
どうも菊田です。

今回、 「稼ぎのオプトレート」

に興味を持って頂きありがとうございます。

ただ今のあなたは複雑な心境

なのではないでしょうか？

なぜなら、巷では

・ツイッターは稼げる

という意見があったり、

・ツイッターは稼げない

という意見があったりと、

正直あなたの頭を混乱させていると

思います。

そんななかでも、

この Twitterで稼ぐ為のオプトレートに 手にしたあなたは、

ツイッター の可能性を感じ取る事が出来る感性の

高い方だ、ということでしょう。

なので、初めに言っておきます。

「おめでとうございます！」



これから、あなたはツイッターを駆使

して思いのままに収入をコントロール

していくことができます。

ブランド物のバッグが欲しい？

ー叶います。

高級フレンチに素敵な女性を誘いたい？

ー叶います。

高級車が欲しい？

ー叶います。

高級マンションを買いたい？

ー叶います。

正直、ツイッターはアツいです。

ツイッターとあるものを組み合わせれば

それこそ、ライバルを出し抜き一気に

月収を 100万円にすることも難しく

ないでしょう。

事実、私が同じ手法を使ってそうなりました。



最初に言っておきますが、

これから私はあなたにこの稼ぎ方のレクチャーを

していきます。

もちろんあなたを稼がせるというのが 主な目的です

ここでレクチャーしていく内容はとても

重要な事なのでしっかりと読んでくださいね。

そして読み続け、稼ぐ方法を知ることで私と

同じ状態になることが可能になるのです。

お金ってただの富じゃないんですよ。

お金があれば、嫌なこともキッパリと

断れるようになる。

お金があれば、理不尽なお客さんにも

「あなたとは取引しません！」と

言えるようになる。

そして、その分、あなたのことを

大好きなお客さんに手厚いサービスを することもできる。

つまり、お金はただの裕福なツール

ではなく、

「より正しい事を、より早く叶える」

ためのツールでもあるんですね。



なので、まずは

「売り込み＝悪、ウザい」

というような価値観は今日、思い切って

捨ててしまう事をオススメします。

なぜなら、結局は自分が平気でセールスを

できるようにならないと、自分にお金は

入ってこないからです。

話が長くなりましたが、

これからあなたに新しい世界を見せます。

周りの会話がバカバカしくなる

くらいの新しい世界です。

そして、あなたが稼げるように

なったら、今度はあなたが、あなたの

周りにこの新しい世界を見せて行って

あげてください。

一緒に稼いで、成長して行きましょう。

まず、あなたにお伝えしておきたい

ことがいくつかあります。

・質問はメールで遠慮なくどうぞ！

私のメディアから問い合わせフォーム等がありますので

気軽に言って来てくださいね。



私のレクチャーを読んでいて、

「ここの部分はどうなんだろう？」

「これってどうゆうこと？」

なんかの、疑問がわくと思います。

そういったことは遠慮せずにどんどん

このメールで質問してきてくださいね。

あまりに質問数が多い場合は、全てに

返信することは難しいです。

ですが、1通 1通全てに目は必ず通しますし、

このメール内で質問のシェアもしていきます。

疑問をそのままにしておいても、

いいことはありません。

水は流れないとどうなると思いますか？

腐りますよね。

それと同じで、疑問も流さないと

あなたの脳内で停滞します。

で、いずれはそれが、

・自信喪失



・自分は無知

なんていう変な思い込みが

出来上がってしまうんですよ。

なので、わからないことは素直に

質問してきて下さい。

あと、「誰かが質問してくれるだろう」

といった待ちの姿勢もダメです。

当事者意識を持ちましょう。

誰かが質問をしてくれなきゃ、その

答えは永遠に闇の中。

なので、積極的に自分が行動してください。

これが「成功の秘訣」です。

・マナー、モラルある行動をしましょう。

私たちは、ネットという特性上、

お互いの顔が見えません。

そんなこともあってか、この業界には

マナーもろくにできないヤツが多いんですよ。



たとえばメールで質問をしてくるときも、

自分の名前を名乗りもせず、いきなり

質問から始まるとかね。

リアルだったらありえないですよね？

そこらへんの意識をしっかり持ってください。

なので、

===================== 〇〇さん

こんにちは、〇〇です。

・・・（本文）・・・

=====================

というような文頭から始まる

ようにしてください。

あとは、「お礼」も大事ですね。

こんなことをいうと、

「どれだけお前は偉いんだ！」

と思うかもしれません。

ですが、違います。



というのも、お礼って言うのは、

当然のことですよね？

何かをしてもらったら、お礼を言う。

うん、当たり前の事です。

これを読んでいるモラルの高いあなた

なら大丈夫だと思いますが、このお礼

すらもできないヤツが多いのがネットの

現状なんです。

私は、この部分も危惧していますし、

私のメンターの教えてでもありますが、

このモラルハザードをネット界から根絶したいです。

なので、私に限っての場合じゃありません。

どなたにメールを送る場合でも、

返信が返ってきたりしたらキチンと

お礼をしましょう。

そういったマナーがしっかりしている

大人の方がカッコいいですよね。

ということで、こういったルールをしっかり

と守ってツイッタービジネスを楽しんで

いきましょう。



いよいよ本題に入って行きます。

さーて、いきなり行きますか！

これからあなたに新世界を見せると

お約束しました。

なので、その約束をキッチリと

果たして行きたいと思います。

まずは、なぜツイッターが稼げるか？

この部分について掘り下げて行きたい

と思います。

ツイッターは 2012年時点で、

約 3000万アカウントが登録されています。

これは、日本の人口の約４分の 1にあたる

数字ですよね。

で、もちろんその先にいるのは人間です。

なので、アカウントそれぞれに

趣味や志向があるということになります。



それって凄くないですか？

3000万人もの趣味・志向が

パソコン画面にズラーッと出てくる

わけですよ？

オフラインでそんな情報が目の前に

ズラーッと出てくることはありえませんよね。

この部分の可能性に、まず気づいて欲しいです。

そして、ここがツイッターで大きく稼ぐ

ミソであり、鍵にもなります。

で。

全人類に共通した 2大欲求というのが

人間には備わっています。

何だと思いますか？

ちょっと考えてみて下さい。

・

・

・



・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

わかりましたか？

正解は、「お金」と「エロ」

です。

お金があれば、物質的なものは

何でも買えるわけです。

つまり、マズローの 5段階欲求説の



生理的欲求、安全の欲求は確実に

埋める事が出来る。

あとは、子孫繁栄のためのプログラム

が人間には組み込まれていますから、

「エロ」という部分も人は確実に持ち合わせている。

そして、この２つのなかでも、特に強いのは

やはり「お金」でしょうね。

下世話な話、お金があれば女も買えますからね。

実際に、あなたも「稼ぐ話」に夢中でしょ？笑

もちろん、私も夢中です。

つまりですよ。

3000万人という趣味・志向

と

3000万人が持つ「お金」という

根底欲求。

この２つを組み合わせることが、

ツイッターで多額の現金を稼ぎだす

キモである。

ということなんですね。



どういうことか、ぼんやりと

イメージはできましたか？

「趣味とお金の欲求を組み合わせる？」

「え、どうやって？」

と言った疑問が湧いているかもしれません。

今日はちょっと本題からそれて、

【成功するために大切な話】を

しようと思います。

聞きたいですか？

もし、あなたが現状で月収 100万円以上

を稼げていないとしたら、今日の話はとても

役に立つでしょう。

というのも、月収 100万円以上稼いでいる

方に共通した話をしていきますので。

では、さっそく始めますね。

成功者に欠かせない条件として

共通するものがいくつかあります。

それは・・・



・自分への投資を惜しまない

・素直である

・しっかりと行動にうつす

の 3点です。

具体的に説明していきますね。

まず、自分への投資とは何か？

それは、自分に勉強代としてお金を

使って行こう！

という話なんです。

というのは、自分自身が成長しなければ

お金も入ってこないということなんですね。

現代は、ものすごいスピードで情報量が

膨れ上がっています。

で、今年買ったパソコンが来年になれば、

もうお古なように、私たちの知識・情報も

たえずアップデートしなければ、時代遅れ

のものとなっていってしまうんですね。

なので、常に新鮮な情報を脳に取り込んで

いかなければならない。



そのためには、常に自分の脳に栄養を与える。

=身銭を切って、勉強をする。

ということが超～重要になってきます。

正直、これをおろそかにして稼ぎ続けている

お金持ちは見た事がありません。

なので、積極的に「自己投資」を行って

いってください。

これが、成功する第一の秘訣です。

次に、素直である事。

これもとても大事です。

たとえば、あなたが「世界一ウマいラーメン」

のレシピを手に入れたとしましょう。

もし、あなたがこのレシピ通りに

素直に料理を進めれば、世界一ウマいラーメン

ができあがりますよね。

でも、そのレシピ通りにせずに、

自己流を入れたらどうでしょうか？



レシピの味とは違ったラーメンが出来上がります。

それと同じで、たとえあなたが「稼げる情報」

を手に入れたとしても、レシピに従わず

我流でやると、まず稼げません。

なので、

・やりたくない事もあるかもしれない

・ここは違うんじゃ？と思う部分もあるかも

しれない

・ここはもっといいアイデアがある！と感じる

部分もあるかもしれない

でも、愚直に言われた事をやってください。

稼げるまでは、あなたオリジナルはいりません。

オリジナルを入れれば入れるだけ、

成功は遠のく。

そう、肝に命じておいて下さいね。

そして最後。

・しっかりと行動に移す

これは当たり前の話ですよね。

ずーっとベッドの上で寝転んでいて、



ご飯が出てこないのと一緒。

春に種を植えないで、

秋に農作物が実らないのと一緒。

行動をしなければ結果はでません。

なので、しっかりと勉強した事、

学んだ事を行動に移して下さい。

そうすることで、何かしらの結果が出ます。

もし、その結果が悪いものであるならば、

原因である行動を振り返って修正していけば

必ずいい結果はついてきます。

あきらめずに、いい結果がでるまで行動

し続けるのが成功への道筋なんです。

ということで、今日は

・自分への投資を惜しまない

・素直である

・しっかりと行動に移していく！

この 3点をしっかり覚えておいてください。



どうやって、3000万人もの

趣味・志向と現金を結びつけるのか？

それはここからは後半戦という事で

今の内にトイレ休憩でも…

しましたか？

では後半戦！！！

まず初めに言っておきますが

大事なのは、今、やることです。

今、今、今！

あとでやろうと思うと、ついつい

先延ばしにしてしまい、結局やらず

じまいになりますからね。

７回つぶやくのは、3分もかかりません。

3分もかかりませんが、しっかりと

脳の奥底にはこの概念が染み渡ります。

すると、この先話していく話も

スーッと理解できるようになります。

なので、７回つぶやいてみてください。



3回でも、5回でもなく７回ですよ。

口にだしてみましたか？

では、行きましょう！

どうやって、3000万人もの

趣味・志向と現金を結びつけるのか？

という部分について話して行きます。

あまりにも簡単すぎることなので、

腰を抜かさないで下さいね。笑

どうやればいいのかというと、

まずはあなたが情熱を持っている趣味

をピックアップします。

そして、あなたがその情熱ある趣味に

ついてツイッターで積極的につぶやいていく。

すると、あなたと同じ趣味を持つ仲間

があなたのまわりに集まってきます。

その彼らを対象に、お金稼ぎをしていくのです。



もちろん、あなたがお客様から一方的に

お金を奪うのではありません。

私とあなたのように、稼ぎ稼がせの Win-Winの関係を構築していくのです。

あなたもそうだと思いますが、

情熱ある趣味にはもっとお金を使いたいですよね？

男は趣味にとことんのめり込む。

そんなおバカな生き物です。苦笑

（ここであなたの趣味の話を少しする）

趣味のためには、お金が必要。

だから、お金を稼ぐ必要がある。

こんな感じで、読者を教育していくのです。

そして、最後にお金稼ぎの方法を

私のように売って行く。

これは、自分の商品である必要はありません。

他の人の商品でも「アフィリエイト」

という方法でお金をいただくことができます。



この部分は、また今度お話します。

とりあえず、今日はまとめとして、

・あなたの趣味と同じ趣味を持つ人を

集める。

・その人たちに対して、趣味のためには

お金が必要と説いて行く。

・彼らに対して、アフィリエイトをしていく。

ということを覚えておいて下さい。

次はアフィリエイトについて、

今、一番稼げる手法。

についてお話しして行きます。

では今回のテーマ。

・アフィリエイト

・今、一番稼げる手法

について話して行きます。

まずは、アフィリエイト。

これは、他人の商品を紹介する。



そして、あなたの紹介で売れたら

あなたに紹介フィーが入る。

といういたって簡単なビジネスモデルです。

そういったアフィリエイト商品を

まとめて扱っているサイトがあるんですよ。

（これを ASPといいます）

代表的な ASPはインフォトップですね。

↓

http://www.infotop.jp/

いろんな商品があるでしょ？

※まだまだ他の ASPもあるので色々調べて見て下さいね。

このサイトに登録して、アフィリエイトタグ

というのを発行するとアフィリエイトができる

ようになります。

そして、そのタグから商品が購入されると

あなたにアフィリ報酬が入るという仕組みです。

これについては、今度、より詳しく説明

していこうと思っています。

つまりですよ。



あなたには、アフィリエイトをしてほしい。

ということなんですね。

・ツイッターで趣味の合う人を集める。

↓

・彼らに「お金が必要」と教育する。

↓

・彼らにアフィリエイトをする。

↓

・あなたに報酬が入る。

↓

・彼らもその方法を実行して収入が入る。

というのが大まかな流れです。

ここまではわかりますか？

じゃあ、どの媒体でアフィリエイトをすればいいの？

という話ですよね。

そこで、今日のテーマの２つめ。

・今、一番稼げる手法

に入って行くわけです。



で、今、一番稼げる手法とは・・・

今、あなたが見ている「メルマガ」

なんですね。

正直、これが最強です。

なぜなら、相手の意思にかかわらず

自分の思いを相手に届けることが

できるからです。

どういうことかというと、

ブログやサイト。

これらは、プル型と言われています。

つまり、読者さんがブログやサイトに

訪れるのを待たなきゃ行けないんですよ。

つまり、待ちの姿勢です。

一方、メルマガは、こちらが発行する

ことで強制的に相手の受信フォルダに

メールを届かす事が出来ます。

これは、プッシュ型と言われていて、

つまりは、押しの姿勢ですね。

好きな女の子に、「好き」って言われる

より、自ら告白するほうが付き合える可能性が



高まりますよね。

お金稼ぎもそれと一緒です。

自らプッシュしたほうが稼げるんです。

そのプッシュ型で、最強のツールが

メルマガだ、ということですね。

このメール講座の 1通目でこんな

ことを言ったのを覚えていますか？

============================

ツイッターとあるものを組み合わせれば

それこそ、ライバルを出し抜き一気に

月収を 100万円にすることも難しく

ないでしょう。

=============================

この「あるもの」とはメルマガのこと

だったんですね。

『ツイッター×メルマガアフィリ』

これが、最強に稼げる手法であることは

間違いありません。



というのも、私が実際にこれで稼ぎだして

いますので。

ただ、あなたはこんな風に感じているかも

しれません。

「メルマガって何か書けばいいの？」

「なんか難しそうだな」

そう思った場合でも安心して下さい。

これらの疑問も、これから徐々に解決

していきます。

そして、自然とお金が集まってくる

ようになります。

それこそ、今までお金に頭を抱えて いた自分がバカらしくなるほどに。

こういった現実は、すぐやってきます

ので今のうちから、イメトレをして

自分がお金持ちになった所を想像して

おいてください。

さてこのレクチャーも終盤へ入ってきました。



もう、自分が今まで夢にも思わなかった

額を稼ぎだしているのがありありと

想像できるのではないでしょうか？

１、ツイッターで趣味仲間を集める

２、彼らをメルマガで「お金が必要」

と教育していく

３、彼らにアフィリエイトをする

４、アフィリ報酬をもらう

５、彼らにも稼げるようになってもらう

この革新的な 5ステップがあなたの

日常をガラリと変えることになります。

では、なぜこれが誰にでもできる

ノウハウである。

と私は言い切ることができるのか？

それは、ツイッターから集まってくる

読者の多くが、ネットビジネス初心者で

あるからです。

つまり、いい意味で素直で行動して

くれやすいんですよ。

いい例としてキャバクラで考えてみましょう。

あなたがキャバクラに行って、 お気に入りの子がいたとしましょう。



あなたはその子をアフターに誘って、

あわよくばホテルまで連れ込みたい。

こんなシチュエーションだとします。

このとき、

A、キャバクラ歴 5年のベテラン

B、キャバクラ歴 3ヶ月の素人

どっちがホテルまで行ける可能性

が高いと思いますか？

言わずもがな、答えは、『B』ですよね。

Aは、そういう男をもう何百、何千人と

見ているのでそうそう簡単には落ちません。

一方、Bは、まだ経験も浅く、キャバを

出会いの場と感じている場合もあるでしょう。

だから、テクニック次第で落ちる可能性があります。

この落ちやすい素人が、ツイッターには

たくさんいるんですね。

だから、こっちがちょっとだけ



彼らより知識を持っているだけで、

「この人スゲー！」ってなり、素直に

行動してくれるお客さんが多いんです。

一方、主にメルマガアフィリをする

人が読者を獲得するために利用する

無料レポートスタンドという場所は

Aの玄人がたくさんいます。

なので、こちらのレベル自身も高く

なければいけません。

ここまで読んでいただければ、

ツイッターからの読者獲得がどんなに

今後のメルマガアフィリに有利か

おわかりになりましたよね？

そーいうことなんです。

ここまでで、だいたいの

ツイッター→メルマガアフィリの 流れは理解できたと思います。

あとは、より具体的な方法だけ。

最初に言った、

「あなたに新世界を見せる」

という言葉、覚えていますか？



おそらく、徐々に新しい光景が

まぶたの裏に浮かんでいると思います。

あなたに稼げるようになっていただき、

私も稼いで行く。

これが私の理念です。

ここまで来たら、絶対に最後まで

ついてきてください。

ここまで付いてきた好奇心があれば、

絶対に稼げます。

人生を変えましょう！

少しまとめると…

・なんでツイッターが稼げるのか？

・どうやったらツイッターで稼げるのか？

ということを、いろんな角度から

光を当てて紹介してきました。

もうあなたは稼ぐ気マンマンですよね？

なので、これからは必要なものを

あなたにお伝えして行きます。



このツイッター集客に必要なものは、

・ランディングページ

・メール配信システム

・（自動フォローツール）

基本的に、この３つがあれば十分です。

ひとつずつ説明していくので、安心して下さい。

まずは、ランディングページ。

あなたも、このメール講座を購読する

ために、メールアドレスを入力したと

思います。

あれが、ランディングページ（LP）

といいます。

あとは、リスト取りページともいいますね。

あぁいった、魅力的なキャッチコピーと

何が学べるかの説明。

そして、メールアドレスを残してもらう

フォームを作って、その URLをツイッター

でつぶやいていきます。



すると、あなたのフォロワーはもう、

趣味の合う仲間で固まっているハズ

ですから、彼らに響くキャッチコピーを

書くだけで、彼らは LPに登録してくれるでしょう。

そして、登録してもらってからは、

今度はメール配信システムでステップメール

というのを作り上げて行きます。

ステップメールというのは、こういった

メール講座のようなメールを作るという

イメージですね。

このメールも、実はステップメールです。

これを一度作れば、アドレスを登録と

同時に自動でステップメールが流れ始めます。

なので、あなたがいちいち個別にメール

したり、毎日配信したりする手間がなくなります。

ということは、

あなたの手間をとらず、自動的に収益が発生する！

ということになります。

まさに、不労所得状態ですね。



この何もしないでも、毎日、売上が

たつ快感というのをあなたにもぜひ、

味わって欲しい！そう思っています。

あなたが寝てる間にも、

ご飯を食べている間にも、

恋人とイチャイチャしている間にも、

趣味に没頭している間にも、

【収益が発生し続ける】んです。

どうですか？

たまんないでしょ？笑

この稼ぎのシステムを、あなたにも

今後、組んでいただきます。

視点が 180°変わりますよ。

楽しみにしていてください。

そして、ステップメールですが。

基本は、趣味の情報とお金稼ぎの情報を

バランスよく設定して行きます。

そして、買わざるを得ない、

買わないと損だろ！



これくらいの状態にまで読者さんを

持って行きます。

つまり、あなたが奨める商品がもう

喉から手が出るほど欲しい状態です。

カラッカラに喉が渇いている相手に、

水を売るのはそう難しい事ではありません。

たとえセールスの素人だとしても、

成約がバンバン決まる状態になるでしょう。

そして最後に。

必須ではありませんが、

あなたの稼ぎを加速させるためのツール。

これがあると便利です。

というのも、自動でフォローとか、

フォロー解除とかしてくれるので。

その他にも、自動投稿ができる機能

なんかがついたツールもあります。

このツールについてはあなたはもう手に入れていますよね？



ここまで聞いて、今あなたはどう感じていますか？

「早くやりたい！」

「今すぐに、不労所得のシステム化をしたい！」

といった焦る気持ちがあるのではないでしょうか。

そこで、このレクチャーを通して

あなたへのオファーがあります。

この詳細。。。。

おそらく、あなたの価値観を覆す

オファーになると思うので、楽しみにしていてください。

行動が 100%結果につながる、

私が実際に稼げるようになったオファー。

これをあなたに紹介できるのが楽しみで

たまりません。

私がインターネットを使ってお金を稼げるようになり、

私以外の方も多くが報酬を得られるようになった術を

全て取得出来る塾をあなたに紹介します！

この中には、あなたが稼ぐために

重要なものがすべて入っています！



私が運営している塾の詳細ですが、

しっかりと順を追って動画マニュアルにて解説されています。

なので、安心してこのビジネスに

取り組んで下さい。

レクチャーの最初のほうでも言いましたが、

大事なのは、

・自分への投資を惜しまない

・素直である

・しっかりと行動にうつす

です。

この３つさえ守れるのであれば、

この教材で稼げないハズはありません。

さらに言うならば、いち早く行動した

ほうが早く稼げるようになります。

だって、行動が 1日でも早ければ、

1日早く稼ぐ事が出来ますよね？

で、ビジネスってのは加速がつくと、

稼ぎのスピードも乗数になります。



なので、10万円、30万円、50万円、100万円。

こんなふうになっていくんですよ。

となると、早く稼ぐ事で生涯年収も

だいぶ変わってくる。ということに

勘の鋭いあなたは気づかれたんではないでしょうか。

なので、あなたが 1日でも早く稼ぎたいので

あれば、今すぐに行動を開始してください。

これも、成功者への大事な第一歩です。

もし、何か疑問がある場合は、メールを

ください。

答えられる範囲であれば、なんでも

答えて行きます。

【菊田塾】で仲間となって

一緒に成功をつかみとりましょう！

↓↓

http://urx.nu/7qD5

http://urx.nu/7qD5

