
「ツイッターを使って稼いで成功したいあなたへ」 

ー TBMC ー 

【TWITTER BUSINESS MASTER CLASS】 

〜 ツイッターを使ってあなたの人生を変える特別講座（コンサル・教材） 〜 

 

 

なぜ、偏差値３０の勉強できない落ちこぼれの不良が 

小学５年でも書けるような簡単な文章を書くだけで 

フォロワー２５０００人まで増やし 

たった３ヶ月で１００万のコンサルが 

飛ぶように売れるようになったのか？ 



もし、あなたが望むなら 

僕がこれまで総額１０００万かけて学んだノウハウから 

研究に研究を重ねた結果、独自開発に成功した 

この世の中で僕しか知らない秘密のテクニックを 

日頃の感謝を込めて特別に公開しようと思うのですが・・・ 

 

突然ですがこんな悩み持ってませんか？ 

・ツイッター頑張ってるけど全然フォロワー増えない 

・ツイッターで成功しようと思ってるけど方法がわからない 

・会社の収入の他に副業で稼ぐ方法を探してる 

・今挑戦してるビジネスで本当にいいのか？不安だ 

・家族がいるのでリスクなく稼ぐ方法が知りたい 

・時間がないので空いてる時間にできるビジネスがいい 

・リストラ、倒産などが怖くて夜も眠れない 

・会社の人間関係に悩んでるけど生活にために辞めれない 

・毎日同じことの繰り返しで、本当にこのままでいいのか？って悩んでる 

 

結論から言います 
僕から学べば大丈夫。 

 



僕に任せてください。 

 

僕があなたが今抱える悩みを解決し、あなたらしく生きれる人生をサポートします。 

 

どん底で生きてました・・・ 
今でこそ、フォロワー２５０００人で１００万のコンサルが飛ぶように売れるようになりま

した。 

 

自由にどこでも行けます。 

 

旅行も友達との遊びも。 

 

家族との時間も大事にできるようになりました。 

 

好きな時に好きな場所に行ける。 

 

好きな人とだけ仲良くできる。 

 

好きな仕事をしながら遊びも充実。 

 

僕はツイッターで稼げるようになって自由な人生が叶いました。 

 

僕が起業してツイッターで稼げるようになってから良かったことは、例えば、こんな感じで

す。 



 

・朝早く起きて通勤しないでいい 

（朝ゆっくり時計を気にしないで起きれます。昼まで寝ても誰も文句を言いません。） 

 

・会社の面倒な人間関係がない 

（いじめや嫌がらせが無いです。「人間関係」自由です。好きな人とだけ付き合えます。） 

 

・８時間以上労働しないでいい 

（残業を含めると１０時間。現実はそんな感じです。稼げるようになったら「たった１時間

しか仕事しない」それが可能です。） 

 

・好きな時に休んでいい 

（会社員は休みが少ないです。有給使えません。僕は起業家なので自由に休めます。１ヶ月

間も遊んでて全く仕事しない事がよくあります。） 

 

・給料が少ないのに不満を持たない人生になる 

（会社はどんなに頑張っても給料上がりません。自分で稼げるようになったら好きなだけ稼

げます。お金の悩みなんか無くなります。） 

 

・リストラ、倒産などの悩みから解放される 

（自分で稼げるようになったらリストラ、倒産など関係ありません。また、再就職の心配も

ありません。だって自分で稼げるので。） 



 

・年金が本当にもらえるのか？その心配がない 

（年金制度はすでに崩壊してます。年金もらえなくなります。しかし、自分で稼げるように

なったら好きな時に稼げます。安心です。） 

 

ツイッターでフォロワー増やして稼いだら夢は叶います。 

 

しかもそれは誰でも可能です。 

 

と、そんな風に言ってる僕ですが、人生のどん底を生きてました。 

 

実家が超貧乏だったのです。 

 

父親は無職。 

 

パチンコ好きです。 

 

サラ金から１０００万の借金がありました。 

 

母親も無職。 

 

持病を持っていたので仕事できませんでした。 

 

内職はしてましたが、月に２万しか稼いでませんでした。 

 



生活するのにお金がかかります。 

 

貧乏なので毎日生きるのがやっとでした。 

 

僕には、誕生日もクリスマスもありませんでした。 

 

そんな僕の家庭です。 

 

学校でいじめを受けました。 

 

いじめられてとても苦しかったです。 

 

反撃するほど強くなかったので何もできませんでした。 

 

よく学校の給食費が払えないのをバカにされました。 

 

悔しかったです。 

 

給食費は月３０００円です。 

 

一日たった１００円です。 

 

それが払えないのです。 

 

完全に終わってます。 

 



僕は学校の中で「ゴミクズ」って言われてました。 

 

差別されてました。 

 

誰も僕を相手にしません。 

 

誰も僕と友達になりません。 

 

クラス行事はいつも先生とやってました。 

 

仲間外れです。 

 

僕は何度も死のうと思いました。 

 

自分の人生を恨みました。 

 

悩んでる事、誰でも相談できませんでした。 

 

借金取りに怯える日々。 

 

学校ではいじめられる。 

 

僕には居場所がありませんでした。 

 

僕は絶望しながら生きてました。 

 



そしてきっかけがあったら死のうと思ってました。 

 

 

何をきっかけに人生変わったのか？ 

 

小学生までいじめを受けました。 

 

中学生になって不良の先輩と仲良くなって不良になりました。 

 

ケンカばかりする毎日でした。 

 

高校は偏差値３０の不良高校に行きました。 

 

ケンカばかりしてました。 

 

１８歳の時に「このままではいけない。人生変えないと。」そう思いました。 

 

僕は大学受験の勉強をしました。 

 

睡眠時間３時間で勉強しました。 

 

頑張った結果、合格できました。 

 

大学に進学したら、「大学院も行こうかな？」って思いました。 

 



勉強できる時にしておこうかなって思ったからです。 

 

また３時間睡眠で勉強するようになりました。 

 

その結果、大学院に進学できました。 

 

大学院に進学後は、大学の先生を目指しました。 

 

誰もが尊敬する仕事がしたかったからです。 

 

 

ある時、「ツイッター」に出会いました 

 

衝撃でした。 

 

誰でも好きに情報発信できる。 

 

自由になんでも言っていいのです。 

 

自分の趣味とか価値観とか何でも表現していいのです。 

 

ツイートの価値が高いと仲間がどんどん増えます。 

 

リアルな世界では１００人にメッセージを届けるのは難しいです。 

 



でもツイッターなら簡単。 

 

いつでもツイートできます。 

 

１００人でも１０００人でも１００００人でも同じ労力です。 

 

僕は考えました。 

 

「僕が過去に稼いだ経験。これは需要があるのではないか？」 

 

僕は大学院時代に不用品販売をしてました。 

 

ヤフオクで自分のいらない物を売って稼ぐ。 

 

月に５万稼いでました。 

 

僕はツイッターを始めてから「これは需要あるだろう」と思い 

自宅にある不用品を売る方法を公開しました。 

 

すると、どんどんフォロワーが増えました。 

 

ツイッター利用者は、不用品販売の方法が知りたかったようです。 

 

フォロワーとの信頼関係をより強くするために 

ツイッターの他にメルマガでノウハウを教えました。 

 



「動画・音声」を使って教えました。 

 

僕は、読者に喜んでもらうために「一生懸命」頑張りました。 

 

その結果、「２万５０００人」にフォローされるようになりました。 

 

ツイッターは、上手に活用するだけで人生変わります。 

 

悩みを解決する情報発信をしたらファンが増えます。 

 

ファンが増えたら月に１００万稼ぐことも可能です。 

 

ファンになってる相手に商品を売って売れない理由はありません。 

 

あなたのツイッターのファンが１０００人で１０％の１００人が１万円の商品を買ったら１

００万稼げます。 

 

３万の商品なら３４人で１００万稼げます。 

 

５万の商品なら２０人で１００円稼げます。 

 

大きく稼げたら今の仕事をする必要がありません。 

 

自由に生きれるようになります。 

 

朝ゆっくり起きてその日の予定を決める。 



 

遊んでもいいし、仕事してもいい。 

 

毎日快適な人生になれます。 

 

あなたの人間関係は自由になります。 

 

嫌いな人間とは付き合わない人生になれます。 

 

あなたの人生からストレスが消えます。 

 

あなたは、毎日好きなこと、好きな人に囲まれ、生きるようになります。 

 

心身ともに健康になれます。 

大きく稼げるようになって将来への不安が消えます。 

 

家族を守れる。 

 

日本で地震とか災害があったら、困ってる人を救えるようになる。 

 

尊敬されるあなたになれます。 

 

稼げるようになったあなたは、世の中の不景気とは無縁です。 

 

世の中の不景気など関係ありません。 

 



稼ぎたい時に稼げます。 

 

ツイッター極めたら稼げるようになります。 

 

無料でアカウント作ってやり方次第で１万人にフォローされる。 

 

１万人は、日本武道館に入る人数です。 

 

１万人にフォローされたら、１万人相手にビジネスできます。 

 

いつも財布の中に１００万入ってる。 

 

それが叶います。 

 

自分で稼げないと奴隷の人生になる 

ツイッターは、こんな使い方をしてる人が多いです。 

 

「ツイッターなんか趣味でいいでしょ。好き勝手使ってストレス発散したらいいじゃん。」 

 

世の中の９９％そうです。 

 

せっかく無料で使えて、しかも、自分のファンを作れる価値あるツイッターなのに、その価

値を正しく理解しないで使ってる人が多いです。 

 

本当にもったいないです。 



 

ツイッターを超えるSNSはありません。 

 

無料で始められて、しかも、実力次第で１万人のファンが作れる。 

 

僕のように２５０００人のファンを作ることも可能です。 

 

これからは個人が影響力を持つ時代です。 

 

個人の力で自分の人生も、世の中の「これおかしいよね？」も正す事ができます。 

 

会社員が定年まで仕事できなくなった時代です。 

 

昔の価値観のままでは生きて行けません。 

 

その証拠に、大企業のトヨタが「トヨタは終身雇用できなくなった」と記者会見で言いまし

た。 

 

ソフトバンクは、これまで副業禁止でした。 

 

でも、今は副業を勧めてます。 

 

日産は、一気に１万人もリストラしました。 

 

これらの背景から何が見えるのか？ 

 



答えは簡単です。 

 

「これからの時代は個人が活躍する時代。大企業に就職しても将来はない。いつ職を失って

しまうか分からない。人生の保証をしてくれる安心できる場所がなくなった。」 

 

昔のままの価値観で、昔のままの働き方ではもう通用しません。 

 

時代は大きく変わったのです。 

 

無職になったら大変です。 

 

しかし、ツイッターを使って稼げると安心です。 

 

「無職になっても自分は再就職できる。だから大丈夫。」 

 

そんな考え捨てましょう。 

 

学生の時みたいに、理由はないけど自信はある。 

 

それではいけません。 

 

あなたはもう子どもではありません。 

 

危険を感じたら素早く対応しないといけません。 

 

何も準備しないまま無職になってしまったら、家族にたくさん迷惑かけます。 



 

職を失い、肩書きを失い、世間から悪く言われてしまう。 

 

精神的に落ち込んでしまう。 

 

そうなってしまっていいのか？ 

 

嫌ですよね。 

 

だからツイッターで稼げるようになった方がいいのです。 

 

僕の読者に、東京に住んでる会社員の３６歳のAさんがいます。 

 

彼は、大企業に働くエリートです。 

 

人生の勝ち組。 

 

定年まで無事に仕事できるはずでした。 

 

でも、会社がリストラするようになって、彼もその対象に・・・ 

 

「まさか自分がそうなってしまうとは？」 

 

リストラされてから何回も考えたそうです。 

 

現実は厳しかった。 



 

人生の保証なんかどこにも無かった。 

 

無職になって、肩書きを失い、収入も０円になった。 

 

世間体があるので、毎日スーツを着て出かけます。 

 

でも、やる事はありません。 

 

公園で時間をつぶします。 

 

再就職先は見つかりません。 

 

面接に行っても３６歳では採用されません。 

 

時間がかかれば、かかるほど貯金は減ります。 

 

奥さんとは、お金のことでケンカが多くなります。 

 

職を失い、再就職できないまま、家族さえ守れない。 

 

貯金の額が減るたびに不安で眠れない。 

 

世間体があるので、エリートのふりをしないといけない。 

 

彼は苦しんでました。 



 

そんな時に、彼は僕と出会いました。 

 

僕は彼にツイッターで成功する方法を教えました。 

 

すると、たった１年で彼は社長になりました。 

 

やったことはシンプルです。 

 

需要のある情報発信でファンを集めて稼ぐ。 

 

商品とかサービスを売る。 

 

誰でもできる事しかしてません。 

 

彼はそれで人生大逆転しました。 

 

彼のように、人生何が起こるか分かりません。 

 

そんな時に自分で稼ぐスキルがあったら無敵です。 

 

これからは個人でもスキルがあったら生きれる時代です。 

 

スキルは買って学ぶと身につきます。 

 

 



教材で学べるノウハウ３９個紹介します 

 

１【わずか３分！魅力的なプロフィールを書いて読者をファンに変えてしまう方法とは？】 

みんなプロフィールを舐めてます。はっきり言って間違った方法をしてます。それでは成功

しません。どこにでもあるようなありきたりなプロフィールでは心に刺さりません。では、

「何をしたらいいのか？」それに関しては非常にシンプルな方法を使うだけです。成功する

ためにはプロフィールの中に〇〇を組み込まないといけません。それを知ってるのはインフ

ルエンサーのみです。無料では絶対に知れない方法。それを教えます。それによってあなた

は多くのファンに支持されるインフルエンサーになれます。 

 

２【ツイッターを効率的に使い１万人にフォローされる方法とは？】 

ツイッターは個人であっても多くの読者と関われる媒体です。でも、利用者の多くが１００

０人以下のフォロワーしかいないのは『〇〇な方法』を知らないからです。非常にシンプル

で小学５年でもできる方法なんですが、ほとんどの人ができてません。適当にツイッターを

使ってるのです。それでは成功しません。大量投稿とか相互フォローではない、もっと本質

的に大事なこと。それを学べばあなたも１万人にフォローされます。それを分かりやすく解

説します。 

 

３【毎回ツイートするたびに『いいね』『コメント』される刺さる文章の書き方とは？】 

ツイッターを利用する目的はビジネスである場合、価値提供しないといけません。要するに

読者が求めてる情報を提供しないといけないのです。しかし、その方法を知らない。あるい

は、きちんと分かってない人が多いです。「なぜ人はリアクションしてしまうのか？」そし

て、「コミュニケーション取ろうとするのか？」正しく理解してないと成功しません。僕が

１万人超えるまでにしたノウハウ。ピンポイントで成功できる僕しか知らないノウハウ。非

常に価値が高いものです。本当は教えたくないですが・・・それを教えます。 



 

４【ライバルと差別化し自分だけの武器で勝負して勝つ方法とは？】 

自分と同じ情報発信をしてるライバルは多いです。同じような内容の投稿では全くファンは

増えません。ファンが増えないとあなたはツイッターで成功しません。大事なのは「いかに

魅力的に感じてもらうか？」です。大丈夫。誰でもできる方法です。少し表現の方法を変え

るだけです。しかし、だからと言って『過激』『反社会的』『炎上』ではありません。そん

なのしても成功しません。成功しても短期間でしょう。真面目な方法でライバルに勝つ。そ

の方法をあなたに教えます。 

 

５【読者に好かれる面白いツイートが１００個もできる方法とは？】 

情報発信は読者を楽しませるのが仕事です。『面白い』『ためになる』『感動する』などの

内容であることが非常に大事です。しかし、どこにでもあるような情報では読者が好きに

なってくれません。情報発信の目的は読者をファンに変えることです。なぜか？最終的にビ

ジネスするためです。『読んでるうちに熱狂的なファンに変えてしまう』僕が起業してから

６年かけて開発したノウハウ。苦労して開発したノウハウなので本当は教えたくないのです

が・・・今回は特別です。全部あなたに何から何まで教えます。 

 

６【同じようなツイートでも全く違う印象を与えどんどんファンを増やす方法とは？】 

ツイッターで読者をファンに変える投稿は、何ヶ月もしてると難しくなってきます。同じよ

うな内容の投稿になってしまい、新鮮さが無くなってしまいます。僕は昔、それに悩んでま

した。しかし、『とある方法』によっていとも簡単に解決してしまったのです。全く同じ内

容なのに、『全く別の投稿に思ってもらえる』魔法のような方法。飽きられないでずっと投

稿に高い価値を感じてもらう方法。『え、こんなに簡単だったの？もっと早く知っておけば

よかった。』そんな方法をあなたに教えます。 

 

７【たった数回のツイートで１０年以上仲良くしてる親友のような関係になる方法とは？】 



ツイッターの投稿をきっかけに仲良くなるのは大事です。でも、普通の友達のような関係で

はビジネスできません。『友達から商品を買うか？』買いませんよね。大事なのは、プライ

ベートで仲良しの親友のような関係だけどビジネスできる相手になってもらう事です。あく

まで自然で、押し付けないで、全く嫌われないでビジネスできる方法。成功してしまう方

法。実は、「とある簡単なやりとり」だけすればいいのです。それに関しては、僕しかし知

らないノウハウです。ノウハウ見つけるまでに５年かかりました。非常に価値の高いノウハ

ウです。全部あなたに教えます。 

 

８【炎上を一切さけて本音のツイートで熱狂的なファンを増やす方法とは？】 

短期間で多くの人の興味を引いてアクセスを集めて成功する。一般的に知られる『炎上商

法』は、昔は流行しました。実際にそれで成功したインフルエンサーもたくさんいます。し

かし、今の時代、その方法は使えません。ツイッターのアカウントが削除されます。場合に

よっては裁判される可能性があります。僕は過去に何回もツイッターで悲惨な状況を見てま

す。僕は、あなたにはリスクは取らせたくありません。「リスク取りたくないですよね？」

僕が教える方法は、炎上とは全く無縁のクリーンな方法です。正しく利用して正しく成功す

る。誰でもできる方法なんだけど圧倒的に効果がある方法。それをあなたに教えます。 

 

９【わずか３０秒！悪口を言われた時のメンタルの回復方法とは？】 

真面目にツイッターを利用しても、一生懸命にツイッターを利用しても『あなたを嫌いな

人』は必ずでてきます。全く悪くないのに一方的に文句を言われることがあるのです。そん

な時に、多くの場合、解決するために一生懸命になってしまいます。時間と労力を使ってし

まうのです。僕が教える方法はわずか３秒で問題解決する方法です。時間は大事です。有限

です。一切の悩みなく快適にツイッターを使う方法。どんな理不尽な事があっても瞬時に解

決してしまう方法。それをあなたに教えます。「こんなに簡単だったのか？」あなたに満足

してもらえる自信があります。 

 



１０【１万人のファンがいる『インフルエンサー』だけ知ってる秘密の成功方法とは？】 

１万人のファンがいる『インフルエンサー』は、趣味でツイッターを利用してる人とは全く

違う利用の仕方をしてます。ツイッターで成功する方法をしてるのです。『才能がある』

『センスがある』だから成功できたのではないか？そうではありません。『心理学のプロ』

なのです。読者の心の中を知って読者が求める情報を提供する。これに関しては一流のホス

ト、キャバ嬢も同じテクニックを使ってます。人の心をバターのように溶かしてしまう方

法。ネットの無料情報では絶対に知る事ができない方法。僕も知った時、衝撃でした。その

方法を教えます。 

 

１１【ツイッターで稼いで食っていく具体的なビジネスの方法とは？】 

ツイッターで有名になってオフ会して成功する。勉強会して成功する。いわゆる労働系の仕

事で月１００万稼ぐのは有名な方法です。また、ツイッターの成功方法としてスタンダード

な方法です。しかし、自分が働かないと稼げない方法は限界があります。『自分が労働しな

いと稼げない』それでは疲れてしまいます。理想は、『自分が仕事しないでも稼げる仕組

み』です。全く仕事しないでもいい。パソコンすら開けないでも毎日収入が発生する仕組

み。僕は昔、労働で１００万稼いでました。でも、体力的に限界を感じたのです。そんな時

に出会った方法。それで人生変わりました。『仕事せずに稼げる仕組みの作り方』それをあ

なたに教えます。 

 

１２【実はみんな知らない絶対に凍結されない方法とは？】 

どうせ使うなら、長く使ってツイッターでファンを増やしていきたい。そんな時に怖いのが

凍結です。使えなくなってしまう事です。せっかく１０００人、３０００人、５０００人、

１万人。増やしていっても使えなくなってしまったら終わりです。僕は以前、『凍結しない

方法なんてないよな』そう思って諦めてました。でも、実はあったのです。でも、僕が知っ

た中で使える方法はたった一つでした。それ以外は使えませんでした。長く安全に使えて、



しかも、ずっとあなたの収入源として働いてくれる。そんな、凍結されないツイッター運用

の仕方を教えます。 

 

１３【ツイッターを極めて月に１００万稼ぐ方法とは？】 

ツイッターで成功する方法はたくさんあります。でも、本当に使えるのはたった一個です。

よくDMで紹介されるような『これで私も稼ぎました』っていう方法は稼げません。そもそ

もな話、詐欺の情報を信じてはいけません。大事なのは、真面目は方法。王道な方法。１０

０年先も使えて、しかも稼げる方法です。『こんなに簡単な方法なのに１００万も稼げる

の？』どうせするならそんな方法がいいに決まってます。難しくて再現性の低い方法なんか

したくないはずです。ですよね？シンプルで簡単なのに成功してしまう方法。それをあなた

に教えます。 

 

１４【忙しくても成功できる超効率的なツイッターの使い方とは？】 

最初はみんな副業です。忙しい中でツイッターの運用をします。最初は一生懸命に頑張りま

す。僕もそうでした。でも、どうしてもツイッターができない日もあります。抱えてる仕事

が多いとできない日もあるのです。しかし、ツイッターの投稿が途切れてしまうと成功する

のに時間がかかってしまいます。どうしたら忙しくても成功できるのか？どうしたら全くス

トレスを感じないで快適にツイッターを運用できるのか？実は誰でもできる簡単な〇〇な方

法があったのです。僕はその方法を知ってから、忙しくてもツイッターで読者をファンにで

きてます。その方法を教えます。 

 

１５【３分でスッキリ解決！ストレスなく継続できる方法とは？】 

「忙しくてツイッターができない・・・」そんな悩み、あると思います。あるいは、「頑

張ってるのに全然結果でない・・・」これもあるでしょう。ツイッターで読者に対し、毎回

「価値提供」するのは大変です。たとえ１４０文字でも頭をひねって最高の文章を考えない

といけません。みんなよくしてる方法が、「思いつくまで考える。そしてようやく投稿す



る。」もちろんその方法でもいいですが、それでは精神的にストレスがかかってしまいま

す。一番いいのは、アイデアがどんどん出てきて、いつでも自由にツイートできる方法。そ

れによってたくさん「いいね」される方法。「悩まず継続できる方法」教えます。 

 

１６【ネットに顔出しNGでもファンを２５０００人まで増やした方法とは？】 

副業ではじめる場合、会社にバレないようにツイッターを運用したいって思ってます。です

よね？「多くのフォロワーを抱える＝顔出ししないといけない」はっきり言ってこの考えは

間違いです。顔出ししないでも成功できる方法はあります。しかしそれに感しては無料の情

報では知れません。なぜならば、かなり高度で専門的なノウハウだからです。実際、僕は一

回も顔出ししてません。それでも２５０００人のファンがいます。「偶然そうなったの

か？」違います。これは意図的にやった結果です。顔出ししないのに圧倒的に成功できる方

法。これに関しては、世の中の１％も知りません。僕が顔出しのリスクを全く取らないで成

功した方法。それを教えます。 

 

１７【フォロワー買うな！真面目に使って３ヶ月で成功する方法とは？】 

短期間で多くのフォロワーを集める方法に、「ヤフオクでフォロワーを買う」があります。

確かに一時的にはたくさん増えます。フォロワーの数字を見たらすごいと思われます。しか

し、そんな違法行為をしては読者の信用を失います。アカウントも削除されてしまいます。

リスクが大きいです。どうせ使うなら真面目に使って成功した方がいいに決まってます。

「誰でもできるのに圧倒的にフォロワーが増える方法」これに関しては、最新のノウハウと

か、自分がお金をかけた体験とか、特別なことではありません。誰でもできる本当にシンプ

ルな方法で毎日１００人、３ヶ月で１万人。それが叶ってしまう方法。それを教えます。 

 

１８【プレゼント企画なしでフォロワー増やす方法とは？】 

最近流行ってるプレゼント企画は、プレゼントの価値によって読者をファンに変える方法で

す。確かに一瞬で１０００人とか２０００人にフォローされます。しかし、わずか２週間で



フォロー解除されます。なぜか？だって投稿に価値を感じた本当のファンではないからで

す。大事なのは、自分の投稿よって読者をファンに変えることです。それが一番いいです。

読者をファンに変える方法は非常にシンプルです。読者の知りたい情報を提供するだけで

す。でも、多くの人が間違ってしまうのは、仕入れた情報をそのまま提供するだけ。「自分

だったら価値を感じるか？」感じませんよね。実はとあるアレンジが必要なのです。その方

法を教えます。 

 

１９【こちらからフォローして一瞬で仲良くなるテクニックとは？】 

ツイッターで短期間で爆発的に成功する方法は、価値のある魅力的な投稿の他に「あなたに

興味あるのでフォローしますね」これです。学校で友達を作るように、どんどんこちらから

積極的にならないとフォロワーは増えません。でも、「誰でもいいから仲良くなろう」で

は、あなたがツイッターで成功する目的が叶いません。大事なのは、あなたの提供する情報

に高い価値を感じる読者のみ相手にすることです。では、どうやって見つけるのか？「ツ

イッターの自己紹介を読んでなんとなく決めたらいいじゃん」それではいけません。成功す

る秘密は、あなたがいつも通ってる場所にあります。一体それは何処なのか？それを教えま

す。 

 

２０【読者の悩みを探すネタを〇〇な場所で簡単に見つける方法とは？】 

読者はいつも悩んでます。そんな読者に悩みを解決する方法をツイッターで投稿したら

「３ヶ月で１万人」超えることができます。しかし、これに関しては、頭をどんなにひねっ

ても出てこないです。あなたの読者が悩んでることは、とある場所にあります。そこに行っ

て情報を得ないといけません。ご安心ください。そこは無料で行ける場所です。無料で行け

るのに圧倒的に情報が集まっている夢のような場所。僕はそこでよく情報を集めてます。ど

んなに頑張っても読者の心に刺さるような投稿でなければ意味ありません。「そうそう、こ

んな情報が欲しかったんだよね」それでないといけないのです。悩みをいとも簡単に見つけ

て活用できる方法。それを教えます。 



 

２１【スマホとパソコンをフル活用！『投稿が止まる』を解決する方法とは？】 

基本的には、スマホで投稿が多いです。しかし、スマホだけでは不十分です。なぜならば、

具体的なデータを取って「投稿の質を向上させる」ができないからです。そんな時に必要な

のがパソコンです。しかし、普通にパソコンを使うのでは、意味ありません。パソコンでし

かできないデータ分析。それと、自分の持ってるノウハウの管理。両方しないといけませ

ん。要するに、スマホもパソコンも両方フル活用しないといけないのです。大事なのは、そ

れぞれの役割をしっかり理解して、効率的に毎日フォロワーを増やすこと。「高橋式」賢い

ツイッター活用方法。それを教えます。 

 

２２【ツイッターを使って商品を売る方法とは？】 

ツイッターを使う目的は、稼ぐためです。しかし、いきなりビジネスの雰囲気を出したらみ

んな逃げます。よくツイッターで「ビジネスに興味ありませんか？」っていうDMが来ま

す。それを真面目に見て信じるか？そんなわけありませんよね。ツイッターで商品を売る場

合は、ツイッターでしかできない事を最初にしないといけません。しかし、それがきちんと

できてるのは１０００人の中で１人。０.１％。しかし、逆の視点で考えれば、０.１％だけ

知る情報を知ってたら成功できます。僕も最初は知りませんでした。だから成功できません

でした。なので、１００万かけて勉強しました。そしたら成功できました。０.１％の成功

者だけ知るノウハウ。それをあなたに教えます。 

 

２３【ツイッターのDMを使って読者をファンに変える方法とは？】 

ツイッターで投稿はするけどDMは全く使わない。そんな人多いです。僕も昔そうでした。

「ツイッターのDMがどれだけすごいのか？」それを知らなかったのです。僕は過去にツ

イッターのDMで「１００万払うのでコンサルしてくれませんか？」って言われた事ありま

す。「一体何をしたのか？」「特別な事をしたのではないか？」やったのは、毎日DMの中

で会話するだけ。でも、会話といっても普通の会話ではありません。「圧倒的に信頼される



方法」それをDMの中でしました。信頼されるようになったら無敵です。ちなみに、無敵に

なる方法は僕しか知りません。その方法をあなたに教えます。 

 

２４【文章以外に画像とか動画をバンバン使って成功する方法とは？】 

基本は、文章で大丈夫です。しかし時には、画像とか動画を使って読者に価値を提供しない

といけません。毎回同じでは飽きられてしまいます。僕もたまに食事の写真とか猫の写真を

ツイッターに投稿してます。ビジネスとは全く関係ありませんが投稿してます。「ビジネス

と関係ないので意味がないのでは？」普通はそう思います。でも実は、関係あります。無意

味なように思えて実はすごく意味があって、しかも、読者との心の距離近くする方法。家族

のように、親友のように、仲良くなってしまう方法。そんなテクニックをあなたに教えま

す。 

 

２５【実は簡単！ツイッターでビジネスする方法とは？】 

ツイッターをうまく活用できる人は多いです。全くビジネスしてないけど、１万人にフォ

ローされてる。そんな人もいます。趣味で使うのは自由です。僕は、趣味で使いつつ人生変

わった方がいいと考えます。「あなたもそうですよね？」これから日本は、普通に仕事を続

けるのが難しくなります。困難になります。「解決策はあるのか？」あります。会社員では

なく、自分で独立して稼ぐ。ツイッターで稼ぐノウハウを知っていたら無敵です。「ツイッ

ターを使ったビジネス」で成功するためには、３つだけ学べばいいです。信じられないで

しょうが、たった３つだけです。ビジネスで大事な３つの事。それを教えます。 

 

２６【ツイッターで自分の商品を売るときに使う〇〇なテクニックとは？】 

どうせ売るならたくさん売れた方がいい。ですよね？でも、自分の商品に興味を持ってない

と買ってくれません。では、どんなお客なら興味を持って買ってくれるのか？それを事前に

調べておかないと絶対に成功しません。ビジネスは、「誰に何を売るのか？」これをきちん

と理解してないと稼げません。成功しません。また、「絶対にこれ買いたい」って思っても



らえるような「販売方法」も必要です。テレビで美味しそうに焼肉食ってる様子を見たら自

分も食いたくなる。ありますよね？これはタレントが意図してうまそうに表現してます。ツ

イッターも同じです。「販売するための表現力」非常に大事です。その結果、１００万稼げ

ます。その方法を教えます。 

 

２７【アカウント複数は危険！リスクなくツイッターを長く使う方法とは？】 

昔は流行してたし、僕も複数アカウントでフォロワー増やす方法で成功してました。でも、

今は通用しません。ツイッター側の規制が厳しくなったのです。早く成功したいのは分かり

ます。僕もそうだったので。でも、リスクを背負ってまで危険な方法をする必要はありませ

ん。真面目な方法で成功したらいいのです。とは言っても、みんながしてるような普通のツ

イッターの使い方では１万人いきません。せいぜい頑張って５０００人でしょう。１万人を

超えるには、きちんとした戦略が必要なのです。とは言っても、「才能」「センス」「カリ

スマ性」が必要なわけではありません。誰でもできる方法です。それを教えます。 

 

２８【高額なセミナー必要なし！髙橋式『マル秘』成功ノウハウとは？】 

早く確実に成功するためには勉強にお金を使うのは大事です。僕は、勉強にお金をかけてき

ました。今も勉強にお金かけてます。勉強は非常に大事です。勉強にお金をかけないと、失

敗を繰り返すばかりで成功しません。成功しないまま、時間、お金、労力を使います。しか

し、ツイッターはじめてからいきなり３０万を超えるような「高額なセミナーに参加する必

要があるのか？」という考え方には、僕は、否定的です。最初は小さく成功して、だんだん

勉強にお金をかけて、そして、大きく成功する。この方法が一番リスクありません。髙橋式

『マル秘』成功ノウハウ。それを教えます。 

 

２９【流行ネタを使わず１００万人に見られるツイートの作り方とは？】 

流行ネタは、多くの人に見られる可能性が高いので、投稿の内容によっては、一瞬で多くの

ファンを集めることができます。しかし、それは無意味な行為です。あなたは、あなたの得



意分野を使ってビジネスしていきます。なのに、全く関係ない芸能ネタで一時的にツイッ

ターの世界の中で影響力を持っても、そんなのはすぐに無くなります。要するに、あなたが

普段からしてるツイートの内容と関係ない情報はあなたは使わない方がいいのです。自分の

軸がブレることなく相手にしたい読者を１万人ファンに変えてしまう方法。それを教えま

す。 

 

３０【絶対に読まずにはいられないツイートを作る方法とは？】 

「全く興味なかったけど、ついつい読んでしまった。１時間も集中してた。」そんな経験あ

りますよね？では、なぜそうなってしまうのか？答えは簡単です。情報発信者が意図的に

「ついつい読んでしまう内容のツイート」をしてるからです。読まれるツイートは意図的に

作ることができます。僕も作れます。人は絶対に読んでしまうツイートがあるのです。「脳

みそから離れない魅力的な文章」「人の心に衝撃を与える文章」それらをしっかり学ぶこと

でツイッターで無敵になれます。その方法を教えます。 

 

３１【広告費をかけてライバルに勝つ方法とは？】 

最初は広告費をかけるのは抵抗があります。怖いです。だって、広告をかけた分、それ以上

稼げるか？心配だからです。僕の経験として、広告費はかけた方がいいです。しかし、最初

からいきなりかけるのではなく、様子を見ながら安全に広告費をかける必要があります。で

は、どんな広告のかけ方をしたらいいのか？これに関しては、「あらかじめ誰を相手にする

のか？」を決めないといけません。また、「どんな内容の広告ならリアクションされるの

か？」をきちんと知っておかないといけません。誰よりも成功を加速させる方法。それを教

えます。 

 

３２【反応率７倍！戦略的なツイートで一気にフォロワーを増やす方法とは？】 

専門的なノウハウに大きな価値を感じてもらえるのは、誰でも知ってることです。ビジネス

の場合だと、どんなビジネスが一番簡単に成功できるのか？その理由はなんなのか？これに



関し、専門的なノウハウを提供できるなら、多くのファンを作ることができます。僕もよく

する方法です。でも、それだけでは不十分です。読んだら難しい本と一生懸命に向き合って

勉強したら知識はつきます。でも、毎回それでは体力に限界がきます。ツイッターで成功す

るためには、「楽しみながら学んでもらう」ようにしないといけません。その方法を教えま

す。 

 

３３【時間なくても１００個のツイートが作れる方法とは？】 

副業してる時は、みんな時間ありません。忙しい時間の中で作業しないといけません。そん

な時に求められるのが、「いかに早く仕事をこなすか？」です。僕も最初はできませんでし

た。夜遅くに帰ってきて、疲れて何もできない自分に無理やり「未来を変えるんだ。今頑張

らないでどうするんだ。気合いだ。根性だ。」と言い聞かし、頑張ってました。しかし、と

あるノウハウを知ってから時間なくても１００個のツイートが作れるようになりました。ど

んどん良いアイデアが浮かんでしまうのです。全く苦労しないで快適にツイッターできるよ

うになる方法。それを教えます。 

 

３４【集客専用のオファーページを自分で簡単に作る方法とは？】 

集客専用のオファーページを自分で作ってる人は０.１％です。みんな自分で作れません。

その方法すら知りません。自分で作れるようになると、通常より３０倍も集客できます。そ

れくらい専用のページは大事なのです。僕も昔は専用のページは持ってませんでした。で

も、専門的な勉強にお金をかけて、集客専用のオファーページが自分で作れるようになって

からは、びっくりするくらい集客できるようになりました。デザイン、構成、文章。大事な

要素は３つ。でも、専門的な知識なのでネットの無料情報の中にはありません。どんなに探

しても見つかりません。僕が特別にあなたに教えます。 

 

３５【使いまわせる資産型ツイートの作り方とは？】 



ツイッターの投稿を一回使ってもう二度と使わない。それではもったいないです。どうせな

ら何回も使い回せる資産型のツイートを作った方がいいです。僕は現在、「１０００ツイー

ト」の資産を持ってます。それを自動でツイートして集客してます。あるいは、ファンを増

やしてます。毎回一個一個作って、常に新しいツイートでは疲れてしまいます。多くの「い

いね」を集めたツイートを一回使って使わなくしてしまうのはもったいないです。資産型の

ツイートを作って、あなたが寝てる時も、遊んでる時も、働いてくれる仕組みを作る方法。

それを教えます。 

 

３６【ファンと家族のように仲良くなるたった一つの方法とは？】 

どうせ仲良くなるなら、家族のように仲良くなった方がいいに決まってます。友達ではな

く、圧倒的な信頼関係の家族のような関係になる。では、なぜそこまで家族のような関係を

求めるのか？理由はシンプルです。ビジネスを大きく成功させるためです。家族のような関

係というと、時間をかけてじっくり仲良くなっていくのをイメージします。ですよね？で

も、あなたは時間をかけてる余裕はありません。３ヶ月で成功したいと思ってるはずです。

そんなあなたが早く効率的に成功してしまう方法。それを教えます。 

 

３７【成功者を分析して自分も成功者になる方法とは？】 

成功者は自分より成功してる人を真似して成功してます。僕も真似して成功しました。た

だ、表面的な真似をしたのでは成功しません。「なぜこの人は成功できたのか？」をきちん

と理解して分析して真似しないと成功しないのです。例えば、自己流で真似した場合、２０

００人が限界です。しかし、きちんとしたノウハウを学ぶことで１万人を超えます。真似す

る方法は２種類です。考え方とテクニック。これらをしっかり学べば成功します。しかし、

具体的に分かりやすく教えてる人は１％もいません。僕があなたに教えてあなたを成功させ

ます。 

 

３８【短期間で大量にフォローされる『髙橋式』禁断のテクニックとは？】 



「時間をかけないでツイッターで成功する方法なんかない」ってみんな思ってます。僕も

思ってました。でも、実はあります。しかも誰でもできる方法です。ずるいテクニックを一

切使わないで成功してしまう方法。真面目な方法なのに成功してしまう方法。『髙橋式』禁

断のテクニックと表現してますが、リスクは一切ありません。少しだけヒントを与えるとす

るならば、ターゲットの属性を合わせてどんどん集客していく。ここではあえて難しく表現

しておきます。教材の中で具体的なノウハウを小学５年でも理解できるような教え方であな

たにしっかり学んでもらいます。 

 

３９【売り上げを１０倍に増やす販売方法とは？】 

どんなにツイッターを頑張ってもビジネスして稼げなかったら意味ありません。かといって

１日の２４時間の中でほとんどツイッターのために時間を使ってしまっているのでは体力を

使ってしまいます。疲れてしまいます。売り上げを１０倍に増やすのは非常にシンプルで

す。あなたの商品の価値を上げればいいのです。「欲しくて欲しくてたまらない商品を作る

方法」これが作れるようになった方がいいのです。僕も昔はできませんでした。でも、今は

できます。成功するためには〇〇が必要でした。学ばなかったら今の僕はなかったでしょ

う。それだけ大事なノウハウです。それを教えます。 

 

 

【保証・宣言】 

 

・もし、あなたが、僕の教材から学んで真面目に「一生懸命」実践して３ヶ月で１円すら稼

げない場合、僕があなたに直接会ってマンツーマンでコンサルします。場所はどこでも構い

ません。日本中どこでも行きます。どんなに忙しくても行きます。また、それにかかる費用

は１円すらもらいません。ご安心ください。（努力を証明できる資料の提示は必須です。） 



 

・僕のコンサルは通常は有料です。法人の場合は、一回２時間で１００万のコンサル料金を

もらってます。個人であっても同じような価格の提示をしてます。しかし、頑張っても稼げ

ないというのであれば僕が全ての責任を取ります。完全に無料で、あなたに成功できるノウ

ハウを「親切・丁寧」に教えます。しかもそれは一回だけではありません。何回もあなたに

会いに行って徹底的に教えます。 

 

・もし、僕の教材を買ってから僕の教材を超えるような教材（同じテーマのもの）に出会っ

た場合、どんなに忙しくても、どんなに作るのにお金がかかっても、完全に無料で、新しい

教材を作り直してあなたにプレゼントします。ちなみに、日本で売ってる教材だけでなく海

外も対応します。どこの国の教材でも構いません。古くても新しくても構いません。 

 

 

【特典】 
・『永久に無料でビジネスのお悩み相談ができる権利』 

僕は、１００万を超えるコンサル料金を支払った人しかビジネスの悩み相談はしません。本

気で頑張る人。あるいは、１００万支払っても僕から学びたい人しか相手にしたくないので

す。だって、やる気のない人を相手にしても時間・お金・労力を無駄に使ってしまいますか

らね。でも、この教材を買ってくれた場合、永久に無料でビジネスの悩み相談がができる権

利が受け取れます。あなたは１００万の価値があるコンサルを無料で永久に受けれます。あ

なたはビジネスの悩みを悩んだ時にいつでも相談できます。どんどん悩みを解決して稼げる



ようになったあなたは、会社で仕事しないでもパソコンだけで仕事できる人になれます。全

くしがらみがない世界で自由にのびのび生きれるようになります。お金・時間・人間関係が

完全に自由な世界が手に入ります。 

 

・『あなたがビジネスで稼ぎ続けるためのメール講座（通常は有料）』 

僕のメール講座は有料です。１年間で５０万です。すでに多くの人が学んでます。もう何年

してる企画です。本当は、有料でないと学べないメール講座。それを無料参加できる権利を

つけたいと思います。講座の中では、ビジネスの基本、応用、最新の稼げる情報。それらが

学べます。ビジネスの最前線で戦ってる僕の情報です。５０万以上の価値があります。あな

たは僕のメール講座から学ぶことで、ビジネスの基本や応用をしっかり学んで、稼げるよう

になります。財布の中にいつも１００万入るようになります。また、常に最新のノウハウが

学べるので「もう稼げなくなった」という心配がありません。「稼ぎたいときに稼げる」よ

うな安心できる人生が手に入ります。 

 

・『１０００万かけて学んできたノウハウをまとめた教材を無料プレゼント』 

正直言うと、そこまでしないでいいかな？って思いますが、今回はします。徹底的にあなた

を特させようと思ってます。僕はこれまで１億稼ぐ起業家の１００万を超えるコンサルで勉

強してきました。稼げるようになるまでとんでもない額を投資してきました。だから成功で

きたのです。ビジネスで成功するためには有料で勉強しないといけません。そして実践をし

ないといけません。でも、現時点のあなたにはそこまでの余裕はないかもしれません。今回

は特別です。僕の持ってるノウハウをまとめた教材を全部無料であなたにあげます（数種類

あります）。いつでも気軽に読める教材から学ぶことで、あなたは忙しい仕事の合間に勉強

できます。時間を有効活用して稼げるようになります。また、何回も読み返すことで「自分

が教えれる」ようになります。そしたら１００万のコンサルでも売れます。あなたはビジネ

スのプロになれます。 

 



・『あなたの仕事を１０分の１の速さで終える時短テクニック』 

はっきり言ってこれは教えたくありませんでした。だって、僕が起業してから６年かけてよ

うやく見つけたノウハウだからです。僕はこのノウハウを有料の勉強会で学びました（参加

費用４回で１０万）。それを無料で教えます。本当は有料の勉強会でないと教えたくないノ

ウハウです。ビジネスをする際、作業はたくさんあります。最初のうちは時間がかかってし

まいます。僕もそうでした。時間がかかってしまうと家族との時間がなくなってしまうの

で、家族から嫌われます。しかし、仕事を１０分の１の速さで終える時短テクニック知って

いたら、どんなに忙しても作業は終わってしまいます。あなたは余った時間でさらに他の作

業をして稼げます。１０万から一気に１００万。大きく稼げるようになれば、家族と旅行が

できます。贅沢な旅行も可能です。みんな笑顔で幸せになれます（メールで解説します）。 

 

・『起業家が集まる食事会に参加できる権利』 

実際に直接会って話してみることで受ける影響（刺激）ってあると思います。あるいは、人

生変わるような大きなチャンスかも知れません。起業家が集まる食事会に参加すると無料で

悩み解決してもらえる事が多いです。普通に申し込んだら１００万かかるようなノウハウで

も「さりげなく教えてくれる」事があります。僕も経験ありです。ビジネスのリアルな話

は、教材や勉強会では聞けません。要するに絶対に普通では聞けないようなノウハウが学べ

るのです。これは大きな価値があります。あなたは人脈を広げて、ビジネスのノウハウも学

ベる。また、体験した価値が大きいので、あなたの収入が５倍～７倍増えます。欲しいもの

なんでも買えるようになります。値札見ないで好きなだけ買い物できる。そんな生活が手に

入ります。 

 

 



【Q&A】 
「ツイッター初心者です。全く経験ありません。そんな私ですが成功できますか？」 

成功できます。教材の中では、ツイッター初心者がインフルエンサーになれる方法が書かれ

てます。また、自分でツイッターを使って「困ったな。どうしよう・・・」そう思った時

に、すぐに教材を読んで問題解決できるようにしてあります。なのでご安心ください。難し

い表現とか、専門用語は一切ありません。辞書で調べるような事も一切ありません。あなた

は全くストレスなく自宅でも勤務先でもプライベートでも快適に学べます。ちなみに、困っ

たら僕に相談できます。メールで相談してください。回数は無制限です（教材に関する内容

に限ります）。メール相談に関しては、２４時間以内に対応します。 

 

「返金保証はありますか？」 

返金保証はありません。僕はこの教材を本気で作ってます。作ってる時間やノウハウの質、

それに文字数はどんな起業家が作ってる教材よりも一番良いものであると自信を持って言え

ます。ツイッターで本気で成功したい場合のみ、購入してください。 

 

「すぐに使えなくなるノウハウは嫌です。ずっと使えますか？」 

使えます。何も問題ありません。この教材は、ツイッターのノウハウの事を教えてますが、

ビジネス全般に通用する考え方、集客、価値提供、販売方法など、この教材一個で学べる事

がたくさんあります。ツイッターの教材となってますが、一生使える価値の高いビジネスの

専門教材を手に入れると思ってください。また、必要に応じて追加コンテンツも無料で提供

していきます。追加コンテンツは通常は有料で販売する商品です。それが無料で永久に手に

入ります。購入者限定の特典です。 

 

「困った時に一人では不安です。相談できますか？」 



できます。この教材は、僕が本気で作ったので買ってくれた人に本気で向き合って成功して

もらいたいと思ってます。なので、メールでの相談をいつでも受け付けるようにします。し

かも期限はありません。無期限であなたの悩みを解決します。何か困ったら、悩んだら、ど

んどん相談してください。相談内容に関しては教材の内容に限ります。教材とは全く関係な

いプライベートな質問には答えません。あなたがそんな事するはずありませんが、一様伝え

ておきます。あなたが成功するのに必要な質問だけして下さい。 

 

「１日どれくらい頑張ったら成功しますか？期間はどれくらいですか？」 

最初は副業だと思うので、そんなに多くの時間は取れないと思います。夜に頑張って最低で

も３時間は確保して頑張りましょう。作業時間は多い方が早く成功します。今の人生を１秒

でも早く変えたいのであれば５時間頑張るのもありです。ちなみにですが、早ければ３ヶ月

で１万人を超えます。個人差はあります。無理しないで自分のペースで学びと実践をしてい

きましょう。 

 

「ツイッターでの成功を加速させるために何か必要ですか？」 

最初は、ツイッターだけ頑張るのもいいですが、月に３０万以上を目指す場合、メルマガも

使うのがオススメです。まずは５０００円程度の『メルマガスタンド』と契約してツイッ

ターとメルマガで情報発信するのがいいでしょう。それ以外は、特に費用はかかりません。

もし、ワードプレスでブログをしても月１２００円しか運営費がかかりません。要するにコ

スパ最強ってことです。 

 

「WindowsのパソコンでもMacBookのパソコンでも問題なく使えますか？」 

問題なく使えます。ただ、アドバイスとして古いパソコンは動作が遅いので、なるべく新し

いパソコンを使うのがいいです。もし、新品を買えないならヤフオクで中古を買いましょ

う。『Core i５』で『SSD120』なら中古で格安です。普通に使う分には快適にサクサク動

くので使いやすいです。僕も同じようなレベルのパソコンを使ってるのでオススメです。 



 

「ツイッターでビジネスする場合、どんな商品を売ったらいいですか？」 

誰かの商品を売って稼ぐ方法と、自分の商品を作って売る方法。２種類あります。僕がオス

スメするのは、自分の商品を作って売る方法です。自分の商品は自分で自由に値段を決めら

れるし、教材のグレードアップもできます。満足してもらえる教材を作りやすいです。毎月

１００万稼ぎたい場合は、自分の教材を作るのをオススメします。 

 

「勉強できない人です。教材の内容は誰でも理解できる内容ですか？」 

小学５年でも理解できるような内容になってます。簡単にストレスなく勉強してツイッター

で成功できるように作ってあります。安心してください。また、困ったらメールでの相談も

してます。なので、困った時にすぐに相談して問題解決してもらえたらスムーズに成功して

いきます。遠慮しないでどんどん相談してきて下さい。 

 

「本名や住所などプライベートな情報は公開した方がいいですか？」 

ツイッターに関し、本名や住所などプライベートな情報は公開する必要はありません。写真

は横顔でいいし、住所の記載はしないでいいです。名前は、本名の方がいいです。なぜなら

ば、適当な名前の人は信用されないからです。名前とその人の雰囲気が伝わるような顔写

真。それだけで十分です。実際僕もそれしか公開してません。なのに大きく成功できてま

す。ネットに個人情報を公開するのは危険です。最低限にしましょう。 

 

「応用とか裏技とかありますか？なるべく楽して成功したいのですが・・・」 

ありません。世の中そんなにも甘くありません。教材から学んで基本と応用を勉強してい

く。経験していく中でスキルアップする。誰でも知ってるような方法ですが、とても大事で

す。あなたはツイッターで成功する方法を学びます。また、ツイッターの成功方法だけでは

なく、ビジネスの成功方法も学びます。毎日少しずつでもいいのでコツコツやっていきま

しょう。 



 

「ツイッターで１万人集めたらどれくらい稼げるようになりますか？」 

武道館でライブできるくらいの人数が集めれるようになった自分をイメージしてください。

余裕で毎月１００万は稼げるでしょう。あるいはもっと稼げるようになります。多くの人を

集めれる人は、ビジネスで成功できます。あなたが会社員をしてるなら、その１０倍は稼げ

るようになるでしょう。それくらい価値の高いノウハウを教材の中で教えます。 

 

 

【参加費について】 
大学があります。卒業するまでに７００００００円（生活費込みで７００万）かかります。

しかし、そこまでかけても会社の給料は最大で３５万（手取り）です。どんなに頑張っても

年収５００万。それ以上年収は上がりません。これは現実的な話です。また、会社にはリス

トラも倒産もあります。７００００００円かけて大学で勉強しても、無職になったら終わり

です。再就職しないといけません。再就職したら年収は３５０万です。少なくなります。し

かし、自分で稼げるようになったら、月に１００万でも２００万でも稼げます。月に８１６

６円（１２回払い）だけでいいのです。大学で学ぶ７００００００円と僕の教材９８０００

円。どちらが得か？僕の教材です。およそ１００分の１の値段で学べるのに、大きく稼げる

ようになる。１日で計算したら２６８円で学べます（１年間）。たった２６８円で専門的な

ノウハウが学べるのです。たった２６８円なら生活に負担はありません。コスパいいのに稼

げる。そのほうが得します。 

 

 



あなたが受け取れるものまとめます 

ー TBMC ー  

【TWITTER BUSINESS MASTER CLASS】 

〜 ツイッターを使ってあなたの人生を変える特別講座（コンサル・教材） 〜 

 

（１）教材１８３ページ 

（２）文字数５５０００文字 

（３）コンサル無制限（メール） 

（４）最新の有料教材（購入者メールの中で無料プレゼント） 

（５）過去に作った有料教材（購入者メールの中で無料プレゼント） 

 

（販売価格９８０００円） 

２回払いでの参加　▶ 　月額４９０００円 

３回払いでの参加　▶ 　月額３２６６６円 

９回払いでの参加　▶ 　月額１０８８８円 

１２回払いでの参加　▶ 　月額８１６６円 

 

▶ ▶ ▶ TBMCに参加する 

https://ex-pa.jp/item/20710


【追伸】 

僕は本気で教材を作りました。自信を持ってオススメできます。僕の教材では、ツイッター

初心者がステップアップで成功していく方法。インフルエンサーになる方法が書かれてま

す。何をしたら成功するのか？何をしてはいけないのか？具体的に知ることで、あなたは

真っ直ぐ成功まで進めます。正直言うと、僕はこの教材を作るまで悩んでました。「ツイッ

ターのノウハウは先輩の起業家も販売してる。だから作っても意味ないのでは？売れないの

では？」そう思ったのです。そんな時、普段から仲良くしてるツイッターの仲間から、「ツ

イッターの教材作ってください。コンサルもお願いします。」そんな風に言われました。僕

は、「今度機会があったらね」そう言いました。しばらくして、同じような内容のお願いが

たくさん来るようになりました。僕は、迷いながらようやく決心しました。「誰よりも価値

の高い教材を作り、しかもコンサルもやってやる」そしてようやく完成しました。僕の情熱

がこもった教材です。もちろんコンサルも本気でします。価値を感じてくれて、買ってくれ

て、購入後にあなたと家族のように仲間のように関われるのを楽しみにしてます。 
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