
２０２０年に月収１００万円を稼ぎ 

人生を変えたいあなたへ・・・ 

 

こんにちは！森野です。 

いつもありがとうございます。 

 

さて、早速ですが私からご案内があります。 

僕の商品のご案内です。 

 

興味がないかもしれませんが、是非最後までご覧になってください。 

本当に人生をかけてやるので、その為にこのお手紙を書いています。 

 

あなたは今どんな状況ですか？ 

まず、あなたの現状を教えて下さい。 

 

・売上が無くて、月末にちゃんと支払えるのかビクビクしている 

・仕事は好きだけど、売上が少なくて嫌いになりそう 

・お金や時間が無くて彼女やパートナーに嫌われている 

・経営者じゃないけど、給料が少なくて正直会社に不満を持っている 

・自分にはセンスが無いから何も出来ないんじゃないかと思ってる 

・このままの人生が続くんじゃないかと不安になっている 

 

このような方の気持ちはよく分かります。 

何故なら以前の僕だからです。 

 

ちょっと長くなりますが、僕の話を聞いてください。 

僕は鍼灸師・マッサージ師の免許を持っているんですけど、初任給は 23 万円。そこから色々引かれて手取りは

19 万くらいでした。でもその給料は 3 年間続きます(笑)超ブラック企業で辞められなかったというのが正直な話

です。 

 

週休 1 日で朝から晩まで仕事をして、施術単価も凄く低かったので薄利多売のような感じでした。 

好きで始めた仕事を嫌いになりそうになり、これではいけないと思い会社を移動しました。 

 

そこで運命の出会いをするんです。当時の院長で専門学校の同級生なんですがマーケティングという言葉を知っ

たのはその時です。今から丁度 4 年前の話です。 

 

正直な話、僕は鍼灸師ですけどかなりの不器用です。ほとんどの事でセンスが無いと言われていましたし。 

 



そこからダイレクト出版が出している本や DRM(ダイレクト・レスポンス・マーケティング)の権威でもある 

ダン・ケネディの本も読み漁りました。自己啓発の物も含めて、当時が一番本を読んでいたかもしれません。 

 

でも何も変わりませんでした。何故だかは今だから分かる話です。 

 

マーケティングの知識は覚えた 

でも実践していなかった。これだけです。行動するという意味を間違えていたのです。 

 

だから行動する事を実践したのが今から 2 年前からです。 

 

ある経営塾に参加して、トータル 1 年半いて 140 万・1 年間の個人コンサルを購入して 130 万 

これだけ払ったらどうなるか？ 

 

ぶっちゃけますが、払ったことが無い人にはわかりません。 

でもこれを高いか安いかと言えば、僕からしたらメチャクチャ安く感じました。 

 

何故なら、今後の自分や会社に莫大な利益になるきっかけとなったからです。 

いわば投資という考えです。払った結果どのようなサービスなのか？どのような商品なのかが目の前で 

わかるわけですから。プラスでしかなかったです。 

 

しかし当時の僕はクレジットカードもほとんど使ったことがなく利用額が 10 万円まで… 

なので、キャッシュで払いました(笑)もちろん貯金なんてしてなかったので、生命保険の貯蓄から崩しました。 

 

でもそこから私はマーケティングを勉強して実践した。 

ホントにやるしかない！って感じでしたから。 

でもマーケティングってとてもシンプルなことなんです。 

欲しい物をお客さんになるであろう人に聞いて「買ってください！」と言っているシンプルなものです。 

 

おそらく 1 人で店舗をされている方の場合、月 100 万は最低ラインです。それ以下なら安定を求めて社員に 

戻った方がいいくらいです。安定を求めるから不労所得などの案件が最近では増えているわけで。 

でも否定はしません。それは本気になっていればの話です。 

 

だからホントに売上に困っている人が居るのであれば、私が力になりたいと本気で思っています。 

 

正直な話ですが、簡単に売上が上がると思ったらウソになります。しかし行動量はウソをつきません。 

売上を上げるためには最初から質を求めてはいけません。まずは量をこなすことです。 

 

だからこそ圧倒的な行動量をしていただき結果を出してもらう為にサポートしたいと決めました。 

 

 

 



そこで、2020 年になる前に最初で最後の本気の企画をやることにしました。 

2020 年に月の売上を 100 万円達成したい方の為の企画です。 

 

ちなみに僕が行なっているコーチングは 1 年間 130 万円です。 

なので通常は 1 ヶ月 11 万円(税込)の支払いとなるのですが、ちょっとハードルが高いですよね？ 

 

そこで料金は特別なものにさせていただくことにしました。 

 

半年以内に売上が 100 万円達成することが出来なければ 66 万円で残りの 6 ヶ月を無料で行ないます。 

なんでこんなことをするの？と思われると思います。ですからこれから説明しますね。 

 

躊躇している間に、時間は少しずつ過ぎていきます。 

時間が無限にあるのであれば、いつかやればいいと思いますが、人生にはリミットがあります。 

だからもし売上が思ったような結果でないのであれば、やることをしっかり行えば 100 万円を達成することは可

能なのです。 

 

とは言え、なかなか毎月 11 万円を支払うことはホントに大変だと思います。 

 

なので、保証も付けることにしました。 

もしも 6 ヶ月以内に 100 万円を達成できなかった場合は、お支払いいただいた費用を全額返金します。 

さらに半年間無料でコーチングするということです。有無を言わずです。 

 

本気？って思われるかも思いませんが、もちろん本気です。 

本気じゃなければ、わざわざこのような文章で伝えませんから。 

 

ただし、1 つだけ条件をつけさせてください 

「毎日２４時までに日報を出す」 

これだけです。 

 

フォーマットはこちらで用意します。ですからあなたはそのフォーマットに書いてメッセージを送るだけで結構

です。子供でもわかるくらい簡単な事です。 

 

ホントに売上を 100 万円達成したいのであれば余裕な事です。 

 

というわけで、以上のことをまとめていきますね。 

 

 

 

 

 

 



1. 個別コーチング(1年間) 
文字通り、1 年間個別にコーチングを行うサービスです。 

最短で結果を出したい方はオススメです。 

 

サービス内容 

・毎月 1 回 60 分、計 12 回の個別コーチング 東京・大阪 

・毎月 2 回の電話相談 

・無制限のホームページ・LP・チラシの添削 

・無制限のブログ記事診断(無料ブログ・SEO ブログ) 

・無制限の LINE または Messenger での質問相談対応 

・毎日の日報チェック 

・毎月 2000～3000 文字ブログを 1 つ提供 

・森野主催の実践会、セミナー無料 

 

※実費がかかるものは特別価格でのご案内となります。 

期間 

2020 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日 

※ご契約日から 1 年間となります。 

 

参加費 

132 万円 ※まずは半額 66 万円をいただきます。100 万円達成した場合、残りの半分をお支払いください。 

 

保証 

月間売上 100 万円保証(出来なければ全額返金) 

1 年間無償でコーチング 

ただし、毎日 24 時までに日報をご提出いただくことを条件とします。 

 

お支払い方法 

・一括(現金・クレジットカード) 

・6 分割(現金・クレジットカード) 

・12 分割(現金) 

※分割決済の場合は、月々のお支払いが 110,000 円(6 分割)、55,000 円(12 分割)となります。 

・銀行振込 

 

さらに今回は予算が無い方の為にもう１つサービスをご用意いたしました。 

毎月 55,000 円以上は無理…という方はこちらをご利用ください。 



さらに今回は予算が無い方や産後の骨盤矯正を目的とした方の為にもう一つのサービスをご用意いたしました。 

毎月 36,000 円は大変…という場合は、こちらにご参加ください。 

2. 3 ヶ月集中コース 
個別ではありませんが、3 時間の少人数制のクラスになります。 

東京で毎月開催します。予算があまり無い方におすすめです。 

 

コース内容 

・毎月 1 回 3 時間の少人数制コーチング 東京 

・無制限のホームページ・LP・チラシの添削 

・無制限のブログ記事診断(無料ブログ・SEO ブログ) 

・無制限の LINE または Messenger での質問相談対応 

・毎日の日報チェック 

期間 

2019 年 1 月 1 日～2019 年 3 月 31 日 

※ご契約日からの３ヶ月となります。 

 

参加費 

132,000 円(先行価格) 

 

お支払い方法 

・一括(現金・クレジットカード) 

・3 分割(現金・クレジットカード) 

※分割決済の場合は、月々のお支払いが 44,000 円となります。 

・銀行振込 

 

お申込み方法 

お申し込みフォームよりご登録ください。 

こちらのリンクから登録できます。 

https://www.directform.info/form/f.do?id=4951 

 

スマートフォンからはこちらの QRコードを読み取って下さい。 

 

 

 

 

 

https://www.directform.info/form/f.do?id=4951


お申込み期限 

2019年 12月１日の 23時 59分までとします。 

それ以降の受付は一切しません。 

 

このお手紙を読んでいただいている方はわかると思いますが、 

森野は本気だな！と感じて頂けていると思います。 

 

実際本気ですからね。 

今回は最初で最後にして、本気の企画をやります。 

 

あなたに月商 100万円の売上を達成してもらいます。 

 

もしここまで説明してもわからない点や聞きたい事がある場合は、LINEに登録して頂きお問合せください。 

 

お電話：090-8852-0176 

LINE：https://lin.ee/vIS7O6A 

 

追伸 

毎月 11 万円 

正直大金だと思います。11万円あったら正直美味しいものを食べれたり買えたりしますから。 

 

ただしこの金額が払えないなら、仕方ありません。 

自分自身で情報をゲットして頑張ってみて下さい。 

それでもある程度の成果は出ると思います。 

頑張ってください。 

 

というわけで、月商 100万円を達成したい方は一緒に頑張りましょう。 

https://www.directform.info/form/f.do?id=4951 

 

https://lin.ee/vIS7O6A 

ちょっと予算的にも厳しい方は、ご自身で頑張ってみて下さい。 

素晴らしい生活が送れるように心よりお祈りしています。 

 

ちなみにこのような募集をするのは初めてです。おそらく今後一切しないでしょう。なのでこの機会にご参加く

ださいね。友人の方にご紹介して頂いても結構です。 

 

では、最後までご覧いただきありがとうございます。 

 

2019年 11月 27日  

 森野輝久 

https://www.directform.info/form/f.do?id=4951

