
「※企画名」
特別プレゼントのお知らせ

こんにちは、「※名前」です。

さきほど急遽、今回のプロジェクトを立ち上げるにあたって、利益度外視で全面協力
してくれているプロジェクトメンバーに無理をいって、真夜中に集合をかけました。

今ちょうど２７日の夜中の２時を過ぎています・・・。

こんな真夜中にいったい何をしているのか？

メールでもチラッと触れましたが、僕らが立ち上げた「※企画名」に参加してくれた 
メンバーに対する特別プレゼントについて最終の打ち合わせをしているところです
（こんな真夜中に集まって、怪しい人たちだと思われていそうですが・・・）。

実は、このイカツイ外見からは想像できないかも知れませんが、実は僕らは 
サプライズで人を驚かせるのが大好きです。

ましてや、今回僕らがはじめて立ち上げる本格的な日本初の会員制サービスをスター
トするのですから、

僕らがやるからには 
あり得ないものを作ってやろう！ 

という気持ちが強くあります。

そのために、僕らがあなたのためにできることは、すべて提供したいと思っていま
す。

そして、もともとは、「※企画名」のページに、少し追加する程度になるかなーと  
思っていたんですが、この特別プレゼントは最終的には当初は想像もできないものが
出来あがってしまいました。

あまりにディープな内容とボリュームだったので、このページにまとめることにしま
した。

泣いても笑っても、１０月３１日を過ぎれば「※企画名」のお申し込みは終了して 
しまいますので、もし興味があれば今すぐ読み進めてみてください。



あなたはこの３つの特別プレゼントの 
うちどれが欲しいですか・・・？ 

そう、全部で無料プレゼントは３つあります。

この中から、欲しいものを選んでもらえば、あなたに完全に無料でプレゼントしたい
と思います。

もちろん、３つすべてにお申し込みすることも可能ですし、そのコースが金銭的に
も、あなたの肉体改造をより確実なものにするためにも、お得なコースになっていま
す。 

では、いまから１つずつ見ていきましょう。 

その１：実に開発費１０００万超え・・・２５年間以上かけて
完成させた超一流のトップアスリート・有名芸能人が密かに
使っている巷には出回っていない伝説のサプリメント 

これは、今からするお話を聞いてもらえばお分かり頂けるかと思いますが、ある意味
で今回のプロジェクト最大の目玉だといえるでしょう。

この伝説のサプリメントは巷には一切出回っていません。

つまり、たとえ１００万払おうが、２００万払おうが一般の方は手に入れることすら
できないサプリメントだということです。

少なくともここ日本で手に入れることはできません。

さらにいえば、プロのスポーツ選手や芸能人のなかでも「超一流」の人たちだけが愛
用していて、一般にはその存在さえ知られていません。

これは彼らの名誉のためにも、ここだけの秘密にして欲しいのですが、巨人軍で長年
活躍していた超有名投手や、ゴルフ界では一時期トッププレイヤーベスト１０の人た
ち（ジャンボ尾崎さんを除く）マラソンのメダリストが、このサプリのお世話になっ
ていることは、一部の人間の間では有名な話でした。

 
 
 



さらに・・・。 
 
誰もが知っている超人気ダンスグループもこのサプリのお世話になっていたのです
（実は、一般には一切知られていませんが、このサプリが激しいダンスをしながら、
全国ツアーをする彼らを支え続けてきました）。

このように、実名を出せば誰もが知っているような、そうそうたる顔触れが、 
このサプリメントの恩恵にあずかってきました。

そして、彼らはこのサプリメントをコッソリ使っていることはもちろん、 
その存在にスポットライトが当たることを好ましく思いません。 

なぜ、彼らは隠し続けるのか・・・？ 

それは、彼らの輝かしい活躍の「陰の立役者」として、このサプリメントが多大なる
貢献をしているからに他なりません。

もちろん、超一流のトッププレイヤーである彼らの実力があってこその結果であるこ
とは当たり前ですが、その存在が隠され続けていたことこそが、このサプリメントの
威力を著実に物語っているのではないかと思います。

実は、

「本当にそんなサプリが存在するのか？」 

と。

他ならぬ僕ら自身が、このサプリメントの効果効能はもちろんのこと、その存在すら
疑っていたのです（そんなものがあったら、苦労しねーよ！と本気で思っていました
から・・・）。

しかし、数年前に幸運にもある人物の紹介で、このサプリメントの生みの親である 
Ｋ氏に出会うことができました。

Ｋ氏は一言でいえば、この道一筋のガンコ親父。

まるでオーダーメイドの靴や時計を１年以上かけて魂を込めて作りあげる・・・ 
そんな昔堅気の職人のようでした。

実際に、大手メーカーからしたらＫ氏は目障りな存在だったので、完全に閉め出しを
食らってしまい、彼に会うには口コミで紹介してもらう以外にありません。



大手メーカーが利益第一で効果のないサプリやプロテインを大量生産している中で、
Ｋ氏は採算度外視で、

お金をいくらもらっても圧倒的な結果が出てそして安全なものしか作らない

そんな頑ななポリシーを持っていました。

例えば、

あなたも覚えているかと思いますが、人気ＴＶ番組あるある大辞典で空前の納豆ブー
ムが巻き起りました。

その際に、テレビ局から、

「Ｋさん、納豆サプリを作ってくれませんか？」

という打診があったそうです。

しかし、Ｋ氏は納豆サプリを作っても、結果が出ない・・・そんな役に立たないもの
を作っても意味が無いということで、多額の報酬を受け取れたにも関わらず納豆サプ
リを作ることはありませんでした。

そして、あなたもご存じのとおり、その後、この番組で特集した納豆の効果にやらせ
があり、番組はあっけなく終了してしまいました・・・。

もし、Ｋ氏がお金で動く人間だったら、今こうしてあなたにこの究極のサプリを紹介
することもなかったことでしょう。 

さらに、こんなエピソードもあります。
 

某有名スポーツチームは、Ｋ氏に出会って以来、そのスポンサー会社のスポーツドリ
ンクを蹴ってまで、Ｋ氏のサプリメントを選びました（通常は、スポンサーのいうこ
とは絶対服従が当たり前の世界ですので、これは異例の出来事です）。

これは、スポーツチームがスポンサーよりもＫ氏のサプリを重視したということを 
意味します。

Ｋ氏の伝説的ともいえるエピソードは他にも数多くありますが、時間も限られていま
すので、お話をもとに戻しましょう。

さてさて、そんなＫ氏のサプリと出会って、他ならぬ僕らにはいったいどんな変化が
あったのか・・・？



兄貴はこのサプリを飲んでわずか１週間で、みるみるうちに、体につやが出て、高校
生時代のような体を手に入れることができただけでなく、長年悩まされていた乾燥肌
も嘘のように治りました。

長年に渡り、一緒にトレーニングをしてきたので、その変化には驚くばかりでした。

また、このサプリを飲むと風邪が早く治ったり・・・関節の痛みが減ったり・・・ 
ケガの治りがはやかったり・・・

１週間もしないうちに僕らの今までの常識が一気に崩れ去ったのです。

もちろん、このサプリはスポーツ選手にしか効果がないといったものではありませ
ん。

もし、あなたが筋肉を鍛えたいとか、ダイエットをしたいと思っているのであれば、
このサプリを飲むことによって、ありえないスピードで目的を達成できることでしょ
う。

僕らはこのサプリを飲み始めて、「これは、自分の体が自然に求めている・・・」と
いうことが１週間もしないうちに分かりました。

今まで、数多くのサプリや、プロテインを試してきましたが、ここまで体に劇的な変
化が起こったのは、これが初めてです（超一流のトップアスリートや芸能人が手放し
たくない理由がわかりました・・・）。

さらに、Ｋ氏は驚くべきことを僕らに教えてくれました。

「日本人はプロテインには効果があると信じ込
まされてきているけど、あれは、大手メーカー
が儲けるために作ったウソっぱちだよ・・・」 

という業界の暴露話でした。

実際に、僕らも調べてみてビックリしたのですが、日本人は世界でも例が無いぐらい
のプロテイン消費量を誇り、体格では歴然とした差があるアメリカ人よりも接種して
いるのです。

もし、あなたがジムに通ったり、スポーツ関連のショップにいったことがあれば、 
膨大な数のプロテインが並べて販売されている光景を目にされたかと思います。

実は、このプロテインは利益率が非常に高いそうで、大手メーカーが必死になって
キャンペーンをやった結果ここ日本で我々にとって悲劇といえる「プロテイン神話」
が生まれてしまったのです。



もちろん、僕らはすべてのプロテインを否定いるわけではありませんが、 

その効果効能を考えると、このサプリさえ飲めばプロテインなんていらない

 
という結論に達しました。

そして、それ以来ずっと僕らはＫ氏のサプリのお世話になっています。

さすがに、開発費１０００万超え・・・２５年以上に渡りこの道一筋で研究してこら
れたＫ氏のサプリは別格といえるでしょう。

大手メーカーが利益目的のみで、大量生産で作っているプロテインなどとは比較にな
りません。

まだまだ、Ｋ氏について・・・このサプリについてあなたにお話ししたいことはいっ
ぱいありますが、何ページあっても語りつくせないので、ここで終わりにしたいと思
います。

僕らはこのＫ氏のサプリメントを、 

“※商品名”と命名しました。 
このネーミングの元ネタはもちろん、あのドラゴンボールで出てきた、猫の仙人カリ
ン様が栽培している“魔法の豆”です。

この※商品名があなたの手元に届いたら、袋から１つ取り出してペットボトルに水を入
れて、溶かして飲んでください（これは、粉タイプのポカリスエットと同じ要領で
す）。

時間は寝る前に１袋だけ飲めばOK

プロテインのようなまどろっこしさもなく、おいしいですよ。

もし、この世に本当にセンズがあるとすれば、そして、本当に作ろうと思ったのな
ら、最終的に使う成分は、この※商品名に限りなく近くなることでしょう。

K氏が１０００万以上の開発費と、２５年以上の歳月をかけて、今この世で考えられる
限りで、採算度外視で完成させたのが、この※商品名なのです。

ところで、この※商品名は体に害はないの？

と不安に思われたかも知れません。



確かに、老け・・体の痛み・・・疲労・・・染み・・・しわといったように、老若男
女問わず、効果を発揮する、魔法のようなサプリですから、副作用的なものが気に
なったかと思います。

しかし。

さきほどもお話した通り、K氏は結果が出て、なおかつ安全なもの以外は作らないとい
う、頑ななポリシーを持っている方です。

だからこそ、日本を代表するトップアスリートや芸能人がK氏のもとへお忍びでやって
きて、自分の力を最大限にアップさせることに成功し続けているのです。

体が資本の彼らにとって、大手メーカーのような利益重視のスタイルよりも、 
頑固一徹のK氏のほうが信頼度が格段に高いのは言うまでもありません。

すこし専門的な話になってしまいますので、ここは飛ばしてもいいのですが、人間は
ほとんど水で出来ている「水生物」です。

その内訳は、

・水分７０％
・ミネラル４％
・有機物２６％（たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン）

です。

体の水分が体重に対して２～６％くらい失われると状態運動機能が低下するばかり
か、生命危機に状態になる・・・そんな生命危機の（死を意味する）を知らせる信号
が「疲労」です。

そして、水分補強は“水の質”が重要なのです。

この十分に水が満たされた状態を「ハイパーハイドレーション」といいます。
※これはドラゴンボールでいえんな、スーパーサイヤ人の状態です。

少し子供を思い出してほしのですが、夏休みの日でも朝から晩まであんなに遊びまっ
くったのに、次の日も朝早くから元気に遊びまくる・・・

そんなハードな毎日にも関わらず、子供の体の水分の状態が高いので疲労回復もはや
く、怪我の治りも早いのは、「ハイパーハイドレーション」の状態をキープすること
ができるからです。

つまり、いつでも、スーパーサイヤ人状態。

しかし、残念ながら年齢とともに、体に水分がなくなり、体の至る所で、問題が発生
します。



これを抑えるのが、※商品名の役割。

つまり、簡単にいえば、この※商品名を飲むことによって、あなたの自然の力を無理な
く最大限に発揮して、無邪気に遊びまわっていた子供の時のようなエネルギッシュな
体を手に入れることができるということです。

そして、今回この究極のサプリメントと言える※商品名を、僕らのプロ
ジェクト※企画名に参加してくれたあなたには３０日分無料でプレゼント
したいと思います。

これは、現役のプロ格闘家としてライバルには秘密にしておきたかったものですが、
今回のプロジェクトに参加することを決意したあなたを最大限にバックアップするた
めに、リスクを承知で決定しました。

この３０日間無料プレゼントに関しては、僕らを支えてくれるメンバーとも少なから
ず衝突があったのですが、最終的には僕らの熱意におされて、同意してくれました。

また、K氏も、

「※名前さんがプロジェクトを立ち上げるのであれば協力しますよ」

とおっしゃって頂いているので、ここだけの話ですが、もし、３０日間無料で試して
みて続けて使って見たくなった場合は、利益度外視のメンバー価格にて提供してもら
えることになりました。

ちょっとここで計算してみましょう。

１ヶ月７６８０円分が無料で 
手に入るということです。 

このサプリメントの売値は１ヶ月分で、７６８０円になります。

つまり、僕らが今回この伝説のサプリ“※商品名”を無料でプレゼントするということ
は、この１ヶ月分の代金である７６８０円分まるまる赤字になるということです。

逆にいえばあなたは月額課金の４９００円のコース選んだとしても、最低でもこのサ
プリメント代は得をする計算です。

つまり、どう転んでもあなたは得しかしない計算になっています。

そして、１年間コースを選んだ場合は、割引度合いががさらにアップしますので、こ
れは完全に利益度外視のプレゼントといえるでしょう。



ただし、１点だけ注意事項があります。

この※商品名は※企画名のメンバーになったあなたにはなんでも結果を出して欲しいと
いうことで、僕らのサポートをしてくれるメンバーやK氏に全面的な協力をしてもらっ
て実現したサプライズ企画です。

ですから、間違ってもこのサプリをネットなどで高額で転売するなどＫ氏の信用を 
裏切るようなことは絶対にしないと約束してください。

おそらく、これを目ざといメーカーが発見したら、２万や３万（いやそれ以上）で  
販売することを真っ先に考えることでしょう。

しかし、この※商品名は※企画名のメンバーであるあなたのためだけに用意したもので
すので、転売などは堅く禁止させて頂きます。

これは、漢と漢の約束です。

その代わりといってはなんですが、今回だけ特別に３０日間分を無料でプレゼントし
ますので、その効果をあなたの体で実感してみて下さいね。

開発費１０００万超え・・・２５年以上の研究の結果は伊達ではありません。

ホンの１週間ほど使ってもらえば、プロテインや効果のないサプリとは比較にならな
い・・・そんな目で見える効果が実感できることをあなたにお約束しましょう。

その２：あなたのためだけに僕らが特別に作成した完璧な
肉体改造のための独自プログラムを作成

僕らのＤＶＤを手にした人たちはそれぞれゴールが違います。

それは、１００人いれば１００人とも体型も違えば、なりたい理想像も違うのですか
ら当たり前の話といえるでしょう。

この特別プレゼントは、たった１言でいえば、

あなたの理想の体型（未来）に合わせた、あなたのためだけの完璧なプログラムを作
る

という前代未聞の企画です。

こちらで用紙した、簡単なアンケートに答えて頂きます。



その際に、こちらであなたの理想の体型を確実に達成できるように、数パターンの写
真を用意しようと思っています。

イメージとしては、美容院で髪を切ってもらう前に、カタログを見て、「こんな髪型
にしたい！」という、あれの肉体版といった感じです。

そして、それを分析しながら、「あなたのためだけ」に作った完璧なプログラムを僕
らが作成しましょう。

これは、いわばあなたが目的地に着くために欠かせない地図のようなものです。

そして、これさえ持っていれば、

・まず初めにいったい何をすればいいのか・・・
・今の自分のトレーニングはあっているのだろうか・・・
・今の段階では、どんな食事をすればいいのか・・・

といったような、多くの人が迷ってしまう場面で、あなたは一切路頭に迷うことなく
最短ルートで理想の肉体を確実に手に入れることができることでしょう。

この独自プログラムの最大のポイントは、

あなたの生活スタイルに合わせたプログラム

だということです。

たとえば、一般的な筋トレメニューやダイエットノウハウと言うのは、あなた１人のた
めに作られている訳ではないので、どうしても無駄が出てきてしまいます。

夜に炭水化物を抜きましょう・・・。

そう書いてあったとしても、仕事柄なかなかそんな生活は送れないというケースも少

・ あなたの理想のゴール（目標）
・ あなたの年齢
・ あなたの身長
・ あなたの体重
・ 近くに通えるジムがあるかどうか
・ 目標を達成したい期間
・ それに、かけれる労力
・ あなたの生活スタイル全般

などなどを細かく丁寧に聞いていきますので、あなたはそれに答えるだけでOKで
す。

※さらに、これだけで分からない場合は、電話などでやりとりして、あなたにあった
完璧なプログラムを作成します。



なくありません。

また、自分はどうしても食事制限はしたくないから、そんな場合でもできるプログラ
ムを組んで欲し
いという要望をもらえば、あなたの生活スタイルに合わせたプログラムを作るという
事も可能です。

あなたの“わがまま”を聞きましょう。 
例えば・・・

・お腹周りが気になっているから、まずはそこを真っ先にへこましたい
・お酒は大好きだから、それを辞めずにダイエットする方法が知りたい
・甘いものが好きだが、これを辞めずに痩せマッチョになりたい
・筋肉は欲しいが足だけは太らないようにスマートにしたい
・食事が大好きだから食事制限は一切なしで理想の肉体を手に入れたい
・きつい運動はできるだけなしで、ダイエットがしたい
・夜型生活だが、そんな自分にあったプログラムを作って欲しい
・とにかく、何でもするから最短距離で理想の体を手に入れたい
・ゆっくりペースでかまわないから、できるだけ楽して痩せたい
・一日にほとんど運動する時間がない自分に合ったダイエット法が知りたい
・夜ガッツリ食べても太らないようにして欲しい

などなど。

こんな“究極のわがまま”にもお答えして、あなたのためだけに、完璧なプログラムを
作成します。

あなたがどんな状況だろうが一切構いません。

お酒が好きなら無理に辞める事はないし、食事が好きなら無理に制限する必要はあり
ませんし、運動する時間が取れないなら、それでも構いません。

まずは、あなたの生活スタイルをお聞きして、「これだけは譲れない」というものが
あるのであれば、そこは我慢することなく、それでも効率的に最短のスピードで理想
の体を手に入れるための具体的な道筋を提示しましょう。

あなたはこの地図を持って、そのまま無理せず歩けば、回り道をすることなく理想の
体を手に入れることができます。

一般的にこうしたパーソナルプログラムになればなるほど、金額的にも高くなってい
くのは当然かと思います。

こういった本格的なメニューを組んでもらおうと思えば、毎月のアドバイス料を数万
払い続けたり・・・５０万を超えるような高級エステ級の請求額を提示されることも
珍しくありません。



しかし。

こういったプログラムを作る場合は、そのトレーナーの実力を見間違うと効果的どこ
ろかお金だけ掛かって、理想の肉体をいつまで経っても手に入れられない・・・そん
な悲劇にもつながるので注意が必要です。

最近、僕らが指導したある方は、ガリガリの体を鍛えるために、ジムに通い出して、
高額のパーソナルトレーニングを受けていたのですが、

そのアドバイスは、

「あなたは筋肉が付きにくい体質をしていますが、このメニューでがんばっていきま
しょう」

という、僕らプロからみたら驚くべき内容でした。

これは、特異なケースではなく、「筋肉が付きにくい」といった診断をジムなどでさ
れる方が少なからずいるようです。

しかし、そんな体質は存在しません。

ごく稀にそういった方もいらっしゃいますが、それは非常にレアケースです。

これは、計らずしもそのトレーナーの実力が露呈してしまった典型例といえるでしょ
う。

その証拠に、そのガリガリだった方も僕らの指導を受けてから数カ月で、理想の肉体
を手に入れることに成功しました。

こういった一般的なジムで行われているアドバイスは、気休め程度に聞いておくこと
をお勧めします（間違っても、彼らのいうことを鵜呑みにしてはいけません）。

今回は特別に、あなたの生活スタイルに合わせて僕らが最短かつ確実にあなたの理想
のスタイルになるためのプログラムを組みますので、是非有効に活用してください
ね。

その３：※名前による直接指導！
マンツーマンのパーソナルトレーニング

これは今までで一番要望が多かったものです。

あなた直接お会いして、僕らがあなたに直接アドバイスする

という一番シンプルかつ強烈なものです。

僕らのパーソナルトレーニングは、要望が多かったものの、普段は金額に関係なく 
受け付けていませんでした。



これは時間的に難しかったからです。

しかし、今回僕らのプロジェクとのスタート時にメンバーとして参加してくれるあな
たには、特別にパーソナルトレーニングをたった１度だけ無料で行います。

このようなパーソナルトレーニングは、一般のジムでも安くて５万円～高いと３０万
以上するものです。

ですから、これを無料で行う事には今回のプロジェクトをサポートしてくれるスタッ
フとも散々悩みましたが、

「俺らが本気でこのプロジェクトを立ち上げたのは、そもそも採算度外視だってこと
や、時間的なリスクがあることは始めったら分かってただろ？今までにあり得なかっ
たものを作るって公言したからには、他の誰にもマネできないもの見せてやろう
や！」

という兄の一言で決まりました。

日本全国どこへでも行きます。 

このパーソナルトレーニングは、全国どこでも受ける事ができます。

その際には交通費だけ立て替えてもらえば、それ以上の個別トレーニング代は掛かり
ませんし、宿泊代を負担して頂く必要はありません。

※名古屋で開催する場合は、交通費なしで直接指導を受ける事が可能です。

そして、このパーソナルトレーニングの開催場所はあなたの街の市営ジムや通い慣れ
ているジムなどで２時間ほど１対１で直接とアドバイスします。

日程はお互い都合のあう日を決めましょう＾＾

ちなみに、このパーソナルトレーニングの重要性を誰よりも理解し、実感している僕
らは
わずか１日のアドバイスで２０万以上かかる超高額のトレーナーに３年ほど指導を受
けています。

それだけ、本物に１対１でアドバイスをもらうという事は、シンプルかつ強烈な効果
を実感することができるのです。

このパーソナルトレーニングは、要望が多かったので前々から開催を考えてはいたの
ですが、その際の費用は２０万～３０万ぐらいを予定していました。

今後、僕らがパーソナルトレーニングをする場合は、この金額を目安に考えておいて
ください。



今まで、仕事柄なんだかんだと合わせるとざっと１０００万以上は使って長年トレー
ニングを続けてきました。

自分の体を実験台にしていまでも体を鍛え続けている本物のアドバイスというものを
ぜひ体感してみて下さい。

あなたの人生が激変することをお約束しましょう。

どれが欲しいか決まりましたか？ 

今回は喧々諤々のミーティングの結果、あり得ないサプライズプレゼントを絞りだし
た結果・・・その死闘に勝ち残ったもっと強烈な３つのプレゼントです。

これはイヤらしい話ですが、この３つのプレゼントはどれも、それ単体で発表すれば
金銭的にはかなりの収入が見込めたことでしょう。

事実、子供だましのようなジムのお兄ちゃんの個別指導に何万円とか、本当はやらな
いほうがマシな肉体改造プログラムに３０万とか・・・あなたと同じような境遇で悩
んでいる人達からぼったくりをしている人は後を絶ちません。

そういった光景を目の当たりにして、「何か僕らにできることはないか？」と頭をか
きむしりながら、最後の最後まで悩んだ挙句、最終的にリストアップされたのが、

その１：
実に開発費１０００万超え・・・２５年間以上かけて完成させた超一流の
トップアスリート有名芸能人が密かに使っている巷には出回っていない伝
サプリメント

その２：
あなたのためだけに僕らが特別に作成した完璧な肉体改造のための
独自プログラム作成

その３：
※名前によるマンツーマンのパーソナルトレーニング

この３つの特別プレゼントです。

これら１つ１つが採算度外視はもちろんのこと、希少性と言う意味でも、まわりを 
見渡して同じだけのものが手に入る場所はないのではないかと自負しています。

もちろん、これら３つ全て手に入れて頂いてもＯＫですし、どれか１つだけ選んでも
いいですし、２つだけチョイスすることも可能です。

その違いはいたってシンプルで、



１つお申し込み→毎月課金コース
２つお申し込み→半年コース
３つお申し込み→１年コース

このように、コースをグレードアップした分だけ、プレゼントの数が増えるという
もっともシンプルなものです。

現在のお申し込み状況をみていると、１年コースを選ばれているメンバーがほとんど
ですがすでに申し込みをされている場合は、これら３つのプレゼントが自動的につい
てきますので、ご安心ください。

メインコンテンツである※企画名のご案内を見て頂ければ分かる通り、１年パックが
もっともお得になるように設定してあります。

今のところ、人数の限定はかけない予定ですが、※企画は１０月３１日をもって募集を
終了してしまいますので、このチャンスを見逃さないでください。

長くなってしまいましたが、最後までお読み頂きありがとうございました。  

お申し込みは今すぐこちらをクリック

　　　※名前 

P.S:この手紙を読み直しています。

あり得ないほどの特別プレゼントを考えていたら、ある意味では※企画名と、どちらが
メインか分からないほど強烈なものになってしまいました・・・。

これら３つのプレゼントはどれも強烈ですので、ぜひ今のうちに手に入れておいてく
ださい。

P.P.S：今、時計をみたら２８日の１時になっていました・・・。

もうかれこれ、打つ合わせを合わせて２４時間以上は、眠らずにパソコンの前でキー
ボードを叩いている気がします。

おそらく、あなたがこの手紙を読むのは今日（２８日）の日中になるのではないかと
思います。

最後の最後で、超ビックなサプライズプレゼントを渡したくなり、ご連絡が期限ギリ
ギリになってしまい申し訳ありません。

しかし。



悩みに悩んだ挙句選別されたこの３つのサプライズプレゼントはどれ１つとっても 
あなたの人生を変えるほどの強烈なインパクトのあるものがご用意できたのでは 
ないかと思っています。
 
この前代未聞となる※企画名のお申し込み期限は残りあとわずかです。

１０月３１日を持って終了となりますので、興味があれば今すぐ以下のリンクをク
リックして僕らに連絡してください。

お申し込みは今すぐこちらをクリック

ではでは、僕らとともに一緒にがんばっていきましょう。

それでは、メンバーページでお会いできることを楽しみにしています！


