
木坂の謎を 
解き明かせ 

リーダーのためのライティング講座限定オファー 

どうも、和佐です。 

この度はリーダーのためのライティング講座に 
ご参加ありがとうございます。 

早速、第１回目の講座が配信されていると思うので、 
まずはそちらをご覧ください。 

きっと第１回目から衝撃を受けるはずです。 

「なぜ木坂さんはここまで深い洞察ができるんだろう？」 
「なぜ木坂さんはこんなに博識なんだろう？」 
「同じ人間のはずなのに・・・」 

きっと誰もがそう感じることでしょう（笑） 

「木坂さんって何者なの？」と、 
ますます謎が深まっていくはずです。 



木坂さんの過去を紐解くと、 

木坂さんは中学時代に哲学と出会い、 
高校時代はラグビーと哲学漬けの日々を送り、 
大学では「世界平和」を専攻しながら、 
予備校の講師としてバイトをしていたそうです。 

そして予備校の講師をしながら「教育」に強い関心を持ち、 
自分が理想とする教育が予備校ではできないことを悟ると、 
そこからインターネットを使った自分が理想とする教育を 
模索し始めました。 

確か木坂さんがまだ大学在学中で、２１歳とかそのぐらいの 
時だったはずです。 

それから１６年が経ち、今ではなぜか 

「料理の研究」 
に没頭しています（笑） 

この「変化」が木坂さんの面白いところだと思うんですが、 
これは別に「コロコロ興味の対象が変わっている」という 
ことではありません。 

むしろ木坂さんは 

“たった１つのこと” 
に向かって、ずっと突き進んでいるのです。 



木坂さんの最大の興味は、 

「人間はどうすれば幸福になるのか？」 

ということだそうです。 

世界平和を研究していたのも、教育に関心を持ったのも、 
全ては「人間が幸福になる」ということに繋がるはずだと 
思ったからだそうです。 

そして今、料理を研究しているのも同じ理由です。 

「美味しいものが食べられれば 
　人はそれだけで幸福を感じる」 
バカみたいな話ですが、でもこれは事実です。 

実際、僕らがやっている和佐・木坂サロンでは、 
木坂さんの料理を学んだ人たちからの「声」がいくつも 
寄せられていますが、美味しいものを作れるようになる 
ことによって、確実にその人の幸福度は上がっているのです。 

中には夫婦生活３０年で初めて旦那さんに料理が褒められた 
という人までいました。 

家で食べるご飯が美味しいだけで、人生はガラッと変わるのです。 

平和の研究も、教育の研究も、ビジネスの研究も、 



コピーライティングの研究も、健康や肉体の研究も、 
料理の研究も、木坂さんにとってはどれも全て、 

「幸福の研究」 
だということです。 

これぞまさに 

「木坂イズム」 
と呼んでもいいものでしょう。 

これからライティング講座がどんどん進んでいくわけですが、 
このライティング講座だって最終的には、 

「みんなが幸福になるための方法」 
を示してくれています。 

これから配信されるリーダーのためのライティング講座は、 
言ってみれば、 

「木坂の幸福研究の最先端」 
だと言うことですね。 



「最先端」があるということは、木坂さんの幸福研究には 
当然「歴史」があるということになります。 

今回はその「歴史」に関するオファーを持ってきたので、 
木坂さんの歴史に興味がある人はぜひ読み進めてください。 

木坂の歴史を学ぼう。 
「なぜ木坂さんは今に至ったのか？」 

これを理解するにはやはり木坂さんのこれまでの変遷を 
辿る必要があります。 

今から木坂さんの歴史を一緒に振り返っていきましょう。 

遡ること１３年前。 

２００７年。 

この年は僕と木坂さんにとってある意味、運命の年でした。 

僕が木坂さんと出会ったのは２００６年でしたが、 
２００７年には共同で「ICC」を主宰し、さらには 
「ネットビジネス大百科」をリリースしました。 

これが日本史上最も売れたマーケティング教材になり、 
累計で５万本以上売れました。 



和佐・木坂コンビが世に知れたのはこの時です。 

“ここまで”は多くの人が知っている歴史だと思います。 

でも実はここに１つ、あまり語ってこなかった歴史が１つ 
存在するのです。 

それは・・・ 

参加費６３万円で 
３００人以上が申込んだ 
伝説のライティングセミナー 
その名も、 

「License to Steal」 

このセミナーは１泊２日で行われましたが、 
コンセプトはその名の通り「盗みのライセンス」です。 

007の「License to Kill（殺しのライセンス）」が 
元ネタですね。 

このセミナーでは木坂さんがそれまでに書いたセールスレターを 
徹底的に解剖して、丸裸にして、盗める（真似れる）ように 



すると言う内容が公開されました。 

「自分で自分のレターの秘密を暴く」 

と言う、なんとも斬新な試みだったわけですが、 
木坂さんはこの当時からライティングに関して 
日本トップクラスのレベルで、 
聞いたこともないような成約率を叩き出していました。 

例えば、ネットビジネス大百科があれだけ売れたのだって、 
木坂さんが書いたセールスレターがあったからこそでした。 

そして、６３万円もするこのセミナーに３００人以上から 
申込が殺到したわけですから、もうそれだけで異常事態ですよね。 

このセミナーで公開された内容というのは、木坂さんの中では 
「ライティング１.０」的な内容だったはずです。 

「リーダーのためのライティング講座」が「合気道」だとすれば、 
この時の木坂さんのライティングは「総合格闘技」という 
感じでした。 

この時は、 

「AO Method」 
という、 



「人間の感情を振り子の原理で 
　動かすメソッド」 
が初めて公開され、参加者に強い衝撃を与えました。 

この頃から木坂さんの観ている世界は、単純なライティングの技術 
ではなく、「人間の脳に訴えかける」ということだったのです。 

そのために様々なテクニックを使う。 

言わばこのセミナーは、 

「木坂のテクニック事例解説セミナー」 

だったわけです。 

例えばYouTubeなんかで最近、 

「自分の試合を解説する格闘家」 

がいたりしますが、これと同じです。 



 
じゃあ、あの伝説の 

「メイウェザー vs パッキャオ」 

のボクシングの試合を、もしも本人たちが振り返って、 
その時も「狙い」や「戦略」や「駆使したテクニック」を 
解説してくれたとしたら、これは物凄いことですよね？ 

「理論」ではなく、「実際の試合で使われた技術」ですから、 
超実践的な内容になることは間違いありません。 

この時の木坂さんのファイティングスタイルは、 

「怒涛の攻めスタイル」 

だったわけです。 



今とは随分、趣が違う。 

それこそ「合気道」と「総合格闘技」ぐらい違うわけです。 

でも、このスタイルや知識やテクニックが、 
「もう通用しなくなったのか？」というと、 
もちろんそーゆーわけではありません。 

今の木坂さんのスタイルは、当時のスタイルを 

「踏まえて乗り越えたからこそ 
　たどり着いたもの」 
なのです。 

だから攻めスタイルも実は極めて重要な意味を持ちます。 

特にこれからビジネスを成功させたい、大きくしたいと思う人は、 
この「攻めのスタイル」は、使い道がいくらでもあります。 

歴史を学ぶということは、今を深く理解することにもなるし、 
新しいアイディアやヒントを得るということにも繋がるわけです。 

僕の人生を大きく変えた 
伝説のセミナー 



そして時が進み、２０１２年。 

３.１１のショックから抜け出せ切れていない僕の人生を大きく 
変えることとなったセミナーが開催されました。 

その名も、 

「Stay Goldセミナー」 
このセミナーで木坂さんは初めて、 

「コミュニティ」 

という言葉で新時代のビジネスを語ってくれました。 

木坂さんは、男性性の時代から、女性性の時代への移り変わりを 
この時既に予言していて、ビジネスというものの「意味」が 
大きく変わることを教えてくれました。 

ある意味、今の木坂を形作る「正当な系譜」は、 
ここから始まったとも言えるのです。 

今になってわかることですが、８年も前に今の時代を予言している 
わけですから、これは本当にとんでもない話です。 

そして実際、この時に語られた「コミュニティ理論」が、 
今回のリーダーのためのライティング講座の「ベース」にあるわけ
です。 



逆に言えばこのセミナーを受けずには、本当の意味で木坂さんが 
伝えようとしていることは理解できないのかもしれません。 

スピルバーグにとっての「ジョーズ」や「ジュラシックパーク」 
ルーカスにとっての「スター・ウォーズ」 
ディズニーにとっての「ミッキーマウス」 
手塚治虫にとっての「火の鳥」 
宮崎駿にとっての「ナウシカ」のようなものですね（笑） 

「それを観ずには語ってはいけない」 

そーゆーレベルのセミナーでした。 

コミュニティのリーダー 
としての「土台」を 
作るために・・・ 

そして続く２０１３年には、Stay Goldセミナーの続編として 

「Wake UPセミナー」 
が開催されました。 



こちらのセミナーも非常に印象深いものでしたが、 
このセミナーでは、 

「コミュニティのリーダーとしての 
　土台を鍛えるための勉強法や 
　リーダーシップの取り方」 

などが語られました。 

この頃から木坂さんは、 

「自分だけの独壇場を作れ！」 

というメッセージを発信していました。 

「独壇場」とはつまり、「他人には真似ができない領域」のことで、 
今の言葉で言えば「MSP」や「共感」や「想い」の部分です。 

特にこのWake UPセミナーで強調されたのは、 

「ただの物知りには何の価値もない」 

ということでした。 

Stay Goldセミナーの時もそうでしたが、僕らが普通、 
勉強というものをイメージした時に思い浮かべるのは、 

「足算」だと思います。 



しかし「Stay Gold」という言葉からもわかる通り、 
木坂さんは決して、 

「自分に何かを足算して輝け」 

とは言っていないわけです。 

着飾って輝くのではなく、むしろ、 

「人間は誰もがそもそもGOLDなんだ。 
　それを思い出すだけでいいんだ。」 

というメッセージを込めてくれているわけです。 

自分の「想い」とか、「体験」とか、「個性」こそが、 
真のGOLDであって、何かの利益のために身につけてきた知識や 
スキルというのは、金メッキに過ぎないわけです。 

この「Wake UPセミナー」では、金メッキを貼るような勉強法 
ではなく、真のGOLDをより輝かせるための勉強法が語られまし
た。 

そしてその結果として「独壇場」を作ることができる、と。 

コミュニティのリーダーというのは、そうやって誰よりも、 
自分自身のユニークネスを「純化」させた人であり、 
決して「ただ賢い人」や「ただ能力がある人」ではないのです。 



だから木坂さんは「Wake UP」というタイトルを付けたん 
でしょう。 

「純粋なる自分に目覚めなさい」と（笑） 

このセミナーもまた、木坂さんを語る上では欠かせないセミナーの 
１つだと言えるでしょう。 

リーダーになるための 
“一歩”を踏み出す方法 

そしてしばらく時が経ち、２０１９年。 

木坂さんはまた新しいセミナーを企画してくれました。 

それが、 

「Transformationセミナー」 
このセミナーでは、「Stay Gold」「Wake UP」で語られた 
「コミュニティのリーダーになる」ということをさらに具体化し、 
人生をトランスフォーメーションさせる方法が語られました。 

Stay Goldが「気付き」だとすれば、 
Wake UPは「目覚め」 



そしてTransformationは「変化」がテーマだということです。 

木坂さんはこの他にも数え切れないほどのセミナーを主宰し、 
様々なテーマを語ってくれていますが、 
この３つのセミナーは１つの「物語」になっているわけです。 

つまり、Stay Goldに始まり、Wake UPを経て、 
Transformationに至り、またStay Goldへと回帰する、と。 

そーゆー物語なわけですね。 

これは本当に非常に良くできていると思います。 

最初に紹介した「License to Steal」と対比するとまた面白いです
ね。 

２００７年時点ではまだ木坂さんは男性性の塊のようなスタイルで 
まさに「カリスマ」と呼ぶのに相応しいようなスタイルだった。 

しかしそこから少しずつ木坂さんの心境も変化し、 
時代も変化していき、２０１２年には元々の出発点だった、 

「人間が幸福になるためには 
　どうすればいいのか？」 

という問いに真正面から向き合うようになっていったのです。 

「木坂物語」を追体験するとすれば、僕はここまで上げてきた 
４つのセミナーが最適だと思います。 



まさにこの４つのセミナーが木坂さんの人生の変遷です。 

さて問題はここからです。 

なぜこうやって木坂さんの過去のセミナーを振り返ってきたのか？ 

実は・・・ 

木坂物語を代表する 
４つのセミナーを 
特別価格で販売する 
ことにしました。 

それぞれのセミナーの参加費は、 

「License to Steal」は２５万円（映像で）、 
「Stay Gold」は２０万円、 
「Wake UP」は２０万円、 
「Transformation」は１５万円でした。 

合計するとなんと８０万円！ 

しかしそれだけの価値は十二分にあるセミナーでした。 



当然、今でも全く色あせてはいません。 

ちなみにこれらのセミナーは、「License to Steal」以外は、 
それぞれ３～４回のセミナーで１シリーズとして 
構成されているので、正確には４つのセミナーシリーズで、 
講義ビデオは１０本以上あります。 

これら全てが、リーダーのためのライティング講座を受講している 
あなたにもぜひ受講して欲しい内容なので、木坂さんと相談して、 

これらを定価の 

「半額以下の価格」 
にして、期間限定で販売することになりました。 

しかも、 

セットで買うと“さらに” 
信じられないぐらいお得になる 
ようにしています。 
もしも４つのセミナーのどれかに興味があるという人はぜひ、 
この機会にセミナーを受講してみてください。 
セミナーを受講することによって、確実にリーダーのための 
ライティング講座の理解もさらに深まるはずです。 



お申込はこちら 
※どれぐらいお得かは申込ページで確認してください 

これをいい機会として、 
どっぷり木坂イズム・木坂物語を 

味わってみませんか？ 
きっと世界の見方が変わるはずです。 

こちらは当時のセミナーの募集に関する資料です。 

・License to Steal関連 
　・募集レター 

・Stay Goldセミナー関連 
　・募集レター 

・Wake UPセミナー関連 
　・募集レター 
　・Wake UPセミナーの解説音声 

「Transformationセミナー」に関しては当時の資料が 
ありませんでした。 

https://www.successlab.jp/sales/main/index/oLLzLWRJ
https://wasakisaka.s3.amazonaws.com/LicensetoSteal.pdf
https://wasakisaka.s3.amazonaws.com/l_2013_a.pdf
http://d99whdn8z56lx.cloudfront.net/WakeUP-wasa.pdf
http://d99whdn8z56lx.cloudfront.net/nk_s.mp3


■それぞれのセミナーに含まれる内容について 

それぞれのセミナーに含まれる内容が膨大なので整理しておきま
す。 

【License to Stealに含まれる内容】 
１．１泊２日のセミナー本編映像（約２６４分） 
２．セミナー本編のレジュメ 
３．Monthly Q&A４ヶ月分（約１６３分） 
４．Delivering YOUR Message From Hell（約１２２分） 
　　（地獄の底からメッセージを届ける方法） 
５．Story Line Secrets（約７１分） 
　　（人々を魅了する物語の秘密） 
６．最短で結果を出す木坂の学習法（約５１分） 
７．高額商品を売るときに忘れてはいけないオファーのポイント 
８．License to Stealセミナーの俯瞰マインドマップ 
９．海外のセールスレター事例解説×２本（約４９分） 

【Stay Goldセミナーに含まれる内容】 
１．セミナー本編映像×５本 
２．セミナーQ&A×３本 
３．Inspiration for Writers, Marketers, and Entrepreneurs 
　　×１０本 
４．ウェルカムレポート 
５．フォローアップレポート 
６．フォローアップ音声 



【Wake UPセミナーに含まれる内容】 
１．セミナー本編映像×３本 
２．フォローアップ音声×２本 

【Transformationセミナーに含まれる内容】 
１．セミナー本編映像×３本 

以上となります。 

以上のファイルは決済完了後、すぐにダウンロード可能です。 

お申込はこちら 
※どれぐらいお得かは申込ページで確認してください

https://www.successlab.jp/sales/main/index/oLLzLWRJ

