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【シゲ爺流】　参加実践型　完全なる不労収入生活実現法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著作権について

　「【シゲ爺流】参加実践型　完全なる不労収入生活実現法」は著作権で保護されている

　著作物です。

　　本レポートの使用に関しては、以下の点にご注意下さい。

　　　　・本レポートの著作権はシゲ爺こと和田茂之にあります。

　　　　・シゲ爺こと和田茂之の書面により事前許可なく、本レポートの一部または全部を、

　　　　　あらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイルなど）により、複製及び転載、転売

　　　　　（インターネットオークション含む）する事を禁じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　免責事項

　　　このレポートは発行者のこれまでの経験をもとにノウハウをまとめたものであり、全て

　　　の読者の利益を保証するものではありません。本レポートにより、いかなる損害が発

　　　生しても一切の責任を負いません。
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突然ですが、あなたは金持ちに成りたいですか？

　金持ちに成るには、どういう方法が有るでしょう？

　１，ビジネスを築く。

　２，株や不動産などに投資する。

　３，ずば抜けた頭脳、才能、魅力、能力

　４，遺産を相続する。

　５，金持ちと結婚する。

　６，宝くじ、ギャンブルなどの運にまかせる。

　７，一生懸命に働く。

　８，ネットワークビジネスを構築する。　

　あなたは何を選んで金持ちに成りたいとお考えですか？

　　　１～２はかなりの資金が無ければ出来ません。

　　　３はタイガーウッズやイチローや松井みたいに、

　　　　　　　　　ずば抜けた能力を持たなければなりません。
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　　４～６はよっぽど運のいい人ですね。

　　７，懸命に働く人はお金や人生を楽しむことがなかなか出来ません。

　

　　ほとんどの方が金持ちになるには無理難題が多々ありますが、

　　最後に上げた８，ネットワークビジネスを構築するという事は、

　　少ない資金で大きな富を得たいと心から思っているあらゆる人と

　　富を分かち合うという新しい革命的な方法なのです。

「メトカーフの法則　；　ネットワークの経済的な価値＝ユーザーの数の二乗」

　　もっとやさしく言うと

　　　　電話機が一台しかなかったら、そこには経済的な価値は全くない。電話機が二台に

　　　　なったとたん「メトカーフの法則」によれば、電話ネットワークの経済的な価値は二乗

　　　　になる。ネットワークの経済的な価値は、ゼロから二乗つまり四になった。三台に増え

　　　　るとネットワークの経済的な価値はいまや九になった。つまりネットワークの経済的な

　　　　価値は同じ速度で増えるのでなく、加速度的に増えて行くのです。

　　　　「メトカ－フの法則」のパワーを使えるようにしていくには、法則にしたがわなければな

　　　　りません。この法則に従えるネットワークビジネスに参加することで、良いスタートを切

　　　

　　　　ることができるのですが、ただ参加しただけでは、このパワーの活用する資格はもらえ

　　　　ません。それはちょうど、電話は買ったが持っている人は自分だけという状態です。こ

　　　　のパワーを活用するにはまさにあなたのような人のクローン人間を作ること、複製する

　　　　ことです。二人になったとたん、あなたの経済的な価値は二乗になります。

　　　　あなたのネットワークの価値はゼロから四に上がり、三人になったらすぐに四から九
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　　　なるのです。あなたが連れて来た二人の人が、それぞれ二人の人を連れてきたら、ネ

　　　ットワークの経済的な価値はまるで月に向けて離陸するロケットのように増大します。

　　　あなたの経済的な価値は同じ速度ではなく、加速度的に成長を始める。それがネット

　　　ワーク化されたビジネスのパワーと価値なのです。長い月でみれば、成功するネットワ

　　　ーカーは医師や弁護士、会計士、一人でがんばるその他の職業などほとんとの専門職

　　　の人の収入を上回るだけの潜在能力を持っているのです。

　　　　　この一文は私が感銘を受けた「金持ち父さん貧乏父さん」の著者である

　　　　　ロバート・キヨサキの「金持ち父さんのビジネススクール」という本の

　　　　　一部を引用しています。

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「金持ち父さんのビジネススクール」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ローバート・キヨサキ　著

　　　　　　　　是非読んでみて下さい。
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　　あなたはどう感じられましたまか？実行してみる価値ありませんか？

　　成功の最大のポイントはチャンスを見極める直観です。

　　今この出会いを信じて勇気を出して一歩踏み出す時です。

　　本題に入る前にネットワークビジネスの基礎知識をお伝えします。

　　ネットワークビジネスの基礎知識

　　　　ネットワークビジネスは、小額の資金で始められ、最もリスクのない方法で、あなたを

　　　　「売る側の人」にしてくれるビジネスなのです。

　　　　もっと旨い言い方をすると、口コミによる市場開拓であると考えて下さい。

　　　　決してうさんくさいものではなく、合法化されたビジネスだということは付け加えておきます。

　　ネットワークビジネスとねずみ講（無限連鎖防止）の違い

　　　　ネットワークビジネスとねずみ講は表面上のシステムは類似しているがネットワーク

　　　　ビジネスは商品の販売等を行うことによって、メンバーがボーナスを受け取る販売方

　　　　式であって、法に基づいて適切な運営を行えば事業を継続維持することが可能なの

　　　　に対して、ねずみ講は商品の販売等の活動を伴わない金銭の配当組織で、新規会

　　　　員の勧誘が行き詰まると、組織を継続・維持することが不可能になり、必ず被害者が

　　　　出るのです。ねずみ講は無限連鎖講の防止に関する法律によって開設・運営・勧誘

　　　　等の行為が禁止されています。

　　ねずみ講かネットワークかの判断基準

　　

　　　　ネットワークビジネスの名を偽って行なっているものもあるので注意が必要です。

　　　　ネットワークビジネスだと言われた法定書面らしきものがあるからといって鵜呑みにす

　　　

　　　　るのではなく、本当に商品の販売等を行なっているのか、メンバーの質などを総合的

　　　　に判断して頂きたい。登録料等の名目で大金を求められるようなものや、ヴィジョンの

　　　　みを語り商品等が存在しない場合には、まずは疑って頂きたい。またメンバーを１人誘
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　　　　ったら数万円のボーナスを得られるようなものも同様である。このような擬似ビジネスは、

　　　　最初から継続する意志がなく、お金が集まった時点でドロンしてしまう。被害にあった

　　　　人たちは、ネットワークビジネスとして勧誘されているので、ネットワークビジネスをう

　　　　さん臭いものとして捉えてしまうので、業界に対する信頼の低下の要因となっている

　　　　面があります。

　　　　Ｅメールにリスト上の数人の銀行口座に数千円程度の金を振り込むマネーゲームと

　　　　称するねずみ講もあり「弁護士が確認している」「先に参加した者が抜けていくので連

　　　　鎖しない。従って違法ではない」等という説明で勧誘するものもあるが、れっきとしたね

　　　　ずみ講であるので、絶対に参加しない様にして下さい。

　　次にネットワークビジネスの魅力をお伝えします。　　　　

　　ネットワークビジネスの魅力

　　　　・定年も無く、一生仕事が出来る。

　　　　・自分の自由な時間を使用して仕事が出来る。

　　　　・在庫が発生する事も無く、ノルマもない。

　　　　・高額収入も可能である。

　　　　　　初めはパート感覚でそして仕事として、いずれ事業に発展可能

　　　　　　ビジネス発展と共に報酬も高額に発展する

　　　　・自分の権利が孫の代まで引き継ぐ事が出来る。

　　　　　　　　　　騙されないネットワークビジネスを見極める事が大事です。　

　

　私が参加している安全でお薦めするネットワークビジネスをご紹介します。

　　　　「サリエの魅力」　　会社・商品・システム・将来性・タイミング　ともに最高です。

　　やはり最初は取り扱っている商品が気になるところですよね。
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　ではまず、サリエが取り扱っている商品を説明します。

　詳しくはこちらをご覧下さい。

　　　　　→　http://netjiisan01.up.seesaa.net/image/purezen-seihin.pdf

　あなたはピクノジェノールというサプリメントをご存じですか？

　ピクノジェノールとはフランス海岸松の樹皮より抽出した天然の抗酸化物質です。

　全世界９０カ国以上で商標登録され、愛用されているサプリメントなんですよ。

　ピクノジェノールの機能

　１，強力な抗酸化機能

　　　　　抗酸化力　　ビタミンＣの３４０倍　ビタミンＥの１７０倍

　　　　　強力な抗酸化機能で活性酸素を除去するだけでなく、細胞を刺激し、

　　　　　細胞内の抗酸化作用を高めます。

　２，血流改善機能

　　　　　血小板の凝集能をほどよく抑制し、血液をサラサラにする作用があります。

　　　　　また、末梢血管を拡張する働きもあり、二重三重に血流を改善します。

　３，コラーゲン結合機能

　　　　　皮膚の中のこのコラーゲンとエラスチンと強く結合し、有害な酸素による分解を

　　　　　抑制する働きがあり、加齢とともに薄くなりがちな皮膚の再生にも役立ちます。

　４，有力な抗炎症作用

　　　　　人体各部で起こる様々な炎症に対して、独自の有効成分により消炎ならびに

　　　　　鎮痛の作用があり、各部の炎症は鎮痛化、痛みも和らげることが臨床試験で

　　　　　証明されている。
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　　　　ピクノジェノールは世界の著名な博士の方々の約４０年に及ぶ研究の結果、被験者

　　　　５０００名以上の臨床検査データより、有効性・安全性・無毒性が検証されています。

　　　　ＮＰＯ法人日本サプリメント評議会評価製品にも紹介されています。

　　　　　　　　→　http://www.supplerank.com/seihin/data/pycnogenol/pycno-EX.html　　　

　ピクノジェノールの薬理効果

活性酸素による様々被害の予防と抑制

血小板凝集抑制・血栓予防

抗酸化ビタミンＣ・Ｅの再生

　　　　抗炎症作用

　　　　皮膚病の予防と改善

　　　　血液循環の正常化と維持

　　　　喘息療養効果

　　　　血圧低下作用

　　　　子宮内膜症の治療

　　　　月経困難症改善効果

　　　　脚の腫れに対する効果

　　　　糖尿病性網膜症の対する効果

　　　　過剰色素沈着に対する効果　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など・・・・・
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　　　　ピクノジェノールＥＸの体験者の声を掲載してますので、是非ご覧下さい。

　　　　　　　　高品質　ピクノジェノールＥＸ・愛好者/体験集

　　　　　　

                                                →  http://netjiisan02.seesaa.net/

　ピクノジェノールの特許

　　１９９８年　心臓疾患および脳卒中（米国特許）

　　１９９８年　注意力低下障害ＡＤＤおよび注意欠陥多動性障害ＡＤＨＤ（米国特許）

　　２００１年　子宮内膜症、月経困難症の治療薬（日本特許）

　　２００１年　子宮内膜症、月経困難症の治療薬（米国特許）

　ピクノジェノール関係書籍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是非、読んでみて下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピクノジェノールのすばらしさが解ると思います。
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　次にサリエのネットワークビジネスについての説明をします。

　　　詳しくはこちらをご覧下さい。↓

　　　　　　　http://netjiisan01.up.seesaa.net/image/purezen-b-teian.pd

　優良なネットワークビジネスのポイントをお伝えします。

　　ビジネス選択の５つのポイント

　　　１，会社

　　　　　　堅実な経営であるか

　　　２，製品

　　　　　　今後さらにヒット商品になるか

　　　

　　　３，システム

　　　　　　収入が得やすく、高収入を目指せるか

　　　４，将来性

　

　　　　　　会社の業績向上に併せて、成功できるか

　　　５，タイミング

　　

　　　　　　ビジネス開始が遅くないか

　　　　　この５つのポイントを押さえて、ネットワークビジネスの参加を検討してみて下さい。
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　　では、私が参加しているネットワークビジネスついてご紹介します。

　　５つのポイントに沿って説明いたします。

　　１，会社

　　　　株式会社　エレヴェ　　平成１５年３月設立

　　　　企業理念

　　　　　　効果がある本物の商品を提供し、美容と健康で社会に貢献する。

　　　　　　そして、普及に携わるすべての方に豊かな暮らしをお届したい。

　　　　サリエ事業部　　平成１６年６月スタート

　　　　　　独自に開発された製品の普及を目的として、消費者に信頼される口コミ制度を開始

　　　　　　取り扱い製品は、５品目から始り、現在１０品目と成長している。

　

　　　　　　携帯電話の無料メールマガジン、インターネットを活用したビジネスモールなど

　　　　　　業界最高水準のサポートシステムが充実している。

　　２，製品

　　　ピクノジェノール（フランス海岸松樹皮エキス）配合商品

　　　　　健康食品・化粧品・ヘアケア製品

　　　製品開発理念

　　　　　製造販売自らが使用したいものを追及する。

　　　　　エビテンス（科学的根拠）のある確かな原料を厳選して使用しています。

　　　　　市販されている製品の数ランク上の製品を製造する。

　　　即効

　　　　　数日以内に多くの人が体感でき、リピート率が高い。
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　　　年々購入者が急増

　　　　　大きなヒット商品になることが確実である。

　　３，システム

　　　会員登録はひとり１ポジション

　　　　　ご家族でも別会員になります。

　　　商品購入方法は３種類

　　　　　①定期購入　引落・・・毎月、登録日を基準に郵便局口座から引落後に発送

　　　　　②定期購入　代引・・・毎月、登録日を基準に代金引換にて発送

　　　　　③注 文 時　購入 ・・・代金引換便、または当社指定口座へ振込後に発送

　　　注文方法

　　　　　注文時購入の方は、会社まで電話またはＦＡＸ（注文書に記入）にて注文

　　　　　また、定期購入内容の変更なども同様です。

                   会員特典

　　　　　　　　　　　会員登録料　３０００円でこんな特典が・・・・・・

　　　　　　　　　　　特典その１　特別会員価格

　　　　　　　　　　　　　例；ピクノジェノールＥＸ

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　通常価格（１４，０００円）　⇒　特別会員価格（１０，５００円）

　　　　　　　　　　　特典その２　追加注文

　　　　　　　　　　　　　例；ピクノジェノールＥＸ

　　　　　　　　　　　　　　　　通常価格（１４，０００円）　⇒　特別会員価格（７，３５０円）

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家族、親戚でご愛用するなら、かなりお得です。
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　　　　　　　　　　　　　　　会員価格比較表　↓

　　　　　　　　　　　 http://netjiisan01.up.seesaa.net/image/B2C1B3CAC8E6B3D3C9BD.pdf

　　　　　　　　　　特典　その３　ビジネス報酬

　　　　　　　　　　　　さらに紹介者を増やしていくと、ビジネスに発展していきます。

　　　　　　　　　　　　自動的にネットワークビジネスに参加となります。　

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　４，将来性

　　　　ピクノジェノール製品は、どんどん普及してきています。

　　　　　　ピクノジェノールのＹＡＨＯＯ検索（インターネット）

　　　　　　２００４年夏に２５００件から２００７年１月現在　５０万件

　　　　毎年行われるピクノジェノールの科学的証明

　　　　　　毎年の春・秋に行われる学会で、新たな発表がされる。

　　　　　　２００７年３月に京都大学医学部のよる心臓疾患に関する研究が発表された。

　

　　　　サリエ会員の増加

　　　　　　毎年安定して増え続けている。

　　　　会社の知名度が急激に上がっている

　　　　

　　　　　　インターネット検索で、上位にいる
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　　　　　　　　　ピクノジェノール専門店　     　　→　http://www.pycnoshop.jp/

　　　　　　メディアの取材が増えている。

　　５，タイミング

　　　　　　サリエ事業部

　　

　　　　　　　　平成１６年６月スタート

　　　　　　　　現会員数　約４０００人

　　　　　　　　ほとんどの人はまだピクノジェノールという製品を知らない（ニッチである）

　　　　　　　　参加するにはとても良いタイミングである。

　　　　　　その他のネットワークビジネスはどうでしょう？

　　　　　　　日本アムウェイ

　　　　　　　　　　約３０年前にスタート　会員数　約４００万人

　　　

　　　　　　　　　　３０人中２９人はもうすでに知っている状態でタイミングとしはかなり遅い。

　　　　　　　ニューウェイズ，ニュースキン，ナチュラリープラス，その他

　　　　　　　　　　もうすでに５０万人以上の会社であり、タイミングとしては少し遅い。
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【シゲ爺流】　参加実践型　完全なる不労収入生活実現法

　　簡潔に言うとサリエの魅力は・・・・

　　１，会社

　　　　理念がしっかりしている

　　　　サポートシステムが充実している

　　２，製品

　　　　安全性・品質維持に一切妥協しない

　　　　有効性に優れ、科学的根拠のある原料を厳選して使用している

　　　　即効性に優れ、数日以内に多くの人が体感でき、リピート率が高い

　　　　年々購入者が急増しており、大きなヒット商品になる事が確実

　　３，システム

　　　　誰もが容易に収入を得やすい（オートバイナリー方式）

　　　　在庫や売上ノルマがない

　　　　高額の権利収入を目指せる

　　４，将来性

　　　　着実に会社が進展しており、今後益々の発展を期待できる

　　５，タイミング

　　　　大ブレイクの前に、始めるのが良い

　　　　　　　　　是非　将来の夢の実現にビジネス参加して権利収入を得ましょう。　　
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【シゲ爺流】　参加実践型　完全なる不労収入生活実現法

ＷＩＮ－ＷＩＮの関係に自動的になれるシステム：オートバイナリーについてお話します。

オートバイナリー（自動登録）組織図

　　オートバイナリーは①→②→③→④→⑤→⑥と自動的に会員が振り分けられます。

　　例えば、私がトップの佐利江太郎だとして、あなたが左ラインの北島三郎だとします。

　

　　入会後、あなたが会員を増やす事が出来なくとも、私を通して入会した会員がいずれ

　　あなたのＤＯＷＮラインの会員になるのです。常にお互いにＷＩＮ－ＷＩＮの関係でいら

　　れるのです。そしてＤＯＷＮラインの会員もビジネスに目覚めれば、いつしか権利収入

　　が・・・・　私のこの無料レポートに興味を持って実践されている方は、ネットワ－クビジ

　　ネスに興味があって、収入を得たいと思った方しかいないと思いますけどね（笑）

　　ニッチで良質な即効性のあるピクノジェノール、コエンザイムＱ１０のような大ブレイクが
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【シゲ爺流】　参加実践型　完全なる不労収入生活実現法

　　　が起こる予感があります。今ビジネスを開始し、続けていけば、成功の確率は早く

　

　　　高いものになることでしょう。

　　　　是非、　私と一緒に市場開拓して、権利収入を得て豊かな生活を送りませんか。

　サリエビジネスを始めるには

　　　１，サリエ事業部の会員に登録をするところからスタートします。

　　　２，サリエ事業部の会員の方（今回の場合は私です）の紹介で会員登録を行います。

　　　３，申請書（資料）をサリエ事業部の会員の方から請求して下さい。

　　　　　　　　　　申請書（資料）希望と明記し、住所・氏名・ＴＥＬを記入の上

　　　　　　　　　　下記メールアドレスに送信して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　和田　茂之　　携帯ｍａｉｌ　→　w-shigeyuki@pdx.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣｍａｉｌ　　→　w_pycno@yahoo.co.jp

　　　４，内容を理解した上でビジネスを始めようと思われる方は、所定の申請書に

　　　　　必要事項を記入、捺印の上、お客様控えを１枚受け取り、残りの申請書を

　　

　　　　　紹介者（私）に郵送して下さい。（その際に商品代金のお振込が必要になります。）

　　　　　　　入会申込書の記入の仕方　↓

　　　　　　　　　　　　　　http://shigejiisan.up.seesaa.net/image/sinsei-rei.pdf

　　　５，ご紹介者よりサリエ事業部へ申請書に必要事項記入後に郵送します。

　　　６，会員登録後（お振込み確認後）１週間前後で商品をお届けします。

　　　　　商品説明　

　　　　　→　 http://netjiisan01.up.seesaa.net/image/purezen-seihin.pdf

　　　　　ビジネス説明　

　　　　　→　 http://netjiisan01.up.seesaa.net/image/purezen-b-teian.pdf
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【シゲ爺流】　参加実践型　完全なる不労収入生活実現法

　　　　　インターネット通常販売サイト

　　　　　　ピクノジェノール専門店　　　　　→　http://www.pycnoshop.jp/　　

　　　　　　　その他、京王百貨店，小田急百貨店，東急ハンズ（横浜店），ケイ女性クリニック

　　　　　　　などで取り扱っています。（通常価格１４，０００円で販売）

　　　ＮＰＯ法人日本サプリメント評議会評価製品

　　　　　ピクノジェノール

　　　　　　　　　→　http://www.supplerank.com/seihin/data/pycnogenol/pycno-EX.html　　　

　　　　　アイアライブ

　　　　　　　　　→　http://www.supplerank.com/seihin/data/kuromanin/eye_a_live.html

　

　　　ピクノジェノールＥＸの体験者の声　

　　　　　高品質　ピクノジェノールＥＸ・愛好者/体験集

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　http://netjiisan02.seesaa.net/

　　　水面化情報

　　　　　現在はまだ口コミでしか会員募集が行えませんが・・・・・

　　　　　近日中にオンライン上にてネット会員募集が開始されるとういう情報が入っています。

　　　　　開始されたら、いずれ信じられない現象が起きるでしょう・・・・・・

　　　　　それまでじっくり構想を温めていて下さい。まずはじっくり３～５万円を目標に

　　　　　そしてオンライン化されたら、一気に集客を狙いましょう・・・・・・。

　　　　　そして１日もはやくあなたの夢が実現する事を願っております。

　　　　　　　　　　　　　　　最後までお付合いして頂いてありがとうございました。

　　

19

http://www.supplerank.com/seihin/data/pycnogenol/pycno-EX.html
http://netjiisan02.seesaa.net/
http://www.supplerank.com/seihin/data/kuromanin/eye_a_live.html
http://www.pycnoshop.jp/


【シゲ爺流】　参加実践型　完全なる不労収入生活実現法

　実現したら、この文章を冒頭に掲載して改訂版にするつもりです。（笑）

あなたの月収が２倍３倍にもなる

　　　　　方法をお伝えします。

　借金の支払いに悩んでいるあなた！！

　定年後の人生が不安なあなた！！

　子供が小さくて働きに行けないお母さん！！

　転職を繰り返しているそこのおとうさん！！

　毎日の売上に悩んでいる自営業のあなた！！

　これから先、稼ぎ続けられるか不安なあなた！！

　このネットワークビジネスに参加し、将来の不安を共に消し去りませんか？

　まさに今のこの瞬間が、

　あなたの人生のターニングポイントになります。
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【シゲ爺流】　参加実践型　完全なる不労収入生活実現法

　　あなたがもし、収入を１００万円や１０００万円にして、不安な毎日とサヨナラしたいなら、

　　しかも自由な時間を手に入れたいのなら、じっくり考えて自分の直観に従って下さい。

　もしあなたの収入が２倍になって、自由な時間も２倍になったら毎日何をしますか？

　　　値段を気にすることなく、気に入った服を買って好きなようにお洒落する

　　　行きたかったレストランやお寿司屋さんで、食べたかったものを好きなくらい食べる

　　　今より広い家に引っ越して、快適空間でのびのびと快適に暮らす

　　　狭くて苦しくて臭い満員電車には乗らず、タクシーでスイスイ移動する

　　　時には南の島に行って、朝から晩までビーチでのんびりと過ごす

　　　年に一度とは言わず、毎月のように温泉や旅行に行けるようになる

　　　憧れのベンツを買う事だって出来ます

　　　両親やお世話になった人にプレゼントを贈る

　　　パートやバイト・会社を辞めて、朝から晩まで自分の好きなように１日を過ごす

　　　嫌な上司の下で働かなくても良くなります

　　　定年後を見据えて貯金もできます

　　　無駄なプレッシャーがなくストレスから解放されます

　　　毎月家計の負担になっていた住宅ローンの事も気にしなくて良いようになります

　　　子供の将来を考え、才能を伸ばすために惜しみなくお金を使えます

　　　　　　　

　　　　　　　そんな夢を実現したいと思いませんか？

　　　

　　　　　　　皆様の夢が実現する事を心より願っております。

　　　　　　　　　　　　　　　　最後の最後までお付合いして頂いてありがとうございました。
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　　　　　　　　　　　　　　参考ブログ；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サラリーマン脱出計画ｐａｒｔ３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　http://netjiisan01.seesaa.net/
                            　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田　茂之　　携帯ｍａｉｌ　→　w-shigeyuki@pdx.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣｍａｉｌ　→　w_pycno@yahoo.co.jp　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メインブログ；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シゲ爺の気ままな日記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　http://shigejiisan.seesaa.net/

                                                                                 ピクノ通信

                                                                                   →　http://pycno.seesaa.net/

22

http://pycno.seesaa.net/
http://netjiisan01.seesaa.net/
http://pycno.seesaa.net/
http://shigejiisan.seesaa.net/
http://shigejiisan.seesaa.net/
mailto:w_pycno@yahoo.co.jp
mailto:w-shigeyuki@pdx.ne.jp
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	                                                                                 ピクノ通信

