


現在インターネット上には様々なジャンルの情報商材が出回っております。

我々ネットビジネスの世界ではその商材のノウハウが

よく手元に入ってくるのですが・・・はっきり言います！！

私の経験上、何千何万とある膨大な情報商材の中で

本当にこれはよく考えられたシステムであり、

収入が保証されていると思うノウハウはわずか数十しかないと言えます！

せっかく高額な商材を購入したのに中身が悪質な内容

だったとしたら、悔やんでも悔やみきれませんよね？

ではもう情報商材には頼らないほうが良いのか？

・・・そんなことはありません。

 
先ほども申した通り、きちんとした理論に基づき収入を得られるノウハウもあるのですから。

ネットで簡単に収入を得る事を諦める必要などありません。

 
私はある３つのノウハウが互いに深く関係し、

それぞれがお互いの長所を伸ばすことに気づいたのです。

 
さらに独自の理論やツールを導入することにより、

これら３つのノウハウを組み合わせ、革命的安定収入システムへと

昇華させることに成功したのです。

 
そしてこれがこの商材のタイトルでもある

〜 harmonization of three methods 〜
と命名した理由でもあります。

 
今回、この収入システム構築の詳細をご紹介していきたいと思います。

当マニュアルは三部構成になっておりまして

第一部で全システムの基本となる仕組みを作成、量産していきます。

 
そして第二部、第三部ではこの作成した仕組みを応用して

その収入速度を飛躍的に加速、そして数倍に増幅させる手法となっております。

 
さらに全行程において、4種類にも及ぶ独自に手に入れたツールを
使用することにより、

作業時間や作業効率という点においても、大幅に改善することに成功したのです。

 
 



さらにこれらのノウハウを組み合わせることによるメリットは

収入の倍増というだけには留まりません。

収入の安定化という面に関しても絶大な効果を発揮するのです。

　＊当方が実際に実践した際の収入結果なども後ほどご紹介いたします。

 
このマニュアルは企画から実践（2012/9〜2012/12)そして当マニュアルの作成・出品
に約5か月という長期間をかけた最新作で他にはない大作であると自負しております。
 
上限人数である１００名に達し次第、販売を中止して相応価格でinfo topへの販売に踏み切るつも
りです。

人数・価格・期間限定商品であるということをご理解頂くようお願い申し上げます。

 
 
これからそれぞれのノウハウの肝心な詳細を紹介させていただきます。

そしてもし、そのノウハウがあなたのニーズに合うものであったのならば、

どうか落札をご検討していただければと思います。

 
前置きが長くなってしましましたが、

ここからが本編となりますので今しばらくのお付き合いお願い申し上げます。

 
 
 
 

 
第一部で構築する基本的な収入システムというのは

毎月１５０〜２００円程度の収入を半永的に得られる仕組みの作成であり

わずか１０分程度の機械的な作業のみで幾つでも量産していける方法なのです。

 
 
仕組み１つ１つの収入は月１５０〜２００円程度の金額となっており、

その仕組みを１００個、２００個と量産していくことで、

実際に得られる月々の収入も３万〜４万円と増やし続けていくことができるのです。

 
ただ、その仕組みそのものは、作成する際に必要となる



あるシステムの利用某アカウント１つにつき２００個までとなっており、

原則として１人あたり２００個までしか作成できません。

 
また、その２００個の仕組みを作り上げていくのに費やす労力は

１日平均１〜２時間ほどのＰＣ作業を１ヵ月間、行えば十分です。

 
その作業行程としては、

決められた文字列をそのまま入力していく作業と

コピーペーストなどを含めたマウスを使ったクリック作業

とを行っていくのみであり、

 
その仕組みを作り上げていく際に要してきた時間は

１つあたり１０分もかかりません。

さらに１度２００個の仕組みを完成させてしまえば、

以降、作成する必要はなく後は自動で収入が入ってきます。

 
つまり、この収入の仕組みはその作成手順さえ知ってしまえば、

個人差などは一切無しに誰もが作成していくことができるものであり、

 
何かのサイト（ホームページ）を作成する必要ももありませんので

ＰＣスキル的には、それらを作ることが出来ないような人でも

十分にその仕組みを量産していくことが可能なものになっています。

 
 
さらに、オークションサイトやポイントサイト、

ユーチューブなどのあらゆる動画サイト、

出会い系サイトや掲示板サイトなども含め

こういったサイト媒体を利用するようなことも一切ありません。

その収入に関してもこのノウハウは、

よくあるアフィリエイトに関係する不労所得の仕組みや

ねずみ講やＭＬＭなどのマルチまがいの仕組みとも全く異なるもの

であり、それは紛れもなく、

オンライン上における特定のネット業界の特性から生み出される課金報酬なのです。

 
そしてその課金報酬はある特定の企業より

月末締めの１０日払いというスパンでまとめて支払われるようになっており、

その企業がネット上に展開しているあるシステムの利用登録を行っておく必要があります。



つまり、その課金収入を受け取っていく銀行口座なども

その際に申請してく流れとなっており、

その企業が提供しているこのシステムこそが、

この収入の仕組みを作り出す基盤となっているものなのです。

 
ただこのシステムの存在そのものは知っていたとしても、

このような仕組をを作り上げていけることや

その仕組みを次々と量産できることに気付いている人は本当にそう多くは存在しません。

 
そして、そのシステムの利用登録や利用過程においても、

何らかの先立つ資金や継続費用が必要になることは一切ありません。

 
さらにシステムを利用して得られる収入に関しては

とくに先行者が有利という事も無ければ

そうでない人が不利という要素もとくに無いものなのです。

 
ただ、その基盤となっているシステムは本来はこのような仕組みを

短時間で量産していけるようなものではなく、それなりの労力に伴うことで、

ようやく１つの仕組みを作り上げられるものであり、

その仕組みを１０分程度の作業から容易に量産していく事など、

どんなにパソコンスキルが秀でているような人でも出来ることでは無いのです。

 
しかし独自に入手した「某自動変換ツール」と「ある裏ワザ」がそのシステムを利用していく

上で、

これ以上無いほどの効果を発揮できるものだったことに気付いたのです。

すぐにそれらを併用してみました。

 
すると実際に、多大なタイピング作業とそれなりのスキルが必要であるはずの作業を

マウスを利用した数クリックの指定作業と数文字程度の入力作業のみで、

いとも簡単に終えてしまい、本来であれば最低でも数時間はかかるはずの

その仕組みの作成作業をわずか１０分足らずで終わらせることが出来たです。

 
 
また作成した仕組みに別の企業のシステムを利用したちょっとした仕掛けを施すことにより

その仕掛けが発動することによる収入法が存在するのです。

そしてこの収入こそが後に紹介する飛躍的な収入倍増の鍵となっているのです。

 



もう１つの収入は仕掛け元となるサイトから得られる報酬なのですが、

その仕掛けを効率よく発動させ、

さらに作成した仕組からの収入を安定化させるためには

上記の手法だけではまだ不十分でさらなる工夫が必要だったのです。

この工夫こそが今回、第二部・第三部で紹介するノウハウなのです。

 
その残り２つのノウハウに加え、

独自の理論と４種のツールの組み合わせが

ここで作成した仕組に対して多角的に絶大な効果をもたらし、

長期的な安定収入をもたらすシステムとなっております。

 
つまりこの第二部・第三部こそがこのマニュアルの肝であり、

また革命的な点であるとも言えます。

 
これからその手法の具体的な中身について述べて参ります。

 
 
 

 
先ほど基本となる仕組に対して多角的な効果を発揮すると

言ったのには訳があります。

 
それは今回、第二部・第三部で紹介する手法というのは１つではないからです。

 
大きく分けて３つの手法があり

この３つの方法で第１部で作成した収入システムの効果を

飛躍的に伸ばしていくことができるのです。

 
しかも独自に入手した「作業効率改善ツール（４種類）」

を用いることによりそれぞれの作業効率を最大限高めることに成功したのです。

これからそれぞれの手法を１つずつ説明してまいります。

 
 
「(1) Yahoo Japan! 提供無料サービスを利用した収入倍増法」



 
まずご紹介する手法（１）としてはヤフージャパンが提供する

ある無料２つのサービスを使用します。

２つの無料サービスを併用することにより作成した仕組み

から得られる収入を飛躍的に増加させ、

さらに作成した仕組みに施した仕掛けから得られる収入も

飛躍的に増加させる画期的な方法となりえるのです。

 
なぜYahoo！JAPANの無料サービスを使うことにより収入が飛躍的に
増加するのかというとYahoo！JAPANにはある独自の特性があるのです。
 
そしてその特性が作成した仕組みと抜群の相性を誇るため、

飛躍的な収入の向上を可能にしているのです。

後にご紹介する当方の実践結果を見ていただければわかると思いますが

飛躍的に収入が向上した結果となっています。

 
また「Yahoo提供無料サービスを利用する方法」
と聞いて、Yahooオークションを思いつく方も多いと思いますが
残念ながらこの手法はオークションとは一切関係ありません。

 
ここでご紹介した手法はもちろん手作業で行うことができますし、

手作業だけでも十分な成果を上げることができます。

 
ただ、作業にかなり時間がかかってしまうのです。

そこで独自に入手したあるツール(以降、作業効率改善ツール１と呼ばせていただきます。）
を応用することにより作業の自動化に成功したのです。

 
これにより作業効率はもちろん、作業量自体も

手作業の数倍にも及ぶ成果を挙げることが出来ます。

 
この手法（１）の概要しては以上となります。  
 
 
「(2) 先程のYahoo提供無料サービスに匹敵する ある無料サービスを利用した収入倍増法」
 
この手法（２）では先ほどお話したYahoo提供無料サービス２つのうちの一方のサービスに
匹敵、あるいはそれをも凌ぐある有名企業の無料サービスを利用します。



 
作業としては先ほどご紹介した手法（１）とほぼ変わりはございません。

もちろんこちらも専用ツール（以降、作業効率改善ツール２と呼ばせていただきます。）

を用いて作業の自動化に成功しています。

 
作業時間は先ほどの作業（１）と比べて全体で約半分で済みます。

それならこちらの手法の方が優秀なのでは？

と思うかもしれないですが、そうでもないのです。

 
やはりこの手法の１番のポイントはYahoo!Japan 独自の特性を利用することであり、
その特性が驚くべき収入の増加を生み出す画期的な種となっているのです。

 
そのため手法（１）ほどの飛躍的な収入増加は望めません。

手法（１）による収入と手法（２）による収入結果も後ほど

紹介しておりますのでご参考にしていただければと思います。

 
かといってこちらで使用するある有名企業のシステムというのもやはり

無視できるものではなく、この手法を利用することで得られる収入の増加は

飛躍的ということは出来なくても相当な収入アップが望めます。

 
しかしこの手法（２）を推す理由は単に作業時間が短いからということではありません。

本当の理由は別にあります。

 
その理由とは手法（２）は手法（１）を同時併行で実施できるのです。

さらに言うと、作業効率改善ツール（１）と作業効率改善ツール（２）も併用可能なのです。

 
そして両手法の作業効率をさらに高めるツール（以降、作業効率改善ツール３と呼ばせていただ

きます。）

の存在によりこの両立をより容易に行うことが出来ます。

 
３つの手法を同時併行で進行させることが出来るのならそうした方が

圧倒的な収入増加を狙えると思わないですか？

 
両手法を実行したとしても初日にある基本設定をしておけば

仮に毎日作業したとしても、１日の作業時間は１時間未満で済みます。

やればやるだけ収入に繋がりますが、それぞれの事情もあると思います。

もちろん作業日数に制約はありません。



 
だからこそ、この手法（２）を勧めるのです。そして

前の手法（１）と組み合わせていただき、３つの作業効率改善ツールを

有効活用してより収入を増幅していただければと思っております。

以上で手法（２）の説明とさせていただきます。

 
 
「(3) ここまで説明した手法による収入とは別に 得られるあるものを利用した収入倍増法」>
 
ここではこれまで説明した手法により得られる収入とは別に得られる

大量の「あるもの」を利用することにより最大限収入を得られるようにしていきます。

 
「あるもの」は第一部で作成した基本的な仕組みにより得られる副産物的なもので

その数は仕組みで得られる収入と比例関係にあります。

 
ですので「あるもの」は先ほど紹介した手法（１）や手法（２）を実践することにより

大量に得られるようになるのです。

そして「あるもの」の数は増えれば増える程、ここで紹介する手法（３）による

収入もどんどん増加していきます。

 
よってこの手法（３）は是非、これまでに紹介した手法を実践した

総仕上げとして行っていただきたいのです。

 
この「あるもの」はそれ単体では収入を得られるわけでありません。

 
「あるもの」は某サイトのシステムにセットすることにより、

作成した仕組みおよび施した仕掛けからの収入を増幅させることが出来ます。

 
つまりここでも手法も手法（１）および（２）と同じ収入倍増法なのですが、

その作業過程は異なります。

 
作業自体は２週に１度セットアップするのに１時間程度かかりますが、

セットアップさえ行えば日々の作業は１０分程度で完了します。

 
 
いかがでしたでしょうか？　 
十分理解して頂けたかと思いますが、



このノウハウは基本となる収入システムに対して、

何重にも及ぶ理論とそこから導き出された手法により

「これでもか！」　というぐらい、

その収入システムから得られる報酬を押し上げていくシステムとなっています。

 
この理論を可能にしているのがご紹介した３つのノウハウなのです。

しかし、それぞれのノウハウは関連性は深いのですが、

そのままでは点と点のままです。

ここに独自の理論とツールが加わることで３つのノウハウが初めて線となり、

そして革命的な収入システムへと仕上がったのです。

 
 
そのため全ての理論を説明するのにかなり長文になってしまったこと、

そしてその長文をここまで読んでいただいた皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

 
これでも少しは文章量を減らそうと努力し、最小限に抑えたつもりです。

他の商材レターでありがちな「妙な会話形式の文章」や「洗脳するような文章」

は出来るだけ使わず、本当に必要な情報だけを書いたつもりです。

 
しかし、この何重にも積み重ねられた理論を最小限説明するのに

これだけの文章が必要だったのは紛れもない事実です。

それはこのレターを読んでいただいたあなた方に十分伝わっていると思います。

 
ただ、いくら「緻密でしっかりとした理論」を論じても、このノウハウは稼げるという

「証拠」がなければ、信頼は得られないと思っています。

しかし「確固たる証拠」というものを提示するのはなかなか難しいものです。

 
その「証拠」として本当に信頼していただけるか分かりませんが、

これから当方の４か月間（２０１２年９月〜２０１２年１２月）に及ぶ

実験的な実践による収入結果を提示させていただきます。

 
出来るだけ真実性を示すため、

単に文章や画像で「９月に●●●●●円稼げましたと！」などと書くのではなく

 
当ノウハウで作成した仕組みの基盤となる企業、そして

仕掛けの提供先となっている企業の実際の報酬画面を表示しています。

*画像は報酬部分だけピックアップしたうえで、報酬分以外はモザイクをかけています。   すべて



の画像を表示するとその企業を特定されかねないのでご了承ください。

 
どうかこのノウハウをご検討していただく際の参考となれば幸いです。 
 
 
 
 



 
まずは９月・１０月で得られた報酬結果です。

 
９月・１０月では基本となる仕組みの個数による収入比例の結果を示しています。

さらに手法（３）を組み合わせることで収入倍増を図っています。

 
画像を見ていただければ分かる通り、個数に応じて報酬がアップしたことが分かります。

しかし報酬額としてはどうでしょうか？

 
副収入としてならまずまずかもしれませんが、物足りないと感じると思います。

これは仕掛け先の企業報酬がかなり少ないためです。

見て分かる通り、仕掛けがあまり発動していないことが分かります。

 



さらに言えば手法（３）を行ったにも関わらず、収入倍増の効果が思ったほど見られません。

やはり「あるもの」の数が少ないため、思ったほどの報酬増加が望めないのです。

 
だからこそさらなる収入倍増法を組み合わせたのであり、

手法（１）、手法（２）がさらなる収入倍増の鍵を握っているのです。

 
それではこちらの１１月・１２月で得られた報酬結果をご覧ください。

 
 



 
 
いががでしょうか？

驚異の収入倍増結果が目に見えて分かります。

やはり収入倍増の鍵は手法(１)・手法（２）が握っているのです。
 
特に１１月の報酬は合計６５７７９０円と驚愕の報酬となっています。

実践した自分でも驚くべき結果となりました。

 
１２月でも十分な結果が得られていますが特に１１月が良かった理由として、

やはりヤフージャパン独自の特性が大きく関与しているのです。

先ほど説明したように、仕組みとの抜群の相性によりこれだけの効果が

発揮されているのです。

 
さらに注目していただきたいのは仕組みからの報酬もさることながら、

仕掛けからの報酬が比較にならないほどの増加を示しています。

仕掛けがよく発動したことが分かります。

 



これこそ仕掛けからの報酬が大いなるポテンシャルを秘めている

といった理由であり、飛躍的収入倍増の鍵となっていることがここで

明らかになっています。

 
 
そしてこの４カ月の結果を見ていただいて一番伝えたいこと

それは様々な手法やツールを組み合わせてこそ、

これだけの報酬へ結びつけることが出来ることが可能なのです。

 
第一部で作成した仕組みや施した仕掛けは収入源となるので必要不可欠なものです。

そして手法（１）や手法（２）はこの収入を倍増させるのに必要なのは

上記の結果を見ても、言うまでもありません。

 
さらに手法（３）で利用する「あるもの」がなければこれだけの

結果を得ることは出来なかったと思われます。

加えて、独自のツールを使ってこそ、これだけの作業を短時間で行うことが出来ます。

 
つまり、安定した高収入を得るためには、３つの手法の組み合わせは必須で

それぞれがお互いを引き立てているのです。

 
これこそが本当の意味での

「harmonization of three methods」
であり、革命的副収入構築法の由来となっているのです。

 
しかし、ここで大きな疑問が残ります。

「手法（１）と手法（２）が同時に実行可能なら、全て手法を実行すればどれだけの収入が？」

 
・・・その報酬結果についてはあえて公開しないでおこうと思います。

 
それはこのノウハウを実践してくださった皆様にこのような画像結果ではなく

実際に体験していただきたいからです。

 
このノウハウはほったらかしで得られるような不労所得では決してありません。

ツールを利用して作業時間短縮を図っているとしても

全ての手法を毎日実践するとなると、１日１〜２時間を必要とします。

 
もちろん毎日実践していただくのは必須ではないですが



日々作業をしていくには「絶対稼ぐという決心」だけではなく、

「どれだけ稼げるのだろうという好奇心」

が大切になってくると私は考えています。

 
実際、私もそのようなモチベーションがあるからこそ、毎日実践できたのであり

このノウハウを実践していただく皆様にも是非、

実践の際のモチベーションにしていただきたいと考えたからなのです。

 
 
ここまで長々とお話ししましたが、これらが当ノウハウの収入理論から実践結果に至るまでの全

てです。

ここからは皆様も気になっているであろうこのノウハウの

価格や保証について説明させていただきます。

 
 
 

 
このマニュアルでは３つのノウハウに加え、 さらに独自の理論やツールを盛り込んでオリジナル
ノウハウへと昇華させているのですから

当然その付加価値は計り知れないものであると言えます。

 
では価格は数万円もする高額なものなのか？

・・・そんなことはまずあり得ません。

理由は後ほど述べさせていただきます。

 
この問題についてはひとまず置いておき、価格について発表させていただきます。

当マニュアルの価格は以下になります。

ヤフーオークション限定特別価格でのご提供となります。

 
 
 
 



 
 
上記のように100名様限定一律価格3800円とさせていただきました。 ＊一度の出品につき５名様
までご購入可能です。お一人様一つの落札でお願い致します。 

購入はこちらからお願いします。

 

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/crowncenturion


また多くのご購入者様から高評価を頂いております。

評価一覧

 
ヤフオクでは評価を頂けることから、手ごたえをつかむ意味で

ヤフオク限定価格としてこのような価格で提供となりました。

＊注意事項＊

以前もありましたが嫌がらせ目的の落札はくれぐれもないようお願い致します。

 
まず100名様限定とした理由は
 
このノウハウは様々な企業やサイトを組み合わせているので

この巨大複合市場の飽和ということはまずありえないと考えられます。

 
 
しかし人数限定としている理由は私情で申し訳ございませんが、

単に私もこれらの手法はこれからもずっと続けていくので

ライバルはあまり増やしたくないからなのです。

 
市場の飽和はまずないにしてもライバルがたくさんいれば当然その競争は熾烈化していきます。

それが200名や300名程度なら影響はほとんどありませんが
1000名ましてやさらに増えてくるとなると、さらなる工夫が必要かもしれないからです。
 
ただし、ある程度の人数ならば市場は活性化という点においてプラスに作用します。

限定300名でも良かったのですが、出来るだけ絶対安定数を求めた結果と
info topでの販売を考えた上で100名様限定という結論に達しました。
 
こちらの価格は100名への完売後、終了致しますので、今回の絶好の機会を
是非ともご決断のきっかけにしていただければ幸いです。

 
次に一律価格で設定させていただいた理由はそれが当たり前だからです。

情報販売では本当に募集人数別で価格を設定しているのでしょうか？

 
例を挙げれば、あるノウハウは３０日の売り上げで１位を獲得しているにもかかわらず

まだ第二次募集です。おかしな話だと思いませんか？

これこそが相手を購入させるための戦術だと私は思います。

 
しかし、私はそのような小細工をしたくはありません。

http://rating10.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=crowncenturion


それは私の収入理論を本当に気に入ってくださった方々に購入してほしいからです。

つまり、私はこの収入理論だけで勝負をしたいのです。

 
もとより、１００名様限定という条件を提示しているのに

その人数の中でさらに価格差を付けることなど購入していただく

方々に対して失礼な行為だと私は思っています。

このような思いから一律価格に設定させていただきました。

 
 
最後に３８００円という価格についてですが、

今このページを見ているあなたはどう感じたでしょうか？

 
私が言いたいのはこの情報商材業界の商材の価格が

尋常ではないぐらい高騰しているということです。

 
普通に考えてみてください。

本屋で売っているビジネス本が３万円も４万円もしますか？

高価なものでせいぜい４、５千円です。

 
２万、３万としてしまうと他の販売者と変わりません。

信じてもらえないかもしれませんが、私がこの価格で販売するのは

「きちんとした適正価格で販売したい」その想いだけです。

他の商材より安いのは決して内容が劣っているからなどではありません。

 
購入していただくのは収入システムのノウハウであって、

購入していただいたからと言って「１０万円あげます！」

といった話ではないのです。

 
実際、当ノウハウをはじめとする情報商材というものは

その収入システムをノウハウに沿ってあなた自身が構築するのであって

私はその詳細な説明書(マニュアル）や必要な部品（ツール）を提供しているだけ
なのですからその説明書や部品に２万、３万も支払うなんて馬鹿げていると思いませんか？

 
だからこそ３８００円は妥当、むしろそれだけの金額を頂くのだから

その期待に応える内容でなければならないという責任を強く感じています。

もちろん価格は１円たりとも値上げもしませんし、逆に値下げも致しません。

 



それにもちろん利益を考えていないわけではございません。

 
正直にお話しすると、このマニュアルが１００部完売するとすると

手数料を差し引いても私は３０万円以上の利益を得ることになります。

さらに市場も活性化するのですから私にとっても旨みがあるのです。

人数を限定したのはその旨みを潰さない為でもあります。

 
こんな話は本当はしたくないのですが、今回は「ありのままの自分で」

という思いからこの内容を書かせていただきました。

私のこの価格に込めた想いが少しでも伝わっていれば幸いです。

 
 
 
 
 
 

｛返金保証・サポート｝
 
 
当マニュアルでは返金保証・メールサポートを実施しております。

しかし、実践結果で最高約６５万円の報酬が得られているからと言って

それだけの収入を保証できるわけではありません。

 
このマニュアルは誰にでも容易にできる内容となっておりますが、

私は自分で言うのも何ですが、その道のプロです。

もしかしたら初心者の方よりも数段上手く実践できているのかもしれません。

 
ですので私が稼いだだけの報酬を必ずお約束できるかと言えば

申し訳ないのですがその自信はありません。

 
しかし、何の保証もせず、全く報酬が得られないのならば、ただの詐欺商材となってしまいます

。

ですのでどんな人でも諦めたり下手をしない限り、このノウハウを実践して

得られるであろう収入額として以下の条件を返金保証としてお約束させていただきます。

 
 



 
 
月収１０万円または年収１００万円を得られる最低限の収入として

保証させていただきました。

 
 
この保証とメールサポートがあなたの作業を全力で支援します。

 
 
 
 
 

｛追伸｝



 
 
ここまで、このような長文に渡るこのレターを読んでくださって

本当にありがとうございます。

 
この収入システム自体の説明もかなり長文になってしまったため、

自分ではそれぞれの手法について丁寧に説明したつもりでも、

分かりづらかったところが多々あったかもしれません。

 
今一度、このノウハウのそれぞれの過程についてわかりやすいよう、図式にまとめましたので

是非、ご参考にして頂ければと思います。

＊掲載画像の２枚目３枚目をご覧ください。

 
 
私はこのノウハウに対して不利になるようなことも含めて

ありのままでこのレターを書かせていただいたつもりです。

なぜなら、それがこのページを見てくれている方々に対しての一番の誠意だと思うからです。

 
購入後、「騙された」や「期待はずれだった」・・・そんな思いは決してさせたくありません。

そしてこのレターを読んでいただき、当マニュアルを気に入ってくださった方には

決してそのような思いはさせない自信があります。

 
ありのままを書いているのですから中身はもちろん、

このレターの内容と変わらないのですから。

きっと、気に入っていただけると思います。

 
しかし、「胡散臭い」や「そんなうまい話あるわけない」

という思いもきっと誰しもが少しは持っていると思います。

・・・・それでいいと思います。

ましてやこれまでこの手の商材で騙された方はなおさらだと思います。

 
だからこそ、このノウハウの長所も欠点もよく理解していただくために

ありのままを述べています。

  
 
よく「何のリスクもなくこれだけ稼げます」

なんて商材見かけますが、それはウソです。



 
あなたは購入代金というリスクを既に負っているからです。

そう、あなたは購入代金である３８００円というリスクを背負うことになります。

情報商材という目に見えないものに対するリスクとしては決して小さくはありません。

 
収入はそのリスクに対する対価なのですから、得られて当たり前なのです。

その上、システムの構築はあなた自身が作業するわけなのですからなおさらです。

 
あなたには購入代金というリスクを背負っています。

ですので、収入は得られて当たり前と思っていてください。

 
 
私はこのマニュアルの販売にあたり、このレターにおける説明から

価格、保証に至るまで、精一杯の内容そして条件で応えているつもりです。

もうこれ以上の公開条件は存在しないと思います。

あとはあなたが私を信じ、その一歩を踏み出してくれるだけでいいのです。

それより先は一緒に進んでいけばそれで何の問題もございません。

私は本気でそう思っています。 最後に長々とお話ししてしまいましたが、
私の思いが少しでもあなたに伝わっていれば幸いです。

あなたからのお申込みを心よりお待ちしております。

 
購入はこちらからお願いします。

 

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/crowncenturion

