
Top Secret 

 

辞めない良いスタッフを雇い、サロンビジネスを成功さ

せ、週 4日は遊べるゆとりが持てるくらい稼ぎたいと願

っているあなたへ。その願いを叶えるトップ・シークレ

ット(最高機密)のブログを発行したいと思います。 

 

その前にお尋ねします、、、 

 

牧野太一を好きですか？ 

 

 

と思われたかもしれません。 

 

ではお聞きします。 

 

あなたのお客さんが、あなたのことを好きで『ファン』のような

場合と、好きでもない『ただの人』の場合で、どちらが正直モチ

ベーション上がりますか？ 

 

私は人間が未熟なせいか、自分のことを好きだと思ってくれる人

に対してはサービス心や親切心が俄然湧いてきてしまいます。 

 

逆に 

 

私をただの情報提供者と考える人に対しては、そっけない態度に

なってしまいます。 

 

このように人間の器(うつわ)は小さいです。 



 

だだ、器は小さいですが、おかげさまで稼げるようになりました。 

 

2015年の 9月に事業を法人化し、社員は私ひとりですが、半年で

3000万円ぐらいの利益です。(委託アシスタント 1名) 

 

2016年 3月からは初の実店舗ジネスで親子カフェも始めました。 

 

ママさんパートスタッフも 13人雇って店長に任せています。 

 

基本、私は現場に立ちません。 

 

自分が動かなくても事業が回転していく仕組みを作ってしまうの

で、好き勝手にやりたいことをしているのが事実です。 

 

一日中何もしないで Youtubeを見ていたり、筋トレやジョギング

に明け暮れる日もあります。 

 

また、パスポートの要らない海外といわれる

宮古島に半月ぐらい滞在し、朝起きたら海で

泳ぎ、その後ボーっと考えごとをしたりする

こともあります。 

 

(実際、宮古島に 3LDKのマンション有り) 

 

こんな調子なのですが･･･ 

 

稼ぐネタと最強頭脳集団の人脈は死ぬほど持っていますので、こ

れからもどんどん、今の２倍、３倍と稼いでいくつもりですが･･･ 

 

何のために稼いでいるかというと『遊ぶため』です。 

 

『遊ぶため』というと不謹慎と感じるかもしれませんね。 

 

ただ、５０歳を過ぎ人生の後半戦を生きている私は、人生の残り

を楽しく遊ぶためにビジネスをしていますし、実は、ビジネスも

遊びのひとつと思っています。 

 

ただ、１人で遊ぶのはつまらないのです。 

やはり『遊び』には気心知れた仲間が欲しいです。 



 

しかし現状では、、、  

 

 

と、私があなたを誘っても 

 

 

となってしまうのが目に見えるわけです。 

 

寂しいし、つまらないです。 

 

 

と怒られるかもしれませんが、私の友人の中には、好きなときに、

好きなことを、好きなだけやっている人間が何人かいます。 

 

自由な時間と、自由な仕事と、自由な仲間に囲まれる生活。 

 

果たしてお店を持つあなたが上記のような生活を手に入れるのは

可能なのでしょうか？ 

 

はい、可能です！ 

 

そんな≪自由≫を手に入れることは決して不可能ではありません。 

 

最も簡単にイメージするとしたら、あなたのクローン人間がいれ

ば可能ですよね。 

 

あなたの代わりにクローンのあなたがお店で働けばいいのです。 

 

するとあなたは≪好きなとき≫≪好きなことを≫≪好きなだけ≫

楽しむことができるのです。 

 

夢みたいな話に聞こえますか？ 

 

現実味がない話に聞こえますか？ 



 

ウソっぽい話に聞こえるかもですが、実は、この話は実現可能な

のです。 

 

その秘密をあなたに伝えていきたいと思い、こんなレターを書い

ているのですが、興味がないというならここで読むのを止めて、

お仕事にお戻りください。 

 

参加費\500,000-のセミナー 

 

私は今、全６回のセミナーを開催している最中です。 

 

マスターマインド(同じ願望や目標を持った人間の集まり)という

名前のセミナーなのですが、参加費が 1人 50万円です。 

 

ウソではありません。 

 

参加費 50万円なのですが 18名が全国から受講しにきています。 

 

 
 

飲食店オーナー2名、美容室オーナー14名、理容店オーナー1名、

ネイルサロンオーナー1名の計 18名です。 

 

みなさん、なぜこんなに高額なセミナーを受講しているかという

と、私や仲間と自由を手に入れ、自由に遊べる環境を作りたいと

いう同じ願望や目標があるからです。 

 

自由に遊べる環境とは、充分なお金があることと、自分の仕事を

完全に任せられるような信頼できる人材がいるということです。 

 

そしてもう 1つ。 

 



私がいつも唱えている『次世代への継承』に賛同してくれたとい

うことです。 

 

『次世代への継承』とは、、、 

 

仕事がどんどん無くなっていくこれからの時代。 

 

そんな時代に生きていかなくてはならない次世代の子どもたちに、

自立でき、自由と豊かさを自ら得られるビジネススキルを伝えて

いくという使命です。 

 

参加者のみなさんは、ご自分のお店は繁盛していますし、生活に

困っていません。 

 

しかし、ふと思ったとき、、、 

 

参加者の方たちはこのように思われたようです。 

 

 

このような≪不安な想い≫が心の中をよぎり、真剣に≪自分の人

生≫を考えられた結果、参加されているわけです。 

 

不安な想いがつきまとう理由 

 

今、サロン業界全体を取り巻く一番大きな問題は、人手不足です。 

 

美容室は腐るほどありますが、肝心なスタッフが足りないのです。

(大型店やごく少数の有名サロンを除いて) 

 

たとえ今はスタッフがいたとしても、いつ辞められてしまうかわ

かりませんよね。 

 

スタッフと言えば、人の心って時に優しく、時に残酷です。 

 

例えば、、、 



 

美容室オーナーならかなりの確率でご経験があると思いますが、

手塩にかけて育てたスタッフに突然、、 

 

 

と言われる瞬間ってありますよね。 

 

サロン業界において、このような場面は結構よく見られると聞き

ますし、私は何度も相談を受けてきました。 

 

相談は、、、 

 

辞めたいと思うスタッフ側からも受けました。 

 

辞めて欲しくないオーナー側からも受けました。 

 

私はどちらかというとオーナーさん側の立場でお話をしますが、、 

 

驚いたのは、辞めるスタッフに対して裏切られた気持ちになって

も笑顔で送り出すオーナーさんがいることを知ったときです。 

 

 

つい、こんなひと言が口から出てしまいました。 

 

私はこの業界に関わるようになってから、オーナーさんが一生懸

命親身に面倒を見て育てたスタッフがどんどん独立していくのは

理不尽だと思いましたし、義理も人情もないと感じました。 

 

しかし、もしかしたら、、、 

 

あなた自身もそうやって辞められたのかもしれませんよね。 

 

このような現実を何度も観てきた感想は･･･ 

 

・引き留めるオーナーさんも辛い 

・引き留められる独立希望のスタッフさんも辛い 

 

 



女性スタッフの場合ですと≪結婚≫≪出産≫≪子育て≫を理由に

辞められる方も多いですよね。 

 

これらはおめでたいことです。 

 

おめでたいことなのですが、 

店の経営を考えるとキツいことです。 

 

なぜ、このような問題が日常茶飯事になっているのでしょうか？ 

 

こんなすさまじい業界 

 

多くの美容室さんは、このような現象に対しての解決策を見つけ

られず、≪いつも付きまとってくる不安≫とともに営業せざるを

得ない状況が続いているとお察しいたします。 

 

ただ、その中でもちょっとヒドイと思ったのは、、、 

 

複数のスタッフを引き連れて辞める人もいるという事実です。 

 

それだけでも人間性を疑ってしまうのですが 

 

さらに、同じ商圏に店を出す輩もいると聞いたときは、憤りを感

じてしまいました。 

 

当然ですが、顧客も一緒に引っこ抜いていきます。 

 

そんなすさまじい業界の中で生きていらっしゃるあなたは、日々

神経をすり減らし、心をフルボッコにされてサロンワークをされ

ているのではないでしょうか･･･？ 

 

不安と必死で戦っていらっしゃるのでしょうね。 

 

本当に頭が下がる思いです。 

 

頭が下がる思いは事実ですが、、、そんな状態を抜け出すことを積

極的に考えてはいかがでしょうか！ 

 

 



解決方法を持っています 

 

私は、50万円セミナーでリアルな抜け出し方をお伝えしています。 

 

セミナーの第一回目(2016.4.18 東京汐留にて)では 

 

自由を手に入れるための≪お金の作り方≫と≪信頼できる自分の

分身スタッフを見つけ雇う方法≫をお話しさせてもらいました。 

 

まずは現金を充分に作って≪お金の心配を取りのぞき≫、その上

で、≪あなたに忠実で辞めないスタッフを雇う方法≫を、ズバリ

提案させてもらったのです。 

 

この話の後、全員の参加者は興奮し、驚かれ、、 

 

 

と言ってもらえました。 

 

この情報をあなたは聴きたくないですか？ 

 

さらに、現在非公開となっていますが、多くのサロンの売上げを

数倍にした私のブログ【小さな美容室の非常識な成功法則】で、

サロン経営の肝となる部分を抜粋してお届けするとしたら、、、 

 

あなたは私からのこのような情報にどれだけの価値を感じてくれ

るでしょうか？ 

 

ここで 1つ確認しておきたいことがあります。 

 

50万円のセミナー参加者は、同じ願望や目標を持った人間である

と同時に、私のことが好きで、私も参加者全員が大好きなのです。 

 

だからこそ、本当に彼らには自由と幸せを手に入れて欲しいと考

えていますし、一緒に旅行や食事やパーティーやアクティビティ

で遊びたいと切望しています。 

 

ということで、もう一度お聞きしますが、、、 

 

 



あなたは牧野太一が好きですか？ 

 

無理に好きになってほしいとは 1mmも思っていません。 

 

私はただ、私を好きで気に入ってくれている人たちと情報を共有

し、一緒に成功していき遊びに行きたいだけなのです。 

 

だからこそ 

 

私から情報だけを無料でいつも聞きだそうとする人には近づいて

もらいたくないし、そういう人とは仲間になりたくありません。 

 

逆に、「牧野には好感を持っている」と感じられていたとしても、

50万円もするセミナーに参加してくれとは言いませんし、言いた

くもありません。 

 

なぜなら 

 

マスターマインドのセミナーは、私との信頼関係ができている人

たちだけの集まりだからです。 

 

これは『進化塾パートナー倶楽部』や『リアルビジネスブートキ

ャンプ』といった私のビジネスコミュニティに牧野太一を信じて

入ってきてくれた方にしか紹介していないセミナーなのです。 

 

もし、あなたに紹介するとしたら、、、 

 

これから先の提案をあなたが聴いてくれて、一年間ほどかけて、

お互いの信頼関係ができた頃にお誘いするかもしれません。 

 

もちろん、このようなセミナーは今回で終了するかもしれません。 

 



その場合は当然ですがお誘いしませんし、できません。 

 

まあ、そんなことはさておきまして、、、 

 

ご提案です 

 

この手紙の冒頭に私は、、、 

 

≪ビジネスの本質を極め、遊ぶゆとりを持てるくらい稼ごうと思

う人だけに読んで欲しいトップ・シークレット(最高機密)のブロ

グを発行したいと思います≫ 

 

と書かせていただきました。 

 

サロン経営に関する情報は、無料メルマガの配信や、無料ブログ

への投稿でかなりしてきましたが、これ以降は控えたいと思って

います。 

 

なので、私からの情報は全てこれからご紹介するブログだけで行

っていきたいと思っています。 

 

期間は 1年間です。 

 

 

ADVANCE 
https://regimag.jp/b/blog/sell/?blog=738 

 

ご登録いただいた日から 1年間、私はブログ記事を 1ヶ月に４回、

１年間で計４８回配信していきます。 

 

この中で、求人から集客から、お金の本当の稼ぎ方までお伝えし、

あなたに本当の豊かさを提供していきます。 

 

※以前、牧野の商材を購入した方で、一度でも返金請求をされた

方は、お申し込みをされても事務局で削除させていただきます 

https://regimag.jp/b/blog/sell/?blog=738
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以下がブログ登録者のメリットです。 

 

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

 



このブログは有料です 

 

このブログは有料とさせていただきます。 

 

なぜなら、無料で得た情報ではなかなか成功できませんし、何で

も「タダでくれくれ言う人間」を近づけたくないからです。 

 

また、今回のブログの内容は 50万円という大金を払って受講して

いるセミナーの内容がたっぷり入っていますので、完全無料とい

うわけにはいきません。 

 

だからと言って 12ヶ月で 50万円とは言いませんのでご安心を。 

 

せめて半額弱の 24万円を 12ヶ月で割って、月々２万円ほどが妥

当かと思います。 

 

というわけで、月額 19,700万円でご購読ください。 

 

内容の価値は金額より確実に上回ると思いますし、一回の記事と

して考えれば約 4,900円です。 

 

しかし、考えてみました･･･ 

 

これだけ何度も「牧野を好きか？」と質問して登録してもらうっ

てことは、これから真の仲間になる可能性が高いということで･･･ 

 

情報だけをくれくれと言ってくる人間ではないってことです。 

 

それを考えたら、、、 

 

清水の舞台から飛び降りたくなりました 

 

私の目的はお金儲けというより、素晴らしい人間関係を構築し、

共に次の世代にビジネスの成功方法を伝えていける仲間探しです。 

 



よって、私たちの人間関係がさらによくなるように。。。 

 

清水の舞台から飛び降りたつもりで月額価格を提案します。 

 

月額 1,970円(税別)。 

https://regimag.jp/b/blog/sell/?blog=738 

 

月に 1,970円でこれらの情報を手に入れていただきます。 

ただし、最低 1年間は購読することをお約束ください。 

 

そして、無制限に仲間を増やすことを私は望んでいないので、限

定 100名のみにこのブログを月額 1,970円(税別)でお読みいただ

きます。 

 

限定 100名のみです。 

 

お子さんのお小遣いより安いのではないでしょうか？ 

 

ぜひ、このチャンスを逃さないでください。 

 

有料ブログ 『小さな美容室の非常識な成功法則アドバンス』 

https://regimag.jp/b/blog/sell/?blog=738 

◆価格  月額 1,970円(税別) 

◆発行  月に４回、年間計４８回の発行 

◆定員  先着 100名 

◆条件  ・牧野太一を気にいっていること 

       ・12 ヶ月間は購読をすること 

 

最後に 

「貧しい人の子は讃え(たたえ)られよう。なぜなら、人類に英知

をもたらすのは彼らだからだ」 

 

これは、商売がとても上手なユダヤ人たちのことわざです。 

 

多くの偉人・成功者の共通点は「不満」があったことです。 

 

その不満とは、貧困であったり、不安定な生活であったり、うま

くいかない家族関係だったりします。 

 

https://regimag.jp/b/blog/sell/?blog=738
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そして、その不満を強力なバネにして彼らは偉業や成功を成し遂

げてきました。 

 

また逆に、家庭はそこそこ豊かなのに、家柄に縛られていたり、

自由を認めてくれなかったり、自己重要感を満たしてもらえなか

ったりした人たちも、、、 

 

そこに不満が生まれ、向上要求をパワーにし、新たな分野を切開

いたりして成功を手にしてきました。 

 

ゆとり世代の若者は、何事もない未来を欲し、引かれたレールに

従う傾向がとても強いので、残念ながらそのようなパワーは宿ら

ないでしょう。 

 

従業員マインドの人や、パート、アルバイトを望む人も同じよう

な傾向にあります。 

 

しかし、あなたは違うと思います。 

 

何かしらの「不満」をパワーにしたからこそ、独立というリスク

をとって起業したのだと思います。 

 

≪偉業を成し得る≫、≪成功する≫ということは並大抵の努力で

はありません。 

 

パワーが必要なのです。 

 

そのパワーは、幼い頃から積み重なった反骨精神や成功願望から

生まれ、苦労をしても何度も這いあがるしかない環境でしか、「折

れない心」は育たないと私は感じます。 

 

でも、方向違いの努力は、時間のムダですし、人の人生において

一番もったいないことです。 

 

だからこそ、ここから学びましょう。 

 

私を気に入ってくれているあなたの参加をお待ちしています。 

 

牧野太一 


