
 
ーこの世の中で現実に起きている、相手を意のままに操り大金を稼ぐ方法ー 

 

楽して稼ぎたい、 
相手をだましてでもお金を絞りとりたい・・ 
そんなあなたの心の奥の希望を叶える方法がありま
す。もちろん、実践しろとは言いませんが・・ 
 

世の中の詐欺や犯罪などで起きている現実を見てください。 

 

「他人を思うが儘に操り、すべてを搾り取る」 

 

これが平然と行われています。 

 

教科書やテキストでは、そのやり方は絶対に学べません。 

そんなリアルだけが存在しています。 

 

私は今から、あなたに、リアルに人を洗脳し、 

自分の思い通りに操り、お金を吐き出させる方法をお伝えしようと思います。 

 

もちろん、悪用は厳禁です・・・ 

 

しかし、目の前で多くの人が騙され搾り取られている現実を見て、 

私の目から見れば明らかに詐欺と思えるものに何故簡単に引っかかるのか・・ 

ずっと疑問だったのです。 

 

何故あなたは「詐欺です」と書いてあるものに興味を持ち、 

お金を出そうとするのか？ 

 



情報商材＝詐欺と言われる所以 
 

 

詐欺と言えば・・ 

そう、私たちが普段目にしている情報商材も詐欺と言われています。 

 

もちろん、詐欺と言われるのはほんの一部でしょう。 

そのほんの一部の商材だけで、何千万、何億円という売り上げをあげ 

被害者は数百人単位で発生しています。 

 

そして、そのほとんどが「ネットビジネスで稼ぎたい」と思っている 

あなたがターゲットとされているのです。 

ネットビジネスで稼ぎたいと思う以上、一般人よりはるかにマーケティングや

ライティングの勉強をしたり、またノウハウを得たりしていることでしょう。 

 

なのに、なぜ、いつまでたっても食い物にされているのか・・ 

 

その原因は簡単です。 

都合のいい結果だけを集めて、「ノウハウ」として公開しているからです。 

 

その方法で稼いだのは「事実」なのです。 

詐欺商材とはいえ、実現不可能なウソじゃないのです。 

 

ただし「あなたには実現不可能」です。だから結果が出ません。 

 

多くの資金を投入できるか、毎日徹夜に近い作業をこなして、 

はじめて実現可能なノウハウ。でも決して実現不可能ではない。 

 

これが最近の進化した詐欺商材のあり方です。 

 

そう・・結果がでなかったのは「実現できなかったあなたが悪い」と洗脳させ

るところも、全て計算のうちなのです。 

 

 

ああ、そうそう。この逆パターンもあります。 

 



「誰でも簡単に再現できて、 

  書いていある通りに真似るだけで時間もかからず速攻成果がでます」 

 

スゴイですね。 

パソコンに詳しくなくっても、病気がちでも、 

毎日残業で作業時間がなくっても、それでも稼げるそうです。 

 

もし正真正銘、そんな素晴らしいノウハウだったとしたら・・ 

 

あっという間に広がり、 

同じノウハウで作られたブログが大量生産されるでしょう。 

 

楽して稼ぎたいと思っているのはあなただけじゃないからです。 

世の中の多くの人はそう思っています。 

だからバカ売れします。 

 

そして、ネット上に同じものがあふれ、飽和します。 

 

その結果、稼げなくなるだけでなく、 

大抵の場合はスパム扱いされ、ネット上から排除され、 

すぐに「稼げないノウハウ」に成り下がるでしょう。 

 

こうなることは、販売者は売る時点で予測済みです。 

自分で散々やって、そろそろ飽和しそうになってきたから、 

そのやり方で稼ぐのを止め、あなたに売りつけるのです。 

 

馬にニンジンをぶら下げるように、あなたの前に出してきます。 

 

そしてそれにあなたは飛びついてしまう。 

すぐに飽和し稼げなくなるノウハウなのにお金を出してしまう。 

稼げるとぬか喜びだけさせておいて、結局稼げない。 

 

稼げないから、また目先だけ変えた新しいノウハウをぶら下げられたら 

また飛びつく・・・ 

 

こうやって "お金を搾取されていく" わけです。 



詐欺師のマルチな勤勉さ 
 

 

詐欺をする人はディレクターでありマーケッターでありプレイヤーです。 

 

ターゲットに合わせて戦略を立て、コンセプトを考え、具現化するための企画

し、そして見事に実行します。 

 

詐欺師のストーリーに乗せられたが最後、 

狙いとされた人は、たとえ痛みを伴おうが、財産を全て奪われようが 

そうするしか他にないのです。 

 

そうするしか他に選択肢がないように、洗脳されてしまうのです。 

 

だからどんなにニュースで話題になっても、 

どんなに周りから止められても、未だに振り込め詐欺ですら年間数百億円とい

う " 売り上げ " をあげているのです。 

 

詐欺師は私たちが思う以上に勉強家です。 

 

手法を常に進化させ、実態に合わせて軌道修正し、 

より相手に共感させ信じ込ませ、そしてお金を吐き出させます。 

 

このやり方は、いくら amazon でマーケティングや心理学の本を購入したとこ

ろで身につけられないでしょう。 

 

そんな簡単に、たった数千円を本につぎ込んだだけで身につけられるはずがな

いのです。 

 

もちろん、本を読めば基本となる知識は得られるでしょう。 

 

しかしそれをリアルに生かせるだけの、本当の実例は誰も教えてくれません。 

だから多くの人は思いついても詐欺的手法を実行に移せないし、逆に言えば、

その分世の中の平和が何とか保たれていると言えるでしょう。 

 

 



底辺層から脱出できない理由 
 

 

どのような組織であっても、またこの日本という国においても、 

常にピラミッド型で成り立ちます。 

 

法律すら、弱者の見方ではありません。 

法律は知っていて、それを活用できる人の見方です。 

だから政治家は合法的に大金を搾取していくのです。 

 

そう、知らないという、それだけであらゆるところから搾取され続けるのです。 

仕組みを知らない人間が騙されるのは、「知らない」からなのです。 

 

そして底辺層の悲しい現実は・・ 

底辺に落ちると、上に上ることが難しいこと。 

 

まさにトランプゲームの「大富豪」のようです。「大富豪」では貧民になると、

強いカードを取られ、弱いカードで戦わねばなりません。 

 

そのリアルが、今あなたの目の前の現実で行われているのです。 

 

ゲームには、「革命」という逆転する方法が用意されています。 

 

しかし現実世界で誰かが革命を起こしてくれるのを待っているだけでは 

革命の前にあなたは「絞りカス」になってしまうでしょう。 



洗脳を解くには洗脳を知るしかない 
 

 

他にも・・悲しい事実で言えば児童虐待もそうです。 

 

私は児童福祉の講師をしていたこともあるので、仕事上いろんな福祉施設へ行

きましたし、児童相談所の職員ともよく話をしていました。 

 

残念なことに虐待を受けた子供は、 

親になった時に今度は虐待をする側に回ります。 

 

この負のスパイラルを解くには、自分自身が親から「悪いのは全て自分。だか

ら殴られても仕方がない」と洗脳を受けていた事実を客観的に知り、理解する

しかないのです。 

 

そしてこれは、周りがいくら説明してもダメなのです。 

 

自ら洗脳について知ろうと、１歩を踏み出さない限り 

全く頭にも心にも周りの声は届かないのです。 

 

DV も同じです。 

何故、大人が暴力を受けてもその相手と一緒の家に居続けるのか？ 

 

それと同じ現実が、今私の目の前でも起きています。 

 

「あの商材はどこからどう見ても詐欺ですよ！」 

と声を上げたところで、きっと耳には届かない。 

 

レターを見て、「稼げるに違いない」とすっかり洗脳され、いい所しか見えない

フィルターがかかってしまったら、もうどうにもなりません。 

そうやって、また大金を支払っていく姿を見て 

何もできない自分に、ものすごくジレンマを抱えています。 

 

でもいい加減、この現実を何とかしたい。 

その為には、あなた自身に１歩を踏み出してもらうしかないのです。 

自ら変化しようと真剣に思ってもらうしかないのです。 



キレイごとじゃない、洗脳の事実を知る 
 

 

もし、１歩を踏み出してもらえれば、 

私はあなたに今ある事実をお伝えすることができます。 

 

洗脳教室では、今起きている洗脳の事実を包み隠さずお伝えします。 

 

ネットやらｗｅｂなんていう枠を飛び出して 

そこはまさに未曾有の混沌とした、目を背けたくなる「リアル」です。 

その現実を月に１度、計５コマの洗脳教室セミナーで知ってもらいます。 

 

・１時間目：相手を意のままに操る、ストーリー戦略 

今の振り込め詐欺は単に電話で「オレオレ」言うだけではないのです。 

ファーストアプローチからクロージングまでストーリーを作り、見事その展開

に相手を誘導し何百万円も稼いでいきます。過去のオレオレ詐欺に引っかから

なかった人まで見事に洗脳するその戦略とは？ 

 

・２時間目：稼ぐためにはここまで調べつくす、ターゲティングと演出 

「どうして稼げないのだろう・・」そう悩んだ瞬間、あなたも洗脳者のエサと

なります。この人だけが私の悩みを解決してくれると思い込ませてしまう。そ

んな怪しい信仰集団の手法を知ってもらいます。相手は徹底的にあなたの心の

フックを調べ上げ、そこを見事について来ます。結果、財産すべてを吐き出さ

せる、究極の方法とは？ 

 

・３時間目：痛みさえも快感にしてしまう、言語誘導テクニック 

マジメな人ほど一度はまったら抜け出せない。痛みや苦痛すら喜んで受けてし

まう・・そんな SM の世界をご存知ですか？ 言葉一つで相手の感情を揺さぶ

り、意のままに操り、お金を払ってまで従いたいと思わせてしまう。そんなカ

リスマ女王様の言語誘導テクニックとは？ 

 

・４時間目：無料のはずが高額に。禁断の FREE 戦略 

無料お試しだったはずなのに、店を出るころには高額のエステを申し込んでい

る。常に相手の不安を煽り、高いコースを申し込まなければいけないと思い込

ませてしまう。FREE 戦略を悪意を持って利用するとこうなる。その現実を知っ

てもらいます。 



・５時間目：相手を意のままに操る、究極の手法 

長期間にわたる監禁事件は全世界で起きています。そしてそのほとんどが、逃

げようとすれば逃げられる状態であるにも関わらず、そうしないのは何故か？ 

実はそこには巧妙な誓約と制約が交わされているのです。一貫性の法則を徹底

的に悪用する、その手法をお伝えします。 

 

 

こうして概要を見ているだけでゾッとするような内容かもしれません。 

しかし、これが真実なのです。 

 

キレイな、タテマエしか見たくないかもしれませんが、目をそむけてはいけま

せん。なぜなら、あなたもいつ洗脳される側に回るか分からないからです。 

 

そう、相手の真の手口を知らない、ウブなあなたは良い「カモ」なのです。 

 

この洗脳教室では、あえて誰もが口をつぐんでいる、 

徹底的に相手を誘導し、好きに操るその方法をお伝えします。 

 

そうすることで私はあなたに、このような武器を手に入れて欲しいのです。 

 

 

消費者としての武器 

 

・明らかな詐欺商材に騙されなくなる 

 もういい加減、搾り取られる人生から脱出しましょう 

・仕掛ける側の仕掛けに気が付くようになる 

 何故今までこんな手口に気が付かなかったのかと、自分を悔やむかもしれま

せん 

・相手の売り込みメールを瞬時に見抜けるようになる 

 お金ばかりか時間も搾取されていた、余計なメールを解除できます 

・どう心理誘導されているのか、自分を客観的に観察できるようになる 

 こうなると、もはや相手の売り込みが滑稽に思えてくるでしょう 

・自分に真に必要なものだけを見抜くことができるようになる 

 余分なものを省いていけば、本当に必要なことだけが見つかります 

 

 



販売者としての武器 

 

・煽ってセールスする必要がなくなります 

何故なら、相手から売ってくれとお願いされるようになるのですから・・ 

・相手を信じさせ、共感させることができます 

その結果、相手にそっと商品を差し出すだけで売れるようになります 

・売れるライティングができるようになります 

 相手の感情を好きに揺さぶり、成約につなげるコツに気づきます 

・自分の人生が楽しくなります 

 だって、思ったようにコトが運ぶのですから・・快感ですよ 

・仕掛ける側に仕掛けることができるようになります 

 実はこれが一番稼げるのです 

 

 

あなたが、既に搾取する側にまわり、いつでも大金を自由に手に入れられる状

態にあるのであれば、この教室への参加は不要です。 

（それがいい事なのか、悪い事なのかはここでは問いません） 

 

しかし、もし今、自分の人生がうまく回っていない、 

こんなはずじゃなかったのにと少しでも悩んでいるのであれば、 

その原因は「隠された裏の事実を知らずにいた」からなのです。 

 

いい加減、その「誰かに敷かれたルート」から脱出しませんか？ 

 

 

洗脳教室への参加方法 
 

 

あなたが１歩を踏み出し、事実を見る勇気が持てたのであればウェルカムです。 

 

ただ先ほども説明したように、本当に自ら変化しようと思わない限り 

全く意味を成しません。 

 

変化には痛みを伴って当然であり、 

リスクを感じない決意ほどあやふやなものはありません。 

 



その変化への覚悟として、3 万円の受講費用をあえて設定します。 

 

ただし・・ 

洗脳教室では「キレイごと」の部分は一切お話しません。 

暗黒部分のみをお伝えしますので、表舞台の洗脳であるマーケティングの理論

を知らずにいると、毒気にやられてしまう可能性が高いです。 

 

その為、洗脳教室への参加条件として表のマーケティング教材を購入いただく

ことにしました。 

 

具体的にはこちらの教材をお持ちになる事です。 

 

⇒ 扇動マーケティング 

 

この教材で表で使えるマーケティングテクニックを、 

洗脳教室でそれを裏打ちするリアル現実をお伝えします。 

 

そして、ここからはお願いなのですが・・ 

 

実は現時点では一部の洗脳教室セミナーが出来上がっていません。 

 

そのため本来であれば扇動マーケティングの購入費用と、 

洗脳教室の参加費用の両方を頂きたいのですが、 

セミナーが完全に準備できていないお詫びも兼ねて、 

今だけ扇動マーケティングの費用のみで洗脳教室へご参加頂けることにしまし

た。 

 

上記リンクよりご購入頂く際に、「特典」という形で洗脳教室への参加が可能と

なります。 

 

この一時的な措置は「私の方で準備ができ次第」終了とさせて頂きます。 

 

終了となった際には上記リンクから、決済頂く際にも洗脳教室の案内がなくな

ります。 

 

ぜひその前に、案内のあるうちに、ご参加ください。 

http://www.af5.jp/c/sendo/


扇動マーケティングだけじゃダメなんですか？ 
 

 

物事を真に理解するには、表と裏、両方のアプローチが必要です。 

 

表からしか見たことだけを信じるのは幼児の理解と同じ。 

裏に何かがあるかもしれないと気が付くことが学習の発達ステップになります。 

 

積み木だって前から見るだけでは、その本当の形は分からないのです。 

 

あなたには、ぜひ表も裏も、そこにある事実を知ってほしいのです。 

そうすることで本当に理解し、テクニックを使いこなせるようになるのです。 

 

 

この教室に参加したら稼げますか？ 
 

 

まさかここまでの話を読んで、こんなトンチンカンな質問をされる方はいない

と思いますが・・ 

 

この洗脳教室に参加したからと言ってそれで稼げるようになるわけではありま

せん。 

 

この教室の目的はあくまで「洗脳され搾取され続ける層からの脱出」であり、 

「相手の仕組みに気が付き逆に利用する」ためのものです。 

「稼ぎ方」のような話はしません。 



そして、もちろん、 

あなたに詐欺師的なやり方で稼いで欲しいわけでもありません。 

 

具体的な稼ぐためのノウハウや効率よく稼ぐためのツールについては 

シリウスや LUREA の特典、新世界ミリオネアセミナーの特典などでお渡しして

いますので、そちらをご参照ください。 

 

しかし、いくら具体的なノウハウをお伝えしても 

何故かノウハウを仕入れることばかりに注目し 

お金を稼ぐという大義名分のためお金を払い続ける方が多いのです。 

 

そういう方はもちろんですが、 

いずれにしてもネットに限らずビジネスで成功しようと思ったら 

洗脳や人の心を操る方法は知っておくべきです。 

 

そのまま利用するのではなく、知ったうえで、キレイな上澄み部分だけを使い

こなすだけで、これまで実現できなかった「ヒトの心をつかむ」ことができる

でしょう。 

 

モノを買う側で居続けたい方は参加の必要はありません。 

 

しかし、もしあなたがマーケティングを極めたい、モノを売る・売れる方法を

知りたいと思うのであればぜひご参加ください。 

 

 

⇒ ご参加はこちらから（扇動マーケティングの販売ページへ） 

 

 

ＰＳ： 

購入決済の際に、洗脳教室の案内が出ていることをお確かめの上お願いします。 

表示のない状態で購入いただいても参加できません。 

 

PS2： 

ご購入後、インフォトップのユーザーダウンロードのページにある 

「アフィリエイター特典」より洗脳教室の案内をダウンロードすることができ

ますのでそちらをご確認ください。 

http://www.af5.jp/c/sendo/


購入しただけで案内が来るわけではありません。 

また、ダウンロードは決済後 14 日以内となっておりますのでご注意ください。 

 

PS３： 

上記リンクから入り、そのままご購入手続きをされてください。 

ただし、決済時に特典として「洗脳教室」の案内がなくなってしまっていたら・・ 

残念ながら今回はご参加頂けません。ご了承ください。 

 

 

 

最後に・・ 

 

もし今回参加されずとも、どこかであなたには知ってほしいと思っています。 

 

詐欺師は相手をだますことがうまいのではないのです。 

信頼させることがうまいのです。 

 

その手法に見事にひっかかった、 

あなたの罪は現実から目をそむけていたことです。 

 

手法は良心的にも悪人的にも、どのようにも使えます。 

武器が悪いのではありません。 

使うその人のやり方次第です。 

 

どうかヤツラの手法を知り、 

そして相手の仕組みの裏を見抜けるようになってください。 

 

その為の洗脳教室です。 

知らなかった本当の事実を知りたい、そんな方のみ下記よりご参加ください。 

 

⇒ ご参加はこちらから 

 

以上が私からのメッセージです。最後までありがとうございました。 

 

ブラックみやこ 

http://www.af5.jp/c/sendo/

