
NEXT STAGE
ネットビジネスで自由になる為のコンサル生募集

どうも、みんてぃあです。

今回は、久々に僕のコンサル生を募集しようと思います。

ただのコンサルではありません。

面白い企画を色々考えましたので、

以下に内容をまとめています。

アフィリエイトを超えた、

『ネットビジネス』を学んでいく為の講座

僕のメルマガの読者さんには、いわゆる「アフィリエイター」が多いのですが、

僕のメルマガってあまりアフィリエイトについて書いてません（笑）

それ故、僕のメルマガを読んでくれている人は非常に幅広く、

また、教えている人も多種多様です。

アフィリエイト 1つを取ってみても、

いわゆる「稼ぐ系」と呼ばれている、アフィリエイトを教えるメルマガをやっている人は勿論、

投資系、輸入系、ダイエット系、恋愛系、自己啓発系など、

様々な分野で活躍している人達がサポートを受けに来てくれています。

また、ネットショップだったり、

美容院、塾、バー、パティスリー、家庭教師派遣会社など、

オフラインのビジネスの集客や販売戦略を教えて、

多くの分野で一定の成果を出しています。

何故、こういった事が出来るのかというと、

僕が教えているのがアフィリエイトではなく、

「ビジネス」だからです。

「アフィリエイトは最先端のマーケティングだ！」

なんてよく言われますが、そんな事を言っている人に限って、

無料レポートスタンドで集めて、特典を大量に付けて売っているだけの人ばかりです。

一体これのどこがマーケティングなのでしょう？

こんな、何かの拍子で突然収入が激減しかねない事をして稼いで、

「自分はもう自由だ」とか思って安心してしまうわけです。

これがいかに恐ろしい、そして愚かな事かを理解しなくてはいけません。



どんなビジネスでも通用する力を付ける

これが今回の講座のコンセプトです。

単に、

「稼ぐ環境は用意してあげます。

あなたはこれをしてこれをしたら、何も考えずとも勝手に稼げます」といった、

テンプレ化されたノウハウを教えるわけではありません。

勿論、「手段の 1つとして」ならいくらでも教えます。

ネタは無限に持っていますから。

ただし、「あくまで手段の 1つ」と考え、

根本にある概念だったり、マインドだったり、ビジネスの基礎だったり、

情報処理の方法、情報発信の方法など、

そういった事を徹底的に教えていこうと思います。

稼ぐ上で必要な事はたった２つ

稼ぐ為に大事な事って、結局２つしかありません。

なのに多くの人は、わけの分からないものを求めてしまいます。

・特典を沢山集める事

・再配布権利付特典を買う事

・ブログランキングで上位を取る事

・コメントまわりをして「応援ポチ」する事

・有名な人と対談音声を撮る事

・セミナーで名刺交換頑張る事

これらは、ハッキリ言ってどうでもいいんです。

全然本質的じゃない。

大事なのは、たった２つ。

・仕組み化された媒体を自由に作れる力

・情報発信力

これが出来れば、基本的に稼げないなんて事はまず無いでしょう。

それはアフィリに限らず、自分の好きな事をやって、それで生きていく事ができる、という意味です。

しかも、金銭的にも時間的にも完全に自由です。

僕は今年に入ってから、日給 10 万円を切った日がほぼありませんが、

最近なんて、やってる事と言えば、たまにメルマガを書くくらいです。

しかも、商材を紹介した事なんてほとんど無いので、

「ほぼ自動的に」売りあがっている状態です。

（意味の無い行為ですが）時給換算したら何十万円にも及ぶでしょう。



２つのコースを用意しました
今回は、２つのコースを用意しました。

以下にその説明をします。

１．最強集団育成コース
僕は過去に何度か「チーム」を作っています。

理由は簡単。皆でやった方が楽しいから（笑）

例えば、こちらは去年の 8 月に作った「トレンドチーム」の様子です。

毎日、皆で次はどのキーワードを狙っていこうか、と熱い議論が交わされています。

中には 1 日に何万 PVとアクセスを呼ぶ人や、アドセンスだけで月何十万も稼いでる人もいます。

こちらは、去年の 11 月頃から始動した稼ぐ系チームです。

3か月という短い期間で、月収 20 万円突破者続出という、

華々しい成果を出しています。



そしてこのコース（最強集団育成コース）でも、基本的にスカイプで毎日チャットをします。

強制参加ではないので、好きな時に来て、自由に書き込む形です。

僕も毎日参加しています。

スカイプの仕様上、自分がオフライン時の書き込みも後で見る事が出来るので、

毎日膨大な量の知識を吸収する事ができるわけです。

期限はありません。月額でもありません。

一生使えます。

つまり、これからずっと一緒に稼いでいく仲間が作れるというわけです。

分からない事があれば、質問すれば誰かが必ず答えてくれるし、

勿論僕も常に見ているので、いつでも相談可能です。

また、月に      1      回、計      6      回、僕とスカイプ通話によるコンサルする権利  が貰えます。

一応、月に 1回と書きましたが、これは形式上のもので、

何か通話して質問したい事があれば基本的に何度でも受けようと思います。

よく、

「アフィリエイターから商材を買ってサポート権利が付いてるけど、

忙しそうだし申し込みにくい」

と思っている人が多い様ですが、

チームの方は毎日僕とチャットしてるわけですから、

いつでも気軽に質問できるし、通話もできるのです。

予約なども必要ありません。

本当に「あ、ちょっとこれ聞きたい」って思った時に、

チャットを頂ければ速やかに返信します。

つまり、文字通り、僕をいつでもブレインとして使えるという事です。

僕のマインドを徹底的に叩き込むし、

ノウハウ的なものに関しても、徹底的に効率化した仕組み作りに特化して教えていくので、

稼げないわけがないのです。

全員に「月 100 万くらい余裕だし、寧ろ 1つの通過点に過ぎない」と本気で思ってもらい、

またそれを実現させる事を目的としています。

将来的に億を稼ぐ人も排出したいと考えています。

また、それに加えて、

月      1      回程度、僕の音声コンテンツ（  orPDF      コンテンツ）をお配りします。  

僕が勉強した事や、役立ちそうな事などを、

毎回配っていきます。

また、時々突発的にスカイプセミナーを開いたりもしようと考えています。



更に、

僕が過去に作った音声、今後作成する特典、

手に入れた再配布可能な特典などは、

無条件で全てお渡しします。

普段から、僕が作っている特典は「クオリティが非常に高い」「有料級だ！」という感想メールをよく頂きますが、

それくらいコンテンツを生み出す事に本気で取り組んでいます。

それらを、常に無条件で貰う事が出来るというわけです。

まとめると、

・会議チャット参加権利（一生）

・チームプレイが出来る（数の力が使える）

・月 1回のスカイプコンサル×6回（予約必要無し）

・それ以外でも質問等あればいつでも通話&チャットは自由

・音声コンテンツ配布（月 1回程度を予定）

・過去に作った音声や PDF、今後作る特典を無条件で受け取れる権利（無期限）

まぁ要は、一生かけて付き合っていける人を募集したいという事ですね。

さて、料金ですが、

３０万円です。

値段に驚かれるかもしれませんが、

それくらい本気の人だけを今回は集めたいと考えています。

ただし、さすがにいきなり３０万円を払うのも大変でしょうから、

前払い      10      万円だけ頂きたい  と考えています。

残りの 20 万円ですが、

あなたが満足した時点でお支払い下さい。

「満足」というのは、ただコンテンツ自体に満足するというだけでなく、

きちんと数字として成果を出せてからで構いません。

当然、満足させないと残りの料金を支払ってもらえないわけですから、

僕は本気であなたが稼げる様になる為に全力を尽くします。

「稼げる」っていうのは、単発的なものでは意味がありません。

例えば、月１００万稼げたとしても、それ以降０では全く意味がありません。

継続して自分のほしい額を稼げるスキルを身に付けた時、

はじめて残りをお支払い頂ければと思います。

なので、1 年後でも 2 年後でも、あるいは 10 年後だとしても構いませんし、

例え何年払われなかったとしても、後から取り立てる様な事もしません。



勿論、アフィリエイトに限る必要はありません。

特に何も思いつかないのであれば、はじめはアフィリエイトから取り組めば良いですが、

最終的には自分の好きな事をやった上で、好きな時に好きなだけ稼げる事が目標です。

例えば近所のお店を集客してみてもいいし、

どこかの中小企業のコンサルをしてもいいし、

そういった事を自由にできる実力を付ける事が目的です。

寧ろ色んな人が出てきてくれた方が、僕としては面白いなと考えています。

以上をまとめると、最強集団育成コースは、

・会議チャット参加権利（一生）

・チームプレイが出来る

・月 1回のスカイプコンサル×6回（予約必要無し）

・それ以外でも質問等あればいつでも通話&チャットは自由

・音声コンテンツ提供（月 1回程度を予定）

・過去に作った音声や PDF、今後作る特典を無条件で受け取れる権利（無期限）

・料金３０万円（前払い 10 万円、満足した時点で残額をお支払い）

という内容です。

２．弟子入りコース
こちらは、「これからビジネスを学びたいけど、お金が無い」という人の為のコースです。

料金は 10 万円ですが、こちらも後払い制（満足した時点でのお支払い）という形を取ります。

つまり、実質無料で申し込む事ができます。

料金を取り立てたりする事もありませんし、例え支払われなかったとしても、一切文句は言いません。

ただしこちらには条件があって、

１０万円をお支払い頂けるまでは、

僕のビジネスの手伝いをして頂きます。

とは言っても、「何の学びも無い完全な労働作業」はさせないつもりですし、

あまりに時間を取らせたりする事もありませんし、無理強いもしたくないので、

軽く集客や販売の手伝いをする事で、

色々と学んでいってもらえたらな、と考えています。

こちらのコースに関しては、会員限定のメルマガを発行したいと思います。

メルマガにて、音声、PDFなどのコンテンツを配信していきます。

また、時々課題にも取り組んでもらう予定でいます。

僕の裏メルマガを読んで下さってる方は、あれに近いものだと考えて下さい。

（あそこまで鬼畜ではありませんが。笑）

「最強集団育成コース」は本気で次世代のトップになる人を育てる事が目的ですが、

「弟子入りコース」の目的は全体の底上げです。

つまり、お金が無い人でもある一定のレベルにまでは達してもらおうという試みで、

その上で何か簡単にできる仕事とかを手伝ってもらおう、というコースです。



また、全員に 1      回だけ  スカイプにてコンサルを受ける権利も付けます。

（人数にもよるので「いつでもいい」とはちょっと言えませんが・・・）

これに対しても料金は発生しませんし、後から「お金払え」と言う事は無いので、ご安心下さい。

また、有望そうな人や、沢山仕事を手伝ってくれる方に対しては、

こちらからメールを差し上げ、更に何度でもスカイプで相談する事ができます。

まとめると、「弟子入りコース」は、

・メルマガでの定期的なコンテンツ配信

・簡単な仕事を手伝ってもらう事がある（相談の上）

・スカイプでのコンサル受講権利（1回）

・仕事量や能力に応じて更にサービス内容は追加されていく

・料金は 10 万円（ただし、満足した時点でのお支払い）

※会議チャット参加は出来ません。

という内容です。

参加者を減らす為にレターを書きました
ここで、誤解の無い様に言っておきますが、

このレターは参加者をなるべく減らす為に書きました。

だから煽ったりは一切していませんし、

寧ろわざと反応率悪くなる様に書きました。

人を集めようと思ったら大量に人が集まるレター書けますよ、僕は。

でも、それで集めても恐らく理念にそぐわない方が沢山来ると思ったのです。

今回の募集は、あくまで一生付き合える仲間を増やす為のものです。

その為にちゃんと説明がしたいからレターを書いているわけで、

寧ろちゃんと説明を書かずに、

「１０万円払ったんだから稼がせてくれるんでしょ！！

はやく稼がせてよ！！こっちはなけなしのお金を払って生活に困ってるんだから！！

いつになったら稼がせてくれるの？？」

とか言ってくる輩に来られたら、

自分の一番嫌いなタイプの人間に一生付きまとわれる、

まさに地獄の人生です（笑）

だから、「お金払ったからちゃんと面倒見てね」的な、

他者依存マインドの方はお断りです。

お金払って満足できなかったらクレームをつけようとか、返金しようとか、

そういった事を少しでも考えてたり、

そもそも「本当に元が取れるんだろうか？」とか、

完全に的外れな思考をされている方は、

絶対に来ないで欲しいと考えています。



僕の普段のメルマガや、配信してるコンテンツを見て頂ければ、

どういった事をやっていくのかなんて十分想像できる筈です。

「お金を払ったとして、例えどんなくだらないコンテンツだったとしても、一切文句を言わない、

寧ろ１人の参加者として良いコンテンツになる様に協力していきたい」

と本気で考えている方のみ、申し込んで下さい。

ビジネス経験とか、今いくら稼いでるかとか、そういった事は一切問いませんので。

この企画の目的
僕は正直、タダでやってもいいとすら思っていました。

別に１０万円払ってもらったからといって、所詮は僕が肉体労働で稼ぐお金です。

僕はもはや一切パソコンに触れずとも、

毎日最低１０万は勝手に売りあがってるし、

１回呟けば数万円稼げるし、メール１通送れば数十万円発生します。

なので、半年もかけてコンサルして、コンテンツも沢山作って、

今後一生かけて育てて１０万円（+２０万円）って事を考えたら、

明らかに割に合わない金額なのです。

もっと別の事に時間を割けば、

効率良くお金を稼ぐ手段なんていくらでもあります。

にも関わらず、あえてこの企画をやろうと考えたのは、

「次世代を引っ張っていく人間を育てたい」

と真剣に考えているからです。

今、インフォ業界で大きく稼いでる人の多くは、

無料オファーで大量に人を集めて、

簡単に稼げるとうたって高額なもの買わせて、

結局参加者のほとんどは稼げてないのに、

「プロダクトローンチをやって○億稼げました！」

みたいに言ってるわけです。

言ってしまえば、やろうと思えば僕でもできるわけですよ。

全く同じ事すれば１億くらい軽く稼げる自信あります。

だって明らかに下手なプロモーションしてる人いっぱいいるじゃないですか。

白い背景で、カタコトの日本語喋った動画撮って、

それで「こんなに簡単に稼げるんです！！」みたいな煽りをして、

それでも大量に売れてくわけですから・・・

じゃあ僕が１億稼ごうと思ったら簡単です。



「あなたはツイッターのツールを動かすだけ！

ランディングページはこちらで用意しました。

ステップメールも書きました。後はどんどん集客していくだけで勝手に売り上がる！

価格は２０万です。」

って言って、プロモーションして情弱集めて煽っていけば１億くらいなら稼げるわけです。

でも、これをやっても、

結局参加者は何も稼ぐ原理は分かんないし、

やってて楽しくないし、色んな人に後ろ指さされるんですよ。

参加者は、

よく分からないけどお金払ってツール動かしてたら

気付いたら稼げてる！やったー！

って言ってる。ただそれだけ。

稼げてるうちはそれでいいかもしれませんが、

結局皆が全く同じものを使い出したら、

どんどん反応が悪くなるに決まってます。

そしたらいずれ稼げなくなるわけです。

その時に、

自分でまた稼ぐ仕組みを作っていけるのか、って話ですよ。

そんな人がトップに大勢いたら、

「これからビジネスを学んでいこう」

と熱意を燃やす新人たちは、

彼らにとってはただのカモです。

お金を巻き上げられ、

結局この業界は怪しいだけだ、

って言って会社に就職して普通の人生を終えるわけです。

もっと、楽しい事いっぱいあるし、稼げるのに。なんか勿体無い。

そういった若い芽を潰して搾取しているだけの人は、

はっきり言って害以外の何ものでもないのです。

なので、本当の意味でビジネスを理解して、

自由に好きな事をやって好きなだけ稼いでる人を増やしたいし、

そういう人達を次世代のトップに君臨させる事が、

僕の使命であり、僕がこの業界（を通して日本全体）を変えるただ一つの方法だと考えています。

なので、僕はあえて金額を高めにする事で本気の人だけを呼びたいし、

「頭を使わずに稼げる方法」なんて一切教えません。

あくまで稼ぐのはあなたですし、自分で考えてもらいます。



先ほども書いた通り、このレターも本気で煽れば大量に集客する自信はありますが、

あえて反応下げてでも、本当に来てほしい人だけが来てくれるテイストで書いています。

こんな面倒くさい方法で稼ぐ事しか思いつかない程、僕はバカじゃないですから…（笑）

その代わり、あなたが本当にやりたい事に対して、最大限アドバイスしていきたいし、

最終的に真の意味での自由を手に入れてもらいたいと本気で思っています。

参加資格
参加条件ですが、申し込者全員に１度面接を受けてもらいます。

その上で、審査して、受かった人だけに参加してもらいます。

審査基準は、

・申し込んだ順番

・やる気

・性格

・マインド

・理想とする自分の未来の図

・理想とする世界の未来の図

この辺りを見て、一緒に歩んでいきたいと思った場合のみ合格とします。

今いくら稼いでるかとかは気にしませんし、

「アフィリエイト以外のビジネスをやりたい！」とかでも大歓迎です。

逆に「アフィリエイトでめちゃめちゃ稼いでる！」って方も大歓迎です。

ちょっとテコ入れしたら簡単に利益なんて伸ばせますからね。

・本気で人生変えたい

・これからの人生楽しいものにしていきたい

・本物のビジネスを学びたい

・一生付き合える仲間が欲しい

・毎日皆でチャットをしてモチベーションを保ちたい

こういった方は「最強集団育成コース」に、

・お金がないけどとりあえず今の生活をなんとかしたい

・この業界に漠然とした不満、不安を感じている

・多少の労力を提供してでも、僕から少しでも多くの事を学びたい

こういった方は「弟子入りコース」に来て下さい。

それでは、ご参加お待ちしています！

終了しました


