
【発表！】 

ついにあなたは何もしなくても… 
１年以内に毎月３００万円を狙い 
仮想通貨で１億円を叩き出した 

『シナジーアセットプログラム』 
に参加できるようになりました！ 

このプログラムに参加をすることで、 
あなたは借金に追われる必要も、 

嫌な仕事をする必要も、家族に心配をかける 
必要もなくなります。なので… 

今から説明することを 
一言一句、読み飛ばさずに読んでください 

【招待状】 

こんにちは。 
小野です。 

ついにこの日がやってきました！ 

私が今から説明する 
このプログラムは、 

よくある「すぐに稼ぐ」 
というものではありませんし、 
１ヶ月や２ヶ月で収入を上げる、 
というものでもありません。 

さらに、一時的に稼いで「終わり」 
というものでもありません。 

このプログラムは、 



３ヶ月以内に毎月２０万円を確定させ、 
１年で毎月３００万円を増やし続けてくれる。 

そして、仮想通貨を利用して 
１年以内に１億円の収入を 
一気に増やすプログラムです。 

しかもそれには、 
何の努力も、気合いも、 
意識力も必要としません。 

ただメビウスに任せていれば 
自動的に利益が期待できる。 

というプログラムです。 

じゃあ、このプログラムに参加をしたら 
あなたはどうなるのでしょうか？ 

このプログラムに参加をして 
あなたが得られる６つのメリット 

①借金に追われる必要がなくなる 
（全額返済が可能です） 
※画像（借金まみれになっている写真） 

もしあなたが今、 
多額の借金を抱えていて、 

家賃が支払えなくなったり 
電気や水道、ガスも止まったり… 

携帯も繋がらなくなって 
「おかけになった電話番号は現在…」 
なんて恥ずかしい思いをしたり… 

クレジットカード会社からは毎日のように 
鬼コールがなって、留守電が数十件以上も 
溜まっている… 

毎朝ポストを見るときも、 
結婚式の招待状の代わりに「督促状」が 



大量に入っていて、めまいが収まらない… 

守る気もない遅延の電話をして 
「この日には支払います」 
と言いながら、 
次の言い訳を考えるような日々… 

「本当に自分は生きてても 
いいんだろうか…？」 

「もう、自分は人間として 
ダメな奴になってるんじゃないか…？」 

「もう、どうしたらこの生活から 
抜け出せるんだろうか…」 

と思って、自分を責めているのだとしたら 
それは決してあなたのせいではありません。 

なぜなら 

お金を稼ぐということに関して、 
僕たちは「真面目にコツコツ 
働かなければいけない…」 

と教えられてきたからです。 

なので、どんなに一生懸命働いて、 
たとえ役職が上がったとしても、 

給料は全然上がらないくせして、 
責任と仕事量だけがどんどん増えて、 
息切れしながら定年まで働いてしまうのです。 

そして、定年退職を迎える頃に、 
ほとんどの人はこう言います。 

「今まで何をやってきたんだろう？」 

でも、このプログラムに参加をすれば、 
あなたはそんな生活をする必要が 
なくなるんです。 



借金に悩む必要も、 
督促状に追われる必要も、 
毎月の支払いで悩む必要が 
なくなります。 

メビウスが、あなたの借金を 
全額返済してくれるでしょう。 

もう、クレジットカードが 
止まったり、お金のことで信用を 
なくす必要はありませんし、 

いろんな会社からお金を借りて 
どこからどのくらい借りたのか、 
訳が分からなくなる必要も 
ありません。 

すべてのクレジットカード会社に 
一括返済をすることが可能です。 

あなたは、１年後、 
両親に毎月５０万円お仕送りを送ったり 
介護や子供の養育費に使うことも可能です。 

海外旅行に連れて行くのもいいかもしれません。 

あなたの大切な人へ、 
心のこもったプレゼントをしてください。 
きっと喜んでもらうことができます。 

もちろん、それだけではありません。 

②会社を辞めて、好きな未来を選択できる 
※画像（ギターを弾いたり、） 

あなたはもう、 
上司や部下との人間関係に 
ストレスを感じる必要はありませんし、 

会社のルールに縛られたり、 
イラつく上司の気分に左右される必要も 
ありません。 



会社を辞めて、 
自分の好きな仕事を選択することが 
可能になります。 

もちろん、同じ会社に働き続けながら 
メビウスを使って収入を増やすことも 
可能です。 

どうするかは、 
あなたが選ぶことができます。 
すべて、自分の未来を決めることが 
できるのです。 

そして、もしあなたに大切な 
家族がいるなら、、、 

③家族の「稼ぐ大黒柱」として尊敬される 
※画像（家族のみんなに必要とされている 
のが分かる男性の写真） 

あなたは家族の中で「稼ぐ大黒柱」として 
尊敬され続けることができるでしょう。 

しかも、尊敬してくれるのは 
子供たちや奥さんだけではありません。 

親戚付き合いの中でも 
頼られる存在として、仕事の相談を 
受けることも少なくないかもしれません… 

収入の面で安心をすることができれば 
精神的にも安心して、落ち着いた態度や 
行動を取ることができるようになります。 

「稼ぐ大黒柱」になれば、 
あなたは自分の生活だけでなく 
家族や親戚も救うことができるように 
なるのです。 

あなたに意見を言う人が 
減ることでしょう。つまり… 



自立した収入源を確立 
することが可能になります。 

④経営者になるのも自由・趣味で生きるも自由 
※画像（ギターを弾いている） 

お金を持ち始めたとき、 
ほとんどの人は怠けたいので 
働かない人も少なくありません。 

でも、時間が経っていくと 
無性に動きたくなるときがあります。 
（ちなみに、お金を持つと孤独になって 
寂しくなるときがあります…） 

なので、もしあなたが寂しくなれば 
お金を「人のために」使うことが 
できるようになります。 

例えば 

僕と同じようにメビウスを開発して 
たくさんの人の「貧乏生活」「借金生活」 
あるいは「会社でのストレス」から解放させ、 
役に立つことができるようになります。 

「本当にありがとうございます…」 
「あなたのおかげで人生が変わりました…」 
「一生忘れません…」 

と言われ、心から感謝の言葉を 
受けるので、生き甲斐とやり甲斐を持って 
お金を使うことができるようになるのです。 

人に必要とされたときが、 
一番嬉しくて泣きたくなる瞬間です 

お金さえあれば、何でもできます。 

そして、 
もしあなたが今まで我慢をしてきた趣味、 
または夢や目標があるなら、 



これからは好きなことを 
して生きることができます。 

作家として有名になる活動を 
することもできますし、、、 

美容院をネイルサロンを立ち上げて、 
美容を求める人に役立つことも 
できますし、、、 

僕のように日本と海外を 
行き来して、投資案件などを 
使って人の役に立つこともできるでしょう。 

どんな仕事を選んでも、 
どんな趣味に没頭しても、 
誰も文句を言いまません。 

すべてあなたの自由です 

つまり、毎月確定した収入があれば 
あなたは好きな仕事、趣味、人間関係を 
選ぶことができるんです。 

もう、夢ではなくなったのです。 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

じゃあ、どうすれば 
これらの夢を実現することが 
できるんでしょうか？ 

それが、今から説明をする 
２つのシステムです。 

この２つのシステムさえあれば 
あなたは固定収入を増やし続けることが 
可能になります。 

じゃあ、その２つのシステムについて 
具体的に説明をしていきます。 



あなたが理想のライフスタイルを確立するための 
２つのシステム 

【システム１】メビウス（マネープール） 

※メビウスっぽい画像を挿入 

これは、長期的に資産を増やし続けてくれる 
メビウスと言います。 

このメビウスを使えば、 
３ヶ月以内に毎月２０万円を確定し、 
１年以内に３００万円が入り続けて 
くれるようになります。 

このメビウスは、 
僕がエンジニアにお願いをして 
ゼロから作りあげた完全オリジナルの 
商品です。 

このメビウスだけでも、 
あなたの生活を安定させ続けて 
くれるでしょう。 

【システム２】オラクル（投資情報） 

※オラクルっぽい画像を挿入 

このオラクルというのは、 
簡単に言うと「当たりやすい投資情報」 
のことを言います。 

多くの投資情報は、 
高くても２０％～３０％くらい 
なのですが、このオラクルから得た 
投資案件は、８０％以上です。 

というのも、一般の投資情報では、 
よくあるニワカ情報であったり、 

自分の持っている仮想通貨の 
価値を上げようとしているものが 



ほとんどなので、外れることが 
結構多いんです。 

でも逆に、このオラクル情報では、 
上層部だけが知っている話が 
僕のところに回ってくるので、 

最低でも８割以上を 
当てることが期待できます。 
実際に僕たちも当ててきました。 

とはいっても、「そのうちの２割を 
引いて、外したらどうすんの？」 
と思う人もいると思います。 

「泣けなしのお金を使って 
外したらどうするの？」 
と思う人もいるかもしれません。 

その通りです。 

でも、安心してください。 

そのリスクを取り除くために 
メビウスがあるからです。 

泣けなしのお金を投資して 
失敗をする必要はありません 

何度も言いますが、 
まずはメビウスで３ヶ月以内に 
毎月２０万円を固定収入として 
確定させます。 

その固定収入を、 
オラクルで得た投資案件に 
注ぎ込んでいきます。 

つまり、泣けなしのお金を 
使うのではなく、メビウスで得た 
２０万円（余剰資金）を使うのです。 



さらに、その余剰資金を 
８割以上も当ててくれる投資案件に 
複数注ぎ込めば、逆に外すことが 
難しいからです。 

あえて細かく説明をしましたが 
難しく考える必要はありません。 

メビウスとオラクルの２つが 
あなたの相棒となって収入を 
上げ続けてくれます。 

とは言っても、、、 

仮想通貨のブームはいつ終わるか 
わかりません… 

もしかすると、「毎月３００万円が 
入ってくるだけでもお腹がいっぱいだ…」 

と思う人もいるかもしれませんし、 
そこまで稼がなくても大丈夫、 
なんて人もいるかもしれません。 

なので正直、 
メビウスだけ提供して 
「終わり」にしようかとも思いました。 

でも、今、僕の方に入ってくる 
仮想通貨や投資の情報を 
目の当たりにしたとき、 

このメビウスだけで置いておくのは 
「ちょっと勿体ないな」と思いました。 

今、仮想通貨のブームが来ているのに 
何もしなくていいのか？ 

今、仮想通貨のブームが来ています。 

つまり、メビウスで増やした収入を 



ブームが来ているこの「仮想通貨」に 
投げた方がいい、ということです。 

なぜなら、爆発的な収入を生み出して 
くれるからです。 

とはいっても、 

ご存知の方もいると思いますが、 
普通、投資をしてお金を儲けようとすると、 
リスクが掛かってきます。 

例えば、不動産でもそうですけど、 
その土地の値段が上がるかどうかというのは 
分からないので、購入をするのに 
相当なリスクが掛かる訳です。 

そんな莫大な資金を 
投資するのは、普通の人なら怖くて 
できないですよね？ 

でも、このメビウスを使えば、 
自分の貯金や資産を使う必要はありません。 

メビウスで増やした「余剰資金」 
を使えば、リスクをカバーすることが 
できるからです。 

ハイリターン、ハイリスク 
ではありません。 

ハイリターン、ノーリスクです。 

なぜ、メビウスが大事なのか？ 
それはもう分かってもらえたと 
思います。 

仮想通貨がブームな今だからこそ、 
このメビウスとの相性が抜群に 
合うようになっています。 

つまり、チャンスです。 
時代に乗っているチャンスなんです。 



おそらく、 
ノーリスクで仮想通貨に 
どんどん注ぎ込める時代は、 
もう来ないでしょう。 

だからこそ、 
このプログラムをあなたにも 
絶対に使ってほしいんです。 

このメビウスとオラクルが 
あなたの収入を増やし続けてくれます。 

でも、それだけではありません！ 

あなたが１億円を作るための『ICO情報』 

ご存知の方もいるかもしれませんが、 
一時期有名になった「エーダコイン」 
というのがありますよね？ 

あの仮想通貨に１０万円を入れていた人は、 
３００倍まで膨れあがったので、 
３０００万円になる訳です。あるいは、 

１００万円を「エーダコイン」に 
入れていたら、３億円になっていた訳です。 

これ、凄いとは思いませんか？ 

３００倍になる、という情報を前もって 
知っておくことができれば、 
エーダコインのように先に投資を 
しておくことができます。 

その情報を知るルートを、 
「ICO情報」と言います。 

こんな情報が、 
僕のところにはごまんとくる訳です。 

ここまでの内容をまとめると、 



あなたがこのプログラムで億万長者になる 
方法は次の通りです。 

①メビウスでしっかり固定収入を作る 

②オラクルで仮想通貨を当てる 

③ICO情報で爆発的に収入を増やす 

ということです。 

とはいっても、 
「準備をするのは大変 
なんじゃないの…？」 
と思うかもしれません。 

いいえ、簡単です。 

あなたがやるべきことは、 
次の２つだけです。 

あなたが億万長者になるための 
簡単な９つの特典 

【ステップ１】証券会社の口座開設をする 

きっとあなたも 
銀行口座を作ったことがあると思います。 
やり方は、銀行と全く一緒です。 

申請をして、あとは連絡を待つだけです。 

【ステップ２】メンバーサイトの登録をする 

お申し込み後、 
あなたはメンバーサイトに入れるように 
なります。 

そして、そのメンバーサイトで 
メビウスとオラクルをセットしてもらいます。 
数分でできると思います。 



「スマホいじるのは苦手だな…」 
と思う人もいるかもしれませんが 
安心してください。 

僕もパソコンやスマホなどの機械は苦手ですし、 
使いたいとも思いません。 
初心者の人でも、簡単にセットができます。 

なので、あなたは証券口座を作って 
システムの設置をするだけです。 

そして、まだあります。 

僕はあなたに、このプログラムを 
絶対に見逃して欲しくないと思って、 

次のような特典を用意することに 
しました。その特典とは、、、 

億万長者の道を加速させてくれる 
９つの特典 

【特典１】メビウスの一生涯使用権利 

このプログラムに参加をすることで、 
メビウスの「一生涯使用権利」をお渡しします。 

通常、このような自動売買のツールは、 
買い切りで５０万円～１００万円ほど掛かる 
ことが少なくありません。 

しかし、今回参加をされた方には、 
メビウスをずっと無料で使い続けることができます。 
毎月の使用料金などは必要ありません。 

【特典２】メビウスのアップグレード 

このプログラムに参加をすることで、 
メビウスのアップグレードを保証する 
ことができます。 
実は、何も知らない人が、 
このシステムをもらっただけでは、 



使い方とか設定とかいろいろあります。 

ですが、セキュリティとかも心配だと思います。 
時代によっても変わります。 

しかし、僕たちの方で、 
常にアップグレードを提供することが 
できます。 

つまり、あなたは何もする必要がなく、 
考える必要がないということです。 

【特典３】仮想通貨の税金対策プログラム 

このプログラムに参加をすることで、 
税金対策ができます。 

実は、僕の周りでも、 
仮想通貨で儲かる人は多いのですが… 

正直言って、 
仮想通貨の税金に詳しい人は 
ほとんどいません。 

実際、日本の税理士さんでも、 
仮想通貨に対して詳しい人は 
あまりいないので、 

１億円の利益を出したとすれば、 
そのまま半分の５０００万円を 
税金を取られてしまうのです。 

日本は優しくはありません。 

しかし、税金の知識を知っていれば、 
１０００万円～２０００万円だけに 
抑えることができます。 

少し考えればわかりますが、 
２０００万円～３０００万円の違いは、 
毎年稼いでいくものなので、 
長期的にバカになりません。 



なので今回、 
税金を考えないで稼ぐのは勿体ないので 
わからない人用に対して、 
税金対策を簡単にすることができる 
特典を作りました。 

是非、この特典も活用してください。 

【特典４】年収３億円以上の人脈を紹介します 

あなたに年収３億円以上の 
人脈をご紹介します。 

今回、僕と一緒にこのプログラムに 
参加をしてくれる方には、僕の大切な 
人脈をどんどんご紹介していきます。 

正直、これだけでプログラムに 
参加したいと思う人もいるくらいです。 

なぜなら、億を稼ぐ人脈には普段、 
出会うことがないからです。 

僕が信用している大切な人脈を 
あなたにも紹介していきます。 

楽しみにしていてください。 

そして、まだあります。 

【特典５】２０万円分のプレゼント 

このプログラムに参加をすることで、 
あなたは２０万円の余剰資金を 
手に入れることができるでしょう。 

というのも、 

ある資料に沿って、ただ実行をしていく 
だけだからです。とはいっても… 

この情報を公開することができないので、 
あなたが今、謎だらけになっているのも 



わかっています。 

なので、期待しないで待っていてください。 

余剰資金が２０万円も増えるので、 
きっと喜んで貰えるでしょう。 

【特典６】セミナー無料参加権利 

このプログラムに参加をすれば、 
あなたは僕が開催するセミナーに無料で 
受参加をすることができます。 

このセミナーでは、 
一般では公開されることのない情報を 
あなたにお伝えしていきます。 

不動産投資や、仮想通貨、 
手っ取り早く儲かる方法も 
中にはあるでしょう。 

これらの情報は、インターネットや 
動画では残せないものなので、 
絶対に参加をしてください。 

もちろん、それだけではありません。 

僕は、人間関係を深めたいタイプなので 
プログラムに参加をしてくれるあなたには 
もっと関係を築きたいと思っています。 

場所や日時というのはまだ 
決めていませんが、必ず前もって 
お知らせをします。 

東京だけでなく、 
北海道から沖縄まで、 
地方でもセミナーを開催しますので 
わざわざ東京に来る必要もありません。 
（来たい人がいたら別ですが…） 

なので、是非手ぶら参加をして 
楽しんで参加をしてください。 



【特典７】コミュニティ限定のメンバーサイト 

この特典が、 
あなたが確実に毎月２０万円を 
３ヶ月以内に確定できる理由です。 

というのも、 

このプログラムに参加をして、 
どんなに分かりやすく説明をしても 
わからない人も出てくると思います… 

なので、このコミュニティサイトでは、 
あなたの疑問がすべて解消することが 
できるように、 

メンバー全員がわからないことを 
共有できるように作られています。 

なので、困ったときにこのサイトを見れば 
あなたの疑問をすべて解消することが 
できます。 

つまり、あなたがどんなに投資のことを 
知らなくても、仮想通貨をやったことが 
なくても、関係ありません。 

サポートを得られるので、誰でも簡単に 
３ヶ月で２０万円を確定できるように 
作られています。 

【特典８】小野怜二とのLINE個別相談 

あなたはマンツーマンで、 
僕と直接にメッセージをやりとり 
することができます。 

正直な話、個人的な事業で相談しずらいとか、 
サポートスタッフには言えないとか、 

人によって「相談できない内容」の 



場合があると思います。 

例えば「実は私は公務員です…」 
という人は、副業禁止なので、 
相談できるわけありませんよね？ 

その場合は、僕に直接ご連絡ください。 

もちろん、「機械弱いんです…」 
「海外住んでるんです…」などでも構いませんし、 
その他の連絡でも構いません。 

一緒に未来を作り出しましょう。 

【特典９】ICO情報 

これが、おそらく一番強烈な特典です。 

先ほど説明をした通り、 
有名なところだとエイダーコインです。 

エイダーコインは、ICOをしたことによって、 
当時の価格から最大で３００倍くらいに 
増やすことができました。 

３００倍ですよ？ 

もしあなたが１０万円を入れていたら 
３０００万円に増えている訳です。 

もし１００万円を入れていたら 
３億円も増えているということになります。 

これは、前もって知っている情報でなければ 
意図的に当てることはできません。 
理由は簡単で、一般公開はされず、出回らない 
ものだからです。 

なので、どんなに勉強をしても、 
裏で回している人が必ずいるので、 
その人と知り合いでない限り、 
当てることはできないのです。 



世の中の８割以上が 
投資で稼げない理由は、これです。 

しかし、このプログラムに参加を 
してくれた方には、このICO情報を 
あなたも知ることができます。 

動画でもお話ししましたが、 
今持っているだけでも３つあります。 

実際、僕の友達は、ICO関連の仮想通貨で 
２００万円くらい入れて、１４億円を 
稼いだ人がいました。 

つまり、この特典は本当に凄いので、 
ICO情報を僕から受け取って、 
一緒に爆発的な結果を出しましょう。 

１０億円プレイヤーも 
夢ではなくなったのです。 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

ここまで聞いた通り、濃い特典になっています。 

しかし、残念なお知らせがあります… 

しかし、ここで、あなたに残念なお知らせがあります。 
というのも、この特典を受け取ることができるのは、今日、お申し
込みをされた人だけの限定特典になっています。 

なぜなら、この特典はそれだけ価値のあるものだと思っているので、
「いつまでも販売できます」というものにしたくはありません。 

なので、今日の２３時５９分までにお申し込みをしなければ、これ
らの特典を受け取れないようにしました。 

そして、それだけではありません。 

もしあなたが、先着１５０名の 
参加者に含まれれば・・・ 



もしあなたが、今日、お申し込みをして、１５０人以内に入った
なら、僕のポケットマネーから１０万円を運用資金として受け取るこ
とができます。 

あなたが今日、お申し込みをして 
１５０人以内に入ったら１０万円プレゼント 

明日以降、お申し込みをしても、９個の特典と、この１０万円の資
金プレゼントを受け取ることはできません。そして、本当の意味で、
仮想通貨のブームに乗ることもできないでしょう。 

多くの人は、多くのことを先延ばしにして、多くのことを失ってしま
います。僕の大好きな格言に「今やらん奴は一生やらん」という格言
があります。これは、本当です。 

つまり、お金持ちになることを後回しにしたら、 
もう一生やってこないでしょう。 

実際、１話～４話までの動画を 
見てくれた人は、昨日の時点で、 
３万人～４万人ほどいました… 

そして、このページを見てくれている人は 
おそらく１万人～２万人はいると思います。 

もし、このプログラムに参加ができるのが 
数人だけなら、どうするでしょうか？ 

実際、残念なお知らせがあります。 

このプログラムは、 
全員が参加ができる訳ではありません… 

僕は、関わってくれるみんなには、 
全員稼いでほしいと思っていました。 

でも、それができなくなりました。 

ご存知の方もいると思いますが、 
株の自動売買は、大勢で一気に買ったり 
してしまうと、買値が上がってしまうからです。 



なので、このメビウスなら 
どれくらいの人が参加をして回すことが 
できるのか？計算をしてみました。 

そして、僕たちが導き出した制限人数は、 
たったの１０００人でした。 

これ以上は、 
このプログラムに参加をしていただく 
ことはできなくなりました。 

買値が上がって、 
「利益が少なくなるんじゃないか…」 
という心配は僕もしたくありませんし 
参加者のみんなにもほしくありません。 

なので、満足して参加してもらうために 
限定１０００人にさせてもらいます。 

では、あなたが億万長者になるために 
必要な価格はいくらになるのでしょうか？ 

このプログラムの料金 

その前に、 
少し考えて欲しいことがあります… 

このメビウスは、あなたを１年以内に 
毎月３００万円を増やし続けることが 
可能です。 

さらに、その余剰資金さえあれば、 
仮想通貨で１億円を達成することが可能です。 

つまり、あなたはすべての借金を返済し、 
会社を辞め、ルールに縛られる必要も、 
時間に縛られる必要も、人間関係の 
ストレスを抱える必要もなくなるのです。 

これからは、あなた自身が 
人生の主役となって、生きることが可能です。 



そこまで収入を上げられるなら、 
あなたにとって、このプログラムの価値は 
どれくらいでしょうか？ 

５００万円でしょうか？ 

３００万円でしょうか？ 

それとも１５０万円でしょうか？ 

しかし、このプログラムの料金は、 

たったの２９万８,０００円（税込）です。 

でも、ちょっと待ってください 

現在の経済状況が厳しい… 
という人も中にはいると思いますし、 
いきなり用意ができない人も 
いると思います… 

僕も最初はそうでした。 

ほとんどの人が 
突然払える料金ではないのも 
わかっています・・・ 

なので今回、 
僕がサポートスタッフに 
お願いをして、 

どうすれば料金を下げられるか？ 
を相談することにしました。 

しかし、メビウスの運営には 
管理費も掛かっていますし、 
サポートの人件費が掛かっています。 

また、料金を下げることで、 
価値を感じてもらえないんじゃないか？ 
という不安がありました。 



サポートの対応の質も 
下げるわけにはいきません。 

なので、、、 

スタッフ達と３日間、 
相談をして考えたのですが、 
ここで出した結論。 

それは、募集人数を減らして、 
サポートの負担を減らし、 
クオリティも下げず、、、 

あなたのために 
料金を下げることでした。 

そして、最終的に決まった料金。 

このプログラムは、 
たったの１９万８,０００円（税込） 
で参加をすることができます。 

もちろん、分割払いもできます 

もしあなたが 
２４回払いを選ぶなら、 
毎月８,２５０円（税込）です。 

１日計算にすると 
２６６円（税込）です。 

スタバのコーヒーより安い金額で、 
このプログラムに参加を 
することができます。 

もし自由な人生が手に入るなら… 
未来を変えることができるなら… 
安い投資だとは思いませんか？ 

そして、もしあなたが今日、 
参加を決断してくれるなら、 



先着１５０名様限定で、 

すべての特典を受け取る 
ことができますし、 

僕からのポケットマネー、 
１０万円のプレゼントも 
得ることができます。 

なので、もしあなたが 
すでにお申込みを決めているなら 

先送りせず、今日、 
お申込みをしてください。 

＜申込ボタン＞ 

今、あなたの目の前には２つの道があります 

１つ目の道。 
それは、今までと同じように生きる道。 

もしあなたが、現場で満足をしているなら、今までと同じ道をたど
ることをお勧めします。なぜなら、満足しているこの生活を変化させ
たら、満足したできない結果が現れるかもしれないからです。 

しかし、もしあなたが今、不満やストレスを感じているなら、同じ
道を辿り、同じ行動を繰り返しても、１年後、３年後、５年後も同
じ結果を引き起こすことになります。理由は簡単です。原因を変えな
ければ結果は変わらないからです。 

つまり、貧乏な生活で、借金まみれで、現在にはこれっぽっちも満足
していない・・・と思っているなら、何かを変えなければ、今の結果
（地獄）を味わい続けることになります。 

あなたの人生は今、満足した人生ですか？ 

うまくいっているでしょうか？ 



このままでいいのでしょうか？ 

２つ目の道。 
それは、今までとは違う決断をする道。 
あなたがこのプログラムに参加をして 

成功を加速させる道です。 

もしあなたが、この道に進むのなら、今までとは違う原因を作るこ
とができるので、今までとは違う結果を引き起こすことができます。
少なくとも、正しい地図と、目的地を示すコンパスを手に入れるこ
とができます。 

＜申込ボタン＞ 

なぜ、僕はこのプログラムを作ったのか？ 
たった一つの理由 

なぜ、僕はこのプログラムを 
作ろうと思ったんでしょうか？ 

実は、幼少期のことが 
きっかけでした。 

僕は、もともと大阪生まれで、 
団地に４人家族で暮らしていました。 

中学校の入学式では、 
多少やんちゃな性格だったからか、 
廊下に立たされる経験をしました。 

僕のお父さんが、 
少し前から傾向はあったのですが、 
お酒を飲むようになってから 
暴れることが多くなりました。 

ある時を境に、 
母親への暴力が始まりました。 

そして、どんどんエスカレートして 



姉や僕にまで暴力が及ぶようになりました。 

実際に、目の前で顔を蹴られたり、 
グーで殴られたり、 
目が腫れた状態でした。 

父は働くのをやめていたので、 
母親だけが働いて仕事をしていました。 
たった一人で働いていました。 

その時から、僕は思うようになったんです。 

あぁ、僕の家にはお金がないんだ… 

というのを知ることになりました。 

暴力も酷くなっていくだけでなく、 
母親の稼ぎが少ないので、 
このままだと全員ダメになってしまうと。 

そして、お母さんは僕に言いました。 

「お父さんとお母さん、離婚することになったの。 
2人はどっちについていく？」 

そして僕らは母親を選びました。 
当然ですが、生活は変わらず 
ギリギリでした… 

何とかして、 
僕はお金を稼がないといけないと 
思ったので、 

仕事を探して働ける場所を探しました。 
もちろん、小学校の僕が働ける訳も 
ありませんでした。 

もうちょっとだけお金があれば 
家族を助けられるのに 

「もう少しだけ余裕があればいいのに…」 



「なんとかして僕でも稼げたら…」 

自分が働くことで、 
もっと環境を変えれたんじゃないかな… 
と思って責めていました。 

「仕事をください」 
と言って探したのですが、 
ダメでした。 

相手にしてもらえなかったのです。 

にも関わらず、母はいつも 
働きっぱなしで、もう、見ていられません。 
朝から晩まで一生懸命がんばっていました。 
風も引いていました… 

母親の稼ぎで食べるパン。 
何もできない悔しさ。 
無能な自分。 

もう、どうしていいか分かりませんでした… 

もちろん、悪いことばかり 
ではありません。 

家族仲は良かったので、 
毎日楽しく生活できていました。 

でも、学校に行くと、 
いつも目に入ることがありました。 

それは、周りの友達は 
みんなゲームを持っていたり、 
流行りのテレビの話をしていたのです。 

話についていけなくて、 
輪の中に入ることもできませんでした。 

ゲームもやりたくて 
仕方ありませんでした。でも… 



お母さんにそんなこと 
言える訳はありませんでした 

そして、僕の生活はそれだけでは 
終わりませんでした。 

最悪なのはここからです。 

僕は、ある日から、 
暴力を振るわれるようになったのです。 

母は毎日殴られ、 
姉も顔にアザを作り、 
僕たちは毎日ボコボコでした。 

ある日から、知らない男性が 
家に入り浸ることになったからです。 

その男性は、母を脅して、 
家に住み着くようになったのです。 
弱みを握られているのはわかりました。 

クセがあった男性だったので、 
僕たちは何も言えず、毎日ビクビク 
していました。 

言葉を間違えると 
グーが飛んでくるからです。 

でも、母親は体調を崩してまで 
働いてくれていた 

その男性は僕たちの 
生活費を使って、住み着いて 
ご飯までも奪い、 

本当にこのままでは 
死んでしまうんじゃないか？ 

そう思いました。 



もう、逃げ出さないと生きていけない。 
そう思った僕たちは、逃げることに 
しました。 

もちろん、引っ越すお金も 
頼れる人もいません。 

冬だったのにも関わらず、 
僕は半袖短パンで、 

母と姉も、春に着るような 
薄着で外に出ていたのです。 

僕たちは完全にホームレスでした 

３人で公園で寝て、 
夜を過ごしました。 

母は、いろんな知り合いに 
お願いをしたり、 

警察に守ってくれるように 
お願いをしたこともありました。 

でも、警察は怖がって対応を 
してくれません。 

今度こそ諦めようとしたとき、 
知り合いが「施設に行った方がいいよ」 
と教えてくれたのです。 

そこの施設には、 
親がいない人もいました。 

いろんな苦しい子がいました。 

そして、僕は驚きを隠せませんでした。 

なぜなら、施設に入るにも 
お金が必要だったからです！ 

施設にすら入ることができない 



「いつまで真冬の公園で眠ればいいんだろう…」 

しかし、母はまだ諦めていません。 
いろんな人にお願いをして、 
お金を集めて、なんとか施設に 
入る資金だけが集まったのです。 

とはいって、ご飯を食べるには 
さらなる資金が必要でした。 

僕は、施設にいる人たちに、 
少しずつご飯をもらえないか、 
聞いて回りました・・・ 

ご飯を少しずつかき集めて、 
やっと、１杯分まで集めることが 
できたんです！ 

そして、僕は姉と母のところに 
走って行きました！ 

家族３人で、ご飯１杯を分けました 

僕は、自分への憎しみと、 
与えられた環境について、 
僕が稼ぐことができたら… 
もう少しお金があれば… 
家族の環境を変えることができるんじゃないか… 

と思いました。 

とは言っても、施設にい続けることはできないので、家を取り戻す作
戦を３人で立てることにしました。もしかしたら死んでしまうかも
しれない・・・僕たちは、夜中に家に乗り込む作戦にでました。 

たまたま運が良かったんですが、その男性はいませんでした。 
家の横にあるちっちゃな窓ガラスがあるので、そこの窓ガラスを割っ
て、小さな体の僕が入って、鍵を開けて家族３人で入りました。荷物
を一旦回収して、３人で家を逃げ出しました。 



その後、いとこの家に上がりこんで、少しだけ居させてもらうことに
なり、やっと新しい家に引っ越せることができるようになりました。

でも、僕はお金にコンプレックスがあったので、稼ごうと思っても働
けない年齢でした。なんで、お母さんはこんなに働いているのに、自
分は何もできないんだろう？僕は、働ける年齢になったら絶対に働い
て稼ぐ！と言っていました。母親も「働ける年齢になったら助けて
ね」と優しく言ってくれていました。 

姉はもう高校にも行って欲しいし、中学を卒業する時に、お金を借
りれるようになっていました。 
僕は１５歳になったとき、「高校にいかなくてもいいんか？」と聞
かれましたが、僕は家族を支えたいと思ったので、働くことにしま
した。やっとお金を稼げるようになりました。 

ですが、毎日毎日、一生懸命働いてくれるお母さんに恩返しをしたい
と思って、一番好きだったカーネーションの花があるんです。これは
普段、 

自分の買い物とか、、、 
ご飯も食べずに、、、 
自分だけは絶対に最後まで食べずに、、、 
余った分だけで 
服も１０年前からの同じのを聞いてくれた、、、 

カーネーションを１本あげたときに、凄く喜んでくれたんです。声に
出して「ありがとう、ありがとう」と言って泣いてくれた。僕はその
姿を見て、ほんの数百円のお花一本だったんですが、それが本当に嬉
しかったんです。母は僕たちのことだけを考えて、毎日毎日しんどい
仕事とか、いろんなところに頭を下げてお願いをしていた母が、カー
ネーションを上げたときに喜んだ。 

でも母は「本当は３人でいなくなろうと思った」とも打ち明けてく
れました。 
僕はそれを聞いて泣いてしまいました。 

もう今まで、散々母は、僕と姉のことだけを優先してくれて、生活を
支えてくれて、僕が一生食べさせていかなければいけないと思いまし
た。 

お金を稼ぐ大変さを知ることができました。 
お金の使い方はいろいろあるというのも勉強になりました。 



なので、今回、プロジェクトとしてメビウスというものが出来上がっ
たんです。 
僕は二度と、同じような経験はしたくありませんし、自分と関わる
人は同じような思いをしてほしくないと思っています。 

「お金がなくて困っている…」という人は、僕が変えるので、本当に
ついてきてもらえればと思います。今回は、このメビウス自体、エン
ジニアの方とかに相談をして、忙しい中試行錯誤をして出来上がりま
した。 

このとき僕は、このメビウスが出来上がった瞬間に、母親にカーネー
ションを買って喜んでもらえたときと同じ嬉しい気持ちが若上がりま
した。 

やっと、出来上がったのです。 
やっと、このメビウスをあなたに使ってもらえる日が来たのです。 
母のように救える人が増えるんだという感覚をまたつかみました。 

このメビウスは、今までお話しした通りです・・・ 

３ヶ月以内に２０万円の固定収入 

１年以内に毎月３００万円の固定収入 

想像してみてください。 

もしあなたにお金があることで、どんな物が買えるようになるでしょ
うか？どんな人をお金を使うことができるでしょうか？どんな場所に
行くことができるでしょうか？どんな食べ物が食べれるようになるで
しょうか？ 

このオラクルとメビウスがあることによって、あなたの未来を変える
ことが可能です。 
あとはあなたに参加をしてもらうだけです。 

僕のメビウスを受け取ってもらえるのは、１０００人までとなります。

僕があなたの人生を絶対に変えてみせます。 

なので、ただ僕についてきてください。 



僕が言えるのはここまでです。 

あなたの参加、心からお待ちしています。 

最後の言葉 

このプログラムに参加をして、一緒に新しい人生を切り開いていきま
しょう。あなたが求めているものは目の前にあります。そして、それ
を手に入れることができます。 

「どっちの道がいいんだろうか…？」 

あなたの答えはもう決まっているでしょう。 
是非、後悔しない方を選んでください。 

今日、お申し込みをして、もし１５０人以内に入ることができれば、
あなたは現場の延長線上ではなく、未来を変えることができるでしょ
う。 

お申込みは簡単です。下記のボタンをクリックして、必要事項を記入
して、今すぐ送信ボタンを押してください。サラリーマンを辞めて、
好きな仕事やライフスタイルを手に入れるパスポートを受け取ってく
ださい。 

＜申込ボタン＞


