
自分のアイデアを実現する！ 

＼新しい人生のはじまりを体感したいあなた！／ 

 

 

 

 

 

 

あなたは、こんなことを思ったことはありませんか？ 

「出版に興味あるけど、自分には無理だな」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「HSP 繊細傾向で人の言動が気になって疲れ

る時があるな」 

「お金は稼ぎたいけど目立ちたくないな」 

「本当に言いたいことを言えたらイイな」 

「思い通りの人間関係になればイイな」 

「つい人に言いすぎてしまうけど、本当はやさし

い言葉をかけれたらイイな」 

「人の心を一瞬で動かせたらイイな」 

「自分も相手も大切にしたいな」 

「自分が尊敬できる人が集まる場所で働けたら

イイな」 

「自由な時間自由に働けたらイイな」 

 



これからの時代は『心の時代』と、言われています。 

人の心をワシづかみすることができたならば、 

あなたは一生、豊かな人生を送ることことができます。 

なぜならば 

成功する人は最も感情コントロールできた人 

幸せな人は最も感情がコントロールできた人 

だからです。 

その心をワシ掴みにする方法は、 

【心理コピーライティング】です。 

 

心理コピーライティングを習得すれば、出版に関わらず

営業成績ＵＰ、転職、人間関係、恋愛、パートナーシップ、

ありとあらゆることが、とても有利に、楽に、面白く、自分

の人生を運んでいくことができます。 

 

自分と人の心を最も動かした人が、人間関係もうまくイク

し、お仕事もうまくイクし、恋愛でもモテるし、パートナー

シップも、自分史上最高にうまくイクからです。 

 

今回は、そんな、心理コピーライティングが学べる 

【ゆりファン倶楽部】をあなたにご提案します。 



 

心理コピーライティングを学んで心を整えていただきな

がら、一緒に本を出版していく仲間を【ゆりのファン倶楽

部】という、気軽な形で募集します。 

あなたの趣味や学びを本にするだけで、人から応援され

たり、憧れられたり、印税も入ってくる大人の倶楽部です。 

 

 

◆繊細で人の言動が気になり疲れてしまうあなた 

◆趣味、学びを結果に変えたいあなた 

◆人を喜ばせるのが好きなあなた 

◆自分も相手も大切にしたいあなた 

◆人の心を一瞬で魅了したいあなた 

◆本当に伝えたいことが伝えられる様になりたいあなた 

◆書くことが好きなあなた 

◆笑顔の素敵なあなた 

◆心理コピーライターで腕１本で収入を得たい方あなた 

◆自由な時間自由な働き方がしたいあなた 

◆新しいことにチャレンジしたいあなた 

◆ライター編集者になってみたいあなた 

◆パートナーシップをより良くしたいあなた 

【ゆりファン倶楽部】とは？ 
 

【こんなあなたにおススメです】 
 



◆愛妻家.愛妻家/愛夫家.愛夫家になりたいあなた 

◆老後まで楽しく夜をエンジョイしたい方 

◆気軽に性を日常生活に取り入れたい方 

◆異性、同性問わず魂レベルで仲間と向上していきたい

あなた 

◆単純に、石田ゆりかを応援したいあなた 

 

 

◆繊細という生きづらさが「才能」という形に劇的に変化

する 

◆趣味や学びが、趣味レベルで終わるのではなく印税に

換金される 

◆人を一瞬で魅了するようになり、自分史上最高のモテ

期を迎える 

◆伝えたいことが伝えられ、人にやさしくできる 

◆人に喜んでもらいながら自動収入が得られる 

◆自由な時間自由に【働かない働き方】ができ、人生を

有意義に過ごせる 

◆本という形で、世の中に自分の生きた証が残せ、更な

る自信がみなぎる 

◆自分が編集長となれる 

【創造されるあなたの未来】 
 



◆理想の方々と向上することが楽しい毎日 

◆新しい事へのチャレンジがワクワクと楽しみで溢れかえ

る毎日 

◆プライベート、ビジネスに関わらず、理想のパートナー

シップが送れる 

◆魂の成長が行われ、笑顔絶えない「真の幸せ」を感じ

ざるおえなくなる 

◆その感謝のエネルギーが大きく循環し、あなた自身、

異性同性問わず自分史上最高の！モテ期を迎える 

◆石田ゆりかをはじめ、あなたのファンに尋常でなく感謝

される 

 

 

経験、未経験全く問いません＾＾ 

石田ゆりか自身、ど素人で、なんの取り柄もない田舎っ

ぺ主婦からのスタートで、今やベストセラー本をプロデュ

ースするまでになりました。 

取り柄がないどころか、人が嫌いすぎて、自分のストレス

に溺れて死にかけていた人間です。 

 

そんな私でも、意外と簡単に幸せを掴めた方法が【心理

Q＆A 経験や資格はいりますか？ 



コピーライティング】を使った本の出版でした。 

本を 1 冊書くだけで、1000 人もの読者様にメルマガご

登録いただいたり。 

そこからさらに、YouTube の URL を本に添付している

だけで、ほぼほぼ登録者のいない状態から収益化まで、

あれよあれよという間に達成しました。 

応援してくださる「どファン」がいてくれているおかげ様で

す。 

YouTube は 1 本 200 万再生を越すものや、収益に関

しては、毎日１．５倍増で右肩上がりしています。 

 

もともと、YouTube はプライベートで撮影した動画の保

存データがいっぱいになって、YouTube にアップしてみ

よと、思ったのがきっかけですが。 

本の出版と YouTube の相性が見事にマッチしすること

がわかり、本当に楽しんでいます。 

自分にファンができることで、まさに趣味からお金が生ま

れた！という感覚です。 

 

とはいえ、動画もある程度のシナリオをまとめないと発信

ができないのが動画だと思います。 



しかしながら、「心理コピーライティング」という武器を持

っていれば、書いて自分の考えを表出することが日常化

していくので。頭の中で、自分が伝えたいことが勝手に溢

れ出すようになってきたが大きな要因です。 

 

そんなゆりも。 

元々は、人前で話すことも苦手なタイプでした。というか、

前述しましたが、人と接するのが苦手で関わらないように

していた人間です。 

今は、「心理コピーライティング」で毎日のように、感想や

感謝をいただきます。 

そればかりか、その服や着物どこで買ったんですか？同

じものが欲しいです！ゆりかさんのようになりたいで

す！ゆりかさんのパートナーシップに憧れます。本はすべ

て読んでいるし、動画も全部見ています！ 

などなどです。 

 

あなたも、あなたの趣味や学びを本にするだけで、こんな

風に人から応援されたり、憧れられたりするようになりま

す。印税も入ってきます。 

 



 

自分の理想を持っている人をモデリングすることで、自

分を応援してくれていたファンの方々も同じように！ 

◆仲間に応援していただけることで人生が豊かになりま

した！ 

◆パートナーができました！ 

◆史上最高のモテ期を迎えています！ 

◆毎月、自動収入が、印税などで入ってきてビックリして

います！ 

◆相手を思いやりながら、伝えたいことが伝えれるように

なって、本当に人生が快適で豊かになりました！ 

などなど、毎日のようにお歓びの声を頂いています。 

 

 

モデリングは、「ロールモデル」と言いますが、自分の理想

の人モノ事を持っている人を真似するだけで、その理想

の人モノ事と同じような現状に自然となっていく法則で

す。私達の脳は、ミラーニューロンという、見たり聞いたり

したことを、そっくりそのまま真似する脳の働きがあるか

らです。 

 

なぜ？モデリング？ 

応援すると応援される！ 



 

あなたも一緒に【ゆりファンクラブ】と言う形で、気軽に楽

しく♪心理コピーライティングを学んで、本を出版してみ

ませんか？ 

 

【ゆりファンクラブに入会すると良い方】 

◆繊細で生きづらさを感じているあなた 

◆趣味、学びを結果に変えたいあなた 

◆伝えたいことを伝えながら 

人の心を一瞬で動かしたいあなた 

◆人を喜ばせるのが好きなあなた 

◆書くことが好きなあなた 

◆心理コピーライターで腕１本で収入を得たい方あなた 

◆自由な時間自由な働き方がしたいあなた 

◆新しいことにチャレンジしたいあなた 

◆ライター編集者になってみたいあなた 

◆笑顔の素敵なあなた 

◆パートナーシップをより良くしたいあなた 

◆愛妻家.愛妻家/愛夫家.愛夫家になりたいあなた 

◆老後まで楽しく夜をエンジョイしたいあなた 

◆魂レベルで仲間と向上していきたいあなた 

【ゆりファンクラブに入会すると良い方は？】 
 



◆単純に、石田ゆりかを応援したいあなた！ 

 

 

ゆりファンクラブにご入会頂くと 

その１～その４が、ご提供されます 

その１， 

二か月間、心理コピーライティングについての内容が配

信されます。心の整え方と出版方法を学んでいただけま

す。 

 

その２、 

その後、教材化した４万円！教材をお送りしますので、 

二か月後からは、ご自分のペースで本の執筆にとりかか

っていただくことで、心が整うことを実感して頂きます。 

 

その３， 

Facebook グループにご招待しますので、そこでご質問

やご相談を仲間で解決しあったり、仲間の応援を行って

いきます。もちろん石田ゆりかにダイレクトにメールにて

ご相談質問も OK。 

 

【ゆりファンクラブ内容】 
 



その４， 

プレゼント特典 

月１回、世の中には出まわらない「ヒミツ本 pdf」及び「ヒ

ミツ動画」をご覧頂けます。 

◆コミュニケーション 

◆パートナーシップ 

◆夜の事 

◆お金 

◆一流の人間関係構築法 

◆働かない働き方でのお仕事 

などなど 

人生を豊かに過ごせるヒントになりますので、その内容を実践して頂きながら

楽しく学んで頂きます。 

 

 

気になるゆりファン倶楽部へあなたがご入会する価値

は？というと。 

このゆりファン倶楽部のプログラムは、ベストセラー著者を多

数輩出し、自身もベストセラー作家であり、企業や高校でも

授業を行うコピーライティング歴１０年のゆりが。今や年商１５

ゆりファン倶楽部へご入会の価値は？ 



０億のコピーライターの神と言われる方から伝授していただ

き、実績を積み重ねてきた再現性のある方法です。 

透視・ダウジングのできる方にみてもらってもこの倶楽部は

最低でも 1００万 円の価値があるとのことです。なので、こ

の心理コピーライティングをぜひ、学びたいという方々に、対

面で１００万～５０万円の価格帯でお伝えしています。 

あなたにもお伝えする際には、最低でも５０万円を支払って、

参加して下さっている生徒さんと同じ価格でないと失礼では

ないかと考えています。 

しかしながらですね・・・ 

みなさんは自分がこの心理コピーライティングで幸せになれ

たから。ぜひ たくさんの人に伝わってほしいと言って下さっ

ています。 

なのであなたに、この倶楽部をお伝えする価格としては、より

手に取りやすく、多くの方々にお伝えしたいという、私とみな

さんの願いもあり。今回あなたにお伝えするゆりファン倶楽

部の金額は、１００万でも５０万円でもなく、なんとっ！ 



月額９９９円と 3,333 円の二つのコースをご用意して、ご案

内しようと思います！ 

◆Ａコース：月額９９９円/５５名限定 

上記その１～４の内容とプレゼント特典が付きます。 

◆Ｂコース：月額3,333 円/3３名限定 

上記その１～４の内容とプレゼント特典が付きます。 

更に！石田ゆりかと共に本の出版を共著で出版することが

できます。 

 

◆入会特典として選べる秘密の特典があります◆ 

※フォローの関係で定員になり次第締め切ります。 

 

 

 

 

 

 

【秘密の入会特典】 



 

◆5５名限定！Ａコース：月額９９９円 

 

http://hs-y.com/yurifun.html 

 

◆3３名限定！Ｂコース：月額 3,333 円 

 

http://hs-y.com/yurifun2.html 

 

お支払いはクレジット、デビットの場合 

決済した日と同じ日に毎月決済が行われる形です。 

例えば、１月２５日に決済した場合、翌月は２月２５日という風に毎月

25 日が決済日となります。 

 

銀行振り込みの場合 

年払い一括のみで、２か月分お得に参加いただけます。 

例えば、９９９円×１２カ月＝１．２万円→9,990 円 

3,333 円×１２カ月＝４万円→33,330 円 

 

解約はいつでも OK 

決済日の１０日前までにお知らせいただくだけで完了します。 

 

【申し込みはこちらから】 
 

http://hs-y.com/yurifun.html
http://hs-y.com/yurifun2.html


 

A コースと B コースの違いは、出版メインで参加される

場合にＢコース超おすすめです。ゆりと共著で出版する

かどうかの違いです。 

 

B コースを選択していただくと、ゆりと共著出版ができま

すので、１万人以上の媒体であなたの本をご紹介できま

す。なので、Amazon ランキング１位やベストセラーがと

りやすくなります。印税はあなたとうちの事務局と半々

で、５万円～１００万円程度になるかと思います。その人

それぞれのセルフイメージで印税は違ってきますが、こん

な、お得金額で出版ができ、印税も入るなんて、他にない

サービスだと思います。 

 

そして、構成などもベテランがサポートしますので、出版

がたやすくできて、しかも、Amazon ランキング 1 位著

者となって、はれてあなたは作家となり、異性からも同性

からも同僚からも家族からも、ありとあらゆる場面で、一

目置かれる存在となる、というわけです。 

 

名刺にも作家と書けますので、恋愛や仕事、人間関係、

Q＆A：A コースと B コースの違いは？ 



何にでもオールマイティーに活用できます故、ところかま

わず、かなりモテます♪書いて、心を整えることで、コミュ

ニケーションも超絶アップしていますので、人生が激変す

るのを体感することでしょう。 

 

もちろん出版はペンネームでＯＫですし、書く内容もあな

たの興味性のあることで出版できます。 

ぜひ一緒に人生を豊かにして頂けるとうれしいです♪ 

 

 

◆１０代：１０歳で父が死に、母も男の元へ出ていき子供

だけの生活を送る そんな中、どうしても進学したくて 新

聞配達をして奨学金をもらいながら 水商売しながら、学

校に行く。 無理がたたり、学校にいけない毎日が続き 

あやうく中退に。というか、卒業試験も受けなかったので

卒業は諦めていましたが、なぜだか奇跡的に！みなより

遅れながらも理事長室で卒業を迎える  

 

◆２０代：学校を卒業し、奇跡的に内定をもらった会社に 

半年でクビ宣告をうける。 だがしかし、一旦クビになった

が 奇跡的に再雇用となる。 だがしかしだがしかし 妊娠

ゆりの自己紹介 



発覚！(→退社の運びとなる) ２０歳でデキ婚し(→その

後離婚) 今やアラサーになろうかと言う息子がいます。 

若くに子育て期間に入ったものですから 職もなかったの

で 安定した職業をと思い 子育て中に正看護師の資格

取得し ナースとなる  

 

◆３０代：１度目の主婦のころに起業し そこからシングル

マザーになったと同時に 病気発覚(今、ちょー健康＾＾) 

一念発起！もう一度人生やり直したい！と、 息子が１８

歳になったと同時に 車も携帯も家もすべて捨て スーツ

ケース一つで海外放浪の旅に出る その後、本気の恋愛

がしたい！と、 愛を求めてさまよい 海外まで男を追っ

かけていくもフラれる 婚活でマッチングするも短期恋愛

でフラれまくる。 大黒摩季さんの「夏が来る」の歌詞状態。 

何がよくない？どこが良くない？ と、翻弄する。  

◆４０代：そんなことを繰り返していくうちに 今のダリン

ちゃまに出逢う。 今はとても幸せ。 素人主婦が、起業し

てはや１０年。 書くことが大好きで 素人ペーペー主婦が 

恋愛に奮闘した過去をもとに本を書き 著者にもなれまし

た。 そんなあれこれを動画で発信しております。 

どうぞよろしくお願いいたします！ 



◆ゆりの YouTube 人生♥華金ちゃんねる 

⇒ https://www.youtube.com/channel/UCpXdANoJBpITbtLApyH_WcQ  

◆ゆりの著書一覧 

⇒http://blog.hs-y.com/?cat=176   

   

 

 

自分と言う在り方をしっかり持ちながら、 

相手のことを考えられる。 

そんな幸せな人、 

パートナーシップを築いている仲間が 

周囲に増えれば、 

更に人生って楽しくなります♪ 

 

ぜひ、ゆりファン倶楽部に入って頂いて、 

一緒に人生を豊かに盛り上げていって頂けると 

うれしいです。 

 

いつも様々な形で応援頂いている事 

とても感謝しております。 

ファンクラブでもお会いできること、 

最後に 

https://www.youtube.com/channel/UCpXdANoJBpITbtLApyH_WcQ
http://blog.hs-y.com/?cat=176


心より楽しみにしています     

 

【申し込みはこちらから】 

 

◆5５名限定！Ａコース：月額９９９円 

http://hs-y.com/yurifun.html 

 

◆3３名限定！Ｂコース：月額 3,333 円 

 http://hs-y.com/yurifun2.html 
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