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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の

AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

本レポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意頂きご利用下さい。 

 

本レポートの著作権は作成者（山口雅貴）に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部を 

いかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の

全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁

じます。  

 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、

関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による

解決を行う場合があります。 

 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前

許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等が

ありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことを

ご了承願います。 

 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パー

トナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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ごあいさつ 

 

こんにちは！広告代理店で働きながら 

個人事業主としてネットビジネスをやっている山口雅貴と申します。 

 

月収 50 万の稼ぎ方講座を手に取って頂きありがとうございます。 

 

おめでとうございます！ 

 

今から教える事を理解して実行すれば 

早ければ３か月、遅くとも半年後には絶対に月収５０万達成できます。 

 

 

【ネットビジネス成功の 5 ステップ】というものがあります。 

 

こちらです。 

 

認知→理解→行動→継続→収益発生 

 

本レポートでは上記の内、認知→理解の部分を 

超初心者でも分かるように詳細に解説しています。 

 

後はあなたが行動するか・しないかです。 

 

では本編に入っていきましょう。 

 

本レポートを読んでみて疑問点・不安な部分があれば 

どうぞご遠慮なくこちらにお問い合わせください。 

ご質問・お問い合わせはこちらへ 

基本 24 時間以内必ず 48 時間以内には返信させて頂きます。 

 

注）目次の各項目をクリックするとそのページへ飛びます。 

http://masaki9170.com/otoiawase
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月収５０万稼ぐ為に何をしていくのか？ 

  

単刀直入に言います。 

あなたが月収５０万稼ぎたいなら・・ 

  

ブログ・メルマガ・SNS ツールで 

この案件を紹介していく事です。 

   

この案件 

実はめちゃくちゃすごいんですよ。 

 

まず始めにお伝えする事があります。 

上記のページからアドレス登録するとあなたは現金 1 万円貰えます。 

その理由はこちらのページで 

詳細に説明しているので宜しければ見て下さい。  

1 万円プレゼント企画の詳細・参加方法 

１万円だけでなくこれだけの 

無料プレゼントがアドレス登録するだけで貰えるキャンペーンです。 

↓↓ 

https://jisedai.me/alpcr/?a10=byS0t
http://masaki9170.com/6524.html
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・[アドレス登録者全員]現金 1 万円 

・[アドレス登録者全員] 

 7分で出来るビジネスセンス測定（5,400 円→無料） 

・[抽選で毎月 1 名]世界一周旅行または現金 100 万円 

・[抽選で毎月 10名]最新版 MacBook または現金 10万円 

・次世代起業家育成セミナーその 0（特別編） 約 14 時間 

・次世代起業家育成セミナーその 1  

（システム化基本セミナー） 約 7時間半 

・デジタル（仮想）通貨セミナー 約 11時間 

全部で７つ。すべて無料で受け取れます。 

ですがそれだけではありません。 

 

このキャンペーンを 

紹介した側も報酬としてお金が貰えます。 

  

このようなメルマガ登録の紹介で 

「紹介報酬を受け取る事」を 

アフィリエイト業界では無料オファーといいます。 

  

一般的なアフィリエイトと 

無料オファーアフィリエイトの違いはこうです。 

↓↓ 

商品を紹介してあなた経由で第三者が購入したら 

その紹介報酬としてお金をもらう=一般的なアフィリエイト 
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メルマガ登録の紹介や、サイト利用等のサービスを紹介して 

第三者がメルマガ登録・サイト利用したらその紹介報酬としてお金を

もらう=無料オファーアフィリエイト 

（商品ではなく無料の物を第三者にオファーするから無料オファー） 

  

・有料商品を紹介する一般的なアフィリエイト 

・無料でメルマガ登録や 

サイトサービス利用を紹介する無料オファーアフィリエイト 

  

どちらがより成約率が高いでしょうか？ 

  

言うまでもありませんね。 

  

ボクが今まで無料オファーを全くやらなかった３つのワケ 

  

ですが・・ 

ボクは今までこの無料オファー全くやりませんでした。 

  

なぜ簡単に稼げる無料オファーをしてこなかったのか？ 

  

理由は以下の３つです。 
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報酬額が低いこと 

一般的なアフィリエイトは報酬が 

１件何万円と高めですが、無料オファーは報酬額低いです。 

ほとんどの物が 100円～500円 

高いものでも 1000 円～1500円が相場です。 

  

無料の物を紹介するので確かに成約率は高いですが・・ 

やはりお小遣い程度です。 

これだけで普通のサラリーマンくらい 

稼ごうと思ったら相当な集客力がないと厳しいです。 

  

期間が短いこと 

一般的なアフィリエイトは長期で行うものが多いですが 

無料オファーは期間が短く、限定的なものがほとんどです。 

1000円～1500 円のものになると約１か月とかですね。 

短期間でドカッと稼ぐのもありですが・・ 

やはり長期的に扱えるものがいいですよね。 
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少しグレーなこと 

一般的なアフィリエイトは 

その商品の販売会社・販売者がしっかりしているケースが多いです。 

 

ですが無料オファーは発信元があまりオープンではありません。 

個人名や会社名を公表していることが少ないです。 

  

はっきり言いましょう。 

信用がありません。 

どこの誰がどんな意図でこの案件を扱ってるのか？分からないです。 

ただメルマガ登録するだけ、ただサービスを利用するだけとはいえ、 

お客様に紹介するのですから間違っても 

詐欺的なものを紹介することは、絶対にあってはならないのです。 

  

以上 3 点の理由からボクは今まで無料オファーをやりませんでした。 

  

今回この無料オファーをやることにした３つのワケ 

  

ですが今回の無料オファー案件は・・ 

上記 3つの不安をすべて網羅してしまいました。 
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報酬額最大 30万円！売上に比例した報酬が得られます！ 

あなたがこの案件を 

紹介しその紹介された人が有料会員になった場合・・ 

 

最大 30 万円があなたの 

アフィリエイト報酬として発生します。 

  

赤字リスクはゼロ。 

 

あなたは個人事業主としてオンラインスクールを 

紹介しその売上高に応じて報酬を受け取れます。 

その額もアフィリエイト業界では異例の高水準です。 

詳細は登録後に送られてくる 

アフィリエイトに関してのメールをご覧ください。 

その内容にかなり驚くと思います(^^♪ 

報酬を得るためにボクらがやることは１つだけ 

ブログ・メルマガ・SNS ツールで 

この案件の紹介記事を書く+集客 

ただそれだけです。 
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期間は最低数年間 

この案件を扱っている社長さんは 

この案件の準備に 4年間費やしたそうです。 

またこの案件が 

「生涯のうち最初で最後の大キャンペーン」と言い切っています。 

（広告予算 10 億円） 

  

ということは・・ 

この案件がわずか 2～3年で終了するとは考えられません。 

少なくとも準備期間の 4年間は 

この案件は終了しないのでその間ずっと紹介できます。 

あなたの継続収入になることは間違いありません。 

  

信用がある 

本案件を扱う企業の社長 

加藤将太さんは４つの会社を運営する社長です。 

 本案件の企業ココデ・グローバル社の 

代表取締役社長加藤将太さんプロフィール 

会社情報や経歴はもちろん、 

・IQ148以上が所属する団体 MENSAのメンバー 

（自己紹介ページに会員証転載） 

https://kokodeglobal.com/message/
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・ビジネススクール大学院（京都大学 MBA）修了 

（自己紹介ページに修了証明書転載） 

等、経歴の証明書等もしっかりと公表されています。 

  

サイト内はもちろん各種媒体で 

「自分はどんな信念でどんな考えをもって、 

なぜこのキャンペーンを始めたのか」を赤裸々に語っています。 

  

上記 3つの理由からボクは 

この無料オファーをやっていこうと決めました。 

  

あなたも月収５０万達成しませんか？ 

  

さて改めて・・ 

【月収 50 万の稼ぎ方講座】 

  

あなたは何をしていけばいいのか？ 

単純明快ですね(^^)/ 

  

この無料オファーをやっていけばいいのです。 
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繰り返しますが 

報酬額最大 30 万円！ 

売上額に比例した報酬が得られます！ 

その額もアフィリエイト業界では異例の高水準です。 

 

 

ここら辺の細かい部分はこちらから登録すれば 

アフィリエイトの詳細なやり方をサイト内でご紹介しています。 

 

またアフィリエイトに必要な紹介文や 

画像素材もすべて用意してくれています。 

あなたはそれをコピペして貼り付けるだけで OK！ 

アフィリエイトに必要な手間は一切ありません。 

 

やる作業は 

ブログ・メルマガ・SNS ツールで 

案件の紹介記事を書く+集客だけです。 

 

 

https://jisedai.me/alpcr/?a10=byS0t
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ブログ・メルマガ・SNSツールで稼ぐために必要な物 

  

ブログ・メルマガ・SNSツールで稼ぐために必要な物は 

「集客力・コピーライティング力」 

この 2つさえあれば大丈夫です。 

  

通常は上記２つの知識・技術を身に付けてから 

商品を紹介し利益を出す。という流れですが・・ 

  

この案件ではコピーライティング力がいりません。 

集客さえできるようになればあっさりと月収５０万達成できます。 

  

なぜなら 

絶対に一定数の人が登録するからです。 

  

理由は明白。 

これだけの無料プレゼントが 

アドレス登録するだけで貰えるキャンペーンだからです。 

↓↓ 
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・[アドレス登録者全員]現金 1 万円 

・[アドレス登録者全員] 

 7分で出来るビジネスセンス測定（5,400 円→無料） 

・[抽選で毎月 1 名]世界一周旅行または現金 100 万円 

・抽選で毎月 10 名]最新版 MacBook または現金 10 万円 

・次世代起業家育成セミナーその 0（特別編） 約 14 時間 

・次世代起業家育成セミナーその 1  

（システム化基本セミナー） 約 7時間半 

・デジタル（仮想）通貨セミナー 約 11時間 

  

では具体的にどうやっていくのか 

 

では具体的にどうやっていくのか。 

ブログ・メルマガ・SNS ツールを個別に解説していきます。 

 

ブログ 

まずはあなたオリジナルの紹介記事を書きましょう。 

ただこのキャンペーンの LP(メルマガ登録ページ）を貼るのではなく 

あなたの紹介記事経由で LP に飛ばす方が登録率上がります。 

  

ちなみにボクの紹介記事はこちらです。 

1 万円プレゼント企画の詳細・参加方法 

http://masaki9170.com/6524.html
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ターゲットはあえて「ネットビジネスもやったことがない 

むしろ怪しい・・」くらいに思っている超初心者向けに作成しました。 

  

やはり強調するのは 

「アドレス登録だけで１万円貰える」という部分です。 

その際にどこから貰えるのか？ 

なぜ貰えるのか？をしっかりと説明しています。 

（読者側からしたら一番気になる部分だからです） 

  

また仮想通貨セミナーに関しても 

仮想通貨に対してまだまだ懐疑的な人が多いので 

「興味がなければスルーしても構わない」と逃げ道を作っています。 

（人は強要されると逃げるという心理がある為。 

相手に選択肢をゆだねるとよい） 

  

実はちゃっかりそんな工夫をしているのです。 

あなたも自分のターゲットに合わせて 

是非紹介記事を書いてみてください。 

  

書いたら URLをブログ内の目立つところ 

（ヘッダー画像のすぐ下やサイドバー） 

また各記事の真下に配置して登録を促しましょう。 
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また紹介記事は既存のブログがいいのか？ 

それとも新規ブログの方がいいのか？という 

お問い合わせを頂きました。 

うーんこれはなかなか悩ましいですね・・ 

1つ言えることは「ブログの内容による」という事です。 

ネットビジネス関係のいわゆる 

稼ぐ系ブログなら既存で問題ありません。 

 

趣味ブログの場合、読者さんはビックリすると思いますが 

「１万円貰える」という圧倒的キャッチコピーが本案件にはあるので 

既存ブログでもいいと思います。 

 

ただ新規ブログで徹底的にこの案件のみを 

扱っていく戦略も面白いと思います(^^♪ 

  

メルマガ 

日常的なメルマガ記事の中で冒頭部分や最後の部分に 

「今おススメのキャンペーン」として紹介するのがいいでしょう。 

  

そしてあなたにメルマガで絶対にやって欲しいのは・・ 

ステップメールにこの無料オファーを組み込むことです。 

タイミングはメルマガ登録直後に紹介するのではなく 

あなたという人間を知った後に紹介すると登録率が上がります。 

「この人の紹介なら間違いない」 

という心理に読者がなっているのが理想です。 



月収 50 万の稼ぎ方講座 

 

Copyright (C)All Rights Reserved. 

18 

自分のステップメールを見直してみて 

 

「どのタイミングだと 

読者の期待値が最高潮になり、登録率が上がるのか」 

是非考察してみて下さい。 

  

SNS ツール 

定期的にツイッターやフェイスブックで 

この案件の事をつぶやきましょう。 

基本的に SNSツールは 

ネットビジネスに興味のない層がほとんどなので 

怪しさを無くす為に「なぜ１万円を貰えるのか」 

を説明すると登録率が上がります。 

ライン＠や youtube、各種無料ブログを 

やっているなら、そちらでも紹介記事を流すといいですね。 

  

注）すべての媒体共通項目として 

いきなりメルマガ登録ページに飛ばすのではなく 

必ずあなたの紹介記事経由でメルマガ登録ページに飛ばす 

ようにして下さい。 

登録率が全然変わります。 

  

以上です 
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・・・ 

 ネットビジネスをある程度やっている人なら 

「あれ、やることこれだけでいいの？」と感じるかもしれません。 

 はい、これだけでいいです。 

凄い内容の案件なので、ある程度アクセスがあれば確実に成約します。 

  

登録率アップの秘策=あなただけの特典を付ける 

  

普通に流すだけでもある程度登録されていきますが 

メルマガ登録してくれた人に 

あなただけの特典を付けると更に登録率はアップします。 

  

登録してくれたら１時間のスカイプコンサル 

登録してくれたらセミナー動画や無料レポートプレゼント 

登録してくれたらツールプレゼント 

などなど 

  

何でもいいのです。やれることは無限にあります。 

 



月収 50 万の稼ぎ方講座 

 

Copyright (C)All Rights Reserved. 

20 

今のあなたの状況に応じたアドバイス 

具体的方法をお伝えしたので、ここからは 

「今のあなたの状況に合わせたアドバイス」を 

せんえつながらさせて頂きます。 

下の 3つの内、あなたは現在どの段階でしょうか？ 

  

１、もうすでにブログ・メルマガ・SNS ツールをやっている→◎ 

 

 

素晴らしいですね(^^)/ 

上記の方法を踏まえてこの案件の 

無料オファーをガンガン流していきましょう。 

ブログ・メルマガ・SNSツールが育てば育つほど 

あなたを認知する人が増え 

それに合わせて金額も右肩上がりで伸びていきます。 

  

２、今まさにブログ・メルマガ・SNS ツールを構築中である→〇 

焦る必要はありません。 

まずはブログ・メルマガ・SNSツールの構築をして 

土台作りをしてからこの案件を紹介していきましょう。 

まずは各種媒体の操作に慣れる事、それぞれの特性を知ることです。 

  

３、今現在ブログ・メルマガ・SNS ツールを全くやっていない・・ 
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うーん、けしからん・・ 

と言いたいところですが 

  

大丈夫です。まだ全然間に合います。 

  

加藤さんはこの案件に向けて 4年間準備してきたそうです。 

またこの案件が「生涯のうち最初で 

最後の大キャンペーン」と言い切っています。 

（広告予算 10 億円ですから当然ですね） 

  

ということは・・ 

この案件がわずか 2～3年で終了するとは考えられません。 

今からブログ・メルマガ・SNS ツールを始めても全然間に合います。 

 「この案件を紹介する為に」 

というあなたを行動させる強い動機になるでしょう。 

 ぜひ取り組んでいって下さい。 
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 集客後に最も高い成約率を叩き出す方法 

  

さて概要と具体的方法をお伝えしたので 

ここからは応用部分「集客後に最も高い成約率を出す方法」を 

お伝えしていきます。 

 

ネットビジネスというくくりではなく 

ビジネスにおいて永遠のテーマですよね。 

ではお話ししていきます。 

 

  

何のために集客するのか？○○○○に登録してもらう為 

  

「ネット上から集客する」 

  

と言ってもたくさんの方法があります。 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

無料レポートスタンドメルぞう 

自分運営ブログ 

会社運営ブログ 

ライン@ 

YouTube 

twitter 

facebook 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

上記が 2018年現在の代表的な集客媒体です。 

  

ブログだったら記事を書いてアクセスを集める 
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ライン@・ツイッター・フェイスブックだったら 

投稿でアクセスを集める 

YouTubeだったら動画でアクセスを集める 

  

こうしてあなた自身や 

紹介するサービスを認知してもらうという流れです。 

  

  

  

そして集客において絶対に欠かせないのが・・ 

  

メルマガという媒体ですね。 

  

  

集客＝ランディングページ 

(メルマガ登録ページ)への誘導 

  

  

集客をしていく上では上記の公式を常に意識していって下さい。 

  

  

集客媒体である 

  

無料レポートスタンドメルぞうも 

自分運営ブログも 

会社運営ブログも 

ライン@も 

YouTube も 

twitter も 

facebook も 

 

  



月収 50 万の稼ぎ方講座 

 

Copyright (C)All Rights Reserved. 

24 

すべてのゴールは「メールアドレスを取得する」ことです。 

  

  

その理由に関してはこちらの記事とレポートでお伝えしています。 

 どうしてメルマガなのか？ 

（あなたはメルマガの本当の凄さをご存知ですか？の項目参照） 

メルマガはどうやればいいのか？ 

(大好評のメルマガのやり方完全版レポート） 

  

  

  

実は今回のこの案件も・・ 

  

圧倒的にメルマガからの成約率(登録率）が高いです。 

  

クリック解析をしたところ 

メルマガからの登録が７、ブログからが２、その他 SNS ツールが１ 

でした。 

  

  

つまり 

  

ブログや SNS ツールをきっかけにメルマガ登録 

してもらいそのメルマガ内でこの案件を紹介していく 

  

  

この流れが１番高い成約率を叩き出せます。 

  

  

ブログや SNSツールのようにあなたを 

あまり知らない「一見さん」の人に比べると 

http://masaki9170.com/masamerumagaosusume/
http://masaki9170.com/awd.pdf
https://jisedai.me/alpcr/?a10=byS0t
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メルマガなら日々の情報発信や 

ステップメールであなたという人間を 

知っている状態が出来上がっています。 

  

ネットビジネスやあなたに対する不安感は 

薄れていますから当然成約率も上がります。 

  

ブログや SNSツールに比べて、あなたのメルマガに 

登録してもらうというワンクッションがあるので 

一見遠回りしているように見えますが 

結果的にはメルマガ内での紹介が 1番反応良く 

その後の登録者の動きもアクティブです。 

 

  

なのでまず考えることは 

集客＝ランディングページ 

(メルマガ登録ページ)への誘導です。 

  

  

是非この事を意識して今回の案件を紹介してみて下さい。 
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あなたは何をしていけばいいのか？まとめます 

  

では最後に【月収５０万の稼ぎ方講座】をまとめます。 

  

あなたがすべきことは以下の４ステップです。 

  

 

１、ここからアドレス登録して 

以下のコンテンツ全てを無料で受け取る。 

・[アドレス登録者全員]現金 1 万円 

・[アドレス登録者全員] 

 7分で出来るビジネスセンス測定（5,400 円→無料） 

・[抽選で毎月 1 名]世界一周旅行または現金 100万円 

・[抽選で毎月 10名]最新版 MacBook または現金 10万円 

・次世代起業家育成セミナーその 0（特別編） 約 14 時間 

・次世代起業家育成セミナーその 1  

（システム化基本セミナー） 約 7時間半 

・デジタル（仮想）通貨セミナー 約 11時間 

  

２、１万円受け取りや起業センス診断を受けたのち、 

  アフィリエイトの準備に入る 

３、準備の為に自分の目でセミナー動画や 

  アフィリエイトのページを見てやり方を身に付けて下さい。 

 サイト左側の赤枠部分です↓↓ 

https://jisedai.me/alpcr/?a10=byS0t
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アフィリエイト(4万円）という 

部分にアフィリエイトのやり方が詳細に書かれています。 

 

４、実際にアフィリエイトを行っていく 

 

アフィリエイトの具体的方法は？ 

↓↓ 

ブログ・メルマガ・SNS ツールを構築して紹介する 

最も高い成約率（登録率）を出すためには？ 

↓↓ 

ブログや SNS ツールをきっかけにメルマガ登録 

してもらいそのメルマガ内で今回の案件を紹介していく 

この４ステップです。以上となります。 
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 番外編。ワクワクと感じたらすぐ動く 

   

最後にマインドに関しての話を少しだけさせて下さい。 

   

 ここからは取り組み方(ビジネスマインド)のお話しです。 

  

この案件に関してメルマガ宛にこんな感想を頂いたので紹介します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

始めまして。○○と申します。 

始めてメルマガにお返事を書いています。 

えええー 

なんかすごいことになりそうです。 

早速ブログ・メルマガでこの案件の紹介記事を書いてみたところ 

１２名の方が私の紹介でメルマガ登録してくれました。 

ちょっと力を入れて紹介記事や登録特典を考えてみたいと思います。 

貴重な情報を紹介して頂きありがとうございました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

はい 

この方が感じている 

「えええー なんかすごいことになりそうです」という部分 
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この部分がすごく良くて許可を頂き 

こうしてあなたに紹介しています。 

  

ボクはこの 

「ワクワク」が行動する一番の動機だと思っています。 

子供の頃って「ワクワク」を感じたら即行動していたと思うんですよ。 

ボクも、あなたも 

  

でも大人になるとそうもいきませんよね。 

何か新たなことに対して 

ワクワク！面白そう！やりたい！と感じても 

・仕事だったり 

・人間関係だったり 

・経済的なことだったり 

 

いろんなことがストッパーになって動けずじまい。 

  

それが大人。大人だからしょうがないか・・ 

これが「おとなしい」って言葉の由来なのかもしれません。 

  

でもあなたにはそのストッパーを外して欲しい 

  



月収 50 万の稼ぎ方講座 

 

Copyright (C)All Rights Reserved. 

30 

メールをくれた人のように 

「ワクワクと感じたらすぐ動く人」になって欲しいんです。 

  

ネットビジネスは最初の 10 万円 

稼ぐまでの段階が一番大変・しんどいです。 

ここで新規参入した 95%の人が離脱していきます。 

 

その理由は明白 

「作業をしているのに収益が発生しない状態が耐えられないから」 

です。 

  

ですが今回の案件は違います。 

報酬額最大 30 万円！ 

売上額に比例した報酬が得られます！！ 

  

赤字リスクはゼロ。 

 

あなたは個人事業主としてオンラインスクールを 

紹介しその売上高に応じて報酬を受け取れます。 

その額もアフィリエイト業界では異例の高水準です。 
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何度かお伝えした通り 

【ネットビジネス成功の 5ステップ】は 

認知→理解→行動→継続→収益発生です。 

 認知・理解については上記ですべてご提供しました。 

  

後はあなたが行動するか・しないかです。 

 

 

 PS 

ボクの葛藤・・ 

  

はっきり言って今回のお話し・・ 

あなたにお伝えすべきか迷いました。 

なぜならあなたには 

「コピーライティング力」「商品を売る力」を 

まずは身に付けて欲しいからです。 

この案件はいわば禁断の果実です。 
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でもボクはお伝えすることにしました。 

 

なぜなら 

あなたに稼いでほしいからです。 

「うおー！本当に報酬が発生した！」という 

成功体験をして欲しいからです。 

最初は友人や知人に紹介するといいですね。 

現金 1 万円という大きなメリットがあるので誘いやすいと思います。 

 

その後はネット人口１億人に向けて情報発信していきましょう。 

 

やった。稼げた！ 

↓ 

稼げるの分かったからもっとやろう 

↓ 

あ、稼ぐ額が上がった。じゃあもっと！！ 

 

こういった正のループに入れます。 

 

そうすれば月収５０万は絶対に稼げます。 
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速い人だと３か月もかからないのではないでしょうか。 

 

PPS 

  

以上で【月収５０万の稼ぎ方講座】は終了です。 

  

ここまで長きにわたりお付き合い頂きありがとうございました。 

  

この案件をあなたの媒体で紹介して、ある程度のアクセスが 

集まるようになれば、絶対に月収５０万達成できます。 

  

あなたからの成果報告お待ちしていますね(^^♪ 

  

 

  

何か分からない事があれば遠慮なく聞いて下さい。 

山口雅貴に質問してみる 

 

 

 では最後の最後に【月収５０万の稼ぎ方講座】を再度まとめます。 

あなたがすべきことは以下の４ステップです。 

 

１、ここからアドレス登録して 

以下のコンテンツ全てを無料で受け取る。 

・[アドレス登録者全員]現金 1 万円 

・[アドレス登録者全員] 

 7分で出来るビジネスセンス測定（5,400 円→無料） 

・[抽選で毎月 1 名]世界一周旅行または現金 100 万円 

http://masaki9170.com/otoiawase
https://jisedai.me/alpcr/?a10=byS0t
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・[抽選で毎月 10名]最新版 MacBook または現金 10万円 

・次世代起業家育成セミナーその 0（特別編） 約 14 時間 

・次世代起業家育成セミナーその 1 

 （システム化基本セミナー） 約 7 時間半 

・デジタル（仮想）通貨セミナー 約 11時間 

  

２、１万円受け取りや起業センス診断を受けたのち 

  アフィリエイトの準備に入る 

  

３、準備の為に自分の目でセミナー動画や 

  アフィリエイトのページを見てやり方を身に付けて下さい。 

サイト左側の赤枠部分です↓↓ 

 

アフィリエイト(4万円）という 

部分にアフィリエイトのやり方が詳細に書かれています。 
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４、実際にアフィリエイトを行っていく 

 

アフィリエイトの具体的方法は？ 

↓↓ 

ブログ・メルマガ・SNS ツールを構築して紹介する 

最も高い成約率（登録率）を出すためには？ 

↓↓ 

ブログや SNS ツールをきっかけにメルマガ登録 

してもらいそのメルマガ内で今回の案件を紹介していく 

 

この４ステップです。 

 

編集後記 

 

本レポートをご覧頂き 

ボクやボクのやっているネットビジネスに少しでも興味を 

持って頂けたらメルマガ登録して頂くと凄く嬉しいです(^^♪ 

 

ボクのメルマガでは 

広告・ネットビジネスのプロが 

ネットビジネスのやり方・始め方を 

あなたに向けて全力で本当にゼロのゼロからお伝えしていきます。 

 

１度身に付けるとインターネットが 

この世から消えない限り永久的に使える方法を伝授していきます。 

 

広告の仕事をしながらこのようにネットビジネスの情報を発信 

している人はボクの知っている限りいないので、あなたには 

かなりお得な情報をお届けできると自負しています。 
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ボクのメルマガを読んで頂きたい方 

 

それは 

 

・ネットビジネス事態何をどうしたら 

 いいのか全然分からない方 

 （超初心者さん大歓迎！） 

 

・ネットビジネスをやっているけど 

 思うように成果が出ない方 

 

・文章を書くことに苦手意識がある方 

 

・ネットビジネスの 

 自動化・不労所得化に興味がある方 

・１度しかないわずか 80 年の人生を 

 もっと自由に、わがままに生きたい方 

 

です。 

 

 

あなたに成長して頂けるよう 1 通 1 通全力で 

しっかり価値提供をしていきます。 

 

プレゼントも沢山用意しています。 

↓↓ 

 

パソコン 1 台でお金を得る超具体方法 

ネットビジネスの初期資金はこの方法で簡単&確実に稼げます。 

ボクはこの方法を知った初日、たった 1 時間 20 分の作業で 

（パソコンをカタカタやっただけですよ？）24840 円稼ぎました。 

（1 通目で即お渡し 5,000 円相当） 

 

読みやすい・面白いと感じさせ人を強烈に引き付ける文章の書き方は

この 3 つだけというコピーライティング術の解説動画 
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（1 通目で即お渡し 3,000 円相当） 

 

ネットビジネスで成功する為に必要なのはこの３つだけ！ 

という解説動画（3 通目でお渡し） 

 

ボクが広告代理店 2 社から内定を貰うために 

実際に行った、読むだけでもかなり面白い面接攻略法 

（3 通目でお渡し） 

 

この 1 冊でネットビジネス用ブログは ALLOK！ 

【WordPress ブログ構築の為の教科書】 

全 200 ページ超の大ボリューム！ 

土台作りから記事の書き方・外観、SEO 対策まですべて教えます。 

ブログをゼロから作るマニュアル（7,000 円相当） 

 

この 1 冊でメルマガのすべてを教えます！ 

【メルマガ収益化の教科書】 

メルマガのあらゆる不安を解決するレポートを作りました。 

何を書けばいいのか？ 

どう書けばいいのか？ 

どうすれば収益化できるのか？ 

本当に全てをお伝えしています。（5,000 円相当） 

 

ネットビジネス初心者講座 

（0 からネットで稼ぐ方法）スタートダッシュセミナー 

 

あなたはこの講座をひと通り受講するだけで・・ 

 

・ネットビジネスの全体像、種類が分かります 

・アフィリエイトの意味や具体的なやり方、稼ぎ方が分かります 

・最短で収益化できて自動化できるネットビジネスが分かります 

・後半の「ネットビジネス実践講座」では 

 稼ぐためのマインド（心構え） 

＋実際に何をしていけばいいのか分かります 
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などなど 

 

その他にもメルマガ内のみで随時いろんな 

プレゼント企画（自腹での書籍・最新 PC プレゼント） 

も行っていますのでどうぞお楽しみに(^^)/ 

 

 

詳細はこちらで確認してみて下さい。 

(プレゼントだけを受け取りメール解除して頂いても全然 OK！) 

↓↓ 

山口雅貴無料メール講座はこちら 

 

 
また今メルマガに登録して頂くと期間限定で 

１通目でお渡ししている【パソコン 1 台でお金を得る超具体的方法】 

「いっしょにやってみよう！キャンペーン」をやっています(＾◇＾) 

 

これはスカイプで画面共有しながら 

実際にボクとこの方法で稼いでみよう！というものです。 

 

 

もしあなたが 

 

・一緒にやってみるか！ 

・1 人だとどうしても行動できない・・ 

・そもそも山口雅貴って本当にいるの？ｗ 

 

とお思いでしたら是非キャンペーンに申し込んでください。 

 

メルマガ 1 通目に「スカイプ希望」とだけ 

入力して返信下されば受付完了です。 

追って連絡します。 

http://miyabi9170.com/merumaga/lpf/43f383od6w6ad.php
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山口雅貴の運営メディア一覧をご紹介します。 

読者登録・友達申請・フォローして頂くと嬉しいです。 

一言頂けるとお返しさせて頂きます(^^♪ 

 

山口雅貴のメルマガはこちら↓↓ 

ボクがネットビジネスを超初心者から始めて、4 か月目以降、ひと月

35 万円を安定して稼ぎ、自由とわがまま思考を手に入れた具体的方

法をあなたにお伝えしたいのですが・・今だけパソコン 1 台を使って

メルマガ登録後 1 時間 20 分で 24840 円稼げるプレゼント付き！ 

（さらに沢山の追加プレゼントもあります） 

山口雅貴無料メール講座はこちら 

山口雅貴運営ブログはこちら↓↓ 

「あなたもわがまま思考始めませんか？」 

現役広告マンが教える 

超初心者さんがネットビジネスで自由を手に入れる HOWTO ブログ  

 

ライン＠もやってます(^^)/ 

今だけ「面白い！読みやすい！と感じさせ、人を強烈に引き付ける 

文章の書き方はこの３つだけ」というコピーライティング術を 

解説した動画をプレゼントしています。 

こちらは自動返信メールで即お届けしています。 

ライン＠にてプレゼントを受け取る 

ラインの友達検索で＠uzb2052n と検索しても OK！(＠を含む) 

 

ちなみにスマホを持っていない方でも 

パソコンにラインをダウンロードできますので 

プレゼントが欲しい方はこちらから 

ダウンロードしてみて下さいね(＾◇＾) 

パソコンにダウンロードしてプレゼントを受け取る 

 

ご質問・お問い合わせはこちらへ 

（ボクの運営ブログのお問い合わせフォームに飛びます） 

http://miyabi9170.com/merumaga/lpf/43f383od6w6ad.php
http://masaki9170.com/
http://masaki9170.com/
http://masaki9170.com/
https://line.me/R/ti/p/%40uzb2052n
https://line.me/ja/download
http://masaki9170.com/otoiawase
http://masaki9170.com/otoiawase

