
 

 

 

「頑張っても思うような結果が出ない・・・」とお悩みのあなたへ 

僕が結果を出せた秘訣をすべて教えます。 

 

 

 

 

ネットビジネスを７年間以上もやり続けてきた全てを伝えます。 

あなたのビジネスを見直し人生を変える、 

あなたに合わせたコンサルティング・サービスです。 

 

あなたも上辺のテクニックで稼いでいる薄っぺらい人ではなく、 

「本当の実力者」から、普遍的な成功への原理、原則、 

世の中の真理を学んで飛躍的に成長し、 

理想とする最高の人生を手に入れませんか？ 
 

 
※ 一人一人と、個別指導をしていくので、限られた人数しか 

募集することができないことを、予めご承知ください。 

 

 

 

 

 
こんにちは。いつもお世話になっております。 

堂代ひろのひろきです。 

 
僕は現在、パソコン一台とインターネット環境を使って、 

毎月数百万円ものお金を稼ぎ、自由を手に入れ、 

好きな時にネットビジネスをやって、好きな時に 

遊んでいる生活をしています。 

 
今、巷で流行っているノマドとか、フリーエージェント 

といった感じの自由な生活を送っています。 

 

 

 
僕は、２０１０年の後半からネットビジネスを始めて、 

わずか４ヶ月後に、月８７万円の売上という実績を 



短期間で出し、飛躍的な成長をすることができました。 

 
しかし、それから、順調にビジネスが 

うまくいったわけではありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

本物の詐欺に脅され、命まで狙われ、死ぬ思いをして 

自己破産までして、命がけで学び体験し、１０００万円以上の 

お金を投資してきた、僕の人生全て・・・ 

 

 

 

 

 

 

 
稼ぐ方法が全くわからず、ネットビジネスに出会う前は、 

他のビジネスに手を出そうとした結果、見事に騙されて、 

次々にその関係の人達に騙されお金を失って、 

恥ずかしながら、自己破産までしてしまいました。 

 
その後、自己投資のために勉強してきた、教材代、 

コンサルティング代、本代、セミナー代を全部合わせて 

計算したところ、１１００万円以上になります。 

 
僕は、今までに、各分野のトップの方から直接教わって 

学んできました。 

 
そして、知識だけではなく、数多くの失敗から、試行錯誤を 

繰り返して、膨大な量を経験してきた結果の実績があります。 

 

 

 

 

 



 

 

不安と失敗の連続 
 

 

 

 

 

 

 
今は、おかげさまで、自由で余裕が少しあるくらいの生活が 

できていますが、僕もネットビジネスを始めたばかりの頃は、 

不安と失敗の連続でした。 

 
ビジネスの「ビ」の字も知らなかったど素人が、 

よくここまで来れたなと思っています。 

 
どんな不安が当時あったかというと、 

 

・このままやり続けて、稼げるようになるのだろうか？ 

・もっとすぐに結果が出る方法はないだろうか？ 

・一生、こんな大変な作業をし続けなくてはいけないのだろうか？ 

・努力はしているんだけど、報われないのは、なぜだろうか？ 

・実績を出している人と自分は何が違うのだろうか？ 

 
・・・というような 

 
不安の荒らしで、ストレスから体に禁断症状まで出ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

救世主が現れる 
 

 



 

 

 

 

 

 
苦しみ続けていたそんな僕に救世主のような人が 

現れました。 

 
いつものように作業をして情報収集をしていると、 

あなたが稼げていないのは、○○だからではないですか？ 

 
という僕に足りないことをピンポイントで教えて 

くれる人に出会い、必死で頼み込み６０万円以上のお金を 

用意して、その方の元で勉強をさせていただいたところ、 

すぐに結果を出していけるようになりました。 

 
その方から教わっていた期間は、１週間程度でした。 

１週間もなかったかもしれません。僕は、その体験を経て 

稼げるようになり、今までの不安が嘘のように抜けていきました。 

 

 
僕のいろんな悩み、苦労、苦難は何だったんだろうと 

思いました。ちょっと考え方を変えるだけで、 

これほど結果が大きく変わるものなのかと思いました。 

 
その時に初めて、うまくいっている人から教わる 

ということが、非常に重要だったんだと気付きました。 

 
早くから、その人に出会っていれば、もっと僕は早く 

うまくいっていたと思います。 

 
なので、過去の自分のように、今稼げなくて苦しんで 

いる方に、コンサルティングサービスを受けていただいて、 

同じように思ってもらいたいと思い、今回の 

コンサルティングサービスを企画することにしました。 

 

 

 

 



 

 

今回募集する僕の個別コンサルティングサービスで、 

あなたが得られるメリットの一部を紹介します。 
 

 

 

 

 

● 大幅な時間短縮 
 
僕が数々の失敗してきた経験を元にこれをやっては 

いけないとか、これをやるべきとかっていうように、 

無駄な作業を一切排除することができ、"最短ルート"で 

稼ぐことができ、大幅な時間短縮できます。 

 

● お金払うから頼むから教えてって言われる方法 
 
これを覚えるだけで、はっきり言ってお金に困ることがありません。 

売れる営業マンとか、売れるセールスマンとか、インターネットビジネス

で成功してる人っていうのは、これを知ってて、確実に使いこなしてま

す。 

 

これを知っておけば、今後一切、商品何作ったらいいとか、コンテンツ

何作ったらいいって、悩む必要ないんです。これさえ覚えれば、もうネ

ットで１００万とか儲けるなんて、余裕です。 

 

少し話しただけで、なにそれ？お金払うから教えてって興味を持っても

らえる方法があります。 

 
● 同じ努力をしていても稼げる人と稼げない人の 

違いとは？ 
 
同じく努力をしていても稼げる人、稼げない人の違いが 

明確にあります。やり続けることは必要なのですが、 

ただ、やり続けていても結果を出せる人と、出せない人に 

別れる決定的な違いがあります。 

 

● あなたの商品を買ってくれるお客様が自動的に 



次々と現れ続ける、集客の方法とは？ 
 
僕が月収４０００万円を稼いでいる人に直接会って 

学ばせていただいた方法です。 

正直、これをやるだけでも、一生お金に困ることがありません。 

 

● 儲かるビジネスが無限に見えてくる 

"視点の持ち方"とは？ 
 
世の中にあらゆる物からビジネスモデルを思い付くことができる、 

具体的な視点の持ち方を伝えます。 

必要があれば、すぐに儲かるビジネスモデルを考えてお教えします。 

 

● その辺に売っている リンゴ を売って 

億万長者になった方法とは？ 
 
どこにでもあるような普通のリンゴをお金に変えるための、 

どんなものでも売ってしまう究極のセールス方法をお伝えします。 

この技術を知ればリンゴでもみかんでも売れるようになります。 

 

● 働き続けなくても完全自動でお金が入り続ける 

仕組みの秘密とは？ 
 

 
働かなければお金が入ってこないという間違った考え方を 

見直しましょう。目の前の作業に追われていたら、 

いつまでも労働をしなくてはいけません。 

 

自分が働いてなくても収入が発生する 

ドラえもんの道具のようなビジネスモデルをお伝えします。 

 

● 全財産を喜んで払ってもらえる洗脳セールスとは？ 
 
僕が６５万円を払い、コンサルで学んで教えてもらった知識です。 

この方法を悪用すれば、どんなものでも瞬時に売れてしまう 

魔法のような方法をお伝えします。 

 

この方法を知れば１００万円以上の商品が簡単に売れるように 

なります。 



 

● あらゆるジャンルのノウハウを組み合わせ 

"オリジナル"を作る方法とは？ 
 
各ジャンルのノウハウ単体だけでも稼ぐことは可能ですが、 

それぞれの良い所を効率良く集めて組み合わせることで、 

倍速的に稼げるスピードを上げることができます。 

 

● 時代の反動 を先読みして大きく稼ぐ方法とは？ 
 
市場動向を先読みして、時代が反転するタイミングを 

掴むことで、数千万円単位のお金をゲットするチャンスを 

作り出すことができます。 

これ知らないばっかりに大金を逃してしまう可能性があります。 

 

● ビジネスを激変させる億レベルのビジネス戦略の 

作成方法とは？ 
 

 

目先の利益だけを追っていてはいつまでも飛躍的な成長は 

ありません。 
最初に億レベルのビジネス戦略を考え、そこから逆算して 

いくことで、長期的なプランで、迷いなくビジネスを 

続けていくことができます。 

 

● どんな視点で取り組むビジネスを選択するべきか？ 
 
ここを間違えると、どんなに頑張っても報われません。 

稼ぐべくして稼ぐビジネスを作っていく必要があります。 

あなたに最も合った儲かるビジネスを発見する方法を 

お伝えします。 

 

● 自分のレベルに応じた ビジネス展開 のさせ方とは？ 
 
自分のステージに合わせてビジネスを構築していない 

ばっかりに、利益の取りこぼしをしてしまって、お金を 

損している可能性が高いです。 

あなたの知識量に応じたビジネス展開のさせ方を 

お伝えします。 



 

● 成功者が時間を最大限に活用するためにやってる 

"時間管理術"とは？ 
 
結果に直結することだけを選択し実践することにより、 

最大限のパフォーマンスで作業効率を上げ、 

スピードアップすることができます。 

生産性を重視して作業効率を飛躍的にＵＰさせる方法を 

お伝えします。 

 

● 購入者心理を鷲掴みにしてしまう驚愕の 

"販売戦略"とは？ 
 
僕は心理学も学んでおり、人の購買心理を完璧に理解すると 

とても簡単に稼げます。 

 

成約率４５％を叩きだした"秘密の戦略"をこっそりとお伝えします。 

 

● 売れる商品を"無限に"作り出せるようになる 

考え方とは？ 
 
この考え方を身に付けると無数に儲かる商品を生み出せます。 

あなたもこのスキルを手に入れて、使いこなすことで、真の安定を 

手に入れことができます。 

 

● 億万長者が全財産を失っても再び億万長者になる 

"原理"とは？ 
 

今だから言えるゼロから復活するための最短の方法を 

お伝えします。億万長者が全財産を失っても億万長者に 

戻ることができる真理を知れば、あなたも今後は、一切 

お金のことで苦しむことはなくなります。 

 

● 仕掛ける側になるために必要な視点の転換とは？ 
 
大きく稼ぐためには仕掛ける側に必ず回る必要があります。 

実際、稼いでいるのは商品を購入する人ではなく、 

販売する人です。 

 



僕が億万長者に１５０万円を払って学ばせてもらった 

コンサルティングの内容で、億万長者が世の中をどう 

見るべきかという視点について伝えます。 

 

● 情報発信、コンテンツ販売でステージを 

上げるための方法とは？ 
 
億単位で稼ぐまでに成長する人と、百万円くらいが限界の 

人の違いは何か？ 

稼ぎの額に大きな差を生み出してしまう無意識の感覚とは？ 

 

稼ぎを何十倍にもＵＰさせるパラダイムシフトを 

起こしてもらいます。 

 

● 月収１万円の実績を使い１００万円を稼ぐ方法とは？ 
 
実績が無くても視点を変えれば仕掛ける側に回れます。 

もちろんお客様を騙すわけではなく、ＷＩＮ－ＷＩＮの 

関係を作れる方法です。 

 

これを知れば、あなたも実績に関係なく仕掛ける側に 

回れます。 

 

● 僕と仲良くなれます。 
 
僕は、セミナーを行ったり、ネットビジネスの塾を 

やってます。 

 

その時に僕と組むことができるのが大きいです。 

一緒に企画をすることができたり、あなたが成功した頃には、 

僕の読者さんや、僕のビジネス仲間、僕の知り合いの多くの 

成功者を紹介することができます。 

 

 

 

 

成長し続ける 
 

 



 

 
さらに、僕は今でも勉強をし続けているので、最近ですと、 

２億円以上稼いでいる方の講義に、２０万円以上のお金を 

投資し勉強させてもらっています。 

 
今後、僕が塾経営とかセミナーとかをやって忙しくなったり、 

ビジネスを自動化して、 

 
ビジネスから離れることになったら、コンサルティングを 

行うことはなくなるかもしれませんし、やったとしても、 

僕の価値がもっと上がった時点でコンサルティング代は、 

間違いなく値上げします。 

 
最低でも、たった３時間で１００万円以上とかで、 

行うことになると思います。 

僕が手の届かないところにいかない今のうちに、 

コンサルティングを受けておいてください。 

 
チャンスの神様は、前髪しかありません。先ほども 

言ったようにコンサルティングは、１対１で行うため、 

１年も経った後には、もうコンサルティングを行う暇が 

なくなり、このチャンスを掴むことができないと思います。 

 

今だけのスペシャル企画だと思ってください。 

 

 

 

 

 
そして、ありえないことに結果が出せなかった場合は、 

全額返金させていただいた上に、動画２００本以上 

付けさせていただきます。 

 
これは正直どうしようか迷いましたけど、そのくらい 

自信があるものなので、付けさせていただきます。 

 
ただし、僕のコンサルティングサービスは、 

誰でも受けられるわけではなくて、 

こちらも受ける人を選ばせていただきます。 



 
本気で稼がせることができると思った人しか、こちらも 

受けることができません。 

 
稼がせてあげられないと判断した以上、こちらもお金を 

いただくことはできません。 

 

私のコンサルティングサービスを 

受けるための必須条件を挙げさせていただきます。 

 

 

 

 

・言われたことを愚直に実行することができる人 

（ただし、場面場面で、いくつか選択の余地はあります。） 

・他者依存が少ない人（自分の力で調べられるところは調べて、 

なんでも聞かないでください。） 

・最後まで諦めないで、努力を継続し続けられる人 

 

 

 

 

この条件を満たせる自信のある人だけ、 
僕のコンサルティングサービスに申し込んでください。 

 

 
なんでも聞かないでくださいって言うのも、以前は、 

なんでも手取り足取り教えていたのですが、他にも 

教えている方がたくさんいて忙しいのと、 

 
もしそれで、 

稼げたとしても、僕がいなくなったら、稼げなくなるので、 

なんでも手取り足取り１から１０まで教えることはしません。 

 
もちろん最初のうちは、何もわからないと思うので、 

全面的に教えさせていただきたく思っておりますが、 

最終的には、自己解決能力を身につけて、自分自身で 

 

 
アイディアを出せるようになって、僕がいなくても 



稼いでいけるようになってほしいと思ってます。 

 

 

 

 

コンサルティングサービス、各種プランの紹介 

 

 

●【プレミアムプラン】１９８万円（税込） 
 
ビジネス戦略の見直しと方向性を確認して、 

あなたのビジネスを飛躍させます。 

 
僕と深い関係を築いて、生涯僕と付き合っていきたいと 

思う人向けのフルコースプランです。 

 

●３か月コンサルティング 

・基本的にはスカイプを使って３か月間は無制限に 

コンサルティングさせていただきます。 

 

●電話＆メール＆LINE でのサポート 
・電話、メール、LINEも必要に応じて使い、 

サポートさせていただきます。 

 

●対面コンサル（１８０分×３回まで） 

僕が会いに行くか、会いに来ていただくかは、 

二人で相談して決めましょう。 

 

●僕と一緒にセミナーなど JV できる権利 
正直、成功するのに一番早い方法は、もう稼いでいる人と一緒に仕事

をやることです。その権利をつけさせていただきます。 

 

●僕の教材＆コンテンツを全て使用できる権利 
今まで私が作ってきた教材とコンテンツを全て使用して良い 

という権利を付けさせていただきます。 

 

●堂代ひろのビジネスプランの裏側を全公開 
他の人には言えないビジネスプラン、今後の展望など全てを 

伝えさせていただきます。 

 



●僕の紹介できる人脈の提供 
僕は、他分野での成功者とも知り合いです。 

ある程度の結果を出された後は、紹介させていただきます。 

 

●食事や遊び、旅行などへ招待 
コンサルティングを通して仲良くなった際には、食事や遊びを 

始め、普段はできないような貴重な体験をする際にもお誘いします。 

 
こちらも期間に関係なく、コンサル終了後も 

お誘いいたします。 

 
３か月間、１回１２０分まで、１週間に２回ペースで、 

コンサルティングをします。 

 
万一３か月以内に結果が出なかった場合は、全額返金して、 

さらにお詫びとして動画２００本以上を差し上げます。 

 

 

●【ゴールドプラン】１２０万円（税込） 
 
あなたのビジネス戦略の根本的な見直しと方向性を確認して、 

あなたのビジネスを飛躍させます。 

 

三つのプランのうち、バランスの取れたプランです。 

 

●３か月コンサルティング 

・基本的にはスカイプを使って３か月間は無制限に 

コンサルティングさせていただきます。 

 

●電話＆メール＆LINE でのサポート 
・電話、メール、LINEも必要に応じて使い、 

サポートさせていただきます。 

 

●対面コンサル（１８０分×３回まで） 

僕が会いに行くか、会いに来ていただくかは、 

二人で相談して決めましょう。 

 

●僕の教材＆コンテンツを全て使用できる権利 
今まで私が作ってきた教材とコンテンツを全て使用して良い 



という権利を付けさせていただきます。 

 

基本的にはスカイプを使って、コンサルティングさせていただきます。 

メールも必要に応じて使い、サポートさせていただきます。 

 
３か月間、１回１２０分まで、１週間に２回ペースで、 

コンサルティングをします。 

 
万一３か月以内に結果が出なかった場合は、全額返金して、 

さらにお詫びとして動画２００本以上を差し上げます。 

 

 

●【シルバープラン】６４万８千円（税込） 
 
あなたのビジネス戦略の根本的な見直しと方向性を確認して、 

あなたのビジネスを飛躍させます。 

ビジネスの根本を教わりたい方向けです。 

 

●３か月コンサルティング 

・基本的にはスカイプを使って３か月間は無制限に 

コンサルティングさせていただきます。 

 

●電話＆メール＆LINE でのサポート 
・電話、メール、LINEも必要に応じて使い、 

サポートさせていただきます。 

 

●対面コンサル（１８０分×３回まで） 

僕が会いに行くか、会いに来ていただくかは、 

二人で相談して決めましょう。 

 

３か月間、１回１２０分まで、１週間に２回ペースで、 

コンサルティングをします。 

 

万一３か月以内に結果が出なかった場合は、全額返金して、 

さらにお詫びとして動画２００本以上を差し上げます。 

 

 

 

 



 

 

人生を変えるために 
 

 

 

 

 

 

 
今回の募集価格は一見、高額に思えるかもしれませんが、 

他の小手先の内容を教える教材、塾、セミナーとは 

全くの別物です。 

 

 

 
お金だけを見たら高いと思いますが、例えばビルゲイツの 

主催するパーティは、３００万円以上しても安いと思います。 

なぜなら、そこに来る素晴らしい人脈と繋がることが 

できるからです。 

 
たった１回のパーティや食事会で、それ以上の大金を払う人が 

いるという事実を知ってください。 

 
本物の実力者から学べるということは、それほど価値の 

あるものですし、今回のコンサルティングサービスは 

それくらい自信を持っておすすめできます。 

 

 

 

 
人生は誰と関わるかによって決まるといっても過言では 

ありません。どの人と出会うかによって人生は大きく 

変わってきます。 

 
今後の人生全てを変えるきっかけとなると思うので、 

今回のコンサルティング価格は、成功した後には、 

とんでもなく安い投資だったと言えると思います。 

 



今回のコンサルティングを通じて間違いなく、 

あなたのビジネス、人生を変える絶対の自信があります。 

僕が今まで学んできた全てを伝えていきます。 

 

 

 

大事なことなので、もう一度言います。 

 
今後、僕が塾経営とかセミナーとかをやって忙しくなったり、 

ビジネスを自動化して、ビジネスから離れることになったら、 

 
コンサルティングを行うことはなくなるかもしれませんし、 

やったとしても、僕の価値がもっと上がった時点で 

コンサルティング代は、間違いなく値上げします。 

 
最低でも、たった３時間で１００万円以上とかで、 

行うことになると思います。 

 

僕が手の届かないところにいかない今のうちに、 

僕のコンサルティングを受けておいてください。 

 
チャンスの神様は、前髪しかありません。先ほども 

言ったようにコンサルティングは、１対１で行うため、 

１年も経った後には、もうコンサルティングを行う暇が 

なくなり、このチャンスを掴むことができないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

今だけのスペシャル企画です。 

 

一人でも多くの人の人生を変えたいので、時間の許す限り、 

持てる全てを伝えていきますが、 

それでも時間は一日２４時間しかありません。 

 

物理的に教えられる人数は限られますので、規定人数に達し次第、 

募集を締め切らせていただきます。 

 

あなたのチャンスを逃すことになりかねませんので、 

このサービスが良いものだと感じたら、すぐに申し込んでください。 

 

 

堂代ひろのコンサルティングサービス 
 

⇒ 申し込みはこちらをクリック 

 

 

http://gakeppuchi.com/プロフィール.html

