
アフィリエイトで月収100万以上稼ぐ方法

どうも菊⽥です︕

今回こちらのプレゼントを⼿に取って頂きありがとうございます︕

このプレゼントではインターネットビジネスで稼いでいく上で、

あなたに最低限、、

知っておかなければならない事︕買っておかなければならない事︕

どんな物事も最低限という『基礎』があって初めて⼤きく化ける事が出来るよ

うになっていくようにネットビジネスにおいて要素が揃うアフィリエイトを軸

にお話を進めていくので最後までご覧下さい。

■アフィリエイトとは︖
そもそもアフィリエイトとはなんぞや?

と思う⼈もいるかもしれません。

アフィリエイトというのは、

他⼈の商品を紹介して報酬をもらうビジネスです。

例えばAさんという販売者がいて、商品を売りたいけど

http://mituhasitokio.blog.fc2.com/


⾃分では集客できる媒体を持っていなかったり

セールスができないので売ることができない。

そういったときに活躍するのがアフィリエイターです。

アフィリエイターとは、アフィリエイトをする⼈のことです。

例えばアフィリエイターが

Aさんの代わりにブログやメルマガで商品を紹介してあげる。

その商品が売れた場合、

価格が 1000円だったら300円とかが報酬としてもらえるわけですね。

アフィリエイトは販売者も商品が売れてラッキーだし、

アフィリエイターも報酬がもらえてうれしい!

さらに、良い商品を紹介してもらえたお客さんも喜ぶという、

メリットばっかりのビジネスなんですね。



よくアフィリエイトはネズミ講だとか⾔う⼈がいますが、

そういう⼈はアフィリエイト以前にビジネスの本質がまったくわかっていません。

アフィリエイトとは悩みを持っていたり、

欲しいものがある⼈に合った最⾼のものを紹介してあげることです。

なんでもかんでも適当に持ってきたものをペタペタ広告みたいに

リンクを張るのはアフィリエイトじゃありません、ただのスパムです。

今の時代はアフィリエイターは⾮常に重要です。

なぜなら、商品を持っている⼈はたくさんいますが、

それを⾃分で売れる⼈が少ないからです。

だから代わりに売ってくれるアフィリエイターの存在は⼤きいんですよね。

今後はますますアフィリエイトの規模は⼤きくなっていくでしょうし、

ソーシャルメディアの普及によって、誰でも強い媒体を持つことができるので、



より稼ぎやすくなります。

さらに、アフィリエイトで起業するということもできます。

どんどん良いものを紹介して稼いでいきましょう!

そして、感謝されましょう。

■アフィリエイトの魅⼒

数あるネットビジネスの中でもアフィリエイトは⻑所がありすぎる

最強のビジネスモデルだと思っています。

アフィリエイトを極めれば、それだけで⾃由に⽣活ができます。

そんなアフィリエイトの魅⼒を教えていきたいと思います。

・資⾦がかからない

何かビジネスを始めようと思えば⼟地や建物、



器具や⼈員など、もろもろ合わせて数百万はかかります。

しかし、アフィリエイトは無料ブログ1つあれば

すぐに始めることができるのです。

商品⾃体も他⼈のものを持ってくればいいだけなので

まったく⼿間がかかりません。

ノーリスクで始められる唯⼀のビジネスだといえます。

・⾃動化ができる

⼀度作ったサイトにペタッとリンクを張っておけば、

寝てる間も⾵呂に⼊ってる間も⾃動的に収益を⽣み出してくれます。

労働しなくてもお⾦を稼ぐことができるのです。



⽉10万円稼いでくれるサイトを 10個作ればほったらかしで

⽉収100万円になります。

・収⼊に限界がない

アフィリエイトには収⼊に限界がありません。

収益を⽣むサイトは無限に量産することができます。

媒体の数とその⼤きさ次第で⽉収数千万という数字も可能です。

読者が 10万⼈いるメルマガなんかは

メール 1通書くだけで⼀⻫に 10万⼈の読者にセールスすることができます。

10万⼈の読者に 1万円の商品を紹介して

1000⼈が買えばメール1通で 1000万の売り上げです。



このように、媒体を膨らませてしまえば極めて⼩さな⼒で

⼤きな収益を上げることができるのです。

・利益率が⾼すぎる

普通の商売では仕⼊れや⼈件費が売り上げから引かれてしまい、

利益がほとんど残りません。

マクドナルドなんかも利益率は10%程度しかないのです。

しかし、アフィリエイトは売り上げがそのまま収⼊になります。

利益率 100%なんです。

・在庫を持たなくても良い

アフィリエイトでは紹介するだけなので

⾃分の商品がなくても無限に売れるという特徴があります。



そのため⾚字になることもなければ売る商品がないということもないのです。

仕⼊れる時間や⾯倒な取引も⼀切必要ありません。

このように、

アフィリエイトはメリットだらけのビジネスなんです。

どんどん⾃動化してしまえば

ほとんど働かずしていくらでも稼ぐことができます。

今後はアフィリエイトをやらずに死んでしまう⼈⽣は

考えられないと⾔ってもいいでしょう。

■アフィリエイトSEO

アフィリエイトではよくSEOが重要だと⾔われていますが、



SEOって何?って思う⼈もいると思います。

SEOとは、検索エンジン最適化のことで、

グーグルとかヤフーなどの検索エンジンで検索したときに、

できるだけ1ページ⽬、上位表⽰させることです。

ブログやサイトでは検索エンジンから集客をするのがメインなので、

検索エンジンで上の⽅に表⽰されないとアクセスが集まらず、

収益に繋げることが難しくなります。

ほとんどの⼈は1ページ⽬に表⽰されているサイトしか⾒ないので、

3ページ⽬とかに⾃分のサイトが表⽰されても

なかなかアクセスが集まらないのです。

なので、

できるだけ1ページ⽬に表⽰されるようにSEOをかけるようにします。

どうすれば上位表⽰されるのかというと、



これはグーグルのアルゴリズムに従って内部最適と

外部最適と呼ばれる 2つの項⽬で点数を上げていく必要があります。

内部最適とは、

サイトのタイトルと書かれている内容が⼀致しているかや、

情報量、またユーザーにとって

有益な情報であるかどうかということで決まってきます。

グーグルは、検索した訪問者にとって

有益かどうかということを第⼀に⾒ています。

投資で検索して投資と書かれているサイトに⼊ったのに、

ダイエットのことが書かれていたらユーザーにとってなんの役にも⽴ちません。

なので、

狙っているワードとその中⾝を⼀致させる必要があります。

そして、



より有益な情報をたくさん載せるほどグーグルからの評価が⾼くなります。

そういう意味で、

広告ばっかりのサイトなんかは全く役に⽴たないので評価は低くなります。

内部最適にはキーワード出現率など、

まだまだ細かいところはいっぱいありますが、

⼤事なのはユーザーにとって有益であることだと思ってもらえばいいです。

次に、外部最適ですが、

これは他のサイトからのリンクをもらっている数または質で決まります。

リンクをもらうことを被リンクというんですが、

なぜ被リンクでサイトの評価が変わるのかというと、

リンクをもらえるということは、

そのサイトは⼈気だったり良いサイトだと認識されているからだといえます。

100サイトから⾃分のサイトにリンクをもらっていれば、



相当良いサイトだと判断されます。

また、数だけでなく、

リンクをもらうサイトの質も重要です。

評価の低いサイトからリンクをもらうより、

評価の⾼いサイトからリンクをもらった⽅が⾃分のサイトの株も上がります。

そういうことで外部最適の施策としては、

良いサイトからたくさんのリンクをもらうことが重要になってきます。

こうしてSEOをしっかりかけて上位表⽰させることで集客ができ、

アフィリエイトで成果を上げやすくなります。

■無料オファーアフィリエイトについて

無料オファーアフィリエイト、

オプトインアフィリエイト、最近よくこの⾔葉を聞くと思います。



これらはなんなのかというと、

無料の動画やセミナーを紹介し、アドレスを登録させるだけで

1件 300円とか 500円もらえるアフィリエイトです。

わかりやすく⾔えば、無料のテイッシュを配って

広告主からお⾦をもらう感じですね。

なぜ無料のものを配るだけでお⾦をもらえるのかというと、

紹介して登録してもらうことで主催者にアドレスが集まるからです。

無料で良いものを提供する代わりに

アドレスを登録してもらうということですね。

そして、その集めたアドレスに対して商品を紹介して、

気にいった⼈が有料のものを買うという形で主催者は儲けるということです。



アフィリエイターは無料のものを 10件紹介したら 5000 円もらい、

主催者はアドレスを 10件ゲットする。

そしてその集まった 10アドレスに 1万円の商品をセールスし、

1⼈が買えば 1万円が主催者に⼊るって感じです。

するとアフィリエイターも主催者も稼げて

商品を買ったお客さんも満⾜するという素晴らしすぎるビジネスなんですね。

しかも無料のものを紹介するだけでいいので圧倒的に稼ぎやすいです。

普通に考えて無料のものを売る⼒がないのに、

有料のものを売れるはずがない!

そして、

報酬も 1000円のものを売るよりも⾼いので



絶対にやらなければならないビジネスです。

僕はこの無料オファーを読者2000 ⼈以上にババッ︕っと

紹介してるのでメール1通で 5万円とか稼いでしまいます。

この無料オファーを紹介する媒体はブログ、サイト、

メルマガ、メール、ツイッター、facebook、いくらでもあります。

使える媒体は全部使って紹介すればいいです。

特に facebook やツイッターでばらまけば確実に報酬は得られます。

楽天アフィリエイトなんかは1万円のものを買ってもらっても

100円しか⼊らないので、無料のものを配るだけで

500円とかもらえるのがどれだけ割のいいビジネスかがわかると思います。



無料オファーアフィリエイトはアフィリエイターだけでなく、

サラリーマンや中学⽣、⽼⼈、この世に存在する⼈は全員やるべきです!

学校のクラスメイトや仲の良い友達に紹介するだけで

1万以上は誰でも稼げます。

誰でも最初から簡単に稼げるビジネスなんてないと僕は⾔ってますが、

これは誰でも最初から簡単に稼げます。

なので今すぐ始めてください。

ただし︕「無料やし登録してよー」っていう紹介じゃダメですよ。

無料のものでもメリットがないとただのウンコです。

⽯ころなんてクレヨンしんちゃんのボーちゃん以外は



無料でもいらないわけです。

だから、

それを⾒ることで得られるメリットをしっかり伝えましょう。

「これでしか学べないことがあるよ」、

「今しか⾒れないよ」という⾵に、

とにかく⾒たいという感情を動かすように紹介してください。

無料オファーアフィリエイトの始め⽅なんですが、

僕のおすすめの案件を⽤意したんで、

それに登録してもらうと⾃動返信メールで

「あなたもこの動画を紹介して稼ぎませんか?」

というメールがくるので、

そこから名前とアドレスを登録すればすぐに始められます。



今から 5分後には無料オファーアフィリエイトができるんで、

僕が数⼗万単位で稼いでる報酬が⾼くて成約を取りやすい案件で

好きなだけやってみてください。

■無料オファーASP

〇ビジトリーアフィリエイトセンター

http://directlink.jp/tracking/subaf/918658

〇スカイアフィリエイトセンター

http://directlink.jp/tracking/subaf/1082715

〇HTMアフィリエイトセンター

http://directlink.jp/tracking/subaf/384419

他にも ASPは検索して探せば沢⼭ありますが、

まずはこちらを全て登録しておけば紹介案件などが登録したアドレスへお知らせが届

くようになるので続きを読む前に登録は終わらせておきましょう︕

http://directlink.jp/tracking/subaf/918658
http://directlink.jp/tracking/subaf/1082715
http://directlink.jp/tracking/subaf/384419


■情報商材アフィリエイト

情報商材アフィリエイトとは、

名前の通り情報商材をアフィリエイトします。

情報商材には

・稼ぐ⽅法 ・投資の⽅法

・復縁する⽅法 ・ダイエットのやり⽅

など、⼈の悩みを解決するもので、

PDF形式の電⼦書籍だったり⾳声ファイルだったりします。

情報商材は普通の本などとどう違うのかというと、

・知識がより専⾨的で、ありのままに書いている

・注⽂して待つことなくその場でダウンロードして⾒ることができる



・販売者のサポートや特典などがある

・⽐較的⾼額である

⼤まかにこのような特徴があります。

情報商材をアフィリエイトするメリットとしては、

報酬率、が⾼いということが⼀番に挙げられます。

楽天やアマゾンなどは報酬率が1%とか 5%で

1万円のものを売っても 100円とかしか稼げません。

それに対して、

情報商材は1万円のものを1つ売れれば 5000円ぐらい報酬がもらえます。



さらに、たくさん売ることによって販売者と交渉して

報酬額を上げてもらうこともできます。

あなたがダイエットに興味があったり実績があるなら

ダイエットのサイトやメルマガを運営して情報商材を売るのがいいでしょう。

投資の経験があるのであれば、FXの商材を紹介すればいいと思います。

僕⾃⾝情報商材アフィリエイトで稼いでますし、

無料オファーアフィリエイトに並んでおすすめです。

情報商材のアフィリエイトを始めるには、

最⼤⼿ASPのインフォトップに登録すればすぐに開始することができます。



※infotop の登録がまだの⽅はコチラから登録を済ませましょう︕

→ http://www.infotop.jp/two.php?pid=173931

インフォトップは最も質の⾼い商材を扱っており、

販売する際に審査があるので優良なものが多いです。

■ブログアフィリエイトについて

ブログアフィリエイトの特徴、メリット、デメリット、

おすすめのブログなどを教えていきます。

ブログアフィリエイトの特徴・・・

無料、有料問わず、ブログを作ればすぐに始められるアフィリエイトです。

http://www.infotop.jp/two.php?pid=173931


毎⽇の記事の中でアフィリエイトリンクを貼ることにより、

訪問者がそこから購⼊すると報酬がもらえます。

多くのアフィリエイターが最初はブログを使って始めます。

ブログアフィリエイトのメリット・・・

なんといってもブログのアカウントを取ってしまえば

すぐに始めることができるので、

最も⼿軽に始めやすいアフィリエイトといえます。

有名⼈や⾯⽩いブログにすれば訪問者が増えていき、

収⼊をどんどん上げることができます。

ブログでファンを増やせば



メルマガに誘導することもできます。

ブログアフィリエイトのデメリット・・・

やはり最初はブログ⾃体が中⾝のないものなので

コンテンツをしっかり育てていって集客に励まなくてはなりません。

最初のうちは訪問者がいないので、

思ったよりも結果が出せずに挫折してしまう⼈が多いです。

ブログは、サイトなどと違って

定期的に更新しないと訪問者が減ってしまうので、

⾃動化の⾯では不利だといえます。



あとは、無料ブログの場合サービスが突然終了してしまったり、

規約違反でペナルティを受けると

消されてしまうことがあるので注意する必要があります。

おすすめのブログ・・・

アメブロが⼀番集客がしやすく成果を出しやすいんですが、

最近は規制が厳しくなってアフィリエイトが禁⽌になりました。

アメブロで⽉収200万を稼いでいた⼈でさえ

ブログを消されてしまってパーになったという悲惨なことがありました。

絶対消されるとは限りませんが、消されるリスクが⾼いので、

おすすめとしては seesaaブログか FC2ブログが良いです。



seesaa ブログは検索エンジンにもひっかかりやすく

集客に優れ、1つのアカウントで 5個のブログを作ることができます。

FC2ブログはデザインのアレンジがかなり⾃由にでき、

お洒落にカスタマイズしたい⼈には最⾼のブログです。

さらに、唯⼀アダルト系の内容も許可されているので

安定性抜群のブログといえます。

■メルマガアフィリエイトについて

メルマガアフィリエイトの特徴、メリット、デメリット、始め⽅、

使うべき配信スタンドについて教えていきます。



メルマガアフィリエイトの特徴・・・

メール形式で読者に情報を伝えながら商品を紹介するアフィリエイトです。

メルマガと⾔うと敷居が⾼いように思われますが、そんなことはありません。

稼ぐ系で、⽉収100万円を⽬指す⼈向けに配信している⼈もいれば、

初⼼者のために⽉収 10万円を稼がせるメルマガを配信している⼈もいます。

リスト(読者)をブログやツイッター、facebook、

無料レポートスタンドから集めてそのリストに対してアフィリエイトします。

リストが増えれば増えるほど同じ労⼒で多くの⼈に紹介できるので稼ぐことができま

す。

ブログやサイトは訪問者が来るのを待つプル型と⾔われるのに対して、

メルマガは⾃分から仕掛けていくプッシュ型と⾔われています。



メルマガには読者全員に⼀⻫に配信する⼀括配信と、

新たな読者が登録した⽇から決めた時間に⾃分が作った

シナリオ通りのメールを順番に配信できるステップメールがあります。

ステップメールは読者が登録した何⽇後の何時に1通⽬のメールを送って、

何⽇⽬の何時には2通⽬のメールを送っていく…

という感じに

⾃分が決めた時間に決めた内容のメールを

勝⼿に配信してくれるので⾮常に便利で⾃動化も効くので、

強⼒なメールとなります。

これは、読者によって登録時期が違っても、

段階に合わせて最適なメールを送れるので成約率がかなり上がります。



⼀⽅、⼀括配信メールは読者の登録時期に関わらず全員に同じ内容のメールを送りま

す。

メルマガアフィリエイトのメリット・・・

なんといってもメルマガは最も強⼒な媒体で、⼀般的に⼀番稼ぎやすいです。

リストが増えれば増えるほどレバレッジがかかり、1通のメールが強⼒になります。

リストが1万⼈いて、1万円の商品を紹介して 100⼈が買えば、

それだけで100万円稼ぐことができます。

ブログやサイトと違っていつでも何回でも仕掛けることができるのでお客さんの価値

が⾼いです。



メルマガアフィリエイトのデメリット・・・

リストが少ないうちはメール1通書いてもほとんど利益が⾒込めません。

また、メルマガを配信しても読まない⼈もいるので全員に伝わるわけではありません。

メルマガを始める⽅法・・・

メルマガを始めるのはいたって簡単です。

メルマガ配信スタンドに登録すればすぐに始めることができます。

配信スタンドには無料のものと有料のものがありますが、

まぐまぐなどの無料配信スタンドは絶対にやめた⽅がいいです。

なぜかと⾔うと、

誰が登録してるのかが分からずメールアドレスを⾒れないので



パソコンに保存できませんし、さらにステップメールの作成機能もありません。

そして、メールの到達率が悪いです。

迷惑メールに⼊ったり、サーバーでスパム扱いされて

全く届かないケースもあります。

たとえリストが0の初⼼者であっても

有料の配信スタンドを使うべきです︕︕

なぜなら、

いずれにでよリストが増えてくると有料配信スタンドに変更しますが、

無料の配信スタンドからそちらに読者を移動させる際に、

メールアドレスを取りだせないので、

メルマガを配信して読者⾃ら登録してもらう必要があります。



すると、たまたまメールを⾒てなかった⼈なども出てきて、

全員が登録してくれるわけではないのでせっかくのリストが減ってしまいます。

なので、圧倒的に有料の独⾃配信を使ってほしいと思います。

そこで、おすすめの配信スタンドはエキスパートメールです。

僕もエキスパートメールを使っているのですが、

メールの到達率が⽇本⼀でステップメール作り放題、

しかも⽉額たったの 1970円という、

他の配信スタンドとは⽐べ物にならないぐらい優れています。

⽇本⼀のメルマガ発⾏者と⾔われる川島和正さんをはじめ、

多くの業界⼈がエキスパートメールを使っています。



ちなみに独⾃配信で 20万稼げるとしたら

無料配信は10万ぐらいしか稼げないです。

無料の配信スタンドと料⾦が1970 円しか変わらないのに

この差は⼤きいですよね︖

なので、

エキスパートメールに登録してステップメールを作成してから、

リスト集めを始めれば、かなり効果的にメルマガアフィリエイトを

開始することができます。

まだエキスパートメールに登録していない⽅は

こちらから登録をスグに済ませておきましょう︕



エキスパートメール/クラウド版/価格︓⽉額１,９７０円

http://directlink.jp/tracking/af/918658/sK7Ci58D-7zSABbV6-yn2Q9ddZ-30OM

OF9O/

■少しずつ着々と時間をかけて

稼げるようになりたい⼈の為のおススメ商材‼

僕がネットビジネスを始めた頃、

すぐにメンターを決めて塾などに速攻で⼊りました。

ただ塾などのコミュニティとは別に、

今回は僕が初めて買った『商材』をオススメしたいと思います。

僕のメルマガを読んでくれている⽅で買っている⽅もいると思いますが、

ネットビジネス⼤百科です。

http://directlink.jp/tracking/af/918658/sK7Ci58D-7zSABbV6-yn2Q9ddZ-30OMOF9O/


これは情報業界でもトップの17歳で障害を持ちながら

1億円を稼いだ和佐さん。

そしてめったに表には出てこない⽇本ではダントツの

コピーライターの⽊坂さんの2⼈が本気で作った究極の情報商材です。

僕が最初に買った商材なので⼀番思い⼊れが強く、

どうあがいても⼤百科の知識がなければ今⽉収 100万超えはしてません。

僕がネットビジネスを始めた2012 年 8⽉当時の僕にアドバイスするなら、

まずネットビジネス⼤百科を勉強しろと⾔います。

■内容



売れる商品を確実に⾒つけるリサーチの仕⽅、

売り上げを数倍、数⼗倍に上げる⽇本⼀の

コピーライティングのテクニックがメインです。

リサーチ︓

ほとんどの⼈は誰が何に悩んでいて、

何を必要としているのかが分かっていません。

なので、

やみくもに商品を選んで売ろうとするのですが、

需要を把握できていないため全然売れません。

このリサーチの⽅法を学ぶことで、

確実に売れる商品を⾒つけることができます。



コピーライティング︓

ネットビジネスでは 9割が⽂字の世界です。

お客さんが買いたいと思うような⽂章、

コピーライティングができなければ話になりません。

同じ商品でも⽂章によって伝わり⽅は全く違います。

どんなに良い商品でどんなに集客をしても、

その商品の価値をうまく伝えることができなければ

『買いたい︕』という感情にさせることができないんです。

極論を⾔えばコピーライティングの⼒さえあれば

お客さんが少なくても良い商品でなくても売れてしまいます。

もちろんクソみたいな商品を圧倒的なコピーライティングで



良いものに⾒せかけて売るのは僕は嫌いです(^^)

特にネットビジネスで稼いでいる⼈は

コピーライティングで稼いでいるようなものなんです。

⼈は感情でモノを買います。

その感情を揺さぶる最強のスキルがコピーライティングです。

良い商品をより良く伝え、

たくさんの⼈に買ってもらって価値を実感してもらう。

そして感謝されてあなたは儲かる。

これが本来のビジネスではないでしょうか?



せっかく良い商品を作れて何万⼈と⾔う集客ができても、

売れる⽂章が書けなければ利益が横流しです。

100の価値がある商品だとしても

20とか 30しか伝えられなかったら買ってもらえないまま

他の変な商品を買ってしまわれるかもしれませんよね︖

いい商品をそれが必要なお客様へ提供してあげれないと

そのお客様がかわいそうです︕

例えば同じ⾞でも伝え⽅によって

全く価値の感じ⽅は変わってきます。

良い商品でもその価値を伝えることができなければ



買いたいと思わせることができない、売れない、儲からないのです。

価値を伝えることができて初めて売れます。

そのためにはコピーライティングができなければなりません。

ネットビジネスでコピーライティングができるのと

できないのでは数倍、数⼗倍差がでます。

1万円の商品の成約率が 10%で 10個売れたら10万円、

30%で 30個売れたら 30万円、3倍も売り上げが変わってくるのです。

それがもし100%に近い成約率になれば・・・



コピーライティングは難しいとか、

国語みたいにセンスがないとうまくならないというイメージがありますが、

そんなに難しいものではありません。

⼩説家のような綺麗な⽂体で巧みに書くのが

コピーライティングではありません。

⼈に買いたい、

欲しいと思わせる⽂章を書くのがコピーライティングです。

⼈の感情を揺さぶる⽂章には、

いくつかの法則やテクニックがあって、

それに従って書けば相当反応率は変わります。



そして、ほんの少し⾔葉を付け⾜したり

変えるだけで反応率が変わります。

さらに、ほんの少し反応率が変わるだけで

収⼊は恐ろしく変わります。

じゃあほんの少しだけでもいいから

コピーライティングの技術を上げた⽅が良いと思いませんか?

ネットビジネスで稼ぎたいと思っているのであれば

コピーライティングを避けては通れないです。



僕の師匠や⽉収1億 6000 万の⻄野隆さん、

そしてこの業界のトップにいる⼈はみんなコピーライティングが

⼀番重要だと⼝をそろえて⾔ってます。

そのコピーライティングのテクニックが⽇本⼀⾝に付くのが

「ネットビジネス⼤百科」です。

そして、僕の買ってきた商材の中でも

ネットビジネス⼤百科は最⾼のものです。

これをマスターするのと

しないのでは⽉収が 3倍は変わってきます。

しかも、この商材は 1万円ですが1年間、



無条件で全額返⾦保証がついてます。

審査に通らないと

お⾦が返ってこないということもありません。

つまりノーリスクです。

1万円という価格⾃体も得られる

リターンの⼤きさと内容のクオリティを考えれば

ありえない安さだと思います。

ベンツが10万円で売ってるようなものです(^^)



なので本気で稼ぎたいと思ってるなら、

他のわけのわからない商材に⼿を出すんじゃなくて

最初にこの商材を買ってほしいと思ってます。

【豪華特典付き】ネットビジネス⼤百科はこちら

→ http://www.infotop.jp/click.php?aid=173931&iid=7607&pfg=1

■時間を無駄にしたくない︕最短最速で︕

全ノウハウ、お⾦、仲間を⼿に⼊れたい⽅へ︕
僕がリアルビジネスの成功していきた⽅法や、ネットビジネスを初めて

圧倒的に時間とお⾦を⼿に⼊れた全てをここへ継承してます︕

詳しい詳細や塾⽣さん達の声などはリンクから案内ページをご覧下さい。

【菊⽥ネットビジネス起業塾】

→ http://www.infotop.jp/click.php?aid=173931&iid=61459

以上。

http://www.infotop.jp/click.php?aid=173931&iid=7607&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=173931&iid=61459


著者プロフィール

菊⽥慎也 1985/01/04⽣まれ ⾎液型A型

25歳ごろ全財産たった 6万円の頃に

借⾦をして⼩さなBARを開業。

2年半ほどで 11店舗の運営をするほどに

グループ会社に成⻑させる。

しかしその後…

「死」を感じさせられた事件が起こる。

ある⽅からの投資案件に失敗し多額の負債を抱えてしまう。

負債とグループ運営に板挟みで地獄を経験し、

その後、インターネットビジネスに出会う。

ネット業界参⼊後、⽉収100万以上を達成!!

半年後には⽉ 2800万を稼ぎ出す︕

2000万近くの負債は⼀瞬にして完済!!



「死」を覚悟した地獄からの⽣還を果たす。

現在は店舗グループの代表を務め

個⼈でもコンサルティング会社を 2社を経営。

⼤阪の中⼼街から

⾃然豊かな地元の⾼知県に拠点を変え

経済的・時間的⾃由な⽣活をする起業家。

主に⾏っている事業…

インターネット広告代理業＆通販事業

起業スクール運営

店舗開業＆Web集客コンサルティング事業

HP・動画・ロゴなどのデザイン制作代⾏

観光＆特産品流通事業 など経営者として教育者として

現在も幅広く活動している。


