
成功者からしか本物の成功戦略は学べません。 

これからは業績倍増の実績のない情報は雑音として断ってみてください。 

 

YouTubeYouTubeYouTubeYouTube で業績倍増した「で業績倍増した「で業績倍増した「で業績倍増した「5555 人のサムライ」人のサムライ」人のサムライ」人のサムライ」

の実体験から学ぶ成功体験報告会の実体験から学ぶ成功体験報告会の実体験から学ぶ成功体験報告会の実体験から学ぶ成功体験報告会とととと    

成功プロセス成功プロセス成功プロセス成功プロセス体験体験体験体験会にご招待します会にご招待します会にご招待します会にご招待します。。。。    

 

 

こんにちは。菅谷信一です。 

 

YouTube で本業の売り上げを倍増させることにこだわった「菅谷式

YouTube 戦略」を唱え始めて、ちょうどこの 3 月で 5 年になります。 

 

震災の時に、被災地でもある私の居住地の経営者たちから「短期間で」「コ

ストゼロで」「パソコン初心者でもできる簡単な方法で」業績回復を相談

された私が、苦肉の策で編み出した方法が、「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube 大量投稿による検大量投稿による検大量投稿による検大量投稿による検

索画面独占」索画面独占」索画面独占」索画面独占」という戦略だったのです。 

 

この戦略は、5 年間の時を経て、全国各地の中小企業経営者たちの実践に

より磨きがかけられ、その成功プロセスの精度は何倍にも向上してきまし

た。 

 

今、「ビジネスで会社の本業の売り上げを倍増にする目的での YouTube 活

用」では、日本で唯一、そして日本で最高の実績をあげているメソッドで

はないでしょうか。 

 

YouTube 活用についての関心度は日に日に高まっています。 

2004 年から存在する「今さら」感がある YouTube ですが、効果が絶大な

だけに、誰もが無視できない最高のツールとして再認知誰もが無視できない最高のツールとして再認知誰もが無視できない最高のツールとして再認知誰もが無視できない最高のツールとして再認知されてきているの

です。 

まさに YouTube は「遅れてやってきた主役」なのです。 

 



スポーツの世界でもビジネスでも同じですが、成功への一番の近道は、「成成功への一番の近道は、「成成功への一番の近道は、「成成功への一番の近道は、「成

功者の歩んできたプロセスをそっくりそのまま真似ること」功者の歩んできたプロセスをそっくりそのまま真似ること」功者の歩んできたプロセスをそっくりそのまま真似ること」功者の歩んできたプロセスをそっくりそのまま真似ること」にほかなりま

せん。 

 

「徹底的にパクること」を「ＴＴＰ」「徹底的にパクること」を「ＴＴＰ」「徹底的にパクること」を「ＴＴＰ」「徹底的にパクること」を「ＴＴＰ」と言うそうです。 

YouTube のビジネス活用こそ、ＴＴＰの発想で徹底的に成功者の成功ステ

ップを素直に真似ることで成果が得られやすいジャンルなのです。 

 

日本全国から私のもとに毎日届く「YouTube 成功事例」の中に、次の成功

者を生むエッセンスが隠れています。成功事例は、どのような教科書より成功事例は、どのような教科書より成功事例は、どのような教科書より成功事例は、どのような教科書より

も雄弁です。も雄弁です。も雄弁です。も雄弁です。成功事例に隠れたエッセンスを忠実に真似するだけで、あな

たは成功に着実に一歩ずつ近づくことができるのです。 

 

YouTube のビジネス活用において、「もっと良い情報や方法があるかもし

れない。」、「YouTube の中の広告を使った方法はどうだろうか。」と、

私以外の情報を探してみても、それは徒労に終わるでしょう。 

 

なぜなら、日本全国の中小企業の経営者たちの地道な実践の積み重ねによ

り、「YouTube によって本業の売り上げを倍増させる仕組み」は、私のも

とに集う YouTube コンサルティングの会員組織以外には存在しないので

すから。 

 

今回、2016 年の経営に加速をつけたい経営者のために、「YouTube で業績

倍増」の生の成功体験に触れていただく機会を作ることにしました。 

 

これから本腰を入れて YouTube 戦略に取り組む方にとって、数年早く「菅

谷式 YouTube 戦略」を始め、結果的に業績大逆転を実現した経営者の姿が、

一番の生きたお手本になると考えたからです。 

 

私の教えを受けながらも創意工夫を重ねて独自のメソッドを築き上げ、業

績を大幅にアップさせた「YouTube 戦略実践成功者たち」を私は「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube

ヒーローヒーローヒーローヒーローズ」と呼ズ」と呼ズ」と呼ズ」と呼びますびますびますびます。。。。 

 

今回、東京と大阪で合計四回、五名の「YouTube ヒーローズ」の生の声を

発表してもらい、その成功プロセスを体感していただく、実習型セミナー

体験会を開催します。 



 

実際に業績を何倍にもアップさせた当事者から学ぶ二度とない有益なセ

ミナー体験会です。「ユーチューバー」や「YouTube 広告で小遣い稼ぎ」

とは一線を画した本格派のビジネス本格派のビジネス本格派のビジネス本格派のビジネス YouTubeYouTubeYouTubeYouTube 活用の成功者に「生で」活用の成功者に「生で」活用の成功者に「生で」活用の成功者に「生で」触れ

て下さい。 

 

あなたは、この成功者成功者成功者成功者「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ」ヒーローズ」ヒーローズ」ヒーローズ」のののの生の生の生の生の声声声声に触れて、演習を

体験していただくことで、黄金色に輝く 3 つの財産を手に入れることがで

きます。 

 

【あなたが手に入れる黄金の財産・その１】【あなたが手に入れる黄金の財産・その１】【あなたが手に入れる黄金の財産・その１】【あなたが手に入れる黄金の財産・その１】    

ライバルを尻目に行列を生む地域一位ライバルを尻目に行列を生む地域一位ライバルを尻目に行列を生む地域一位ライバルを尻目に行列を生む地域一位・業界一位・業界一位・業界一位・業界一位の圧倒的な地位の圧倒的な地位の圧倒的な地位の圧倒的な地位    

 

あなたは、大手やライバル会社の進出にびくともせずに、ネット上の露出

をライバルの 1000 倍規模にして安定的に地元やターゲット地域の顧客を

獲得し続けることができます。 

 

【あなたが手に入れる黄金の財産・その２】【あなたが手に入れる黄金の財産・その２】【あなたが手に入れる黄金の財産・その２】【あなたが手に入れる黄金の財産・その２】    

景気に左右されない盤石な経営戦略景気に左右されない盤石な経営戦略景気に左右されない盤石な経営戦略景気に左右されない盤石な経営戦略    

 

あなたは、不況など外部要因にふりまわされ、景気に一喜一憂するだけの

不安定で精神安定上にも良くない経営や価格決定権のない下請けから着

実に脱却して、永く地域で活躍し続ける経営戦略を確立することができま

す。 

 

【あなたが手に入れる黄金の財産・その３】【あなたが手に入れる黄金の財産・その３】【あなたが手に入れる黄金の財産・その３】【あなたが手に入れる黄金の財産・その３】    

最先端の費用対効果に優れたネット戦略最先端の費用対効果に優れたネット戦略最先端の費用対効果に優れたネット戦略最先端の費用対効果に優れたネット戦略    

 

あなたは、一過性のブームに踊らされる短期型のネット戦略ではなく、一

度築いたら半永久的に効果を発揮し続ける持続可能性の高いネット戦略

という「財産」を手にすることができます。 

 

 

そこで、「菅谷式 YouTube 戦略の圧倒的な実績」をご覧ください。 

これまで私の YouTube コンサルティングにより全国各地で活躍する経営

者が、２５０の地域、業種で Google 検索一位作りを実現してきました。 



 

その一例をあなたの目で確かめて下さい。 

以下のキーワードをクリックすると、各々の検索キーワードで、「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube

ヒーローズ」たちがヒーローズ」たちがヒーローズ」たちがヒーローズ」たちが GoogleGoogleGoogleGoogle 一位を見事に獲得している一位を見事に獲得している一位を見事に獲得している一位を見事に獲得していることがわかります。 

 

青字の下線の部分をクリックしてみて下さい。 

 

●藤枝市 整体院 肩こり しびれ 

静岡県藤枝市「藤枝整体」近藤論さん 

 

●佐世保市 整体 五十肩 治し方 

長崎県佐世保市「整体サロン長崎」松崎さん 

 

●宜野湾 エステサロン 痩身 二の腕 

沖縄県宜野湾市「KOBO HOUSE」小堀さん 

 

●八尾市 内装リフォーム クロス張替え 

大阪府八尾市「(株)MIMA」美馬さん 

 

●米沢市 水素水サーバー レンタル 

山形県米沢市「やまがた健康ステーション」山田さん 

 

●土浦市 美容室 スタイリング くせ毛 

茨城県土浦市「BUBU グラスヘアー」小澤さん 

 

●渋川市 ヒーリング 健康 

群馬県渋川市「美容室あ～む」鎌田さん 

 

●足利市 墓石 本小松石 

栃木県足利市「(株)まみうだ石材」大豆生田さん 

 

●名古屋 飲食店 経営繁盛 マーケティング 

愛知県名古屋市「鈴木二郎税理士事務所」鈴木さん 

 

●八千代市 証明写真 高校受験 

千葉県八千代市「ファジィフォト」沓澤さん 

https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E8%97%A4%E6%9E%9D%E5%B8%82%E3%80%80%E6%95%B4%E4%BD%93%E9%99%A2%E3%80%80%E8%82%A9%E3%81%93%E3%82%8A%E3%80%80%E3%81%97%E3%81%B3%E3%82%8C
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82+%E6%95%B4%E4%BD%93+%E4%BA%94%E5%8D%81%E8%82%A9+%E6%B2%BB%E3%81%97%E6%96%B9
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E5%AE%9C%E9%87%8E%E6%B9%BE%E3%80%80%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%80%80%E7%97%A9%E8%BA%AB%E3%80%80%E4%BA%8C%E3%81%AE%E8%85%95
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E3%80%80%E5%86%85%E8%A3%85%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E5%BC%B5%E6%9B%BF%E3%81%88
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E5%B8%82%E3%80%80%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E6%B0%B4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E5%9C%9F%E6%B5%A6%E5%B8%82+%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%AE%A4+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80%E3%81%8F%E3%81%9B%E6%AF%9B
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82+%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80%E5%81%A5%E5%BA%B7
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E8%B6%B3%E5%88%A9%E5%B8%82%E3%80%80%E5%A2%93%E7%9F%B3%E3%80%80%E6%9C%AC%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E7%9F%B3
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E3%80%80%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%BA%97%E3%80%80%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%B9%81%E7%9B%9B%E3%80%80%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E5%85%AB%E5%8D%83%E4%BB%A3%E5%B8%82%E3%80%80%E8%A8%BC%E6%98%8E%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%80%80%E9%AB%98%E6%A0%A1%E5%8F%97%E9%A8%93


 

●和歌山市 整体 Ｏ脚矯正 施術 

和歌山県和歌山市「八木整体」八木隆雄さん 

 

●水戸市 フロアコーティング 新築 

茨城県水戸市「ふじ美装」木田さん 

 

 

ほんの一例ですが、いかがでしょうか。 

いずれも Google 検索で一位を獲得しています。 

しかもこれらの検索結果が功を奏して、問い合わせ、注文、契約の獲得に

つなげています。 

 

彼ら「YouTube ヒーローズ」たちが、具体的にどのようなビジネス戦略を具体的にどのようなビジネス戦略を具体的にどのようなビジネス戦略を具体的にどのようなビジネス戦略を

構築し、構築し、構築し、構築し、YouTubeYouTubeYouTubeYouTube という戦術活動を展開したのか、という戦術活動を展開したのか、という戦術活動を展開したのか、という戦術活動を展開したのか、その背景を学ぶことが、

あなたの明日からの業績アップに大きな影響を与えます。 

 

表面的な検索の上位表示や、YouTube の動画の内容は、「戦術」であり、

業績に占める相関度は三割程度だからです。 

 

彼ら「YouTube ヒーローズ」たちの戦術活動の背景にある「戦略」を理解

することが、あなたにとって最も重要なことなのです。なぜなら、「戦略」なぜなら、「戦略」なぜなら、「戦略」なぜなら、「戦略」

こそが、業績の７割を決定する最重要なポイントだからです。こそが、業績の７割を決定する最重要なポイントだからです。こそが、業績の７割を決定する最重要なポイントだからです。こそが、業績の７割を決定する最重要なポイントだからです。 

 

巷の多くのセミナーは、「戦術面」を披露して、ネット系の知識が浅い経

営者を煙に巻くものが多い中で、今回の「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ・成功体験ヒーローズ・成功体験ヒーローズ・成功体験ヒーローズ・成功体験

報告会セミナー」報告会セミナー」報告会セミナー」報告会セミナー」は、「戦略面」を全面に押し出し披露し、そしてその構

築法を実際に体験していただきます。 

それでは、今回の登壇する５人の「５人の「５人の「５人の「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローヒーローヒーローヒーローズズズズ」」」」たちたちたちたちをご紹介し

ます。 

 

※「YouTube ヒーローズ・成功体験報告会セミナー」は、東京会場では各

回 1 名、大阪会場では 2 名の YouTube ヒーローズが登壇します。参加者は

いずれかご関心のある回に一回ご参加下さい。参加日以外の全 5 回の

https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E5%B8%82%E3%80%80%E6%95%B4%E4%BD%93%E3%80%80%EF%BC%AF%E8%84%9A%E7%9F%AF%E6%AD%A3%E3%80%80%E6%96%BD%E8%A1%93
https://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%B8%82%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80%E6%96%B0%E7%AF%89


YouTube ヒーローズの体験報告の動画は後日すべて提供します。 

 

 

5555 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))登壇登壇登壇登壇・・・・YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ・ヒーローズ・ヒーローズ・ヒーローズ・1111    

岩田道雄さん岩田道雄さん岩田道雄さん岩田道雄さん        関東急配運送関東急配運送関東急配運送関東急配運送    

「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTubeだけで半年で問い合わせだけで半年で問い合わせだけで半年で問い合わせだけで半年で問い合わせ100100100100件。地域独占できる抜群の集客力」件。地域独占できる抜群の集客力」件。地域独占できる抜群の集客力」件。地域独占できる抜群の集客力」    

埼玉県川口市を拠点に、軽貨物の運送業を個人で経営している岩田さんが

「菅谷式 YouTube 戦略」を実践して、一年半。下請け体質が YouTube によ

って元請けに変わり独自に料金設定することにより利益率か大幅に改善

しています。YouTube 経由での問い合わせはこの半年で 100 件、成約は 80

件と他のメディアと比べて圧倒的な受注を獲得しています。 

    

5555 月月月月 11111111 日日日日((((水水水水))))登壇登壇登壇登壇・・・・YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ・ヒーローズ・ヒーローズ・ヒーローズ・２２２２    

川島大さん川島大さん川島大さん川島大さん        ((((株株株株))))きづな住宅きづな住宅きづな住宅きづな住宅    

「不動産激戦区・川越市で家族三名の不動産会社がトップランナーとして「不動産激戦区・川越市で家族三名の不動産会社がトップランナーとして「不動産激戦区・川越市で家族三名の不動産会社がトップランナーとして「不動産激戦区・川越市で家族三名の不動産会社がトップランナーとして

活躍する理由」活躍する理由」活躍する理由」活躍する理由」 

鉄道路線も複数乗り入れる不動産激戦区「川越市」。その川越市で駅から

歩いて 20 分もかかる決して立地に恵まれていない家族経営の不動産会社

が、地域の不動産業界をリードしています。4 年で売上 11.9 倍を達成し

た経営戦略を学んでください。 

 

5555 月月月月 12121212 日日日日((((木木木木))))登壇登壇登壇登壇・・・・YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ・３ヒーローズ・３ヒーローズ・３ヒーローズ・３    

鈴木佳之鈴木佳之鈴木佳之鈴木佳之さんさんさんさん        ((((株株株株))))鈴喜鈴喜鈴喜鈴喜    

「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube で売上で売上で売上で売上 8888 億円。夫婦二人の家族経営で製造業界に起こした革命億円。夫婦二人の家族経営で製造業界に起こした革命億円。夫婦二人の家族経営で製造業界に起こした革命億円。夫婦二人の家族経営で製造業界に起こした革命

とは。」とは。」とは。」とは。」 

2011 年 4 月に独立開業以来、連日の飛び込み営業も成果が得られず、途

方に暮れたいた時に出会った「菅谷式 YouTube 戦略」。製造業業界におけ

る専門特化の一位づくりの経営戦略が奏功し、一年後には売上 4 倍で 1 億

突破。五年後には売上 12 倍で 3 億突破と鈴木さんの YouTube 戦略は、私

のコンサル指導実績の中でも群を抜いています。その成功の舞台裏にある

「あるひとつの戦略」をご紹介します。    



5555 月月月月 16161616 日日日日((((月月月月))))登壇登壇登壇登壇・・・・YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ・４ヒーローズ・４ヒーローズ・４ヒーローズ・４ 

清水有高さん清水有高さん清水有高さん清水有高さん        ビ・ハイアビ・ハイアビ・ハイアビ・ハイア((((株株株株))))    

「問い合わせ「問い合わせ「問い合わせ「問い合わせ 5555 倍に増加した倍に増加した倍に増加した倍に増加した YouTubeYouTubeYouTubeYouTube の組織的な取り組みとは」の組織的な取り組みとは」の組織的な取り組みとは」の組織的な取り組みとは」    

アニメ・漫画・ゲーム業界で求人広告サービスを展開する清水さん。全社

員に一日 5 本の動画投稿を習慣化させた結果、瞬時に問い合わせが 5 倍に

増加。現在、組織的な取り組みとして年間一万本の投稿を目標に YouTube

戦略を展開している。 

    

5555 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))登壇登壇登壇登壇・・・・YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ・５ヒーローズ・５ヒーローズ・５ヒーローズ・５ 

奥野文夫さん奥野文夫さん奥野文夫さん奥野文夫さん        奥野社会保険労務士事務所奥野社会保険労務士事務所奥野社会保険労務士事務所奥野社会保険労務士事務所    

「「「「2222 年で年で年で年で 300300300300 件の問い合わせ獲得の舞台裏にあるキーワードと実践戦略」件の問い合わせ獲得の舞台裏にあるキーワードと実践戦略」件の問い合わせ獲得の舞台裏にあるキーワードと実践戦略」件の問い合わせ獲得の舞台裏にあるキーワードと実践戦略」    

 

契約の獲得に苦しむ国家資格者、士業が多い中で、YouTube の活用によっ

て業績を大逆転させた社労士の奥野さん。ターゲットである中小企業の経

営者に焦点を当てたピンポイントのキーワードが効果を発揮して 2 年で

約 300 件、90 件以上の契約獲得を達成しました。その成功の鉄則をご紹

介します。 

 

 

あなたが関心のあるあなたが関心のあるあなたが関心のあるあなたが関心のある YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズの登壇する回にご参加下さい。他ヒーローズの登壇する回にご参加下さい。他ヒーローズの登壇する回にご参加下さい。他ヒーローズの登壇する回にご参加下さい。他

の回のものも含めて全５回の動画をすべて参加者には提供します。の回のものも含めて全５回の動画をすべて参加者には提供します。の回のものも含めて全５回の動画をすべて参加者には提供します。の回のものも含めて全５回の動画をすべて参加者には提供します。    

 

 

今回は、菅谷の YouTube 動画マーケティング最新事情の講義、「YouTube

ヒーローズ」たちの体験報告会に加えて、受講者様にその成功プロセスを

体験していただく機会を設けます。 

 

実際に菅谷信一がコンサルティングの現場で使用し、数々の大成功事例を

生み出してきた A3 版の一枚のシート。 

 

このシートに穴埋めをしていくだけで、輪郭がぼやけたビジネスを戦略的

に生まれ変えることができ、YouTubeYouTubeYouTubeYouTube 戦略を何十倍も開花させるための戦略を何十倍も開花させるための戦略を何十倍も開花させるための戦略を何十倍も開花させるための

「「「「最速一位最速一位最速一位最速一位ビジネスビジネスビジネスビジネス構築構築構築構築シート」シート」シート」シート」になります。これを特別に体験していた



だきます。 

 

この特別演習の体験によって、あなたは、YouTube 戦略が開花するもしな

いも、「戦術活動」ではなく「戦略策定」がビジネスの７割を決める意味

を理解するでしょう。 

 

 

そして、最後に、今回「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ・成功体験報告会セミナー」ヒーローズ・成功体験報告会セミナー」ヒーローズ・成功体験報告会セミナー」ヒーローズ・成功体験報告会セミナー」

に参加いただいた方だけに特別の権利を差し上げます。に参加いただいた方だけに特別の権利を差し上げます。に参加いただいた方だけに特別の権利を差し上げます。に参加いただいた方だけに特別の権利を差し上げます。    

これはお忙しい中、時間を割いてお越しいただく方のためだけの特別な権

利になります。 

 

それは、菅谷信一が今期、限定 20 名だけを徹底して個別指導する YouTube

ビジネスヒーローズ創出プログラム「YouTube1 億円実践コンサルティン

グ」の応募権利です。 

 

菅谷信一の個別コンサルティング会員制組織「YouTube1 億円実践コンサ

ルティング」は、数々の YouTube ヒーローズたちを創出していますが、少

人数制にこだわった個別徹底サポートのために、募集は毎回限定的です。 

 

今回は、「2016 年・第四期」の募集説明を行います。 

 

2014 年の第一期(前身の YouTube1 億円サクセスアカデミー時代)から通算

150 名の実践成功者を生み出してきた「国内最高の YouTube 動画マーケテ

ィングの会員制組織」です。 

 

菅谷信一の全リソースを提供し、リアル、ネット両面での徹底サポートを

図る「YouTube1 億円実践コンサルティング」の今期分の募集についての

ご案内をします。 

セミナー体験会のご参加者だけに、応募の権利が与えられます。 

 

 

YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ビジネスヒーロービジネスヒーロービジネスヒーロービジネスヒーローズズズズ創出創出創出創出プログラムプログラムプログラムプログラム    

第第第第 4444 期期期期/2016/2016/2016/2016 年募集分「年募集分「年募集分「年募集分「YouTube1YouTube1YouTube1YouTube1 億円実践コンサルティング」億円実践コンサルティング」億円実践コンサルティング」億円実践コンサルティング」    

 

ブログラム参加者に差し上げる特典・権利を一部ご紹介します。 



 

１１１１....YouTubeYouTubeYouTubeYouTube 全戦略全戦術を提供全戦略全戦術を提供全戦略全戦術を提供全戦略全戦術を提供     

 

DVD 合計 15 枚、マニュアルテキスト 200 ページを超える総額 50 億円の売

上アップを生み出してきた YouTube 全戦略・全戦術を提供します。 

国内最高峰の戦略と事例はあなたのビジネスを大きく加速させます。 

 

２．２．２．２．YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ビジネス成功者ビジネス成功者ビジネス成功者ビジネス成功者シークレットセミナーシークレットセミナーシークレットセミナーシークレットセミナーご招待ご招待ご招待ご招待    

 

日本最高峰の YouTube ビジネス活用成功者が集う「会員総会」に無料ご招

待します。刻々と進化する動画マーケティングの世界で、他では絶対に触

れることのできない生きた先端成功事例に触れることが出来ます。またそ

こで得られる人脈はあなたの一生の財産になることでしょう。 

 

３３３３....365365365365 日日日日間、息をつく間もない徹底間、息をつく間もない徹底間、息をつく間もない徹底間、息をつく間もない徹底サポートサポートサポートサポート    

 

菅谷信一の日次、週次、月次の徹底した YouTube 戦略サポートを提供しま

す。あなたの YouTube 戦略が無理なく継続的に実践していただくための、

きめ細かいサポートを行います。毎朝朝四時に菅谷から届くメッセージも

そのひとつです。実践の継続習慣化のために多角的なサポートを提供しま

す。 

  

４４４４....テレビ番組出演の近道を提供テレビ番組出演の近道を提供テレビ番組出演の近道を提供テレビ番組出演の近道を提供    

 

テレビ番組 100 社のプロデューサーへ御社の商材を PR するリリースを直

接持参するサービスをご紹介します。圧倒的な影響力を持つ、あなたも知

っている著名な番組に出演できる一番の近道になります。テレビ出演は、

あなたのビジネスを短期間に飛躍させるばかりではなく、確かなブランデ

ィングとして効果を発揮します。 

 

５５５５....12000120001200012000 人に瞬時に御社商材を人に瞬時に御社商材を人に瞬時に御社商材を人に瞬時に御社商材をＰＲＰＲＰＲＰＲ。。。。        

 

読者数 1 万 2000 人の菅谷信一のメルマガで御社の商材を無料で紹介しま

す。菅谷信一のメルマガ読者は、対面で名刺交換をした方、ネット上の動

画セミナー聴講者など濃厚なリストになります。プレゼントなどで集めた

薄いリストと異なり、真面目な経営者が多く購読しているメルマガになり



ますので、PR 効果は絶大です。ここにあなたの商材を無料で紹介するこ

とができます。 

    

６６６６....半年で出版を実現。半年で出版を実現。半年で出版を実現。半年で出版を実現。amazonamazonamazonamazon 一位になる方法を教えます。一位になる方法を教えます。一位になる方法を教えます。一位になる方法を教えます。    

 

出版によるブランディングとリスト獲得の力は計り知れないものがあり

ます。回り道をせずに、余計なコストをかけずに、最短の時間で、最低の

コストであなたの出版の実現をサポートします。また過去 10 回以上、

amazon 一位を達成してきた菅谷信一による門外不出の「amazon 一位獲得

法」を伝授します。 

 

７７７７....GoogleGoogleGoogleGoogle 検索との相性バッチリの自社ブログ「検索との相性バッチリの自社ブログ「検索との相性バッチリの自社ブログ「検索との相性バッチリの自社ブログ「WordpressWordpressWordpressWordpress」構築法を提」構築法を提」構築法を提」構築法を提

供。供。供。供。    

 

YouTube と併用すると相乗効果が生まれる自社ブログ構築「WordPress」。

アカウント停止などコンテンツ削除のリストのあるアメブロなどの無料

ブログではなく、自社サーバーに構築し、未来永劫自社の財産として銃砲

発信し続けることができる WordPress 構築についてサポートをします。 

 

８８８８....月額月額月額月額 4000400040004000 円で都内で住所を持つ方法。円で都内で住所を持つ方法。円で都内で住所を持つ方法。円で都内で住所を持つ方法。    

 

地方でビジネスをしていると必ず出てくる課題が、都内で安価に登記可能

な住所を持つ方法。安価で、駅から徒歩一分の好立地、女性の利用者も多

数のおしゃれで清潔なオフィスをご紹介します。 

 

その他、その他、その他、その他、「「「「３０を超える３０を超える３０を超える３０を超える」」」」菅谷信一の菅谷信一の菅谷信一の菅谷信一の持つ持つ持つ持つ全全全全てのてのてのてのリソース、全リソース、全リソース、全リソース、全てのてのてのての教材を教材を教材を教材を

ご提供します。ご提供します。ご提供します。ご提供します。    

菅谷信一が菅谷信一が菅谷信一が菅谷信一が 20202020 年かけて構築したすべてのノウハウ、人脈を一瞬で手に入年かけて構築したすべてのノウハウ、人脈を一瞬で手に入年かけて構築したすべてのノウハウ、人脈を一瞬で手に入年かけて構築したすべてのノウハウ、人脈を一瞬で手に入

れられると解釈して下さい。れられると解釈して下さい。れられると解釈して下さい。れられると解釈して下さい。    

 

また、雇用保険に加入している社員がある社長さんには朗報があります。

返済不要の国の助成金返済不要の国の助成金返済不要の国の助成金返済不要の国の助成金をををを使使使使うことができますうことができますうことができますうことができます。。。。 

 

菅谷信一は業界歴 18 年のベテラン専門家であるため「熟練技能士」とし

ての研修の提供により国の助成金を活用できます。 

 



雇用保険加入の社員を 1 名でも雇用していれば、ご活用可能です。該当す

る方は、お申し出下さい。返済不要の助成金になります。    

「地域一位になり盤石な経営基盤を作りたい。」 

そうお考えになられたあなたは、まず「「「「YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ヒーローズ・成功体験報ヒーローズ・成功体験報ヒーローズ・成功体験報ヒーローズ・成功体験報

告会セミナー」告会セミナー」告会セミナー」告会セミナー」にご参加下さい。 

菅谷信一が数々の地位的一位ビジネスを YouTube によって構築してきた

戦略プログラムをワークにて体感してもらいます。 

プログラムの説明もさせていただきますが、説明を受けに来るということ

ではなく、実際に戦略を構築するという心持ちで挑んできてください。 

日程、内容は以下になります。 

 

YouTubeYouTubeYouTubeYouTube ビジネスヒーロービジネスヒーロービジネスヒーロービジネスヒーローズズズズ・・・・成功体験報告会セミナー成功体験報告会セミナー成功体験報告会セミナー成功体験報告会セミナー    

 

日程 

 

東京会場 (会場はお申込者に直接ご案内致します。) 

５月６日(金) 14 時～16 時 30 分 定員 50 名 

５月 11 日(水) 14 時～16 時 30 分 定員 50 名 

５月 12 日(木) 14 時～16 時 30 分 定員 50 名 

５月 16 日(月) 14 時～16 時 30 分 定員 50 名 

 

大阪会場 

５月 20 日(金) 14 時～16 時 30 分 定員 50 名 

 

 

持参品 

筆記用具と、2016 年、YouTube 戦略成功者になる意気込みだけご用意下さ

い。 

 

参加費 

5,000 円 (当日現金払い。領収書は当日お渡しいたします。) 



 

 

お申し込みはこちらお申し込みはこちらお申し込みはこちらお申し込みはこちら    

 

 

忘れないように今すぐスケジュール帳に予定を書き込んで下さい。 

 

 

最後に菅谷からあなたへのメッセージです。 

 

 

2016年を乗り越えれば未来永劫、地域最強の波乗り経営を実現できます。 

 

2008 年のリーマン・ショックの再来と噂される 2016 年の経済環境。 

 

短期間にめまぐるしく変化する市場に惑わされずに、安定した経営が実現

できたならば、今後どのような時代が到来しようとも全く慌てる必要のな

い盤石な経営基盤、いわば「波乗り経営」が実現できます。 

 

今年一年を乗り切る戦略としてではなく、「未来永劫続く」安定を手に入

れる機会として今回の体験会セミナーを捉えていただきたいと思います。 

 

http://www.arms-project.com/youtube-heroes/

