


実際に、

オンライン教材を
創ったことでどれほどの
利益を獲得していったのか？

労力ゼロで年間2700万の利益！

全く新しいコンテンツを作ったわけではなく、
過去に収録したセミナー動画や講演会動画を
リメイクして販売しただけ。

新しく何かを創るための労力は一切ゼロ。

毎月1つオンライン教材
を販売しただけで2700万円の利益を達成。

リストゼロから月間250万の利益！



Facebook広告を活用し、
ステップメールで自動的に売れる仕組みを創りあげ、
リストゼロから毎月250万円の利益を創る

ほったらかしでも売れ続ける仕組み

を構築。Facebook広告を活用すれば
リストゼロからでも月に250万以上の収益が
生み出せることを証明。

労力ゼロ・リストゼロから約3,000万を達成！
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既にコンテンツがある人なら、労力ゼロ。
現状何もなくても、リストゼロからでも利益を出せる。

完全オンラインだから、
どこかへ移動することやセミナーをする必要もない。

ほったらかしでも売れ続け、
労力もゼロで稼げる仕組みを作れば
初月から250万、1年後には3000万の利益を達成できる。

しかも、
オンライン教材だから・・・

・ほったらかしでも大丈夫！
・海外にいてもどこにいても大丈夫！
・毎日8時間以上働く忙しい人でも大丈夫！
・遊んでいても食事をしているもお金が稼げる！

などなど、



長倉顕太が

を大公開！

こんばんは。
長倉です。

今からちょうど1年前。

2018年の1月末に、
オレのあるオンライン教材を発売した。

The Power of Editing



というタイトルで、
キャッチコピーには

「選択」と「配置」が
アナタの価値を100倍にする！

ってつけたんだ。

「選択」と「配置」で１００倍変わる！

ってブログも書いた。
偉そうに色々書いてるわけだけど、

1年前のこのオンライン教材の
発売こそが

オレの選択と配置を変えた「ある実験」

だったわけ。
そして、ちょうど1年経ったってこともあり

そのタネ明かしをしよう。

じゃあ、
1年前の今、
オレは何をしたのか？

The Power of Editingっていう
オンライン教材では、



「編集力」

を教えた。
オレはもともと10年以上出版社にいて

累計1100万部の本を
売ってきたベストセラー編集者だ。

正直、
普通に編集力を教えますって言っても
興味があるのは同業のヤツくらいだ。

でも、
編集力っていうのは

「全員に知ってほしいスキル」

だったわけ。
だって、編集者だったおかげで

多くの人に恵まれ

今では、

累計1,100万部の書籍を販売

コンテンツビジネスで300億円を売り上げる



といったことが実現できている。
編集力を、編集者だけじゃなくて多くの人に知ってもらいたかった。

そこで、
オレが編集力とは「選択」と「配置」である
と言いながら、

オレ自身の選択と配置

を変えてみたわけだ。

オレの中にあるコンテンツとして
その時は、

編集力

を「選択した」わけだ。
オレは普段だとマーケティング・マインド・ライティングなんかが多く。
編集力を大々的に打ち出すたことは少なかった。

人生初のクラウドファンディングで643万円の支援を集める

有料オンラインサロンには、2日足らずで300名の参加

20代コミュニティFight Clubは500人超え

アメリカでインターナショナルスクールを設立

ラオスで学校設立のためのキャンペーンで300万円集める



で、これを

どこに「配置する」か？

が重要だった。

なぜなら、
編集力を教えるセミナーやります。と言っても
売れない編集者たちしか集まってこない。

オレは編集に関係ない人たちにも、
「編集力」を知ってもらいたい、身につけてもらいたかった。

そこで、
「配置」場所として

オンライン教材

として発売することにしたんだ。



今まで、

・セミナー
・コンサルティング

でしか話してこなかった「編集力」
をオンライン教材として

どこにいても手に入れられるようにした

わけだ。
セミナーやコンサルティングとなると

だからだ。
オンライン教材にしたことで、

これまで、セミナーに来れなかった人、
コンサルを受けられなかった人海外在住の人でも

オレの「編集力」を知ってもらうチャンスが増える

ことになる。

会場に行く移動費と時間がかかる
都合の悪い日には行けない
個別コンサルとなると受講費も超高額



結果、このオンライン教材は大ヒット。

実験は成功したというわけだ。

オレはいつも、

「自分を変えることはできない」

って言う。
もちろんこれはオレも同じだ。

今さら、
何を頑張ったって

・英語が喋れるようになったり
・IQがアップしたり
・仕事ができるようになったり
・計算が速くなったり
・新しいスキルが身についたり
・眠っていた能力が現れたり

なんていうことは、
「絶対にない」

いい？

絶対に！だ。



オレたち大人は、
これ以上、能力も何も上がることはない。

でも、

だからと言って、
お金が稼げないっていう話ではない。

むしろ、
自分なんて変えなくたって
給料は変えられる。

つまり、

今のアナタのまま、
アナタの価値を上げることは可能

というわけだ。
これがまさに、

選択と配置

でもあるわけ。



オレという人間の中身は変えずに

選択と配置を変えただけで、

さっきも書いたように売上はあがった。

しかし、
オレの話ばかりで

「お前だからできたんだろ？」

って思われそうなので、
もう1つ例を出そう。

オレの住む
サンフランシスコは今、

アメリカで最も家賃が高く

シリコンバレーにはアップル・グーグル・フェイスブックと大企業が集まってい



る。

しかし、
急な、家賃の高騰で
ホームレスも増えている。

で、
サンフランシスコにはある問題が起きている。
それが、

うんこ（人糞）

の散乱問題。

ホームレスが増加したことにより
家がなく、そこら中に人糞が
散乱している地域があるわけだ。

実際に、サンフランシスコの
“うんこマップ”なんていうのも
作られているほど。

しかし、

ここサンフランシスコの



排泄物清掃員の仕事に就けば

給与と手当を合わせて、年間18万4000ドル
（約2000万円）以上を稼ぐことができる。

日本で、年収1000万あれば
高給取りと言われる今の時代。

サンフランシスコの

街の清掃員は年収2000万もらっているわけだ。

しかし、
彼らは何かすごい能力があるのだろうか？

おそらくないだろう。

もちろん、
日本にだって排泄物の清掃員はいる。

でも、

年収2000万の清掃員とそうでない人がいる。

なぜか？

サンフランシスコという場所では、
清掃員の価値が高まるからだ。



ただそれだけ。

努力や能力の問題じゃない。

どこに自分を「配置する」か？

だけ。

これを、読んで
急にサンフランシスコの
清掃員になろうとは思わないだろうが

どこでやるか？

っていうのが、
重要なことがわかるはず。

同じ人
同じ仕事

でも、

どこでやるか

で結果が変わるわけだ。



そして、今なら

明日、飛行機をとってサンフランシスコに来れば
清掃員にだってなれる。

簡単に移動できるわけだ。
こんなのは一昔前ならありえない話だ。

海外に行くことが、
人生の一大イベントみたいになってきたのが
今では簡単に行ける。

ただ、やはり
海外に行くのは

・そもそも言語が違う
・少なからず飛行機代もかかる

と障害が多い。
いくらサンフランシスコの賃金がいいからといって
引っ越す人はいない。

でも、
インターネットという空間なら
場所が選びたい放題なわけ。

・どんなジャンルでも
・どんな業種でも



・どんな地域でも
・どんなSNSでも

好きに配置場所を決められる。
しかも、

ほとんどが無料(タダ)で使える。

現代ほど、

選択と配置が自由な時代

はないわけだ。
だから、

現代においてインターネット上なら
アナタの選択と配置を変えるだけで

移動もせず、手間もかけず、
自動的にお金を生み続けることができる

ことが可能なんだ。



そして、
今回、オレが1年前に始めた実験から
すでに、1年間で

という結果を残した方法を
1つのパッケージにして動画と音声で学べるオンライン教材として
発売することにしました。

年間で約2700万円の不労所得

1年間の平均月間売り上げは、220万円以上

月間の最高売り上げは、約370万円

オンラインサロンの募集では、2日で90万円の利益



《第1章》オンライン教材の基本

■オンライン教材の始め方
■ターゲティング（買う人を見極める）
■コンセプトの創り方

《第2章》オンライン教材の企画の創り方

■選択と配置を学ぶ
■売れる企画の創り方
■コンテンツの創り方

《第3章》オンライン教材のマーケティング

■労力ゼロで売れるマーケティング手法
■完全無料のSNSマーケティング
■トレンドを知る

《第4章》オンライン教材の自動化

■Facebook広告でリストゼロから利益を出す
■ほったらかしにさせる方法
■オンライン教材の多面展開

「選択」と「配置」に関してはもちろん
そこから収益を自動的に生み出す方法を
今回、全てまとめたので

特にオススメしたいのが、



・セミナー講師
・コンサルタント
・情報発信ビジネス
・コーチ
・カウンセラー
・インスタグラマー
・ブロガー
・アフィリエイター
・先生ビジネス

をやっているような人たち。
このような人たちにとっては

自分だけのオンライン教材を
持っているかいないか

で年収に大きく
影響を与えてくれる。



たった1つのオンライン教材でも
毎月、10万円でも売れてくれれば
年に120万もの副収入になる。

このパッケージに申し込んで、
実際に、アナタのオンライン教材を
すぐに作り始めれば

１ヶ月後には、
何十万〜何百万稼いでしまうような内容
をまとめている。

それほど、
再現性も高い。

実際に、
オレはこのやり方で去年だけでも

といった結果を出している。

年間で約2700万円の不労所得

1年間の平均月間売り上げは、220万円以上

月間の最高売り上げは、約370万円

オンラインサロンの募集では、2日で90万円の利益



その手法を公開することを考えると
当然安くはありません。

価格は、

12万円

です。オレの集中講座やセミナーと
比べてしまえば、全然安い。

しかし、
2019年も始まったばかり
できるだけ多くの人に

チャレンジする機会

を増やしてもらいたい
という思いもあるので

1月30日23時59分までに
申し込んでくれた人には

早期申込割引：49,800円

で購入することが
できるようにしました。

そして、
非常に大好評の



本プログラムですが、

公開と同時に、

「分割払いはありませんか？」

といった
お問い合わせもいただき、
大変大好評につき急遽、

クレジットカード限定ではありますが、

2,300円からこのプログラムに参加できる
24分割払いにも対応することにしました。

24分割払いなら、
2,300円×24ヶ月（計55,200円）です。

毎月の負担を減らして、
本プログラムで

ほったらかしでも、
売れ続けるオンライン教材の創り方

を受講して
情報発信ビジネスを
マネタイズすることが可能になりました！

しかし、

分割払いへの対応も
本日23時59分までです。

24時以降は、
どんなにお問い合わせをいただいても
ご要望にお応えすることはできません。

ですので、



お早めにお申し込みください！

そして、
出版社を辞めてから多くのセミナーや講演会を
開いてきた。

しかし、
近年、ライブ配信や映像クオリティのアップで
セミナーよりも

動画・音声からの学び

を求める人が多くなってきた。
オレがプロデュースしているベストセラー著者たちは

影響力も強くセミナー集客が
できるが、

これからセミナー講師をやりたい人、
集客ビジネスをやる人は

正直、ハードな時代だ。

だから、

今回のオンライン教材は
セミナー集客なんかで困っている人ほど
ぜひ手にとってほしい。

では。



■プロフィール

長倉顕太
Kenta Nagakura



プロデューサー
作家

1973年東京生まれ、学習院大学卒。大学卒業後、歌舞伎町で働き、その後ギャンブルをやるために
帰国後はフリーターなどを経て、28歳のときに出版社に拾われ、編集者としてベストセラーを連発。

無名新人をプロデュースし、ベストセラー著者に導く手腕は
高く評価されている。３万部でもベストセラーと言われる
出版不況の中で、半分以上の書籍を５万部以上にしてきた。

今回初となるクラウドファンディングに挑戦し、開始47時間で目標の300％を達成し、最終日には6

円、551人と支援をいただくことに成功。

コミュニテイ運営にも定評があり、現在500名以上が
在籍する若者コミュニティ、幼児向けインターナショナルスクールの創立、運営を行う。

著書として、『モテる読書術』『親は100%間違っている』など多数出版。

■主な手掛けた書籍

・怒らない技術 (嶋津 良智 著)

・「心のブレーキ」の外し方 (石井 裕之 著)

・なぜ、占い師は信用されるのか？ (石井 裕之 著)

・英語は逆から学べ (苫米地 英人 著)

・なぜ、社長のベンツは４ドアなのか？ (小堺 桂悦郎 著)

・略奪大国 (ジェームス・スキナー 著)

・３０代でやるべきこと、やってはいけないこと (井上 裕之 著)

・クビでも年収１億円 (小玉 歩 著)

・仮面社畜のススメ (小玉 歩 著)

・不純な動機ではじめよう (原田 翔太 著)

・テトラポッドに札束を (和佐 大輔 著)

・自分を愛する技術 (加藤 秀視 著)

・ONE 「1つになる」ということ(加藤 秀視 著)



＜長倉顕太公式サイト＞
http://kentanagakura.com/
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