「翌日」の８時です。 
 
今日が 24 時過ぎているなら、24 時間以上経った次の８時なのでお間違いなく。 
 
 
ではまた明日朝８時にプレゼントを送ります！ 
 

メール２通目 
 
============================================================ 
【シナリオ名】[PM3]PDF→登録(起業センス受けてね) 
【ステップ数】2 
【配信時期】時刻で指定 1 日後 
【待機設定】 
【オプトアウトの挿入】 
【件名】■■加藤＿※あと５日※パソコン無くても OK／コンテンツをメール中に
配置しました。どうぞ。 
【テキスト本文】 
※このメール中でデジタル通貨セミナー全編と 

https://s.kato-premium.com/l/lp/af/img/img_supportsite.png


スーパー魅力的人生セミナーの前哨戦コンテンツの２つを送ります。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
現金またはリップル１万円分のプレゼントに応募してくれた方にお送りしていま
す。 
登録した覚えのない方は、下記より解除してください。 
[[cancelurl]] 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
昨日は、ご登録をありがとうございました。 
 
今朝は９時に送っていますが、 
明日から、「17 時」に、あと５日間ほど送ります。 
 
５日以内に、借りたパソコンでもいいし、 
漫画喫茶のパソコンコーナーでもいいので 
「７分でできる起業センス」を受けられない方は 
メールの配信を止めますのでご注意ください。 
 
 
 
さて、まだパソコンが無いあなたにも、 
コンテンツの一部を公開します。 
 
話題になっているデジタル(仮想の)通貨です。 
 
下記はスマホからでもアクセスできます。 
 
現役投資銀行のニューヨーク支社在住の超エリート(？) 
も絶賛する内容です。 
 
正しい仮想の通貨の知識を得られると思います。 
 
感想の一部でも読んでみてください。 
 
どうぞ。（クリックで、スマホからアクセスできるブログに移動） 
 
●デジタル通貨セミナー全編＋おまけ 
https://thecryptocurrencyseminar.com/?a10=[[fld10]] 
 
 
ブログの内容は下記のセミナーの全部の YouTube リンクです。 
 
●●●デジタル（仮想の）通貨セミナー 約１１時間・非売品 
～仮想の通貨で資産６億円の MBA ホルダーの塾講師が教えるデジタル通貨の全
て～ 
 
【Vol.1】序章：ビットコインの終わりとブロックチェーン、１億総デジタル通貨

https://thecryptocurrencyseminar.com/


時代と人工知能 
【Vol.2】第０章：デジタル通貨とは何か？ 
【Vol.3】第１章：ブロックチェーン技術とビットコイン 
【Vol.4】第２章：ビットコインの終わり 
【Vol.5,Vol.6】第３章（前半／後半）：真の仮想の通貨について考察する 
【Vol.7】第４章：リップル技術を使って銀行・国・自治体がデジタル通貨を発行
する 
【Vol.8】第５章：仮想の通貨の真の用途は人工知能が人類に課金することだ 
※合計：約 660 分（11 時間） 
 
→特別特典その 1 知らないじゃ済まされない、 仮想の通貨投資についてのキホン
(PDF97 ページ) 
→特別特典その 2 2018 最新版 仮想の通貨上位 26 銘柄完全分析ファイル 
 
※特典は ZIP ファイルなので、パソコンが無いと開けられません。 
 
 
 
あなたが１万円を貰えるまでのプロセスは下記です。 
 
起業センスを測定しない場合はあと５日で解除します。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
【１万円もらえるまで：あと２ステップ＋７分】 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
今ココ！→●ステップ０：７分でできる起業センス測定(最短あと７分) 
 
●ステップ１：[前半無償コンテンツ]を配信。 
セミナーを見てお過ごしください(最短１週間) 
 
●ステップ２：[後半無償コンテンツ]を配信。 
更なるコンテンツを見てお過ごしください(最短１週間) 
 
以上で、更なるコンテンツを視聴できるサイトにて、 
１万円の「振込先登録」をした方から→振り込まれます。 
 
※必ずしもオンラインセミナーを全て見なくても大丈夫です 
 
※１万円を受け取るのに料金はかかりません 
 
※抽選ではなく全員に進呈します。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 
パソコンから、下記をクリックして確認してください。 
 
（測定しないと、１万円がもらえません。 



尚この測定試験は 5,400 円払って 
外部企業に委託しているものなので、 
フィードバックの内容には非常に価値がありますよ） 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
○７分でできる起業センス測定はこちらから ※測定期限あと１週間 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※測定にパソコンが必要ですが、 
スマホからでも内容が確認できるので、見てください。 
 
また、スマホの場合は短縮 URL が表示されるので、 
メモしてパソコン環境から 
１週間以内に７分間だけ、アクセスしてみてください。 
 
PC・ノート PC は OK、タブレットは不可です。 
 
https://jisedai.me/kst/?m=[[fld12]]&p=[[name2]]&am=[[fld11]]&a=[[fld10]]&e=[
[email]] 
 
※メールアドレスが複数行になっている場合お手数ですが１行になるようにブラ
ウザに貼り付けてください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
【今回、起業センスを測定で無償でもらえるプレゼントの一覧】 
 
●●●[サイト登録者全員]仮想の通貨１万円分または、現金１万円 
 
●●●[抽選で１名]世界一周旅行または、現金 100 万円分 
 
●●●[抽選で 10 名]最新版 MacBook または、現金 10 万円 
 
●●●7 分でできる起業センス測定(通常 5,400 円のところ、タダ) 
～あなたの起業センスを数値化！成功した諸先輩方と数値比較＆アドバイス～ 
→個人情報は取得しませんのでご安心ください 
 
●●●次世代起業家育成セミナーその０（特別編） 約１４時間 定価１万円 
～起業 1 年目で 1 億円事業を売り上げた加藤が教える 
 時短起業で１年以内に最短・最速・リスク０で成功する方法～ 
 
[第 1 章]1 日 3 時間の経営でも、1 年以内に 1 億円事業を創る“時短起業”  
[第 2 章]最短・最速・リスク 0 を実現する次世代の起業テクニック  
[第 3 章]これが何でもない事業を 1 億円に育てる具体プランだ!!  
[第 4 章]誰でも簡単に経営者になれる！ 人の雇用と税金の知識  
[第 5 章]資金 0・人脈 0・副業から始めて、リスク 0 で 1 億円事業オーナーになる
方法 
 
●●●次世代起業家育成セミナーその１（システム化基本セミナー） 約７時間
半 定価 10 万円 



～システム化を覚えてかける時間を減らしながら売り上げを 10 倍にした方法～ 
[第 1 章] マインド論～オーナーマインド VS 仕事マインド～ 
[第 2 章] ビジネスの構造化と実例  
[第 3 章] システム経営による経営最適化と自由の獲得  
[第 4 章] セールスの技法（KSF(成功の主要因）によるコントロール） 
[第 5 章] 起業家の起業家による起業家のための勉強法 
[第 6 章] 即興起業相談とビジネス・アイディアの創出ライブ・セミナー 
 
●●●デジタル（仮想の）通貨セミナー 約１１時間・非売品 
～仮想の通貨で資産６億円の MBA ホルダーの塾講師が教えるデジタル通貨の全
て～ 
 
（略） 
 
●●●スーパー魅力的人生を送るためのセミナー（自己啓発セミナー） 約１６
時間半・非売品 
～別名『魅力的クオリティ・オブ・ライフ セミナー』（よりよく生きることで真
の幸福を創造する能力を手に入れる）～ 
 
→[0]ビジネス：ビジネスで人間心理を理解してコピーライティングに応用する方
法 
→[1]恋愛：恋愛で新規の男性／女性に今より確実に振り向いてもらい維持する方
法、 
→[2]結婚：幸せな結婚をする方法及び、付き合った異性に絶対にフラれなかった
方法、 
→[3]家庭関係：家庭関係とコミュニケーション、配偶者や親／息子・娘とうまく
いく方法 
→[4]子育て：子供が天才に育つ方法。灘や開成の合格率 No.1 塾講師が数百名の生
徒を見た結論とは 
 
 
※全部見なくても１万円は差し上げるのでご安心ください。 
 
 
これから貰えるプレゼントの一覧が知りたければ、 
登録ページの PDF を一度最後まで読んでみてください。 
 
これから始まる壮大なプレゼントの全体像を 
理解できると思います。 
 
仮想の通貨セミナー(全８編・660 分)など序の口ですよ。 
 
 
●それではまずは、登録ページの PDF を可能な限り 
お読みください(特典の全貌を理解できます。印刷推奨) 
 
=> https://jisedai.me/crcon/ 
 
※一度はじっくり最後まで読んでください。 



 
 
昨日と同じですが、簡単な自己紹介です。 
 
読んだ場合はスキップしてください。 
 
 
■メルマガ発行人：せどり元日本一・リストマーケティング日本一 
 
加藤将太 
 
【略歴】京都大学工学部→京都大学 MBA→戦略コンサルと売上 1 兆円の日系大手
内定 
→日本No.1の塾で歴代最短記録で講師→教育改革を目指して起業→その後多角化。 
 
専門は IT とシステム化、近年は未来予測など。 
 
【主な実績】 
 
●せどり開始後、1 年 3 ヶ月で月商 4,583 万円 
（当時 Amazon 法人部門月間売上高２位、せどり【日本一】）となり、 
Amazon の倉庫をパンクさせる。 
 
●2016 年 6 月、3,000 人のファン宛にメールを送って 
1 ヶ月で 5.4 億円売り、1 リスト＝18 万円となり、 
リストマーケティング単価【日本一】。 
 
セールス規模もその年の最大級。 
 
(その年の２位は、20 万リストで 10 億円なので、効率は 2 位と 36 倍の差を付け
て一位です) 
 
※売っている商品は、ドクターシーラボの元社長がコンテンツ総監修を務める、 
初月０円・月額３万円(任意継続・退会自由)の 
オンライン起業・経営アカデミー(オンラインスクール)です。 
尚、継続率は 97～98％。 
 
 
※続きはメール末尾に。 
 
 
 
では今日は、コンテンツの一部をお送りします。 
 
下記ブログ。スマホからも見られます。 
 
https://thecryptocurrencyseminar.com/?a10=[[fld10]] 
 
 

https://thecryptocurrencyseminar.com/


 
あと５日以内に起業センスを受けないとダメなので気をつけてください。 
 
 
起業センスを測定していただけた方には、 
 
・デジタル通貨セミナー[完全版]」 
・スーパー魅力セミナー[第 0 章]（約 2 時間半） 
・次世代起業家育成セミナー[特別編]（約 12 時間） 
 
この３つのセミナーを差し上げます。 
 
もちろん、現金またはリップル１万円分も、 
この先をすすめていくと、プレゼントさせていただきます。 
 
楽しみにしておいてください。 
 
 
では、起業センス測定をしましょう。 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
○７分でできる起業センス測定はこちらから ※測定期限あと１週間 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※測定にパソコンが必要ですが、 
スマホからでも内容が確認できるので、見てください。 
 
また、スマホの場合は短縮 URL が表示されるので、 
メモしてパソコン環境から 
１週間以内に７分間だけ、アクセスしてみてください。 
 
PC・ノート PC は OK、タブレットは不可です。 
 
https://jisedai.me/kst/?m=[[fld12]]&p=[[name2]]&am=[[fld11]]&a=[[fld10]]&e=[
[email]] 
 
※メールアドレスが複数行になっている場合お手数ですが１行になるようにブラ
ウザに貼り付けてください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
■■■続いてスーパー魅力的人生セミナーの前哨戦を配ります 
 
ここで、なぜ、加藤は、起業センスセミナーの視聴に 
パソコンを必須としているのか？を説明します。 
 
 
起業センスがパソコンからしか受けられないことで、 



プレゼントが貰えないことを、結構悩みました。 
 
『これは視聴者も不便だ・・・』 
 
『スマホ対応できたらいいのに・・・』 
 
 
どのくらい悩んだかというと、 
あなたと出会って１日目には 
 
「起業センスを受けないとコンテンツあげない!!プンプン！」 
 
っと、スネたカワイイだけが取り柄の性格の悪い女性←超偏見 
のように言っていたのに、２日目である今日は 
 
「じゃあこれがデジタル通貨セミナーだよ。 
魅力的人生セミナーの前哨戦もハイあげるね。」 
 
と、軟化戦略(？)に出るくらいです 
(まぁそれでも変わらず、起業センス診断は受けて欲しいですが。 
本当にいろんな事が分かるので)。 
 
 
実際のところ、起業センスを受けて次に進んでいるのは、 
２日目の今日時点で３割くらいしかいません。 
 
 
最終的に、５～６割といったところでしょう。 
 
チャンスをつかめるのはその５～６割だけ。 
１万円貰えるのも・・・ということになってしまいます。 
 
(起業センス診断さえ受ければ、 
最低限の行動力はあるということなので、 
その後の”簡単なウェブチェクテストで４割”は簡単に突破し、 
１万円をほぼ確実に手にするでしょう。) 
 
 
だから、本当は、起業センスなんて免除して、 
セミナー映像だけ見せて成功させられたら、なんて思うんですよ。 
 
 
しかし・・・ 
 
 
【続・起業成功と”パソコン”の深い関係】 
 
500 名の本気の起業家を支援する中で見えてきた、 
パソコンと成功についてですが、 



 
起業成功には、パソコンは苦手でもいいですが、 
いざという時触れる環境にあった方が良いです。 
 
「パソコン１台で世界を飛び回る」とかは実現できるのですが、 
僕が今、このメールを、パソコンで文字で売っているように、 
スマホだけで仕組みの構築は難しいです。 
 
スマホをぽちぽちしてお金を稼ぐ事は、 
仕組みを作れば可能なのですが、 
仕組みを作る前から、インターネットに仕組みを作って稼ぐ、 
ということはできません。 
 
 
もちろん、デジタル通貨セミナーや、 
コミュニケーションセミナーに 
興味があって登録した方は、 
 
「次世代起業家育成セミナー」 
つまり次世代の(IT を活用した)起業法に 
興味が無いのかもしれません。 
 
 
ただ、僕は、最も割の良い成功とは 
「自分でビジネスを持つこと」だと考えていて 
(時間にも収入にも縛られない、圧倒的自由があるので)、 
 
現代の起業は、インターネットマーケティングや仕組み抜きには 
語れないと思っています。 
 
 
そのことは、次世代起業家育成セミナーを見ていただいた方は 
必ず納得すると思います。 
 
 
そこで、パソコンを持っている方だけを対象とした 
この起業センスを、あえてスキップを許さず、 
必ず登録してもらうこととしています。 
 
 
一応、魅力的人生セミナーの前哨戦である、 
成功の５段ピラミッドの映像は下記です。 
 
 
普通の人は有料コンテンツとしてバックエンドとして売るような内容だと思いま
す。 
 
まぁ僕は映像 400 時間・PDF2500 枚・その他膨大な教育資産があり、 
数時間の映像をタダで配るくらい何でもないので、 



これと決めた映像はどんどんタダであなたに配ります。 
 
ということで、どうぞ。 
 
 
＜＜＜スーパー魅力的人生セミナー前哨戦を送ります！！！＞＞＞ 
 
スーパー魅力的人生セミナー・演目 
 
→[0]ビジネス：ビジネスで人間心理を理解してコピーライティングに応用する方
法 
→[1]恋愛：恋愛で新規の男性／女性に今より確実に振り向いてもらい維持する方
法、 
→[2]結婚：幸せな結婚をする方法及び、付き合った異性に絶対にフラれなかった
方法、 
→[3]家庭関係：家庭関係とコミュニケーション、配偶者や親／息子・娘とうまく
いく方法 
→[4]子育て：子供が天才に育つ方法。灘や開成の合格率 No.1 塾講師が数百名の生
徒を見た結論とは 
 
今回は、[0]ビジネスに応用できる「男女理解」をお贈りします。 
 
ビジネスと言いつつ、応用できるだけで、 
実際は「男」と「女」を理解するための異性関係セミナーの序章です。 
 
こちらを見る前に、０章の前哨戦として、 
「成功の５段ピラミッド」というのがあります。 
 
 
◯動画に寄せられた感想 PDF 
 
https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/ 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
●スーパー魅力的人生セミナーの前哨戦 
 
『成功の５段ピラミッド(前編)』 
 
https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm?e=[[email]] 
 
※前編の感想を送ると、後編がもらえます。 
前編 30 分、後編は 39 分。 
そして、後編を送ると、いよいよ本番「10 倍成功思考術」がもらえます 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
◯10 倍成功思考術とかまで見た人はこんな熱烈な感想を持つようですよ。 

https://f.zbp.jp/kokode/present/seikou_pyramid/kansou/
https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm


※感想グランプリで寄せられた感想一覧 
 
https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf 
 
 
以上、成功の 5 段ピラミッド前編→後編→後編宿題→ 
10 倍成功思考術の感想まで送れば、相当レベルアップしています。 
 
基本的には「自分が何をしたいか」＋「何をすれば幸せになれるか」、 
特に、感想グランプリにある通り、 
「娘との問題に悩んでいた母親」や、 
「親との関係に悩んでいた息子・娘」や、 
「異性関係に悩んでいた男女」の問題が解決されます。 
 
他に、職場の上司との問題も解消されます。 
 
感想は既に 4,000 件以上届いていて、 
全部引用したらメールから溢れるので、引用できないのが残念です。 
 
 
 
～～～ 
 
 
以上ですが、僕は、コンテンツを配るくらい何でもないのですが、 
 
【もし、あなたが、パソコンで７分の時間を取ってくれたら、 
今日のメールの 10 倍、いや 20 倍素敵な 
コンテンツを進呈することをお約束します】 
 
ですから、７分間の起業センスを、是が非でも受けてください。 
 
職場のパソコンでもいいですから。 
 
 
 
なぜか？ 
 
 
僕はあなたに人生で成功して欲しいと思っていて、 
 
人生の成功とは、ズバリ 
 
「金」と「異性関係(彼氏彼女または結婚相手)」と「健康」のうち 
 
２つ以上が満たされた状態です。 
 
 
そして「金銭的成功」への一番の近道が「ビジネス」であり、 

https://s.kato-premium.com/l/pm/pdf/kansougrandprix_vthree.pdf


「ビジネス」に欠かせないのが「インターネットの活用」であり、 
「インターネットの活用」に欠かせないのが「パソコンの作業」です。 
 
 
起業センス測定も、たった７分とは言え、立派なパソコン作業です。 
 
 
 
ですから。 
 
 
もう一度約束しますと、僕はコンテンツを配るくらい何でもないですが、 
あなたが成功するために、パソコンが必要です。 
 
必要でしたらパソコンを用意してください。 
最初は、５万円未満のノートパソコンをヤフオクで買うなどでもいいです。 
 
 
それで『インターネットを活用したビジネスの所有の入り口』に立てます。 
 
そういう人はビジネス的に成功する可能性があります。 
 
 
 
そして、その方法は、起業センスを受けてくれたら 
素敵なフィードバックと共に、素敵なプレゼントとして差し上げます。 
 
 
最後にまとめです。 
 
今日配った映像がこちら。 
 
 
●デジタル通貨セミナー全編＋おまけ 
https://thecryptocurrencyseminar.com/?a10=[[fld10]] 
 
●『成功の５段ピラミッド(前編)』 
https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm?e=[[email]] 
 
 
多分、１日ではとても見きれないと思いますが。 
 
 
何せデジタル通貨セミナーだけで 11 時間ですから。 
 
 
でも、起業センス測定さえ受けてくれたら、 
本当に僕はあなたに今の 20 倍貢献できると言っても、 
過言ではないのですよ！ 

https://thecryptocurrencyseminar.com/?a10
https://zbpform.com/touroku/py_pre.htm?e


 
 
ということで、起業センス測定は、以下から可能です。 
 
可能なら、今すぐ、無理なら職場や漫画喫茶、 
友達の家ででも、受けてください。 
 
僕の次世代セミナーを見て自由になる権利があるのは、 
その行動力がある人だけです。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
○７分でできる起業センス測定はこちらから ※測定期限あと１週間 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
※測定にパソコンが必要ですが、 
スマホからでも内容が確認できるので、見てください。 
 
また、スマホの場合は短縮 URL が表示されるので、 
メモしてパソコン環境から 
１週間以内に７分間だけ、アクセスしてみてください。 
 
PC・ノート PC は OK、タブレットは不可です。 
 
https://jisedai.me/kst/?m=[[fld12]]&p=[[name2]]&am=[[fld11]]&a=[[fld10]]&e=[
[email]] 
 
※メールアドレスが複数行になっている場合お手数ですが１行になるようにブラ
ウザに貼り付けてください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
次回メールは、明日の１７時にお送りします。 
 
 
それでは、大変お手数ですが、 
※あと５日以内※に、パソコン環境を１週間以内に７分だけアクセスして、 
ぜひ起業センスを受けてみてください。 
 
 
それではまた明日の１７時に。 
======================================================= 
 

メールは以上です 
 

ありがとうございました。 

 

引き続き紹介をよろしくお願いします。 

 

最後に。起業センスを受けた人が多ければ承認率が上がります。 



 

１万円を貰うばかりで他の全アフィリエイター平均に対して全然スクールに移行しないと、 

承認率は下がるか、悪質なものは否認されます(紹介権限そのものが無くなる場合があります)。 

 

尚スクールへの移行率は通常時で 85％ですが、今回は 60％前後まで低下する事を想定していま

す。これ以下でも当然承認はしますが移行率があまりにも低い状態が何ヶ月も継続したままだと

否認になる可能性があります(明らかな１万円目的だけを集めることを目的とした場合。もちろ

ん、最初は１万円目的でもいいんですよ。こちらのブログ 

https://hyip-information.com/coin/ripple/加藤将太のメアド登録者「リップル１万円分-or-現/ 

でも『最初は１万円目的でいい』と書いていますし(このブログ紹介事例はうまいですね))。 

 

他の全アフィリエイターの平均承認率、平均支払額、総報酬振込額、2 ティア全員の活動及び報

酬総額等も、アフィリエイトセンターで全て開示しています。 

 

大量に紹介しているけど、承認率が常に 9 割前後のだいぽんさんの紹介事例なども参照してください。 

 

記事１(価値教育)： http://daipon01.com/ppc/20204.html 

記事２(ここで初めて紹介)： http://daipon01.com/ppc/20230.html 

記事３(起業センスやコンテンツ紹介)：http://daipon01.com/ppc/20259.html 
 

他にこういう企画をやっている人もいます。 

僕のアフィリエイト報酬をスクール費用とし、入学費用 0 円のコンサルを企画しています。 

 

企画の中に僕のスクールの紹介も入るので、自然に承認率も上がります 

(ちなみにこの方の承認率はずっと 100％です)。 

http://sanpapalife.com/slo-pachi-academy-1/ 
 

 

今回は誰でもアフィリエイターになれますが、将来的には、アフィリエイターのランクだけで紹介できるかど

うかが決まると面白いと思います。 

特定のアフィリエイターのリンクで登録しないと１万円がもらないとか(そうじゃないと登録できない)、また

は、アフィリエイターの紹介ランクに応じて貰える金額が変動したら面白いですね(このアフィリエイターか

ら紹介を受けると 1.5 万円貰えるけどこの人は 8,000 円とか。ただ表示とか紹介がやりにくいと思うので当面

しません。悪質なアフィリエイターの方の紹介リンクは受け付けないようにする事を現在検討している、くら

いです。尚、明らかに１万円目的の人しか集まらないアフィリエイターの方のアフィリエイト措置の停止に関

するご連絡は事前にしますし、現在のところ検討しているだけで実行はしていません。突然紹介権が奪われる

訳ではありません。過去の承認率や支払いの推移は数値で開示しているのでアフィリエイトセンターでご覧く

ださい。) 

 

尚、ローンチはずっとやります。 

 

紹介報酬１万円については普通の人は無理だと思います。 

アフィリエイトセンターの構築自体に相当な開発工数がかかっています。 

 

また、被紹介者(顧客)に現金またはリップル１万円というキャンペーンも、PayPal アカウントが必要だから

できていることですが、その後のスクール(月額 3 万円)への移行率をモニタリングすること、アフィリエイタ

ー紹介権の認定制の検討により、健全なアフィリエイト生態系の構築を狙います(マジメに紹介する分には凄

い儲かる案件にしていきたい、そのために無茶なアフィリエイトはできない仕組みを目指す、という意味です)。 

 

https://hyip-information.com/coin/ripple/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%B0%86%E5%A4%AA%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%89%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%80%85%E3%80%8C%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB%EF%BC%91%E4%B8%87%E5%86%86%E5%88%86-or-%E7%8F%BE/
http://daipon01.com/ppc/20204.html
http://daipon01.com/ppc/20230.html
http://daipon01.com/ppc/20259.html
http://sanpapalife.com/slo-pachi-academy-1/


この仕組があるから、これだけ大型ローンチが出来たとも言えます。 

当然スクールの LTV(生涯顧客売り上げ)も高い(お試し時点で 50 万円、継続率は 97～98％、７ヶ月時点満足

度 98.5％、スクールの価値提供の期間は最低 4 年、せどりや情報発信コンサル有、添削有、ビジネスモデル

相談事例数百例、構築に 5 年、提供は半永久、コンテンツ 400 時間、PDF2500 枚など)ことも実現性に寄与

しています。 

 

尚、いきなり全アフィリエイターのご紹介を全否認するなどの、横暴は働きませんのでご安心ください。 

(そのために、平均承認率、総報酬振込額等を開示しています。アフィリエイトセンターは 2012 年から、６年

の歴史があります。) 

 

引き続きご紹介をお願いします。 

 

LP に顧客が受け取れる価値を書いてあるので、じっくり読んでくだされば嬉しいです。 

 

●１万円 LP(現在 PDF。そのうち HTML にします) 

https://jisedai.me/alpcr/ 
 

アフィリエイトセンター 

https://affiliate.kato-premium.com 

 

アフィリエイトアカウントの作成 

https://jisedai.me/alpaf/?a10=00002 

 

その他、うまいなーと思った紹介記事 

https://zoomy01.com/1man 

 

では。2018/2/11 

加藤将太 

https://jisedai.me/alpcr/
https://affiliate.kato-premium.com/
https://jisedai.me/alpaf/?a10=00002
https://zoomy01.com/1man

