
宮崎リューセイ 年間 VIP メンバーシップ 2017 

3 月 31 日（⾦）までの特別招待状 
       競馬会の演出ブログ開設 10周年記念スペシャル企画 

 

率直にいって、 

宮崎リューセイの演出競⾺は、すべての⼈に理解できるものではありません。 

 

たとえば、、、 

「競馬は投資だ」といって機械的に馬券を買う手法。 

「競馬に絶対に勝てます」「楽に簡単に稼げます」といったおおげさな煽り。 

「単勝１点買いで５００万円投資しませんか？倍になりますよ」といった予想会社。 

 

多くの人は、こういう表面的な情報に惑わされてしまいます。 

 

でも、リューセイメンバーやメルマガ登録メンバー、また毎週ブログを閲覧してもらって

いるあなたならは、競馬で稼ぐこと、成功を手にすることは、そんなに簡単ではないとわ

かっていると思います。それだけでなく、お⾦と時間を投資して演出競⾺の知識や価値を

⼗分に理解されていることでしょう。 

 

今回は、リューセイに何らかの形で携わっていて何事も即実践しながら、コツコツ真摯に

競馬と向き合うあなたに【 年間 VIP メンバーシップ  】の招待状を送らせて頂きました。 



宮崎リューセイの【 年間 VIP メンバーシップ 】 
 

年間 VIP メンバーシップとは・・・ 

すべての教材・サービスを 1 年間無料で受け取ることができる特別な仲間です。 

 

1年間無料！？ 

と驚くかもしれませんが、、、その理由を説明します。 

 

きっかけは、演出競馬 VIP 会員のメンバー達が 1年間さまざまなサービスを受けた上で 

「もっと演出競馬を勉強したい」「またみんなで集まりたい」といった数々の声をもらった

ことでした。 

 

リューセイ自身もあなたと、限られた期間で関係を終えるのではなく、演出競馬を通じて

ずっと⼀緒に成⻑していきたいと考えました。 

 

そして、今までに教材・サービスを受けてもらった感謝の意味も込めて、もっと演出競馬

を伝えるサービスはできないか。 

そういった想いから、今までにないリューセイのすべてを無料で受け取れるサービスを開

始することにしました。 

 

それが「宮崎リューセイ 年間 VIP メンバーシップ」です。 

では、さっそく内容についてお話しましょう。 



【 ＶＩＰサ－ビス ：Ｎｏ1 】  
過去のリューセイ教材（すべて．．．） 
180,000 円相当（定価） → 無料進呈！ 
 

過去の教材から今後新しく販売する教材 すべてを無料で受け取れます。 

 

もう買う必要はありません。 
リューセイは、これまでに数百の馬券術を編み出してきましたし、それらをまとめた教材

もリリースしてきました。 

思えば、この世に演出競馬としてネットにデビューしたのが 2007年。 

あれから丸 10年という年⽉が経っていますが、とても充実した 10年間でした。 

 

これからも新たに教材をリリースしたり、まだ未定ではありますが 

競馬会の旬な情報も盛り合わせた馬券術や今ある教材も時代に合わせて随時アップデート

していく予定です。 

 

なので、 

あなたはリューセイの過去の教材からこれから期間内に新しく販売する教材、そして期間

内にアップデートするものすべて無料で⼿に⼊れることができます。 

これだけで数十万円、数百万円分もの価値があるでしょう。 

さらに、これからリリースする「新馬券術 2017年版春」（仮）の試験運用を予定している

のですが、その運用計画に誰よりも早く参加してもらうことも考えています。 



 

具体的には、3 月中にその「新馬券術 2017年版春」を早速 4 月・5 月のとあるレースで 

試してもらおうという計画も⽴てています。 

これは、今年上半期の勝負馬券にもなるものです。 

 

年間 VIP メンバーシップには、一足先にこのサービスを熟読してもらい感想や意⾒をもら

いながら勝負していきたいですね。 

 

 
【 ＶＩＰサ－ビス ：Ｎｏ2 】 演出プレミアム会員（1 年間） 
4,800 円/4 週×13＝62,400 → 無料配信！ 
 

演出プレミアム（メインレース買い目配信サービス）を 1年間 無料配信します。 
 

このサービスは、勝負レースを週に１回、具体的には日曜日の１レース（メインレース）

の買い目をあなたのメールボックスに配信するサービスです。 

4 週毎に 4，800 円で販売している買い目配信を 1 年間ずっと無料で受け取ることがで
きます。 

 

また通常会員全員に、不定期ではありますが、年に数回簡単な⾺券術や競⾺会の⽅向性な

どを分かりやすく解説したプチ教材も発⾏していますので、そういうプレゼント的な教材

も会員さんにも喜んでもらっています。 

 



【 ＶＩＰサ－ビス ：Ｎｏ3 】 超高配当メサイア（1 年間） 
16,000 円/×12＝192,000 円 → 無料配信！ 
 

超高配当メサイア（超高配当に特化した最終レースを狙い撃ちする買い目配信サービス）

を 1年間 無料配信します。 
 

今、一番熱い！！ 人気のサービスです。 

もともとリューセイ自身が穴党なので、中央競馬会が演出するレースの中で一番高配当の

確率の⾼い最終レースで超高配当だけを狙うサービスです。 

超高配当（目標は常に 1000倍以上）が故に、的中率は下がりますが、⼀発⼤⽳が炸裂した

時の快感は半端ありません。報告メールが嵐のように⾶んできます。 

その熱さや興奮度は、リューセイも含め⾎管が破裂しそうな程です。 

 

昨年の 3 ⽉には、サービス開始半年にもかかわらず、100 万馬券というスペシャルな配当

が的中し会員全員が歓喜し、急きょ 100 万馬券的中パーティーを新宿で開いたほどです。 

ＪＲＡ全的中額の半分近くにあたる 1億数千万円を会員で強奪したのは圧巻でした。 

 

またその特徴の中で、好評もらっているのが「計画性」です。 

このサービスは、もう数ヶ月前からどの週の最終レースをチャレンジするか「日時」が決

まっています。また 3連複や 3 連単の「購入点数」もほぼ決まっているので予定が⽴てや

すいということがあげられます。これはメンバー間でも良く聞く話です。 

 

有料サービスでは、1ヶ⽉間不的中の場合は全額返⾦も⾏っています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【 ＶＩＰサ－ビス ：Ｎｏ4 】 ＪＰＲＯ競馬ＤＸソフト（1 年間） 
15,000 円/×12＝180,000 円 → 無料使用！ 
 

リューセイ初の演出競馬ソフトＪＰＲＯ競馬 DXを 1年間無料使い放題できます。 
 

競⾺にかける分析時間を短縮し、勝負にかける労⼒を軽減し、ここぞ！というレースに集

中できるための全自動演出競馬ソフト・・・「ＪＰＲＯ競馬 DXソフト」。 

ＪＰＲＯ競馬 DXの特徴は、演出競⾺を⽂字通りソフトに落とし込んだ画期的なソフトです。

中央競馬の全開催すべてのレースに対応しています。そのレース数は、約 3,400余り。 

 

 

オッズ更新はもちろん、ネット投票との連動、何より評価してもらっているのは、その予

想時間の正確さと結果に対しての表示の早さです。競馬会の「確定と同時」の表示になり

ます。 

 

その中には、最高額４４０万円馬券情報を配信したり、このソフトを使用したリューセイ

メンバーから「１００万馬券を的中しました！」と数多く証拠画像を送ってくれました。 

 

 

こちらが、その証拠画像です。 

 

 



      
 

リューセイもメンバーの方が結果を出してくれるのは大変嬉しいですね。 

毎月 15，000 円の「ＪＰＲＯ競馬 DXソフト」を 無料で 1 年間使いたい放題に
できるのです。 

 

特に朝からじっくり競馬をされる方には、「最強の味方」になってくれることでしょう。 

メンバーからは、「人気薄の勝負騎手」「あっと驚く最強番号」「確実なパドック馬」 

という評価で⻑く使い続けている⽅が多いのが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 



【 ＶＩＰサ－ビス ：Ｎｏ5 】 セミナー・勉強会（1 年間） 
数⼗万〜数百万円 → すべて無料！  

 

リューセイのセミナーや勉強会に 全て無料で参加できます。 

 

演出競馬のセミナーや勉強会は、演出競馬で稼ぐことに真剣な選ばれたメンバー限定での

開催になるでしょう。 

このセミナー・勉強会では、演出競馬を実践してもらいながら、レベルの高い競馬仲間と

ディープな競馬談義をすることもできます。 

「環境が人生を変える」といわれることはよくありますが、セミナー・勉強会への参加、

一生の競馬仲間との出会いは、きっとあなたの人生に大きなプラスとなるでしょう。 

 

 

出席した方なら同感してもらえると思いますが、 

必ず参加者に「今⽇は良かった！」、「また参加したい！」と言われます。 

とてもうれしく思いますし、そういうご縁をとても⼤切にしています。 

競馬は賭け事ではありますが、実際には「心の勝負」でもあります。 

豊かな心で、勝負することが、まず最初の突破口になるのです。 

 

 

 

※セミナーや勉強会に参加するための、交通費、宿泊費、懇親会費は対象にはなりません。 



年間 VIP メンバーシップの価値を計算してみましょう！ 
 

 

● 過去の教材全て              180,000 円（定価） 

● 2017年の未発表教材            100,000 円（定価）以上 

 

● 演出プレミアム（1年間）          62,400 円（定価） 

● 超高配当メサイア（1年間）         192,000 円（定価） 

● ＪＰＲＯ競馬ＤＸソフト（1年間）      180,000 円（定価） 

 

● 東京セミナー春秋（1年間 2 回以上）     65,600 円（定価）以上 

● 個別相談（1年間 2 回）           120,000 円（定価） 

 

 

                      合計 900,000 円 → 無料 
 

 

つまり、年間 VIP メンバーシップの価値は、、、 

 

１年間で 90 万円相当ということになります。 

 

 



ちなみに、上記の一番上の部分のリューセイの「過去の教材」の一部を載せておきます。 

 

● ストラックアウト 

  「簡単！確率の⾼い 1頭だけを抽出する方法」 

●  スポットワールド  

  勝ち馬を事前に分かるレースを簡単に察知する方法 

●  スポットワールド プライベートレッスン 

  会員さん個人レッスン  

● 競⾺進化論「爆は⾦なり」 

  「読み・選択・⾒極めという三つ巴の戦いと第 4 のファクター」 

● オズ攻略法「オッズキャプチャー」 

  「オッズは⾒るだけで誰でも攻略できるパターンが存在する」 

● 一撃馬券術「パッシングショット」 

  「⼤⾦を張るための⾺を１頭⾒つける⽅法」 

● Ｊプロメソッド 
  会員を実際にレクチャー 

● ステップ馬券術 

  「誰でも簡単にできる！出馬表に隠された暗号を解く」 

● ワルの法則ベスト 10 
  「決して表には出せない裏の法則で勝負する 10項目」 

●  クイック馬券術 穴馬速読！ 

  「⻩⾦パターンを素早く確実に発⾒できる⽅法」 

 



仮に 1年間、同じサービスを受けるなら約 90 万円相当が必要になります。 

ですが、もし今回、年間 VIP メンバーになるなら、これらの教材・サービスは、 

⼀年間すべて無料になります。 
 

あなたが「競⾺で稼ぎたい」「精度の⾼い⾺券を買えるようになりたい」「⾃分だけの武器

が欲しい」と毎週の競⾺に取り組んでいるのなら、、、とてもお得な提案だと理解できるで

しょう。 

 

 

では、 

今回の年間 VIP メンバーはいくらにするのが妥当でしょうか？ 

 

ですが、、、そうは言っても 90万円という⾦額を⼀括で払うというのは、 

現実的な価格ではないのかもしれません。 

 

ですので、今回はキリの良い 60 万円に決めました。 

通常の価格と比較しても十分に元が取れる価格だと思います。 

 

ただ、、、 

⼤切なあなたに⾦額がネックで年間 VIP メンバーへの 

参加を断念して欲しくはありません。 

 

 



ですので、今回は半額以下の 40 万円にすることにしました。 

 

しかし、リューセイは考えました。 

スタッフとも相談し、何時間も納得いくまで話をしました。 

 

なぜ、こんなにも価格を決めかねているかというと、 

あなたは、⻑くメンバーであり、毎週のようにブログも訪れてもらっています。 

リューセイの良き理解者でもあるという点、そして⼤切な仲間でもあるからです。 

 

 

なので、今回に限りさらにあなたへの感謝の意味もこめて 70％OFF の 

29 万円で募集しようと思います。今申し込みを決断してもらえれば、 

この価格で、あなたはこの場で、年間 VIP メンバーになることができます。 

 

 

さらに 

毎年 29 万円ではありません。 

 

 

入会の際の今回、１年目に 29 万円を支払ってもらえれば、 

2年目以降は、約半額の 毎年 15 万円のみで 上記の権利を全て継続できます。 

 



 

本当にずっと？ 
途中でなくなったりしないの？ 

 

 

「一生」と約束すると、本当にずっと続くのかと心配になるのは当然のことです。 

 

リューセイ⾃⾝も業界に⻑くいると、顔出しもせず商材を販売している⼈、何度も会社名

を変える情報配信会社、そもそも証拠画像も偽装した詐欺。 

それらに騙されて数百万を使ってしまいました、、という話をよく聞きます。 

 

⼀⽅で、会員さんに「リューセイさんは、競⾺暦２５年で、You Tube で顔出しをした換⾦

動画を公開している。セミナーでも実際に本人に会える。これまでこんな人には、出会っ

たがありません。」といわれたこともあります。 

 

もちろん、これまでの付き合いから、 

あなたを騙すようなことをしないのはおわかりでしょう。 

 

ですが、「一生継続的に」といわれると本当なのか、、、と不安になる気持ちもわかります。 

そこで、安心してもらうために以下の保証をします。 

 

 



2 年間保証 
 

年間VIPメンバーシップを申し込んでから2年間はサービスを提供することを保証します。 

万が一、リューセイ自身になにかがあったり、競馬会のルールが大幅に変更になり、途中

でメンバーシップを続けられない状況になったら、2年分の料⾦を⽉割にして、サービス未

提供分を返⾦します。 

返⾦の⽅法は、メールアドレスに返⾦の旨を連絡した上で指定⼝座へ返⾦いたします。 

もちろん返⾦の場合でも、お渡ししている商品・教材などの返却は必要ありません。 

 

 

返⾦保証は？ 
 

今回の提案については、「やっぱり違ったので辞めたい。」といった自己都合での返⾦保証
はありません。 

なぜなら、今回１年間で受けられるサービスの価値だけでも、参加料⾦の⽅がはるかに安

いからです。 

そもそもこのメンバーは誰でも⼊れるわけではなく、演出競⾺の価値を理解し、競⾺で勝

ちたいと⾼い意識を持った⽅のみを対象としたものですので、冷やかしで⼊る⼈はいない

と思いますし、保証の必要はありませんよね。 

 

 



もう募集できないかもしれません 
 

これまでに会員さんから「演出競馬をもっと知りたい。」「また集まって競馬談義をしたい。」

「リューセイさん音頭をとってもらえないですか？」 

といった声をいくつもらいました。 

 

今までいろいろと忙しく、なかなかこの声に答えられずにいたのですが、、、 

セミナー等を終えたタイミングで、今回の招待状をおくることができました。 

 

そして今回が「春」というタイミングだったからこそ募集を決意しました。 

春というのは、何かを始めるには⼀番良い季節です。やる気にもなるさわやかな季節です。 

 

なので、このタイミングで参加してくれたら嬉しいです。 

リューセイ⾃⾝もあなたと演出競⾺を通じて⼀緒に成⻑していきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 



今までの話をまとめますと、、、 
 

年間 VIP メンバーシップとは、 

宮崎リューセイの年間ＶＩＰ会員となり、演出競馬の全てのサービスをて受け取り、情報

社会と言われるようになって久しい競馬で稼げるようになるためのもっともお得なサービ

スになります。 

 

年間 VIP メンバーになるには、本来 90 万円ですが、あなたへの感謝の意味もこめて 

今回は 70％OFFの 29 万円で募集します。（銀⾏振込は分割が可能） 

仮に、次回募集するとしても、まずこの価格では募集しないでしょう。 

 

また、翌 2年目以降は 29万円ではなく、約半額の毎年 15 万円のみで継続できます。 

これは、今回年間ＶＩＰになってもらった⽅のみの権利です。 

 

 

今回、年間 VIP メンバーにならない理由はあるでしょうか？ 

やっていただきたいことは、下記のフォームからお申し込みいただくだけです。 

それでは、年間 VIP メンバーとして、これからも末永くお付き合いしましょう。 

あなたの申し込みをお待ちしています。 

 

 

宮崎宮崎宮崎宮崎リューセイリューセイリューセイリューセイ    



【 宮崎リューセイ 年間ＶＩＰメンバーシップ 】  

下記をクリックして申し込んでください。 

 ↓↓↓ 

https://myasp-12.com/p/r/0oarGzU9 
 

 

追伸 1： 

私が 1 年間で⼀番楽しみにしている⽇は、何といってもメンバーさん達と直接顔をあわせ

ることができるセミナーや勉強会です。場所がどうしても東京になってしまうので遠方で

どうしても都合の付かない人もおられるので、もし参加できるようであれば、その中から

個別相談も受けていきたいと考えています。もちろん競馬の話が中心になるのでしょうが

その他の話で盛り上がることもやぶさかではありません。短い時間の中でも有意義に使え

たら嬉しく思います。 

 

追伸２： 

先ほどもお伝えしましたが、未公開の新馬券術 2017年春版をいち早くお届けします。 

本来であれば、別途 32,000 円の有料教材になりますが、年間 VIP メンバーは、この教材

を無料で受け取ることができます。 

 

最後に、この招待状の 有効期限は、2017年 3 月 31 日（⾦曜日）とさせてもらいます。 

 



※価格は全て税込みの⾦額です。 

※銀⾏振込の場合は、一括（29 万円）、2 分割（16 万円×2）、3 分割（12 万円×3） 
 申し込み時に選択できます。クレジットの場合は一括のみとなります。 

 

 

 

＜＜＜ よくある質問 ＞＞＞ 

 

Ｑ.  VIP 会員になっら、今現在入会しているサービスはどうしたらいいんですか？ 

A.  2017年 3 月分で退会すれば、4 月からは VIP 会員として、全てのサービスを毎週受

けとることが出来ます。 

（現在銀振会員の方は新たに振込せず、ガード会員の方は一旦退会して頂く形になります） 

 

 

Ｑ.  もし VIP 会員期間中に新しいサービスや新しい商品が出たら参加できるんですか？ 

A.  VIP 会員である期間内に始まったサービスや商品は全て受けることが出来ます 

 （※スクールは含まれません） 

 

 

Ｑ.  メサイアの返⾦などはどうなりますか？ 

A. 価格自体が破格なので VIP 会員での返⾦はありません 

 

 



Ｑ.  2年目からは本当にあの値段でずっと VIP 会員で居続けられるんですか？ 

A.  そうです。ずっとです。ただし一旦 VIP 会員を止められた場合には、今後同じ条件で

の募集はありません。 

 

 

Ｑ.   分割払いとか出来るんですか？ 

A.    最大３回までの均等払いを用意しています。 

 

 

Ｑ.  正直、勝てますかね？ 

A.  断⾔は出来ませんが、⾊んな情報を共有することは⼤切なことです。 

ここぞと⾔う場⾯で実⼒がだせるような内容になっています。 

また、仲間との交流時に刺激ある話も聞けます。 

 

 

Ｑ.  2年目以降に退会することは可能ですか？ 

A.  はい。可能です。毎年 3⽉の更新時に退会することが出来ます。 

 

 

【 宮崎リューセイ 年間ＶＩＰメンバーシップ 】  
下記をクリックして申し込んでください。 

 ↓↓↓ 
https://myasp-12.com/p/r/0oarGzU9 


