
【レクチャーに参加してどう変わったのか？参加者の生の声をお届けします！】 

いよいよレクチャー開始が間近に迫ってきましたね！！ 

これまでは動画や音声を通じてお話してきましたが、レクチャー当日は僕が実際にお待ちしてい
ます！ 

レクチャーに参加し、勉強をしていくことで 
どんな人でも人生を変えることが出来るようになります！ 
なので今後どんな人生にしていきたいのかを考えながらレクチャーにお越しください！ 

また今回は１日限りのレクチャーです！ 
レクチャーに参加せずに何も変わらない日々に戻るのではなく 
現状から抜け出すチャンスを失わないでくださいね！ 

また、以前のレクチャー参加者の方から 
レクチャーの感想を頂きましたので少しだけ紹介しますね！！ 

ーーーーーーーーーーー 
【最初は不安だったけど、、、】 

最初は、不安があるなかでレクチャーに参加をしました。 
ネットビジネスについて何も知らない状態でしたが、レクチャーに向けて事前に動画を送ってく
ださったりなどの配慮をしていただき、レクチャーが始まっても、動画の内容などから理解がし
やすかったです。 
石本さんの熱意がものすごく、本当に稼いでもらいたいんだという思いがビシビシと伝わってき
ました。 
これまでネットビジネスを始めてみたいなという思いがありましたが、なかなか1歩を踏み出すこ
とができずにいましたが、このレクチャーを通じて私も石本さんのように稼げるようになりたい
と思いました。 
本日は名古屋からきていただき、素晴らしく熱いレクチャーをありがとうございました 
これからご指導よろしくお願いします！ 

２５歳石川県会社員男性 
ーーーーーーーーーーー 

【いざ話を生で聞くと世界が変わりました】 

石本さん、今回は貴重なお話をありがとうございました！！ 



元々私はネットビジネスに興味があって、ネットでお金をどうやって稼いでいるのかイメージが全
くできずにいました。 
でも今日のお話を聞いて、０から１０まで丁寧に教えていただき『稼ぐ』イメージがはっきりと湧
きました 
今まではネットビジネスはお金にがめつい人がやっている印象で正直あまり関わりたくないと思っ
ていましたが、違いましたね。 
多くの感謝のメールや人との関わりがあると知って、とても魅力的だと180度考え方が変わりま
した。 
私はネットビジネスに思い込みというか偏見がありましたが、いざ話を生で聞くと世界が変わり
ました。 
本気で取り組んで絶対人生変えてみせます！ 

３１歳神奈川県 会社員男性 
ーーーーーーーーーーー 

【話をしていてあっという間に時間が過ぎていきました。】 

今回来るまでに動画を見ながらイメージをふくらませて当日に至りました。 
直接お話する事で説明してもらい、熱意やふわふわしていたイメージが形になっていく実感を得る
事でできました。 
話をしていてあっという間に時間が過ぎていき、充実した時間を過ごせました。 
自分よりも努力していたり、素直に物事を取り組む人と出会う事で自分も見つめ直すきっかけを
頂きました。 
一緒にがんばりましょう！！ 

２３歳栃木県 理学療法士 男性 
ーーーーーーーーーーー 

【自分でも変われるんじゃないか？】 

本日はありがとうございました。 
とても有意義な時間になりました。 
私はインターネットビジネスに対してレクチャーに参加するまではあまりいい印象は抱いていま
せんでした。何か怪しいことをされてるんじゃないか。と思いながらレクチャーに参加しました
が、会っていて話しやすい方だなーという印象でした。 
実際の例を見せて頂き、ビジネスの内容もとても理解できました。 
ビジネス＝お金稼ぎ 
というわけではなくちゃんと相手に何か価値を提供した上でお金を頂き、さらに相手から感謝さ
れるということを実際い見せていただいたことによってよく分かりました。 
石本さんはビジネスの可能性を知っています。 
話も具体例を交えながら教えていただけるので分かりやすいです。 
自分でもビジネスが出来るんじゃないか！と明確になったレクチャーでした！ 
いろいろと聞くことがあると思いますが、よろしくお願いします！ 



２１歳福岡県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

本日はありがとうございました。レクチャーを実施していただきましたが、知らない世界を感じ
ることが出来てとても刺激を受けました。 
日常生活の中であっても気づきの点が明らかに違って、同じ生活をしていても得られることに差が
出来てしまうので、脳を働かせていく大切さを学びました。 
自分の人生がいかに殻にこもっていて、知らない世界がまだまだ沢山あることに気づくなど、価
値観ががらりと変わった、大変濃いレクチャーでした。 

私自身、最初は疑心暗鬼でした。 
会場についても不安でした。 
しかし石本さんの言葉に触れることで、自分が生きてきた人生とは違った 
新しい刺激を受けられると確信しています！ 
不安や怪しいと思う気持ちは誰でもあります。 
まずは行動に移してみませんか？ 
きっと知らなかった世界が見えるはずです！ 

２８歳 新潟県会社員 女性 
ーーーーーーーーーーー 

本日はありがとうございました。 
具体的にどういったことに取り組んでいくのかというお話をして頂きました。 
他には現在挑戦していらっしゃる方々の状況や熱意なども聞くことができて、本当に皆さん本気
で取り組んで頂いてるのだなと感じました。今日の時間で強い刺激を受けることができて、とて
も良い時間を共有させて頂きました。 

今回参加させていただきて、本当の情熱のある方々がある待っているところだと認識しました。 
そのような方々からエネルギーをもらって今後の自分によりよくする材料として有効にするため
にレクチャーに参加することを私からもおすすめします！ 

３０歳 愛知県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

私も最初はむずかしいやできないと思っていました。 
石本さんのレクチャーを聞いたら変わります！ 

石本さんのインターネットビジネスの仕組みを聞いて 
こわい、できない、むずかしいと思ってましたが 
全然感じなくなりました！ 
というかむしろ、とても分かりやすく、質問しても全て答えてくれました。 
やろう！がんばる！と気持ちになります。 



インターネットビジネスとは、そんなにむずかしいことではないので、ぜひレクチャーを受けて
下さい。 
考え方が変わると思います。 

２７歳 茨城県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

今日は大変お忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。 
動画で色々見てはいましたが、半信半疑で今回のレクチャーを受けに来ました。 
やはり、経済的、時間的自由が欲しいと思ってお話を聞きに来たので直接お話が聞けて良かった
です。 
今はまだ始めていないので、不安なことや分からないこともたくさんあります。 
ですが、レクチャーでお会いして、絶対かせぎたいという思いが出てきているのもまた事実です。 
今後、長いお付き合いになるかと思いますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします！ 

短期間で稼いでいる人のお話や、石本さんのお話、石本さんの人柄を見ているとまやかしではな
く、本当に稼げるという風に感じれますので、直接お会いしてお話を聞いて欲しいです！！ 
頑張ればきっと稼げる、脱サラできるという思いになります。 
まずは聞いてみるだけでも良いと思いますので、是非石本さんにコンタクトをとってみてくださ
い。 

３３歳 大阪府 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

最初は疑いの気持ちもありましたが、会ったことのない私のために長い時間ていねいにレクチャー
して頂きました。 
今後どうするか、変わりたいという気持ちがより強くなりました。 
今回のチャンスを生かし、次のステップで頑張っていきたいと思います。ありがとうございました 
これからよろしくお願いします。 

人生変えるための1歩をぜひ踏み出してみてください！！ 

２４歳 富山県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

本日は貴重な時間を割いて色々と教えていただきたことに感謝しています。 
FBでたまたまお見かけし、動画で見ていた方が目の前に現れたのが不思議な感じがしました。 
実際に結果を出されている方から、実際に色々と話が聞け、良い意味で「思い込み」というもの
を取り払うことが出来たと思います。 
またネットビジネスというもののハードルというものが少し下がりました。 



百聞は一見にしかずという言葉がありますが、実際にレクチャーで時間を割いていただき、「思
い込み」というものを取り払ってもらえる経験出来ました。正直FBでたまたま拝見し、勢いでレ
クチャーを受けることになりましたが、これからの未来を変えるきっかけを作れたと思います。
色々と質問にも答えていただけるので、質問があれば是非この機会を大事に聞いていただきたいで
す。 

２５歳 静岡県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

今日はありがとうございました。 
少し怪しいとは思っていましたが、お会いできて安心出来ました。 
LINEでも言いましたが、知っている人と知らない人、やる人とやらない人では、前者でありたい
という気持ちがより強くなりました。 
楽しかったです。（まだ不安もありますが・・・笑） 

ただ、変わりたければ、動くしかないと思います！ 
私は変わります！石本さん、今後ともよろしくお願いします！ 

３２歳 三重県 主婦 女性 
ーーーーーーーーーーー 

今日は長い時間、様々なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 
インターネットビジネスについては全く知識がありませんでしたが、少しずつどんなことをすれ
ばよりか分かってきた気がします。 
「人を大切にする」ということは、ビジネスに限らずすべてのことに大事なテーマですが、石本
さんからはそれを実践されていることがとてもよく感じられました。 
重ね重ね感謝です！ 

初めはフェイスブックで見かけて、「少し怪しいかも・・・」と思っていましたが、実際に会っ
てみると全くそのようなことはありませんでした。 
誰でも真面目にコツコツとやれば、必ず結果が出るというのは本当にすごいと思います。 
あとはあなたが「やる」か「やらない」かです！！ 

２７歳 奈良県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

今日は遠いところからわざわざありがとうございます。 
自分は1ヶ月前からビジネス（ネットワークなど）に携わる事をしてきてマインドや人のあり方な
ど、自分なりに考えていましたが、まだまだ分からない部分もあり、そこを石本さんは、的確に
教えて下さり、とても感謝しております。 
自分の為にと、ここまで話をして頂き、今日はとても勉強になりました。 
ぜひ、一緒に仕事をしてみようと思いました。 



本質を知るチャンスです！ 
まだレクチャーへの参加を迷っているのでしたら絶対に受けたほうがいいです！！ 

２６歳 福岡県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

今日は色々なお話を教えて頂いてありがとうございました。 
石本さんのお話を聞いてやってみたいという気持ちが増えました。 
お会いするまでは、すごく不安でしたが、すごく丁寧に説明してくれるのでとても分かりやすく
安心ができました。 

不安に思うより、一度会って話を聞いたり、質問をした方がすっきりします。 
とても親しみやすいので、絶対一度会うことをオススメします！ 

３１歳 岐阜県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

石本さんに会うまでは、少し怪しいなと思っていました。 
会ってみるといい人でどのようにインターネットビジネスが成り立っているかを知ることができ
ました！ 
これからの時代には必要な仕事ツールだと思います。 

説明も分かりやすくしてもらえるので疑問点があるときは素直に聞くといいと思います。 

２９歳 徳島県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

本日は長時間、インターネットビジネスについて教えて頂き、ありがとうございました。 
軌道に乗るまでは大変かもしれませんが、石本さんの熱い思いに感動したので、自分も何として
もこのビジネスで最後にします！本日は貴重なお時間ありがとうございました。 

まずはお二人に会ってみるべきだと思います。 
会場に足を運んで会ってみて、話を聞いてから判断した方がいいと個人的には思います！ 

２９歳 愛知県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

インターネットビジネスに対して、初めは 
「あやしいなぁ」という感じでした。 
話をしていると、マインドの部分が1番印象に残りました。 
インターネットビジネス以外にも、生かせれるのかなと思いました。 



「あやしいな」となやむぐらいなら 
一度は受けてみるべき。 

３１歳 群馬県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

石本さんの話をきいて時代の流れが変わってきているんだなと感じました。 
自分で稼ぐ力を身につけることがこれから生き残っていくには必要で、もらう←側ではなく 
稼ぐ←という経営の思考にシフトチェンジ！！していこうと思いました。 
石本さんが本当に人生を楽しんでいるのが伝わってきました(^^） 
ありがとうございました！！ 

石本さんは色々な経験をされて、時代の流れをよんでいらっしゃる方です。 
これから生きていく中で必要なマインドも教えていただける方です！！！！ 
笑顔がすてきな方です(^^）☆☆ 

２３歳 茨城県 金融業 女性 
ーーーーーーーーーーー 

石本さんに会うまでは少し怪しいと思っていましたし、緊張もしていました。 
実際、お会いしてみたら、良い方で、初対面なのにも関わらず、今まで自分が気が付かなかったと
ころをいくつも教えて頂き、参考になり、行動に移そうと思いました。 

一度決めたら、”すぐ”行動に移すこと。 
不安な思いをするのは、最初だけです。 
その分、後から、喜びが倍になります。 

２６歳 石川県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

インターネットビジネスというものがどういうしくみなのかが分かり勉強になった。 
それと同時に私にもこんなことができるのかと不安になったけど山田さんの言葉で私にもできる
かもしれないと思えた。 

レクチャーを受けてみないと分からないこともあるので、ぜひレクチャーを受けてみて下さい！！

２５歳 愛知県 会社員 女性 
ーーーーーーーーーーー 

非常に内容が分かりやすく、質問したことへの返答も的確で、石本さんのレクチャーへ参加でき
て良かったと思います。 



お話した通り、自分の事業が立ち上げる寸前の為、今は事業を優先する形になってしまいますが、

内容も確認できたので、必ずやってみます！ 
本日は貴重なお時間本当にありがとうございました。 

今のご自身の現状に何かしらの不安を感じている方は凄く為になる内容だと思います。 

３０歳 徳島県 会計士 男性 
ーーーーーーーーーーー 

最初は、不安があるなかでレクチャーに参加をしました。 
ネットビジネスについて何も知らない状態でしたが、レクチャーに向けて事前に動画を送ってく
ださったりなどの配慮をしていただき、レクチャーが始まっても、動画の内容などから理解がし
やすかったです。 
石本さんの熱意がものすごく、本当に稼いでもらいたいんだという思いがビシビシと伝わってき
ました。 
これまでネットビジネスを始めてみたいなという思いがありましたが、なかなか1歩を踏み出すこ
とができずにいましたが、このレクチャーを通じて私も石本さんのように稼げるようになりたい
と思いました。 
本日は遠いところからきていただき、素晴らしく熱いレクチャーをありがとうございました。 

迷ったらGo！ 
まずは話だけでも聞いてみましょう。 

２８歳 千葉県 SE 男性 
ーーーーーーーーーーー 

自分の友人に社長がいるので、社長の友達には社長が多いという話を聞いた時に本当にそうだな
と思いました。 
マインドセット5箇条の話を聞いて、その中で熱量が1番足りてないと感じました。 
自己啓発本などを読んで間もない時は頑張ろうと思うのですが、なかなか気持ちが持続できずに
いました。 
話の中で、できてる人のいる環境に飛び込むとあって、僕もその友人の社長といる時は、テンショ
ンが上がりやる気もできるので、環境に飛び込むことは本当にそうだなと実感しました。 
初めてのレクチャーですが、時間も長く感じなくて楽しくレクチャーが聞けました。 

自分に素直な気持ちで、これからどうしていきたいのか？ 
どうなりたいのか？ 
を考えれば、行動に移しやすくなると思います。 
興味があるなら絶対に参加してみて下さい。 

２４歳 大阪府 会社員 男性 



ーーーーーーーーーーー 

会って最初は怪しい気持ちでいっぱいでしたが、話をしていくうちに自分が納得してしまうことば
かりで、とても充実しました。 
自分の場合はビジネスに挑戦する前に生活の基盤を整えないといけないので、機会がきたらまた
お世話になると決意しました。 

ネットでレクチャーのことを知り、危ない、怪しいといった先入観しかありませんでしたが、本
気で稼ぎたいと思ったので、勇気を出して会いに行きました。 
僕と同じような想いの方がいらっしゃれば、1歩踏み出して会ってみることをぜひオススメします。

２１歳 群馬県 学生 男性 
ーーーーーーーーーーー 

とても刺激になりました。 
どのようにやったらビジネスは成功するのか、ということを学べそうだなと思いました。 
今回のレクチャーで学んだことを、今後の日常生活で生かして行きたいと思います。 
特に、コピーライティングなどのスキルを身に付け、ビジネスを上手くやっていきたいと思います。

私自身もビジネスで絶対に成功を収めようと決意致しました。 

来た時点で、人生が変わっているかもしれません。 

３４歳 福岡県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

石本さん今回は貴重なお話をありがとうございました！！ 
元々私はネットビジネスに興味があって、ネットでお金をどうやって稼いでいるのかイメージが全
くできずにいました。 
でも今日のお話を聞いて、０から１０まで丁寧に教えていただき『稼ぐ』イメージがはっきりと湧
きました 
今まではネットビジネスはお金にがめつい人がやっている印象で正直あまり関わりたくないと思っ
ていましたが、違いましたね。 
多くの感謝のメールや人との関わりがあると知って、とても魅力的だと180度考え方が変わりま
した。 

私はネットビジネスに思い込みというか偏見がありましたが、いざ話を生で聞くと世界が変わり
ました。 
やるかやらないかは一旦置いておいて、聞くだけ聞いてみると人生が大きく変わると思います。 

２７歳 千葉県 会社員 男性 



ーーーーーーーーーーー 

自分の人生を変えるとびっくりのチャンスだと思って即決しました。 
有限な人生をいかに豊かにするか。 
それは自分自身だと感じました。 
これから頑張ります。 

人生一度きりなのでしっかり変わっていきます！！ 

２５歳 高松県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

人生は有限であること、マインドが根底にあって、それを土台として物事は進んでいくことなど、
当たり前であるが忘れがちなことを再認識できました。 
また、ビジネスの内容についても本当に素晴らしく、しっかりと稼げるが、リスクもないという
本当に素晴らしいものだと感じました。 

話を聞くだけで何か変わるものがあると思います。 
人生を変えるきっかけとなる話がたくさん聞けると思います。とても大きな刺激があると思いま
すので受けてみることをおすすめします。 

２４歳 広島県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

本日のレクチャーを聴いて、インターネットビジネスの概要や可能性、ビジネスを行うときの心
がまえなど自分が知らなかったことについて知ることができ、有意義な時間を過ごすことができ
ました。 
また、インターネットビジネスのやり方、どのような活動をしているのかも生で聴くことができ、
とても刺激になりました。 

自分の夢、人生を変えたいと思っている方は是非レクチャーを聴くことをおすすめします。 

３０歳 広島県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

今回来るまでに動画を見ながらイメージをふくらませて当日に至りました。 
直接お話する事で説明してもらい、熱意やふわふわしていたイメージが形になっていく実感を得る
事でできました。 
話をしていてあっという間に時間が過ぎていきました。 
こちらの準備が悪く時間をかけてしまった所もありましたが、とても充実した時間でした。 

素直でいることはできているようでできない事だと思います。 



自分よりも努力していたり、素直に物事を取り組む人と出会う事で自分も見つめ直すきっかけを
頂きました。 
いっしょにがんばりましょう！！ 

２４歳 栃木県 理学療法士 男性 
ーーーーーーーーーーー 

ものすごく分かり易かったというのが印象的でした。 
ただ、自分に足りないものも多々あり 
自分自身、あらためないとな・・・と 
感じました。 
本日はありがとうございました。 

自分の夢を的確に語れると本当に楽しくレクチャーを受けられます！ 
稼ぎたい！という気持ちで聞きましょう！ 

２３歳 愛知県 工場勤め 男性 
ーーーーーーーーーーー 

本日は有難うざいました！ 
ネットビジネスと聞いても、今イチピンとこなかったのですが、石本さんが実際にどのようにし
て稼いでらっしゃるかを実演いただき、ビジネスの中身が一気に具体的になりました！ 

非常に熱く丁寧に話していただけますので、事前にプレゼント動画をしっかり視聴するのは勿論、
あなたの「夢」を描いてから臨むように心掛けてください！ 

２８歳 愛知県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

インターネットビジネスについて無知でしたので 
”ビジネスとはなんぞや” 
”どうやって稼いでいるの” 
といった疑問がありました。 
実際にインターネットビジネスの仕組み、商品の作り方、売り方を教えて頂いたので、イメージを
もつことができました。 
レクチャーに参加して、石本さんの話を聞いて疑問が全部解消できました。 

レクチャーを受けるか迷われていたら参加してください。 
ネットビジネスに大切なものを全て勉強できます！ 

３１歳 新潟県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 



本日はありがとうございました。 
とても有意義な時間になりました。 
私はインターネットビジネスに対して石本さんに会うまではあまりいい印象は抱いていませんで
した。何か怪しいことをされてるんじゃないか。と思いながらレクチャーに参加しましたが、会っ
ていて話しやすい方だなーという印象でした。 
実際の例を見せて頂き、ビジネスの内容もとても理解できました。 
ビジネス＝お金稼ぎ 
というわけではなくちゃんと相手に何か価値を提供した上でお金を頂き、さらに相手から感謝さ
れるということを実際い見せていただいたことによってよく分かりました。 

石本さんはビジネスの可能性を知っています。 
話も具体例を交えながら教えていただけるので分かりやすいです。 
自分でもビジネスが出来るんじゃないか。と明確になったレクチャーでした。 

まずは話を聞いてみて下さい！！ 

３０歳 富山県 薬剤師 男性 
ーーーーーーーーーーー 
インターネットビジネスというビジネスモデルの説明を初めて聞かせて頂き、こんなビジネスモデ
ルがあるのかと思いました。 
1回聞いただけでは理解できてない部分も多いと思いますが、自分にもできる可能性はあると感じ
ることができました。 
予想していたよりも少人数で疑問に感じたことは都度質問ができる環境だったので、有意義な時
間となりました。 
長時間に渡り、レクチャー講師を務めていただき、ありがとうございました。 

２６歳 群馬県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

インターネットビジネスは未知の領域で、正直あまり良いイメーシでもなかったのですが、全国
の困っている人達に手を差しのべることのできる社会貢献的な意義も果たせるやりがいのあるビ
ジネスのなのだと分かり、とても勉強になりました。私のような専門職がその技術を生かして本
業では取り組めないようなニーズに応えることもできる点に大きな魅力を感じました。 
今日は本当にありがとうございました。 

私は今年独立開業をした身なのですが、生まれ変わるためには必ず決断がともないます。 
ネットビジネスに踏み出すのも決断ですが、まっとうなお仕事で将来性もあるものだと思います
ので、人生勉強だと思って積極的にチャレンジしてみてください。 

２７歳 千葉県 サロンオーナー 男性 
ーーーーーーーーーーー 



2日間、貴重なお時間を頂き、感謝します。 
レクチャービデオの内容も充実しており、実際のレクチャーも大変刺激になりました。 
都合により今始める事はできませんが、教えて頂いたマインド等は今後の人生に生かしていきたい
と思います。 
また、こちらに帰ってきた時は、ご協力よろしくおねがいします。 
有り難うございました。 

今、動き始めた貴方は素晴らしいと思います。 
人は行動することでしか物事を良い方向へ転ばすことはできないと思います。 
素直な心と謙虚な姿勢でレクチャーに臨めば得るものが多いと思います。 
動き出した自分の将来の貴方に実りの多い成果が訪れますように。 

２５歳 石川県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 
ネットビジネスという言葉は聞いたことなく 
どういったシステムのビジネスなのかわからない状態からの参加でした。 
『稼ぐ』というメンタルの考え方や、思考を教えてもらいそのメンタルに対してのネットビジネス
のあり方を聞けてとても楽しいレクチャーになりました。 

最初はうたがった気持ちも少しある状態でしたが、人生にとって視界が広がりました。 

２９歳 石川県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 
本日は大切なお時間頂きましてありがとうございました。 
普通の会社員でいることから脱出を目指し参加しました。 
転職ばかり収入が増えない→決める・行動する・収入増 
5つのマインドを持ち、あきらめず続けていけること、サポートがついている安心感。 
新しい可能性に飛び込みます。 

迷っているみなさま、あなたは自由を選び楽しく生きることを実行しますか？ 
それとも、ずっと会社に雇われますか？ 
決断は今です。 

２６歳 岐阜県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

今回レクチャーに参加させて頂き、ネットビジネスというものが、どんなのか知ることができま
した。 
それとビジネスを成功させていく法則は、色々なことに合てはまるものだと理解でき、このレク
チャーで教わったことを忘れずに日々学びに励んでいきたいと思いました。 

このレクチャーで教わることは、ネットビジネスだけじゃなく、人生において様々なところで役
に立ちます！今から人生変えるために行動してみます！ 



２９歳 静岡県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

インターネットビジネスについて、何も知らないところから、理解が深まったと思います。 
ありがとうございました。 
将来の可能性について考える良い機会となりました。 

具体的な流れや全体像についてわかりやすく説明して頂けました。 

２２歳 愛知県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

何をするにしても知識が必要だということを改めて実感しました。 
そして、明確な目標を考え、それ向かって進んでいく道を考えること、それを知っている人に学ぶ
ことを忘れないようにしようと思いました。 

素直な気持ちがとても大切です。 
何でも一度は自分の中に素直に受け入れ、それについてよく考えてみることを心がけてみてくだ
さい。 

３１歳 埼玉県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

本日は長時間の間レクチャーを行ってください 
ありがとうございました。 
実際の話しを聞いてみてすごい方法でビジネスを行っているなぁと思いました。 
貴重なお話をありがとうございました。 

一回話を聞いて、どのようなビジネスか、とてもわかりやすく説明してくださいます。 
実際話を聞いた方がいいです！ 

２８歳 埼玉県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーー 

今までのインターネットビジネスの知識が圧倒的に増えました。 
自分の始めようとしていたインターネットビジネスの成功者が最終的にここにたどり着いてると
は思ってもみませんでした。 
今後はマインドセットを改めてし直して全力で取り組みたいと思います。 



遠いから面倒くさいとか、だるいとかそういう感情はやめて積極的に参加して欲しいです。 
そこからすべてが変わっていくと思います。 

２４歳 広島県 会社員 男性 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

今回のレクチャーをキッカケとして 
過去のレクチャー参加者と同じように、人生変えるキッカケを掴み取りに来てください！！ 

お金を稼ぎ、叶えたい夢を叶えるために 
僕と一緒に人生変えていきましょう！ 


