
90日間だけでコミュニティ構築 
見込客、仲間、信頼を獲得しながら 
継続収入を確保してみませんか？ 

From:神崎崇 
和泉市、自宅のリビング 
夕方17時58分 

私はノウハウコレクターでした。 

何百万円単位で教材やセミナーに投資して、 
何にもやらないタイプ。 

セミナーに参加して満足する、 
ダンボールが届いて満足する、 

・・・ 

そんな自分に自己嫌悪をして、 
次こそ！と新しいセミナーや教材に 
手を出すことを繰り返してしまう。 

もし、あなたがそんな状況でも 

気にする必要など 
全くないです。 

世の中の成功者と言われてる人は、 
一部の天才を除いて、かなりの勉強家で、 
ある意味ノウハウコレクターです。 



ただ、セミナーに参加をして、 
教材を購入しても、すぐに実行できる人と 
なかなか実行できない人がいる。 

--------- 
販売者＝学んだことを即座に実行できる人 
購入者＝学んだことを即座に実行できない人 
--------- 

というミスマッチが生じてます。 

過去、色々な人を見てきましたが、 
そんな、なかなか実行できない 
ノウハウコレクターが成功するパターンは 
大きく分けて２つあると思います。 

仕事が忙しくて、教材やセミナーの内容に 
手を付けられない人も含みます。 

まず、１つ目には、 

借金でクビが全く回らなくなり、 
「もうヤバイ！」と本気で取り組み始める。 

このパターンの方は 
非常に多いです。 

借金とまではいかないとしても、 
クレジットカードの限度額まで達したり、 
パートナーにキレられたり..。 

これで一発奮起して、 
本気で取り組んだ方は多いです。 



ですが、、精神衛生上、良くないですよね。 

２つ目は、場の力を利用する、 
他の人の力を活用することです。 

もう１人で頑張るのをやめて、 
他力本願、、ではいけませんが、 
自分の力だけで、やることを諦めるのです。 

どういうことなのか？ 

場の力とは、うまくいってるコミュニティに 
身を置くか繋がりを持つようにすることです。 

昨日、20年近く付き合いがある、 
友人３人で飲みに行ったんです。 

20年前は全員がノウハウコレクターでした、 
当然、貧乏で夢を見続けてます。 

頻繁に会うことはないですが、 

ゆるく繋がり続けた結果 

・１人は世界的なセミナースピーカー 
・１人は日本一の歯科コンサルタント 

になり今でも仲良くしてます。 

例えば、ボクシングでも世界チャンピオンを 
多数輩出してるジムに行く方が、 
まだ、立ち上げたばかりのジムに行くより、 
チャンピオンになる可能性が高いですよね。 



ましてや、独学でトレーニングしても 
チャンピオンになるのは困難な道と思います。 

また、成功者と言われる人ほど、 
うまくいってる人の場に所属して 
場の力を活用してます。 

ですが、、、当然コミュニティの参加費は、 
高額になるのは目に見えてます。 

有名なアンソニー・ロビンズの 
プラチナパートナーは6万ドル(約600万円) 
なことは有名です。 

それでもビビリますが、 
中には30万ドル(3,000万円)とかあります。 

日本でも200万円とかは普通で、 
さらに高額なコミュニティーも 
数多く見てきました。 

で、ここからが本題で、 
あなたも、コミュニティを作りませんか？ 
という提案なのです。 

僕がコミュニティを作るので、 
そこに所属しながら、 

あなたのコミュニティを 
90日で構築する 

のが目的です。 



人数を集める自信がなくても、 
最初は数人とかで大丈夫です、 
誰かに教えることで、あなたが最も学べます。 

もちろん、コミュニティ構築に興味がなく、 
あなたのビジネスを伸ばしたい、 
という方も大歓迎です。 

コピーライターとして活動してるが 
さらに活躍の幅を広げていきたい、 
という方も大歓迎です。 

売上を上げる、つまりお客さんを増やすことは 
コミュニティを作るのと似てます。 

もう１つ、 

場の力の他にも 
他人の力(他力)を活用 

する方法を説明しておきます。 

コピーだけでなく、他にもプロに頼む方が、 
圧倒的にクオリティが上がります。 

家を建てるときにも大工さんに頼むように、 
コピーもコピーライターに頼む方が 
クオリティが上がるのは当然です。 

ですが、僕は100万円＋売上の25％(目安)を 
チャージしますし、受けきれる数に 
限界があり、お断りしています。 

しかし、コピーの添削を受けるだけでも、 



オリジナルで書くより良いモノが完成します。 

さらに、添削の場合は、 
あなた自身にスキルが蓄積されて、 
どんどんコピーが上達します。 

そして、可能な限り対面で添削する方が、 
個人的には良いと感じてます。 

スカイプでも可能なのですが、 
画面を共有しながら解説する方が 
空気感が伝わりやすいからです。 

それと、真似して欲しいんです。 

-------------------- 
1.Facebookで企画に興味がある人を募集 
2.登録した方にコンテンツを配信 
3.商品、サービスを紹介 
-------------------- 

という流れで進めていますが、 
この過程を、 

そのまま真似して下さい。 

-------------------- 
1.見込客を集める 
2.信頼構築 
3.セールス 
-------------------- 

という流れは基本の基本ですが 
具体例がないと分かりづらいと思います。 



特に僕がコピーを学んだ先生は天才的で、 
スパンが異常に長くて、 
１つの商品やサービスを販売するのにも、 
なんと数年かけることがあります。 

それだけ爆発的な売上をあげます。 

今回、コミュニティに参加された方には、 
具体例を上げながら実際に自分で、 
コミュニティを立ち上げて欲しいのです。 

「ボレットクラブ」 

と仮で付けましたが、 
参加者の方が必要としてることを 
必要なだけ提供します。 

なので、コミュニティを必ずしも 
立ち上げる必要はなく、既存のビジネスを 
伸ばしたい、違うビジネスを立ち上げたい、 
というのも大歓迎です。 

目安として 

------------------------------ 
１ヶ月目：稼ぐ仕組みを作る 
２ヶ月目：売れる商品を作る 
３ヶ月目：セールスレターを作る 
------------------------------ 

ですが、２ヶ月目の売れる商品を作る、は 
実際に商品を作るのではなく、 
コンセプトを一緒に考えます。 



基本的には、実現したいライフスタイルを 
まずは設定してもらい、 

必要な金額を算出 

その金額を安定的に確保する為の 
コミュニティの金額と内容、目標人数を設定。 

これらを90日で完成させることが 
一応のボレットクラブのゴールにしてます。 

なぜ、『一応』なのかと言えば、 
スピードには個人差があるので、 
その方に合わせて多少は前後するからです。 

そして、長く関わることを僕は望みますし、 
コミュニティを成長させて続け、 
収入額を増やすお手伝いをしたいと思います。 

このメルマガをお読みの方には 
コピーライターの方も多いと思いますが、 
自分のコミュニティを持つのを勧めます。 

クライアントの商品を宣伝できますので、 
結果を出しやすくなり安定収入を確保すれば 
他人に頭を下げずに済みます。 

僕も自分のコピーを書きながら、 
クライアントのコピーを書くことで 
相乗効果があることを実感します。 

実際に作るのは 
売れてからで大丈夫 



です。 

参加者とは、個別でスカイプするので 
その方に合わせてカスタマイズをします。 

コピーライターとして活動して 
色々な方と接してきましたが、 
どんなに爆発的に売れるコピーを書いても 
仕組みができてないと意味が無いんです。 

短期的にお金を稼いだとしても続かずに 
消えていく人を見てきました。 

もちろん、僕にも責任があると思います。 

あと、基本的に女性のコピーは 
完全に女性になりきれないので 
お断りすることの方が多いです。 

ただ、稼ぐ仕組みと売れる商品の作り方を 
アドバイスして自分のコミュニティを作り 
年収1,000万になる方もいます。 

他にも、既にセールスレターをお持ちで、 
キャッチコピーを変えるだけで、 
売上が数倍になる例は述べました。 

なので、何かしらの形で 
あなたのお手伝いができると思うのです。 

僕自身、セールスレターを書いて 
プロモーションや、プロダクトローンチで、 
ドカンと売る経験もしました。 



売上１億円は何度も経験 
最高で５億円マデ 

お手伝いしたことあります。 

ただ、、 
経験上、ドカンと入るお金は、 
気がつけばなくなるものです。 

それに、見た目の売上は派手でも 
内容が伴わない、入金されない、 
返金を要求されるなど実際には手元には、 
現金が残らないのが現実です。 

だから、 
プロモーションや、プロダクトローンチを 
乱発するのですが疲弊します。 

ネットでの誹謗中傷も増えます。 

それよりはコミュニティを構築して 
参加者の方に喜んでもらいながら、 
一緒にコミュニティを育てるビジネスの方が 
これからの時代には合います。 

しかも、 

誰もが始められます。 

一昨年５月に募集を開始したボレットクラブも 
参加者の方々が続々成果を出し始めてます。 

既に何十万人という読者を抱えている方が 



参加されていたり、元自衛官とか、 
有名な治療家とか、田舎の方とか、 
奥さんに軟禁されている方とか、、 

他にもアーティストや格闘家、工務店社長に 
ママ、弁理士、トレーナー、年商17億円社長、 
塾経営者、上場企業部長、医師、海外在住者 
など多彩な顔ぶれです。 

個性豊かな方々ばかりで 
僕の方が毎回、勉強させていただいてます。 

ボレットクラブで教えてる内容は 
コミュニティを構築することで、 
安定収入を得るのが主な目的です。 

僕自身も、100人規模から、1,000人規模まで 
色々なコミュニティ構築のお手伝いをして、 
現在進行系で経験を積んでいます。 

最初は100人とか1,000人とか目指さなくても 
月5,000円の会費で10人集めれば、 
毎月5万円の収入です。 

会費も数千円から数万円まで、 
内容に応じて自由に変えることができます。 

なので、実は収入は青天井です。 

ただし、当然のことなのですが、 
お互いに 

真剣に取り組む為にも、 
参加費はいただきます。 



ですが、それ以上の価値は提供しますし、 
３ヶ月と言わず長い付き合いを 
したいと考えています。 

何かを始められない、停滞しているなら、 
90日と時間を決めて僕の力を借りながら、 
一緒に推し進めてみませんか？ 

日程が合わない人が多ければ、 
別日程も追加する予定ですし、 
東京、大阪以外にも、 
お客さんがいる地域にお伺いしています。 

現時点でパリとコロンビア在住の女性、 
セブ島、ハワイ在住の男性が 
参加して下さってます。 

そして、セブ島、ハワイには会いに行き、 
パリは一昨年、コロンビアは昨年２月に、 
他の参加者と共に訪れました。 

１つ言えることは、 
何か物事を進めていくときには、 
他の人の力を借りる方が圧倒的に早いです。 

それは僕でなくても構いません。 

ただ、可能であれば 
一方的にだけ教えを受ける関係ではなくて、 
双方向に会話が成り立つ関係がベストです。 

もしくは、僕の力を借りて売上を伸ばして 
さらに上の人(僕の先生)のコミュニティに 
所属する、のも良いと思います。 



どんどん 

上を目指して下さい。 

まとめると、 
以下の日程でセミナーを開催します。 

---------------------------------------- 
■2023年6月(終了後には懇親会を予定) 
□東京：6/9(金)14:00-18:00 
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 307号室 
https://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access3.html 

□大阪：6/27(火)13:00-17:00 
アットビジネスセンター心斎橋駅前 608号室 
https://abc-kaigishitsu.com/osaka/shinsaibashi/access.html 
---------------------------------------- 
■2023年7月(終了後には懇親会を予定) 
□東京：7/7(金)14:00-18:00 
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 307号室 
https://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access3.html 

□大阪：7/21(金)13:00-17:00 
アットビジネスセンター心斎橋駅前 608号室 
https://abc-kaigishitsu.com/osaka/shinsaibashi/access.html 
---------------------------------------- 
■2023年8月(終了後には懇親会を予定) 
□東京：8/17(木)14:00-18:00 
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 307号室 
https://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access3.html 

□大阪：8/29(火)13:00-17:00 
アットビジネスセンター心斎橋駅前 608号室 



https://abc-kaigishitsu.com/osaka/shinsaibashi/access.html 
---------------------------------------- 

+以降毎月フォローアップセミナー 
※地方、海外の方はお住まいの地域でセミナー実施 
(セブ、ハワイ、函館、青森、パリ、愛媛で実施済み) 
※上記日程で参加が難しい方は後の日程に振替可能 
※ライブ配信も予定してるので自宅からも視聴可能 
(リアルタイム視聴でなくても後ほど映像で確認可能) 

14:00-17:00にセミナーを開催、 
17:00-18:00は学んだことを実際に作業してもらい 
分からない点は即その場で解決します。 
※大阪は13:00-17:00の予定です。 

セミナーを聞いて、やるべきことが理解できても、 
家に帰ると、なかなかやらないものです。 

なので、最初の一歩をその場で踏み出してもらい 
加速をつけていただくことが目的です。 

終了後には懇親会も予定してます、 
同じ参加者や僕と交流を深めて下さい。 

ただし、参加者に合わせた話をするので、 
東京と大阪屋では別の話をします。 

なので、全部の会場の映像/音声を配布しますし 
もし、日程が合わない場合は、 
別会場(例えば東京→大阪に参加)に振替や 
期間終了後でのセミナーに振替も可能です。 

※オンラインコースの方は映像/音声のみです。 

さらに、参加者の実力に差があり、 



これからビジネスを始める方や、 

かなり稼いでいる人も 
参加者にいます。 

なので、ゼロから始める方向けに 
音声を毎週、配信していきます。 

------------------------------ 
１ヶ月目：稼ぐ仕組みを作る(全４話) 
２ヶ月目：売れる商品を作る(全４話) 
３ヶ月目：セールスレターを作る(全４話) 
------------------------------ 

なので、音声を聞いて実践していただき、 
セミナーで細かい点を補う流れです。 

また、スカイプをして、 
個人個人に合わせた宿題を出していきます。 

さらに、メール相談は無制限で受付けます。 

また、海外セミナーや、国内の食事会、 
各種アクティビティなど『初体験』できる 
イベントも不定期ですが開催します。 

これは、コピーが上達する為には、 
『初体験』を重ねることが大事で、 
なかなか１人では体験できないことも 

大勢で企画することで 
初体験が増えます。 



もちろん、強制ではありませんし、 
90日が経過後もイベントを開催する際には 
お声がけさせていただきます。 

過去に開催したイベントは、 

・フエルザ ブルータ(FUERZA BRUTA) 
・サイトウパピコ セミナー＆アート教室 
・"安藤忠雄展-挑戦- 
・武術(システマ)講座 
・ドットアート教室 
・キングコング西野亮廣スペシャル公演会 
・AWANOJI SUNSET FES 
・荒木飛呂彦原画展/カメラを止めるな 

など、１人では行く気が起きなくても、 
僕や他の参加者と行くことで楽しめます。 

非日常を体験 



また、もう１つ忘れてたのですが、 
Facebookグループに招待します。 

　　　　　 
ノウハウや添削内容を共有 

参加者の横のつながりを作ると、 
目的がブレて、エネルギーが下がる傾向に 
ありますが参加者の方々が素晴らしいので 
用意して情報をシェアしてます。 

僕からのノウハウシェアがメインですが、 

・メルマガ登録誘導 
・メルマガ登録誘導２ 
・効率的に長文を書く方法 
・メルマガ登録情報 
・記事のネタ 



・締切効果 
・メラビアンの法則 
・セールス 
・セミナー会場 
・Google日本語入力 
・業務委託契約書 
・ゴール型とテーマ型 
・LANケーブル 
・集客の基本3ステップ 
・決済会社 

他にも、 

---------- 
・スワイプファイル(反応率が高いコピー集) 
・参加者のコピー添削 
・参加者の質問・回答 
・参加者の実践事例集 
・特別ゲスト対談動画 
・オススメ映画・漫画 
---------- 

など、コンテンツは日々充実させてますし 
他の方の成功事例も日々シェアしてます。 

月に１回はオンライン(zoom)でQ&Aを開催、 
直接、質問も受け付けてます。 

ま



た、毎月セミナーを受けて、 

ヤル気が出ても 
家に帰れば元に戻る 

ものです。 

セミナーの中では時間を取り、 
実際に作業してもらう時間を確保してます。 

でも、１ヶ月の残りの29日が、 
何も作業しないというのでは、 
あまり意味がないと思います。 

実際、僕もそうなので気持ちは分かります。 

コミュニティを主催して 
いちばん変わったのは誰かと言われれば、 
それは、主催者の僕なのです。 

なぜなら、教える前に実践する必要があり、 
やらざるを得ない環境に身を置くからです。 

だから、あなたにも自分のコミュニティを 
構築することで収入を得ながら 
成長する場を設けて欲しいです。 

自分には何が向いているのか分からない人も 
スカイプでアドバイスします。 

必要とするスキルや人材があれば 
ボレットクラブの中でマッチングさせます。 

なので、あなたのスキルや才能を 



埋もれさせず一歩、 

飛び込んで欲しいです。 

必ず、良い結果を迎えますから。 

まとめると、 

------------------------------- 
１.セミナー3回＋フォロー3回 
２.週1話の音声配信(全12話) 
３.スカイプ相談(初回60分、以降30分) 
４.180日間メール相談無制限 
５.初体験イベント各種案内(不定期) 
６.Facebookグループに招待 
７.月1回、ZoomQ&Aを開催(不定期) 
------------------------------- 

がメインコンテンツになります。 

メインというのは、 
またコミュニティを運営しながら 
要望に応じて、参加者と一緒に創り上げて 
いきたいと考えているからです。 

なぜ、このような形にしたのか、 
それは個別対応したいからです。 

いわゆるプロダクトローンチのお手伝いは 
数え切れない程してきました。 

最近では、説明会に5,000円程で誘導して、 
100万円近くのセミナーを販売されるのが 
主流になると思います。 



さらに個別指導を受ける為には、 

参加費だけで300万円 
チャージされます。 

そのやり方が悪いと思いませんし 
参加者は納得して申し込まれた訳ですから 
批判するつもりはありません。 

ただ、僕は個人個人で、 
状況が異なるのだから個別対応する方が、 
成果が出しやすいと考えます。 

僕自身、先生からは 
ある意味、個別指導を受けたので 
成果を出せたのだと思います。 

さて、参加費ですが前回と全く同じです。 

ただ、先行参加価格ですので、 
一定期間が過ぎると値上げします。 

参加費は30万円(税込33万円)です。 
(オンラインコースは15万円/税込16.5万円) 

ですが、３ヶ月目でセールスレターを作り、 
次の３ヶ月のフォロー期間で販売してみて、 

30万円を稼げなければ 
僕自身が書きます。 

つまり、30万円をお支払いただき 



30万円以上を稼ぐか、 
通常100万円＋25％をいただいていますが、 
無料でレターを書く、というオファーです。 

もう一度、内容を復習しておくと、 
ボレットクラブの内容は 

------------------------------- 
１.セミナー3回＋フォロー3回 
２.週1話の音声配信(全12話) 
３.スカイプ相談(初回60分、以降30分) 
４.180日間メール相談無制限 
５.初体験イベント各種案内(不定期) 
６.Facebookグループに招待 
７.月1回、ZoomQ&Aを開催(不定期) 
------------------------------- 

セミナー日程に関しては 

---------------------------------------- 
■2023年6月(終了後には懇親会を予定) 
□東京：6/9(金)14:00-18:00 
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 307号室 
https://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access3.html 

□大阪：6/27(火)13:00-17:00 
アットビジネスセンター心斎橋駅前 608号室 
https://abc-kaigishitsu.com/osaka/shinsaibashi/access.html 
---------------------------------------- 
■2023年7月(終了後には懇親会を予定) 
□東京：7/7(金)14:00-18:00 
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 307号室 
https://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access3.html 

□大阪：7/21(金)13:00-17:00 



アットビジネスセンター心斎橋駅前 608号室 
https://abc-kaigishitsu.com/osaka/shinsaibashi/access.html 
---------------------------------------- 
■2023年8月(終了後には懇親会を予定) 
□東京：8/17(木)14:00-18:00 
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 307号室 
https://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access3.html 

□大阪：8/29(火)13:00-17:00 
アットビジネスセンター心斎橋駅前 608号室 
https://abc-kaigishitsu.com/osaka/shinsaibashi/access.html 
---------------------------------------- 

+以降毎月フォローアップセミナー 
※地方、海外の方はお住まいの地域でセミナー実施 
(セブ、ハワイ、函館、青森、パリ、愛媛で実施済み) 
※上記日程で参加が難しい方は後の日程に振替可能 
※ライブ配信も予定してるので自宅からも視聴可能 
(リアルタイム視聴でなくても後ほど映像で確認可能) 

14:00-17:00にセミナーを開催、 
17:00-18:00は学んだことを実際に作業してもらい 
分からない点は即その場で解決します。 
※大阪は13:00-17:00の予定です。 

セミナーを聞いて、やるべきことが理解できても、 
家に帰ると、なかなかやらないものです。 

なので、最初の一歩をその場で踏み出してもらい 
加速をつけていただくことが目的です。 

終了後には懇親会も予定してます、 
同じ参加者や僕と交流を深めて下さい。 

ただし、参加者に合わせた話をするので、 



東京と大阪屋では別の話をします。 

なので、全部の会場の映像/音声を配布しますし 
もし、日程が合わない場合は、 
別会場(例えば東京→大阪に参加)に振替や 
期間終了後でのセミナーに振替も可能です。 

※オンラインコースの方は映像/音声のみです。 

全体の流れとしましては、 

------------------------------ 
１ヶ月目：稼ぐ仕組みを作る 
２ヶ月目：売れる商品を作る 
３ヶ月目：セールスレターを作る 
------------------------------ 

参加費は30万円(税込33万円)、 
またセミナーには参加せずに、 
映像とスカイプだけは15万円(税込16.5万円)。 

これは業界の半分から 
1/3の参加費 

で参加できるように設定してます。 

さて、コミュニティ名は、、 

「ボレットクラブ」 

です。 

僕が最初にコピーを学んだのがボレットで 



会社名にもしています。 

なので、思い入れがありますので、 
そのまま付けました。 

詳しい話は、また後日しますが、 
ボレットを書き続けてコピーが上達して、 
最初のコピーで5,000万円を売り上げました。 

なので、初心を忘れずに 
先生から学んだことを素直に続けてれば 
結果は必ず出る事実を忘れないためです。 

ただ、少人数限定にする予定で、 
さらに先行募集で申込みいただいてるので 
参加可能人数は、残り数名です。 

そして、 

お願いがあります。 

前回、募集した際に申し込みだけをして、 
何も連絡ない人が何名かいらしてました。 

もし何か事情があるのであれば、 
一言、ご連絡をいただけますと嬉しいです。 

または、どんなアップセルやバックエンドが 
あるのか見てみたい、というのであれば、 
申し込み後、何も売り込みしていません。 

なので、真剣に参加希望の方のみ 
申し込みをお願いいたします。 



支払方法は銀行振込、クレジットカード払い 
のどちらかを選択して下さい。 

また、分割も３回払いまで受け付けますが、 
１回払いを強くお勧めします。 

なぜなら、残りの支払いがあると気になり、 
コミュニティ作りに完全フォーカスできず、 

「他に良い方法があるのでは？」 

と安易なノウハウを探し始めてしまいます。 

しかし、色々な事情があることは 
十分、承知していますので『利息ゼロ円』 
での分割払いをご用意してます。 

ただ、１回払いを選択された方は 
個別コンサル(２時間)＋食事をお付けします。 
(Onlineの方はセミナー１回ご招待/期限なし) 

------------------------------ 
■ボレットクラブ(※オススメ！/１回払い、６回払い)  
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101 
※１回払いの場合、個別コンサル＋食事付 

■ボレットクラブOnline(１回払い、６回払い) 
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102 
※１回払いの場合、セミナーに１回ご招待 
------------------------------ 

また、 ご不明な点があれば、 
メルマガに返信する形でご質問下さい。 

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102


バーチャル家族を 
世界中に持ちませんか？ 

コミュニティを構築して、 
嬉しいことは世界中に家族ができたことです。 

もちろん、血縁関係はないですが 
お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、 
妹、弟、のような大切な存在です。 

うちは実際の家族関係も仲が良く 
両校な関係を保ち続けています。 

しかし、世の中には血を分けた肉親でも、 
必ずしも良好な関係を築いてる訳ではないと 
築いたのは随分、後からでした。 

ただ、無理に関係を修復する必要はない、 
と個人的には思います。 

あなたのエネルギーが奪われるだけなら、 
距離を保ち続けることも避けられません。 

あなたの人生です、好きにして良いです。 

ぜひ、ボレットクラブ、 
そしてあなたのコミュニティを構築して、 
自分が好きな人に囲まれる人生を送れば、 
大金を稼がなくても幸せな人生を歩めます。 

その一歩を踏み出して下さい。 

お会い出来ることを楽しみにしています、 
いつもありがとうございます。 



------------------------------ 
■ボレットクラブ(※オススメ！/１回払い、６回払い)  
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101 
※１回払いの場合、個別コンサル＋食事付 

■ボレットクラブOnline(１回払い、６回払い) 
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102 
※１回払いの場合、セミナーに１回ご招待 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

 

追伸１：  
なぜ、コミュニティ作りを押しているのか？ 

それは、一生の財産になるから、 
というのが大きいです。 

コピーライティングを始めとした、 
スキルを学ぶことは大事です。 

しかし、それを活かす場を構築することも、 
同じように大切なです。 

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102


例えばコピーライティングを学んだとして、 
クライアントを探すとします。 

もし、コミュニティをお持ちでなければ、 
１から探すのは本当に大変です。 

なぜか？ 

コピーライティングに限らず、 
クライアントを獲得するには、 
あなたに何らかの信用が必要だからです。 

僕が、前金100万円＋売上25％と 
強気で言えて、100万円をお支払いただくのは 
先生のFacebookで紹介されたり 
コンテンツに出ているだけで、 

『見えない信頼』 

があるからなんです。 

あなたも見ず知らずの人に対して 
100万円を支払うことは怖くないですか？ 

ボレットクラブも決して安くない金額を、 
先払いでお支払いただいています。 

これが可能になるのも 
コツコツと信用を積み重ねていて 
いるからに過ぎません。 

コミュニティを構築することには 
そのコミュニティに所属している方との、 
信頼関係を結べるのは当然です。 



さらに、コミュニティを運営している事実で 
信用が得られるのです。 

------------------------------ 
■ボレットクラブ(※オススメ！/１回払い、６回払い)  
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101 
※１回払いの場合、個別コンサル＋食事付 

■ボレットクラブOnline(１回払い、６回払い) 
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102 
※１回払いの場合、セミナーに１回ご招待 
------------------------------ 

追伸２： 
いま、お仕事をいただいたり、 
ボレットクラブの参加者にも、 
当時のコミュニティの方々が多いのです。 

20年近くが経過した現在でも。 

つまり、あなたは自分のコミュニティを、 
持つことで、そこから収入は無限に 
生み出すことが可能なのです。 

『会費』はあくまでオマケです。 

コミュニティづくりを覚えたら、 
あとは、そのコミュニティに参加してる人の 
プロジェクトをお手伝いする。 

そして、歩合でフィーをいただく。 

もしくは、自分のコミュニティで 
自分のコンテンツを販売する。 

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102


自分にスキルがない分野でも、 
その分野のプロを連れてくれば良いだけです。 

例えば、あなたが催眠術を学びたいのなら、 
一緒に学ぶメンバーをコミュニティで募集、 
あなたも生徒として学べます。 

そうしてコミュニティが進化を続けます。 

取り組むのは早ければ早いほど 
大きくするのが楽になります。 

雪だるまを転がすように 
どんどん大きくなり続けるものだからです。 

あなたの参加をお待ちしてます。 

------------------------------ 
■ボレットクラブ(※オススメ！/１回払い、６回払い)  
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101 
※１回払いの場合、個別コンサル＋食事付 

■ボレットクラブOnline(１回払い、６回払い) 
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102 
※１回払いの場合、セミナーに１回ご招待 
------------------------------ 

追伸３： 
もちろん返金保証もお付けいたします。 

ボレットクラブで参加費以上を稼げない場合、 
僕が、無料でレターを書くとお伝えしました。 

万が一、それでも結果が出ない場合には 
参加費、全額をお返しするのでご安心下さい。 

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102


つまり、あなたにはリスクはないです。 

------------------------------ 
■ボレットクラブ(※オススメ！/１回払い、６回払い)  
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101 
※１回払いの場合、個別コンサル＋食事付 

■ボレットクラブOnline(１回払い、６回払い) 
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102 
※１回払いの場合、セミナーに１回ご招待 
------------------------------ 

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=101
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=kzkb&formid=102

