
全米未公開講座 

”ちゃんとチョケるオンライン”１兆人生講座 
働き方、生き方、人間との絡み方を一変させる。人生が無制限におもろくなり続けるスイッチを 
体内に形成する。そんな人の集まりが世界を変える、そのメンバーを日本全国から募集します。 

あなたの人生、 
死ぬほどおもろくなりそうな様相を呈してますか？ 

いきなり過激なことをお尋ねしてしまったご無礼をお許しくださいw 

ただ、今の生活を続けてれば、 
ホンマにラオウでいうところの「我が人生に一片の悔いなし！」の勢いなのか？ 
ってのを常々チェックする習慣は大切やと思うわけです。 

ちなみに私も約週１という頻繁なペースでチェックしておりますw 

これをご覧になっているあなたはもしかしたら、 

・いい会社に入ってそれなりにお金や地位もあり、将来も約束されている。 
・特に差し迫った問題はないけれど、漠然とした物足りなさや不安を感じている。 
・仕事もプライベートもそれなりに上手くいっているような気もする。 

このような状況にいるかもしれません。 

逆に全てが上手くいかず、 
糞詰まり状態でめちゃめちゃピンチだったりするかも知れませんがw 

糞詰まりなら尚更のこと、 
割と不満はない日々だとしても「我が人生に一片の悔いなし！」の勢いなのかどうか 
ってのを今一度ご自身の胸、あるいは股間に手を当て、瞳を閉じて問うてみてください。 

「そう言われてみれば、、、もうちょいいける気もする、ってかいきたい気もするわな。」 
そんな風に感じたりしませんでしょうか？ 

またまたちなみにですが、私も今自分に問うてみた結果、 

「いやいや！！　この１０兆倍はいけるやろ！！」 
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となりましたw 

いずれにせよこのお手紙を読むだけで 
あなたの想像以上の人生への正しくかつ最短かつおもろいルートを辿るきっかけ 
になることを信じて止みません。 

ぜひお手洗いを済ませ、いきなり泡が出るハンドソープで手を清め、 
環境を整えてお読みいただければと思いますw 

 

おもんないやつは淘汰される時代の幕開け 

改めまして、どうも奥村です。 

「おもんないやつ淘汰時代がやってきてる！」 

なんて脅しがちのようですが、ここでいう”おもろい”とか”おもんない”はもちろん、 
お笑い的な意味でのそれではありませんw 

しばし説明の余地をばお与えくださいね。 

我々が生きるこの現代ってのは、テクノロジーの発達のせいで情報が溢れ返り散らかし、 
流行や価値観、生き方を含め全てが目まぐるしく変化する激動の時代なわけです。 

例えば、 

・訳わからんやつが好きなことしてYou tuberで稼いで食べていく。 
やら 
・就活ゲロ氷河期、しかも就職できたとして将来不安定。 
やら 
・定年まで働くマインドで大企業で出世を目指すのが何か微妙。 
やら 
・男性陣の草食化、夢希望なしマインドで無難に生きていければそれが一番。 

みたいな環境ゆえに、 

「ほな結局何したら一番おもろくて幸せやねん！？」 
ってのが非常に分かりづらいですよね。 
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これを読みながら 
「お前の生き方が一番分かりづらいやんけw」 
とツッコミを入れた方、正しいです。 

ええ、全面的に賛成ですw 

はい。 

どんな風な人生を歩んでいけばいいのか、それを決断するのは至難の業ですわな。 

私も死ねるほどに悩み散らかし、ハゲ散らかしそうでした。 

県内一の私立中高一貫校を卒業し、難関国立大学に入学、一部上場企業に入社。 

「何も不満ないやんけ。」 

一見そう思われがちでも、得てしてそうゆうやつに限って内情はひどいものです。 

ブログやメルマガでも書きましたが、 
対女子メンタルが弱すぎて授業中消しゴムを落としても「拾ってやー。」すら言えない。 

思い悩みすぎる挙げ句、親にそれを告白する恥を忍んでまで精神科医にいく。 

大学に入学してもサークル、バイト、全てが上手くいかない、ただひたすら悩む。 

後述しますが、 
ナンパで人生変えてナンパ講師で飯食えるようになってからでさえゲロ悩みの日々。 

どの時期でも、 
「毎日つらい、人生変えたい。」「ホンマにこれでええのか？？」 
と、常に漠然とした焦りや不安と背中合わせの夜を過ごしてまいりました。 

なぜなら先ほど挙げたような激動の時代背景に生きているからです。 

海外に飛び出したりするアーティスト、好きなことでビジネスしてる人、 

ナンパで女の子とイチャこいてる人、 
なんか色んなパターンの人生を歩んでいる人がおって、皆が楽しそうにみえてしまう。 
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「それに比べてオレは、、、」 

などと絶望してしまいがちですよね。 

要するに生き方のパターンってのが増えまくってきてる時代ゆえ、 

敷かれたレールの上まっしぐらだったり、 
自分で自分の人生を組み立てていけなかったり、 
ちゃんとそんなテーマで考えまくったりしてないと、 

「我が人生に一片の悔いなし」系の充実したおもろい人生を歩むのが 
強烈に難しくなってきてるんやと。 

そんな生き方選択のベリーハードモードさとは裏腹に、 
現代の日本ってのは別に必死こいて働かなくても、 
あるいは何かに挑戦して失敗したとしても、 
福祉的な意味で飢え死にしてしまうようなシステムにはなっておりません。 

だとするとですよ。 

こんな時代やからこそ必要な力ってあったりすると思いませんか？ 

オレはその力を”チョケ力”と呼んでますw 

そして、 

こんな時代における「おもろいやつ・おもんないやつ」の定義ってあると思いませんか？ 

この手紙内では、 

「おもろいやつ」とは、 

・基本的に孤軍奮闘している 
・何か人生を良くしようともがいている、あるいは常にアンテナを張っている 
・人が悩んでなさそうなところに真摯に向き合ってゲロ悩みしている 

「おもんないやつ」とは、 
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・より成長するという視点がない 
・時代が作ったイケイケの定義を信じて疑わない 
・自分の可能性を否定している、縮こめている 
・無難、安定、レール人生が最高であると勘違いさせられている 

おもろい、おもんないの前提をそんな風に定義してみたいなとw 

 

日々チョケずんば虎児を得ず 

「おもろいやつ・おもんないやつ」の前提が上記のようなものであるとするなれば、 
当時の私は確実に、 

・対女子メンタルが弱すぎて授業中消しゴムを落としても「拾ってやー。」すら言えない 
・思い悩みすぎる挙げ句、親にそれを告白する恥を忍んでまで精神科医にいく。 
・大学に入学してもサークル、バイト、全てが上手くいかない、ただひたすら悩む。 
・後述しますが、ナンパで人生変えてナンパ講師で飯食えるようになってからでさえゲロ
悩みの日々。 

ってなおもろいやつでしたw 

というか、おもろいやつになる素養を備えていたわけですねw 

実際は糞詰まってたりするわけですがw 

で、そんな素養を持ったやつがもがくには、何か変えようと行動するしかない、 
つまりは日々チョケるしかないわけですよね。 

大学時代の私で言えば、 
・大学講義で緊張しまくりながら隣のやつに話しかけてみる 
・サークルやバイト内でおちゃらけたことをして笑わせようとしてみる 
・合コンやクラブで出会った女子をデートに誘って口説いてみる 
・起業している人に会いにいったりして意識を高めてみる 

ナンパ師時代なら、 
・美女だけでなく親子連れやお婆ちゃんにも声をかけてみる 
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・本来の自分とは違うオラオラ風、ナルシスト風、みたいな声かけをしてみる 
・大量にナンパ師さんと合流してみる 
・海外に遠征してみる 

ナンパ講師から書道家への途中なら 
・鬼のように読書してみる 
・謎に筋トレしまくってみる 
・別のビジネスに手を出してみる 
・色んなセミナーに参加し、コンサルを受けたりしてみる 

こんな感じでずっと日々チョケてきました。 

でもそうそう簡単には人生変わらないものですわな。 

やからおもろいんでしょうけど。 

まあ悩んでる張本人としてはシャレにならんくらいつらいですよねw 

瞬間的にはおもろかった、成長した、 
そんな経験ないですか？ 

しかしです、私も瞬間的にはおもろいし、楽しいし、成長を実感できるし、人生変わった
なってのはたしかにありました。 

・ナンパで美女をゲットし、女性関係で悩まなくなった 
・起業してレールから脱線し、自分で飯を食っていく力が身に付いた 
・海外に飛び出し、色んな価値観に触れて気分が楽になった 

そんなガッツリしたものじゃなくても細かいのなら無限にありましたよね。 

・緊張しながらナンパしてみたら意外と笑ってくれた 
・仕事中に「めっちゃありがとう」って言われた 
・書道で上手い字が書けた 
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ちょっとね、挙げ出したらそれだけで本3冊分になってまうんでこれくらいにしますw 

で、思い悩むんです「あれはなんぞや？なんやったんや？あの時の感じもう一回欲し
い！」と。 

まあその時ってのは結局、ちゃんとチョケけれてたんでしょうね。 

チョケるってのが曖昧模糊な言葉なので説明が難しいのですが、 
まあ”ふざけたことをする”、とか”おもろいことをする”みたいなイメージ。 

ただ単にふざけたことをするわけじゃないってのはある程度ブログやメルマガをお読み頂
いてるという前提でニュアンスは感じていただけるかなと。 

オレもコンサル生も糞詰まり突破してパワーアップできてきたってのは、 
チョケれてた時なんですね。 

あなたも考えてみてください。 

なんか充実してたり、成長してたり、楽しいな、 
そんな風に感じてる時期や瞬間って今までありませんでしたか？ 

絶対1ミリはありますよね。 

・部活の練習しんどかったけど、皆で頑張って試合に勝って鬼嬉しかった 
・飲み会でふざけたら意外と皆笑ってくれた 
・読んだ本紹介したら感謝された 
・初めての仕事にチャレンジしてやり遂げた 

とか。 

で、そのときのあなたって輝いてたでしょうし、おもろかったですよね。 

アホなことしてるやつはただのアホ 

ただこういうとですね、 
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「ほな毎日ふざけたことしてたら人生変わるんですか？やりたいことみつかるんです
か？」 
と執拗なまでに攻め立てられることはすでに見越しておりますw 

趣味で囲碁やってるんでね、先の手は読みますよ。 

ええ、一ミリも関係ないですw 

・キャバクラで散財しまくる 
・友達や会社のためを思ってお節介しまくる 
・パチンコにいきまくる 
・死ぬほどナンパしてセックスしまくる 
・酒におぼれまくる 
・一度きりの人生をあえて無駄にしてみる 

これらって一見チョケてそう、ふざけてそうですわな？ 

実際あなたも何かやってみたことがあるかもしれないですが、人生変わる気はしなかった
んじゃないでしょうか？求めているものは得られなかったんじゃないでしょうか？w 

もちろんね、ただ享楽に溺れる人生というのもそれはそれでありやと思いますよw 

そっちで突き抜けてたら逆にすげえなと思いますしねw 

ただやっぱり『おもろいことは移りにけりな、いたずらに』なんでよすよね。 

私もナンパで人生が変わったかに見え、 
ナンパ塾やナンパコンサルを受講された方々も同じように美女をゲットし、 
メンタルやトーク力が鍛えられ、 
これ順風満帆やんけと思われがちな時代に 

「これホンマにオレがやりたかったことか？そもそもオレ死ぬほど女の子が好きな人間
じゃないし。」 
「ってか逆にレールの上に乗ってる人生じゃないか？数年後の未来がみえてしまう。」 

と幾度となく糞詰まってました。 

やっぱ人間って根幹には成長欲求とか、貢献欲求ってのがあるんやと思います。 
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自分１人だけでパチンコ死ぬほどやり込んだら飽きてくるのとか、その証拠ですよね。 

「一人でやっててもおもんないから他の人にも伝えたい、巻き込みたい」 
ってな風になってきてしまいがちです。 

でね、そんな糞詰まり時代にはとりあえず日々チョケましたよ、どうやって脱出すればえ
えかわからないので。 

・逆に死ぬほどナンパしてみる 
・死ぬほど読書してみる 
・謎に筋トレしまくってみる 
・色んなビジネスに手を出しまくってみる 

一見ふざけたこと、おもろいことをしているはずなのに、 
「なんやこれ、、、全然わからへん、、、」 
と事態は悪化する一方だったんですわな。 

よく自己啓発本なんかに 
「とりあえず行動することが大切！」 
ってのがあって、実際にとりあえず行動してんのに 
何も変わらないばかりか余計に糞詰まっていく感覚の辛さたるや。。。って話ですな。 

ただ適当に行動するってか、チョケてるだけではあかんのやな、、、というなんとなくの
気付きみたいなのはありましたわな。 

 

ニューヨークの恋人より淡く切ない 

あまりにも人生どうすればいいかわからない私はニューヨークに３ヶ月遠征するわけです
ね。 
まあこれもデカめのチョケですわなw 

滞在中、なんかヒントはないものかと、ありとあらゆる人に会って話しました。 
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ナンパは元より、インターネットで検索してニューヨークにあるコミュニティーに参加し
たり。 

そんな状態なんでね、正直ニューヨークの美女と遊んでてても全然楽しくなかったです
よ。 

なんせ人生に危機を感じてるのに「それどころじゃないわ！」って具合でしたw 

そんなときに出会ったのがメルマガにも書いたとある日本人の社長さん。 

そして、 
社長「人生１兆できんねんぞ？」 
と。 

オレ「そうですね、、、」 

ガツンと12tハンマーでしばかれたときの如く脳髄に響く一言でした。 

弱ってたタイミングにこの一言はさすがにナンパでメンタルが強くなっていたとはいえ、 
相当堪えましたよねw 

その後数日間考え込みました。 

「たしかに現在の延長線上で思いつく行動しか取ってなかったな、、、」 
「ナンパ師としてもっとすごくなるかとか、枠内でしか考えれてなかったな、、、」 
などと。 

これはこれで 
自分の人生の可能性を縮こめていたことや 
セルフイメージが知らず知らずの内に低下してしまっていたこと 
に気付かされたイベントで、非常に感謝しています。 

そのおかげで 
「書道パフォーマンスとか書の作品で世界を楽しませるやつええやん！！」 
という案が出て、「よっしゃー！」と希望が見えかけたのも事実ですしね。 
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ただ何かが引っかかるというか、腑に落ちなかったんですよね。。。 

この引っかかりの感覚、えげつないほど大事ですねw 

 

ラトビアで出会った中国人大富豪 

なんで腑に落ちなかったかっていうと原因の１つは恐らくあれなんです。 

「たしかに書道未経験やし世界となるとどうすればいいか今すぐにはわからんけど、 
まあオレならやればどうせできてまうやろな。」 

と、やる前からすでに想像がついているというか、未来が見えてしまってたからなんです
ねw 

捻くれすぎやろって話ですがw 

でもあなたも、「まあ実際やってはないけど、何となく想像つくしやる気でえへん。」 
みたいなことってないですか？w 

言い訳っちゃ言い訳ですけど、実際ありますよね。 

とは言え、「１兆できる！」というセルフイメージを取り戻し、 
書道という希望の光っぽいものも見えたことで日々の充実度が増したわけです。 

そうして日々チョケによりチョケゲージを貯め、 
ニューヨーク遠征の翌年、1ヶ月間のラトビア遠征というデカチョケに到るわけです。 

なんでラトビアをチョイスしたかとかはさておき、なぜか現地で中国人の大富豪に出会い
ます、しかもストリートでw 
そしてその方が何かとぶっ飛んでるんですよね。 

特に”異常なコネとセルフイメージの高さ”という点で。 
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なんか投資会社の社長なんですけどね、 
交友関係の幅がおかしいことなってたんですよね。 

ちょっと言えないような、ってか言ってもいいのかも知れませんが 
、某国の大統領とか、超有名な作家、アーティスト、起業家とかが世界中にいる。 

いちいち証拠写真や証拠記事を見せびらかしてくるのは普通にうざかったですがw 

しかもセルフイメージがクソ高い。 

滞在中、毎日のように会ってたのですが 
「オレは５つ星の男だ。」 
「世界中の人間は全員オレのことが好きだ。」 
「オレはビジネスも女遊びも最強である。」 
みたいなことを会う度に言うてくるw 

で、実際そのセルフイメージを体現してるんですよね。 

ニューヨークで言われた「人生一兆できんねんぞ。」が当たり前のように体に染み付いて
おり、それを実践しているような方ですわな。 

私は思いましたよね、「何やねんこいつ！」ってw 

と同時に、「ん～なんかわかるわ。」と、懐かしさみたいな感覚もありましたw 
その中国人大富豪と比べたら鬼のように下位互換ではあるが、 
私も上手くいってたときやめっちゃ楽しかったとき、 
成長してたなって感じてたときは死ぬほどセルフイメージ高かったですし、 
交友の幅もめちゃめちゃ広かった。 

ナンパ時代なんか誰彼構わず合流してナンパ教えたり、 
一緒にナンパして楽しませたり、 
女子も美人以外にもほぼ全員なんじゃないかくらいの勢いで声かけて仲良くなったりして
たくらいなのでw 

なんかラトビアで思いがけず見えてきたんですよねw 

糞詰まり脱出からはあと一息というところです。 
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循環させまくるしかない！ 

「なんか人生おもろくせねば！！」と、半ば強迫観念にも似たものに剋され、 
チョケてもチョケても不満や閉塞感しかなく、 
糞詰まってた原因ってのは結局、ベクトルが自分に向きがちだったからなんですね。 

要は、 
「なんかおもろいことしたい！」 
「なんか良いビジネスして金稼ぎまくりたい！」 
「ナンパで世界の美女ゲットしたい！」 

これら全部、自分が認められたりすることで満足感を得たいという動機が強すぎた、 
行動のベクトルが自分向きすぎだったことが判明したわけです。 

和歌山では自分のことを”あが”というのですが、 
「あがのことばっかりやん。」 
そんな風になってたのも原因の１つやったわけですわなw 

ナンパしたり、いきなり会社辞めたり、起業したり、海外いったり、 

そんな風にチョケまくってんのも、楽しませたいという動機の裏に、 
楽しませていることに対して 
「すげえ！」「さすがやな！」「ぶっ飛んでるな！」「めっちゃ人生楽しんでるやん！」 
と人から思われたいっていうか、評価されたいってゆうか、 
そういう他人の目を気にした行動になりがちだった。 

それが原動力になりがちだったから 
何をやっても満足感が得られない、キリがないという事態に陥ってたことが判明したわけ
です。 

つまり糞詰まりだったのはただ 
自分のためにチョケてただけで、ちゃんとチョケてなかったからなんやと。 

ちゃんとチョケるってのは自分ベクトルではなく、外向きベクトルで 
”楽しませる、笑わせる、勇気づける、希望を与える” 
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みたいな貢献をしていくことであると。 

そしてその 
貢献の見返りを評価や賞賛に変換するのではなく、”循環”に変えていく必要があるんや
と。 

よくよく考えたら上手くいってたとき、糞詰まりを脱出したりしてたときってのは、 
無意識にせよ全部ちゃんとチョケれていたときでした。 

ナンパを始めた当初も、 
ナンパ力を高めていたからではなく、ナンパを通して女子や合流する人、読者の方を勇気
づけたり、楽しませたりし、 
そのエネルギーを循環させれていたから上手くいってたと。 

時にはそれが応援のコメントやメールという形で返ってきてたでしょうし、 
時には「皆楽しんでくれてる！皆を勇気づけれてる！」 
という自分の中の自信みたいなものに変換できてたでしょうし。 

それがないと超絶美女もゲットできなったんですねw 

大きな循環に限らず、短い期間でも楽しいし成長するしってなってたときは、 
例外なくこの循環システムに則っていたわけですね。 

こっちがちゃんとチョケて与える、そこから循環が起こる、それが時空を超えて返ってく
る。 

アドラーでいうところの共同体感覚系男子だったってこと。 

”ちゃんと”ではなく、”ただ単に”チョケてただけのときってやっぱ全然おもんなかったん
ですよね。 

ナンパができるようになってストリートに出て美女の一人や二人ゲットすることは造作も
ないこと化してたら人生おもろくなりそうなものやのにね、 
実際は一ミリもおもんなかったんです。 

なぜか？ 
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合流したりせず誰とも絡んでませんでしたからね。 

これって貢献って観点でもダメですし、一切循環も起きていない、エネルギーが滞ってま
す。 

自分が発するもの、与えるものが周りに伝わり、それがその周りにさらにいい影響を与
え、 
廻り回って自分にもなんらかの形で返ってくる、そんな循環ができていなかった。 

循環を滞らせてしまっていたわけです。 

そう考えたらあなたもそんな経験がおありでしょうし、感覚でわかるんじゃないでしょう
か？ 

心地よい満足感が得られてたときって、無意識にせよ循環が起きてたんじゃないでしょう
か？ 

金も使わないと入ってこないですし、食べてうんこしないと病気になりますし、そんなん
と一緒ですよねw 

全て腑に落ちましたわな。 

「それが”ちゃんとチョケる”やん！」とw 

書道パフォーマンスでの違和感も解消です。 

別に「ナンパからいきなり書道で世界いってすごいなー！さすが！」と、 
そんな風に認められたい願望系ではなく、勇気づけて、そこから循環を起こしたかったん
やと。 
書道もそのためのツールの１つとして捉えてたんやと。 

そしてそうすることが一番おもろい人生になってまうことが感覚的にわかるようになりま
した。 

 

独立不覊奔放男子 
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じゃあ他人のために与えるまくるだけ、自分のことは一切無視、 
そんな崇高な意識で生きないといけないのかというと、そういうわけではないですよね。 

聖人君子じゃあるまいしw 

それぞれ置かれた状況は違いしますし、そのステージにおいてすべきことってのがある。 

それは自分のためであっていいんです。 

むしろ自分のためじゃないとあかん、それが最終的に周りのためになるんでね。 

だって、普通に生活するのが死ぬほどやばいのに毎月１０万寄付するとか無理ゲーじゃな
いですか。 
モテないコンプレックスがやばすぎて対人恐怖症とか色々こじらせてるのに、 
他人のために自分を差し置いて仕事しまくるとか無理ゲーじゃないですか。 

当たり前ですがw 

仮にです、そんな死にかけた状態で貢献して循環を起こそうとしても、 
そこで起きる循環の質や規模ってたかだか知れてるんですw 

大したことがないと。 

ニューヨークで会った社長さんに言わせれば 
「１兆できてないやんw　むしろ１以下やんw」 
の状態ですw 

なぜなら自分の能力を活かしきってないからね。 

ナンパ始める前の私じゃ 
メンタルやトーク力、女性問題で悩む男性誰も救えなかったのと同じですねw 

ってことでね、各ステージですべきことってのがあるんですけどね。 

何よりもまずすべきは、 
”精神的に自立した男になること” 
これに尽きるかなと。 
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・自分の人生は自分でコントロールする。 
・何事も原因を他人や環境にのせいにしない。 
・他人に精神的に依存しない。 
・死にかけてピンチなときこそ土俵を割らず、踏ん張れる。 
・そんなことの大切さが体感レベルで落とし込まれている。 

以上のような状態が前提やと、 

いまできていなくてもいい、そうなろうと腹を括ることが全て。 

そうゆうこと。 

つまり独立不覊系男子ですわな。 

余談ですが、独立不覊（どくりつふき）ってな四字熟語は好きではありませんが、不覊単
体は好きですw 

不覊系男子、というか不覊男（ふきお）というか、不覊ノトウ（ふきのとう）になりたい
ですよね。 

じゃないとね、 
貢献も循環も全部ただのなれ合いの依存系ゲロキモ男子になってしまうのです。 

つまり、 
「オレがやってあげんてんのに、、、」「頑張ってんのに全然評価されない、、、」 
「ナンパして楽しませようとしてんのに無礼な対応される、、、」 
とかこういうことになってくる。 

それって全然ちゃんとチョケれてないんですな。 

一番ナンパできないのが、ノン独立不覊な男ね。 

私がナンパコンサルやちゃんチョケでお伝えしていたのも、 
まずは精神的に独立した男になるところからでした。 

「自分はコンプレックスがひどく、女性問題で悩んででつらいんです、彼女が欲しいんで
す。 
早く解決してください。」 
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みたいな他人依存系男子がチョケてめっちゃ素晴らしい人生を送ることが不可能なのは自
明ですわな。 

逆にこの部分さえ理解していたナンパコンサル生は、 
見た目が悪かろうが、おっさんだろうが、口下手だろうが、 
そんなことは大した問題じゃなく皆ナンパで美女ゲットしてましたよ。 

そのような”精神的男らしさ”を手に入れるのは大前提でございます。 

こんなことを言うとね、 
「別に自分は男らしくなるとかならんとかじゃなく、おもろい人生を生きたいだけで
す。」 
ってな声もあると思うし、というか実際オレもそうなのですがw 

そんな人は、 
『最短でおもろい人生ループに入るために必要な精神的男らしさを手に入れるというフ
レームを採用する』 
というチョケをすればいいだけのことですw 

これで一歩引いた視点で挑めれますよねw 

これがメルマガでもお話した解釈力というやつでございます。 

まとめると、 
独立不覊すれば、不覊奔放ができるってこと。 

精神的に自立すれば、 
チョケればチョケるほど人生はより良く、無限におもろくなっていくってことですねw 

『人間は成長しようと思えば、精神は少なくとも一度、心地いいある地点からの断然を引
き受けなくてはならない。』（齊藤孝---『孤独の技法』より） 

 

あなたの人生は一兆です 

独立不覊奔放男子になれば、というか便宜的にそのフレームを採用しさえすれば、 
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ちゃんとチョケて貢献して循環を起こすということをやっていくことで 
無限に人生おもろなっていってまうではないかというお話です。 

私はナンパを通してとか、海外遠征したりとか、書道を通して 
チョケて循環を起こしていくことで人生が死ぬほどおもろくなるループに入っていってま
すが、 
あなたもあなた自身のベクトルでそれをやってったらホンマに人生１兆になっていく 
と思うんですな。 

そこは世界的な偉業を成し遂げてるかどうかとか、人と比べてってな話ではないどすえ。 

あなた自身、５秒ほど人生振り返ってみてほしいんですけど、 
ちょっとでも「あ～あの頃楽しかったなー！」とか「オレ割と輝いてなー！」 
てな時期や、瞬間ってあると思います。 

・高校の文化祭で皆で協力してええ出し物作り上げておもろさとか達成感がすごかった 
とか 
・仕事のちょっとしたプロジェクトで自分の発言が「めっちゃええやん！」 
とその場に影響与えれれた 
とか 
まあ何かわからないですけど、そんな感じのやつですw 

究極、 
近所のおばちゃんに気さくに話しかけてみたら意外に盛り上がってめっちゃ楽しそうな笑
顔を引き出せて自分も嬉しくなった、 
とかそんなレベルのことも含めてです。 

そういうのって全部無意識でしょうけど、ちゃんとチョケれてた瞬間なんですねw 

だから表現はあれですけどあなたも含めて皆チョケてるんですよ、多かれ少なかれw 

それをね、独立不覊奔放男子として、 
自分がおもろいと思うことで与えて、循環させてちゃんとチョケるっていう意識で展開し
ていけば人生どえらいループに入るんです。 
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そのために必要なもの、例えば私がよくいうチョケのセルフイメージとかチョケのトーク
力とかっていうチョケ力を伸ばしていきつつやればもっと加速するんやと。 

これさえあればどんな時代も生き抜いていけますし、死なないですよ、正味w 

チョケ力を伸ばしながら実際に日々チョケてチョケゲージを貯めること、 
時にはデカチョケで大きく人生を未知なるステージに突入させること、 
そんなことでおもろくなってくるんやと。 

そのサイクルは1回や2回ではなく、何度でも繰り返すほうがいい。 

一生自分自身の殻を破り続けることのできるスイッチを自分の中に構築するイメージで
す。 

そしていつでもそのスイッチを自分自身の手で押せるようになるようなイメージです。 

するとね、ホンマに今までの自分では想像もつかなかったようなステージに突入していけ
る。 

もっといえば今までのくすぶってたり、悩んでたりしてた過去の自分のエネルギーも乗っ
かってさらに加速して意味不明におもろいところにいける。 

それが「あなたの人生は１兆でっせ！」ということですな。 

別にスピリチュアルな話をしてるわけではないので悪しからずw 

なのでこのお手紙の前半で定義したおもろいやつ、おもんないやつにもう少し条件を加え
たら、 

”おもろいやつ” 
・人が悩んでなさそうなところ、悩むのを止めてしまったところに真摯に向き合ってゲロ
悩みしている 
・何か人生を良くしようともがいている、あるいは常にアンテナを張っている 
・基本的に孤軍奮闘している。 

これにプラスして、 

・独立不覊奔放系男子という精神的男らしさのフレームを採用している 
・自分ベクトルの時期も経て、外ベクトルに貢献し、循環を起こしていける 
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・ちゃんとチョケている 
・過去のゲロ悩みの時期をも統合して未来へのエネルギーに変えていける 

”おもんないやつ” 
・時代が作ったイケイケの定義を信じて疑わない 
・より成長するという視点がない 
・自分の可能性を否定している、縮こめている 
・無難、安定、レール人生が最高であると勘違いさせられている 

これにプラスして、 

・鬼のように他人依存から抜け出せない 
・いつまでも構ってちゃん、全てが自分ベクトル、承認欲求不満系男子 
・ただ単にふざけているだけ 
・自分自身の１兆をせずに、１００あたりで手を打って死ぬ。 

みたいに塩梅になるでしょうか。 

でね、これ読んでる時点で 
「あなたも死ぬほどおもろいやつですやん！w」 
って話なわけです。 

 

日本全国から１兆人生メンバーを募集します。 
銀行マンなのか、ナンパ講師なのか、書道家なのか、パチプロなのか、消防士なのか、漫

画家なのか、学生なのか、ニートなのか、 

まあそんな職業には関係なく１兆系男子が集まり、火種となって循環を起こしていけばど
うなってしまうでしょうか？ 

えげつないですわなw 

その火種周辺もめっちゃおもろくなるばかりか、日本、引いては世界もおもろくなってし
まいますよね。 

そしてその状況ってのは何より我々自身の人生がおもろくなってまうことと同義です。 
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これまでもちゃんとチョケる勉強会を通し、実際に激変するメンバーをみてまいりまし
た。 

ほんの一例ですが、 

・６年勤めた会社を辞め上京し、ナンパ漬けの日々を送ってナンパ講師になった 

・就職を控えていた東大生が在学中に受験塾を起業した 

・田舎で馬に乗る仕事を卒業し、上京して第二の人生へ 

・対人恐怖症で鬼傷つきやすい心の持ち主が、人と接することフェチになった 

・仕事も人間関係も無難、安定だったのが攻めて人を笑わせるムードメーカーに 

・良い大学、会社とレール系から一呼吸置いて自分の頭で考えて行動するのがデフォルト
に 

・辛いだけのナンパ活動から、自分も女子も周りの男子も楽しませながらゲットもできる
ように 

・「漠然と将来が不安、、、」から「人生余裕やわw」という身体感覚に 

みたいな感じですね。 

なのでね独立不覊奔放男子がちゃんとチョケたら正直この程度は楽勝なんです。 

で、さらに皆が１兆しだしたらどうなるか。 

意味不明におもろいですわなw 

それは当たり前なのですが、ちゃんとチョケる勉強会において皆の人生が変わっていくと
共に 

「東京に住んでませんが、同じく人生をおもろくしたいです！！」 

という要望を多くいただくようになりました。 

たしかにこれまでコンサルや勉強会は東京のみで行ってきましたので、都心部以外にお住
みの方のご参加は難しい状況でした。 
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しかし私としては、 

日本全国の男子が死ぬほどおもろい人生にならん限り、 

ホンマの意味では日本や世界、引いては我々自身の人生がおもろくなることはないという
確信もあり、 

日本全国をつなぐ専用の場、環境の必要性を強く感じるようになりました。 

知識的にも、モチベーション的にも、循環的にも、色んな意味で。 

そんなことが学べ、実際に行動して、循環起こして、人生が上向きループに変えれる場っ
てないじゃないですか？ 

だからそれに特化した”日本全国オンライン１兆人生の場”を作ろうじゃないかと。 

東京都内での勉強会ってのはそれを作るための先駆け的な意味合いもありました。 

これ自分で書いてて、 

「地元の田舎に住んでた時にめちゃめちゃ欲しかったわそんなもん！w」 

って羨ましくなりました。 

何で先に誰か作っといてくれなかったんですかね？w 

ぜひあなたが住む都道府県の１兆人生代表になってください！ 

そしてもうひとつ、期間決めて取り組むのも大事。 

ある程度期間決めてガーって取り組んで、一気に流れ変えないと厳しいですこういうテー
マは。 

だらだらやってたり、勝手にいい事起きるの待ってたりしても一生無理説ですよね。 

「来年は良い人に出会って人生変わるやろう。」 

とか 

「待ってたら良いこと起こって仕事も上手くやろうとか。」 
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そういう受け身マインドだと、１０年後も何も人生変わってないですから。 

自分で行動起こしていくしかないんですな、結局。 

ナンパも同じですよ、 

待ってても超絶セレブ美女に逆ナンされて人生一発逆転なんてあり得ないじゃないです
か？w 

自分で取りにいく、自分で変えにいく、独立不覊奔放男子でございます。 

まあそんな期間を決めてインプットもアウトプットもガーってやっていくやつをやろうと
思います。 

なのでそのために必要なことは全て用意しましたし、 
実際にチョケたり、楽しませて貢献し、循環を起こし、 
実際に何度も枠を超えるという経験もしていただくと。 

そして自分の中に枠を超え続けるスイッチのようなものを形成する。 

そのスイッチを自分で押せるように、 
そして押しさえすれば１兆に向かう流れってのを最短で作っていくことを目標とします。 

そんなちゃんとチョケる独立不覊奔放男子になる流れさえ作れば、 
この先どんな時代が訪れようとも生き抜いていけますし、人生死ぬほどおもろなっていき
ます。 

講座終了後にはナンパも仕事も人間関係も余裕に感じることでしょう。 

”ちゃんとチョケる”オンライン１兆人生講座 
流れとコンテンツ紹介 

それでは今回のオンライン講座の流れとコンテンツをば説明します。 

【流れ】 
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期間は3ヶ月間です。 

オンラインとはいえ、ガッツリコミットしていただきながら進めていく感じです。 

セミナーやグループコンサルの音声や課題を元に日々ちゃんとチョケて、人生の流れを変
えていく。 

課題や進捗をちゃんとチョケる通信に共有してコミュニティーにも循環を起こしていただ
く感じですね。 

適当にコンテンツを受け取りながら読み物として楽しむというマインドはおすすめしませ
ん、 
それだと本読みまくるほうがコスパいいですからねw 

つまり、 
１、音声や通信メルマガにてインプット 
２、用意された課題や日々チョケにてアウトプット 
３、参加型メルマガ”ちゃんとチョケる通信”への共有 
４、共有を反映して進化した勉強会、メルマガ通信の誕生 
以降１～４の繰り返しという流れで進めてまいります。 

あなたが直接影響を与え、コミュニティーを作っていく 
というイメージを持っていただくとわかりやすいです。 

そうやって影響を与えながら自身のパワーアップを加速させていただくと。 

また今まで一度も私のセミナーや講座に参加したことがないという方も、 
網羅的に学べるのでいきなり実践にうつれるシステムです。 

なので「まだ１兆するとかそんなレベルじゃないんで、、、」とかは問題ではなく、 
現状に関わらず参加できると。 

そういう意味でも今回の企画はお得ですね。 

【コンテンツ紹介】 

１、メンバー限定サイトにご招待 
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メンバーサイトトップ 

メンバー限定サイトにご招待いたします。 

サイト内では、 

Copyright(C) 2018 奥村祥大 All rights reserved.                                                  26



・勉強会、グループコンサルの音声 
・ちゃんとチョケる通信バックナンバー 
・補足資料やツール 
・参考図書、オススメ教材 
・メンバーの課題共有 
などがご覧いただけます。 

サイトは随時更新しておりますので、チェックしていただければと。 

もちろん半年間の講座終了後も半永久的にご覧、活用いただけます。 

２、勉強会、グループコンサルの音声の配信 

メインの教材ですね。 

都内で実施したちゃんとチョケる勉強会、及びグループコンサルの音声、資料を配布し、
学んでいただけます。 

ちなみに内容の一部といたしまして、 

・独立不覊奔放系男子への最短ルート 
・１兆のセルフイメージの定着 
・セルフトークスパーリングによる切り返し力 
・ちゃんとしたチョケ、間違ったチョケ 
・過去、現在、未来を統合する 
・人生の軸を見つける 
・トラウマ、コンプレックスの再定義、軸に沿った解釈 
・ちゃんとチョケて人生をおもろくする４つのステップ 
・トーク力の大部分を占めるフォローの話 
・相手からコンプレックスを引き出し、一気にラポールを形成 
・セルフイメージメンテナンス習慣をつける 
・イジりという必須のスキルを身につける 
・その他小手先トークテクニック集 
・抽象度を使った対人コンサル法 
・抽象度を使った人生の問題解決 
・人生を変えるプロセス 
・対人より大切なセルフトーク力 
・貢献によるゲージの貯め方 
・対人トーク力、対女子トーク力 
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・仕事を辞めて生きていくには 
・正しい循環の起こし方 
・断捨離による人生の加速 
・共同体感覚系男子 
・お役目の見つけ方 
・起業して自分でビジネスを始める 
・読書とちゃんとチョケる 
・影響力を身につける 
・必須単位の効率的な取り方 
・24時間を学びに変える解釈力 
・正しいインプットの方法 
・主導権の握り方 
・空気感の作り方、場のコントロール 
・日々チョケ、中チョケ、デカチョケによって確実に人生をおもろくする方法 
・相手の脳を開かせ、伝える力を５００％増加させる習慣 
・約３ヶ月で起きる神の見えざる手への対応 
・ナンパラポールと対人ラポール 
・深い人間関係の築き方 
・身体感覚を伴う経験値を積み上げる 
・あまり知らない人物を本質を見抜く方法 
・周りの人間を１兆させる力 
・クロージング力について 

及び、上記全てにおけるメンバーの実践事例がありますので、 
あなた自身が実践する際によりわかりやすく具体的な行動に落とし込むことが可能です。 

３、各音声に対応したワークシートの配布 

音声を聞き流すだけでも効果はありますが、 
その後実践に移る前に一度それぞれのテーマにおけるワークシートを記入していただくこ
とをオススメしています。 

セルフイメージ、メンタルブロック、コンプレックス、人生曲線、ブレインダンプなどな
ど 
普段一人ではやらないような自己の内面との対話を通じ、 
実生活でのアウトプットの質を８倍にしていくシステムです。 

Copyright(C) 2018 奥村祥大 All rights reserved.                                                  28



４、参加型メルマガ”ちゃんとチョケる通信”の配信 

約3日に一回のペースで配信される限定メルマガです。 

勉強会やグループコンサルを元にしたメンバーの事例を取り上げ、 
それを全体の学びやエネルギーの循環に変えていきます。 

もちろんあなたにもガッツリ参加していただきます。 

ここにコミットすることで、 

・影響を与えるという体感 
・共同体感覚系男子というモチベーションの上げ方、維持の仕方の体得。 
・人生を加速度的におもろくする 

ということが可能になります。 
通信は現在進行形で配信中です。 

５、メール相談（半永久） 

ちゃんとチョケる通信への共有メールとは別に、 
奥村に個人的なメールでのご相談をしていただけます。 

・勉強会音声で理解できなかった箇所の質問 
・悩み、目標、進捗などに関する相談 
・その他追加してほしいコンテンツなどの要望 
などなど、半永久的にご利用頂ければと思います。 

６、マンツーマン電話コンサル（１時間×3回） 

コンテンツ上やメール相談では理解、解決が難しい状況も出てくると思います。 

その場合は直接話した方が早いこともあるということで、 
電話でのマンツーマンのコンサルというのを用意しました。 

一回あたり約1時間を目安に、最大三回までご利用いただけます。 
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７、メンバー限定懇親会参加権利（不定期） 

不定期ですが、メンバー同士による都内での懇親会を行っています。 

東京近郊にお住まいの方や、東京出張の機会などにぜひご参加ください。 

日本にいるタイミングであれば、奥村も参加しております。 

８、メンバー限定ちゃんとチョケる勉強会参加権（不定期） 

オンライン講座と言いつつも東京にて不定期でリアルの勉強会という場を設けています。 

2017年も数回開催いたしました。 

もちろん2018年も開催予定です。 

参加費は特になく、会場費用と飲み物代の割り勘で一人あたりいつも1500円くらいで
す。 
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東京を中心に、地方から参加される方も多々いらっしゃいます。 

もちろんこれらの勉強会音声も随時追加していくので、参加できない方も安心です。 

正直オンライン講座のくせにこのリアルの勉強会がついてるのは我ながら激アツだと思う
ので可能な方はぜひご参加をば。 

さらに、、、 
 

参加特典（７日間限定） 

今回参加される方には特別に特典を用意いたしました。 

これから人生をおもろくしていこうという方の中には、ナンパを経る方もいるかもしれま
せん。 

そんな方のために私が2013年1月～12月の１年間運営していた、 
”しゃおろん塾”のナンパマニュアルを特典としておつけいたします。 

PDFにして約１０００ページ分、全２４回分を定期的にお渡ししていきます。 

内容は、 
・0からナンパできるようになるための道筋 
・絶対不可欠な対女子マインド解説 
・即・準即メカニズムと方法の解説 
・初学者用簡単なゲット法 
・誠実系の正しい使い方 
・声かけ方法、様々なトーク例 
・声かけからの平行トーク ・平行トークから番ゲ、連れ出しへの移行 
・アポの取り方、戦い方 
・女子のタイプ別アプローチ 
・連れ出し中トーク 
・連れ出しからゲットまでトーク 
・笑い、楽しませる方法のパターン解説 
・スト高ゲットの方法 
・ナンパセルフイメージの高め方 
・キープ方法  
・LINE、電話の基本的な使い方、ノウハウ、実例 

Copyright(C) 2018 奥村祥大 All rights reserved.                                                  31



・マニュアル内容を使った実例のポイント解説 
・番ゲ、連れ出し、ゲットの基本ノウハウ 
・セルフリーダーシップ、モチベーション管理 
・強靭なメンタル、レジリエンスの獲得 
・アファメーションによるゴールへの近道 
・対複数トーク 
・基本NLP理論 
・ナンパ力の営業への活用 
・頭の回転速度アップ 
・英語を使った外人ナンパ 
・切り返し力の向上 
・ノンバーバルでのコミュ力アップ 
 ・ナンパスキルの日常への応用 
・アホになって徹底的に楽しむ方法 
・男らしさの獲得(好きにならない、感情を揺さぶられない、敬意を抱かない) 
・笑い、おもろい、ふざけ、楽しませる系トークの習得 
・ナンパ理論と恋愛理論、両方の完全理解 
・幅広いタイプ、国籍、年代の女子ゲット 
・自分史上最強の美女ゲット 

と、チョケを使ったナンパに必要な知識やノウハウは網羅してあります。 

こちらの特典は７日間限定ですので、お早めにご参加ください。 

 

オンライン講座の参加費用について 

まずはコンテンツをまとめまするに、 

１、メンバー限定サイトご招待 
２、勉強会音声、グループコンサル音声の配信：約４０時間 
３、各音声に対応したワークシートの配布 
４、参加型メルマガ”ちゃんとチョケる通信”の配信：約3日に一回 
５、メール相談（半永久） 
６、マンツーマン電話コンサル（１時間×3回） 
７、メンバー限定懇親会参加権利 
８、メンバー限定ちゃんとチョケる勉強会参加権（不定期） 
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９、参加特典：しゃおろん塾ナンパマニュアルPDF（約１０００ペー
ジ）の定期配布 

以上かなりのボリュームになっておりますし、現在進行形で増加中でございます。 

肝心のお値段、 
”ちゃんとチョケるオンライン”１兆人生講座の価格は１５万円（税込み）です。 

一括でのお支払が厳しいという方のために、 
最大お支払回数２４回までのクレジット決済を用意してあり、 

例えば、、、 
６回払いの場合・・・月々２万５０００円 
１２回払いの場合・・・月々１万２５００円 
２４回払いの場合・・・月々６２５０円 
のお値段で講座に参加することができます(VISA・JCB・Masterカード対応)。 

一時間あたり１０円以下で参加できます。 

クレジットでの決済回数２４回の場合、月々６２５０円ということは一日あたり約２００
円です。 

ということは一時間あたり１０円以下です。 

ということは、、、 

もういいですかねw 

大学時代の私でも２秒で参加できたなと思います。 

当時約２５万円のオンラインスクールに２４分割で入るというチョケをしたのを思い出し
ますw 

一日約２００円っていうと、、、 

・鳥○族での注文を一品減らしてみる 
・毎日飲んでるレッド○ルを辞めてみる 
・タバコを一日１箱吸ってる方なら、二日で１箱に減煙してみる 
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そんなレベルに参加のハードルは下げましたw 

あとはそれらと今後のあなたの人生を天秤にかけてみてください。 

１兆人生の流れに乗るより日々のレッド○ルの方が大切ですか？w 

ちなみに 
銀行振り込みの場合、参加費用は１５万円⇒１３万円と２万円お得 
になっております。 
一括払いのみの対応です。 
(外部の決済システム利用料がかからない分の割引。)  

正味銀行振り込みの方がオススメですねw 

お申し込みは下記より 

クレジットカード払いはこちら 

銀行振込（一括払い）はこちら 

 
最後に、、、 

最後に本音的なところをば。 

別にさっきから本音やということに気付きましたがw 

もうちょいざっくばらんにねw 
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これまでつらつらとお手紙をしたためてまいったわけですがね、わたくしごとをば少し。 

ん～なんて表現すればいいですかね、むずいですね、まあ一言で言うとですね、 

わたくし奥村は結局最強の人生を送ってまうと思ってるんですw 

「なんのアピールやねんいきなりw」 
と思われたかもしれないですが、まあホンマにそうなんですw 

「最強におもろい人生にするぜ！」と意気込んでいるというよりはむしろ、 
「どうせオレ最強におもろい人生を歩んでまうんやろなw」 
みたいな冷めてるとも取られかねない感覚で生きてます、日々w 

もちろんね、不安になることや弱気になることも多々ございます。 

難関大学からの大企業というエリートルートを捨てたときや、 
ナンパ講師で飯食えてたのを捨てたときなんか 
「なんでそんなもったいないことするんですか！？」 
みたいなことを色んな方から言われましたw 

「たしかにピンチかもしれんな、、、ミスったらどうしよ、、、」 
と思う反面、 
「こいつら1ミリもわかってないなw」という方がデカいです。 

だって人生一回じゃないですか？ 

もし人生が３０回くらいあるんやったらね、 
・高校から海外留学して外資系投資銀行に就職 
・鬼のようなクソニート、天涯孤独のまま死ぬ 
・日本や世界でナンパしかしない、世界中に子供を作りまくる 
・ガッツリ起業して一部上場くらいは目指す 
・インドの山奥にこもってヨガマスターになる 
・ミュージシャンになって武道館でライブしてちんこ出す 
などなど、色んなパターンとか職業試してみたいですよ。 

ただ人生一回しかないという厳然たる事実の前ではね、 
”一兆人生”という選択をするしかないんちゃうかなとも思うわけです。 
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で、別に”一兆人生”ってのは超絶天才だけじゃなくて私もあなたも皆できるんですよ。 

そうすると決断しさえすれば。 

その土台というか、実際そっちベクトルに向けて動き出すというか、 
その循環を起こしていくってのが今回の企画の主旨なわけです。 

そういう意味でね、あなたとは男子３日会わざれば系の関係になれればなと思ってます。 

どこにいてもお互い最強やし、デカい循環起きてるし、みたいな。 

そんな男は周りに多ければ多いほど人生ってのは指数関数的におもろくなるシステムにな
ると思ってるんです。 
世界をおもろくしてくための初期メンバーなのでね、めちゃめちゃ貴重ですよね。 

AKBの初期メンバーより価値あると思ってます。 

AKB全然わからないですがw 

んでもってやはり人生を変えるってのはそれなりに時間がかかることも実体験から承知し
ております。 

講座期間は3ヶ月とか書きましたけど、正味８ヶ月とか１年になるかもしれんし、ってか
たぶんなるやろし、なってでも変えるくらいの勢いなのでございます。 

もしかしたら「意味わからん内容やんけ！」とか「ナンパ教えてや！」とか思うかもしれ
ないですけどね、めちゃめちゃええ内容ですよw 

なぜかナンパや仕事やその他人生全般うまくいきだすことでしょうw 

こんなに推すことほとんどないですよオレw 

現在、ちゃんとチョケるメンバーは東京を筆頭に全国各地に累計８０名ほどいらっしゃい
ます。 

ぜひあなたにはお住まいの都道府県で最強になって循環の起点となる影響力を獲得してい
ただきたく思っています。 
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２０１７年、半年間アフリカのセネガルという国に滞在するチョケをかましてきました。 

思ったのは、 
「人生一人ではおもろくなりえない。」 
ということ。 

周りに人生をおもろくしようという同士がいて初めて１兆規模になってくるんやなと。 

実際に２０１７年後半以降、メンバー同士でビジネスやおもろい活動のコラボといった現
象が多く発生してきております。 

２０１８年はその流れがさらに加速し、舞台も日本に限らず世界の国々へと広がるでしょ
う。 

ってことでそろそろ締めたいと思いますが、 
正味勢いですよ、こんなもん参加するのは！ 

バンジージャンプのノリと同じですありますw 

それがチョケでもあります。 

しかもね、期間決めて一気に取り組むのが一番効率がいい。 

だらだら生きてるのは限りある人生の時間を無駄にしてるのと同じ。 

私と一緒に今日からの3ヶ月間を鬼のような密度にしていきませんか？ 

オレなら３秒後に申し込みますw 

それでは！ 

”ちゃんとチョケるオンライン”１兆人生講座のお申し込みは下記よりお願いします。 

クレジットカード・分割払いはこちら 
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銀行振込（一括払い）はこちら 

長々しきお手紙、お読みいただきありがとうございました。 

・プライバシーポリシー 

・特商法 
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