
 

 

 



 

 

■著作権について 

本冊⼦と表記は、著作権法で保護されている著作物です。本冊⼦の著 

作権は、発⾏者にあります。本冊⼦の使⽤に関しましては、以下の点 

にご注意ください。 

 

■使⽤許諾契約書 

本契約は、本冊⼦を⼊⼿した個⼈・法⼈ (以下、甲と称す) と発⾏者 

(以下、⼄と称す) との間で合意した契約です。本冊⼦を甲が受け取り 

開封することにより、甲はこの契約に同意したことになります。 

 

1.本契約の⽬的: ⼄が著作権を有する本冊⼦に含まれる情報を、本契約 

に基づき甲が⾮独占的に使⽤する権利を承諾するものです。 

 

2.禁⽌事項: 本冊⼦に含まれる情報は、著作権法によって保護されてい 

ます。甲は本冊⼦から得た情報を、⼄の書⾯による事前許可を得ずし 

て出版・講演活動および電⼦メディアによる配信等により⼀般公開す 

ることを禁じます。特に当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁じ 

ます。甲は、⾃らの事業、所属する会社および関連組織においてのみ 

本冊⼦に含まれる情報を使⽤できるものとします。 

 

3.損害賠償: 甲が本契約の第 2 条に違反し、⼄に損害が⽣じた場合、甲 

は⼄に対し、違約⾦が発⽣する場合がございますのでご注意くださ 

い。 

 

4.契約の解除: 甲が本契約に違反したと⼄が判断した場合には、⼄は使 

⽤許諾契約書を解除することができるものとします。 

 

5.責任の範囲: 本冊⼦の情報の使⽤の⼀切の責任は甲にあり、この情報 

を使って損害が⽣じたとしても⼄は⼀切の責任を負いません。 

 

 

 

 

 



WPP の進め方と成功の心構え 

 

大変お待たせしました。 

改めてよろしくお願いします。 

 

つねと申します！ 

 

WPP 参加者のあなたに贈る、 

最初のコンテンツです。 

 

ここではあなたに、この先の 

『WPP プログラムの進め方と心構え』を 

お伝えします。 

 

ここにはこれからあなたが 

この WPP プログラムを通して 

 



ビジネス迷⼦を抜け出し、 

収益化を確実に達成するために 

 

⼈⽣を賭けた数万円を 

決して無駄にしないように 

 

絶対に知っておくべき大切なこと 

が書かれています。 

 

せっかく 1０名の争奪戦を勝ち抜いて 

この WPP プログラムを⼿にしたのにも関わらず 

 

最初のこの記事を 

読み⾶ばしてしまったら 

 

あなたは⽀払った大切なお⾦をドブに放り投げて 

またいつもと変わらない⽇常に逆戻りです。 

 



この WPP プログラムを 

確実にあなたの成功につなげ、 

 

今の雇われ⽣活から抜け出して 

⾃由な⽣活を⼿に⼊れるために 

 

必ず最後まで読み、 

絶対に成功しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WPP プログラムの進め方 

 

WPP プログラムは、あなたがビジネスで 

収益化するまでを完全無期限でサポートしていく、 

『超・実践形式のプログラム』です。 

 

あなたがまた『何から始めれば…』 

と迷⼦にならないように、 

僕が⼯夫して作成した商品です。 

 

まず最初に・・ 

 

✔ WPP 完全ロードマップチェックリスト 

✔ WPP スターターセット 

✔ ビジネスの基礎完全マニュアル〜集客編〜 

 

をお渡ししました。 



あなたはこれから、 

最初のロードマップにしたがって 

 

WPP プログラムを 

”順番に”取り組んでいただきます。 

 

コンテンツを順番にこなしていく上で 

僕が、ひとりひとりの進捗を確認して 

 

「販売編」「商品編」のコンテンツを 

順番にお渡ししていきます。 

 

これがどういうことかと⾔うと、 

 

僕は最初からすべてのコンテンツを 

あなたにお渡しすることはしません。 

 

ということです。 



”え？お⾦払ったのに商品すぐもらえないの…？” 

 

そう不安に思われた方も 

いるかもしれません。 

 

でも安心してください。 

 

僕がなぜの形を取ったのか。 

それにはしっかりとした理由があります。 

 

 

なぜ全ての商品を最初にお渡ししないのか？ 

 

この WPP はあなたを 

⼀から稼げる⼈間にする。 

 

ブログと SNS で稼げていない 

迷⼦のあなたを救うべく立ち上げた 



“唯⼀無二のプログラム”である 

とお伝えしました。 

 

WPP は今まであなたが集めてきた 

そこら辺のしょうもない情報商材ではありません。 

 

よくある情報商材のように 

 

ここで僕があなたに商品や 

ノウハウをまとめたファイルだけを 

 

すべてポンっと押し付けて 

さっさと離れてしまう… 

 

もちろん僕はそっちの方がかなり楽です。 

 

商品だけに値段をつければ 

僕は簡単に稼ぐことができますからね。 



ですが、 

 

僕は完全無期限であなたをサポート 

していくとお話ししました。 

 

このサポートをあなたには 

しっかりと受けていただきたいのです。 

 

正直に⾔いますが、 

どんなに有益な情報商材でも 

 

持っているだけでは 

未来を変えることはできません。 

 

⼈は、⽬指す場所の地図がポケットに 

⼊っているだけで安心し、 

 

満⾜してしまう⽣き物なんです。 



そうやって今までノウハウをかき集めて 

ポケットをパンパンにしてきたあなた。 

 

そして迷⼦になり、稼げない⼈間に 

なってしまったあなた。 

 

そんなあなたを救うために 

僕はこの WPP プログラムを完成させました。 

 

ですから、僕がまた 

『ノウハウをあなたに渡すだけ』 

 

と⾔う同じことを繰り返したら、 

本末転倒なんです。 

 

WPP も、今まで集めたノウハウと同じく 

あなたのポケットの奥底⾏きになってしまいます。 

 



商品だけを受け取って 

あなたが満⾜して終わないように 

僕はこの形を取りました。 

 

”今すぐ商品をすべて⼿に⼊れたい” 

”すぐに結果を出したい“ 

 

あなたのその気持ちはとてもよくわかりますが、 

決して焦らないでください。 

 

”今のあなた”に必要な情報はすべて、 

もうすでにお渡ししています。 

 

⾒ていただければわかると思いますが 

 

最初のコンテンツだけでも相当なボリュームです。 

焦らず”順番に”取り組みましょう。 

 



⼈は『お⾦を稼ぎたい』という結果ばかりを 

⽬標にしてしまいますが、必ず挫折します。 

 

僕はそんな⾵に⽬の前で 

挫折していく仲間たちを 

 

何度も、何⼈も⾒てきました。 

 

僕が商品紹介の中でお伝えした 

『ビジネスの基礎』を覚えているでしょうか？ 

 

✔集客 ✔販売 ✔商品 

 

この３つの基礎があってこそ、 

初めて個⼈で稼ぐビジネスが成り立ちます。 

 

多くのビジネス挑戦者は、最初の 

”集客”の基礎をすっ⾶ばし、 



「まずは売らないとダメだ！」 

「商品がないとダメだ！」と 

 

販売か商品に⼀⽬散に⾛り、 

売れずに失敗するのです。 

 

”お⾦という結果を追い求めすぎて 

方向性を間違える” 

 

そんな悲しいことに 

みなさんがならないように、 

 

あなたには集客の基礎から 

順番にお伝えしていきます。 

 

ビジネスで稼いでいくためには 

緊張感が大事ですが、焦りは禁物です。 

 



大丈夫です。 

 

どうか落ち着いて、 

僕についてきてください。 

 

⼀⽣あなたをサポートします！ 

 

 

これだけは守って欲しい心構え 

 

これからあなたが個⼈のビジネスで稼ぐ 

”⼀経営者”となるために、 

 

この心構えだけは 

もう⼀度頭に叩き込んでおいてください。 

 

 



✔ 楽して稼ぐ考えを捨てること。 

✔ 何があっても諦めずに続けること。 

 

です。 

 

考えてみてください。 

 

僕だって、毎⽇死に物狂いで 

やってやってやりまくって 

収益化を達成したのです。 

 

そこからも毎⽇試⾏錯誤し、 

努力したおかげで今に至ります。 

 

とにかく結果を出すには 

それなりに時間はかかりますし、 

 

最低限の努力は必要です。根気よくいきましょう。 



この世界の成功者たちは 

”⻑い⽬”で時間軸をみています。 

 

⽬先の利益にとらわれず 

1 年後の収益のために今をどれだけ踏ん張れるか。 

 

これが未来の成功の鍵を握るのです。 

 

私はこれまでに、WPP の参加者を 

かなり厳しい⾔葉で絞り込んで来ました。 

 

そこを通って勝ち残ってくれたあなたには、 

”最低限の努力”ができる 

 

と⾔う前提でお話ししていきます。 

 

あなたが努力できてこそ、 

初めて WPP という商品に価値が⽣まれるのです。 



ですから、あなたが 

この WPP と真摯に向き合いもせず、 

 

ただとりあえずテキストを眺めながら 

頭も⼿も動かさず、努力すらもしないで 

 

『こんなのガラクタと⼀緒だ！』 

 

と僕にどんなに怒鳴りつけても 

僕はあなたを救ってあげることはできないのです。 

 

簡単なことを繰り返し⾔うようですが、 

あなたがやるべきことは、 

 

強い意志を持ち続け、諦めないこと。 

そして僕についてくることです。 

 

 



何か困ったら、 

いつでも僕に LINE をしてください。 

 

少しでも不安に思ったら、 

遠慮なく連絡してください。 

 

サポートは無期限です。僕は逃げません。 

大丈夫です。安心してください。 

 

 

迷⼦から抜け出すコツ 

 

そして、これまでのように 

他のビジネスやノウハウを調べて 

 

迷⼦になるのはやめましょう。 

 



”エッセンシャル思考” 

 

公式 LINE でお伝えした 

この⾔葉を覚えていますか？ 

 

『1 つに集中して取り組むこと』が 

何事においても結果的に 1 番の近道です。 

 

まずは 1 ヶ⽉でも構いません。 

僕のこの WPP プログラム 

 

”だけに” 

 

集中して取り組んでみてください。 

 

集中してこなしていただければ 

あなたは必ず結果を出すことができます。 

 



もちろんスピードには 

個⼈差がありますが、 

 

遅かれ早かれ、 

結果はしっかりと出していただきます。 

 

そのための完全無期限サポートですからね。 

 

 

さあ！僕と⼀緒に⼈⽣を変えましょう！ 

 

⻑くなりましたが、 

とにかく僕を信じてください。 

 

あなたと僕はこれから 

⼀⽣のお付き合いになります。 

 



あなたが本気で取り組み 

結果を出したいと思うなら、 

 

僕も本気でサポートを頑張ります。 

 

『本気で⼈⽣を変えてやる！』 

 

という強い気持ちを持って、 

⼀緒に頑張りましょう！ 

 

そして、この心構えを読んだら 

しっかりアウトプットしていきましょう！ 

 

僕は WPP の参加者 1０名を 

『1⼈1⼈』しっかりと⾒ていきます。 

 

つまり、やってない⼈は 

僕にすぐにバレます。 



本気のあなたは、僕の LINE に 

今⽇のアウトプットをしてください。 

 

▼▲▼▲▼▲▼▲ 

本⽇のワーク 

▼▲▼▲▼▲▼▲ 

 

Q.心構えを読んだ感想をどうぞ！ 

 

さぁ、早速 WPP ロードマップに準じて、 

コンテンツの確認と作業を開始しましょう！ 

 

繰り返しになりますが、僕は 

1⼈1⼈に向けてしっかりと対応します。 

 

最初の作業はかなり大変ですが、 

最初が⼀番肝心です。 

 



頑張ってついて来てくださいね！ 

 

あなたが 1 年後、理想の⽣活を 

叶えられるように… 

 

僕はいつでも、 

そばであなたを応援しています。 

 

これからよろしくお願いします。 

頑張っていきましょう！ 

 

 

つね 


