
ついに発表！ 

あなたは何もしなくても… 
１年以内に毎月３００万円を増やし 
仮想通貨で１億円を叩き出してくれる 

『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、 
あなたは会社で働く必要も、ルールに縛られることも、

嫌いな上司と関わる必要がなくなります。 
口座を開設する以外、絶対に何もしないでください！ 

【招待状】 
これが、大手企業やプロのスポーツ選手も扱っている 
仮想通貨「オラクル」& マネープール「メビウス」 
で永続的に収入を生み出し続ける方法です… 

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、 

何の努力も、気合いも、 
意識力も必要とせず、 
ただツールに任せていれば 
自動的に収入が上がっていく。 

というプログラムです。 

つまり、あなたはこのプログラム 
に参加をすることで、 

次のような変化・結果を 
得ることができます。 



あなたは１年以内に 
理想のライフスタイルを手に入れることができ 

次のようなメリットが得られます 

①多額の借金をすべて消し去ることができます 
（二度と督促状が届かなくなります） 
※画像（借金まみれになっている写真） 

もしあなたが多額の借金を 
抱えているとしても 

１年以内にすべてを一瞬で 
返済することができるでしょう。 
いや、半年あれば十分です。 

「働かなきゃ返済できない…」 
なんて思う必要はありません。 

僕が貧乏な時と同じように 
家賃で心配したりガスや水道が 
止まったりする必要もありませんし 

両親の介護や子供の養育費用 
もきにする必要がなくなります。 

今日から１年以内に 
あなたのお金に関する 
すべてが解決されるでしょう。 

あなたは自由への一歩を 
踏み出したのです！ 

もちろん、それだけではありません。 

②もう必死になって働く必要はありません 
（会社の歯車になる必要はないのです） 
※画像（自由な生活をしているような写真） 

あなたは会社のルールに縛られたり 
イラつく上司に怒られたりする必要が 



なくなります。 

寝る時間も、起きる時間も、 
遊ぶ時間もすべて 
あなた自身で決めることができます。 

③家族の「稼ぐ大黒柱」として尊敬されるようになる 
（誰もあなたをバカにできなくなります） 
※画像（家族でチヤホヤされている写真） 

あなたは家族の中で唯一の 
「稼ぎの大黒柱」として 
収入を増やし続けることが 
できるので、 

子供たちや 
奥さんから尊敬され、 
頼られるようになります。 

昔の僕のように、 
家族みんなで貧乏な 
思いをする必要も 

ご飯一杯を３人で分ける必要も、 
値札を見て選ぶ習慣も 
捨てることができる 
ようになります。 

自立した収入源を確立 
することができるんです！ 

④あなたの好きな趣味・仕事で自立ができます 
（やりたくない事をやる必要はありません） 
※画像（ギターを弾いている） 

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。 



動画で出てきた横山さんのように、 
作家として活動をするのも 
いいですし、 

佐川さんのように 
ネイルサロンを経営者として 
活動をすることができます。 

または、内藤さんのように 
毎月旅行をすることも 
できるようになります。 

どんな仕事を選んでも、 
どんな趣味に没頭しても、 
すべてあなたの自由なのです。 

⑤毎月、海外旅行を堪能することができます 
（行きたいところに飛べるようになります） 
※画像（海が広がるような外国の写真） 

あなたは動画で出てきた 
内藤さんのように、 

毎月２回、４回、６回でも 
旅行ができるようになります。 

まずは日本から制覇しても 
構いませんし、 

海外が好きなら海外に 
飛ぶのもいいかもしれません。 

または、僕と同じように 
海外で仕事をしたり、 

交流会に参加したりして 
楽しんでもいいと思います。 

どこで働いて、お金を使うかは、 
あなたの自由です。 



つまり、あなたは自分の 
好きな仕事、趣味、人間関係を 
選ぶことができるということです。 

では、どうやってあなたの 
自由なライフスタイルを実現することが 
できるのでしょうか？ 

それが、仮想通貨「オラクル」と 
マネープール「メビウス」なのです。 

動画でもお伝えした通り、 
まずはメビウスで安定収入を作り、 
その余剰資金をオラクルに投資して、 
爆発的に収入を上げる。 
　 
もう、夢ではなくなったのです。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

オラクルとメビウスに任せることで 
あなたは１年以内に１億円を生み出し 

毎月３００万円を増やし続けることができます 

想像してみてください。 

あなたが１億円プライヤーになり、 
サラリーマン生活にさよなら 
している姿を。 

高級住宅を買っているかも 
しれませんし、高級車を 
乗り回しているかもしれません。 

どちらにしても、 
そのためのステップは 
次の通りです。 

①マネープール「メビウス」が 
泣けなしのお金を使うリスクを消し 
余剰資金を自動的に生み出してくれます。 

②仮想通貨「オラクル」で 
一気に資金調達をすることができます。 



③調達したお金を①の「メビウス」に 
入れることで、さらに余剰資金を 
自動的に生み出してくれます 

④３ヶ月以内に毎月２０万円を生み出し 
１年以内には毎月３００万円。 

そして仮想通貨で１億円を生み出す 
ことができるのです。 

なので、もしあなたがこのような 
理想のライフスタイルに興味があるなら、 

今から説明する一言一句のすべてを 
最後まで読んでください。 

私、小野がその夢を叶えてみせます！ 

小野 

では、なぜこのメビウスと 
オラクルが、あなたの収入を 
上げ続けてくれるのでしょうか？ 

なぜ、このプログラムに参加をすると 
１年以内に１億円、そして毎月３００万円の

収入が得られるのか？５つの理由 

【理由１】過去１０年間の結果が証明くれているから 
※過去データ証拠画像※ 

写真のように、月利平均１０％で、 
あなたの口座にある収入を 
増やし続けてくれます。 

１０万円を投資にすれば、 
来月１万円の収入を得ることが 
できます。とは言っても、 



あなたはこれを聞いて 
「それだけ…」と 
思うかもしれません。 

でも、ちょっと待ってください。 
毎月１万円が増えるのでは 
ありません。 

複利計算なので、 
１２ヶ月後には２８万に増え、 
２４ヶ月後には８９万円に 
増えているのです。 

【理由２】現在のお客さんたちがどんどん実績を出しているから 
※お客様の実例画像・コメント３つ程※ 

【理由３】プロのエンジニアが作り上げたシステムだから 

プロのエンジニアに作って貰った 
プログラムなので、 

昔からある普遍的な 
投資情報をあなたに渡すことが 
できるからです。 

つまり、８割の的中率を 
叩き出す情報の中にいれば、 
自然と安定的な収入を 
保証してくれます。 

根拠のない情報に 
左右される必要はありません。 

【理由４】参加者一人一人に全力でサポートをするから 

あなたは、LINEグループに 
招待され、小学生でも簡単に 
わかるような動画とマニュアルで 
進めていくことができます。 

もちろん、疑問点や難しいな、 



と思う人もいるので、 
僕たちサポートスタッフが 
あなたを成功へと導きます。 

一人で不安になったり 
抱え込む必要はないのです。 

いつでも僕らを頼ってください。 

【理由５】一般の人には渡らない情報だから 

このマネープールの情報は、 
８割の的中率がある情報なので、 
一般公開をされることはありません。 

たとえ一般公開されても、 
誰も「８割の的中率」 
だと知る人はほとんどいないので、 

あなたは成功しやすい 
投資情報だけを選ぶことが 
できるのです。 

外す方が難しいのです。 

これからお話しすることは 
『最初で最後のメッセージ』です。 

僕は、今まで貧乏生活で 
苦しんできました。 

たったご飯１杯を 
母と姉の３人で分けて 
食べていた時もありました… 

どれだけ掛け持ちをして 
働いても、裕福になることは 
ありませんでした。 

お金に関しては 
きっと誰よりも貪欲なのかも 
しれません。 



だからこそ、僕はここまで 
稼ぐことができたので、 
こんどはあなたにそのお手伝いを 
したいと思って、このお手紙を 
書いています。 

もちろん、 
これは僕のためでもあります。 

あなたをこのメビウスで 
収入を増やしていくことで 

あなたは「億」という 
大量の余剰資金を作ることが 
できるようになります。 

そして、僕の周りにお金を 
持っている人がたくさん集まれば 

僕の影響力と信用力が上がるので 
爆発的に収入を上げる投資情報を 
ゲットできるようになります。 

そうすれば、 
あなたにも１億円どころではない話が 
ごまんと舞い込むことになります。 

もう、１０億、５０億、１００億も 
夢ではないのです。 

本当にこれは、 
冗談で言っているのではありません。 

今、「自由になりたい」と思っている 
人たちが、このページに６万人以上も 
集まっているんです。 

昨日の時点で、たくさんの 
人からメッセージをいただいて 
たくさんの人からこのプログラムに 
参加する意志を伝えてもらっています。 



こんなにも多くの人が 
僕を、そしてメビウスを信じて 
ここまで期待してついてきてくれました。 

そしてここまで読んでいただいて、 
本当にありがとうございます。 

あなたは１年後、別次元の家や資産を 
持って驚いていることでしょう 

もしあなたがこれまでに 
いろんな「儲け話」に引っかかり 
失敗してきたと思っているなら 

これが最後になるでしょう。 

逆を言えば、 
他の話で成功しなかったのが 
ラッキーだと言えるかもしれません。 

なぜなら、 
このプログラムであなたは 
人生を変えてしまうからです。 

実際、この前も動画でお伝えした通り 
会社を辞めたり、作家として活動を 
するようになった仲間をご紹介します。 

お客様の声① 

お客様の声② 

お客様の声③ 

このように、 
今では自由な生活を楽しんでいます。 

そして次は、あなたの番です。 



あなたが自由なライフスタイルを 
手に入れる番なのです。 

しかし、仮想通貨のバブル時代は 
いつまで続くか分かりません・・・ 

今、仮想通貨はブームですが、 
いつブームが終わって稼げなくなるか 
僕にもわかりません。 

というのも、 
僕が提供しているメビウスは 
自動的に収入を上げ続けてくれますが、 

仮想通貨ほど爆発的に 
収入を上げてくれるものでは 
ありません。 

なので、このチャンスを掴むか、 
掴まないかは、あなた次第なのです。 

しかも、あなたがやることは「口座開設」 
をするだけです… 

あとはメビウスが、 
あなたの資産を勝手に増やし 
続けてくれます。 

何の努力も、気合いも、 
意志力も必要ありません。 

なぜ、メビウスという名前なのか？ 
１つの意味 

今回、僕がマネープールに付けた 
名前は「メビウス」です。 



 

メビウスは、無限大とか 
無限ループという意味があるので、 
「お金を回し続ける」という意味で 
名付けました。 

このメビウスさえあれば、 
たとえ仮想通貨のブームが過ぎ去った 
としても、あなたは収入を増やし続ける 
ことができます。 

では、このプログラムの優れた点を 
６つお話ししていきます。 

『シナジーアシッドプログラム』 
あなたが１年以内に１億円プレイヤーになる 

６つのメリット 

メリット❶ 
スキル・知識・努力・作業・時間・考える必要が一切ありません 

あなたがこれから 
資産を増やしていく際にやることは 

「専用口座」を開設して、 
お金を入れておくだけです。 

一度設定をしておけば、 
あとは何もする必要はありません。 

それ以外は何もしないでください。 

あとは、メビウスが勝手に 
お金を増やし続けてくれます。 

あなたが旅行に行っている時も 
ご飯を食べている時も 



寝ている時も 

２４時間３６５日、あなたの代わりに 
稼ぎ続けてくれます。 

想像してみてください。 

自動的に口座の額が上がっていく光景を。 

あなたがやりたい仕事や趣味に 
没頭すればいいのです。 

これからは、あなたの 
人生を歩むことができます。 

メリット❷ 
３ヶ月以内に毎月２０万円を達成できる 

LINEのコミュニティに入る 

お申込み後 
LINEグループに入るための 
URLが送られてくるので 
速やかに入ってください。 

ステップ❸ 
万全なサポートスタッフ 

ガイダンスもあるので 
誰でも簡単にできる内容に 
なっています。 

しかし、もしもの時を 
考えて、サポートスタッフを準備 
しているので、ご安心ください。 

どんな些細なことでも 
何でも聞いてください。 

僕たちが全力であなたを 
サポートします。 



ステップ❹ 
時代に流されない永続的な収入源 

たとえ仮想通貨のブームが 
過ぎ去っても、メビウスはあなたの 
収入を増やし続けてくれます。 

なぜなら、プロのエンジニアが作り上げた 
ツールだからです。有名なスポーツ選手や 
大手企業の方々も入っているので 

きっとあなたにも 
その効果を実感してもらえるでしょう。 
楽しみにしていてください。 

ステップ❺ 
誰でも結果を約束します 

すべて、 
メビウスが何とかしてくれるので 
あなたは一切試行錯誤をする必要は 
ありません。 

なので、すべての人が同じ結果が 
出るようにプログラムされています。 

メビウスに身をゆだねていれば 
誰でも同じ成果を得ることができ 
るのです。 

ステップ❻ 
全額返金補償 

もしあなたが、 
３ヶ月経っても毎月２０万円が 
増え続けなければ、僕にメッセージを 
ください。 

あなたの口座に 
全額お返しします。 

とはいっても、 



なぜここまでできるのでしょうか？ 

理由は簡単です。 
自信があるからです。 

あなたを１００％ 
一人残らず収入を上げる自信が 
あるからです。 

あなたがリスクを背負う必要は 
一切ないのです。まず、あなたに 
信じてもらうために 

僕がリスクを取ります。 

つまり、あなたは証券口座を開設して、 
あとはメンバーサイトにある 
ガイダンスに従って進めるだけです。 

何の努力も、勉強も、 
労力も必要としていません。 

もし労力があるとすれば、 
それは口座開設くらいです。 

パソコンは必要ありませんし、 
知識も必要としていません。 
あとは、勝手にメビウスが 
稼ぎ続けてくれます。 

つまり、まとめると、 
あなたは３ヶ月で毎月 
２０万円を増やすことができ、 

１年以内に毎月３００万円を 
達成することができる 
ということです。 

そして、もしあなたが今日、 
このプログラムにお申し込みを 
されるなら、次の８つの特典を 
受け取ることができます。 



さて、その特典とは、、、 

今日お申込みの人だけが手に入る 
８つの特典 

【特典１】今すぐ２０万円の資金を作る方法 
あなたは、このPDFに書いてある通りに実行するだけで、２０万
円の資金を作ることができます。余剰資金として使うこともでき
ますし、最初からメビウスに投げて収益を上げることもできます。
またはこのプログラムの参加費としてペイをすることもできるで
しょう。（※具体的にどんな内容なのかを後で聞く） 

【特典２】LINEマンツーマンの徹底サポート 
もしあなたに不安や疑問点が出てきたとしても、マンツーマンで
悩みを解決することができます。ストレスや不安を抱える必要は
ありませんし、一人一人、あなたに寄り添って対応をすることが
できます。参加者は、十人十色の様々なケース、公務員、海外在
住、PC苦手など、そんな些細なことでもサポートをすることが
できます。あなたが今日、お申し込みをされるなら、いつでもご
相談することができます。（※特典のLINEマンツーマンと、特典
を受け取ることができなかった場合はマンツーマンではないって
こと？かを聞く） 

【特典３】一般公開されない「ICOインサイダー情報」 
一般的には公開されることがないICOインサイダー情報をあなた
は知ることができるようになります。エイダコインにあるように、
ICOであれば300倍も目指せるほど凄いんです。 
例えば、私の知り合いでも、たった200万円を14億までした人が
います。少なくとも、１００倍は狙えるものが僕の情報だと今年
は３つもあります。 

【特典４】年収３億円以上の人脈紹介権利 
僕は、ここまで収入が上がるまでに多くの人と出会い、支えられ、
ここまで来ることができました。人脈で人生が変わると僕は思っ
ています。しかも、その人脈が一流だったり、実際に稼いでいる
人でなければ、どんなにたくさん人脈がいても意味がありません。

しかし、今日、お申し込みをすれば、あなたを年収３億円以上の
人脈に３人ご紹介することを約束します。もしかしたら、一般公
開されない情報や、新たな投資情報がもらえるかもしれません。 



少なくとも、とてつもない程の勉強になるでしょう。人脈の質で、
人生を激変させてくれます。 

【特典５】仮想通貨専用の税金対策プログラム 
これは、仮想通貨で成功している人が受けるべきプログラムです。
そもそも、仮想通貨でうまくいっていなければ、税金対策をする
必要はありません。しかし、あなたはメビウスとオラクルを使う
ことによって、成功することは間違いないので、この税金対策は
とてもお役にたてるでしょう。どんなに収入が上がったとしても、
半分以上持って行かれたら話にならないですよね。たとえ１億円
の収入が手に入っても残るのは５０００万円です。この税金対策
では、プロフェッショナルの直伝の対策法をお伝えしていきます。

【特典６】メビウスの一生涯使用権利が獲得できます 
通常のEAだと、５万円～１００万円くらいの買い切りが相場だ
と言われています。なので、半年で３０万円、１年で６０万、永
遠に使っていくシステムとなると、その価値は単純に１００万～
２００万円相当はすると言われています。 
しかし、今回は一生涯無料で使用権を得ることができます。 

【特典７】メビウス無料アップグレード保証 
これは、株の自動売買のアップデートです。実は、通常の自動売
買では、勝てるときと勝てないときに大きなムラが出てきます。
なぜ、メビウスが安定して３００万円も勝ち続けることができる
のでしょうか？それは常に今の相場に併せたチューンナップがさ
れているからです。この特典では、あなたは一生涯、無料でアッ
プグレードをし続けることが保証されます。 

【特典８】特別セミナー無料招待権 
あなたは一般公開されていないセミナーを無料で参加することが
できるようになります。このセミナーでは、動画やウェブページ、
PDFなどのデジタル情報には決して残せない裏情報をお伝えして
いきます。もちろん、東京だけでなく地方でもセミナーを行って
いくので、参加人数を見ながら開いていきたいと思います。 

【特典９】あなたをコミュニティサイトにご招待 
このコミュニティサイトに参加をすることで、あなたは暗号通貨
情報やICO情報、そして、僕に転がってくる「激熱な」ビジネス
情報全てをお伝えしていくコミュニティサイトです。一般向けの
情報だけで満足する必要はありません。僕から新情報をどんどん
もらってください。 



とはいっても、中には投資系の商材で 
失敗をした人も多くいるかもしれません。 

実際、僕もいろんな仮想通貨を試してきましたし、 
中には大失敗をしたものも多くありました。つまり、、、 

もし、あなたが今まで大失敗をしてきたなら 
決してあなたのせいではありません 

もしあなたが今まで 
FX、株、その他の投資系に 
たくさん費やしてきたにも 
関わらず、、、 

収益を上げることができなかったり 
一発屋として「まぐれ」で終わって 
しまった・・・という経験があるなら… 

あるいは、 
ツイッターやFacebook、 
アメブロなどの「稼ぐ方法」の 
ツールにお金を費やして、 

ほとんど失敗に終わってしまった 
という経験があるなら… 

それは決してあなたのせいでは 
ありません。 

なぜなら、 
すべての投資系ビジネスでは 
そもそも意図的に裏で動いている人 
がいるので、 

どんなに勉強したり 
研究をしたとしても、 

意味がないからです。 

そもそも株やFX、 
そして仮想通貨というのは、 



裏で動かしている人の動きを熟知 
していなければ、 

ほぼ失敗してしまうに 
決まっているからです。 

なので、もしあなたが今まで 
投資系ビジネスで失敗をしてきたなら 
それはあなたのせいではないのです。 

業界の一部の人が仕組んでいる 
「罠」なのです。 

しかし、あなたはもう、 
その罠にハマる必要はありません。 

いつまでも、会社に縛られる必要も、 
ルールに縛られる必要も、決まった人間関係 
の中に閉じ込められる必要はありません。 

あなたは３ヶ月以内に２０万円獲得する 
ことができるのです。 

そして、そのお金をオラクル情報で 
一気に収入を上げ、、、 

１年以内には、メビウスが自動的に 
毎月３００万円の収入源を作り上げてくれます。 
おして、その余剰資金を仮想通貨に投げ、 
１億円を達成してくれます。 

✔あなたは家族の大黒柱として、、、 
✔尊敬される「人」として、、、 
✔経済的自立をする稼ぐ人として、、、 
✔家族サービスができる優しい人として、、、 

きっと、多くの人に 
貢献することができるように 
なるでしょう。 

是非、僕と一緒に 
歩いて行きませんか？ 



では、このプログラムの気になる 
料金はいくらなのでしょうか？ 

あなたにとって、どれくらいの 
価値があるでしょうか？ 

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。 

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てくれます。 

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できます。 

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？ 

ご存知の方もいると思いますが、 
このような投資案件の情報を 
得るのには、 

８０万円～１２０万円の 
料金がかかるところがほとんどです。 

さらに、サポートがついてくると 
費用はさらに上がるでしょう。 

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。 



とはいっても、、、 

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る 
ようになりました。 

そして、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。 

もしあなたが、数ヶ月後、 
仕事を辞め、時間やルールに 
縛られず、 

人生を変えることができるなら、 
安いとは思いませんか？ 

そして、もしあなたが今日、 
参加を決断してくれるなら、 
１５０名様限定で、 

次の特典を受け取る 
ことができます。 

もしあなたが今日、 



お申し込みをして 
１５０名以内に入ることができれば、余剰資金

『１０万円をプレゼント』します！ 

ここまでこのページを見てくれた 
あなたへのプレゼントです。 

余剰資金にでも使ってください。 
本当にありがとうございます。 

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、今すぐ 
お申込みをしてください。 

ただし、お申込み頂いた方全員がプログラム 
に参加ができるわけではありません… 

ただし、このプログラムは、 
お申し込み頂いた方全員が 
参加できる訳ではありません… 

なぜなら、僕たちは、 
全力であなたをサポートを 
したいと思っていますし、 

単なる「お金だけの関係」 
にはなりたくないと 
思っています。 

これからも一緒に 
ビジネスをしていけるような 
関係として、 

僕たちはあなたと 
関わりたいと思っています。 

購入してくれたから 
「はい、終わり」 
にはしたくありません。 



また、現実的な話になって 
しまうのですが、 

メビウスに関しては、 
株の自動売買なので、 
あまりたくさんの人が参加をすると 
買値が上がってしまい、 

収入を増やし続ける効果を 
下げてしまいます。 

なので、僕らのプログラムに 
参加ができるのは１０００名まで 
としました。 

もしあなたが、 
このメビウスに興味があるなら、 
今すぐ下のボタンをクリックして、 
参加申込をしてください。 

＜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。 

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『１０万円のプレゼント』をもらうことができま
す。 

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＞


