
顧客創造マーケティング
Make a Fan List Marketing

「あなたから商品を購入したい！！」

と、懇願してくれるファンを作り、
これからのビジネスを好きな人と好きな場所で
自由に好きなだけ稼げる力を身につけませんか…？

どうも、光成です。

今回新しい企画への募集をすることになりました。

今回の企画では、

「メルマガを使ったリストマーケティングで濃いファンを作る力を得て、自
由に大きな金額を稼げるようになる」

という企画です。

今まで、自分でビジネスをしていて、
こんなことを思ったことありませんか？



・ブログを更新しまくっているのにお客さんが増えない
・アクセスはそこそこあるのにお金になっていない
・何をすれば2万、5万、さらには50万などの高単価の商品が売れるのかわか
らない

というようなことです。

僕は普段、初心者の方から、

「どうやって大きな金額を稼げるんですか？」

という質問を沢山いただきますし、
僕はビジネスを始めた半年で脱サラし、
初月で50万稼ぐことも出来たので、

「どうやってそんな大金を稼ぐ事ができたのでしょうか？」

という質問をいただくことが多いです。

なので、今日、
その秘密を全て話します。

この手紙を見てもらうだけで、
僕が何をしたのか？

そして、これから何をすればいいのか？

それらがハッキリわかるはずです。

是非、静かな部屋でゆっくり読んでもらえればと思います。



ある日、月に3万円の報酬が
50万になった

僕は、2017年の1月にビジネスを始めました。

最初は当然、今初心者の人と同じように、
僕も初心者で右も左もわかりません。

しかし、僕にビジネスを始めるキッカケをくれた方が、

「とりあえず絶対にメルマガは始めた方がいいよ」

と、言っていたのです。

当然、疑問に思った僕は聞きました。
何故、メルマガを使う必要があるのか？と。

すると、あるマーケティングの手法があるとのことだったのです。

それが、DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）という手法だったの
です。

DRMは、

・集客
・教育
・販売



という3つのステップからなる
売上を上げる為の効率的な手法なのですが、
この”教育”と”販売”を行う為にメールマガジンを使うということでした。

「具体的にどうやって行うのですか？」

僕は聞いてみました。

メルマガには”ステップメール”という機能があります。

ステップメールとは、
登録してから1日目、2日目と、
予め決めておいたメールを順番に送る設定を作る事ができるのです。

画像を見てもらえばわかりますが、
Aさんは3月1日に登録してもらったので、



その日から1通目を送ります。

Bさんには、3月3日に登録してもらったので、
同じように組んでいた1通目から送信します。

登録した日は違いますが、AさんとBさんに送っているメールは、
全く同じ内容のものなのです。

そして、仮に7通目にセールスのメールを組んでいれば、
セールスするまで”完全自動”で購買意欲を高めて、
商品を勝手にセールスまでしてくれます。
 
あなたがどこかで遊んでいても、
大好きな旅行に行っていても、
夜ふかしして昼過ぎまで寝ていても、
あなたの財布にお金を運んで財布が膨らむのです。

つまり、ネット上に自分の分身の営業マンを 
作る事ができるということです。

しかも、ネット上に作った営業マンは、
一切の文句を言わずに365日24時間働いてくれて、
完全に自分の代わりに働いてくれます。

実際、僕はこのステップメールを使っているので
勝手に利益も発生しますし、
僕のメルマガを読んでくれている読者の方に



企画を募集して、大きな利益を出すことが出来ています。

実際に、これが僕の利益です。

実際の利益

見てもらえればわかりますが、
僕は1ヶ月で100万以上の収入を発生させることも出来ています。

このステップメールを使った、
リストマーケティングを知る事ができたので、
アフィリエイトで月５千円稼ぐのが難しいと言われる中、
ビジネスを始めて半年経つ頃には、自動で月に3万稼ぎ、
脱サラした初月に50万を稼ぐ事ができたのです。

驚きますよね？

ある日、月に3万円だけだった報酬が、
一気に50万に変わってしまうのですから。



当時、僕はアフィリエイトで１つだけ商品販売していましたが、
これが2つ、3つと増えていけば、
当然勝手にセールスされる商品が増えるのですから
利益も右肩上がりになります。

つまり、ステップメールで商品をオファーする仕組みを作り、
いくつも商品を販売していけば利益は大きく伸びるわけです。

簡単な話しですよね？
単純にステップメールでセールスする商品が多ければ、
お客さんが買ってくれる確率が高くなるという話です。

でも…メルマガを使って全員が
儲かってるわけでは

ないじゃないですか？何故ですか？

と、言いたくなる気持ちもわかりますよ。
当然、全員が儲かっているわけじゃないですし、
全員が利益を出せるわけじゃないのがビジネスですからね。

ただ、メルマガとステップメールを使って
利益が出せないのは構造上ありえないです。

なのに、何故メルマガを使っても収入を得られない人がいるのか？



実は、メルマガを使って儲かっていない人。
そもそもアクセスがあっても
利益が出ない人には”必ず共通点”があるのです。

それは何か？

それが、

”ファンが出来る仕組みを作っていない”

ということなのですよ。

逆に、あなたのファンを作る仕組みとして
メルマガを使う事ができれば、
利益は少しずつ出てくるのです。

現に、僕のもとには沢山の感想が届きます。

商品を購入する前から感謝のメールをいただくこともありますし、
商品を購入してから、さらにファンになってくれるのです。

例えば、この方は、僕の発信を見て、
東京に上京することになりました。

ナンパをしている方で、ナンパビジネスを行うみたいです。

実際に頂いた感想



また、僕の企画に参加していただいた方からも、
感想を頂いています。

この方は、僕の企画に参加したことで、
今まで全然結果が出なかったのに、
初めて3万円の商品を売る事ができたみたいです。

そして、今回の企画にも参加してくれています。

教材購入者の方の感想



このように、ファンが生まれるような仕組みを
作る事ができるようになると、
いくらでも報酬は右肩上がりになってくるのです。



どんな企画でも参加してくれるようになりますし、
企画に満足してくれれば、さらにファンになってくれて、
リピートして別の企画にも参加してくれます。

リピーターが出来ると、
あなたの利益の為に貢献してくれる人までも出てきます。

だから、セールスレターをちゃんと見ずに、

「とりあえず参加しました！」

という人まで出てくるようになります。

確かに、メルマガを使って全員が儲かっているわけじゃありません。

しかし、儲かっていない人は共通して、
”ファンがいない”のです。

それが大きな原因です。

アイドルの握手会に
お金を払う人がいる理由

ここまで読んで、

「なんでファンがいれば稼げるんだよ！」



と、疑問に思うと思います。

そこで、わかりやすいのがアイドルです。

アイドルは、わかりやすいくらいのファンビジネスなんですが、
変な話し、僕らはアイドルのような存在になればいいのです。

例えば、握手会とか行ったことありますか？

僕は無いですが、握手会に行く人は、
アイドルと握手する為にお金を払いますよね。

信じられますか？握手ですよ？
行ったこと無い人にはわからない感覚だと思います。

けど、彼らはお金を払いますし、
握手会という企画に参加することを楽しんでいるのです。

なぜなら、アイドルのファンだからです。

他にも、アーティストのライブとか行ったことありますか？

例えば、Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌのライブでは、
東京ドームチケット１１万枚が入手困難だったみたいです。

ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮというロックバンドは、
２０年近くも活動しているのに関わらず、
ライブの僅かな音を外で聞く為だけに来る、
異常な程の熱狂的なファンがいるみたいです。



僕は、アーティストのライブも
アイドルの握手会も行ったことないですが、
何故、こんなにも人気があるのでしょうか？

その答えは1つだけなのです。

そう、ファンが多いからなんですよ。

そして、何度もライブや握手会に足を運んで
お金を払ってくれるわけです。

ビジネスも同じです。

ディズニーランドに何度も足を運ぶ人間がいるのは何故でしょうか？
それは、ディズニーという世界観のファンだからなのですよ。

だから、チケットを何枚も買ったり、
ディズニーに何度も遊びに行くために、
年間パスポートを買ったりするのです。

つまり、ビジネスは、
ファンを作ることが必要不可欠なのです。

僕が、月に１００万円という大金を稼ぐ事ができるのは、
恐ろしい程に人を動かすコピーライティングや、
マーケティングを知っているからじゃないんです。



メルマガたった１つでファンを作る仕組みを
作っていたから可能になったことなのです。

ファンを作るって難しそうなんですが…

と、思うかも知れませんが、
ファンを作るのは、そこまで難しいことではありません。

でも、ファンを作ることが出来ていない人も多いです。

その違いは何か？というと、
”面白いコンテンツを渡しているか？”ということなのです。

結局、どの世界も面白いコンテンツというのが大切なのですが、
その、面白いコンテンツの作り方をわかっていない人が多いのです。

例えば、こんな記事を書いたりしていませんか？

「どうも、○○です。今日はSEOについて話します。SEOとは、Search 

Engine Optimizationの略でして、検索結果で上位表示する為の施策です」

こんな発信です。

これって、ファンにならないですし、
面白くないんですね。



なぜなら、機能について話しているからです。
人は機能では動きません。

なのに、様々な人のメルマガに登録してみると、
機能について話しているメルマガばかりなのです。

だから、物凄くつまらないし、
読む気になりません。

読まれないからファンもできませんし、
商品が売れることもありません。

当然ですよね？
読まれなければ意味ないですから。

じゃあ、ファンができるようになるには、
どんなコンテンツを送って行くのが正しいのか？

それが、”感情を動かす”ことなのです。

人は感情で動き、
論理で自分を正当化します。

だから、まず感情を先に動かしてくのが大切なのです。

しかし、世の中には、
論理的なメルマガしか送っていない人が多すぎるのです。

まるでWikipediaをメルマガで読まされてるようなものです。



Wikipediaを読んでて面白いですか？
面白くないですよね。

役には立つけど、
感情は全く動かないじゃないですか。

「すげー！」とか、
「やってみたい！」とか
思うことありませんよね。

Wikipediaのような、
猛烈につまらないコンテンツばかりが世の中に溢れているのです。

逆に感情を動かす事ができるようになると、
面白いくらいにファンができるようになります。

「いつも面白いです！」

「役に立つコンテンツありがとうございます！」

「次のメルマガも待っています！」

と、言ってもらう事ができるんですよ。

じゃあ、面白いコンテンツとは何か？

それは、



新しい世界を教えてあげることで
読者に面白い価値あるコンテンツを
届けられ、ファンに変わる

ということです。

これが出来ることで、
面白いと思ってもらえるコンテンツになるのです。

あなたも同じような経験があると思います。

初めてパソコン1つでお金を稼ぐことが出来ると思った時はどうでしたか？
しかも、働かないでも稼ぐことが出来るとまで言っている人がいるんです。

僕は、

「そんな世界があるのか！？」

と、ワクワクしましたし、
自分にもし出来るようになったら…
と、思ったのを覚えています。

他にも、初めて海外に行った時とか、
今まで手にしたことがなくて欲しかったものを手に入れた時とか、
様々な初めての世界というものを体験したことがあるはずです。

そして、その瞬間は、ドキドキしたり、
ワクワクしたり、新しい世界を楽しんでいたはずです。



それをメルマガで行う、
読者に教えてあげる。

これが、新しい世界を教えるということです。

そして、新しい世界を教えてくれた人というのは、
強く印象に残ります。

「この人は信用出来る！」

「この人から学ぼう」

と、思うようになるのです。

それが、ファンを作るということなのです。

さらに、この働き方、ビジネスモデルは、
圧倒的に他社依存しないビジネスモデルなのです。

”アクセスを沢山集める”という
無意味な依存型ビジネス

普段から様々な発信をしている人を見ていますが、
8割以上の人が”何かに依存してる”のです。



例えば、一番多いのが「Google依存」です。

ブロガーやアフィリエイターに多いですが、
彼らはとにかくアクセスを集めて
グーグルアドセンスをクリックしてもらって稼ごうと思ったり、
A8などのASPの案件をとにかく紹介してるのです。

当然、報酬を発生させる為に記事を量産します。
そして、検索結果の上位表示を狙うのです。

つまり、Googleの検索結果に依存したビジネスをしているわけです。

その結果、彼らはGoogleのアップデートがあると、
昨日まで100万稼ぐ事ができたのが、
次の日は一気に0円になることもあるわけです。

実際そういう方は本当に多いです。

そして、平均月間アクセスが30万PV～50万PVはないと、
彼らは生活することが出来ないと思います。

それほど、アクセスがないと難しいビジネスをしているのです。

先日、話を聞かせてもらった人は、
トレンドアフィリエイトをしている方でした。

その人は、稼ぐ為に、
記事を更新し続けているみたいです。



トレンドの記事を追いかけて、
とにかく記事を量産する。

それでも月収は３０万程みたいです。

もし、メルマガを使ったリストマーケティングを使えたら、
どれだけ収入が伸びるか…

月間５０万PV程あると言っていたので、
多分、５倍くらいにはなるかなと。
下手したら、もっと行くかも知れません。

ただ、彼らは他にやり方を知りません。

だから、いつまでも、SEO対策を頑張って、
アクセスを集めようとしているのです。

SEOを頑張るなんて無意味なのに…

逆に、僕はどうか？

僕は、メルマガを使うことで、
少ないアクセスでもアフィリエイトで稼ぐ事ができています。

どれくらい少ないアクセスで
アフィリエイトしているかというと、
僕は、月間約4500PVで12000円を稼ぐ事ができているのです。



こちらは確定した金額になります。

既に、アフィリエイトに取り組んでいる方からしたら、
この数字がどれだけ難しいことかわかると思います。

僕は自分の教材がメインなので、
これは、ほんの一部です。



これを実現しているのが、
メルマガを使ったリストマーケティングと、
ファンを作るコンテンツになるのです！

少ないアクセスで商品が売れるように
なったらビジネスは上手くいく

僕は、ビジネスの世界を知った時、
運良く情報発信ビジネスの存在を知る事ができました。

情報発信ビジネスは、DRMを使い、
少ないアクセスでも大きな金額を稼ぐ事ができて、
なおかつ感謝されながら稼ぐ事ができるビジネスモデルです。

そして、ビジネスは商品を売る事ができれば上手くいきます。

当然ですよね？

しかし、世の中のネットビジネスを実行している人は、
とにかくアクセスを集めることしか考えていません。

例えばブロガーは、

「月間10万PVいきました！」
「やっと5万PVです！」



「ついに30万PV達成です！」

と、話しています。
PVを集めることしか考えていないのです。

で、実際いくら儲かってんの？
というと、月間数千円しか儲かっていなのです

そして、商品を売ることができない彼らは、
いつまでも広告収入などの薄利多売ビジネスを頑張るのです。

1クリック数円の報酬を貰う為に、
沢山の記事を書いて沢山の労働をして、
さらに、その中でも飛び抜けないといけないのです。

1万円稼ぐのに、どれだけの人を集めないといけないんだよ…
という話です。

凄く大変だと思いませんか？

けど、ちゃんとまともなビジネスをやっている人は、
沢山のアクセスを集めようとなんてしません。

なぜなら、少ないアクセスで商品を売る事が出来るからです。

ブロガーがやっていることは、
オフラインの実業で考えたら、
とてもおかしなことなのがわかります。



例えば、あるレストランがあるとします。

そこには沢山のお客さんが来るのですが、
毎回300円のメニューしか頼んでくれません。

1万円稼ぐとしたら、34人は集めないといけないのです。
そして、次にまた来てくれるかはわかりません。

しかし、もう一方の店では、
お客さんは少ないのですが、
毎回2万円分の食べモノや飲み物を注文してくれるのです。

2万円も出してくれる程、店を好きでいてくれるので、
毎回高額な、お金を落としてくれます。

さて、どっちが儲かっていて楽なのかは明白ですよね。
誰が見ても後者です。

しかし、ネットビジネスになると、
前者のビジネスをしている人ばかりが多いんですよ。

だからこそ、僕らは後者になれることで差別化になりますし、
後者になれるだけで、誰よりも稼ぐ事もできるようになり、
仕事がなくなることもありません。

そして、これが出来ると、
ビジネスをしている人からコンサルを頼まれたりもします。



それほど、モノを売れるというのは誰もが求めているスキルです。

そして、モノを売れる人には
必ず”ファン”がいるのです。

毎回2万円を落としてくれる
ファンになっているお客さんがいるのです。

僕はそれが出来ずに困っている人を沢山見ています。

でも、ビジネスするなら、
ちゃんと商品を売れる様になりたいじゃないですか？

だから、少ないアクセスでも商品を売れるようになり、
あなたの濃いファンを作れるようになってもらう為に、
今回、この企画を行おうと思ったのです。

具体的にどうやったら少ないアクセスで
利益を出すことが出来るんですか？

実際、具体的にどうやって利益を出すのか気になりますよね？

隠したりしないので、
是非引き続き読んでもらえればと思います。

まず、絶対に大事なことですが、
購買という目的を達成するには、



お客さんに順序よく、階段を登ってもらうというのが大切です。

少しイメージしてほしいのですが、
あなたは３万円の教材を販売したいとします。

まず、目の前にはドアがあります。
そのドアを開けると、あなたの元にたどり着く階段があるのです。

あなたの商品を買うには、階段を上がって、
あなたの元までたどり着かなければいけません。

つまり、お客さんに階段を登ってもらう必要があります。

ドアを開いた時点では、お客はあなたの所まで行って、
お金を払うかどうかはまだ決心していません。

あなたが降りていってセールスすると、
お客は嫌がりドアを閉めて逃げてしまいます。

なので、あなたはお客が自ら登ってくるのを見守る必要があります。

しかし、もし、この階段がギクシャクして
登りにくい階段だったら、
客は引き返してしまい、
商品を購入するのを辞めようと思うのです。

逆に、もし、この階段がスムーズに登れて、
かつ、一歩登る度に、お客にとって有益なメリットがあったらどうでしょ
う？



その場合、勝手にスムーズに、自らの力で登ってくれるのです。

つまり、お客の方から購買に向かってくれるというわけです。

そして、これを実行する為にはアクセスではなく、
連絡先を集めます。

つまり、”メールアドレス”です。

連絡先があることで、
いつでも好きな時に、お客に情報を渡し、
信頼関係を構築することもセールスをすることも出来るからです。

ビジネスをする上で、
他のビジネスモデルよりはるかに自由度が高くなります。

そして、上記のスムーズな階段を
メルマガのステップメールで作っていきます。

例えば、７通目に商品を販売するとします。

そうしたら、商品販売するまでに、
お客に有益な情報、商品の魅力を伝えて、

「商品が必要だ」

「商品を購入することで未来が変わる」

と、思ってもらえばいいのです。

こうして、情報を与えることで、
商品を実際にオファーする頃には、



「商品がほしい！」

「あなたから商品が買いたい！」

と、思ってくれている状態で、
商品を購入してもらうことが出来ます。

もう１つ、具体的な例を出すと、
僕はナンパの教材を販売しています。

道で声をかける事ができるようになる為の教材です。

しかし、最初から、道で声をかけることを学ぼうと
思っている人なんていないのです。

だから、声を掛ける事ができるようになることが、
一番重要だという情報をステップメールで与えていったのです。

すると、お客の中では、
優先順位が変わっていきます。

「声をかけられるようにならないといけないのか！学ぼう」

と、なってくるのです。

そこに、僕は商品をオファーしたということです。

その頃には、商品をほしいと思っているので、
当然、商品を買います。

このように、購入してもらう商品の魅力を伝えて、
お客さんの方から商品を欲しいと思ってもらうことが出来るのです。



だから、売り込むのではなく、
お客さん自ら

「商品がほしい！」

と、懇願してくれるようになります。

そして、自ら購買という階段を登ってくれるのです。

100PVを集めるだけならお金に変える事はできません。
何故なら、お客さんが自分のサイトにまた戻ってくるかわからないからで
す。

それに信頼関係の構築も出来ません。

しかし、アクセスではなく、100人の連絡先があれば、
その中から1人に1万円の商品を売ることは出来そうじゃないですか？

連絡先を毎日取得して、
1万円の商品が1日で2つ3つ売れるようになったら、
それだけで月収60～90万円です。

つまり、僕らはアクセスではなく、
連絡先を教えてくれる”人”を集めて、
集めた人達と信頼関係を構築し、
商品を欲しいと思ってもらった上で、
高額の商品を購入してもらっているわけです。

これが、僕や、ネットビジネスの業界で
大きな金額を稼ぎ続けているプレイヤーの手法です。



そして、これが出来るようになると、
最初は欲しいと思っていなかったお客さんも、

「この人から商品が欲しい」

と、思ってくれるようになります。

つまり、本来お客じゃなかった人を、
お客にすることが出来るのです。

これを「そのうち客」と言うのですが、
大事なのは、今すぐ客を集めるのではなくて、
そのうち客を集めて今すぐ客に変えるということです。

つまり、顧客の創造になります。

これが実現出来ます。

だから、この企画には、
顧客創造マーケティングと言う名前をつけたのです。

なので、この企画では、
いつでも顧客を創造することが
出来る様になる方法を学んでもらいます。

そうすれば、いつでも自由に好きなだけ稼ぐ事ができるようになるのです。



リストマーケティングをマスターすれば、
好きな時に好きなだけ自由に稼ぐ事ができる

この企画では、

「メルマガを使ったリストマーケティングで濃いファンを作る力を得て、自
由に大きな金額を稼げるようになる」

ということをコンセプトにしていますが、
リストマーケティングが出来るようになり、
ファンを作る事ができるようになると、
好きな時に好きなだけ稼ぐ事ができるようになります。

実際、僕は自分のメルマガ読者に企画を打ち出し100万以上稼ぎましたし、
勉強で商材を購入しまくって貯金が0になった時は、
ちょっと動いて半月で200万稼ぐことも出来ました。

全ては、僕の企画に参加したいと思ってくれているファンの方がいて、
リストマーケティングという最強の手法を使えているからです。

これが出来るようになると、
好きな時に好きなだけ稼ぐ事が可能になります。

場所を選ばず、時間を自由に使え、
自分のやりたいことを実現する収入を得ることが出来るのです。

なので、ぜひ覚えてほしいと思っていますし、
実際に稼ぐ事ができる様になってもらいたいと思っています。



そして、

「あの時、学んで良かったな！」

と、思ってもらい、
一緒に酒を飲んだり出来たらいいなと思っています。

不労所得を作ることだって可能

よく、メルマガを使ったマーケティングを勘違いしている人から、
こんなことを言われることがあります。

「メルマガって企画を打ち出してプロモーションしないと儲からないで
しょ？」

ということです。

それを聞くたびに、僕は何を言っているんだろうと思ってしまいます。

何故なら、リストマーケティングをマスターすることで、
不労所得を作ることは可能であるし、
他のビジネスモデルより楽に作る事ができるからです。

先程も言ったように、ステップメールを使えば
プロモーションまでも自動化して
収入を自動で得る事が可能です。

僕は実際、かなりの金額をステップメールから得ていますし、



新しい企画を打ち出すことも選択肢の１つとしてあります。

つまり、プロモーションを自動化すれば
不労所得を得ることは当たり前のように出来るのです。

メルマガってバカにされがちなんですよね。

でも、実は自動で収入を得る為に、
誰でも作れる不労所得の仕組みなのです。

逆に、バカにしている人がいるからこそ、
あなたが作ってしまうことで美味しい思いが出来ます。

億を稼ぐ起業家でも、メルマガを使った
リストマーケティングを駆使して自動で収入を得ています。

それほど、メルマガを使ったマーケティングの威力はえげつないですよ。

でも、才能がないと出来ないんでしょ？

と、思われるかも知れないですが、
才能なんて全く必要がないです。

ファンを作るというのは言い換えれば、
自分を好きになってもらうということなのです。

友達を作ったり恋人を作ったり、
両親にプレゼントをあげて喜んでもらったりというのと



なんら変わりありません。

一言で言ったら、

「仲良くなる」

ということなのです。

仲良くなるのに才能なんていらないじゃないですか？

なので、全く才能はいらないですし、
僕に才能があるかと言ったら、
才能があったわけではありません。

元々僕はパソコンすら持っていない肉体労働者でしたし、
高卒の低学歴で勉強ができるわけでもありません。

当然、ネットビジネスなんてしたことありませんでした。

だから、知識も経験も０ですし、人脈なんてありません。

全てが０だったのです。

そんな僕が、メルマガを活用したことで、
会社で働くしか出来なかったのに、
自分の力で稼ぐことが出来るようになったのです。

メルマガでは文字を扱うことしかしません。



様々な機能を使う事ができますが、
多くの機能の中から使うのは主に２つだけです。

１．ステップメールを作る
２，一斉送信メールを送る

この２つしかありませんし、
ステップメールを作ってしまえば、
一斉送信メールを使うこともなくなるでしょう。

メルマガを使ったビジネスを難しいと思う人は多いのですが、
多くの方が、難しいという勘違いをしているのです。

メルマガは送信先が増えただけです。
そして、自動化出来るようになっただけ。

逆に、メルマガを難しいと思ってしまう”勘違い”を
してしまっているばかりに、
多くの人が本来稼げている金額を稼げていないのです。

才能がないわけじゃないんです。
知らないだけなんです。

そもそも、ビジネスに才能はいりません。

知るべきことを知って、
やるべきことをやる。

これだけです。



才能がなく、頭の悪い僕でもパソコン１台で
稼ぐ事ができるようになったのは、
学んで知って、実現したからです。

それは、あなたも同じです。

この企画に参加した後、
メルマガを使ったリストマーケティングと、
ファンを作る事ができるようになったら、
これからの人生で自由自在に稼ぐことが出来るようになります。

朝起きたら、商品が売れて入金されているということもあるでしょう。
遊びながらお金を稼いでるなんてことも可能です。

僕は先日、友人達と遊んでいる時に、
商品が売れていました。

水タバコを吸っていたのですが、
ブクブク音を立てて水タバコを吸っていたら、

「入金が確認出来ました」

と、通知が鳴り、お金が入ってきたのです。

これも全て、メルマガを使ったリストマーケティングのおかげですし、
ファンを作る事ができるようになったからです。

ただ、先程も言いましたが、
才能があったわけではないんです。



才能がなくてもファンを作ることも出来ますし、
商品を売ることだって出来ます。

あなたにやってもらうことは、

「文章を書いてもらうこと」

だけです。

顧客創造マーケティングの内容

顧客創造マーケティングの内容ですが、
今回も普段と同じように、

「一緒に作っていく」

というスタイルで行きます。

僕１人で作るより、
参加者から質問をもらいながら
作ったほうが良いコンテンツが作れるからです。

なので、この企画では参加型になります。
その為、まだ中身は揃っていません！



ぜひ、一緒作っていきましょう！

実際には、こういった事を話していきます。

❏　月4000PVで12000円稼いだ具体的な方法

少ないアクセスでもアフィリエイトで稼ぐには、全く関係ないキーワードか
ら人を集めて、まず、メルマガに登録してもらいます。それからアフィリエ
イトしてる記事に飛ばしたり、メルマガ内でステップメールを使えばいいの
です。その具体的な方法を解説します。

❏　脱サラ初月に50万を稼いだ方法

僕は会社を辞めた初月に50万を稼ぐことが出来たのですが、これはメルマガ
を使っていたことで、高単価の商品を売る事ができました。具体的にはメル
マガでフロントエンド商品を売って、その後にバックエンド商品を販売しま
した。初心者はまずこの方法を行った後に自動化に進むのが正しい方法で
す。

❏　新しい世界を教える為に有効な伝え方とは？

面白いコンテンツとは、新しい世界を教えてあげることです。しかし、どの
ジャンルのメルマガを見ても、○○をする方法等ばかりを話していて、まる
でWikipediaを見せられている気分になります。読者に効果的にあたらしい世
界を教えてあげることが出来て、面白い！と思ってもらえるメルマガの作り
方を話します。



❏　ノウハウを話せば話すほどつまらないメルマガになる理由

よく、ノウハウばかりを話していてるメルマガがあります。これは、過去に
僕もやっていて、確かに感謝されるのですが、これだと商品が売れないです
し、実はファンを作ることもできないのです。何故、ノウハウを話せば話す
程、つまらないメルマガが出来上がるのか？を話します。

❏　トラフィックビジネスよりリストビジネスを行うべき理由とは？

世の中にはトラフィックビジネスとリストビジネスがありますが、リストビ
ジネスに取り組むべき理由を理解していない人が多すぎるので、リストビジ
ネスを行うべき理由を話します。リストビジネスが出来るようになると、情
報発信ビジネス以外でも、ビジネスを作る事ができるようになるんです。

❏　面白いメルマガを作るたった１つの要素

面白いメルマガを送っている人には重要な要素があって、それが独自のフィ
ルターを通した発信をしているということです。ただ、伝え方を間違ってい
ると、本来面白い内容でも、一気につまらないものに変わります。独自の
フィルターを通して、面白いメルマガを作るたった1つの要素を話します。

❏　メルマガで発信するネタを無限に作り出す方法

メルマガやブログで発信する内容に悩んでいる人はとても多いですが、僕は
全く悩みませんし、無限にコンテンツを作り出すことが出来ます。何故な
ら、僕は日常から発信内容を見つけているからです。どうやってネタを見つ
けているのか？日常をビジネスの視点で見る方法を話します。



❏　メルマガで１番力を入れる部分はどこか？

メルマガは、そもそもここに力を入れないと意味がないという部分がありま
す。例え１００通のステップメールを作っても、これをミスっていたら絶対
に１００通は読まれないという部分です。一番力を入れるべき部分を話しま
す。

❏　信用はどうやって作れるのか？

ビジネスをする上で信用はとても重要ですし、信用が大切なんてことは重々
承知だと思います。しかし、そもそも信用がどうやって作られていくのか？
という部分を理解していない人が多いので、信用を作っていく為に必要な要
素を話していきたいと思います。

❏　多くの人が一瞬で読者の読む気を失せさせているミス

　
多くの人が知らず知らずのうちに読者に読む気を失せさせてしまっていま
す。しかも、無意識でやってしまいがちなことなのです。「こんな事言われ
るなら読むの辞めよう」と思ってしまうのです。何をするべきか？より、何
を辞めた方がいいのか知ってもらった方がいいと思っているので、この話を
しようと思います。

❏　誰にも読まれていないメルマガに多い特徴とは？

誰にも読まれていないメルマガには、ある特徴があります。これは日常生活
ならありえないことなんですが、なぜかビジネスになるとやってしまうので
す。これは僕もやってしまっていたことでした。今のうちに知ってもらい、
この先に誰にも読まれないようなメルマガを作らないようになってもらいま
す。



❏　新しいシナリオを作って濃い読者を抽出する方法

メルマガを読んでくれている読者の方には、濃い読者の方もいれば、薄い読
者の方もいます。何がだめとかではないですが、濃い読者だけを抽出して、
濃い読者だけに企画を打ち出す事もできます。例えば、僕の場合は本をアマ
ゾンで出版していますが、感想を送ってくれた方だけのリストを抽出してい
ます。そこだけに企画を打ち出すことで、濃いお客さんだけに企画を流して
大きな利益を出すことも出来ます。

❏　思わず読み込んでしまった！と言ってもらえるライティングのコツ

僕はよくメルマガを読んでもらっている読者に、思わず読み込んでしまっ
た！と言われる事が多いのですが、これはあえて狙っているのです。具体的
にどうやって読み込んでしまうような内容を作っているのかを解説します。

❏　メールマガジンを使うことで信頼関係を爆速で構築出来る理由

メルマガを使うか使わないかで、お客さんと信頼関係を構築するスピードが
大きく変わります。ネット上で商品を売るには信頼関係を構築することが重
要ですが、何故、メルマガを使うことで信頼関係を構築出来るのかを理解す
る必要があります。その理由を解説します。

❏　サイトアフィリエイトとメルマガアフィリエイトの大きな違い

サイトアフィリエイトとメルマガアフィリエイトでは多いな違いがありま
す。サイトアフィリエイトは怪しい人からセールスされるようなもので、メ
ルマガアフィリエイトは仲の良い友人から商品をセールスされるようなもの
です。当然、仲の良い人から商品を売られる方が買われます。何故、この2つ
で大きく変わってくるのかを話します。



❏　ステップメールを1週間しか組んでいない人と3ヶ月組んでいる人の違い

殆どのネットビジネスをしている人は、ステップメールを7日～10日くらいし
か組んでいません。当然、最初はそれでもいいでしょう。僕もそうでした。
しかし、3ヶ月組んでる人と1週間しか組んでいない人では”致命的な違い”が
あるのです。当然、3ヶ月組んでる人のがビジネスは上手く行きます。

❏　メルマガを使うことで高単価商品がアホみたいに売れる理由

メルマガを使うことで、高単価商品がアホみたいに売れるようになります。
僕はメルマガから70万の高額の商品を売っているくらい、メルマガを使うこ
とで高単価の商品が売れるのです。しかし、もし、メルマガを使っていな
かったら、きっと売れなかったと思います。何故、メルマガを使うことで高
単価の商品が売れるのかを話します。

❏　売ってはいけない人には売らずに売るべき人だけに売る事ができる理由

よく、Twitterなどでnoteを販売している人は、様々な人に叩かれています。
「この商品は価値がなかった」などと言われているのです。しかし、リスト
マーケティングを出来るようになると、商品を必要としている人だけに販売
し、商品を必要としていない人には販売しないなんてことが出来るようにな
ります。つまり、クレームがなくなるのです。その方法を話します。

❏　適切な人間だけにセールスし、売上を上げる戦略

様々なメルマガを見ていると、全ての読者にセールスしているのですが、全
ての読者にセールスすることで、セールスした後のメルマガを読んでくれな
くなります。そうなると、もう商品が売れることはありません。なので、適
切な人だけに商品を売るというのが大切です。商品に興味があって、欲しい
と思っている人だけを集めてセールスする方法を話します。



❏　読者を動かす為に、メルマガが最適な理由

僕らはこれから商品を販売するわけですから、人を動かせる様になる必要が
あります。購買という行動を取ってもらうことで、僕らは実際に稼げること
になりますので。そして、人を動かす上で、メルマガは最適です。その理由
を解説していきます。

❏　ダブルファネルマーケティングを理解し実行する戦略

ファンを作りたいと思っている人こそ、ダブルファネルマーケティングを理
解するべきだと僕は思っています。各ステップで、顧客はどういう心情に
なっているのか？それを理解しなければ、リストを取ることも、ファンを作
ることも難しくなります。

❏　ファンをどんどん濃くしていく施策と仕組み

ビジネスは、どんどん濃いファンを作っていく事が重要です。ファンを作る
ことで、リピーターに変わり、何度もお金を落としてくれるようになるから
です。実際にビジネスの8割の利益はリピーターを作ってくれていると言われ
ている程です。どんどん濃いファンを作っていく仕組みを解説します。

❏　メルマガで1番大切な1通目について

メルマガでは1通目が大切ですが、多くの人が1通目が重要ということを理解
していないです。そして、1通目にどういったことを書いていけばいいのか？
ということもわかっていないので、1通目に書くべきことを解説します。



❏　商品を買ってもらう為に必要な３つの要素とは？

ネットで商品を買ってもらう為には、いくつも必要な要素がありますが、
知っておくべき３つの重要な要素があります。この重要な要素がないと、商
品を読者に買ってもらうのは難しいです。なので、この３つを知ってもらい
ます。

❏　多くの人が発信する相手を間違ってしまってるから発信内容がおかしく
なっている話

これは僕自身、やってしまっていたことなのですが、多くの人が発信する相
手を間違えている状態で発信しています。今すぐ客ばかりに発信してしまっ
ているのです。なので、無意識に発信する内容までも間違ってしまっている
のです。適切な相手に発信するには、どういう内容が良いのかを話します。

❏　メルマガで新しい世界を教える方法

メルマガではWikipediaのような発信をしている人が多いのですが、それでは
お客さんは動いてくれません。何故なら機能の説明しかしていないから、新
しい世界を見る事ができないからです。新しい世界を教えることで、人の感
情は動きます。新しい世界を感じてもらう為に有効な方法を話します。

❏　簡単に面白い文章を書くための７つの型

面白い文章を書くにはストーリーを作るということが重要になりますが、そ
のストーリーを面白くするには７つの型があります。これからメルマガで面
白い文章を書く為の７つの型を話していきます。



❏　メルマガではストーリーが重要な理由

メルマガではストーリーを作ることが重要になりますが、何故、ストーリー
が重要なのかを理解する必要がありますし、大きな金額を稼いでいたり、熱
狂的なファンがいる人は、必ずストーリーの力を使っています。特にメルマ
ガではストーリーが重要なので、ストーリーが重要な理由を話します。

などなど、これらは一部でしかないですが、
こういった話をしようと思います。

また、実際に参加してくれた皆さんと
作っていきたいと思っています。

ぜひ、色々と質問をください。

参加者限定特典1
エモーショナルマーケティング
レポートをプレゼント

今回参加していただいた方には、
僕が尊敬している神田昌典さんの、

「エモーショナルマーケティング」

について書いたレポートをプレゼントします。



神田昌典さんは、

「あなたの会社が９０日で儲かる」

という書籍を出版しているのですが、
２０００年に出版されたこの本は、
”エモーショナルマーケティング”について話しています。

エモーショナルマーケティングとは、
感情を動かすマーケティングのことです。

人の感情を動かし、
商品をほしいと思わせるようなマーケティングなのです。

つまり、不変的な戦略です。

そして、この本は、

「メルマガを使ったリストマーケターの為の本」

だと、僕は思っています。

なので、必読書です。

かと言って、今から書籍を読むのは大変ですし、
時間も掛かります。

それに、読まないで良い部分もありますので、
正直今から読む必要はないと思います。

なので、僕がエモーショナルマーケティングについての
レポートをプレゼントします。



実際に、このようなレポートをプレゼントします。

正直、メルマガを使ったビジネスだけでなくて、
どんなビジネスにも応用出来るものです。

また、実際に企画内でもエモーショナルマーケティングについて、
解説していこうと思いますので、是非、参考にしてください。

欲しいと思ったら買ってみてもらえればいいです。

ちなみに、この本の冒頭のライティングは、
正直レベルがめちゃくちゃ高くて引き込まれます。

そして、メルマガでも使えるので、
かなり参考になりますよ。



参加者限定特典2
メルマガマニュアルレポートをプレゼント

さらに、企画に参加していただいた方には、
メルマガマニュアルレポートをプレゼントします。

こちらのレポートでは、
初心者が初心者を抜け出す為にコンサル生だけに、
お渡ししているレポートです。

✔　メルマガで最初にやるべきこと
✔　２通目以降のメルマガ
✔　テーマパーク型ビジネスとは？

などを話しています。

初心者を抜け出す為に作ったものなので、
こちらを読んでもらうことでゲシュタルトを掴めますし、
初心者を実際に抜け出す事が出来るようになります。

是非、手にとって、
これからの活動に役立てて貰えればと思います。

このレポートはスポーツで言う基礎です。

基礎を身に着けていなければ
どれだけテクニックを身に着けても意味がないので、
しっかりと基礎を身に着けてください。



参加者限定特典3
メルマガコンサル音声プレゼント

以前、僕の別の企画に参加していただいた方へ、
マンツーマンのコンサルをしたことがあります。

その音声では、

１，メルマガを使うことの理由（27分11秒のウェブセミナー）
２，ダブルファネルマーケティングについて（14分46秒のウェブセミナー）
３，メルマガ書き方の型（34分32秒のウェブセミナー）

を話させていただきました。

世の中にはメルマガを使っていない状態で
ビジネスをしている人がいますが、

何故、初心者ほどメルマガを使った方が
お金を稼ぐことが出来やすいのか？

ビジネスをする上でダブルファネルマーケティングを理解し、
お客さんを濃いファンにする為の施策とはどういうものなのか？

メルマガを実際に書く時に、

「面白かった」

「つい読み込んでしまった」

と、思われるような書き方の型とはどういうものなのか？

ということを話しています。



この音声を聞いてもらって学べば、
何を書けばいいかわからないなんてことはないですし、
実際にファンを作って売上を出せるようになるので、
朝起きたら入金されてて、清々しい1日を過ごすなんてことも可能です。

今回、企画へ参加していただいた方には、
こちらの動画をプレゼントします。

実際に、全くメルマガを使ったことない方に話したので、
まだメルマガを使ったことのない初心者の方に、
とても役に立つ音声のはずです。

是非、何度でも聞いて下さい。

なんでこの企画を行うの？

僕が、この企画を行う理由ですが、
普段からTwitterだったりと様々な発信媒体を見ています。

そこで、僕がいつも思うのが、
皆、大変そうにビジネスしているということです。

ブロガーやアフィリエイターは、

「とにかくブログ書け！書かないと稼げないぞ！」



と、とにかくブログを書くことを強要し、
いつまでもブログを更新し続けています。

しかも、あいつよりもアクセスを集めて目立たないと…
みたいなビジネスしてる人ばかりです。

勝ち負けじゃないんですよビジネスは。。。
自分の陣地を作るようなイメージが大切なのです。

確かに、最初はある程度更新を続けないと、
SEOでアクセスを呼び込むこともできないので、
ある程度更新し続けることは重要です。

というか、ビジネスは継続が命ですからね。
当然、更新は大事ですよ。

しかし、ちゃんとリストを取ったビジネスをすれば、
毎日更新しなくても、勝手に収入を上げる事ができるのです。

大事なのは、更新し続けることではなく、
更新しなくても良い”仕組みを作る”ことになります。

いつまでも作業を続けないと行けないビジネスではなく、
自分が何もしなくても、自分の代わりに働いてくれる
仕組みを作るべきなのです。

そうすれば、仕事も楽しくなるはずです。

新しいビジネスを作る事もできますし、



旅行に行ったりとか趣味をする時間までもが仕事になります。

僕は最近映画のレビューサイトを作りました。
それは、やらなければいけないわけではなく、
やりたいから作ったのです。

映画が好きなのでね。

こんなふうに、好きなことを仕事にする働き方って凄く楽しくないですか？

好きなことを仕事にするって、
こういうことだと思うのです。

僕は、この企画を通して、
好きなことを仕事にして
仕事を楽しめる人達を増やしていきたいと思っています。

苦しそうにビジネスするのではなく、
楽しく自由に、本当に気の合う人と働く事ができる。

そんな人が、この企画で増えてほしいと思っていますし、
そういうライフスタイルを目指す人こそ、
リストマーケティングを覚えてほしいです。

もし、そう思っていたら参加してもらえればと思います。



顧客創造マーケティングの参加費

今回の企画への参加価格ですが、
様々な特典と濃すぎる内容を用意しました。

ここまで豪華な特典を用意している人いるか？
と、思えるようなレベルのものです。

なので、実際、10万円は最低でもいただきたいなと思っています。

しかし、僕は今の業界を見ていて、
勝ち負けのようなビジネスをして、
苦しそうにしている人が楽しく、自由にビジネス出来るようになり、
実際に大きな金額を稼げる様になってもらえればと思っています。

誰かと勝ち負けする「攻めるビジネス」ではなく、
自分の好きな人と、自分のことを好きでいてくれるファンの方と、
好きな場所で仕事をすることが出来る、

「守りのビジネス」

を出来るようになってもらいたいです。

そして、そういう人を増やして、
一緒に楽しく過ごしたいなと思っています。

なので、今回の企画への参加資格は

極限までハードルを低くしました。



実質参加費は無料です。

企画への参加資格は、
マイスピー（メルマガ配信スタンド）を
僕から申し込みしていただくだけです。

実際にこれから使うメルマガ配信スタンドであるマイスピーを、
僕から契約していただければ企画に参加することが出来ます。

メルマガはこの先どうせ使うから遅かれ早かれ契約するし、
どうせ、契約するなら、ちゃんとリストマーケティングを学んで、
ファンを作って大きな金額を稼げるようになり、
あなたの理想を手に入れてもらうスピードが早い方がいいはずです。

具体的には、マイスピーという配信スタンドの、
パーソナルプランを契約していただきます。

価格を見たら、メルマガにしては高額に感じるかも知れないですが、
マイスピーはメルマガを使う上で最重要な

・高いメールの到達率
・ステップメール無制限
・シナリオ数無制限
・独自ドメイン
・独自サーバー

などなど、これからビジネスを行う上で必要な機能が
全て揃っているので、価格と比べても全く高くない金額です。



ビギナープランという価格の安いプランもありますが、
おすすめできないプランなので使わない方がいいです。

早い話、サーバーが共用なので、
あなたが真っ当なビジネスをしていても、
他のサーバー利用者がスパム行為をしていたら
あなたのメールまで届かなくなってしまうのです。

メールが届かないことは、
リストマーケティングにおいて死を意味します。

だから、パーソナルプランで、
自分だけのサーバーを使った方がいいです。

自分だけなら、あなたがスパム行為をしない限りは
メールが届かないということがなくなります。

なので、パーソナルプランを契約していただいた方のみ、
今回の企画への参加権利とさせていただきます。
（もし、上位プランを契約したい場合はご連絡ください）

というか、もし、この金額をケチりたいのであれば、
正直ビジネスは難しいと思いますよ。マインド的に。

メルマガ配信スタンド契約にお金を払うというよりは、
僕の企画に参加することで、メルマガも使えるし、
企画にも参加出来ると思ってもらえればと思います。

形式上はメルマガ配信スタンドを契約するけど、
僕の企画に参加する費用だと思ってください。

僕の企画に参加する費用自体はいただきません。



参加費無料！？
そんなことしていいの？

と、思うかも知れないですね。笑
でも、いいんです。

僕より実力のある人なんて沢山います。

その人達に比べたら、
僕はまだ、その辺を歩くアリと同じでしょう。

ビジネスの世界には、
天井知らずの世界が待っています。

そして、当然、
僕もトップレベルになります。

これは、確信しています。
僕はトップレベルに到達出来ると確信しているんです。

でも、僕のレベルが実際に上がった時に、
1人だと全く意味がないです。

金は持ってるけど、
1人で孤独だったりしたらつまらないじゃないですか？

なので、この無料の企画で、
僕はあなたに仲間になってほしいと思っています。



ですので、この企画は、
極限まで参加のハードルを下げさせていただきました。

正直、こんな事できる人は、
他にいないと思います。

僕自身、まだ距離が近いからこそ出来ることです。

是非、この企画に参加してもらい、
これから大きな金額を稼げるようになり、
一緒に旅行に行ったり、なんだったら一緒にビジネスをしたりと
今後の人生を共に楽しいものにする仲間になりましょう！

既にマイスピーを契約しているんですが
参加したいです。

どうすればいいでしょうか？

既にマイスピーと契約してしまっていて、
メルマガを使ってビジネスを始めている方もいるでしょう。

そういう方は、新規でマイスピーに
契約していただくというのは難しいと思います。

なので、既にマイスピーを契約している方は、
僕の運営している企画であるSBIに参加していただければと思います。



SBIは、情報発信ビジネスの全体像を学び、
仕組みを作っていく企画です。

そして、月に20万～30万を稼ぐ力をつけてもらいます。

そちらに参加していただくことで、
こちらにも招待します。
（詳しくはレターを見てください）

SBIに参加する場合は、
僕からIDの連絡がありますので、
そちらを入力してください。

確認次第、企画参加へのメールを送ります。

なので、教材にお金を払うではなく、
あくまで企画に参加する為の参加費だと思ってもらえれば。

是非、リストマーケティングを学んで、
自分の考え方、理念に共感する人とビジネスをして、
大きな金額を稼げるようになりましょう。

まとめですが、
参加費はいりません。無料です。

しかし、メルマガを使ったリストマーケティングを学んでもらいますので、
マイスピーに僕から登録していただくのを参加費とさせていただきます。
（プランはパーソナルプランです。上位プランの場合はご連絡ください。）



もし、既にマイスピーを契約している方は、
僕からSBIに参加してください。

SBIに参加していただくことで、
顧客創造マーケティングに参加することが出来ます。
（既にマイスピーを契約している方のみです）

あなたの参加をお待ちしています。

マイスピー公式サイトでパーソナルプランを
契約する方はこちら

マイスピーパーソナルプランを契約後、企画
に参加する方はこちら

既にマイスピーを契約している方はこちらか
らSBIの詳細を確認してください

https://mburogu.com/lp/sbi-lp/
https://mburogu.com/lp/sbi-lp/
https://torendy-pua.com/p/r/fNniD2O4
https://torendy-pua.com/p/r/fNniD2O4
http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/DATRPpEl
http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/DATRPpEl
https://torendy-pua.com/p/r/fNniD2O4
https://torendy-pua.com/p/r/fNniD2O4
https://mburogu.com/lp/sbi-lp/
https://mburogu.com/lp/sbi-lp/
http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/DATRPpEl
http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/DATRPpEl


よくある質問

Q；返金はありますか？

A；返金はありません。商品の性質上、返金することは出来ません。また、
マイスピーに契約する程の金額をケチって返金してほしいと思うほどに自己
投資意識がないならビジネスを辞めた方がいいです。マイスピーに契約して
メルマガを使ったマーケティングを行うのは稼ぐ上で必須だと思ってくださ
い。なので返金はありません。

Q；メルマガを契約するのは必須ですか？

A；必須です。メルマガを使いたくないなら僕はあなたに結果を出してもら
う方法を話す事はできないですし、不変的なビジネスを学びたいのであれ
ば、必ずメルマガ、もっと言えばリストマーケティングが必須です。早く稼
ぎたいのであれば、メルマガを始めましょう。

Q；必ず稼げますか？

A：あなたの取り組み方次第です。必ず稼げる方法なんてものはありませ
ん。どんな方法でも本人が真剣に取り組まなければ稼げるようにはならない
です。なので、あなたがどれだけ取り組むかによって、稼げるようになるス
ピードが変わります。しかし、本質的な稼ぎ方なので、少しずつコツコツ資
産を作ることで、稼げないなんてことはないと思っています。

Q；何故、リストマーケティングをやっていない人もいるのですか？

A；知らないからです。世の中の人は、自分の考え方や取り組んでいる方法
が１番正しいと思っているものです。そして、そういう人はリストマーケ



ティングをバカにしてる人が多いですし、メルマガを古いと思っています。
しかし、そんなことはないですし、今でも使える最強の媒体がメルマガで
す。

Q；本当に高単価の商品が売れるようになるんですか？

A；なります。しかし、あなた次第です。商品をあなたからほしいと思って
もらえれば、お客さんはあなたから商品を高くても買います。僕も高額の商
品を何度も売っているわけで、それはメルマガを使ったリストマーケティン
グを使って、ほしいと思ってもらっているからです。ブランド品を購入した
いと思うのと同じです。

マイスピー公式サイトでパーソナルプランを
契約する方はこちら

企画に参加する方はこちら

既にマイスピーを契約している方はこちらか
らSBIの詳細を確認してください

https://torendy-pua.com/p/r/fNniD2O4
http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/DATRPpEl
http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/DATRPpEl
https://mburogu.com/lp/sbi-lp/
https://mburogu.com/lp/sbi-lp/
https://mburogu.com/lp/sbi-lp/
https://mburogu.com/lp/sbi-lp/
https://torendy-pua.com/p/r/fNniD2O4
http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/DATRPpEl
http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/DATRPpEl


追伸

今回の企画への参加費はマイスピーを
契約していただくだけで無料です。

なので、マイスピーを契約するというよりは、
僕の企画への参加費がマイスピーを契約することと思ってください。

また、世の中のネットビジネスをしてる人で、
無料でここまで成長出来る企画を行っている人はいないです。

それだけ、僕は今回の企画で
ビジネスを始めたばかりの人に、
苦労せずに稼げる力をつけてもらい、
一緒に楽しくビジネスできればと思っています。

そんな企画です。
あなたの参加をお待ちしています。


