
昨日の講義では、

『バカみたいに売れる方法は？』

ということを、お伝えしましたね。

簡単に振り返りますと、

最短で成果を上げたいのなら、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「無料〇〇」のアフィリエイト案件を狙え！

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ということでしたね。

かなりアフィリエイトって簡単ジャネ？

と思われた方も多かったのではないでしょうか？

なぜなら、あなたもネットで実際に「無料〇〇」

を無意識的にやったことがあるから

ではないかなと思います。

だって無料でできちゃうんですから、

いいですよね。

僕も全然やったことがあります。笑

それくらい「無料〇〇」案件というのは、

簡単に成果が出せてしまうわけなんですね。

「無料〇〇」案件なんて消費者にとっては、

メリットでしかないですから、

気軽にやってくれるんですんよね。



そこでなのですが、

早速成果が出た方がいらっしゃいました。

先ほど、読書をしていたら、

【片桐さん】から下記のLINEがきました。

「たくみさん、聞いてください！！

初めて1件の成果が発生しました！！

マジでこんなに早く成果が

出るなんて思っていませんでした！」

というメールが届きました。

もうすでに結果を出された方が

いるなんて素晴らしいですね。

この方は、ブログアフィリエイトの

知識なんて全く無くて、

「たくみの公式メールマガジン」の配信直後から

『Fラン学生でもできるブログの始め方』

をみて、ブログアフィリエイトを

スタートされた方みたいです。

つまり、全くの初心者の方です。



おそらく３ヶ月後には、

月10万、月30万円は稼いでいると思います。

なぜなら、僕が示している稼げる道通りに、

僕を信じて進んできてくれるからなんですよね。

これからも作業すれば稼いでいることは、

ほぼ間違い無いと言えます。

そして、あなたもだって、

片桐さんと同じスタートですから

今からでも全然間に合いますので、

・ブログで本当に稼ぎたい

・人生を変えたい

と強い思いをお持ちでしたら、

必ず『Fラン学生でもできるブログの始め方』

を実践したり、

メルマガの内容をしっかりと理解できるまで、

読む。

そしてわからないところがあれば、僕に聞く。

このシンプルな作業をするだけで

結果は大きく変わってきます。



ということで、

本日はここから講義に入っていきます。

それでは、

まず、最初に

衝撃的な事実をご紹介します。

早速申し上げますと、

僕は自分でブログの記事は、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

一切書いていないんですよ。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

記事どころか、

文章すら書いていません。

ちなみに、

僕が普段書いている文章というのは、

・この「たくみの公式メールマガジン」

・LINE＠の定期配信

だけとなります。

もしかしたら、今のあなたは、



「え？ブログで記事を書かないの？」

「どうゆうこと？？？？？」

と、思われているかもしれませんね。

………

………………

はい。

その通りで、僕は現在、

稼いでいるブログの記事は

一切書いていないんですね。

それなのに、毎月稼いでいます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

これは紛れもない事実になります。

いやいや、ワケワカメ！！！！

って感じだと思います。

一体どうなっているのか分かりませんよね。

何もしていなくても、

毎月お金が入ってくるということは、

耳を疑って当然のことだと思います。

そこで今回は、



あなたも気になっているだろう、

【僕が放置状態でも20万円以上稼げている方法】

というテーマで講義をしていこうと思います。

おそらく、今回の講義をお聞きいただければ、

なぜ働かなくても、

毎月莫大な収入が入ってくるのか。

その謎が全て解明しますよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ブログは仕組みを作れば自動化できる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆さんはアルバイトや何かお手伝いをしないと、

お金は稼げないですよね。

そのため、振り込む人が間違えない限り、

自分が働かないとお金が入ってきません。

もし、バイトをしなかったり、

働くことをやめたら、収入は０です。

ですから、学校に行ってバイトをして、

こんな生活をしていたら、



時間なんて一瞬で過ぎていきますね。

僕も学生時代は、

このような生活をしていたので、

ものすごく気持ちが分かります。

もう月末は、お金がなくてバイト三昧です笑

そして、結局なんのために大学に

行っているのかわからなかったですし、

好きなこともないですし、お金があれば...と。

・働かなくてお金が入ってこないかな

・お金降ってこないかな

・口座残高増えてないかな

とかこんなくだらないことばかり

考えていました。

一度は考えたことがありますよね？

しかし、お金を稼ぐ方法がわからないために、

永遠にこう願っていなくてはなりません。

一方、ブログではこんな夢のような

・何もしなくてもお金が入ってくる



・寝ていてもお金が入ってる

・講座のお金が増えている

ことが現実に起きているのです。

なぜなら、

ブログが昼夜問わず勝手に商品を売ってくれて、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

勝手に口座にお金を運んでくれるからです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

え？働かなくてお金が入ってくるの？

思わず二度見してしまうくらいですね。笑

喉から手が出るほど欲しい仕組みですね。

誰もが欲しい仕組みですよね。

まるで夢みたいなことがどうしてできるのか。

かなり疑問に感じますよね？

それは、ネットに１度投稿してしまえば、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

半永久的に残り続けるので、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

その記事が勝手に商品を売ってくれて

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

勝手に報酬が入ってきます。



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

半永久的とはどのようなことかと言いますと、

あなたはこのような、

2019/02/19とか2020/05/29といった、
表記を見たことがありますか？

記事を検索した時に

出てくる記事が投稿された日付です。

これを見ればわかるように、

これらの記事はほとんどが過去に書かれたものです。

ですが、それは今でも閲覧可能ですし、

さらに広告クリックや

商品購入などももちろんしてくれます。

だから、

何もしなくても報酬が発生し続けてくれるんです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

さらにはアルバイトをしている時でさえも、

報酬が発生するという、

ダブル発生させることだって可能になりますね笑

ですが、1記事で稼げればいいものの
現状はそうはいきませんよね。

何記事も書いて報酬が積み重なって

莫大な報酬となっていきますから。



例えると、

自動販売機です。

自動販売機は勝手に売ってくれますし、

年中無休24時間動いています。

ですが、

一度設置してそのまま放っておいて

稼げるのかと言われたら、

そうではいけませんよね？

ジュースは無くなったら

補充しなくてはいけませんし、

部品が壊れたら、

交換しなくてはいけませんよね？

ブログもこれと同じように、

「記事投稿」や、「メンテナンス」

といったことはしなくてはいけません。

おいおい！

何もしないって放置状態で稼げる

って言ったじゃん！

と、お叱りの声が聞こえてきそうです。。

では、こう考えればどうでしょうか？

「記事投稿」・「メンテナンス」

さえどうにかなればいい。



そうですよね？

この問題さえ解決できれば放置状態ですよね。

では一体どうすれば、

「記事投稿」・「メンテナンス」

を解決できるのか。

これは定期的に行わなければいけないですし、

ブログを運営している間は

ずっとやらなくてはいけません。

ですが、この問題というのは、

僕が現在も継続的行っている、

『ブログ完全自動化システム』

で全て解決することができるんですよ。

そこで簡単に、

『ブログ完全自動化システム』

について説明させていただきますと、

・ブログ開設

・書く記事ネタの調査

・ブログ記事作成

・ブログ記事投稿

・ブログ管理

といった、



ブログで稼ぐための全ての作業を

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

自動化させた仕組みのことです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

もう言葉の通りですね。

僕はこのシステムのおかげで、

毎月何もしなくても

報酬を発生させることができるんですね。

これでどうして何もしないのに稼げるのか

大体分かったのではないでしょうか？

いやいや、まだ名前聞いただけだし

内容を具体的に教えて！！

ってあなたの心の声が聞こえてきそうなので、

本当はここで終わりにしようと思ったのですが、

続けて解説までお話ししたいと思います！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■具体的に自動化の仕組みの作り方を解説

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

みんな口を揃えていうけど、



仕組みってなんやねん！！

どうやったら仕組み作れんだ！！

と思ったことはありませんか？

そして仕組みって誰も教えようとしませんよね。

ですが、僕はあなたのために、

解説まで差し上げたいと思います。

ブログで仕組みを作るの難しそうと思いますよね？

ですが、意外と簡単にできます。

手順としましては、

１：自分と同じように作業してもらうために

　　動画撮影（マニュアル）

２：その動画を、仕事をやりたい人や

　　暇な人に見てもらう

３：動画通りにやってもらう

たったこれだけです。

では一体、誰にやってもらえばいのか。

「暇な人」は誰なのか。やりたい人はいるのか。

僕がお願いしている人は誰なのかと言いますと、

主に『専業主婦』の方だったり、



『定年退職』した方だったりします。

『専業主婦』『定年退職』した方は大抵出かける予定がなければ、

一日中家にいる方が多いみたいですね。

そして、暇を持て余している方が多くて、

仕事を探しているんだけど、

縛られた仕事はしたくない方が大半のようで、

在宅でできる仕事を求めています。

ですので、僕はこう言った方々に

・ブログ記事作成

・ブログ記事投稿

・ブログ管理

お願いするようになったのです。

彼らは自ら仕事を元てめていますので、

結構すんなりと引き受けてくれます。

そこで、こう思うかもしれません。

そんな簡単に誰でもできるの？

ブログ記事書けるの？

というふうに思うかもしれませんが、

ここが『ブログ完全自動化システム』



のスゴイところになります。

自分で動画撮影をして動画を見て

真似するだけにしてあるので、

動画の手順通りにこなしてくれれば、

簡単にできちゃうという訳なんです。

基本的には大体の方が問題なく

やっていただいています。

だから、

僕はブログの記事を１記事もかかず、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

もしくは１文字も書かずに、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

毎日好きなことをして

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

過ごしていられるという訳なんですね。

〜〜〜〜〜〜〜〜

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■自動化さえすれば、遊び放題

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いかがでしたでしょうか？

これが僕の放置状態でも稼いでいる秘密になります。

そして全てになります。

もし自動化すればこんなことも可能になります。



「旅行中に報酬が発生」

「友達と飲みにいっている間にも報酬が発生」

「大学の講義中に報酬が発生」

「寝ている間にも報酬が発生」

可能というか当たり前になってきます。

まだ信じられないと思いますが、

こんな現実があることは間違い無いですし、

それをまさに今あなたが掴みかけている

ところだということはお忘れなく♪

もし今、

「こんなの嘘だろ」

「勝手に稼げる訳が無い」

「詐欺みたいなことをしているんだ」

などと思い込んでいましたら、それは、

そう自分に言い聞かせているだけで、

現実逃避しようとしているんですね。

でもそれって、

自分の可能性を自ら潰していることなになったり、

未熟さを認めていなかったり、

全て自分でチャンスを逃しているんですよ。

なので、思考停止するのではなく、



「なぜ、自動化することが可能なのか」

「なぜ、自分はできないのか」

「どうしたら、自分にもできるのか」

と、考える続けることがとても大切で、

この考え方こそが、

お金持ちになるためには

必要なのかなと僕は思っています。

WHY（なぜ）を突き詰めて考えることが、

ビジネスだけでなく、

私生活でも生きる考え方だと思いますし、

必ず、人生が豊かな方向に向かって行くはずです。

なぜなら、実際に僕がそうだったからです。

それでは、

今回の講義はこの辺で終わりにしようと思います。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

そして、本日はここで

に大事なお願いがあります。

がこれまでの

僕の講義を受けてくださり、



どれだけブログについて理解できているのか、

お互いの確認のため、

「理解度チェックアンケート」

にお答えいただいてもよろしいでしょうか？

ちなみに今回もチェックボックスだけの、

30秒で終わる簡単なアンケートです。

さて、僕はこれまで３回に渡って

ノウハウ面についての講義を行いましたよね。

【第５回】

『すぐ爆発的なアクセスを集める方法！』

【第６回】

『馬鹿みたいに売れる方法』

【第７回】

『僕が放置状態でも20万円以上稼げている方法は？』

という３つです。

そこで今回の

「理解度チェックアンケート」では、



僕がこれまでお伝えした３つのノウハウ

についてチェックボックス式で問題を

出していきたいと思います。

あなたが

「たくみの公式メールマガジン」

を受講することによって、

この短期間でどれだけ成長できたのか

具体的に分かりますので、

自信にもつながりますし、

すごく面白いと思いますよ^^

■理解度チェックアンケートはこちら
→https://forms.gle/evxGVQcKYEfXV9nf9

そして、

「たくみの個別指導に興味あるか」についても、

皆さんの声をお聞かせださい。

僕が突然このようなことをお聞きするのは、

実は最近、

『たくみさんから１対１で教わりたいです。』

https://forms.gle/evxGVQcKYEfXV9nf9


『ブログのやり方を、

個別に教えていただくことはできますか？』

という、

とても嬉しいお言葉を

たくさんいただいていたからなんです。

このようなお言葉をいただいて

すごく嬉しいのですが、

今現在は、

個別指導については一切募集していませんし、

オリジナルの教材も販売していません。

あなたがが

僕からマンツーマンで教わることはできません。

その理由としましては、

自分のスモールビジネスや

コミュニティのサポートなどをしているため、

影分身でもしないと個別指導はできないんですね。笑

ですが、サポーターをしているコミュニティも

全員が意識が高い方というわけではないのが、

現状なんですね。

そう言った人たちに時間をかけているのが、

非常にもったいないと感じています。

しかし、「たくみの公式メールマガジン」

の読者さんの皆さんは違いました。



本気で人生を変えようとしていたり、

ブログに真剣に向き合ってくれたり、

毎日メールを下さったり、

という方が非常に多いため、

僕も何かして差し上げないと

失礼だなと思ったわけなんですね。

そこでもし、

僕から直接指導を受けてみたい

という方が多かった場合、

「たくみの公式メールマガジン」

の受講者さん限定で、

特別に個別指導的なことを

行おうかなと思っています。

なので、

生の意見をお聞きできたら幸いです。

それでは、今後の講義の方針を

すぐに決めなくてはいけない関係で、

アンケートの回答期限は、

2日間とさせていただきますね。



■理解度チェックアンケートはこちら
→https://forms.gle/evxGVQcKYEfXV9nf9

今回も30秒で終わるチェックボックス式の

簡単なアンケートなので、

ぜひご回答のほどよろしくお願いいたします。

そして、前回反響がすごかったので、

今回もアンケートにお答えいただいた方

限定で、特別にプレゼントをご用意しました。

今回は、

【もう一生記事作成のネタに

困らなくなる魔法のネタ探し方】

を2日間限定で、
無料プレゼントすることにします。

正直、ここまでいろんなものを

プレゼントしているのは、

「たくみの公式メールマガジン」

の受講者さんだけですからね。笑

ではまた、

明日の20時にメールをお届けしますね(^^)

https://forms.gle/evxGVQcKYEfXV9nf9


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

[メルマガ読者さん限定プレゼント第１弾]

『Fラン学生でもできるブログの始め方』
→https://fstudent.takumiiblog.com/

＊メルマガ読者さん以外は閲覧不可

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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