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どうも、tiishiです。 

 

実は、最短最速で稼ぐために教えておかなければならないことがあります。 

 

そして残念なことに、その内容を教えてくれる人が誰もいません。 

 

なぜなら、それを話すと自分の商品が売れなくなるからです。 

 

正直、今回話す内容を聞くと、僕がこれから販売する商品も買いたくなくなる人が増

えると思います。 

 

でも、それはそれで構いません。 

 

それで買いたくなくなる人は、元々必要ないということなのですから。 

 

なので、今からあなたに本当に最短最速で稼いでもらうために必要な、誰も教えてく

れない大事なことをお話します。 

 

では、最短最速で稼ぐには何を知ればいいのか? 

 

それは、「何をすると稼げないのか」ということです。 

 

はっきり言って、稼げないことをやらなければ稼げるわけですから、何をすれば稼げ

ないのかさえ分かっていれば、稼げることしかやらなくて済むわけです。 

 

このレポートでは、誰も教えてくれないネットビジネスの裏の仕組み、カラクリを暴

露し、本当の情報強者になってもらいます。 

 

このレポートを読めば、あなたの成功の邪魔をするすべてのものを排除することがで

きるようになるので、しっかり読んでください。 

 

 



■コピペだけで稼げるの真相 

 

よく「1日 5分のコピペだけで月収○○万円!」みたいなものが出回っていますよね? 

 

あれって実際、「本当なの?」「何をコピペして稼ぐんだろう?」って疑問に思ったこと

はないですか? 

 

僕はコピペ系商材や塾は買ったことがありませんし、中身を見たこともありません

が、実は、買わなくてもだいたい中身は分かります。 

 

というのも、そもそもコピペして良いのは”著作権がないもの”に限るからです。 

 

となると、思いつくのは 2つしかありません。 

 

・自己アフィリエイト 

・無料オファーアフィリエイト 

 

と呼ばれるものです。 

 

分からなければ「自己アフィリエイトとは?」「無料オファーアフィリエイトとは?」で

検索してみてください。 

 

どちらも、広告文をそのままコピペしても何も問題ないものです。 

 

でも、それ以外の例えば 

 

・他人のサイトの文章 

・他人のメルマガ 

・他人の動画 

 

これらを丸ごと自分のコンテンツとして転載したら違法になりますよね? 

 

しかも、サイトの文章をコピペしても、グーグルから重複コンテンツとみなされて 

圏外に飛ばされてアクセスが集まらなくなりますし、メルマガをコピペするだけでは 

集客ができないので報酬は発生しません。 

 



なので、結局コピペだけで稼げるなんてのは、無料オファーアフィリエイトか自己ア

フィリエイトしかありません。 

 

自己アフィリエイトは 1回限りしか使えない方法なので、「これで一生食っていけ

る!」なんてものではないし、無料オファーアフィリエイトにいたっては初心者がいき

なりコピペだけで稼ぐなんて不可能です。 

 

なぜなら、アフィリエイトというのは、集客ができなければ稼げるはずがないからで

す。 

 

確かにコピペだけで稼いでいる人はいます。 

 

ですが、そういう人たちっていうのは巨大な媒体を持っているのです。 

 

メルマガ読者数十万人とか、facebookの友達 5000人とか、そういう巨大な媒体で

す。 

 

それくらいの媒体を持っていればコピペだけで稼げます。 

 

たとえば、かの有名な与沢翼さんは、紛れもなくコピペだけで月収 3000万円とかを

稼いでいました。 

 

しかも、0からたった 3ヶ月で。 

 

でも、彼だって最初からコピペ以外の作業は何もしなかったわけではありません。 

 

確か 4000万円という広告費を使って 7万件のメルマガ読者を集めたという壮大なプ

ロセスがあります。 

 

そうやって集めた 7万件のメルマガ読者にコピペで無料オファーアフィリエイトをし

まくって 7000万円を回収し、3000万円の利益を得たというのが真実です。 

 

だけど、「広告費を 4000万円使った」という事実を言うと、興味を持たれないですよ

ね? 

 

だから、興味を持たれるように、都合の悪い部分はあえて言わず、魅力的に見える



「コピペだけで」という部分だけを見せて集客するのです。 

 

もちろん、これが悪いとは言いません。 

 

マーケティング上、必要なテクニックです。 

 

それに、3000万円稼いでいないのに 3000万円稼いでいると嘘を付くのはダメです

が、「コピペだけで月収 3000万円稼いでいる」というのは嘘ではないので法律上、何

の問題もありません。 

 

僕だって、24歳で 2億円稼いだという、魅力的に見える部分しか出していませんし、

苦労した部分(サーバーと契約し、ドメインに pdfファイルをアップロードするのにて

こずったとか)は話していません。 

 

なぜなら、最初から欠点を話すと、興味を持ってもらえないかもしれないですよね? 

 

興味を持ってもらえなかったら、本来救えるはずの人を救えないことだってあるわけ

です。 

 

恋愛だって、出会った段階でいきなり自分の欠点を話す人はいませんよね? 

 

そんなことをしたら、付き合えたはずの相手と二度と会えなくなるかもしれないから

です。 

 

最初はなるべく良い部分だけが映るように見栄を張り、次も会いたいと思ってもらえ

るようにするのがセオリーなわけで、欠点を見せるのは、好きになってもらってから

でいいんです。 

 

そこで欠点を許してもらえれば付き合えばいいし、ダメだったら付き合わなければい

い。 

 

でも、好きになってもらう前からいきなり欠点を言うと、付き合えたかもしれない人

と、二度と結ばれなくなるんです。 

 

それと同じで、ビジネスにおいても、まずは興味を持ってもらうことが肝心なんで

す。 



 

興味を持たれなかったら、いくら良い商品を持っていても売れないということになり

ますし、本来救えたはずの人を救えなくなりますよね? 

 

だから、真実を全て言うことが正義だとは思いませんし、むしろそうすることによっ

て買えば幸せになれた人にまで売れなくなり、その商品が必要だった人をみすみす見

殺しにすることにもなりかねません。 

 

でも、覚えておいてください。 

 

コピペだけで稼げるというのは、決して最初からコピペだけで稼げるわけではありま

せん。 

 

実際にはコピペだけで稼ぐためには、コピペだけで稼げるようになるレベルの媒体を

作らなければならないんです。 

 

だから、本当は「コピペだけで稼げる」のではなく、「頑張ればコピペだけで稼げるよ

うになれる」なのです。 

 

 

 

■クリック 1つで稼げるは嘘 

 

「クリック 1つで」「2タップで」 

 

コピペと並んでよく出てくる情報ですね。 

 

これは、100パーセント嘘だと断言できます。 

 

なぜなら、本当にクリック 1つで稼げるなら、そんな情報を他人に教えて稼ぐより

も、外注を雇って大量にクリックしてもらった方が儲かるからです。 

 

では、なぜそんな情報を一般に公開するのか? 

 

それは、”自分自身がクリック 1つで稼げる保証がないから”です。 

 



こういうのは 99％以上投資の情報なんですが、投資なんて 100％勝てるとは限りませ

ん。 

 

日本一のトレーダーである BNFさんですら、1日で億単位の損失を出すことだってザ

ラにあります。 

 

本当にクリック 1つで 100％勝てるなら、常に全財産を賭ければ無限に儲かるわけで

すよ。 

 

でも、それをしない。 

 

なぜなら、勝てるという保証がないからです。 

 

だから、「クリック 1つで稼げます!」というキャッチーな言葉で情弱を集めて、商材

を売ることで儲けているのです。 

 

クリック 1つで稼げるなんてのは 100％嘘だと思ってください。 

 

 

 

■ポイントサイトで大量の人を紹介して権利収入を稼げる? 

 

よく、「このサイトをあなたが紹介し、登録してくれた人(2ティア)が稼いだ金額の一

部があなたに支払われます」というようなポイントサイトってあるじゃないですか? 

 

そこで「よし、たくさんの人を紹介してほったらかしで稼いでやるぞ!」と思う人がい

るんですが、はっきり言いましょう。 

 

絶対に稼げません。 

 

というのも、ポイントサイトではないですが、とある ASPにも 2ティアという制度が

あり、自分の紹介で登録してくれた人が売り上げた金額の一部が自分にも入るという

システムがあるのですが、 

 

僕はその ASPで約 1000人もの 2ティアがいるにも関わらず、そこから入ってくる収

入は月 2万円にも満たないものです。 



 

僕ですらそのレベルですから、その辺のネット起業家では月々数百円もいけば良いレ

ベルでしょう。 

 

つまり、ポイントサイトの紹介をどれだけ頑張ろうが、手に入れることのできる権利

収入などほんのわずかなのです。 

 

それだったら、最初から何もしなくても良い定期預金をして少しずつお金を増やして

いったほうがマシだと思います。 

 

それに、ポイントサイトなんて誰に紹介するのでしょうか? 

 

身内ですか?それとも SNSで無差別にメッセージを送りつけて当たるのを待ちますか? 

 

どちらも迷惑ですよね。うざいだけです。 

 

そんなのはビジネスとは言えません。 

 

たかだか数百円のために、たくさんの人に迷惑をかけても構わないというのならやっ

ても良いと思いますが。 

 

 

 

■ネカマアカウントで facebookに大量にコピペでアフィリリンクを貼れば儲かる? 

 

最近に始まったことではないですが、facebookで美女の顔写真を使ってアカウントを

作成し、大量のグループに入ってコピペでアフィリリンクをひたすら流しまくってい

るネカマがいます。 

 

あれは儲かるのか?というと、儲かりません。 

 

なぜなら、もうみんな分かっているからです。 

 

同じ手口で同じことをやる人がどんどん増えてきて、みんなうんざりしているんで

す。 

 



それに、そんなことをしてもレバレッジが利かないですし、所詮レジ打ちのような労

働をしているのとなんら変わりません。 

 

まあ効率が悪いだけならまだしも、多くの人の迷惑になっていますし、そんなことを

していて胸張って堂々と生きていけるのでしょうか? 

 

親孝行はできるのでしょうか? 

 

もし他人様に迷惑をかけてでも目先の小銭を稼ぎたいならやればいいと思います。 

 

その代償として、天涯孤独な人生を歩むことになると思いますが。 

 

 

 

■ブログ、サイトを 100個作ればウハウハ? 

 

よく、「月 10万稼ぐサイトを 100個作れば月収 1000万だぜ!」と思っている人がいま

すが、浅はか過ぎます。 

 

まず、月 10万稼ぐサイトを 1個作るのがどれだけ大変か分かっていません。 

 

事実、外注を雇って 1000個とかサイトを作っている人がいますが、そういう人です

ら月収 300万とかそんな程度です。 

 

これは、競合が多いため、キーワード選定や記事数、しっかりとした SEO対策をしな

いと上位表示されないからです。 

 

仮に上位表示されても、商品がニーズに合っていなかったりしたら売れないので、全

く意味がありません。 

 

つまり、サイトを量産して稼ぐというのは難しく、再現性が低いのです。 

 

 

 

 

 



■ブルーオーシャンの罠 

 

よく、「新世紀のブルーオーシャンビジネスを公開!」っていうキャンペーンがありま

すよね? 

 

ブルーオーシャンっていうのはライバルが少ない穴場ってことなんですが、ちょっと

考えてみてください。 

 

ブルーオーシャンって、自分一人で黙ってやってるからブルーオーシャンなわけです

よ。 

 

そんなアフィリエイターにたくさん紹介してもらって「ドドーン!」と何万人という人

に公開しちゃったらすぐに飽和するでしょう。 

 

結局そういうのを公開するってことは、自分が大して儲かっていないってことなんで

すよ。 

 

だって、本当に儲かっているなら飽和するビジネスを販売して儲けるよりも、自分一

人でそのビジネスをやってた方が儲かるわけですから。 

 

 

 

■人脈を作れば稼げる? 

 

よく、「ビジネスでは人脈が大事です!」なんて言われてますよね? 

 

でも、残念ながら人脈を作っても良いことはほとんどないどころか、むしろマイナス

になることが多いです。 

 

例えば僕の場合、しょっちゅう VIPアフィリエイターパーティみたいなものに呼ばれ

ますが、一回行ったことがあるだけであとは全部シカトしています。 

 

なぜかというと、結局そこに集まった人同士で「俺、今度プロモーションするから紹

介してよ!」「じゃあ今度は私の塾を販売するから協力してね!」というアフィリエイト

の依頼をし合うだけの交流会だからです。 

 



こうなると、断ると人間関係にヒビが入るので、自分が良いと思っていないものまで

紹介しなければならなくなってしまいます。 

 

こんなのが人脈だとすれば、はっきり言って作らないほうがマシです。 

 

それに、人脈っていうのはお互いに利益があるからこそ成り立つわけで、そのために

は自分が相手にとって有益な何かを提供できなければいけないですよね? 

 

つまり、有益な人脈っていうのは、自分自身に能力があってはじめてできるものなん

です。 

 

素人がよく「俺も有名人の人脈がほしい!」なんて言ってますが、そもそもどこの馬の

骨かも分からん素人と知り合いになろうと思う有名人がいると思います? 

 

いないですよね。 

 

だからといって、自分と同じ低レベルの人間の人脈をいくら集めたところで何の意味

もありません。 

 

0に何をかけても 0なわけですから。 

 

ってことは、人脈なんてのは足手まといになることはあっても、役に立つことはほと

んどないんです。 

 

ネットビジネスならなおさらです。 

 

別に会わなくてもサイトからメールを送ったり facebookでメッセージを送ればアフィ

リエイトの依頼とかできるわけですし。 

 

というわけで、よく分からん人間の名刺のコレクションをして人脈を作った気になる

人がいますが、まったくもって意味がないのでやめましょう。 

 

 

 

 

 



■無料のセミナーにノウハウを期待して行くのは無駄 

 

よく、「このセミナーで稼げる情報ゲットしてやるぜ!」って張り切ってる人がいるん

ですが、有料のセミナーならともかく、無料のセミナーでノウハウを期待していくの

はとんだ見当違いなのでやめましょう。 

 

なぜかというと、そもそもなぜ無料でセミナーをやるかというと、たくさん人を集め

るためなんです。 

 

なぜたくさん人を集めるのかというと、バックエンド商品(利益を出すための商品)を

売るためです。 

 

つまり、無料のセミナーというのはバックエンドを欲しがらせるための前フリを話す

だけで、その前フリのノウハウに価値を期待するだけ無駄ってことですね。 

 

そもそも無料のセミナーっていうのは、どうせ録画してあとで無料でネット上にアッ

プされるわけですよ。 

 

だって、無料のセミナー動画を配布すれば、集客ができるからです。 

 

ということは、わざわざ後で自宅で見れるもののために遠いところまでセミナーを聞

きに行くことは無意味なんです。 

 

それよりも、「どういう内容をどういう風に話してバックエンドを欲しがらせているの

か」という、仕掛ける側の視点で見たほうがよっぽど勉強になります。 

 

結局ビジネスで成功しようと思ったら、いつかは販売する側の立場にならないといけ

ないわけです。 

 

それを、情報そのものを期待してると、いつまでたっても買わされる立場から抜け出

すことができません。 

 

なので、無料のセミナーにノウハウを期待して行くのは全くの無意味なのでやめまし

ょう。 

 

 



 

■無料オファーに登録して塾のノウハウに期待するな! 

 

これも無料のセミナーと同じ考え方です。 

 

ほとんどの人って無料オファーに登録するときって、販売者のノウハウが知りたいと

思って登録します。 

 

ようは仕掛けられる側の目線で見ているということです。 

 

で、うまいこと教育されてコメント欄に「感動しました!」とか「これなら稼げそうで

す!」みたいなコメントを残すんですよ。 

 

そういう人が結局塾に入ったりして、「稼げなかった!」っていうのを繰り返してるん

です(笑) 

 

それじゃあ一生情報弱者のままです。 

 

無料オファーっていうのは利益を出すためのバックエンド商品を欲しがらせるために

やってることなので、そこをどうやって感情を揺さぶってくるかとか、どんな動画を

撮ってるのかとかを研究するんですよ。 

 

無料オファーに登録すると、最終的に販売者は 20万とか 30万の塾とかを売ってくる

じゃないですか? 

 

仕掛けるのがうまい人ならあれで 1億とか売り上げるんです。 

 

でもその塾で提供されるノウハウって、せいぜい 100万稼げるかどうかくらいのもの

なんですよ。 

 

ってことはですよ! 

 

仕掛けられる側の目線で塾とか買ってたら 100万円稼げる情報しか手に入らないとこ

ろを、仕掛ける側の目線で売り方とか研究したら 1億円稼げる手法が手に入るってこ

となんです。 

 



これってすごくないですか? 

 

・仕掛けられる側の視点じゃなくて、仕掛ける側の視点で見てみる。 

・販売者が提供する塾のノウハウでなくて、販売者の塾の売り方に注目する 

 

こうすればボーっと見るより 100倍勉強になります。 

 

 

 

■高額塾のカラクリ 

 

あなたは高額塾に入れば、安心して稼がせてくれると思っていませんか? 

 

そう思っているのならかなり危険です。 

 

なぜなら、彼らは高額塾を販売するとき、莫大な広告費をかけて一気にリストを集

め、短期間で大量に販売します。 

 

つまり、塾生が数百人、数千人と集まるのです。 

 

それに対してサポートする人は 2、3人程度しかいません。 

 

経費を減らしたいからです。 

 

よく考えてみてください。 

 

2、3人の講師だけで何百人も何千人もまともにサポートできると思いますか? 

 

できないんです。 

 

忙しすぎて電話が繋がらなかったり、じっくり教えて欲しくても時間制限があったり

で、塾生全員がまともにサポートを受けられる塾なんてほとんどありません。 

 

しかも、塾長が偽物の可能性もあります。 

 

どういうことかというと、実績とか公開して「こんなに稼いでいるんだ!」って言って



いるあの実績は、塾長本人のものではなく、別の人のものを使っている場合があると

いうことです。 

 

実は、実績の持ち主が「表に出たくないから(匿名掲示板に誹謗中傷をされるため)お

前が代わりに塾講師になってくれよ。俺の実績とノウハウを貸してあげるから。利益

は折半ね」という風に、素人にノウハウと実績を渡して代理人をやらせているという

こともあります。 

 

そういう形で運営している塾は、ノウハウ自体は本物だとしても、サポートするのは

所詮バイトなのです。 

 

塾の販売が終わって 1年もしたら、塾長の名前すら出てこなくなるってことがよくあ

りますよね? 

 

それは、その塾長が、本当の販売者の代わりに自分が匿名掲示板で叩かれて、販売者

の名誉を守るという短期バイトをしていたに過ぎないからです。 

 

最悪なのは、実績も何もなく、偽造した実績を使い、ノウハウはすべて外注というパ

ターンです。 

 

これに当たってしまうとドンマイなことになってしまいます。 

 

さて、高額塾のカラクリについて話しましたが、すべての塾がダメということではあ

りません。 

 

少なからず本物もあります。 

 

ただ、サポートに期待して「自分は頭を使わなくてもあの人に任せておけば稼がせて

くれる!」という他者依存マインドを持っていると絶対に稼げません。 

 

自分の努力でやっていこうという気持ちがないと、どんなに良い塾でも結果を出すこ

とはできないのです。 

 

 

 

 



■どうすれば儲かる? 

 

ここまで読んでいただいて、なんとなくネット界のからくりが分かってもらえたと思

います。 

 

どういう情報を選択し、どういう情報を遮断すべきか 

無駄なことや間違った行動がどういったものなのか 

 

では、これからあなたが最短で確実に儲けるにはどうすればいいのか?ということなん

ですが、答えは簡単です。 

 

ビジネスの原理原則を理解した上で、最もレバレッジを大きくかけることのできる効

率の良い手法を学び、その手法にのっとってほんのちょっとだけ自分の頭で考えて活

かすことです。 

 

まず、効率の良い手法を知ることは当然ですが、それがなぜ効率が良いのかという原

理原則を論理的に理解していなければ、「コピペだけで稼げる」などの表面的な言葉に

乗せられてしまうハメになります。 

 

ですが、原理原則を知っていれば、理屈で「〇〇だからそんなのはありえない!」と判

断できるようになります。 

 

そして、もちろん効率良く稼げる手法がなんなのかということも知らなければなりま

せん。 

 

数学の公式を知らない状態で方程式を解けないのと同じです。 

 

ですが、その手法を学んだら、その手法に当てはめて自分なりに応用していかなくて

はなりません。 

 

数学の公式を学んでも、実際にその公式を元に考えないと問題は解けないですよね? 

 

ビジネスというのは全てが応用問題です。 

 

今日のブログはこういうことを書いて、ツイッターはこういうことをつぶやこうとい

うのは自分で考えないといけないですよね? 



 

他人に「今日のブログはこのタイトルでこの文章をこのまま書いてください」「18時

にツイッターで〇〇とつぶやいてください」とか言われてそのままやれば儲かるなん

てありえない話です。 

 

ようするに、効率の良い手法をあらゆる場面で応用する力が必要になってくるので

す。 

 

最初に配ったレポートでも言った気がしますが、試験の答えだけ丸暗記しても意味な

いですよね? 

 

その試験の答えを丸暗記しても、次回の試験では問題が解けません。 

 

それは、その答えがなぜそうなるのかということを理解していないからです。 

 

大事なのは、答えを知ることではなく、答えを導き出すための思考力なのです。 

 

答えを知るだけでは、その 1つの問題しか解けませんが、答えを導き出す思考力があ

れば、100も 1000もの問題を解くことができます。 

 

もちろん僕はテクニック的なこともたくさん知っていますし、いくらでも教えること

ができます。 

 

必要とあらば、すぐにでも教えます。 

 

でも、いきなりそういうことを教えないのは、それだけを教えてもあなたの結果に結

びつかないということを知っているからです。 

 

僕は、あなたに最短で結果を出して欲しいと本気で思っていますし、そのために必要

なことを必要な順番で教えているつもりです。 

 

そして、あなたが僕の言ったことを素直に受け取ってくれれば確実に成功できると信

じているので、なんとかつまらない話でも読み流されないように、工夫して伝えてい

ます。 

 

ここまで読んでいただけたなら分かっていただけたと思いますが、大事なのは、問題



の答えを手に入れることではなく、問題を解ける思考を手に入れることなのです。 

 

ですが残念なことに、この話に耳を傾けず、くだらない楽々即金ノウハウに釣られて

しまう人がたくさんいます。 

 

よく考えてください。 

 

「このボタンをクリックすれば儲かる」なんてもので稼ぎ続けられると思いますか? 

 

それっていわば「東京都〇〇区の□□にマクドナルドを建てれば儲かる」と言ってるの

と同じなんです。 

 

そういう、あらかじめこれをこの通りにすれば良いなんて答えを与えられたものは考

えなくてもいいし、みんな同じことをしますよね? 

 

つまり、みんな同じところにマクドナルドを建てはじめるわけです。 

 

そしたらどうでしょう? 

 

狭いパイの奪い合いになって、一瞬で飽和しますよね。 

 

しかも、マクドナルドを建てた人たちは、問題の答えだけ渡されて、なぜそこにマク

ドナルドを建てれば儲かるのかという思考を教えてもらっていないので、マクドナル

ドが儲からなくなった時点で自分の力では稼いでいくことができなくなるんです。 

 

なのに、今のネット界は、そういう大事なことを何も教えず、小手先のテクニックば

かり話して情弱を苦しめています。 

 

コピペだけで稼げると謳って、本当にコピペだけで稼げると勘違いしている人たちに 

 

・「絶対稼がせるので安心してください!」 

・「やることは 2つだけ!」 

 

という風に、できもしないことを誰でもできるかのように断言し、必要としない人に

まで買わせているのです。 

 



しかも、売ったらもう知らんと言わんばかりに購入者を見捨て、新規の見込み客を集

めて同じようなことをやってるんです。 

 

こんなビジネスとすら呼べないことがスタンダードかのように、みんな真似している

という事実に、呆れ果てています。 

 

ですが、このレポートを読んでくれているあなたにはそんなことをして欲しくない

し、そういうくだらない人たちに釣られないようにして欲しいのです。 

 

そもそもあなたの目的は、自由な時間とお金を手に入れて、最高の人生を手に入れる

ことですよね? 

 

だったら、一時的な小銭稼ぎノウハウに手を出すのはやめてください。 

 

そして、自分の頭さえあればいつでも好きなだけ稼げるスキルと頭脳を手に入れてく

ださい。 

 

本当に稼ぎたかったら、ビジネスの原理原則に基づいた、確かな手法を学び、それを

ほんのちょっとだけ自分なりにアレンジしていくことしかありません。 

 

それに、自分で考えるといっても、読書感想文でどの本を選んで何を書くかを考える

くらいのレベルの話なわけですから、何も難しいことはないのです。 

 

 

 

最後に： 

 

いかがだったでしょうか? 

 

この業界の何を信じて何を疑えばいいのかなど、今まで聞いたことのないことが書い

てあったと思います。 

 

これで、あなたは無駄な情報を手に入れて余計な時間とお金を費やす必要はなくなっ

たわけです。 

 

ここであなたが思うのは、「じゃあ何をすれば稼げるの?」ということだと思います。 



 

そこで、いよいよ明日から、何をすれば最短最速で、簡単に大きく稼げるのかという

ことを、どんどん具体的に話していきます。 

 

僕が何をすれば稼げるのかということを最初に教えなかったのは、何をしたら稼げな

いのかを先に知ってもらった方が、確実に成功に近づくということを知っているから

です。 

 

そういうわけで、僕を信頼してこのレポートを読んでくれたこと、大変うれしく思い

ます。 

 

もし、このレポートを読んで気づいたことや感想などがあれば、tiishi111@gmail.com

まで送ってください。 

 

ありがとうございました。 
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