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■ 著作権について 
 
この商材マニュアルは著作権法で保護されている著作物です。 
下記の点にご注意いただきご利⽤下さい。 
 
このマニュアルの著作権は「誰でも簡単に⾼収⼊を⽣む最強ネットビジネス」に
属します。 
 
このマニュアル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。 
このマニュアル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マニュ
アル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、
関係法規に基づき賠償請求を⾏う等、⺠事・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。 
 

 
■ 免責事項について 

 
このマニュアルに書かれた情報は、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。このマニュアル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、⼀切の責任を負わないことをご了承願います。 
 
またリンク先のページやインストールしたソフトウェアの使⽤によって発⽣した
損害や損失、当マニュアルを利⽤して発⽣したトラブルに関する⼀切の責任を負
う事はできませんので、ご利⽤は⾃⼰責任にてお願いいたします。 
このマニュアル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、⼀切
の責任を負わないことをご了承願います。 
 
このマニュアルのご利⽤にあたっては最終的にはご⾃分の判断で決断してくださ
い。 
  



序 章 
 

この度は「誰でも簡単に⾼収⼊を⽣む最強ネットビジネス」をご購⼊いただ

きまして誠にありがとうございます。 

 

このマニュアルではタイトルの通り、誰でも簡単に⾼収⼊を⽣み出せる⼿法

をお伝えしていきます。あっけに取られるほど簡単で、実践すれば本当に稼

げてしまうので初⼼者の⽅にも最適な内容です。 

 

この⼿法は私がネットビジネスに出逢い、さまざまな教材を購⼊し試⾏錯誤

しながら編み出した、⼀番シンプル且つ⼀番確実な⽅法だと確信を持ってお

勧めできる⼿法です。 

 

巷でよく⾒る PDF テキスト何百ページにも渡るような⻑くて難しい解説も

⼀切ありません。テキストの内容も究極までにシンプルに仕上げていますの

で、今⽇からすぐに実践していただき、早ければ即⽇で利益をあげていただ

くことができます。 

 

内容は王道中の王道ですが、だからこそ再現性も⾼く、誰でもすぐに結果を

出すことができます。 

 

元資⾦ゼロ円で誰でも簡単に始められ、⼿放しで収益を得ることも可能な 

シンプルかつ究極の⼿法です。にもかかわらず、初⼼者の⽅は取り組まれて

いない⼈がほとんどです。初⼼者の⽅は、経験のない⾃分が⾏えるものなの

かと不安や⼼配を抱いてしまう⽅が多く、⾃分にはできない、やり⽅が分か

らないと諦めてしまったり、⼿をつけてこなかったりしている⼈が本当に多

いです。 

 



かく⾔う私もその⼀⼈でした。 

 

私はこれまでに数多くの教材を購⼊してきた経験があります。 

数千円の教材から数万円、なかには⼗数万円も出して購⼊した教材もありま

した。残念ながらどの教材を実践してもそれほど⼤きな結果には結びつきま

せんでした。しかし、さまざまな教材を購⼊し実践する中で「成功」するた

めに必要な答えに辿り着きました。 

 

ネットビジネスの成功者には、ある⼀つの共通するものがあるのです。 

 

それは何か？  

皆さんは成功者に共通するものが何か分かりますか？ 

 

答えは、、、 

 

それは、ネットビジネスの成功者は皆「販売者」であると⾔うことです。 

 

多くの成功者が最後に辿り着く場所は「教材の販売」です。 

 

⾃分の「知識」や「ノウハウ」を教材に仕上げ、販売することで⼤きな利益

を得ることに成功しているのです。 

 

初⼼者の⽅は、成功したい⼀⼼でそうした成功者の教材を購⼊し、うまくい

かなければその教材が⾃分に合わなかったのだと勝⼿に判断し、次なる教材

を求めていきます。そしてダメならまた次の教材へ。そんなことが皆さんに

もありませんでしたか？ 私はまさにそうでした。 

 

 



成功したいと思う気持ちはとても⼤切ですし、その気持ちがなければ決して

成功することはできません。しかし⽪⾁なことに、教材を購⼊しているうち

は真の意味で成功を⼿にすることはできないのです。 

 

販売者側に⽴つことこそが、ネットビジネスで成功を収める最短ルートです。 

 

ネットビジネスにはヤフオク転売やアフィリエイトで収⼊を得る⽅法もあ

ります。現に私もアフィリエイトで収⼊を得ています。 

 

しかし教材の販売にはかないません。なぜなら、教材は初めに作ってさえし

まえば、その教材を無限に販売することができるからです。⼀般的な⼩売販

売では仕⼊れが必要ですし、販売する店舗やネットショップなども必要です。

しかし、教材販売では仕⼊れが必要ないため原価が１円もかかりませんし、

ヤフオクやココナラを活⽤すれば店舗やネットショップも必要ありません。 

 

さらには購⼊されればほぼ全ての売上⾦が利益になります（ココナラなどは

販売⼿数料がかかりますが）。こんなに利益率の良いビジネスはほかにあり

ません。 

 

教材を作れるようになり販売ができるようになれば、成功はすぐ⽬の前まで

来ています。あとはいかにしてその教材を販売していくか。と⾔ったことを

クリアすればいいのです。 

 

本マニュアルでは初⼼者の⽅でも簡単に実践できるように、極限までシンプ

ルな⼿法にまとめました。また数多くの教材を販売して売り上げを数倍に伸

ばしていけるように、再配布権付きのマニュアルを 100 個以上お付けしてい

ます。今⽇から教材販売を実践して、ぜひ成功を⼿にしてください。 

 



 

次ページからさっそく「究極に簡単な教材販売」の解説に⼊ってまいります。 

この⼿法で成功を⼿に⼊れ、新しい⼈⽣をスタートさせましょう！ 

 

皆さまの成功を⼼よりお祈りしています。 

  



 第１章 誰でも簡単に収⼊を⽣む⼿法とは 

 

 

それでは、さっそく本⼿法を解説していきましょう。 

 

今回、皆さまに⾏っていただくのは、ネットビジネスの王道中の王道ともい

うべき「教材販売」です。 

 

先ほどもお伝えしましたが、ネットビジネスで成功を収める最短の⽅法は

「教材の販売」です。ご⾃⾝で教材を販売していくことができれば、初期費

⽤も仕⼊れ費もかからず、半永久的に収⼊を得ていくことができます。 

 

この“ネットビジネスの本流”ともいうべき「教材販売」のスキルを⾝につけ

ておけば、今後のネットビジネス⼈⽣の中で間違いなく役に⽴ちます。 

 

けれど、初⼼者の⽅にいきなり「教材を販売してください」と⾔っても、 

「私には売れる教材がありません！」とお答えになる⽅がほとんどだと思い

ます。 

 



そこで、今回は私の⽅でまず最初に販売できる商品をご⽤意いたしました。 

 

まずは私がお渡しする「教材」の販売から始めていただき、慣れてきたらご

⾃⾝の教材作りへと幅を広げていってみてください。これからネットビジネ

スを実践していくにあたって、⾃分のスキルを「教材」という形に変えて「販

売」を⾏っていくことは、⼤きな成功を築き上げていく上で⾮常に重要なス

キルになります。ご⾃⾝の教材をいくつも作り上げていくことで、今後⼤き

な収益に繋げていくことができます。 

 

この教材では、まずは「教材を売る」ということに慣れていただき、その上

で少しずつ⾃分⾃⾝の教材作りも⾏い、販売できる教材の数を増やしていく。 

「教材販売」を通して、将来的に⼤きく稼いでいけるスキルを⾝につけてい

って欲しいと思います。  

 

今回、私から皆さまにお渡しする「教材」は、いま皆さまにご購⼊いただい

たこの商品「誰でも簡単に⾼収⼊を⽣む最強ネットビジネス」です。 

 

皆さまには本商品を、ご⾃⾝で、販売⽤のタイトルと紹介⽂を書いて、実際

に販売していただきます。まずは「稼ぐスキルを⾝につける」という点にフ

ォーカスして、ぜひ取り組まれてみてください！ まずは「教材を販売する」

というスキルを⾝につけていただきたいと思います。 

 

そして慣れてきたら、ぜひご⾃⾝のオリジナルの教材作りにも挑戦してみて

いただきたいと思います。 

 

次章以降では、その具体的な⽅法を解説させていただきます。 

 

  



第２章 販売に繋げる魅⼒的な⽂章づくり 
 

本章では教材販売の要となる魅⼒的な紹介⽂の作り⽅を解説していきます。 

 

 

それでは、さっそく教材販売について解説をしていきますね。 

 

今回皆さまに販売していただく「教材」は「情報教材・情報商材」などと呼

ばれている「情報」を扱う教材です。 

 

この「情報教材」の販売では、もちろん教材の中⾝も⾮常に重要なのですが、

同じくらい重要なのが、「魅⼒的なタイトル」と「魅⼒的な紹介⽂」です。 

 

場合によっては教材の中⾝よりも重要です。なぜなら、購⼊者はこのタイト

ルと紹介⽂を読んで、その教材を買うか買わないかを判断するからですね。 

 

 



 

教材の中⾝がどんなに素晴らしい内容でも、その素晴らしさをしっかりと紹

介・アピールすることができなければ購⼊してもらうことはできません。 

逆に、ものすごく魅⼒的な紹介⽂や謳い⽂句に釣られてついつい買ってしま

ったということもあるように、紹介する⽂章次第で結果に雲泥の差が出てき

ます。事実とは異なる説明や過⼤な表現はもちろん NG ですが、事実に則し

た形で購⼊者の購買意欲を刺激する魅⼒的な⽂章になるように、つい⾃分⾃

⾝も惹かれてしまう⽂章を作成してみましょう。 

 

要となる「購⼊者の購買欲を刺激する」ポイントをお伝えしたいと思います。 

今回、貴⽅は私からこの情報商材を購⼊されましたが、どうしてこのマニュ

アルを購⼊されましたか？ そこにこそ⼤きな答えが隠されています。 

 

おそらく、 

「誰でも」「簡単に」「確実に」「稼げる」「即⽇から」「⾼収⼊」 

 

このような謳い⽂句に惹かれて購⼊に⾄ったのではないでしょうか？ 

こうした購買欲を刺激するキーワードを紹介⽂の中に多く散りばめる事が

⾮常に重要です。その他にも「○名限定」「期間限定」「特典付き」なども効

果的です。 

 

現代に⽣きる⼈ならば、ほとんどの⼈はお⾦が欲しいと思っています。 

そして、世の中には本当にたくさんの⼈が「⼿間をかけず」「簡単に」「確実

に」稼ぐ⽅法を知りたいと思っているのです。 

 

だからこそ、こうした単純明快なキーワードが⾮常に効いてきます。 

ぜひ、こうしたキーワードをたくさん使って、購⼊者の購買欲を刺激してく

ださい。 



 

また、多くの販売実績を持つ他の販売者のタイトルや紹介⽂などもぜひ参考

にされてみてください。購⼊に繋げるたくさんのヒントが隠されています。 

次章では販売について解説していきます。  



第３章 具体的な販売⽅法 
 

情報商材の販売⽅法もいたってシンプルで簡単です。 

 

貴⽅が私から購⼊したのと同じように、ヤフオクやココナラなどに出品して

いきましょう。ヤフオクでは「その他・情報」カテゴリに、ココナラでは「副

業・アフィリエイト」カテゴリに出品します。 

 

情報商材の販売⽅法には ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）で

の販売もありますが、ASP では細かい登録や設定が必要なので、まずはヤフ

オクとココナラから始めるのがオススメです。 

 

また、同じような内容の商材が多くなると競合しないのかと⼼配される⽅も

いらっしゃいますが、その⼼配は全くありません。何故なら、既に同じよう

な商品が並びすぎていて購⼊者からは⾒分けがつかないからです。それでも

魅⼒的なタイトルと紹介⽂を作ることができればしっかりと購⼊に結びつ

けることができます。それだけ情報商材を求めている⼈が多いのです。 

 

何度も⾔いますが、重要なのは「タイトル」と「紹介⽂」です。魅⼒的なキ

ーワードを交えた「タイトル」と「紹介⽂」に⼒を注ぎましょう。そうすれ

ばしっかりと販売に繋げることができます。 

 

※ココナラでは景表法の規制が厳しく、「100%」「誰でも」「簡単に稼げる」

「確実に稼げる」と⾔った過⼤表現に繋がる可能性のある表記ができません

のでご注意ください。しっかりと利⽤規約をお読みになってから実践される

ようにしてください！ 

 

  



第４章 商品のお渡し⽅法 

 

本章では、実際に商品が売れて、購⼊者の⽅へ商品をお渡しする⽅法を解説

します。 

 

購⼊者の⽅へ商品をお渡しする際は、私が購⼊時にお送りした URL と添付

ファイルをそのままお使いください！ 

 

取り引きメッセージに使⽤できる⽂章を記載しておきますので、 

下記の⽂章をそのままコピペしてご使⽤ください！ 

 

----------------------------- 

 

※本マニュアルと特典は以下リンクよりお受け取りください。 

 

https://goo.gl/suHtc1 

 

※サイトにアクセスするとアプリのダウンロードを薦められることがあり

ますが、アプリをダウンロードする必要はありません。 

 

※お渡しする圧縮ファイルは、Mac と Windows の互換性の問題で関係のな

いフォルダが⾃動⽣成されることがありますが、Mac OS X などのフォルダ

は無視してください。 

 

※マニュアルがダウンロードできないなどがありましたらご連絡ください。 

 

----------------------------- 

  



第５章 販売する際のコツ 

 

商品を販売する際に、購⼊率を上げる⽅法がありますので解説します。 

 

（１）販売⾦額について 

まずは販売⾦額の設定についてです。 

販売⾦額は販売者が⾃由に設定できますので、貴⽅の情報商材ももちろん⾃

由に⾦額を設定して販売できます。私から購⼊した⾦額と同じ⾦額にしても

良いし、もっと安く販売しても、⾼く販売しても構いません。 

 

ヤフオクやココナラで⽐較的容易に購⼊される⾦額帯は 1,000〜3,000 円で

す。この⾦額帯は購⼊する側も⼤きな負担にはならないため、お試し感覚で

まずは買ってみようということで販売に繋がることが多いです。また評価が

少ない出品者がいきなり⾼額で出品しても購⼊されにくい傾向にあります。

最初から⾼額をつけずに、まずは⼿頃な⾦額で実際に売れるかどうかを確か

めたり、販売実績や⾼評価を集めていくのもおすすめです。 

 

（２）最短で確実に販売に繋げるには 

続いては、最短で確実に販売に繋げて収⼊を得る⽅法をお伝えします。 

最短で確実に販売に繋げるには、ヤフオクのオークション形式で 100 円スタ

ートや 1000 円スタートで出品してみましょう。出品するたびに落札価格は

異なり、時には安価な価格で落札される場合もありますが、平均して数千円

程度で販売に繋げることができるかと思います。販売期間を３⽇に設定すれ

ば、３⽇後には確実に収⼊を得ることができます。売れたら再出品、売れた

ら再出品を繰り返すことでまとまった収⼊に繋げることができます。 

教材販売では、元資⾦も仕⼊値もかかりませんので、少額でもいいからとに

かく販売に繋げて収⼊を得たい⽅はこの⼿法がおすすめです。 

 



 

（３）タイトルや紹介⽂は随時改善する 

タイトルや紹介⽂は出品後の反応を⾒て、どんどん改良を加えてみてくださ

い。ヤフオク出品では「アクセス数」と「ウォッチリスト追加数」が随時確

認できます。ココナラでも「お気に⼊り」登録数が確認できます。 

 

アクセス数が伸びないということはタイトルに問題があるということです。 

他の出品に埋もれてしまい⽬⽴たないタイトルであったり、魅⼒が伝わらな

いタイトルだということですので、他の出品タイトルも参考にしながら、「つ

い気になってクリックしたくなるタイトル」へと、どんどん改良を加えてみ

てください。 

アクセス数は多く集まるのに「ウォッチリスト追加数／お気に⼊り数」が増

えないのは、タイトルは魅⼒的なのに、紹介⽂の魅⼒が⾜りないということ

です。こちらも他の出品者の本⽂などを参考にして、どんどん改良を加えて

みましょう。 

 

「アクセス数」もあって「ウォッチリスト追加数／お気に⼊り数」も順調に

伸びるのに購⼊に⾄らない場合は、それほど⼤きな問題はありません。購⼊

されるのは時間の問題です。焦らずに少し様⼦を⾒てみましょう。それでも

やはり購⼊されない場合は、最後の押しの⼀⼿が⾜りない場合もあります。

「⼈数限定」や「期間限定」なども効果的に活⽤しながら、購⼊意欲を⾼め

る施策を⾏ってみましょう（ココナラでは「⼈数限定」「期間限定」などは表

記できませんのでご注意ください）。 

 

 

 

 

 



 

（４）オプションを有効活⽤する 

ヤフオク出品では「オークションを⽬⽴たせる」ためのオプションがいくつ

か⽤意されています。 

 

例えば、閲覧者に類似品のおすすめ商品を紹介してくれる「おすすめオプシ

ョン」は、販売⾦額の１%の⾦額から利⽤できます。仮に 3,000 円で出品し

た場合には、わずか 30 円〜で利⽤できますので、必ず設定するようにしま

しょう。パーセンテージによって表⽰率が変わりますが、最初は１%で問題

ありません。そのほかの「注⽬のオークション」「太字テキスト」「背景⾊」

などのオプションも、付けられるものは付けておきましょう。「⽬⽴ちアイ

コン」や「贈答品アイコン」は必須ではありませんが、該当する場合には利

⽤すると良いでしょう。これらのオプションを利⽤するだけで販売率は⾶躍

的に向上します。オプション費⽤は微々たる⾦額ですので必ず設定するよう

にしましょう。 

 

  



第６章 その他の販売チャネル 
 

販売する場所は基本的には「ヤフオク」と「ココナラ」の利⽤で問題ありま

せんが、その他にも利⽤できる販売サイトをいくつかご紹介したいと思いま

す。ヤフオクとココナラでの販売に慣れてきたら、こうしたサイトを利⽤す

ることで、さらに売り上げを伸ばすことができますので必要に応じてご活⽤

ください。 

 

・ヤフオク（ヤフーオークション） 

https://auctions.yahoo.co.jp/ 

もはや説明不要のヤフオクです。ヤフオクでは販売カテゴリの中に「その他・

情報」というカテゴリがあり、情報教材を販売することができます。 

オークションサイトで「情報商材」の販売ができるのは⾮常に珍しいですが、

オークション最⼤⼿のヤフオクで教材販売ができるのはとても嬉しいです

ね。 

 

 
 

  



・ココナラ 

https://coconala.com/ 

こちらも「スキル・知識」の販売ではお馴染みです。利⽤者数も多いので⽐

較的購⼊されやすいです。 

 

 
 

 

・ランサーズストア 

https://www.lancers.jp/store 

こちらも「ココナラ」と同じく「得意・スキル」を売買できるサイトです。 

ココナラほどの知名度がないため利⽤者数は少なめです。 

 
 



・インフォトップ 
http://www.infotop.jp/ 
「インフォトップ」は情報商材に特化した ASP サイトの最⼤⼿です。 
インフォトップでは情報教材を販売することもできますし、他の⼈の商材を
アフィリエイターとして紹介販売を⾏うことも可能です。 

 
 
・インフォカート 
https://www.infocart.jp/ 
「インフォカート」もインフォトップと同様に情報商材に特化した ASP サ
イトです。インフォトップ同様にアフィリエイトも可能です。こうした ASP
サイトの商材や紹介⽂章を参考にしてみるのもおすすめです。 

  



第７章 ご⾃⾝のオリジナル教材づくりについて 

 

本章では、ご⾃⾝のオリジナル教材づくりについて解説していきます。 

ヤフオクやココナラで今回お渡ししたマニュアルの販売を⾏い、ある程度作

業にも慣れてきたら、今度は新しくご⾃⾝で独⾃の教材を作成して販売して

いきましょう。販売できる商品が多ければ多いほどマネタイズポイントが増

えますので、その分売り上げを伸ばすことができます。 

 

教材づくりでは、購⼊者にとって「役⽴つ有益な情報」をいかにして提供で

きるかが⾮常に重要です。少しでも購⼊者に喜んでもらえる教材を⽬指して

頑張っていきましょう。 

 

（１）教材のテーマ・内容を決める 

  

まずはどんな内容の教材にするのかを考えていきましょう。すでに何かしら

のスキルやノウハウをお持ちの⽅は、そのノウハウを教材にすると良いと思

います。 

 



例えば趣味で⾏っている料理のレシピを集めたレシピ集とか、掃除のマル秘

テクニックとか、裁縫の裏技とか、ゴルフのスイング⽅法とか、アマゾンの

クーポン券の⼿にいれ⽅とか、内容は何でも構いません。⾃分がこれなら⼈

よりも知識がある！と思えるものを教材にしていきましょう。「え？ こんな

知識でも教材のネタになるの！」と思ってしまうことでも⼤丈夫です。そこ

にニーズがあれば販売に繋がります。ネタに困ったらネットからいくつかの

ネタを参考にして⾃分の教材に取り⼊れるのも⼀つの⽅法です。 

 

オススメのテーマは「副収⼊・稼げる」といったテーマです。「お⾦」を扱う

テーマは最も購⼊に繋がりやすいです。「副収⼊・稼げる」の教材ネタもたく

さんありますので、そういった情報サイトで⾃分に合いそうなテーマを探し

てみましょう。 

 

参考までに、以下のサイトにアクセスしてみましょう。 

http://kanemotilevel.com/ 

 



ここには実にさまざまな「稼げる情報」が紹介されています。 

ここに記載されている中から、⾃分が気になるもの、やってみたいと思うも

のをいくつかピックアップして、実際にその内容を読んでみましょう。 

「これなら初⼼者でも簡単に始められて、すぐに少しでも利益が得られそう

だな」という情報を探していきます。 

 

できれば３〜５つくらいの情報をピックアップして、⾃分でも試しに⾏って

みましょう。実際に⾏ってみて少額でもいいので少しでも利益が出たものを

⾃分の教材ネタにしていきます。実績があると⾃信を持って⼈に伝えること

ができますし、⾃分の⾔葉で伝えることができますので、ぜひ取り組んでみ

てください。 

 

教材のテーマが決まったら、いよいよ教材作りです。何か決まったテンプレ

ートがあるわけではありませんので、⾃分の⾔葉で、何も分からない初⼼者

の⼈が読んでも分かるように親切丁寧に解説していきましょう。 

 

教材は⼀つの⽂章としてテキストファイルに仕上げてもいいですし、いくつ

かの章に分けて作成してもいいと思います。いくつかの章に分けることで充

実した教材という印象を与えることができますし、購⼊者にとっては章ごと

に分かれているので、より分かりやすく順を追って読み進めることができま

す。 

 

なかなか有料販売に結びつくほど⾃信を持って提供できるネタがないとい

う場合には、１つの情報だけでなく、３〜５つの情報を１セットにして提供

することもオススメです。そうすることで、購⼊者にお得感を感じてもらえ

ますし、万が⼀その⼿法を購⼊者が知っていた場合も、いくつかの情報があ

ることで知らない情報がある可能性も⾼くなりますし、たくさんの情報を提

供することでお得感を感じてもらえることもできます。 



 

※教材づくりに時間も⼿間も掛けたくないという⼈は、上記の参考サイトで

⾒た教材ネタを元に、⾃分の⾔葉で書き換えて教材にしてしまうという⽅法

もあります。前述しましたが、他⼈の⽂章をそのままコピーすることは著作

権の侵害に当たりますので、必ず⾃分の⾔葉に置き換えて作成しましょう。 

 

⼀つ⽬の教材販売が完了して余裕が出てきたら、また次の教材作成に取り組

まれてみてください。教材は作り上げるまで少し⼤変かもしれませんが、⼀

度作ってしまえばあとはほぼ⾃動で収⼊が得られ続ける⼤切な作業です。 

 

このハードルを超えれば売上はどんどんと積み重なっていきますので、初め

は少し時間がかかるかもしれませんが頑張って取り組んでみてください。 

 

 

※今回は特別に「教材ネタ」になるサンプル集もプレゼントいたします。 

これだけでも数⼗万円分の価値のある教材ネタ集です。 

同梱の「再配布権付きマニュアル」フォルダ内にありますのでぜひご活⽤く

ださい！ 

 

  



最終章    まとめ 
 

以上で本マニュアルの解説は終了です。 

 

今回は、ご購⼊いただいた皆さまが本マニュアルを購⼊後にすぐ実践に取り

掛かれるように、究極にシンプル＆簡単な内容に仕上げました。 

 

すでに皆さまの⼿元には販売⽤にこの商材がありますので、やることは魅⼒

的なタイトルと紹介⽂を作成して販売するだけです。すぐに取り組むことが

できますので、難しいことは考えずに、まずは取り組まれてみてください。

販売価格を安めに設定すれば、初⽉から購⼊に繋げることができると思いま

す。こんなに簡単でしっかりと稼げてしまう⼿法はほかにありません。慣れ

てきたら、ご⾃⾝でマニュアルを充実させたり、価格を少しずつ上げてみた

りして、毎⽉の収⼊を上げる試みもされてみてください。 

 

 

また前述しましたが、同じような商材を多数販売されている⽅のタイトルや

紹介⽂をぜひ参考にされてみてください。既に成功されている⽅を模倣する

のが成功への近道です。あとは実際に実践しながら⼿応えを⾒て、どんどん

と改良を加えてみることがポイントです。 

実践すれば必ず稼げますので、ぜひ頑張ってください！ 

 

※本教材を販売する際は、私の「タイトル」や「紹介⽂」⾃体はそのままコ

ピーしたり、⼀部だけを書き替えて使⽤することは絶対に⾏わないでくださ

い。必ずご⾃⾝の⾔葉に置き換えて、ご⾃⾝の「タイトル」や「紹介⽂」を

付けたご⾃⾝オリジナルの商品として販売するようにしてください。 

 

 



 

以上で簡単ではありますが「誰でも簡単に⾼収⼊を⽣む最強ネットビジネス」

の解説を終わます。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

貴⽅の成功を⼼よりお祈りしております。 

 

 


