
Master Account Planning(全ツイートまとめ) 

～9 月プロモーション 月収 500 万円を達成するまで～ 

１ 情報発信の優先順位を誤ると、商品はマジで売れなくなります 価値提供ができ

て初めて、貴方の価値観に耳を傾け共感し、ファンになってくれるので、 要は自分

に価値を提供してくれない発信者の価値観やストーリーはそもそも"耳に入らない"

ということなんですよね 情報発信者は当たり前に認識すべき 

 

２ 自己投資額を権威性に使う人が多いんですが、額はぶっちゃけどうでも良いん

ですよね。 ただしょうもない教材複数かって投資額 100 万よりも、実績者に 100

万払って全知識を継承してもらう方が、圧倒的にリターンはデカいです。 稼げてる

人は自己投資の仕方も上手いんですよね。 

 

３ 売上伸ばしたかったら 『購入者に欲しい商品のアンケートを取る』『LINE や

Twitterで欲しい商品を聞く』等「買ってもらえる理由」を探るのも大切なんですが、 

未購入者に「買わなかった理由」をもらう、これ重要 非購入理由を潰せば売れない

理由は必然的に消える ライバルと差をつけたい方は是非 

４ 最短で成果を出したいなら TL で他者の事例を数多く知ること ・この序文で商

品がバカ売れした ・この売り方で売上倍増した ・これやって反応率変わらなかっ

た ＋要素も−要素も参考になるもの全てスクショして自分のセールスに活かす、こ



れやると売上額が劇変するのでまじでお勧めです。 

 

５ 売れてる人って無料コンテンツからフロント、バックエンド商品を売るまでの

導線にタネと仕掛けが絶対にある。 本当に売れるようになりたきゃ、商品買って終

わりじゃなく、販売までの『過程』を勉強する必要がある。 僕が 1 ヶ月で 300 万

達成したのはとにかく売れてる人の販売"過程"を見まくったから 

 

６ セールスレター書く時絶対やるべきことなんですが、 人間の感情は『得する喜

び』<『損する痛み』の方が大きいので、 買ったら得するということに加えて、"買

わないと損する未来"を具体的に教えてあげると反応率は爆上がりするんですよね。 

手にしないによる恐怖を自覚させてあげるべし。 

 

７ 々教材買ってるのに未だに自分の商品作れない人、稼げない人は実績者の

Twitter全部遡って日々の発信内容や、どんな無料教材を配置して集客したか、有料

教材はどうやって販売したかを確認すると『模範回答』が知れます そこらの教材買

うより有益な情報入るし、頭一つ抜けたきゃこれくらいやって当然 

 

８ 新卒営業マンの時、結果も出してない先輩から「新人賞取れ」って言われたけ

ど何も響かなかった。 でも普段僕にロープレ指導や営業同行してくれたメンター

に「新人賞目指そう」と言われた時は「目指す！」となった。 何が言いたいかって



人は『価値を提供してくれる』人の言う事しか聞かんということ。 

 

９ 権威性さえあれば人を思考停止状態にして動かすことができます 僕自身世界

的アイドルの BTS が好きなんですが、BTS が GUCCI の服をよく着るので、僕も迷わ

ず GUCCI の服買っちゃうんですよ だから権威になる肩書が有れば出すべきだし、

権威がなければ他人の権威に乗っかって発信するだけで商品は売れる 

 

１０ 僕のフォロワーさんは知識投資に貪欲で、行動がめちゃくちゃ早い方が多い

から僕から得た知識をすぐ吸収しようと相談や質問をくれる 僕たち発信者は『知

識の差』で商売をしてる以上、先行投資して他人より知識を増やすこと。他人より

も知識を多く得ようとする姿勢 これがある人は確実に成功します 

 

１１ 『0→1 突破ウェビナー』限定公開ですが、もうすぐ 1300 回再生です。 そこ

らの 0→1ノウハウとはワケが違うので「見た人」と「見てない人」の実力差がえぐ

いことになっています。 少なからず僕がウェビナーで話している内容を知らなけ

れば、コンテンツビジネスで稼げることは無いかと。 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1421427168509194241?s=20 

 

１２ 『マジで独り占めしたかったです』 7/19 からこのアカウントを動かし、 わ

ずか約 1 ヶ月で 300 万の収益を達成 僕が"ひた隠し"にしてきた そこらのコンサル



に数十万払っても知れないであろう一流の知識を【ワンコイン】で 『ライバル達を

一瞬でぶち抜く』 ウェビナー公開です 

https://t.co/ofLjQrgXMx?amp=1 

 

１４ コレわかってない人多いんだけど たった数円でも初めて自分の力で稼いだ

瞬間が誰しも 1 番嬉しいので 貴方が「初めて稼がせてくれた人」になると相手は

熱狂的なファンになる すると貴方から「もっと学びたい」となり、貴方の商品を

次々買うようになる 100 の有益より 1 の成功体験を与える方が強い 

 

１５ 継続的にめっちゃ稼いでる人たちって ・無料相談 ・高額コンサルオファー 

➡︎成約 ではなく ・無料相談(すら勝手にされる) ・鬼アドバイス ➡︎相手方からコ

ンサル依頼 絶対この構図なんですよね。 価値提供＆価値観教育による"ファン化"

も科学されたやり方があって 知れば誰でも後者になれる 

 

１６ 固ツイの『ライバルを一瞬でぶち抜くウェビナー』ですが今回利益は完全度

外視で出しました。 なんでかって認識誤ると"終わり"な重要ポイントなのに誰も教

えてくれないから。 "500 円"だけ貰ってるのは、 皆自分の意思でお金を払って「良

い」と思った事は行動に移せるから。 正しい方向で努力です 

 

１７ぶっちゃけマーケティング、ライティング、セールスとか本屋に行けばいくら

https://t.co/ofLjQrgXMx?amp=1


でも情報は転がってる 情報発信で稼ぐなら貴方のマーケティング、ライティング、

セールスを学びたいと思ってもらえないと売れない 自分の考えや経験を取り入れ

て発信しないと「貴方から学びたいと」と思ってもらえないですよ 

 

１８ 感情保存ってめっちゃ大切で、 自分が「この人のファンになった」「この人

から学びたい、コンサル受けてみたい」って思った時「何でそういう感情になった

のか」を忘れないうちに必ずメモる癖をつける 感情が動かされた理由や原因を見

つけて、自分もお客に同じことをするとファンを作りやすい 

 

１９ 今回のウェビナー見てくれた方は分かると思うんですが、少額でもめちゃく

ちゃ学びや気付きありましたよね 新しい知識を得て『脳が喜んでる状態』の時にす

ぐ実践して知識定着するとえぐいスピードで実力着きます 【知識投資➡︎実践】こ

のサイクルを高速で回すとあっという間に月 100 万くらいはいく 

 

２０ 僕の中にはツイート＝コンテンツって言うマインドがあって、 そのメリッ

トの高さからスクショ保存されるようなツイートをする気持ちでいるんですよね。 

ぶっちゃけ、日々の発信が有益で面白いもの、学びになるものであればファンは必

然的に増えて行くし、期待感だけで商品は買われていきます。 

 

 

 



２１ 「○○とは～」みたいな Wikipedia 的発信をしちゃいがちなんですが、知識や

情報自体に人を動かす力は無いんですよね。 自分の考えや経験を取り入れて発信

しないと「あなたから学びたい」と思ってもらえない。 『あなたから学びたいと思

われる構図』を作らないと 100%お金は発生しないです。 

 

２２ どんなビジネスでもファン化できると単価度外視で商品が売れる 新卒の時、

飛込訪問で出会った余命迫る 70 代お婆さんが僕から 2000 万の家を買ってくれた 

死後、娘さんが言ってたけど 「あの子から家を買ってあげたい」 といつも言って

いたと 当時は自覚無かったが、今振り返るとその重要性が身に染みる 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1434493538503311363?s=20 

 

２３ 超悪魔的方法なのですが、初心者が既存商品をリメイクして商品力を最大ま

で引き上げる裏技です ①自分が作ろうと思っているコンテンツと同ジャンルの有

料教材を複数購入 ②少しでも「ん？いらなくね？」と思ったところは省いて「有

益！」と感じたところだけ融合させる 攻撃力 MAX の商品が爆誕します 

 

２４フロントエンド商品を『バックエンド商品への繋ぎ』と考える発信者は消えて

く 有益な発信者が増えてるので『手が届きやすい価格なのに強烈な感動を引き起

こすモノ』じゃないと負けます 金儲け思考の人はバックエンド商品 ＝高額商品を

https://twitter.com/oryu_ro/status/1434493538503311363?s=20


売ると考えるが、 ＝「お客との深い関係性を築くモノ」です。 

 

２５ 最もローコストで知識をつけるのって、 『この人』と決めた人の教材だけ買

って、その人のツイートだけ全部遡ったり販売導線に入って研究するんですよ。 そ

したら邪念無く、その人の知識とか販売方法浮き彫りになる あちこち行くからど

の知識が正しいのか判断がつかず時間もお金も浪費する 

 

２６ 運用 1 ヶ月で 300 万くらい稼いで思ったのはマジで『爆発的に売れててこの

人目指す』って自分がファンになった唯一の人の知識しかいらねーってこと。 だっ

てその人売れてるんだから、その人だけ徹底的に研究して自分も同じことすれば絶

対稼げるようになれるやん...!. これ真面目に最速で成果でます。 

 

２７ 限定性・緊急性を突いた売上を最大化する販売方法教えますね。 ▶︎例えば

5 日限定で売る。 ▶︎販売停止して売切れ状態を作る ▶︎その間購入者の感想を RT

しまくって未購入者の購買意欲を掻き立てる ▶︎数日後、また 5 日限定で再販 ヒ

トは皆買ってるモノが欲しくなる。 これはマジで強力です。 

 

２８ 自分語は普段しないですが、僕ってかなりお節介焼きです 弟達がいること

が起因してるのか、どこに行っても後輩に好かれるんですよね。恐らく面倒見が良

いからかもですが 個人で事業する場合、サポートがないと大手やライバル達と差



別化できない今、サポートが苦じゃない僕はラッキーかもしれません 

 

２９ 2013 年に TBS が放送した『半沢直樹』あれイチサラリーマンの逆転劇を発

信して、世の中の働く父親達を共感させて、えぐいファン化したんですよね。 その

結果、半沢直樹のグッズどころか半沢直樹の饅頭ですらバカ売れしたんですよ。 何

が言いたいかって、ファンならマジで何でも買ってくれるってことです 

 

３０ 商品は取り敢えず市場に出してみる主義は間違ってないが、 『自分史上 1 発

目に出す商品』はその後の自分の印象を決定付けるので、とにかくこだわるべきで

すね。 ○価格:安、内容:濃 ○価格:高、内容:濃 これは OK ×価格安、内容薄 ×価格

高、内容薄 をやると、ダメ発信者の烙印押されて終わりです。 

 

３１ 『洗脳』は"無条件に思い込ませる"ことなんですが、ビジネスで真に必要な

のは【価値観の教育】なんですよね。 価値観の教育は、理由をつけて『共感』して

もらうので超合理的ですし、 人は『共感』すると、その人の『ファン』になります。 

だからビジネスでは『洗脳』<『価値観教育』なんですよね。 

 

３２ 1 日 20 キロチャリこいで飛び込み訪問して罵倒されたり警察呼ばれた泥沼

新卒住宅営業時代に、1 人のお婆さんが死に際に僕から 2000 万円の家を買ってく

れたのは、今思えば"僕のファン"でいてくれたから。Twitterでのコンテンツ販売も



同じ。 いかに"ファンが重要か"がわかります。 

https://t.co/Lp0WWo49Ow?amp=1 

 

３３ "自己流"で"不安定"するより "実力"で"安定"する。 実力をつけたいなら、 実

力のある人の知識を得よう。 実力のある人の真似しよう。 実力のある人に聞こう。 

っいう実力至上マインド超重要です。 なんでかってこれが最短で実績を出せる最

短ルートに繋がるから。 

 

３４ お客さんって商品を買う時、商品の機能的価値より「私にあうかな？」「私こ

れ使ったらどうなるんだろ？」ってことが 1 番知りたいんで、 ▶︎再現性を証明し

てあげる ▶︎購入後の未来を見せてあげる この２つさえやってあげれば、マジでど

んなものでも売れていくんですよね。 

 

３５ 『無料教材』こそ一撃でファン化させられるものを置いておく そしてどんな

無料教材でリストを取ろうとも、公式 LINE 登録時応答メッセージで一撃でファン

化させる無料教材が必ず受け取られるよう仕組む "一瞬でファン化"しないとすぐ

他の発信者に見込客取られます 『ファン化包囲網』は作って下さい 

 

３６ その発信者が【ホンモノ】かどうかって無料コンテンツ見れば一瞬でわかる

んですが、 この大好評の『0→1 突破ウェビナー』は本質的すぎる知識話しまくっ

https://t.co/Lp0WWo49Ow?amp=1


てるので、一回でも見ておくと、 「あ、この人すごいな」 「この人、ダメだな」 

みたいなのが一瞬で判断できるようになるんで面白いですよ。 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1435568073797300225?s=20 

 

３７ 最近有益な発信者が増えて質の良い情報が誰でもすぐ手に入るんで、発信を

受け取る側も賢くなってきてるんですよね。 だから知識投資せずに自己流でやっ

てる発信者って周りからしたら、 「あ、この人知識無いな」 って一瞬で足切りさ

れてます。 知識をつければ、自分の無知に気づけますよ 

 

３８ みんな作業に夢中になりがちなんですが、ぶっちゃけめっちゃ遠回りです。 

十分に知識つけずにつくるツイートやコンテンツって内容薄くなりますし、これ稼

げてない人がマジでやりがちです。 知識つければ売れる商品とか、どうやったら売

れるとかわかるようになるんで、無駄な作業時間が無くなります 

 

３９ 『0→1突破』にも 2 通りあって❶リプ・いいね回りで集めた"友達的"フォロ

ワーにコンテンツを売る❷見込客を集客＆ファン化してコンテンツを売る。ぶっち

ゃけ❶で『0→1突破』すると「これは俺の実力」と勘違いして本質を学ばないので、

一時的に「低単価」で商品は売れるが「継続」できず消えていきます 

 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1435568073797300225?s=20


４０ 無料コンテンツでただ単に『リスト取り』することに終始してたら全く意味

がない。 無料コンテンツで如何に『成功体験』を与えられるかがめっちゃ重要です。 

成功体験があるからこそ信頼され、 「この人から学びたい」と思って もらえて結

果、商品が売れるようになるんですよね 

 

４１ 誰かに相談してアドバイスをもらった時、 ①アドバイス通りにやらない人 

②アドバイス通りにやる人 ③アドバイスの一歩先をやる人 ①は論外なんですけ

ど、②と③の差では獲得できる収益に圧倒的な差がでます ③は教える側にも好か

れますし、無料でコンサル級のアドバイスも貰えたりするんですよね 

 

４２ 僕は教材に関するクレームは一切無しですが 普遍的に通用するよう抽象度

高めの内容だと稼げない人が出て詐欺と言われ 初心者でもわかるように具体的に

すると、値段の割にこんなもんかと悪態をつかれる こういう事態を回避するには、 

見込客の中からターゲットを予め絞って商品を届けるだけです 

 

４３ 某中堅アイドルグループ(テレビに出れるレベルではない)のクラウドファン

ディング生ライブ観てたんですけど、 リターンはもちろん VIP 級だけど 1 発 100

万のぶちこん出る人いて驚愕した 結論エグいほどのファン化ができると単価なん

か度外視で「貴方だから」という理由だけで商品って買われるんですよね 

 



４４ 無料コンテンツは他人から「超有料級」の言われるものを作ってください 自

分で有料級！と表現しがちなんですが、有料か否かの価値判断は閲覧者にしてもら

うことです。 第三者に有料級と言ってもらい速攻で周知していけば、無料コンテン

ツの価値は高まり、有料商品も期待感だけで買われたりします 

 

４５  ぶっちゃけ次に続く"ゼロイチ突破"じゃないと意味が無いんですよね 

「Brainアフィで稼いだ」→「その方法教えます」なんてのは無料で情報回りすぎて

るし、次に続かないんですよね 自分で商品作ってゼロイチ突破できれば、次はいく

らでも続く 知識つけて自力で商品作って売ってください 

 

４６ 勘違いしてる方多いのですが、 『パクる』と『リメイク』は似て非なるもの

ですよ。 自分の買った教材に自分の意見では無く、自分がお金を払って得た有益な

知識を盛り込むのです。 【更に良い要素をプラスして出す】 これがリメイクです。 

 

４７ 超大前提なんですが今や有益情報や有益な発信者が溢れてるから 「貴方か

ら学びたい」と思われないと当然商品はもう売れない時代なわけです。 「この人私

より知識持ってるな」と思われると「貴方から学びたい」という構図になるんです

よ 要はおはツイ、リプしてる暇があるなら知識つけろってことです 

 

４８ 短で確実に稼ぎたいなら、シンプルに『最速で行動』するだけ 僕は他の方の



教材読んで「いいな！」という部分が出てきた瞬間一旦読むのをやめてでも即自分

にプラスする作業する。アドバイスされて良いと思ったことはその場で即実践 瞬

間風速的に行動するだけで収益はいつのまにか爆上がりします 

 

４９ これだけは知っておくべきなんですが ▶︎モノを持ってるか否か ▶︎技術を

持ってるか否か ▶︎知識を持ってるから否か これらの「差」がお金になり必ず稼ぐ

側は「持ってる側」なんですよね でお金を払えばその「差」を埋められるシステム

なんで稼ぎたきゃ投資してまず「持ってる側」になって下さい 

 

５０ 多くの人が『ファン化』の方法を知らないからマジ勿体無い事になってる。 

フォロワーやリストは増えてるのに商品全然売れないみたいな事態が発生し過ぎ

てる 売上を上げる為に絶対に抑えとくべきはファン化です どんなに良いノウハ

ウや知識を持ってても、他の発信者にお客を取られたら終わりなのです 

 

５１ 人ってマジで脳死状態大好きだから権威性は出した方がいいです 権威性＋

ファン化になるともはや無双状態 僕は信頼している歯医者に「今回コレ歯石取り

やった方がいいですよ」って言われる即 YESをだしてしまう ↑のように「この人の

言うことだから間違いない」となれば情報発信は無双状態になれます 

 

５２ マジで早く実績を出したいなら色んな人のノウハウをつまみ食いせず 『1ヶ



月でいいから 1 人の人が出すノウハウだけに絞って集中する』こと 売れてる人 1

人の発信内容、商品、導線全部研究したら何で売上が上がるか嫌でもわかる あれこ

れ手出しするノウハウコレクターで成功してる人見た事無いですね 

 

５３ 実績者の数万とかする教材は、そりゃ高値じゃ無いと出さない希少で質の高

い知識だらけ。 だけど皆値段にビビって買おうとしないから、僕だけその質の高い

知識を振りかざして無双できるんですよね 皆この事に気付けず質の低いノウハウ

をちまちま買うから時間も、そして最終的に金も無駄になります 

 

５４ 『希少性』を利用すれば利益が何倍にもなるって話で アイドルの追っかけや

ってる子に小さいライブに連れてかれたのですが、現地に着くのが遅れペンライト

が売切れてた なので複数本持ってる人に話しかけて通常価格の 2 倍お金で譲って

もらった 希少性は本来の値段以上の価値を演出できるってことです 

 

５５ 知識投資しろと何度も言われるとうざいと思うので、その後の未来だけクソ

わかりやすく語ります ▶︎実績者の高単価教材で皆が普通では手に入れられない知

識 GET ▶︎惜しげもなくツイートで披露 ▶︎「え、この人めっちゃ有益、、この人か

ら学びたい！！」って人続出 ▶︎自分の商品が売れる 以上です 

 

５６ 集客、教育、販売この 3 つに目が行きがちなんですが、 僕はファン化するこ



とにめちゃフォーカスした結果、1 ヶ月弱で 300 万収益化した。 フォロワーも自分

より遥かに多い人よりも短期間で利益出てるし「買わせて下さい」と求めてくる人

が多くいる 楽したいなら”ファン化"を徹底的に学んで下さい。 

 

５７ めっちゃ勘違いしてる人多いんですが "ファン"は「glve してくれてありがと

う」と自分を慕ってくれる人のことじゃないですからね？ 「貴方だから」と思考停

止状態でお金をかけてくれる人が"ファン"です。 ここの認識を誤るとビジネスでは

大きく収益化は絶対にできないので今のうちに覚えてください 

 

５８ これだけは伝えたいんですがノウハウコレクトするだけでは絶対稼げない 

▶︎徹底的に真似する人 1 人決める ▶︎ツイート内容から教材、販売動線まで徹底的

に研究 ある程度自分の"発信スタイル"を確立した後他発信者の必要な部分だけを

自分に付け足す まず下書きして後から色を付ける、当たり前のこと 

 

５９ 勘違いしてる人めっちゃ多いですが、 Twitter でフォロワー数やインプ、い

いね数を稼ぐツイートに価値は全くないです。 過去のツイートを遡って見てもら

える程の有益情報を発信して、読み手が手軽に学べる場所を作ることに意味がある。 

自分のツイート＝有料コンテンツのマインドを持ってください 

 

 

 



６０ 正直言うと、 有益な発信者がゴマンといるので、集客、教育、セールスやラ

イティング、いくら学んでも『貴方から学びたい』と言ってくれる"ファン"がいな

いと、発信も見られなければ、学んだ知識も買ってもらえず全て水の泡です。 逆に

ファン化さえ学べば、どんな知識でも売れていくんですよね。 

 

６１ 本当に勘違いしてる人多くて 他人のノウハウをリメイクして販売するのは

立派な商法ですが 自分がそのノウハウを実践して効果を得ないと、セールスレタ

ーに自身の経験や実績を盛り込めず、ただパクって売るだけでは全く説得力が出な

いし、結果売れません 何度も言いますがパクりとリメイクは全く違う 

 

６２ 人の 3 倍は行動するっていうマインドが僕にはあって、 アカウント運用開

始した 7/19 から土日はお盆安み以外ずっと休まずビジネスして、お盆休みの旅行

中も友達が寝静まった夜中、PC 出して『仕組み化レシピ』の執筆してた 正しい知

識を身につけて後はひたすら行動。成功は正しい努力の母数に比例します 

 

６３ これさえやればエグいスピードで成長できるよってのが 『休日 1 日丸々使

って目標とする人のコンテンツを"全て"網羅すること』 ツイート、セールスレター、

商品、動画、ブログ...etc 僕も過去にコレやって、実績者の思考やノウハウを 8 割く

らい頭に叩きこめて、残り 2 割は金払って知識で埋めました 

 



６４ 最近すごく思うのは、 リスト化からファン化までのスパンをめっちゃ短く

して、すぐ購入者になってもらうのって超重要だなと 購入者になってくれたら、自

分の情報も見られやすくなり、バックエンドの商品も買われやすくなるんですよね 

ダラダラ教育してる暇なんてない 他の発信者にお客とられます 

 

６５ 僕の Brain『仕組み化レシピ』をご購入頂いた方は 250 人以上いますが冗談

抜きで【大正解】です あれはコンテンツビジネスで成功するための 1 番入口の部

分を書いたんですよね 購入した方は、一読しただけで『成功者側の入り口』に入れ

たってことです 最初に入り口間違えるとその後全て失敗に終わります 

 

６６ 何で僕が『ファン化』が大事と言うのかって めちゃ楽になるから、それだけ 

ファン化が出来ていれば別に売り込まなくてもただ売りますって言うだけで他の

発信者度外視で売れていくしセールスが無くなる 世の中のクソ儲かってるビジネ

スって全部お客さんが能動的に欲しくなって買う構図です 

 

６７ めっちゃ単純なんですけど、 おはツイとかリプ周りしまくってる人から「知

識を学ぶためにお金を払うこと」ってしますか？ コンテンツビジネスって「この人

から学びたい」って思われないと、商品は買われないんですよね。 コンテンツビジ

ネスで稼ぐならいかに早い段階でこの事に気づけるかが鍵 

 



６８ 商品販売する時に『特典』つけると思うんですが、 例えば AKB は握手会参

加券という『特典』を付けることにより、熱心なファンが同じタイトルの商品を複

数買うように誘導してたから、物販売上がえぐかったんですよね。 何が言いたいか

って特典は『それ自体で欲しくなるもの』を必ずつけろってことです 

 

６９ 色んな発信者の導線見てきたけど『見込客を購入するよう行動させる』とい

う視点が欠けてる人が多い ▶︎今しか買えない ▶︎買わなかったら後悔する ▶︎買

っても損する可能性は低い ▶︎買ったら素晴らしい未来が待ってる これらを理由

付けしてわからせてあげると、購入率はグーンと上がります 

 

７０ ファンって本当に単価度外視でその人にお金をかけるのだなあと今になっ

て強く思います。 僕の新卒住宅営業マン時代の実話をブログで書いてます ストー

リー的にもかなり面白いと思うので、スラスラ読めます 『ファン化』がいかに重要

なものか、 実感できると思います。 

https://t.co/CF3YYZFgIZ?amp=1 

 

７１ 【本日 20 時公式 LINE 限定動画配信】 

"ファン"＝リプやいいねで自分を慕ってくれる人 

 

ではありません 

 

ビジネスでいう"ファン"とは何なのか？という事について動画解説します 

 

こういう本質的な部分を知らないと一生稼げないので稼げるようになりたい人は登録しておい

https://t.co/CF3YYZFgIZ?amp=1


て下さい 

 

https://lin.ee/0aN66x7 

 

７２ レペゼン地球結構好きで LINE LIVE とかたまに見てるんですが、 普通に一撃

50,000 円の投げ銭とか飛び交ってる。 結論エグいほどのファン化ができると単価

なんか度外視で「貴方だから」という理由だけでバンバンお金落とされるんですよ

ね。 稼げる人は確実にビジネスでもこの構図を意図的に作っている 

 

７３ 「パクってるだけなんだとこれで良いんですか？」って聞く方、 そう思うっ

てことは本当にパクるだけで終わってます。 パクりだけで終わる人って『知識』と

知識を元に行動して得られる『経験』が圧倒的に足りてないんですよね。 これらが

不足してる発信者って説得力全然無いしマジで短命です。 

 

７４ 当たり前ですが フリマで「どうぞ無料で取って行って下さい」って言われて

GET したものって大体値が付かないし、転売したとしてもかなり少額ですよね。 で

も有料で買ったものって高値で転売できますよね。 コンテンツビジネスはまさに

コレ。 無料で無料レベルの知識をいくら集めても稼げんのです。 

 

７５ 『物』は数量があるので、1 個だけ 5 万の物を買って転売しても大した利益

にはならない でも『知識』は数量が『∞』なので、 1 つ 5 万の知識を買えば、自分

https://lin.ee/0aN66x7


が売る時に 10 万、100 万、1000 万にもなる だからコンテンツ販売って初期投資し

て知識多く仕入れたモノ勝ちです この本質を理解しないから稼げない 

 

７６ 【重大告知】 8/14 に初商品リリースしてから現在 450 万まできました 今回

は本来なら数十万積まれても公開しない僕の裏側を全て暴露する企画をやります 

僕が超速で稼げる秘密を知れる "最初で最後の企画"です 明日 20 時無料ウェビナ

ー開催 先着 20 名の特典もあるので "通知 ON"にしてお待ち下さい... 

 

７７ 【公式 LINE 限定動画】 

"ファン"＝リプやいいねで自分を慕ってくれる人 

 

ではありません 

 

ビジネスでいう"ファン"とは何なのか？という事について動画解説します 

 

この本質的な部分を知らないと一生稼げないので稼げるようになりたい人は 

公式 LINE で「半沢」と打ってください 

 

http://lin.ee/0aN66x7 

 

 

 

 

 

http://lin.ee/0aN66x7


７８ 【本日 20 時～無料ウェビナー開催】 僕は 7/19 にこのアカウントを運用し

てから「商品の営業」もしなければ「コンサルのオファー」もしてません。何もせ

ずとも『お願い』と言われるのです Twitterで発信してるだけで『お願い買わせて』

と"単価度外視"で商品が売れる 今回はその秘密を暴露する企画です 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1439152430906753027?s=20 

 

７９ 『圧倒的ファン化ウェビナー』 8/14 に初商品リリースしてから現在 450 万

収益化しました 本来なら数十万積まれても公開しない僕の裏側を全て暴露します 

僕が超速で稼げる秘密を知れる 『最初で最後の企画』です 「お願い買わせて」と

言われる世界へ RT or いいね頂いたフォロワー様へ DM にて動画配布 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1439182518922760196?s=20 

 

８０ "ファン化"が出来ないとセールスしても売れず毎月売上が安定しないんです

よね。 意図的に"ファン化"ができると『狙って』売上を立てられるし、何より Twitter

で発信してるだけで「買わせて」と求められるからセールスしなくても商品売れて

いきます だからファン化ってビジネスでは【最高級技術】です 

 

８１ 9 月 25 日リリース予定の 『Master Account Planning』ですが ファン化ウェ

ビナー視聴後、事前購入予約者が 20 名を超えました。 現時点で購入したい or 興

https://twitter.com/oryu_ro/status/1439152430906753027?s=20


味あるって方いたら DM にください。 事前購入者限定の特別価格や特典など、意

思決定が早ければ早いほど得をするシステムにしてます。 

 

８２ 正直、ファン化の Twitter 運用覚えたら 企業案件だって取れます 期の予算

があり、最短で利益を上げないといけない中、自社の商品を買ってくれるファンを

作るのに、莫大なお金をかけて広告に頼るしか考えがない 広告費をかけず見込客

だけに最短でリーチする Twitterファン化運用はかなり欲しがられます 

 

８３ 「なんか売り上げが安定しないな」 「フォロワーもいて、リストもあるのに

全然売れない」 こういう人は確実に見込み客を「ファン化」出来ていないからなん

ですよ。 つまりは「この人から学びたい」「貴方の商品だから買いたい」とお客さ

んに思われていない可能性がめちゃくちゃ高いです。 

 

８４ 僕たちが追うべきものは、フォロワー数、いいね数、インプレッション数で

はなく【売上】なんですよね いいねとかリプをくれ慕ってくれる人をファンと誤認

すると、売上が上がらない落とし穴にはまります 作るべきファンというのは「貴方

の商品だから」と思考停止状態でお金を落としてくれる方々です 

 

８５ ヒトはコストをかけたモノに対し価値を高く感じる習性がある 女子が男に

貢いだり、世話をしてると男の価値が勝手に高まるからその男を溺愛し、晴れてヒ



モ男が完成する たとえ無料コンテンツを渡すときでも、LINE 登録、RT、感想 RT な

どコストをかけさせることで、コンテンツの価値は勝手に上がります 

 

８６ 朝なので言いますが、 おはツイとかリプ周りしまくってる人から「知識を学

ぶためにお金を払うこと」ってしますか？ コンテンツビジネスって「この人から学

びたい」って思われないと、商品は買われないんですよね。 この事に早い段階で気

づかないとコンテンツビジネスで稼ぐのは"絶対"不可能です。 

 

８７ どんだけノウハウ詰め込んで強力な商品作っても「この人から学んでみたい」

って思ってもらわないと商品は売れません。 自分の商品をお金を払って買っても

らいたいんだったら、 「あなたから学んでみたい」「あなたから商品買いたい」と

思ってくれるファンを「意図的に」作ることがマジ重要です。 

 

８８ これだけやれば最短で月収 100 万も目指せるっていうのが、 『1 ヶ月でいい

から 1 人の人が出すノウハウだけに絞って集中する』こと 売れてる人 1 人の発信

内容、商品、導線全部研究したら何で売上が上がるか嫌でもわかる 正直、あれこれ

手出しするノウハウコレクターで成功してる人見た事無いですね 

 

８９ 今の僕の実績は ・8/14 初商品リリースから 450 万超 ・brain第 1 弾は 2 週

間で累計 200 本以上販売 ・brain 第 2 弾は 24 時間経たずにランキング 1 位、販売



本数 800本超え ・高単価教材もバンバン売れる ・コンサルしてくれという依頼が

連日…etc こんな感じですが、やったことは "ファン化"を極めただけです。 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1439877092204761092?s=20 

 

９０ 僕は小中高でもクラスの人気者とかリーダーになるとか、正直めちゃくちゃ

無縁な人間でしたね。 僕みたいな人間でも、ファン化が使えるのはお金払って教え

てもらって、学び得た知識を使ってるからです。 だから方法を知識として知ってれ

ば、誰でも意図的にファン化できるようになるってことです。 

 

９１ やる or やらない、買う or 買わない、行く or 行かない...etc 悩もうが結論は

YES or NO の 2 択なんですが、YES を選択した場合の方が得する事が圧倒的に多い

です NO を選ぶ人って一時的に損するリスクは回避できるものの、YES を選択した

場合に得られたはずのベネフィットはもう 2度と手に入らないんですよね 

 

９２ 自分より格上発信者なんて沢山いる中「ファン」になってくれたら、他の発

信者のことはもう目に入らない。 自分より格上がいる中「自分を選ばせる」わけな

ので、ファン化ってめちゃ使える技術なのに皆学ぼうとしないんですよ。 だから"

今"知ってたら、独り勝ちできるクソ美味しい状況なんですよね。 

 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1439877092204761092?s=20


９３ ▷人がファンになる時 ▷人が商品を選ぶ時 ▷人がお金を払う時 これらがど

んな時かは全て決まり切っているし、どんなビジネスであれ共通事項なんですよね 

つまり「意図的にファンにさせる方法」さえ知識として覚えてしまえば、 あらゆる

ビジネスで食いっぱぐれることは無くなるって事です。 

 

９４ これだけやれば最速でセールスが段違いに上手くなるって言う方法があっ

て ▶︎売れてる人のセールスレターや動画の言い回しやフレーズをメモしておく 

▶︎商品を買う時に何故自分が商品を欲しいと思ったか感情保存する 売れている人

はこの２つを当たり前のように習慣化してます。 

 

９５ この世の真理なんですが、ファンはお金を落とす時他と比較しません カッ

プ焼きそばなら一平ちゃんビールならスーパードライ、炭酸飲料は三ツ矢サイダー、

お菓子ならポッキー等 僕はこれらを見かければ他には見向きもせず買います こ

れがコンテンツ販売でもファン化さえ知っとけば勝てる理由です 

 

９６ 『早く稼ぎたいです』と焦る方多いんですが、最短で稼ぎたいなら ▶︎徹底

的に真似する人 1 人決める ▶︎その人の商品だけ買う ▶︎ツイート内容から教材、

販売動線まで徹底的に研究 これだけやってください。 『この人』と決めた人以外

の知識や思考が入ると何が正しいのか迷って更に時間食います。 

 



９７ 【通知オン企画やります】 結構知識とかノウハウをつぶやく中で、毎回僕の

ツイートに一瞬で"いいね"してくれる人が増えたので、 今度通知 ON勢に向けてゲ

リラ的に表に出せないような超裏技を語ってる動画のリンクを 3分限定とかで公開

する予定です。 普通に数万、数十万レベルの情報公開しますね 

 

９８ 【通知オン企画やります】 結構知識とかノウハウをつぶやく中で、毎回僕の

ツイートに一瞬で"いいね"してくれる人が増えたので、 今度通知 ON勢に向けてゲ

リラ的に表に出せないような超裏技を語ってる動画のリンクを 3分限定とかで公開

する予定です。 普通に数万、数十万レベルの情報公開しますね 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1440632090039443464?s=20 

 

９９ コンテンツビジネスで知識を買うってのは世界一利回りが良い投資です 

『知識』は数量が『∞』なので、 1つ 5 万の知識を買えば、自分が売る時に 10 万、

100 万、1000 万にもなる だからコンテンツ販売って初期投資して知識多く仕入れ

たモノ勝ちです 稼げない人は皆こぞってこの初期投資をしてないですね 

 

１００ 勘違いしてる人めっちゃ多いですが、 Twitter でフォロワー数やインプ、

いいね数を稼ぐツイートに価値は全くないです。 過去のツイートを遡って見ても

らえる程の有益情報を発信して、読み手が手軽に学べる場所を作ることに意味があ

https://twitter.com/oryu_ro/status/1440632090039443464?s=20


る。 自分のツイート＝有料コンテンツのマインドを持ってください 

 

１０１ 何で僕が『ファン化』が大事と言うのかって めちゃ楽になるから、それだ

け ファン化が出来ていれば別に売り込まなくてもただ「売ります」って言うだけで

商品単価度外視で売れていくしセールスが無くなる 世の中のクソ儲かってるビジ

ネスって全部お客さんが能動的に欲しくなって買う構図です 

 

１０２ 集客、教育、販売この 3 つに目が行きがちなんですが、 僕はファン化する

ことにめちゃフォーカスした結果、1 ヶ月弱で 300 万収益化した。 フォロワーも自

分より遥かに多い人よりも短期間で利益出てるし「買わせて下さい」と求めてくる

人が多くいる 楽したいなら”ファン化"を徹底的に学んで下さい。 

 

１０３ 明後日 20 時販売の『Master Account Planning』リリース前ですが、購入

希望者が 40名近く集まり、フォロワーさんの知識投資欲が高くて驚いてます 即断

即決できたこの方々はファン化を学んで驚異的に稼ぐ発信者になりそうです 明日

【20 時】より、リリース直前セミナー開催するので迷われてる方は是非 

 

１０４ 遂に明日 20 時から 『Master Account  Planning』リリース、5 日間の限

定販売です 

 



リリース前ですが既に 40 名位の方から事前に購入希望連絡を頂いてます 

 

ファン化が出来ればほぼセールスはいらなくなる事実 

 

本日 20 時より公式 LINE でリリース直前セミナー動画配信するので是非 

 

https://lin.ee/0aN66x7 

 

１０５ 格上発信者が沢山いる中「ファン」になってくれたら、他の発信者は目に

写らないし、比較検討もされなくなる 自分より格上がいる中「自分を選ばせる」わ

けなので、ファン化ってめちゃ使える技術なのに皆知らないし学ぼうとしない だ

から"今"知ってたら、独り勝ちできるクソ美味しい状況なんですよね。 

 

１０６ 本日 20 時より明日販売の『Master Account planning』リリース直前セミ

ナー開催します 

▷ファン化戦略は何故「今」自分のものにすべきなのか？ 

▷ファン化術を手に入れた時の未来と手にしなかった時の恐るべき事態 

について解説します 

今のうちに LINE 登録しておいて下さい 

http://lin.ee/0aN66x 

 

 

 

https://lin.ee/0aN66x7


１０７ "仕組み化レシピ"という Brain を販売する時裏側で『Brain アフィリエイト

のテンプレートと裏技』をお客さんに教えていたのですが、 Brain購入後僕のやり

方でアフィ 1 件成約して 0→1 突破、その後熱烈なファンになってくれたんですよ

ね。 たとえ小さな成功体験でもさせてあげれると一瞬でファン化しますよ 

 

１０８ ぶっちゃけファン化術を『今』知らならければ ▷他有益発信者がゴロゴロ

いる中では素晴らしい商品を売っても売れず、学んだ知識と金も水の泡に ▷リスト

もあるのに売れない ▷毎月の収益が安定しない ▷他発信者がファン化を身につけ

始めた時に顧客争奪戦になる ファン化は"今"知ることに意味がある 

 

１０９ 実績者の数万とかする教材は、そりゃ高値じゃ無いと出さない希少で質の

高い知識だらけ。 だけど皆値段にビビって買おうとしないから、僕だけその質の高

い知識を振りかざして無双できるんですよね 皆この事に気付けず質の低いノウハ

ウをちまちま買うから時間も、そして最終的に金も無駄になります 

 

１１０ やっぱり Twitter見渡してると、 「このツイート意味無いな、、」とか 「価

値提供と価値観発信の順番間違ってるなあ」とか、 ちょっと知識得れば全然稼げる

のに、もったいないなぁと感じざるを得ない人沢山いますね。 ファンを作るのは割

と簡単ですが、間違ったことやるとファンって一生つきません。 

 



１１１ 【 5 日間限定販売】 

『Master Account  Planning』 

8/14 に初商品リリースしてから 1 ヶ月弱で約 500 万収益化出来た裏側や、 

セールス前の告知時点で 200 万円以上の売上が確定するような 

ファン化に特化した商品です 

僕が超速で稼げる秘密を知れる 

『最初で最後の企画』です 

https://oryu001.com/Lb0/1t531 

 

１１２ いやー鬼滅の映画、最高でしたね。。 煉獄さんに何故熱狂的なファンがで

きるのか？ 『Master Account Planning』を読んだ方なら分かると思います。 アニ

メのキャラクターにまで、 ファン化戦略が使われている。 これぞビジネス。 この

後煉獄さんのグッズはまたバカ売れするでしょうね。 

 

１１３ ファン化しないと、いくら「これが大切」と発信してもその価値観はスル

ーされます 良いなと思ってたり、憧れてる先輩の言う事は聞きますけど、自分が特

に何とも思ってない先輩の発言って耳から抜けがちですよね 商品出したのにスル

ーされて売れない という事態を避けるためにファン化を学ぶのです 

 

１１４ 正直色んな人のノウハウ掻い摘んでる人ってかなり遠回りしてて、 目指

https://oryu001.com/Lb0/1t531


すべきたった 1人の実績者だけ徹底的に研究すれば、確実に稼ぐ方法が最短で見え

るのに 色々掻い摘むと「何が正しいかわからん」となり収益化が遅くなる 最も簡

単に実績を出す方法は、実績者が引いた一本のレールの上を辿る事 

 

１１５ 正直言うと、 貴方より有益な発信者は沢山いるので集客、教育、セールス

やライティング、いくら学んでも『貴方から学びたい』という"ファン"がいないと、 

発信も見られず、学んだ知識も買ってもらえず全て水の泡です。 逆にファン化さえ

できればどんな知識でも売れる。 これがビジネスの本質です。 

 

１１６ 公式 LINE 限定動画を特別公開、見るだけでもめちゃ学びになります。 

 

■圧倒的ファン化ウェビナー 

 

https://youtu.be/IbEBH6apBb4 

 

■半沢直樹から学ぶ 

『ビジネスでいうファンとは？』 

 

https://youtu.be/m5pLmonOdHs 

 

■アサヒビールとペヤングから学ぶ 

『今』ファン化を学ぶ重要性 

 



１１７ 『Master Account Planning』の 嬉しい感想が続々と来てます。 ・キリが

無いくらい有益 ・誰にも教えたくない ・この値段でも安すぎる etc... 今回の教材

では僕の "ファン化までの導線"や "ファン化戦略"の秘密を驚異的に語りました。 

4 日後には金輪際手に入らなくなるので本気の方は今のうちに是非 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1442051453976203265?s=20 

 

１１８ 最短で稼ぎたいなら実績者のコンサル受けるのかベストだけど、 "買った

教材だけで成果出したい" なら神速で行動して下さい 僕は風呂以外は常に音声学

習、活かせる点を見つけたら勉強を中断してすぐ作業を繰り返して 1 ヶ月ちょいで

450 万です 正しい知識付けて神速で行動すれば稼げない理由は無いです 

 

１１９ "ファン化"が出来ないとセールスしても売れず毎月売上が安定しないんで

すよね。 意図的に"ファン化"ができると『狙って』売上を立てられるし、何より

Twitterで発信してるだけで「買わせて」と求められるからセールスしなくても商品

売れていきます だからファン化ってビジネスでは【最高級技術】です 

 

１２０ 商売が上手い人がやってる事って超単純で、 ①自分が売りたい商品以外

の選択肢を潰すために ②Twitter や公式 LINE で発信 ③ 自分の売りたい商品を買

う以外の選択肢をなくして、お客さんに自発的に商品を買ってもらう 選択肢潰し

https://twitter.com/oryu_ro/status/1442051453976203265?s=20


て自分の都合の良い結果に上手く誘導してるだけ。 

 

１２１ 【残り 3 日です】 『Master Account Planning』の感想ツイートはご依頼し

てるのですが、DM までわざわざ感激の声を頂いてます ぶっちゃけこれ以上にファ

ン化を極めた教材は他に無いです 【3 日後】には金輪際手に入らなくなるので僕の

ように 1 ヶ月弱でも数十万、数百万の売上を確実に稼ぎたい人は是非 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1442450146499842053?s=20 

 

１２２ 誰でも簡単にファンを作る方法ひとつ教えると、 ①同情共感を誘い悲劇

の主人公になる ②自分中心のコミュニティを作る ③コミュニティ内で仮想敵を

作って戦う姿勢を見せる 漫画の主人公には必ず自分が所存するコミュニティがあ

って、必ず敵が現れ、抗い闘う これが主人公のファンが多い理由です 

 

１２３ 笑って下さい ビジネスやる前の僕は、 仕事のストレス解消のため 年収

も低いのに毎週旅行、外車購入、ハイブランド爆買い等繰り返しクレカ滞納、車の

ローン滞納、裁判所まで呼ばれた事有りです クレカは今でもまだ作れませんが、そ

んな僕でもファン化術が使えるからここまで成り上がれたわけです 

 

１２４ 世に出回ってる教材は以下 3 パターン ①そもそも原理原則に則らず、自

https://twitter.com/oryu_ro/status/1442450146499842053?s=20


己の体験だけに基づいた付け焼き刃的教材 ②ビジネスの原理原則を語っただけの

教材 ③原理原則に則ったノウハウを、Twitter でどう活かすかまで書かれている教

材 正直①②に自己投資してもほぼ意味ないので③に課金して下さい 

 

１２５ どんな商品・サービスでも儲かってるモノはそれらを愛して止まない『フ

ァン』がいる。 『ファンがいなければ、お金は発生しない』というのがビジネスの

本質なのに、皆本質を知らないからファン化を学ばないんですよね 皆がファン化

の重要性に気付く前に今モノにしちゃえば、1 人勝ちできるんですよね 

 

１２６ 僕のフォロワーの方々は非常に正しい選択をされていて、 特にこの界隈

では、ファン化術を 知ってる人がほぼいないし 皆知ろうともしてない『今』だか

ら知れば無双出来るわけで、 皆が知った後じゃ意味が無いですよね 今先行投資出

来るか否かで、近い将来の収入が 10 倍、100 倍と冗談抜きに変わります 

 

１２７ Twitter×コンテンツビジネスで稼ぎたいなら、そもそも収益化・ファン化

に特化した Twitter の運用してください 自分のツイートはコンテンツであり、『貴

方から学びたい』と思ってもらえるような商品を置くイメージ 無料で"この人から

学びたい"と思わせられれば、有料商品も期待感で買われていきます。 

 

１２８ 【コンサル初成約者が出ました】 『Master Account Planning』を発売初日



に購入いただいて、30 万のコンサルを初成約できた方が現れました。 教材を買っ

て即座に行動されたこの方も素晴らしいですし、今回の教材の中には『超即効性』

の裏技もあるという事です。 あと【2日】で販売終了です。 

 

１２９ ファン化術を知ってから商品を売るのと、知らずに商品を売るのとでは売

上の"桁"がリアルに変わります 僕はこのアカウントを 7/19 から運用しましたが、

8 月末時点で 300 万、9月は売上が 500 万を突破する勢いです 結局どんな内容の商

品でもファン化できてれば"貴方の商品だから"と理由で買われます 

 

１３０ 月何百万と稼ぐ発信者が出す商品は ▶︎人の性質や習性、心理などいつの

時代も不変の原理原則に則っている ▶︎その不変の原理原則をどう活かして収益化

するかの具体的ノウハウが提示されている 必ずこの 2点を満たします これ知っと

けば商品を買った時、その発信者の良し悪しも判断できますよ 

 

１３１ "5日間限定販売"の 

『Master Account  Planning』は、 

9/29 が販売最終日となります。 

感想ツイートとは別に、DM で個人的に頂いた感想をまとめて投稿しますので、ご

購入迷われてる方は参考にしてみて下さい。 



販売開始間も無いですが、すでにコンサル成約など実績を出された方もでてます。 

つづく 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1442846197551669253?s=20 

 

１３２ 「他の発信者と違う」 「おりゅうさんについていく」 「本当に出会えて

良かった」 「ありがとうございます！」 お金を頂いて、このようなお言葉を頂け

るのは発信者の名利につきます 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1442846940681625601?s=20 

 

１３３ コンテンツビジネスで稼ぐなら知識投資が必須ですが、最近強く思うのは、 

「勇気を出すのは一瞬」 「得られる利益は一生」 これに尽きる。知識は在庫もな

いので『一度手に入れれば永遠に収益化』できる 僕含め今売れてる発信者達も、最

初数万の教材買う時、手を震わせながら課金してたもんですよ 

 

１３４ 人が商品を買う時、人がファンになる時、お金を払ってもらうための人の

動かし方。 これらは遥か昔から不変であり、ビジネスではこういう原理原則を理解

しないと、いつまで立っても"狙って"売り上げられる人になりません。 『Master 

Account planning』にはこの全てを詰め込んでます。 

 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1442846197551669253?s=20
https://twitter.com/oryu_ro/status/1442846940681625601?s=20


１３５ 様々な方からご相談を頂く中で、稼ぐ動機が強ければ強いほど、行動力に

比例してますね。 ・学歴コンプで周りを見返したい ・家庭でどうしてもお金が必

要 ・本業で病み、自分の力で生きたい ...etc 僕も仕事のストレスで豪遊しまくって、

借金まみれで死を意識したきっかけがあり、今に至ってます。 

 

１３６ 【あと6時間で販売終了】 本日23:59分をもって 『Master Account planning』

の 販売が終了となります。 時間になりましたらページは公開停止となりアクセス

不可になります。 後から、「やっぱり買いたいです」は 一切受け付けませんので、 

予めご了承ください。 購入者様の声はこちら  

https://twitter.com/oryu_ro/status/1443138528544624640?s=20 

 

１３７ 『Master Account Planning』ですが、 本日販売最終日につき、購入ラッシ

ュが続いています。 いかに限定性、緊急性が人を購入という行動に導くかがよくわ

かりますね。 商品を売る時兎に角なんでも良いですが、"お客さんのお尻を叩く理

由"は必ずつけろってことです。 

https://twitter.com/oryu_ro/status/1443205359577882624?s=20 

 

１３８ あと【30 分】で完全に終了します。 『Master Account planning』 で得た

https://twitter.com/oryu_ro/status/1443138528544624640?s=20
https://twitter.com/oryu_ro/status/1443205359577882624?s=20


知識を元に商品設計をし、 近い将来大きな利益を得る未来を 選ぶのか。 またもや

知識をつけることから逃げて、ずっと変われない自分のままでいることを選ぶのか。 

『今』選択の時です。 これが正真正銘 "ラストチャンス"です 

 

 


