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☆実行絶対厳禁！カギのかかったサッシ窓のカギを外から簡単に開ける方法  

これを実行すると住居不法侵入罪になりますので絶対にやらないで下さい。  

やり方は簡単なのですが、この方法が使えるのはカギのところにロックボタンが付い

ていない  

古いタイプのみです。最近のサッシはロックボタンが付いているのがほとんどですの

でこの方法では無理です。  

やり方ですが、これは至って簡単です。まず外側から窓の両はじを持って多少強めに

上下に揺すります。  

そうするとその振動で少しずつカギが外れてきますのでカギが完全に外れるまで揺

すればＯＫです。  

但し、くれぐれも実行はしないで下さい。  

   

   

   

☆タダで冷暖房完備！３食昼寝付き、仕事無し！の施設に入る方法！！  

これはズバリ！留置場です。  

アホくさいと思うかもしれないですが、どうしても住むところや食べ物が無い時、  

特に冬などは暖かいし、３食付き、おまけにタバコも吸えますのでかなり快適です。  

おまけに雑誌は読み放題、警察署によってはカーペットの留置場も有ります。  

ですからどうしても住むところが無い時には２ヶ月くらいなら入っていられますので  

入ってみるのもいいかもしれないですよ(笑)  

ただ大きな事件を起こすと拘置所→刑務所と送られますのでご注意！  

   

   

   

☆スーパーで買え、しかも２００円くらいで買える合法ドラッグ！  

これは私どもの悪友の中で高校時代有名だったのですが(笑)  

スーパーに行くといろいろな野菜や、果物が売っています。  

実はこの果物や野菜の中には覚醒作用の有る物が含まれています。  

今回はそれらを紹介したいと思います。  

まずは、普通にサラダなんかに使うレタスです。これは意外に覚醒作用が有ります。  



使い方は非常に簡単、レタスの葉を火で炙ります。  

この煙を吸引すればいいだけです。  

次は、バナナの皮です。これも意外に覚醒作用が有る食物です。  

使用方法はレタスと同様、火で炙り、煙を吸引するだけです。  

   

   

   

☆社外カーステや社外ハンドル等の車のパーツをタダで入手する方法！  

これを実行するにはオークション会場に出入できる資格が必要です。  

自動車のオークション会場に出品されている車にはその車に付いているパーツの一

覧が付属しています。  

ただ、社外パーツに関しては記載していない場合が多く、それらのパーツはオークシ

ョン会場に出入する人が  

大抵外して持って行ってしまいます。つまりオークションに出入り出来ればパーツは

取り放題と言っても  

過言では無いのです。 私の後輩はとりまくってます(笑)  

   

   

   

☆オンラインで簡単に架空名義でプロバイダーに加入する方法！（クレカ不要）  

オンラインでプロバイダーに加入するには本人名義のクレジットカードが必要です。  

但し、クレカ無しでもオンライン加入、しかも架空で加入出来るプロバイダーが有りま

す。  

しかもここは接続料金無料！なのです！  

プロバイダー名は livedoor（http://www.livedoor.com/）  

ここに繋いで必要ソフトを DL すればいくらでも架空アカウントが発行されます。  

   

   

☆完全合法！１５０円でゆったり列車の旅をする方法！！  

ＪＲと言うのは規定で「同じ経路を通らなければ目的地までどのような経路を通っても

良い」と言うのが有ります。  

つまり、隣の駅までのキップを買い、１日で回れる範囲で遠回りしていけばゆっくりと

列車の旅が楽しめます。  

但し当然改札は出られませんので、車窓からの景色を楽しんで下さい。  

   

   

   

☆食い逃げのテクニック  

人間生きて行く為には食べ物は無くてはならないものです。  

しかし、金銭的にどうしても食事をする余裕の無い時は有る物です。  

そんな時には食い逃げをしましょう。捕まれば当然檻の中ですがうまくやれば大丈夫

です。  

http://www.livedoor.com/


まず、ファミレスなり食堂なりに行き、好きな物を好きなだけ食べます。  

そしてもうおなかいっぱいってところで、携帯電話が鳴ったふりをしましょう。  

話すふりをしながら電波が悪いようなそぶりをしながらそのまま外に行ってしまいます。  

あとはそのまま逃げてしまえばいいのですが、注意としてやる時は必ず手ぶらで行き

ましょう。  

さすがに携帯で話しながら荷物も持って外に出れば怪しまれますので。  

   

   

   

☆実行厳禁！変造テレカ作成方法！  

これはあくまでも参考までにして、絶対に実行しないで下さい。  

ここで紹介する変造テレカの作成方法は、新品テレカを使い、度数を倍にする方法で

すので  

失敗すると新品のテレカが無駄になってしまいますのでご注意下さい。  

私も８年ほど前に何度かやってみましたが、６割以上は失敗しました。コツが解れば

簡単かもしれないですが。。。  

作成方法は、まず新品のテレカを横方向にちょうど半分の位置から二つに切ります。  

そして、切った半分を反転させて（裏返しにする）テープなどで貼りつけます。  

これで完成です。うまくいけば両面使えます。  

例えば５０度数のカードだったら片面使い切った後に、裏替えしてもう一度５０度使え

ます。  

   

   

   

☆合法的に純度９９．９％のトルエン４０リットルを数千円で入手する方法！  

一般的（？）に純トロ、スリーナインと言われるトルエンは通常８０ｃｃ程度で２０００～３

０００円で  

新宿等で売っていますが、これを合法的に激安で入手する方法を記載します。  

まずトルエンを購入するには危険物の免許が必要ですので、これは確実に取得して

下さい。  

危険物の免許に付いては自分で専門書等で調べて下さい。  

危険物の免許を取得したら、塗料の材料屋に行ってトルエンを購入しましょう。  

普通のＤＡＹショップ（日曜雑貨店）では駄目です。ペンキなどは置いてますが  

トルエン等は置いていませんので必ず材料屋で購入する事です。  

一斗缶（４０リットル）で数千円で買えますので後はご自分で薄め液等としてお使い下

さい。  

ちなみに４０リットルをストリートで売れば１００万程度の金になりますが、  

勝手に街で販売すると、地元のヤ●ザ屋さんに確実に殺されますのでご注意下さい。  

また自分で吸引するのも非常に体に悪いので止めた方がいいですよ。  

   

   

   

☆純度９９．９％のトルエンをいくらでもタダで入手する方法！  



そもそも基本的に高純度のトルエンと言うのは建築防水屋が使用する物です。  

これはウレタン防水等を行う時に材料の中に混ぜて使う物です。  

この防水屋が使うトルエンがいわゆるスリーナイン（純度９９．９％）のトルエンなので

す。  

このスリーナインをタダで入手するにはどうすればいいのか？  

もうお分かりでしょう？そうです！防水屋に勤務すればいくらでも手に入る訳です。  

ただし、トルエン目的で入社すると仕事が身に入らずクビになる可能性が高いのでご

注意を！  

   

   

   

☆完全合法！大麻のタネを５００ｇ４００円で買う方法！  

大麻のタネと言うのは裏で買うとかなりの高額で売買されています。  

しかし、これは誰でも簡単に普通の店で買う事が出来ます。  

実は大麻の種というのは鳥のエサとしてホームセンター等で普通に売られています。  

いろいろな植物のタネが混じった物も有りますが、  

商品名で麻の種と堂々と書いて売っている物も有ります。  

価格は５００ｇ程度で３００～４００円程度です。  

パッケージを見ると、タネは発芽しないように殺してあると記載されていますが、  

実際にまいてみると、３割以上は普通に発芽します。  

まぁ発芽したところでそこから先が育てるのが難しいのですが・・・  

また、実際に発芽させるとそれだけで大麻取締法違反になりますので注意して下さい。  

   

   

   

☆なんと！ヴィトンやシャネルなどのブランド品を直販店からタダで貰ってしまう方

法！  

これは大抵何処のブランドでも使える方法です。  

まず、下準備として、ターゲットとする直販店の下見をしておく必要が有ります。  

ターゲットの直販店にどの商品が置いてあるか良く見ておかなと後で大変な事になり

ますので注意して下さい。  

ターゲットに置いてある商品が把握出来たら、その中から欲しい物を決めておきまし

ょう。  

但しあまり売れないような商品（例えばヴィトンだったらアタッシュケースなど）は避け

た方が無難です。  

狙いの商品が決まったら、自宅に戻りターゲットの店に電話をかけます。  

そして「２週間くらい前にオタクで○○を買ったんだけど、今開けてみたら箱しか入っ

てないんですが？」  

と言って見て下さい。ここのポイントは２週間くらい前と言う事です。２日とか３日前と

言ってしまうと  

調べるのが簡単なので「何時頃お買い上げでしたか？」などと余計な事を聞かれてし

まう場合があるので  

あくまでも２週間くらい前と言う事です。すると、いろいろ聞かれるかな？と思いきや、  

意外にもあっさりと「申し訳ありません。商品をすぐにお送り致します」といった返事が

返ってきます。  

向こうは一流ブランドですので、トラブルを極力避ける為、客の言う事は意外とあっさ



りと認めてしまうのです。  

   

   

   

☆架空口座の開設方法。  

この方法は現在ではサービスを停止している銀行が多いのですが、信金や富●銀行

は可能です。  

これはいわゆるメールオーダーを利用する方法です。  

しかし、基本的にはメールオーダーでも身分証のコピーを同封するように書いてあり

ます。  

が、実際には信金や富●などは身分証を入れなくても口座は開設できます。  

また身分証が必ず必要な銀行でも、同封するのは所詮コピーです。  

実際の自分の免許証や、保険証をコピーして、免許番号や、氏名、生年月日等を切

り貼りして  

適当な人物を作り上げてしまえばいいのです。  

銀行は免許番号や保険証番号などまでいちいち調べませんのでその程度で大丈夫

です。  

   

   

   

☆架空口座開設方法（銀行窓口で身分証不要）  

 これは銀行の窓口で堂々と身分証明無しで架空口座を開設してしまう方法です。  

みなさんご存知の通り口座開設時には基本的には身分証明書は必ず必要となって

きます。  

が、以下の方法を行うと意外にあっさりと身分証明書無しで開設が出来てしまいます。  

まず銀行に行き普通に新規の口座を申し込むのですが、その時に必ず”ド田舎から

出てきたばかり”  

と言う人物を演じて下さい。大袈裟にやるほど効果絶大です！  

そして身分証の提示を求められたら、「都会ではそんな物が必要なのか？」と言った

事を田舎者風に言います。  

そして、「今日田舎から出てきたばかりだからそんな物はねぇ」と言った感じで言えば、  

大抵の銀行は身分証無しで口座を開設してくれます。この方法は私自身が実証済み

です。  

   

   

   

☆実行厳禁！他人の銀行口座から金をパクる方法！  

他人の名義の銀行口座から金をパクるには暗証番号が解らないとどうしようもありま

せん。  

他人の暗証番号を入手するにはそれなりの技術が必要となってきてしまいます。  

ただ、以下の方法でしたら比較的簡単に出来ると思います。が、実行は止めて下さい。  

まずは、テレフォンバンキング付きの架空口座を作成して下さい。  

この架空口座作成の時には必ずテレバンは付けて下さい。これは絶対必要です。  

次にこの架空口座を見ず知らずの人に売却します。  



その時に口座の暗証番号及びテレバン暗証番号を必ずメモして置いて下さい。  

後は時期を見て、その口座の残高照会を行い、入金が有ったら、  

テレバンを利用して自分の口座にお金を振り込んでしまえばいいのです。  

   

   

   

☆架空クレジットカードの作成方法（JCB）  

これは、銀行提携のカードを作成する方法です。  

銀行提携カードは、口座を持ってる人対象に発行するのですが、  

カードは普通のクレジットカードと全く同様に使用する事が出来ます。  

この銀行提携カードと言うのは実はかなり審査が甘く、架空でも簡単に作成が可能で

す。  

理由を述べますと、口座を持っているという事は口座を開設する時点で身分証明の

提示をしていると言うのが  

前提となっている為に、通常の審査よりも遥かに低い審査基準で通ってしまいます。  

ここでは、私が昔実行した三●銀行提携の J●B カードを例にしておきます。  

他のカード会社は未確認ですのでこの方法で通るかどうかは定かでは有りません。  

作成方法はまず、架空の銀行口座を開設し、郵送申し込みの用紙貰ってきます。  

これは ATM のところに大抵置いてありますので持ってくればいいと思います。  

後はその申込書に架空名義を記入して送り返せばいいのですが、  

注意として当然ながら架空口座の名義人と、申し込みの名前は同じにしなくては行け

ません。  

また、口座申し込みの時と同じ生年月日、住所、電話番号等も記載する必要が有り

ます。（携帯可）  

それと、申し込み書郵送後２週間～１ヶ月で確認電話がかかってきますので、  

その時に申込書に記入した項目（生年月日や会社名、入社年月日など）を  

覚えておくか、いつ電話が来ても良いように控えを持ち歩く必要が有ります。  

この電話さえクリアすればほぼ間違いなくカードが届くはずです。  

但し実行すれば当然私文書偽造罪で処罰されますのでくれぐれも実行しないよう

に！  

   

   

   

☆誰でも出来る、架空携帯電話の契約方法  

これは携帯電話を通販で売ってる業者を使う方法です。  

基本的に何処のキャリアでも可能ですが、全国サービスのキャリア以外は可能かどう

か解りません。  

通販で携帯電話を販売しているということは申込書と一緒に身分証も当然こちらから

コピーを送るわけですので  

上記口座のメールオーダー同様に、切り貼りして偽身分証のコピーを作成して送って

しまえばいいわけです。  

携帯電話会社もきちんと調べてるようで実は身分証がホンモノかどうかまでは調べて

いないので大丈夫です。  

またこの方法を応用すれば、街に多く見られる携帯電話専門の取次店でも同様に出

来ます。  

あの手の店は売ればバックマージンが貰えますので、多少怪しくても大丈夫な場合



が多々有ります。  

そこで、店に行き、申込書を普通に記入した後身分証を忘れたけどコピーなら持ち歩

いてると言ってみましょう。  

写真付き身分証（免許等）ならばほぼ OK となると思います。  

   

   

   

☆簡単！有効な偽造身分証明の作り方  

最初に申しておきますがこの方法で作成した身分証を実際に使っていかなる処罰を

受けても一切の責任は自ら取って下さい。  

また金融機関等では絶対に使用できません。使用した場合は１００％逮捕されます。  

さて作成方法ですが、これはいわゆる架空会社の社員証を作成するという物です。  

たかが社員証と言っても使い方は多々有ります。架空携帯や架空口座の作成なんか

には十分利用出来ます。  

作成方法ですが、まず文房具屋なんかで適当な角印（正方形の印鑑）を買ってきま

す。  

これは架空会社の社判として使用しますので極力何が書いてあるか解らない物がベ

ストです。  

次にパソコン等で、名刺サイズで適当な会社名で身分証を作成し、写真を貼ります。  

そして会社名のところに先ほどの角印を押しておきます。  

次に出来た物を文房具屋等に持っていってラミネート加工してもらいます。  

これは何処の文房具店でも大抵扱ってますし、数百円で出来ると思います。  

これで立派な社員証の出来上がりです。  

   

   

   

☆悪用厳禁！偽造免許証の作成！  

これはホントのプロが使ってる方法とは若干異なります。  

ホントのプロがやっているようなやり方で作るにはかなりの高額機材が必要となりま

す。  

ここで説明する方法は普通の一般に出来るやり方を記載します。  

まず本物の免許証をスキャナーで読み込みます。  

そして読み込んだ免許証の画像をフォトレタッチソフトを使って名前や住所、免許番

号等を書き換えます。  

そして同様にして写真を差し替え、その画像をプリントアウトします。  

プリントアウトした画像をラミネート加工します。但しこれを文房具屋等に持っていきラ

ミネートを頼むのは  

かなり危険ですので、ラミネート加工する機械を購入する事をお勧めします。  

これは大抵１万円弱で売っていますので購入した方が無難だと思います。  

そして、ラミネート加工が出来たら、本物の免許証の裏をコピーし、偽の免許証の方

に  

コピーした免許証の裏を貼りつけます。これは必ずラミネート加工した後に貼りつけて

下さい。  

これで完成ですが、当前この免許証は公的機関では一切使用できません。  

使用した場合１００％逮捕されます。また作成する事自体犯罪ですから作成するので

あればご自分の責任でやって下さい。  



   

   

   

☆実行絶対厳禁！！他人名義の本物の保険証を作る方法！！  

これは絶対に実行しないで下さい。万一実行した場合は確実に日本国の法律によっ

て処罰されます。  

まずは保険証の名義人（ターゲット）を決め、その人物の住所、氏名を調べて下さい。  

そして、ターゲットの住民票が置いてある役所に行き、転出届を出します。  

転出先は何処でもいいのですが、無人アパートなんかがベストです。  

そして、次に転出先の役所に行き、転入届と同時に健康保険証の申請を行います。  

これで他人名義の健康保険証が手に入った訳です。  

ただ、役所によっては保険証は後日自宅に郵送と言うところも有りますので、  

即日発効してくれる役所を調べ、そこに住民票を持っていく事が必要です。  

これはホンモノの身分証明ですからお金を借りたりする事も当然可能ですが、  

最初に申した通り、実行すれば確実に捕まります。ご注意下さい。  

   

   

   

☆破産直後でも法定金利でお金を貸してくれる金融業者一覧  

基本的に自己破産をするとサラ金や信販会社はお金を貸してくれません。  

貸してくれるところと言えば、闇金融くらいだと思いがちです。  

しかし、破産直後でも貸してくれる業者は闇金融以外にも実際に存在します。  

そこで破産直後でも法定金利で借りれる業者をお教えします。  

但し電話番号などの繊細情報は電話帳などでご自分で調べて下さい。  

アルファ、東日本信販、ローンズエイワ、ダイヤモンドリース、ジャパンクレジット（東

北）  

アブコファイナス（中国）、マルカナウ（中国）、みどり産業（関東）、ユニオン商事（関

東）  

ビーンズ（関東）、マルフク（電話担保）、大阪信販（関西）、ショーエイ（関西）、関西ク

レジット（関西）、  

スター（北海道） 、フクホー（北陸）、ダイワクレジット（四国）、日本プラム（九州）、ＵＳ

Ａ（九州）  

   

   

   

☆無職でもサラ金からお金を借りる方法  

現在無職の場合、通常では無職と言った時点で 100%断られます。しかし、無職でも

借入れが出来る方法が有りますので、参考にして見て下さい。まず、在籍確認という

ものは必ず取られますのでそこをクリアしなくてはなりません。しかし、無職の場合だ

と在籍確認は取りようが有りませんが、ここで一時架空会社を作ってしまえばいい訳

です。架空会社と言ってもたいそうな物ではなくても OK で、例えば友人の家等を架

空会社と言う事にし、友人に在籍確認の電話を受けてもらえば OK です。ただ、ここ

で注意なのですが、会社名や業務内容をあらかじめ決めて口裏を合わせないと大変

な事になります。NTT104 等に登録してない会社の場合は不可の業者（大手 5 社）も



有りますが、中堅以下の業者であればまず大丈夫です。そんなに簡単に行くか？と

も思うかもしれませんが実際にはそんなもんです。現に当社の客でその方法で借入

れを起こした人物は多数います。  

   

   

   

☆自宅、携帯共に電話が無くても貸してくれるサラ金業者  

基本的にサラ金も信販会社も自宅もしくは携帯電話が無ければ連絡が取れないので

お金は貸してくれません。  

しかし、特例と言う物は有る物で、 所謂大手五社（武富士、プロミス、レイク、アイフル、

アコム）及び  

オリコ（オリエントコーポレーション）は勤務先の電話確認だけで融資可能な場合が有

ります。  

ただ当然ですが、その場合は他社借入れ一切なし、過去にも１日の遅れも出した事

が無い等  

かなり厳しい条件となります。  

   

   

☆サラ金の無人契約機の秘密  

これは初回融資を受ける時なのですが、最近は無人契約機が数多く見られます。当

然人間の心理として、お金を貸してもらう訳ですから、窓口に行ってサラ金従業員を

話をするより誰とも会わずに借入れが出来ると唄っている無人契約機の方が精神的

にも楽に決まっています。しかし！この無人契約機と言うのは実は曲者でして、機械

のすぐ後ろにはきちんと従業員が監視しています。実際にお客が操作ミスをするとマ

イクで指示をしますので客の方はビックリです。またこの無人契約機と言うのは実は

店頭審査よりも審査の基準がはるかに厳しく出来ています。つまり店頭で申し込めば

５０万融資が可能な客でも、無人契約機だと３０万に減額、等と言うのは当たり前の

事なのです。従って無人契約機を利用するのは何回か出し入れした後に再度借り入

れする場合や、返済の時のみにする方がベターです。  

   

   

   

☆実行厳禁！自販機の盲点をついた金儲け！  

これはある程度古い自販機にしか使えませんが、内部の回路をショートさせる方法で

す。  

ただこれは私が高校時代にやっていた事ですので、現在の自販機には通用しないと

思います。  

まず用意する物は、家庭用の中性洗剤（ママ●モンなど）だけです。  

やり方ですが、いたってシンプルです。コイン投入口に中性洗剤の原液を流し込むだ

けです。  

すると洗剤によって内部の回路がショートし、自販機内部にある小銭が返却口から全

て出て来ます。  

但し先で述べたようにこれはあくまでも古い自販機に限ります。  

最近の自販機は対策が施されていますので、この方法は使えないはずです。  



   

   

   

☆実行厳禁！自販機の盲点をついた金儲け！その２  

この方法は洗剤の時と同様に、ショートさせるのですが、こちらのやり方は●国人が

行っているやり方です。  

私が逮捕、拘留された当時に同室の●国人から聞いたやり方です。  

まず用意する物は、十円玉、ニクロム線、単三電池です。  

準備として、十円玉の両はじにニクロム線（約１ｍづつ）を繋いでおきます。  

そしてこの十円玉をコイン投入口に入るところまで入れて、十円玉が入りきったら、  

ニクロム線に単三電池で電流を流します。  

すると、自販機内部回路がショートし、中のコインが全て出て来ます。  

但し、実行すると窃盗罪で捕まりますので知識だけにしておいて下さい。  

   

   

   

☆実行厳禁！自販機の盲点をついた金儲け！その３  

この方法は、千円が使える自販機に使える方法です。  

上記同様、●国人から教えられたものです。  

やりかたは非常に簡単！まず千円札に糸を付けておきます。  

そして、千円札投入口にその糸の付いた千円札を差し入れます。  

そして千円札が入りきる直前に糸を引っ張り千円札を抜き取ります。  

すると千円札は戻って、自販機の表示は１０００円となります。  

あとは返却するなり、何か買ってお釣を取るなりすれば OK です。  

   

   

   

☆ホンモノの夜逃げ屋の広告をを簡単に見分ける方法  

これは至って簡単です。まず電話帳の引越し屋の広告が出ているページを見てみま

しょう。  

普通の引越し業者の中に混じって、「夜間引越しＯＫ」とか「急な引越し請け負いま

す」とか  

「秘密厳守」とか書いてある業者が有ると思います。それらはほぼ間違いなく夜逃げ

屋さんです。  

   

   

   

☆実行厳禁！！針金 1 本で高級車のカギを開ける方法！  

   

これはクラウンやマークⅡ等のハードトップの車に有効な方法です。ハードトップと言

うのは窓枠の無い車ですので、  

ロックを開けるには、太目の針金を窓から室内に入れ、パワーウィンドウの開閉スイ

ッチ類がある部分（運転席のドア）  



にある集中ドアロックのスイッチを「開」側に押せば全てのドアのロックが開きます。こ

の方法はインキー（キー閉じ込め）  

をしてしまった時に有効です。決して車上荒らし等には使わないで下さい！ 実行する

と私のように捕まりますよ（爆）  

   

   

   

☆元手５万円で金融屋を開業する方法！  

通常金融業を自分で開業するには数百万～数千万の自己資金が必要です。  

ただ、金融と言ってもいろいろ有ります。ほとんど資金が無くても開業できる物も有り

ますのでここで紹介します。  

１、紹介屋  

これは自社融資をせずに他社斡旋をするだけで 2 割～5 割の手数料を取る業種で

す。  

本格的に開業しようとすると、事務所資金や多大な広告費、などで 500 万近くかかり

ますが、  

自分だけで、ある程度の利益を挙げるくらいであれば５～１０万円くらいで開業可能で

す。  

まず、事務所は自宅を利用し、電話は自宅の電話をフリーダイヤル契約して使いま

す。  

広告は夕刊紙の３行広告を使います。  

これだけで月に５０～１００万くらいの利益は上げられます。  

２、金融ブローカー  

これは要は事務所を持たない闇金融です。携帯電話１本で開業は可能で、  

資金も初回融資する分（５～１０万）有れば十分可能です。  

融資の金額は少なくても利息を高利（十日で１～５割）取ればすぐに資金は増え融資

金額も増えて行きます。  

３、日掛け金融  

これは自営業の人専門に貸す金融業です。この業種は特殊で法定金利で１０６％ま

で認められています。  

また日掛けと言うのは利息の分を毎日集金して回るので日銭がかなり稼げます。  

   

   

   

☆多重債務でも信販会社並みの金利で貸してくれる業者紹介！  

通常多重債務に陥った場合、融資してくれる業者と言えば、違法な高利を取る闇金

融が普通です。  

が、タイヘイと言う食材の会社が金融業務を行っており、ここはかなり審査を緩く融資

を行っています。  

ここは特殊な例で、この業者はサラ金にも信販会社にも属さない特性を持っています。

ですのでここに申し込みをする時には基本的には借り入れ件数は無しで申告すれば

いいのですが、無しで申し込みをすると怪しまれて調べられる可能性が有りますので、

ここに申し込みをする場合に限って申告件数をごまかして申し込みをする事が必要で



す。一般的には３～４件で申し込みをするのがベターです。またここは電話審査後に

申込書が自宅もしくは職場に郵送されてきますのでその申込書に記入し、添付書類

（身分証明のコピーや住民票）を同封し送り返してからの入金となりますので申し込

みから実際融資まで３～５日はかかりますのでその辺を考慮して申し込む事が重要

です。  

   

   

   

☆実録！金融紹介屋の口説きの手口！  

   

金融紹介屋は以下の方法で客を口説き手数料を取ってる業者がほとんどですので

参考にして下さい。  

情報提供  

「山田さんですよね？ちょっとお話お伺いしたいのですが、一番最後に借り入れした

のはいつ頃ですか？あと山田さんは以前に支払遅れ等を出した事はありませんでし

た？多少の遅れくらいはあるでしょう。多少でも遅れると残っちゃう場合とかあるんで

すよね。早速審査の方をあげてみたんですけどね、最終的な結果でダメと言う事を言

われてしまってるんですよ。山田さんの方でなんか心当たりとかありませんか？最近

結構ウチ以外に申し込みとかもやってますよね？たぶん申し込みとかも多いですし、

以前に多少遅れとかも出てるみたいなんでその辺で断られてるんだと思うんですよ

ね。今回、お金はお急ぎで必要だったんですか？ウチも審査の方は結構緩くやって

ますんで、それでこの様な結果が出ているということは、他行っても同じ事言われると

思うんですよ。もしどうしてもお急ぎならば、」今の山田さんの状況でも何とか借り入

れ可能なお店を教えてあげる事は出来ますよ。今の状況でご自分であちこち申し込

みされても結局同じ結果がでてしまうと思いますので、そうすると申し込みばかり増え

て、結局借り入れ出来なくなってしまいますので、宜しかったらウチの方で調べて教え

てあげますが、どうされます？ただ、調べるにあたって私としても山田さんにつきっき

りになってしまいますし、会社業務として行いますので、情報提供料としまして、融資

額の２割ほどかかってしまうんですよ。例えば、１０万円借り入れで来たら２万円、２０

万でしたら４万円という形でかかってしまうのですが、自分であちこち申し込みされて

状況汚してしまうよりも、多少お金はかかりますが、いいと思うのですが。どうされま

すか？やってみて万が一借り入れできなかった場合には、一切頂きませんので、１件

だけでもやってみてはいかがでしょうか？  

データ調整  

「」内のところまでは上記と同じです。そこからが違います。  

今の山田さんの現状だと融資を断られてしまう理由が何個所か出てきてしまってるん

で、こちらの方で、断られている部分の情報の操作、削除をする事は出来るんです。

そういった手続きを踏めば、断られる理由が無くなってしまいますので、借り入れは出

来ると思うんです。ただ、その手続きをするにあたって、うちの方も人を使ってお金掛

けますので、どうしても多少費用がかかってしまうんですよ。かかる費用は全部終わ

ってみないとはっきりは申し上げられないんですが、目安として、融資額の２?３割が

どうしてもかかってしまうのですが、今後の事も考えて、今回費用はかかってしまいま

すが、そうやって手続きをして、借り入れ起こして、月々支払いをきちんとしていけば、

支払状況も良くなりますから、今後借り入れもしやすくなりますので、今回だけでもや

ってみてはいかがですか？  



   

   

   

☆悪徳金融業者の見分け方  

サラ金広告の中で最初に目に付くのは宣伝文句ではないでしょうか？  

「お金の悩み、当社が解決します」  

「他社より安い金利で楽々返済」  

「職業、年齢一切問いません」  

いかにも誰でもしかも簡単に借りれるように思わせがちですが  

本当に信用できるのでしょうか？業者もバカでは有りません。  

誰にでもいくらでも低金利で貸してくれるところなどちょっと考えれば無いと言う事は

すぐに解ります。  

おいしい文句は大抵は客寄せに過ぎません。  

例えば「独自審査」を唄ってると、「うちの審査は手軽で迅速、誰でも OK」  

と言う印象を受けますが、実際はどのサラ金も質問される内容に大差は有りません。  

最低でも自宅、勤務先、親の連絡先などは押さえられるものです。  

広告に「人権重視」とあるのは何も特別な事ではなく、ブラックの人でも場合によって

は  

貸しますよ。といった意味でしかありません。「他店で断られた方」と言うのもほとんど

同じ意味です。  

「50 万まで OK」と言うのは大蔵省が通達している無担保・保証人不要の場合の限度

額が 50 万  

（または年収の１０％以内）であり、審査で下げられる事は有っても上がる事は無いと

言う事です。  

また「年率１８％～４０％（遅延同率）」と有っても金利は４０％ありえると思わなければ

なりません。  

遅延同率というのは返済が遅れても利息は増やしませんという意味ですが、  

逆に言えば、法定金利の４０，００４％以内ならどんな率も設定出来るということにな

る訳です。  

自由返済 60 回もほとんど同じ意味です。  

「スピード融資」とか「即日融資」というのもおなじみ文句ですが、サラ金が審査したそ

の日に  

融資するのは何も珍しい事では有りません。  

「クレジットカードお持ちの方歓迎」とあるのは買い取り屋の可能性が高いですので寄

り付かない方がいいでしょう。  

カードを使って買い物をさせ、それを買い取ると言うシステムに乗せられる可能性が

有ります。  

「借金一本化」といった感じの文句が有ったら更に要注意、魅力的ですが悪質な整理

屋の可能性が有り、  

引っかかると確実に地獄を見ます。  

   

   

   

☆バイアグラを１０００円で買う方法！  

バイアグラというのは闇流通でかなりの高値で売買されています。（価格参照）  

しかし、この高値のバイアグラも１０００円程度で買えるところがあります。  



日本国内では医者の処方が無いと無理ですが、サイパンやグァム等では＄１０程度

で  

普通にコンビニ等で販売されています。旅行に行った際に是非買ってみてはいかが

ですか？  

   

   

   

☆ノート PC を買って確実に新品もう一台タダで貰う方法  

最初に申しますが、これはあくまでも理論的には可能ですが実際に可能かどうかは

未確認です。  

数年前から仲間といつかやろうと考えてはいるのですが未だ実行はしていません。  

この方法は、ヨドバ●カメラやビッ●カメラなどの大手電機店で使える方法です。  

この手の店には必ず店独自の保険と言う物が有ります。通常 2000 円程度払えば加

入でき  

1 年ほどの保証となっています。この保険は故障、紛失、盗難などの際に店が保証し

てくれるという物です。  

この方法ではこの保険を利用して金をパクります。  

方法はまず、目当ての商品を新品で購入します。まぁ需要や後の売却価格等から考

えてノートパソコン辺りがいいでしょう。  

購入したら、店の保険に必ず加入します。そして購入してから 1 ヶ月ほどじっと待ちま

す。  

これは購入後すぐに決行してしまうとかなり怪しまれ、調査が入る可能性が有るから

です。  

１～２ヶ月したら、まず警察に盗難届けを出します。理由は、「公園のベンチで昼寝し

たらカバンごとパソコンを盗まれた」  

等で大丈夫です。ただしどろもどろすると確実に怪しまれますのでハキハキと話せる

ようにきちんと計画をして下さい。  

盗難届けを出したら、その証明書を持参して購入したショップに行きましょう。  

新品をもう一台貰えるはずです。その後現金化する際には、必ず新しく貰った方を売

却して下さい。  

元の古い方を売却すると、製造番号等から１００％アシが付きます。  

まぁいずれにしろくれぐれも実行はしないようにして下さい。詐欺罪になりますから。  

   

   

   

☆洗濯洗剤をケース単位でタダで入手する！  

最初に申しますが、これは犯罪です。実行すると窃盗罪になりますのでご注意下さい。  

方法としましては、簡単に申しますと、新聞屋を狙うのです。新聞屋と言うのは深夜の

配達前～早朝、  

午後～夕刊配達終了までは忙しくしていますが、その他の時間はほとんど無人にな

っているところが多々有ります。  

また、勧誘用に新聞会社の方で洗剤等は用意していますので、事務所（営業所）にケ

ースごと置き去りの場合が多く有ります。  

この置き去りになっている洗剤を無人の隙に頂いてしまう訳です。意外にあっさり出

来ます。  

   



   

   

☆仕事を紹介するだけで５０万貰える方法！  

これは簡単に申しますと人材派遣を自分で行ってしまおうというものなのですが、  

ちょっと特殊な人材派遣ですので報酬は１名あたり平均５０万貰えます。  

まぁ特殊と申しましても、紹介先は普通の新聞屋なのですが、  

新聞屋といのは意外に人手が不足しています。ここに求職中の人物を紹介します。  

ターゲットとしては田舎から出てきたばかりの人物などがいいでしょう。  

奇麗な寮が付いている仕事を紹介するよとでも言えばいいと思います。  

紹介のシステムとしては１人紹介したらその場で報酬が貰える訳では有りません。  

最低２週間は働かせないと報酬はもらえません（つまりゼロ）  

紹介した人物が２週間逃げずに働いたら報酬は全額貰えます。  

その辺を注意して下さい。  

   

   

   

☆２週間働いて２００万の給料を貰う！（完全合法）  

最初に言っておくが、この作戦は４５歳以上６５歳未満もしくは障害者、母子家庭の母

親等の就業困難者のみ  

通用する方法である。つまり若者は実行出来ないのであるが、高齢の日雇い等を使

って分け前を  

取る事は可能であるから、若者も是非参考にして欲しい。  

国には「助成金」と言う制度がある。これは簡単に言えば国が企業に対して、研究や

事業を助ける為に  

出す金の事である。中でも一番代表的なのが、「特定求職者雇用開発助成金」と言う

もので  

上記に記した就業困難者を職安の紹介により雇用した企業に支払われるものである。  

簡単に言うと、国が企業にこの金を給料の足しにしなさいとくれる金である。  

この助成金を受け取った企業は半年居ないにその社員を解雇すると金を返金しなく

てはならないのだ。  

これを利用して企業から金をいただいてしまおうと言う寸法である。  

まず入社して２週間は遅刻、欠勤、等絶対にせずにひたすらまじめに働く。この２週

間というのは  

労働基準法により２週間は試用期間とみなされるのでその間に派手にやってしまうと

合法的に  

解雇になってしまうので必ず２週間はまじめに働く。  

そして、２週間過ぎたら、別人になったように不真面目に振る舞う。何を言われようが  

思い切り暴れる。但し暴力だけは絶対にダメだ。刑事事件としてパクられそれを理由

に  

合法的に解雇されてしまう。そして会社からｸﾋﾞと言われるまで会社には通う。  

絶対に自分から辞めてはだめだ。社長からクビと言われればしめたもの。  

助成金を貰ってる事は知ってるぞ！みたいな事を社長に言い、解雇するのであれば

最低でも  

１年分の生活費は保証しろ！と言う。会社側としても助成金の事を出されると焦って

ほぼ間違いなく  

２００万程度の金（月２０万計算で２０×１２＝２４０万から多少引いた金額）は支払っ



てくれるはずだ。  

これは意外に裏の世界では昔から常識的なものだ。  

   

   

   

☆悪用厳禁！電話１本で数十万儲ける方法  

これは電話を使った簡単な詐欺です。留守宅詐欺とも言います。  

手口としては、全く見知らぬ宅に電話をかけ、  

「あなたのご主人が交通事故を起こしてしまいまいた。とりあえず２０万ほど用立てて

下さい  

現場を離れられないご主人に代わって私が先方と交渉する事になりました。  

申し遅れましたが、私は今、ご主人と一緒にお仕事をさせて頂いてる○○と申しま

す」  

これで意外にコロリと引っかかります。  

   

   

   

☆悪用厳禁！電話１本で数十万儲ける方法その２  

これも上記と同様電話を使った簡単な詐欺ですが、やり方が少し違います。  

こちらは他人の息子になりすまし、金をパクる方法です。  

詐欺師 「おとうさん、俺・・・」  

父        「俺って誰だ？○○か？」  

詐欺師 「そうだよ○○だよ・・・」  

父        「こんな夜遅くにどうしたんだ？」  

詐欺師 「言いにくいんだけど・・・実はサラ金から５０万借りてしまったんだ」  

父        「なんだと？」  

５０万は大金です。それから借金の理由などの話しがあって  

父が「どうするんだ？」と聞くと、  

「取りたての人におとうさんのところに行ってくれと言ってしまったんです。困ってしまっ

て・・・」  

と言う事になり、父が「こちらで尻拭いしろと言う事か？」と叱ると、  

困り果てたような泣き声で  

「近く何とかします。しばらくでいいから用立てて！」（ニセモノの息子の演技力が多少

必要）  

「サラ金に手を出すとは何と言うことだ。おそらく連れ合いには無理だろう。知られたら

離婚ものだ」  

とカッとしたものの、「仕方が無い、よこしなさい」  

と父は答えるしか有りません。  

しばらくして、サラ金の若い男（当然これも詐欺師です）が来て  

「息子さんの借金を取りに来ました」と、５０万を渡すとそのまま立ち去ります。  

これで終了です。  

   

   

   



☆元手５００円でなんと１０００万儲ける方法！  

原野商法と言う悪質な商売が有ります。これはその原野商法のやり方を説明したも

のです。  

原野商法と言うのは「造成計画がある」とか「開発が近々ある」などといかにも値上が

りが  

確実であるかのようなインチキで客を欺き、ほとんど無価値の土地を数倍～数千倍も

の価格で  

購入させる詐欺そのものといえる悪質な商法です。  

やり方は、営業マンが客を集め、現地に連れていき、原野の中に派手な看板を立て

て  

「ここからずっと向こうまでがあなたの土地です」と調子良く説明し、将来値上がりする

事を話しつつ  

ホテルの宴会場に直行します。そこで書類にサインさせ、一人何区画も押し付けてし

まうのです。  

酒や料理をふんだんに振る舞えばほとんどがＯＫとなってしまいます。ところがいつま

で経っても  

原野のままで、開発など一切行われません。  

   

   

   

☆市販クスリで爆発トリップ！  

これは薬局で売ってるクスリだけで合法ドラッグを作る方法です。  

ただ市販クスリも結構高いので材料費だけで５０００円程度は覚悟して下さい。  

＜材料＞  

１、パブロンゴールド咳止め液  

２、新トニン咳止め液  

３、エスファイトゴールド  

４、ラム酒  

＜作成方法＞  

作成方法は至って簡単です。パブロンゴールドと、新トニン１本全てと  

エスファイトゴールド５錠をすり潰し、粉末にした物を混ぜ、  

良くシェイクします。出来上がった物にラム酒を注いで一気のみ！  

ラム酒が無い場合はワインなどでも代用可能です。  

効果は人によって違うと思いますが、UP 系なのでかなりハイになります。  

但し、飲みすぎると死にますよ(笑)  

   

   

   

☆実行厳禁！１００円パーキングをタダで利用する方法  

これは跳ね上げ式のストッパーがついたコインパーキングに有効な方法です。  

また実行には最低２～３人は必要となってきます。またかなり強引な方法ですので女

性等にはつらいかもしれないです。  

方法は、まず普通に車を止めます。止めると自動的にストッパーが跳ね上がります。  



そのまま駐車して、出車する際に一人が運転し、残りの１～２人で思い切りストッパー

を下に蹴り下げます。  

すると意外に簡単にストッパーは下がります。ただすぐにまた上がってきますので  

タイミングを見てストッパーを下げると同時に車を出庫させます。  

私達は飲みに行った時など昔から良くやってるのですが（爆）以外に簡単に出来ます

よ。  

ただ、最近は監視カメラ付いてやりにくいですが・・・。  

   

   

   

☆サラ金業者の取りたてテクニック  

金を借りた相手が普通のサラ金やカード会社ならそれほど心配有りませんが、多少

危ない取りたてを  

行う街金も無いとは言えません。金融業であれば銀行であれ、サラ金であれ、極端を

言えば、闇金でさえ  

よりコストをかけずに多くの金を短期で回収するのがもっとも重要な事です。  

「サラ金規制法」以前はサラ金にとっても取りたては比較的楽なものでした。夜討ち、

朝駆けで相手に電話し  

家を訪れ、大声で返済を迫ったり、要するに相手の嫌がる事を延々と繰り返せばいい

のです。  

それが法律が施行されて取りたて訪問時間が制限され相手を脅かすような行動も禁

止されてしまったのです。  

かくして取りたてにもテクニックが要求される事と名つてしまった訳です。  

街金の場合は法的手続きを取ることが多くなっています。もちろん裁判ではなく、不動

産に担保を設定したり  

連帯保証人を立てるようにしたのです。  

街金と契約する際に「強制執行許諾公正証書」で金を借りる事が多くなっています。

これは裁判所の出す  

判決と同等の効力を持っており、強制執行（つまり差し押さえなど）をが簡単に出来て

しまうものです。  

家屋などが担保になっている場合支払が無い時には即座に競売に掛ける事が出来

ます。  

貸す段階で相手が払えなくなった場合の事を考え、その対処法を検討するのが街金

の特徴と言えます。  

自己手形が担保であると１回でも支払いが遅れた時に即時全額返済という条件が契

約書に必ず記載させています。  

本人がダメとなればすぐに保証人を尋ねます。会社勤めの保証人であれば退職させ

てでも  

回収しようとするものです。大手サラ金ならいざしらず、回収のきつさは想像以上なの

です。  

というのは「金主」に対する保証もしなくてはならないので必死です。  

自己破産者に対しても容赦しないものです。自己破産が認められ、免責が下りれば

法的には返済義務は無くなります。  

しかし債務者が「自由意志」で支払いたいとなれば誰も止めません。「第三者」がやれ

ば免責通知をコピーして  

近所にバラ撒いたり、家の壁に貼ったり、会社に言いふらすなどの嫌がらせをしても

せいぜい軽い犯罪にしかなりません。  

免許の無い闇金などほそれくらい当然のようにやります。  



   

   

   

☆信用情報機関のしくみ  

金融機関は新規のお客に資金を貸し出す場合、その顧客が他社からどれだけ借りて

いるか、過去に返済を延滞した事が無いかなど、顧客の借入れ状況ついて必ずチェ

ックする事になります。こういう個人の借入れ状況を登録しているのが、信用情報機

関と言われる団体です。金融機関から資金を借りた記録、またローンで商品を買った

記録などがこの信用情報機関に登録されているのです。  

金融機関から融資してもらう際に、契約書を良く読むと「本契約書に基づく借り入れな

いように付いては当社の加盟する信用情報機関に登録され、その加盟会員により予

信判断のため利用される事に同意します」と書かれているはずです。つまり契約の段

階で自分の借入れ状況を他の金融機関に除かれることを了承しているのです。これ

は元々顧客が借りすぎるのを防ぐ為貸金業法等によって顧客に対して定められてい

る義務なのです。  

信用情報機関は次の４団体です。  

１、全国銀行協会個人信用情報センター（全銀協）  

銀行系が中心で信販会社も会員になっています。消費者ローンの貸出し情報は最終

返済日から５年間、事故情報は発生から５年間保存されます。  

２、（株）シー・アイ・シー（C・I・C）  

主な加盟会員は、信販、メーカー、流通会社です。ショッピング、キャッシングの実行

情報は取り引き終了後５年間、事故情報は発生から７年間保存されます。  

３、全国信用情報センター連合会（全情連）  

全国のサラ金４５００社で組織されています。貸出情報は完済日から５年間、事故情

報は発生から５年間保存されます。  

４、（株）セントラル・コミュニケーション・ビューロー（C・C・B）  

外資の消費者金融系で流通・信販会社も会員になっています。実行情報は契約期間

中のみ保存、完済情報は完済後７年間、事故情報は発生から５年間以内の保存で

す。  

これらの４団体は破産歴や焦げ付き債務、返済の延滞などの事故（ブラック）情報の

交流が有る事になっています。  

   

   

   

☆実行厳禁！カード詐欺の手口  

落したカードや、紛失したカードには警察と発行会社に届けると、６１日前以降に発生

した損害は免除されるという規定が有ります。その事は契約書の契約内容にもきち

んと掲載されていますから、この損害免除の６０日間を悪用して金をパクるのです！  

具体的にはカードの紛失を客に納得され、カードを預かって、それを利用して買い物



をして、その品物を質屋などに流してその売り上げの何割かを客に渡すというシステ

ムです。  

素人が仲間と共謀してカード詐欺をする事も良くありますが、その多くは限度をわきま

えずに買いまわって結局警察に捕まる事が多いようです。プロは限度をきちんと決め

てカードを預かり、２～３日で買いまわりを止めます。不安になった客がカード会社に

事情を話してしまうと 1 巻の終わりとなるからです。カードを短期間で使いきった後、

すぐに警察と発行会社に届ければあとはとぼけきれればカード不正使用が発覚する

事はないはずです。  

   

   

   

☆会社をパクって大儲けする方法！  

会社をパクって儲ける業者の事を「パクリ屋」と言います。今回はそのパクリ屋の手口

を紹介します。  

パクリ屋は「資金繰りのお手伝いをしましょう」などと金の話を持ち掛けて、経営者を

簡単に乗せてしまいます。  

次に経理部長の弱み（横領や使い込み、女性関係など）を掴んでコントロールしてし

まいます。  

そうなれば、社長に内緒で手形を切らせ、現金化し、部長もおこぼれを与えて、完全

に抱き込みます。  

残りは軍資金にします。２代目や３代目は創業者の苦労を知らず、全ての面で考え

が甘いのでそこを突きます。  

政財界の各種パーティーに引っ張ってきて社長を出席させ、パクリ屋の顔が広いとこ

ろを見せ付けます。  

ただし取締役には絶対に就任しません。  

新しい事業計画を認めさせ、積極的な投資と、説得して手形で資材などを購入し、実

際は横流しします。  

見かけ上売り上げは伸びます。ここまでくれば古参社員は邪魔になるのでリストラ解

雇します。  

そして新入社員を入れます。失業保険や厚生年金はしっかり収め、源泉税はパクり

ます。  

そしてついには手形を大量に現金化して大金を手にするのです。会社を徹底的に食

い尽くします。  

こうなれば倒産ですが、経理部長を特別背任で脅かし、全ての責任は社長の放漫経

営に背負わせ、  

従業員には失業保険がすみやかに至急されるように交渉します。それで感謝される

といった具合で  

パクリ屋は堂々と去って行きます  

   

   

   

☆実録！携帯電話１本で大儲けする方法  

みなさんも当然ご存知のように携帯電話というのは非常に便利な物で、どこにいても

連絡が付きます。  

これを利用して商売をして儲ける方法が有ります。  

アリバイ屋と言う商売がありまして、これは風俗嬢やキャバクラ嬢が家族や彼氏等に



職場を偽ってる際に  

意外に良く利用するのですが、この商売を携帯電話でやってしまおうと言う事です。  

やり方としては、当然携帯番号ではかなり怪しまれますので、携帯電話キャリアに申

し込んで  

フリーダイヤル契約をします。これは普通のフリーダイヤル契約と同じで携帯番号を

フリーダイヤルの副番を  

付けるのですが、DoCoMo は可能ですが他のキャリアでは未確認ですので DoCoMo

を利用する事をお勧めします。  

フリーダイヤル契約をしたら、風俗やキャバクラに行き営業したり、夕刊紙に３行広告

を掲載したりして客を集めます。  

後は、お客当てに電話が来たら外出中と言えば良い訳です。  

   

   

   

☆実録！NET 詐欺の手口  

 これは解ってるとは思いますが実行すれば確実に犯罪です。絶対に実行は辞めて

下さい。  

現に私のかつての仲間は実行し、現在刑務所にいますので、知識として止めて置く

事をお勧めします。  

＜必要なモノ＞  

１、架空口座  

２、架空携帯もしくはプリペイド携帯  

３、未登録のノートパソコン  

４、ＨＰスペース＆フリーメールアドレス  

まず、NET に繋ぐ場所ですが、これは NET カフェもしくは、ノートを使って公衆電話が

いいと思います。  

ただ最近は身分証明が必要なところが多いので身分証のいらない NET カフェを選ぶ

事です。  

もしくは、上記に記した架空 OK のプロバイダーなどを使って（繊細）公衆電話などで

アクセスしてもいいと思いますが、  

ノートパソコンは絶対にユーザー登録してはいけません。そこから足が付きます。  

アクセスしたらダミーの HP を作成します（COOL とかジオ等の無料サーバーを使い

ましょう）  

そこに販売するもののリストを作成しＵＰします。メールアドレスも記載してきます。

（当然フリーメール）  

売るものは架空口座や架空携帯といったものがよいでしょう。  

そこで、客を募集し、あちこちの掲示板等にＨＰの宣伝をしてきます。  

客から問い合わせが来たら銀行口座を教え、代金を振り込ませます。  

あとはそのままドロンでいいのですが、もし客の中で、「最初に架空口座を買ってその

後架空携帯も欲しい」  

と言った人物が居た場合、まずは架空口座は実際に送り、信用させてその後もう一

度振り込ませて  

逃げると言った方法の方が利益は増えます。  

仕事が終了したら口座、携帯、ＨＰサーバー、メールアドレスは必ず解約する事です。  

また使用したノートパソコンは確実な証拠になるので焼却等の処分をする事です。  

   



   

   

☆大手電化製品店で３割以上値引きさせるテクニック！  

ヨドバシカメラなどの大手電機屋というのはいろんなライバル店が有り、  

価格競争をしている。この方法はライバル心をついた値引きテクである。  

まず、ヨドバシカメラなどターゲットと決めた店に行く。  

欲しい商品が決まったら、店員にこれが欲しいと言う事をアピールしこういう。  

「この商品今さくらや行ったら○○円まで値引きしてくれたんだけど？」  

すると大抵店員はその時の担当者の名前を聞いてくる。そうしたら  

「そんなのいちいち覚えていない」と言えば大抵 OK。  

赤字にならない程度であれば限界まで値引きしてくれる可能性が高い。  

しかし、最近はポイントカードのおかげでこの方法も通用しなくなりつつある。  

そこで、狙いはコジマ電機がいいと思う。  

ここは他店より高い商品は値引きしますと唄ってるからいけるだろう。  

ただ、現在もこの方法が通用するかは解らない。  

私は実際に学生時代にこの方法で電化製品を大量に購入したがあくまでも過去の話

である。  

   

   

   

☆自分の車で女の子と深夜ドライブするだけで儲かる商売  

これは、いわゆるキャバクラの女の子の送りの仕事をする事です。  

キャバクラ等の店に勤務する女の子は基本的に深夜勤務なので  

帰宅するのは当然終電後です。それらの女の子を自宅まで送って行く仕事です。  

この仕事をするには自分の車を所有している事が前提です。  

求人は基本的には募集しませんが、普通のキャバクラの求人（女の子募集）  

を見て、送りの仕事の空きは無いか聞いてみるのが一般的のようです。  

またうまく行けば女の子と仲良くなって●×△が出来るかもしれませんよ(笑)  

   

   

   

☆危険！システム金融の悪の手口  

システム金融と言うのは、トイチ～トサンで事業者に手形や小切手を担保に貸す業者

なのですが、  

単にその手の業者でしたら、逮捕された日栄や商工ファンドと変わりません。  

大きく違うところは、システム金融というものは、同グループで違う社名をいくつも使い、  

そのグループ内で客を回し、莫大な利子を取るというものです。  

具体的に申しますと、A 社がまずターゲットの客に融資をします。  

その後、あまりの高利に客はほぼ１００％資金が回転しなくなります。  

回転がしなくなると当然返済も遅れがちになってきます。  

すると今度は同グループの B 社がその客に融資を持ち掛けます。  

資金繰りに困ってる客は B 社を神のような存在に思い当然のように借りてしまいます。  

客は B 社と A 社が繋がってるとは知りませんので B 社で借りた金で A 社の返済を

済ませます。  



しかし、また資金が回転しなくなり困ってるところに今度は同グループの C 社が融資

を持ち掛けます。  

そしてどんどん深みにはまっていくのです。  

   

   

   

☆ツーショット、伝言をタダで使いまくる方法  

これはいわゆる「プリケー」を使用する方法なのですが、  

伝言やツーショットの業者も最近では対策をしており、携帯電話登録での後払いでは  

通常１０～２０分ほどしか使えません。これではほとんど意味が有りませんね・・・。  

しかし、これにもちゃんと抜け道は有り、要は一度代金を支払えば後払い利用時間が

一気に  

１２０分ほどまで伸びるのです！この一度でも代金を払うと言うところがミソで、  

早い話が１円でも支払えばあとはタダで最高時間まで使いまくれると言う事なのです。  

つまり、最初に課金され始めて１００円使ったところで一旦切ります。そして当日もしく

は翌日に  

その代金１００円を振り込むのです。すると後払いの利用可能時間が一気に１２０分

まで延びます！  

これで使いまくれば良いのですが、一つ重要な事は、携帯で登録する人は良く携帯

電話で登録した後に  

通話料が持ったないと言う事で、携帯で登録したパスワードを使い、自宅電話や会社

の電話でかける人が多いのですが、  

これは絶対に NG です。毎回かける時に１８４を付ければいいのですが、そのままか

けると  

業者の方に着番が残ります。するとそこから個人を特定されて後から莫大な金額を

請求されます！  

ですからかけるときは必ず登録したプリケーもしくは公衆電話からかける事です。  

そうすれば業者の連中も個人を特定できなくなり泣き寝入りするしかなくなります。  

   

   

   

☆エッチが好き、お金に困ってる女の子の繊細個人情報を入手する方法！  

この方法は簡単に言うと、「偽装出張ヘルス」の面接で女の子を集めると言う物です。  

夕刊紙の 3 行広告やレディースコミックに求人の広告を掲載し、  

それを見て来た女の子を面接し、個人情報を引っ張るのです。  

この手の名簿は裏に流せばかなりの高値で売れますので、集めて損は無いと思いま

す。  

また、「講習」の名目で面接に来た女の子とエッチする事も出来ます。  

ある程度資金が有るのであれば、実際に出張ヘルスをやってみるのも良いかもしれ

ないです。  

出張ヘルスは今が旬の商売なのでそこそこ儲かると思います。  

   

   

   

☆日本全国旅行するだけでお金が儲かる方法  



これは最低条件として普通自動車免許を所有していることが前提となります。  

これはいわゆるレンタカー陸送業務を請け負う事なのですが、この仕事は意外に気

楽で  

全国タダで旅行するようなものなので、運転が好きな人にはお勧めです。  

陸送と言ってもトラック等で運ぶ訳ではなく、別の営業所に乗り捨て返却された車を  

自走で元の営業所まで持っていき、全国を回るものですのでかなり気楽です。  

車種によってはかなり豪華な装備の物も有りますので、快適な旅が楽しめますよ！  

その上給料ももらえますので、車好きの方は一度やってみては？  

   

   

   

☆大手家電屋の安さの秘密  

ヨドバシカメラやさくらや等の大手量販電器店はかなり安く値引きをしています。モノ

によっては新製品でも  

かなり値引きをして売っている場合が有りますが、この安さの秘密は何処に有るので

しょう？  

答えは簡単です。それは彼らの仕入れ元に有ります。  

基本的にあの手の量販店の仕入れはバッタ屋から仕入れます。  

バッタ屋と言うのは、金融流れの商品や、倒産品、場合によっては盗品や詐欺でパク

った物も扱います。  

このバッタ屋から仕入れをしているので仕入れ値が破格になりあのような低価格が

実現します。  

またもう一つ理由が有り、扱ってる商品が B 級品という場合も有ります。  

B 級品とは要は不良品交換等で一度返品になったモノを再生（修理）して再度流通さ

せてるものです。  

まぁ B 級とはいえ新品と変わらないのですが、当然仕入れは超破格となります。  

消費者は意外に知らずに不良修理品を買っている場合が多いのです。  

実はこれはウチの母から聞いた情報なのです（笑）  

   

   

   

☆毎日喫茶店でコーヒーを飲んでるだけで月に１００万以上儲ける方法！  

これはいわゆる「紹介屋」なんですが、通常の紹介屋とはちょっと違った特殊なタイプ

です。  

業界では「付け馬」と言い、実際に客と一緒にサラ金業者の近くまで行き、借りてきた

その場で  

手数料を取り上げると言う商売なのです。取り上げる手数料も通常の紹介屋は２～３

割なのに対して、  

この付け馬は、５～７割取り上げると言う極悪な商売です。  

手口は実際に客とサラ金の近くまで行き、客がサラ金に行ってる間、すぐ近くで出てく

るまで見張っているのですが、  

ここは頭を使い、客にサラ金に入店させる前に客から自宅のカギや、車のカギを取り

上げます。  

そうしておけば客がサラ金に行ってる間、喫茶店でも行ってゆっくりコーヒーでも飲ん

でれば良い訳です。  

サラ金の近くで見張ると言うのは、要は客が店から出てきた時に逃げないように見張



ってる訳ですので、  

カギ等を取り上げておけば逃げる心配はまず無い訳です。そして、客には手続きが

終わったら  

その喫茶店に来るように言っておけば、客が契約を終えて、店から出てきた時に、  

その喫茶店内で手数料を取り上げる事が出来ます。  

ちなみにこの手の会社は３ヶ月も勤務し、努力をすれば給料は確実に３桁貰えます。  

私が以前都内の某会社に勤務した時は２ヶ月目で６０万の給料を貰っていました。  

ただ、人としての心を捨てないと出来ないですけど・・・。  

   

   

   

☆医者から正規に覚醒剤を貰う方法！！  

世の中は不思議な物で、医者が覚醒剤を処方してくれる場合が有ります。  

と言ってもシャブでは有りません。医者が処方してくれる覚醒剤とは、  

CG202 通称リタリンと言われる物で、直径１ｃｍ程度の白い錠剤です。  

精神病院などで処方されます。ただ現在はそう簡単には処方してくれる物ではなく、

ある程度重症の  

鬱系の症状の場合に処方されます。効果はやはりシャブと比べるとかなり落ちるらし

いですが、  

それでもかなりハイになるようです。細かい事がやたら気になるとか、挙動不審にな

るとか etc・・・  

普通の人が飲むとかなりの効果は見られるみたいです。  

   

   

   

☆風呂を溢れさせるだけで５０万以上儲ける方法  

これは 火災保険を利用して儲ける方法です。  

意外と知られていないのですが、火災保険と言うのは火災時だけではなく  

家に関する損害が出た時に保険金が支払われます。  

そこで、わざと風呂の水を溢れさせ、保険金を頂いてしまいます。  

ただ、そのまま溢れさせてもたいした金額は下りませんので、  

値段が有ってないような物（例えば友人が書いた絵画やカーペットなど）  

も水浸しにしてしまいます。そして保険金を請求するのですが、  

その時に水浸しにしてしまったカーペット等の値段は大きく偽り  

１００万以上した等と言って下さい。  

値段が有ってないような物は言われた通りに保険金を支払わなくてはなり、  

意外に簡単に保険金を引っ張る事が出来ます。  

   

   

   

☆実在する！ホンモノ拳銃と同等パワーのガス銃！  

最近のエアーガンやガスガンはかなりパワーも有りますし、改造のパーツも多数出て

いますので  

ある程度のパワーを出すのはそう難しい事では有りません。ただそれでもやはり所詮



玩具ですので  

実銃と同等パワーを出すのは不可能です。しかし、このガスガンを究極に改造した物

が存在します。  

通常ガスガンはフロン等を使いますが、このガスガンは「炭酸ガス銃」と言われる物で

圧縮炭酸ガスを使います。  

パワー的には実銃とほとんど変わらないパワーが出ており、プラスチック製の BB 弾

でスチール缶を貫きます。  

ただこれは完全に違法な物で、持っているだけ、販売するだけで銃刀法違反になりま

すので  

おおっぴらには売っているところは有りません。ただいろいろなガンショップで裏で（常

連相手）に販売しています  

ので、ガンショップを当たってみてはいかがですか？詳しくは書けませんが一つ売っ

ているガンショップの情報を。  

都内渋谷にあるガンショップで取り扱ってるらしいですよ。。私は詳しくは知りません

が（謎）  

   

   

   

☆危険！無改造で実弾発射可能なエアーガン  

これは、現在では製造はされていないのですが、もしかするとボロい玩具屋に行けば

置いてある可能性が有ります。  

実際にはメーカーで全て回収されたはずなのですが、隠し持ってる玩具屋も結構有る

物です。  

モノはコクサイと言うメーカーから１５年ほど前に発売されていたＭ２９と言うシルバー

の金属製４４マグナムのエアーガンです。  

現在も同名で出ていますが全くの別物です。このＭ２９と言うのは全てが金属製で、

実際の実弾発射実験の際にも  

破損せずに使用出来たという代物です。ただ現在はおそらく持ってるだけで銃刀法違

反になると思います。  

しかし、定価９８００円で実銃とほとんど変わらない物が買えるのであればお得だと思

います。  

   

   

   

☆実録、コンビニで買える物だけ本格爆弾を作る！  

これは中学時代に私が実際に実行していたものです。  

ただ実行すると確実に日本の法律に触れますのでご注意下さい。  

＜材料＞  

１、バクチク×２箱  

２、アロンアルファ  

３、マッチ  

４、ティッシュ  

５、ガムテープ  



＜作成方法＞  

１、まずバクチクをカッターで切り開き中の火薬を集めます。  

２、集めた火薬をアロンアルファのケースに溜めます。  

３、大体半分くらいまで溜まったらケースの横に２ｍｍ程度の穴を空けておきます。  

     この穴は導火線を通す穴ですので小さな物で大丈夫です。  

４、次に導火線を作ります。導火線はマッチの火薬を使います。マッチの火薬の部分

をカッターなどで削ぎ落とし、  

     ティッシュにくるんで導火線にします。長さは５０ｃｍも有れば十分だと思います。  

５、先ほどの穴に導火線を通しアロンアルファのケースの蓋を閉めます。そして蓋が

絶対に開かないようにガムテープで  

     ぐるぐる巻きにします。この時に導火線は必ず火薬に埋まるくらいまで差し込んで

下さい。  

これで完成です。破壊力としては、私の実験では直径１ｍくらいの穴が地面に空くほ

どの威力は有りました。  

ただしくれぐれも実行はしないで下さい。爆発物取締法違反で捕まります。  

   

   

   

☆他人の身分証明の情報を大量に入手する方法！  

これはいたって簡単な方法なのであるが、実行には十分注意を払って頂きたい。  

他人の身分証のコピーを入手するには、よく街でやっている携帯電話の街頭販売  

を偽って、ブースを出し、その場で契約書記入＆身分証明のコピーを徴収すれば良

い。  

携帯電話は後程自宅に宅急便でメーカーより直送とでも言っておけばＯＫ。  

   

   

   

☆ファミレスで合法的にタダで飲食する方法！  

これは意外に簡単に店の方が応じるので面白いのでやって見て下さい（笑）  

ファミレス等に行ったらとにかく何らかの文句を考えます。  

例えば注文を取りに来るのが遅いとか、水が汚れてるとか、注文してから  

出てくるまでが遅すぎるとか、何でもいいので、文句を考え、  

店の従業員に文句を言います。その時にかなり派手に怒る事が重要です。  

しばらくすると店長が出てくるので、今度は店長に文句を言います。  

すると意外にあっさり食べたものは無料、おまけに無料食事券のおみやげまで  

貰えたりします（笑）  

   

   

   

☆大麻が大量に生息している場所教えます！（日本国内です）  

みなさんもご存知の通り大麻は日本国の法律では非合法です。  

栽培しただけで大麻取締法違反で拘束される事になります。  

ただ合法的に大麻を栽培しているところも実は存在します。  



それは農業大学の近くで、連中は実験用に大量に栽培をしています。  

ですから農業大学の付近（特に河川敷など）には大麻が堂々と栽培されている場合

が有ります。  

一つ大まかな場所を申しますと●摩川の河川敷の近くにある農大・・・結構有ります

(笑)  

ウチの後輩連中はよく行ってるみたいです（笑）  

   

   

   

☆ブランドバッグを買って大儲けする方法！  

ブランドにもいろいろ有りますが、高値で有名なブランドでエルメスが有ります。  

日本でエルメスのバッグなど購入しようとすると、ものすごい高値もしくは数年待ちな

どと言うのが当たり前です。  

そこで、エルメスの本店に行きバッグを大量に購入します。すると、日本では数年待

ちのバッグが  

わずか 3 ヶ月程度の待ち時間で手元に届きます。後はこれを売ればいいのですが、  

実際、この手のバッグは定価の十倍の価格を付けても飛ぶように売れます。  

   

   

   

☆偽装強盗の手口  

偽装強盗と言うのは、自分を自分の仲間に襲わせるのだが、  

この行為を行うのは「雇われ店長」などが多く、要は店の売り上げを頂いてしまおうと

言う魂胆なのである。  

方法としては、売上金を閉店後に店から別のところへ持っていく業種が非常にやりや

すく、  

自分が店の売上金を持って歩いているところを仲間にわざと襲わせ、売上金を奪わ

せる。  

その後警察に届け、犯人の特徴は意味不明な言葉を話す外国人風だったなどと言う。  

その後、仲間と奪ったカネを山分けするのであるが、最近ではこういった偽装強盗が

多く、  

警察の目も厳しいので、襲わせた時に実際にナイフ等で刺されたり、チャカで足や腕

を撃たせたり  

するのが主流のようである。警察もまさか偽装でそこまではやると思わないし、  

カネを奪われたオーナーもまさかそこまでやられた人物に弁償を強要したりしない為

だ  

   

   

   

☆ブラックのクレジットカードで儲ける方法！  

通常ブラックになったカードは当然使用不能です。  

ただし、場合によっては使用可能ですが、これははっきり言って詐欺です。  

普通はカードで買い物をすると CAT と言うカードチェックの機械を通します。  

これによってそのカードがブラックかブラックでないか調べるのです。  



当然ブラックのカードをここに通すと買い物は蹴られます。  

そこで、小規模の商店などの CAT を置いていない店でカードを使います。  

そのようなところは、複写になっている専用の用紙の上にカードを置き  

そのカードのなぞって複写する道具を使います。  

しっかりした店ですとその後にカード会社に電話で問い合わせを入れてしまいますが、  

電話を入れないお店を選んで使用して下さい。  

そこで、そのカードで買えるだけ買い物をし、買った商品を買い取り屋に持ち込み換

金します。  

   

   

   

☆実行厳禁！サラ金を騙して金をパクる方法！  

サラ金を騙し金を取る方法として、架空会社を設立して現金を取り込むと言う方法を

使います。  

やり方としては、架空会社を設立し、会社の体制を整え、サラ金の信用を高めるよう

に動くのです。  

社員は、日雇い労働者やホームレスを使い、重役などにしてしまい、その人物の名前

を使い  

サラ金からカネをパクります。会社の狭い事務所に何十人という人を雇い、それぞれ

の人の  

名義でサラ金から金を借りてこさせ、返済日になる前に事務所をたたんで逃げてしま

います。  

ホームレスは元のホームレスに戻ります。これで１００％サラ金は追求できません。  

   

   

   

☆完全ブラックでも全てチャラにする方法（破産、債務整理等では有りません）  

ブラックリストに載ってしまうと最低でも５年ほどはまともな業者からは借り入れ不能

になります。  

また債務が莫大な場合、破産などをしていまうと、１０年ほど借入れが出来なくなりま

す。  

しかし、このブラック情報を一挙に消してしまう方法が有ります。  

その方法は、何処かの家に養子に入るか、結婚をして男性ならば婿養子、女性なら

ば嫁に行き  

名字が変われば全くのホワイト人間（クリーンな情報）になりますので  

また最初から借り入れする事が出来ます。  

   

   

   

☆お店の中を歩くだけで１日１万円程度儲ける方法  

これは非常に単純なのですが、パチンコ屋の玉を拾って換金すると言う物です。  

が、これは意外に馬鹿にならないもので半日～一日集めれば１万円以上にはなりま

す。  

ただ普通に拾って歩くと当然店から追い出されますので、靴をちょっと加工し、  



靴の裏に強力な磁石を付けます。ただ磁石を付けただけじゃ、歩けなくなりますので、  

かかとのある靴（革靴やハイヒール）を利用し、玉を集めます。  

靴の裏に磁石を付け、歩き回って玉を集め、ある程度溜まったらトイレなどで玉を磁

石から外し  

また歩き回る・・・この繰り返しでうまくいけば１日１万円は稼げますよ。  

   

   

   

☆合法！大量にタダでバイクを仕入れる方法！  

街で廃品バイク回収を見かけた事は有りませんか？今回の方法はこの廃バイク回収

を行うのです。  

これは意外においしい商売で、実際にはバイクも引き取り、なおかつ処分料と言う名

目でお金も貰ってしまいます。  

貰う処分料は２０００～５０００円程度ですが、その他に書類付きのバイクも無料で入

手出来るので良いと思います。  

引き取ったバイクは、バイク屋に安値で売るもよし、保管場所が確保出来るのであれ

ば保管し、  

中古バイク販売をするもよし、NET オークションで販売するもよしですね。これは結構

儲かります。  

一度やってみてはいかがですか？  

   

   

   

☆１０ｃｃのウィスキーで死ぬ方法  

通常ウィスキーを１０ｃｃ程度飲んでも死ぬ人はまずいない（と思います）  

しかし、このわずかなアルコールでも確実に死んでしまう方法が有ります。  

やり方としては、飲むのではなく、１０ｃｃのウィスキーを注射器に入れ、  

首筋（頚動脈）のところに直に注射します。すると。。。呼吸困難に陥りかなり苦しいで

すが、死ねます・・・。  

   

   

   

☆大手プロバイダーに架空加入する方法  

大手のプロバイダーと言うのは意外にいいげんなところが多く、架空でも意外に簡単

に入会出来てしまいます。  

私の経験から行きますと、あっさり架空加入出来たのは、biglobe、OCN、KDD（元テレ

ウェイ）等です。  

これらのプロバイダーは私が申し込んだ時は実験でしたのでホンモノの自宅の住所

指定で名義人だけを架空人物  

○○様方指定で申し込みをしたのですが、電話の１本も来ず（自宅電話番号はデタラ

メ、携帯のみプリケー番号記入）  

あっさり契約書が届きました。つまり、架空住所が確保出来る環境に有れば完全な匿

名での加入も可能だと思います。  

   



   

   

☆合法に有料道路を無料で通る方法！  

高速道路を除き、普通の有料道路と言うのは普通数百円のところがほとんどです。  

この方法はそれらの有料道路に通用するもので高額の有料道路には一切通じませ

ん。  

基本的に有料道路の料金所などは混雑している事が多く、料金所のおじさんも忙しく

動いています。  

そこで、まず料金所に付いたら、極力混雑しているブースに並びます。  

そして、料金を支払う際に、すかさず１万円札を出します。  

すると、忙しければ忙しいほど、後ろが混雑してきますので、  

１万円札を出されるとお釣に面倒なおじさんは料金を取らずにそのまま通してくれる

事が多く有ります。  

自分はこの方法で数百回第三京○を無料で通してもらっています(爆)  

   

   

   

☆イベントコンパニオンとエッチする方法  

モーターショーなどのイベントに付き物なのがコンパニオンである。  

このコンパニオンを GET するのは意外に簡単で、イベント中（つまり彼女らの勤務

中）  

に引っかけるのはまず不可能だが、イベントが終了する夕方、従業員通用口の辺り

で  

待っていると、仕事を終えた彼女らがぞくぞくと出てくるのであるが、  

彼女らを GET するのはここである。ちょっと誘えば驚くほど簡単についてくる！  

まさに入れ食い状態である。  

   

   

   

☆原付や自転車で白バイを振り切る！  

白バイ警官と言うのは厳しい試験や訓練を受けてきているので運転はかなりうまい

のですが、  

原付や自転車などでも簡単に振り切る事は可能です。  

要は白バイがいくら運転がうまいと言っても７５０ｃｃの大型バイクです。  

大型が入れないような露地や公園に逃げ込んでしまえばそれ以上は追ってきません。  

   

   

   

☆生ゴミが銭に！飲食店等の生ゴミ引きとって儲けよう！  

商売をやっている場合、ゴミを出すのにも現在は有料となってしまっています。  

嫌な世の中ですが、これを利用して金儲けをしましょう。  

要は、有料ゴミシールの値段より安い金額を貰ってスナック等からゴミを引き取ります。  



そして引き取ったゴミを離れた住宅街等のゴミ捨て場に持っていき捨ててしまえばい

いのです。  

1 件受けたところでたいした儲けにはなりませんが、数十件請け負って巡回すればか

なりの利益になります。  

   

   

   

☆実行厳禁！JR に何処まで乗っても３００円で済む方法  

最初に言いますが、これは犯罪である。実行すればパクられる可能性が高いので注

意して頂きたい。  

方法だが、やり方は至って簡単。まず、改札を入る時には入場券や最低運賃キップ

で OK。  

そしてそのまま目的地まで行き（特急等の検札がある列車は不可）目的地で出る時

に  

駅員にキップを落したと言う。何処乗ってきたのか？と聞かれたら、隣の駅名を言え

ば良い。  

ここで隣の駅からの運賃を取られるが、それだけで済む。長距離ほど効果あり。  

しかも意外にあっさり通るので驚きだ。  

   

   

   

☆中古車のフレーム修正歴を簡単に見分ける方法  

中古車の事故歴と言う物はなかなか見分けが付かない物です。  

下手をすると悪質な中古車業者に騙されてニコイチ車（前と後ろがそれぞれ潰れた 2

台を繋いだ車）  

を掴まされてしまう可能性も有ります。そうなれば悲劇ですので簡単な事故車の見分

け方を公開します。  

１、エンジンルーム  

    事故歴を見るのに一番最適なのはやはりエンジンルームです。  

    何故かと申しますと、普通事故を起こす特は前部を当てる場合が多いからです。  

    では見分け方ですが、まず一番わかり易いのは、メジャーを持っていき、  

    エンジンルームの対角線の長さを左右共に計ります。  

    フレーム修正をかけるとある程度は直りますが、完全に同じ対角線になるまでは

修正不可能です。  

    基本的に対角線の誤差が１ｃｍ以上有ったら危険です。  

２、ドア  

    次にドアですが、サイドを当てた場合当然ドア交換もしくは板金を行います。  

    そこでドアの修正歴の見方ですが、これは至って簡単です。  

    ドアの取り付け部分（根元）のネジを見て下さい。  

    ネジを外した痕跡（塗装が剥げてる等）が見られる場合は確実にドアの修正を行っ

ています。  

３、塗装  

    これはある程度目が良い人ではないとなかなか見分けが難しいのですが、  



    メタリックやパールの車は比較的簡単に見分ける事が出来ます。  

    これはいろいろな角度から塗装の状態を見れば解るのですが、部分的に塗装が

違うのは要注意です。  

    特にメタリックやパール塗装の車は塗装の技術が相当難しいので、見分けやすい

と思います。  

   

   

   

☆車検切れの車に乗って検問にかかった時に確実に言い逃れる方法！  

車検の切れた車を運転していると６点の減点処分を食らいます。  

まぁ気が付かずに車検切れの車に乗っていた場合はどうしようもないのですが、  

（と言うより車検の切れる日を気が付かないなんてことはまず無いと思いますが(^_^; 

ｱﾊﾊ…）  

故意的に車検切れの車に乗ってる場合（車検費用が無いとか・・・）かなり有効な方法

です。  

まずは、車検が切れたらフロントガラスの車検シールを奇麗に剥がします。これは多

少でも  

跡を残してはいけません。必ず奇麗に剥がす事が重要です。  

そしてその車を運転する時は車検証及び自賠責保険証書は車に入れておかずに自

宅に保管します。  

そして、悪運にも検問や停止を命じられた時には、車検証を出すように言われたら次

のように言います。  

「先日訳も分からず不良にからまれてゴルフクラブでフロントガラスを割られました。  

そして先日修理に出してフロントガラスを交換したのですが、修理代金が払えず、  

借金のカタと言ってはナンですが、車検証を修理工場に払えるまで取られてしまいま

したんで  

今は持っていません。」  

これでほとんどの場合｢しょうがないな・・」ってことになります。  

あくまでもおまわりさんと話す時はフレンドリーに話しましょう。  

その方がおまわりさんも「早く金払えよ～」と言った感じで済みます。  

それと時々有るのですが、修理工場に問い合わせるから修理工場の電話番号を教

えろと言われる場合が有りますが、  

その場合も冷静に、「自宅に戻らないと解らないんですよ～」などと言えばほとんど大

丈夫です。  

私は前に車検切れのシャコタンに１年間毎日乗っていましたが、この方法で１００％ク

リアしました。  

ただ、車検切れの車を運転するのは違反です。止めましょう（笑）  

   

   

   

☆元手１０万円で風俗店を開業する方法！  

本格的な風俗店を始めようと思ったら数百万～数千万の銭が実際にかかる。  

ただし、簡単に始められ、モグリ営業出来る風俗もこの世には存在する。  

それは今流行のいわゆる「デリヘル」（出張ヘルス）である。  



これははっきり言って事務所も必要ないし、携帯電話一本有れば開業可能な商売だ。  

基本的に女の子を集めれば開業可能なので、街でナンパなどして女の子を集め、  

携帯電話のみの連絡で客や女の子と連絡すれば良い。  

また、基本的にこの商売は表向きはデリバリーヘルスでも、実際には  

ホテトル（要は本番アリ）と言うのが常識であるから、女の子にも納得させる必要があ

る。  

コスチューム等を揃えれば出張イメクラも可能であるし、可能性は十分な商売である。  

現に、自分も以前はこの商売をシノギにしていた時期も有るがかなりの利益を挙げた。  

   

   

   

☆あっという間に満腹になる！究極のダイエット食品！  

世の中には奇妙な食品が有る物で、通称「満腹剤」と言う物が現実に存在します。  

これは実際に食べ放題の店などが使っている物で、白い粉なのですが、  

これを食すとあっという間に満腹になってしまい、しかも長時間持続するのです。  

入手方法はやはり特殊な物ですので、一番簡単なのは食べ放題の店等に行き譲っ

てもらうか、  

その手の店にアルバイトなんかで入ってしまう事です。  

   

   

   

☆街金融の裏話  

８３年にサラ金規制法が施行される以前はサラ金もとんでもない高利でした。  

年に５割６割の利息が当たり前で、回収できれば笑いの止まらない商売でした。  

そのため７０～８０年代にかけて、横暴な取りたてが横行し夜逃げや自殺者が続出し、  

社会問題となりました。「サラ金地獄」と言う言葉が誕生したのもこの時期で  

これによりサラ金規制法が施行されたのです。  

ただこうした法律とは無関係に高利の利子をしっかり回収している街金も多数有り、  

都道府県の知事に登録したれっきとした金融業者が少なくないのです。  

原則的には無担保、保証人無しで融資する信用貸し付け行うのですが、  

電話の加入権やクレジットカードなどあらゆるものを担保に取り金を貸す業者も少なく

ありません。  

自己手形を担保として年利３６％程度で金を貸しますが元金が減らずに最初の貸金

の額に  

利子を掛けて利息を取りますから驚くほどの利息になります。  

街金はいわゆる合法的な金貸しに対して、俗にトイチ、トニ、トサンなどの金貸しが闇

金です。  

１０日で１～３割と言った法外な利息を課すわけですから当然金融業者としての登録

などしていません。  

特徴としては街金よりも融資基準が緩やかで手形など切る必要も無く契約書作成の

みでかしてくれます。  

しかし、この契約書が曲者で、「請求が有り次第返済します」といった感じの１項目が

必ず入っています。  

この「請求有り次第」というのは融資期間が決まっていませんので翌日請求されても

支払う義務が有り  

ちょっと恐ろしいところです。しかも契約書には借りた金額だけが記載され利息の事



など何処にも書かれていません。  

それでは利息はいくらになるのでしょうか？実はこれが天引きになっていて１００万借

りるトイチなら９０万、  

トニなら８０万、トサンなら７０万しか手元に入らなくなります。  

返却するのは当然１００万と言う事です。とはいえ、契約書をもって違法だ、高利だと

騒げないのです。  

なんせ契約書に繋れているのは自分が支払うべき金額だけ。それでも借りる人が結

構いるのです。  

   

   

   

☆結婚詐欺をやろう！結婚詐欺の手口公開！  

結婚詐欺は裏に回ってペロリと舌を出す事から赤詐欺とも言います。  

詐欺罪には間違い無い物の立証されるのは１割にも満たないようです。  

なぜ立証されないのか？それはいつでも逃げ道を用意しているからです。  

結婚詐欺はそのほとんどが結婚をオトリにし、男性が女性から金品を巻き上げ  

逃げると言う物です。その手口はまず結婚の為の部屋を借りると言って  

女性から５０万ほど借りてその貸し方によって相手の経済状況をチェックします。  

借りる際にはきちんと借用書を書いて期日までにきちんと返済します。  

貸し方からいくら引っかけられるか掴んで、次に５００～６００万を事業資金として借り

ます。  

当然借用書を書きます。そして借りた金は返さないのです。  

借用書は返したいけど返せない、返す意志が有ると言う材料にします。  

   

   

   

☆ニセモノ骨董品をホンモノとして高値で売る魔法の方法  

近年、絵画、骨董詐欺が横行してるにも関わらず、なぜそれが罪とならないのでしょ

う？  

どうしてニセモノが堂々としかも立派な画商や骨董屋の手で売られてるのでしょうか。  

それは絵画や美術、骨董マニアのほとんどが、その値段に注目するだけで  

ホンモノを見る目が無いのです。そこで鑑定の専門家の鑑定書が付けられるのです

が  

それがどれだけ正当なものかは疑問です。その鑑定書はホンモノかニセモノかを決

め  

価値を判断しているから怪しいものです。  

ですから初めからニセモノをホンモノとして売りつけてやろうと考えていても  

ニセモノを捕まれた人がそれをそれを証明する事はかなり難しい事ですし、  

専門家に依頼してニセモノと解った時にも道義的責任を感じて金を返してくれればい

いのですが、  

「私もホンモノとして買ってホンモノとして売ったのだから目が利かなかったと言われ

てもいいが詐欺ではない」  

と主張されればそれを覆す事は困難です。  

美術市場は極めて特殊ですし、なぜ？と言われるような不思議な算術が行われ１０

円くらいの紙に  

描いた水彩画が数千万したりと言ったケースも多く、このカラクリが詐欺をしやすくし



ています。  

   

   

   

☆他人の家で遊んでるだけで大儲けする方法！  

多重債務に陥り、強制立ち退きや夜逃げをした物件といものが有ります。  

これは通常は競売にかけられ、第一抵当権のある業者から順に分配されます。  

しかし、この物件に入り込み、住み着いてしまうと競売に掛けられなくなります。  

まぁ入り込むには物件の所有者に融資した金銭借用書が必要ですが、  

入り込むのは早い者勝ちです。これは占有権と言い法的にも認められています。  

そこで、借用書を所有している金融業者に掛け合い、占有の役目を請け負います。  

あとは、そこでひたすら遊んで暮らせばいいのです。  

入り込まれると、第一抵当権を持ってる銀行などは債権が回収出来なくなるので、  

１００万程度の示談金で立ち退いてくれるように言ってきます。  

この金額をいかに釣り上げるかが儲けのカギです。  

   

   

   

☆多重債務者から絞り取るダマシのカラクリ！  

サラ金の多重債務者は全国で数百万人、返済不能になっている人だけで首都圏で１

００万人近いと言われている。  

２～３社からの借入れならまだ良く、本格派になると２桁、１０件以上から借りまくって

いる。  

俗に言うサラ金地獄に陥ってる人物の負債は少なくて３００万、多い人になると軽く１

０００万を超えている。  

こうなると結局のところは破産するしかないのであるが、この債務者からさらに金を絞

り取ろうとする連中がいる。  

仕掛けとしては、スポーツ誌などに、「多重債務者の肩代わりをします。年利１０％、

返済期間２０年」といった  

広告を出し、借金の１本化を低金利、長期返済でするといったうたい文句で返済に追

われる債務者の  

心理をくすぐるわけである。  

＜ダマシのカラクリ＞  

この業者のおいしい融資は次のような内容だ。  

１、融資希望、つまりサラ金から借りている総額の１０％を指定された口座へ手数料

として振り込む  

２、送金が確認されると融資金額を打ち込んだ手形が送られてくるのでそれを銀行で

割り引いて現金化し、  

     サラ金の返済にあてる  

３、サラ金から完済証明を発行してもらい、それを金融業者に送ると、その分の現金

を融資するので  

     銀行から手形を買い戻して送り返す。  

４、その後２０年の長期返済を行う。  



業者に「債務総額の１割で借金が帳消しになるのだから」と言われて、債務者はあっ

さり納得してしまい  

１０％の手数料を払って手形を受け取ってしまう。だが銀行に当座取り引きも無けれ

ば、得体の知れない手形など  

割り引くはずが無い。街金へ行っても「割り引けない」と一蹴され、結局手形が割り引

けずに期日が来て  

債務者は手数料を騙し取られたと気づくわけである。ところが債務者と業者の契約は

全て電話とＦＡＸで  

行われる為、業者の顔さえ分からないと言う事になり、結局は取られ損になるだけで

ある。  

   

   

   

☆美人局で小遣い稼ぎ  

女を道具にして儲けるのが昔からヤクザの得意技の美人局である。  

今回はこの手口を公開する。  

基本的なパターンは TV や映画でおなじみの  

「俺の女をよくもかわいがってくれたな。どう責任取ってくれる？こいつと結婚してくれ

るんかい！」  

とタンカを切るのだが、個々のケースによって多少の違いがある。  

美人局でもっともシンプルな手口は自宅に引き込む方法である。  

バーの女が客と意気投合したふりをし自宅に連れ、客にシャワーを浴びさせ  

下着姿でくつろいでるところへ男が顔を出すと言う寸法だ。  

「俺の女によくも手を出したな！」とすごむだけでなく、  

最近では「こうなった以上結婚してくれるんかい！」  

と言うのが脅し文句になってきているようだ。  

翌朝、銀行が開くまで時間を掛け十分にいたぶって、最低２０～３０万は巻き上げる。  

   

   

   

☆ＮＴＴ電話回線をタダで引く方法  

NTT 電話回線を引くには通常７６８００円の費用がかかります。これは馬鹿にならな

い金額で、  

その他レンタル電話と言う物も有りますが、現在はかなり基準が厳しくなっています。  

タダで NTT 回線を引くにはどうすれば良いか？答えは簡単です。  

NTT の ISDN 回線のサービスの中に NTT ISN ライトと言うのが有ります。  

これは通常よりも若干基本料金が高いのですが、初期費用は０円です。  

しかも ISDN 回線ですので通信速度はサクサクです。  

   

   

   

☆悪用厳禁！拾った”石ころ”で稼ぐ方法！  

これは結構有名ですが、私の仲間は実際にやっていました（爆）  

代金引き換えの小包と言う物は便利ですが危険でも有ります。  



一度受け取ってしまうといかなる物でも返品は出来ないと言う決まりが有ります。  

この方法はその決まりを逆手に取った方法なのですが実行すれば捕まります。  

石ころを使う理由としては、重量を稼ぐ為で、重量があればまともな物かな？と思って

しまう場合が多いのです。  

ですのでゆうパックに石ころを詰め、適当に手当たり次第代引きで送り付けましょう。  

まぁほとんどの人が身に覚えの無い代引き小包など受け取り拒否をしますが  

中には家族が何か買ったのかな？と思い代金を支払う人もいますのでそのような人

物が狙いです。  

代引きの金額はあまり高額ですと拒否される率が高いので、  

１つ１０００～３０００円程度が妥当なところだと思います。  

   

   

   

☆盗品や詐欺で取り込んだ物を正規のルートに流す方法伝授！  

盗品や詐欺商品は通常は正規ルートに流すと足が付きますから流す事は出来ませ

ん。  

そこで登場するのが通称バッタ屋です。彼らは法的にはあくまでも善意の第三者を装

います。  

そうすることによって盗品でも正規ルートに流通させることが出来ます。  

ただ普通の人はバッタ屋と交流をつかむのは非常に難しくなります。  

そこでこの善意の第三者を使って表に盗品を流通させる事ができます。  

善意の第三者というのは要は盗品であっても知らずに買ったのであればその人には

責任は無いと言う物です。  

これはちゃんとした法律ですのでこれを利用しないては有りません。  

つまり全くの他人に盗品を売ってしまえば、それはその時点で盗品では無くなるので

す。  

ただ知人や友人に売ってしまうと、入手ルートが明らかですので捕まる可能性が高く

なります。  

ですので確実に全く知らない人物に売りさばくのが基本です。  

   

   

   

☆金融紹介屋の求人を求人誌から見分ける方法  

金融紹介屋は金融業界の裏ビジネスです。  

しかし、社員は意外に普通の人が多く、現に私の勤務していた紹介屋も元 OL や元

デパート店員など  

全然普通の人たちばかりです。それは何故かと申しますと、  

紹介屋の求人は実は普通のフロム A や an 等に出しているからです。  

それではその求人の見付方ですが、まず業種は当然金融業又はファイナンス業、給

料は２０～２５万  

仕事内容は内勤営業とし、一番の注意点は「食事付き」と言う事です。  

金融関係の求人で食事付きと記載されている場合、紹介屋の可能性はかなり大です。  

   

   

   



☆高額臨床試験アルバイト情報の簡単入手方法  

この臨床試験の情報は結構あちらこちらで販売しているのを見かけますが、  

これらの情報を販売しているのはほぼ１００％同じ種の人物達です。  

それらの人物はいくらでも臨床実験のアルバイトの話が回ってくる為にその情報を売

っています。  

それではその人物達とは何か？答えは簡単です。それは医学部の大学生です。  

この手のアルバイトは基本的に表には出ませんので医学部学生が販売し回ってきま

す。  

ですから、医学部の学生に知人を作れば簡単にその手の情報は回してもらえます。  

現に私も筑波の学生より情報をタダで引っ張っていたことが有ります。  

   

   

   

☆ベンツを並行輸入車かディーラー車か一発で見分ける方法  

これは実は一目瞭然で解るのです。それはリアのナンバーを見れば一発です。  

ベンツの並行輸入車はナンバーの枠がナンバーよりもかなり大きくなっています。  

反対にディーラー車はナンバーと枠の大きさがぴったり同じ大きさですのですぐに解

ります。  

   

   

   

☆１０万円程度で本格サーキットを貸し切りにする！  

普通、富士や筑波などサーキットを貸し切りで使用しようとすると１時間で１５０～３０

０万程度の代金がかかります。  

ただ山梨県にスポーツランドやまなしと言うサーキットが有ります。ここは小さ目のサ

ーキットなのですが、  

ドリフト大会や走行会などにはもってこいで利用料金も半日貸し切りで１８万円、１日

貸し切りで３５万円とかなりお得です。  

５０台集めて一人１万円取ればかなりの利益も出せます。  

スポーツランドやまなしの繊細は  

山梨県韮崎市穂坂町柳平２４９２  

ＴＥＬ ０５５１－２２－８２２６  

ＦＡＸ ０５５１－２２－９９９９  

まで問い合わせれば詳しい資料を送ってくれます。  

但し、毎年１２～３月までは降雪の為休業となっています。  

   

   

   

☆偽の肩書きや制服を使って一儲け  

アメリカの心理学者が「人は権威のある人から命令されると行為の無いように関係な

く  

思いのほかその命令に服従する」  

として、人は権威や権力を連想させるものに従う傾向があると言います。  



その事が制服や肩書きを使った詐欺に役立てると言う事です。  

例えば、消防署員を装って、さも地方自治体や市町村の自治体から設置が義務づけ

られている  

かのように、世間知らずの主婦や、一人暮らしの老人達に消火器を売りつけると言う

方法が有ります。  

「消火器を点検する為に消防署から来た」と言う人物がいかにも消防署めいた制服

着てたずねたとすると  

信じてしまいかねません。そこで「消火器は一家に最低１台は備えて下さい」仕方なく

購入してしまいます。  

   

   

   

☆会社を倒産させて大儲けする方法！  

これは所謂、計画倒産詐欺と言う物を行う方法です。あくまでも知識として見て下さい。  

会社を経営していれば何とか利益を出し、会社を大きくしたいと思う物です。  

その夢が破れて倒産と言う事になればそれこそ経営者失格で事業家として再起する

のは相当な努力が必要です。  

そこで通常は倒産を避けようと一生懸命になるのです。  

ところが「計画倒産詐欺」は、初めから倒産を事業目的としていますから  

会社経営とは全く異なり、まさかということで騙されてしまうのです。一般の経営も計

画倒産詐欺もともに  

利益を得ようとする事は同じですが、倒産で儲かると言うのはどのようなカラクリが有

るのでしょう？  

おまけに計画倒産詐欺は会社が倒産した時に逃げも隠れもしないと言う特徴が有り  

どうやれば普通でいられるかも不思議です。  

では計画倒産詐欺の方方ですが、計画倒産詐欺は手間暇のかからない流通業で詐

欺をします。  

たとえばフランチャイズ・システムとか、代理店システムを称して権利を売りつけて懐

に入れてしまいます。  

地域代理店が５００万、支部代理店が５０万、小売り代理店が５万というように権利金

を設定して受け取ります。  

その他、共同仕入れで商品（健康食品や自然食品など）を格安で回すのでそのノウ

ハウ料、共同宣伝費、  

看板料などいろいろな名目を付けて徴収することになります。普通の商売のやり方で

す。  

同じようなシステムで全国展開で成功している会社が有るので代理店開設の希望者

も跡を絶たず、フランチャイズ  

システムの将来性をトクトクと説明されるとコロリと騙されます。こうやってシステムが

出来上がってくると  

今度はそれを詐欺にならないように倒産させることに精力を傾けます。  

ちゃんとした会社でスタートし、システムを作り上げて代理店契約もきちんと結びます。  

細部についての契約も交わしますしその際に弁護士も付けます。  

最初は商品も実際に渡します。そのうち商品が売れずに苦情が出始めます。  

どの代理店も売り上げが上がらず四苦八苦して、「本社」に注文が出なくなり本社が

倒産して終了となります。  

   

   

   



☆実行厳禁！登記簿を堂々と変造してカネをパクる方法！  

この方法は意外に簡単に出来ますが、詐欺罪になりますのでご注意下さい。  

まず各地の登記所へ行き、不動産登記簿を見るフリをして、ターゲットの物件の登記

簿を抜き取ります。  

そんなに簡単に行くか？とも思うでしょうが登記所と言うところは常に人がごった返し

ていますから  

どうしても全てを監視する事は出来ません。その隙を突いて持ち出すのです。  

登記簿には表題部と甲区、乙区が有りますがこれをすっぽり抜いて持ち帰ります。  

登記簿を持ち帰ったら、これを変造するのですが、抜いてきた登記簿には  

登記所で使っているのと同じようなインクで都合の良いように改ざんします。  

そしていろいろ書き加えて細工をしたら登記所に行き元のところに戻します。  

そしてその物件の謄本を請求します。すると「新しくなった登記簿」に対して  

きちんと証明印を登記所が押してくれます。この登記簿の証明印付きを持って街金な

どに行けば  

かなりの額のカネを引っ張れます。  

   

   

   

☆自動車保険金詐欺で儲ける方法！  

これを実行すると確実に詐欺罪になりますのでご注意下さい！  

まず仲間うちで追突事故を起こします。軽く当てる程度では怪しまれますので、ある

程度破損する程度ぶつけます。  

そしてきちんと警察を呼び、事故証明を取得します。その際に当てられた方は首の痛

みを訴え、病院に行きます。  

むち打ちという物は本人の申告が９０％以上ですので、医者がいくら治ってると言って

も本人が痛いと言えば完治では有りません。そこで、当てられた方は、首の痛みを理

由に３ヶ月～半年ほど病院に通います。  

そん間も保険は下りますので、当てた方（加害者役）の保険を使い保険会社から金を

絞り取ります。  

ある程度（５００万程度が目安）の銭を保険会社から引っ張ったら示談に応じます。  

その後、引っ張った銭を分ければいいのです。  

   

   

   

☆バイアグラの裏相場  

バイアグラは本来、医者の処方が無ければ入手出来ませんが、夕刊紙等にいろいろ

な業者が  

高値で広告を掲載しています。業者によりある程度違いますが、相場としては以下の

ようなものが  

普通のようです。  

3 錠＝1 万円 、5 錠＝1 万 5 千円 、10 錠＝2 万 5 千円  

   

   

   



☆ビッ○カメラやヨドバシ○メラ等のポイントをタダでＧＥＴする方法！  

この方法は１００％成功するとは限らないので、何度かトライして見て下さい。  

まずはビックカメラやヨドバシカメラ等のポイント還元している店でポイントカードを作

成し、  

何か買い物をします。その時にポイントは溜めて下さい。その後、買った商品は開封

せずに  

２～３日置いておきます。レシートも取っておいて下さい。  

その後、２～３日したら買った商品を返品します。その時に店員によって違うのですが、  

ポイントカードを出せと言われる場合が有ります。もし言われたら忘れたと言うように

して下さい。  

これでうまく行けば、商品を返品し、ポイントだけはＧＥＴ出来ます。  

金額が大きければ大きいほどお得です。例えば２０万のノートＰＣだと１０％還元で２

万円得します。  

ただ、堅い店員ですと、返品時にポイントも返品させられる場合が有りますので、  

その場合はもう一度相手の店員を変えてトライして見て下さい！  

   

   

   

☆ホンモノの銃を簡単に日本国内に持ち込む方法  

昨年夏にアメリカで面白い銃が発売されました。  

ペンライトほどの銃で２２口径程度の実弾が実際に発射できるという物です。  

これは実物もホントにペンライトのような感じで一見すると銃とは解りません。  

カギなどに付けて持ち込めば税関も余裕で通過できます。  

価格も１００ドル未満で買えますので、海外に行った時には是非購入されてはいかが

ですか？  

ただ持ち込みに失敗して捕まっても私は知りませんが(笑)  

   

   

   

☆借金で自宅を取られそうになった時に確実に家を守る裏技  

借金で自宅を取られそうになった時は、次の方法で守る事が出来ます。  

まず取られそうになってヤバイ場合は知人でも誰でも構わないので賃借権を自宅に

付け、登記してしまいます。  

そうして、自分達は自宅から出て行き、その知人に破格の家賃で自宅を貸します。  

そうすると、賃貸契約をし、入居した人物は善意の第三者と言うことで、最高 2 年間

は出て行かなくて良い事になります。  

家財道具等もそのまま貸してしまえば、取られる事は絶対に有りません。  

  

転売・転載等の複製は一切禁止します 


