


はじめに

アイフォテック通信　７冊目です。
 
ご購読、ありがとうございます。
 
このアイフォテック通信を書いている人間は電子工学を卒業したあとも
 
ずっと技術畑でメシを食ってきた人間で、もうじき６０才が近いのに
 
まだまだ新しもの好きで、次々と色んなことをやりたがる困ったオッチャンです。
 
新人ビジネスマンに覚えておいて欲しいことっていっぱいありますよね。
 
そんな役割の一端を担がせていｔだこうと思い、これを書いています。
 
 
これまで出したアイフォテック通信は
 
＞＞＞　アイフォテック通信　過去ログ検索
 
で、一覧が表示されますので、ご覧になってみてください。
 
 
これからもしばらくは発刊していきますので、よろしくご購読お願いします。
 
頑張ります。
 
 
著者　村上剛史＠アイフォテック
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健康維持に欠かせない「核酸」とは

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

１周間さぼらないで頑張っただけで、こんなに引き締まるの？

日々のプログラムが変わるからやっていて飽きない！

こちら＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/b02.html

大澤美樹さん監修の「ボディ☆スタ　ダイエット」だから

安全・確実！

食事制限のないダイエットなので辛くありません。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇━━━━━━━━━━━━

★　健康維持に欠かせない「核酸」とは

━━━━━━━━━━━━━◇

若い内は体内で作られていくのであまり意識することはありません。

しかし、歳とともにそれは減っていきます。

健康維持に対する意識が変わっていくのもそのせいです。

人の体にはＤＮＡという遺伝子の本体がありますが、このＤＮＡは一つの細胞の中に

そのままつなぎ合わせると２ｍほどもあるシロモノです。

さて、難しい話はやめておきます。この核酸はビタミンＢ郡が体内で働けるように

http://url.ayc7.biz/go/b02.html


なる必須の栄養素です。

逆に言うと、この核酸が減りだすとビタミンＢ郡をいくら摂取してもまともに

体内で働かないということです。

この核酸は肝臓で作られるのですが、お酒をよく飲まれる人の肝臓は当然ながら

働きが鈍ってきますね。ということは核酸があまり作られなくなる、ということに

なります。

色んなところで影響を持つ「核酸」ですが、今回はビタミンＢ郡に影響する。

それだけをとりあえず記憶しておいてください。

このＢ郡の働きが悪くなると、

・疲れやすい

・糖質の分解をしなくなる

・目や口の粘膜に異常が出やすくなる

・怪我した後の治りが悪くなる

・風邪に罹りやすくなる

・脳神経の働きが鈍ってくる

・神経性の病に罹りやすくなる

・コレステロール値に影響が出てくる

他にもいっぱいありますがキリがないのでやめておきますが、そのビタミンＢ郡の

働きを助けるのが、この「核酸」です。

いつ死んだっていいんだという自暴自棄な人は別に何もする必要はありませんが、



まだまだ健康でいる必要がある！という人は「核酸」摂取してみてはいかがですか？

フォーデイズの核酸なら私も摂取しています。

これを飲むようになって、風邪をひいたことがありません。

胃がん　→　大腸がん　と続いた頃だったのですが、そのガン細胞も

核酸を飲むようになって一年後に定期検査をしたらガン細胞が消えてました。

医者がビックリしてましたね。

楽天で売ってます。色んな核酸があるので、ご自分の好きなものを選ぶのもいいかも

しれません。

これ　＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/kk01.html

でも、フォーデイズの核酸なら私が体験済みなので、オススメできますが

他は試した経験がありませんので、効果のほどはわかりません。

一言　：

空きっ腹では決して飲まないでください。食間か食後がベストです。

健康第一で、ビジネスを頑張りましょう。

http://url.ayc7.biz/go/kk01.html


ドロップシッピング？　ネットショップ？

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

★投資で稼げるということは、いつでも稼げる安心感につながります！

そんな能力があると安心しませんか？

早めに取り組んでおいてください。

あなたを助けることができるのは、あなたご自身です。

入り口はこちら＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/f01.html

秒速決済ノウハウのＦＸならば、心理戦に巻き込まれないで済みます！

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇━━━━━━━━━━━━

★　ドロップシッピング？　ネットショップ？

━━━━━━━━━━━━━◇

ドロップシッピングとは（引用ここから）「Wikipediaより」

ネットショップで注文が入った時点で、

それをメーカーや卸売り業者（以下、ベンダー）から

直送させるネットショップの運営方法の一形態である。 
商品提供業者の卸値に自由に上乗せをして販売し、

差額分がネットショップの利益となる。 
ネットショップは注文を受け次第、注文情報をベンダーに

転送することで商品の発送を代行してもらうことができる。 
在庫を持たずに、商品に触ることなくネットショップを開くことができるほか、

ベンダー側も販売業務の一部をネットショップ側に委託することができる。

http://url.ayc7.biz/go/f01.html


（引用、ここまで）

ドロップシッピングにも２つありました。

一つは、リアルドロップシッピングと言って社長が薬事法違反で逮捕された時に

サービスは停止されています。

もう一つは今でもサービスを継続している　「もしもドロップシッピング」　です。

私は５〜６年位前でしたか、すぐにやめてしまったのでその後の経緯が分からなかったので

調べてみたんですが、あの当時はＰＰＣによる宣伝がかなり効果あった時代で稼ぐのは

比較的簡単でした。

今はＰＰＣも競争の時代に入ってしまって簡単に稼げなくなっていますが、それでも

アフィエイト手法を知っている人はやはりこういう時は強い！

ＰＰＣはキーワード対策で競争になるので、よくニッチなキーワードと言いますが

そんなキーワードを使うといつ買ってもらえるかが不明です。

ニッチなキーワードでも一日あたり　２０００から３０００以上の検索回数があれば

いいですが、それ以下だとサイトを発見してもらえるかどうかがはっきりしません。

しかも検索上位に上がっている必要もありますし、話はシンプルではありません。

しかし、アフィリエイトで稼げる人は違います。

販売するというのは集客能力があるかどうかによって全然違うのですから、

やり方を一つしか知らないアフィエイターとやり方を次から次へと思いつく

スーパーアフィリエイターではその差は歴然としています。



このメルマガでは色々とヒントを出させてもらってます。

具体的な手法も知ってますが、書き出すとレポートで簡単に１０ページ超えするので

細切れで書かせてもらってますが、いずれは一つにまとめていきます。

すでに商材として売りに出されている人もいますので、それを購入されるのもいいでしょう。

個人だとあまりお金を使いたくないでしょうが、自営業かそれ以上の人はコンサルタントを

雇うよりは安上がりですから、教材を購入して勉強してください。

必要経費です。あまり悩んでいる場合ではないかと思います。

私も　「図面を描いてくれ！」、と言われたら

すぐに２０万円近い経費を使ってアプリケーションを購入します。

図面書いた結果として１００万円程度はすぐに稼げますから、収支でいくらか、

という発想をします。

目先の１０万円２０万円でイチイチ引っ込んでいては、ビジネスチャンスが逃げてしまいます。

この時、もっとも問題なのは、元請けからの仕事なのか二次請けからの仕事なのか、

はたまた、もっとヒドイ下請けか・・・。

どこから来た仕事なのかという問題の方が重要です。

世間で通る一般相場で仕事ができればいいのですが、二次請け以下だと通常の半分以下に

なることもあります。

私はそんなアホな仕事は決して請負いしません。

安売りしたくないので断ってます。

断ると相手が折れて赤字覚悟で依頼してきますが（笑）。

さて、話がかなり外れました。　ごめんなさい。



ドロップシッピングのサイトは　「もしもドロップシッピング」　が提供するツールで

簡単にサイトが作成できます。

あとは、そのサイトの宣伝、商品の宣伝です。

そこでアフィリエイトの手法が生きてくる、という訳です。

宣伝もブログだけではありませんね。

色んな宣伝手法がありますから。



ユーザー層の違う集客

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇━━━━━━━━━━━━

★　ユーザー層の違う集客

━━━━━━━━━━━━━◇

メルマガへ集まる人と電子書籍市場に集まる人。

ＳＮＳ系に集まる人は基本的に違う層が集まっている。

他にもあるが、ビジネスをする人は、そのそれぞれの層へ向けて

情報配信するように心がける。

最近はパソコンは触らなくてもスマホだけはいじる。

自分の友人も、今はパソコンを家では全然見ないですよ。

と言っていた。スマホばかりだという話を聞いて少し考えてしまった。

情報教材を販売する者は、売り方を考えないといけない。

アレは基本的にパソコンでの購入なので、スマホでは現物販売、



ＤＶＤとか印刷物とか形あるものを渡すことを考える必要があります。

なので、代引きとか電話申し込みのある販売ページはアフィリエイトが

しやすくなります。

ないものは、ツイッターへ流せないので敬遠する方向に向かいます。

これまでは、メルマガ読者への宣伝で売上をあげることを主体にしている人が

多かったが、すぐに飽和するのは目に見えてます。

簡単に新しい読者が１０００人も２０００人も集まるハズがないので

何度も何度も商材を買わされたんではたまりません。

読者の横流しも同じです。

「見たよ！」　とか

「知っているよ！」

とかの人ばかりが集まりますから、売り上げても微々たるものになってしまい、

いくらキャッチコピーが良くても、売れるハズがないですね。

商品内容を変えて売るしかないのですが、そうなると新しい客層を掴む努力が

常に必要作業となってきます。



客層　＋　商品構成　＋　販売手法

などは売る側にとっては常に新しいノウハウを集めていかないと

すぐに飽和していきます。

情報収集には経費をケチったりしないようにして、

最新情報で武装してビジネスを頑張りましょう。



現場と会議を開く方法

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

手術しないで、「痔」の苦しみから開放されてください！

http://url.ayc7.biz/go/j01.html

1日1分で痔から解放される！【痔獄からの解放】“全額返金保障付”

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇━━━━━━━━━━━━

★　現場と会議を開く方法

━━━━━━━━━━━━━◇

本部対現場で複数人数による会議を開催する時に

どうしようかな〜とちょっと考えてしまうことってありませんか？

今は色んなサービスがありますが、こういう時はやはり昔からある

サービスの　スカイプをすぐに思い浮かべる人は少なくないでしょう。

スカイプ使って会議するならば、まずパソコン一台とディスプレイを＋１台追加。

または、プロジェクターが必要になりますが、それは屋内にいるなら、という前提なので

外現場の場合は、ＵＳＢ給電するディスプレイを準備します。

ＯＮＬＡＰみたいなディスプレイ製品があれば大丈夫です。

楽天ではこちらで探せます。（一覧表示）

＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/onlap.html

http://url.ayc7.biz/go/j01.html
http://url.ayc7.biz/go/onlap.html


ほかに、ＷｉＭＡＸかテザリング用スマホ　ですね。

ネットにつなげる環境が必要です。

必要とあれば、マイクも複数必要になります。

しかし、複数だとミキサーが必要になるので、できたらワイヤレスマイクを

準備して発言する人に回す、というのが正解でしょう。

あとは、接続確認して準備を整えておきましょう。

---------------------
◆　スカイプをテザリングすると料金は？

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

スマホでスカイプ通話して使用するケースがあります。

例えば会議などに使う時は、複数人数　対　複数人数になります。

そうするとどうしてもパソコンを準備しないといけません。

その時、片方がネット接続環境にスマホしかなかった場合は

テザリングするしかありません。あるいは、ＷｉＭＡＸみたいな

サービスを使うとかですが、テザリングになった場合は

パケット量を気にしてないといけません。

ドコモの場合、２GB　５GB　７GB　フリーとありますが、
通常は２GBか５GB　でお釣りがくるハズなので、そんなに大きな
数字で契約はしていないと思います。

ふとしたことで、急遽必要になったときに、料金を計算する必要が

出たりします。

そんな事態になったら、以下のパケット量を参考にしてください。

スカイプ　１分あたりのデータパケット量は



１,４００ＫＢ　から　３６,０００ＫＢ（1.4Ｍ 〜 36.0Ｍ）

となります。

最大の３６Ｍで計算すると、５ＧＢ契約の人は　１３８分　まで大丈夫ということです。

しかし、それだけで一ヶ月過ごす訳でもないですから、実際にはもっと短くなりますね。

上記を超えなければ、契約通りの料金で収まります。



マーケティング技法の一つ

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

０円の電子書籍　「アイフォテック通信」。

好評頒布中。

過去ログを月単位で編集し発刊しています。

◆アイフォテック通信　全巻

ブクログのパブーより発刊中！

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇━━━━━━━━━━━━

★　マーケティング技法の一つ

━━━━━━━━━━━━━◇

ステルスマーケティングを「ステマ」と呼ぶが、・・・

違法でない範囲での偽装工作をして宣伝することが多過ぎます。

モノを売るというのは、人の心理につけ込む必要もあるので、

ある程度は必要です。そこを突いた技法です。

しかし、やり過ぎると本当に違法ですから線引はしっかりしておきます。

＜以下、ウィキペディアより引用＞

ステルスマーケティングとは、

file:///tmp/puboo/92375/341836/a9fa1366947cad729504/books?sc=&w=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E9%80%9A%E4%BF%A1


消費者に宣伝と気づかれないように宣伝行為をすること。

略称はステマ。アンダーカバー・マーケティングとも呼ばれる。

ゲリラ・マーケティングの1つ。
「ステルスマーケティング」という表現自体は比較的新しいものである。

だが、このような手法自体がまったく新しいものかというとそういうわけではなく、これは従来

、日本で「サクラ」や「ヤラセ」と呼ばれていた手法と類似している手法である。

ただし現代の「ステルスマーケティング」は、現代流のマーケティングの手法が併せて用いられ

ており、現代の消費者の情報収集行動を狙っている。

規模はさまざまであるが、大規模なものになると宣伝業務に特化している広告代理店などがチー

ムでその作戦を練り、組織だって大量の人員が動員されて行われていることがある。

なお、ウィキペディアもステルスマーケティングの影響を受けているとされる。

詳細は　

http://ja.wikipedia.org/wiki/ステルスマーケティング
------------------------------------------------------------
日本語が混ざったＵＲＬなので長ったらしいものになりますね。

短縮させました。

こちら　＞　http://goo.gl/oaOnq
------------------------------------------------------------

日本には景品表示法というのがあって、それに抵触しなければ、といった考えだけで

「ステマ」をやってしまっている人は多々いる。

特に情報販売者にそれが顕著に見られる。

マーケティング技法としてそれが用いられてるのだが、作り話が多用されるケースが多い。

---------------------
◆　権威を使った手法

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

サクラやヤラセで人気のある商品だということを示すケースがある一方、

人は権威に弱いところがあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
http://goo.gl/oaOnq


大学教授とか、大手会社の社長とか医者、等々人々の意識の中で

信用して大丈夫なイメージというのがありますが、それを悪用した広告もあります。

詐欺師もこれを使いますが、マーケッターも同様の手法を使います。

マーケッターの場合は詐欺ではなくて、「サクラ」とか「ヤラセ」でこれを使い

安心していい商品ですよ、という案内の出し方です。

「権威」の中には、○○○の専門家というのも当然含まれます。

それをでっち上げて宣伝するケースも「ステマ」です。

○○○専門家と言っても資格が必要でなければ、でっち上げだとしてもあながちそれはウソとは

言えません。

そういった権威に弱い人間の心理をついた手法です。

マーケティングというのは、とにかく人の心理をつく。

だから本音を言うと私はキライです。

マーケティング技法の中には「ストーリーの展開」を使う手法がありますが

それがもっとも自分に合っているなという気がして、比較的ストーリー性を重視した

宣伝技法を使います。

この商品を使うと、あなたの日常生活がこう云う風に変化、改変していきますよ、というやり方

です。

モノを売る時に　「これ買ってください」　としか言わなかった場合と

「これを使うとあなたの時間が２時間以上が節約できます」



と言った類の売り方とでは、確実に結果は違います。

チラシを作る時も同じことが言えるので、印刷系デザインをする私としては

こういう知識が欠かせません。

買ったことによって、相手が「辛い顔」から「楽しい顔」になっていくのを容易に想像ができた

場合は、こちらも楽しくなってくるので

売る時はインチキ技法だけは使いたくないと心がけてます。

死ぬときは、喜ばせた数だけ

こちらの顔も　「辛い顔」か「穏やかな顔」かが変わると思うので

「穏やかな顔」で逝けるように喜んでもらえる生き方をしておきたいと思ってます。



無料で構築するビジネス・システム

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

★一度身につけてしまえば、これは確かな収入源になります。

 
訓練校へ通うより、ずっと安く身につきます。

 
入り口はこちら＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/f01.html
 
秒速決済ノウハウのＦＸならば、心理戦に巻き込まれないで済みます！

 
【購入者様への特典】

 
１．１億円までの道のり音声プレゼント

２．紛失保証（当教材を紛失してしまった場合でも再送します）

３．会員限定の「億トレーダー通信」

４．祝金贈呈（スキャルピングで利益を出した場合は１万円の祝金贈呈）

５．目標設定シート

 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇━━━━━━━━━━━━

★　無料で構築するビジネス・システム

━━━━━━━━━━━━━◇

短縮ＵＲＬは「bit.ly」ですか？　それとも　「tiny.url.com」ですか？

どちらにしても一定期間後は、その短縮ＵＲＬはリンク切れを起こします。

会員登録しておけば、リンク切れしないで済むサービスもありますが、

http://url.ayc7.biz/go/f01.html


しかし、自分で準備ができればそんな心配は無用となります。

また、自由自在に組めるメールフォーム用プラグインというのもあって、

そういうのもまた無料で組めます。

後者はワードプレス用のプラグインなので、まずはワードプレスの構築が

先なんですが、それさえできていれば、色々と構築できるのもワードプレスの

いいところです。

ワードプレスの教材もありましたが、私に言わせると無駄な教材と言えなくもない。

ただ、初心者には絶対不可欠な教材とも言えます。

今どき、ワードプレスが自在に扱えないと、不便極まりないですから。

---------------------
◆　短縮ＵＲＬを組む

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

そういうＣＧＩを配布しているサイトがすでにあります。

無料で提供してくれていますので、ありがたく使わせていただきましょう。

私はしっかり活用させてもらってます。

ＣＧＩ提供はこちら

http://www.torawaka.jp/ToraX3/move.html

ＴＯＰに掲載した　http://url.ayc7.biz/go/f01.html　なども

http://www.torawaka.jp/ToraX3/move.html
http://url.ayc7.biz/go/f01.html


私が設置して使用中のｃｇｉを使ったものです。

http://url.ayc7.biz/go/　までが規定のＵＲＬで、

残りの　「f01.html」　が自分で付けるｕｒｌとなります。

アクセス解析用のタグも入れられますので、クリック解析も簡単にできます。

--------------------------------------------------------------------
（注意）

http://url.ayc7.biz/go/　をクリックされても、管理者専用のパスワードが
必要なので入れません。予めご了承ください。

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

この手のプログラムを結構な価格でインフォトップより販売している人が

いますが、買う必要はありません。

無駄なことに金をかけなくても、探せば使えるサービスを無料で提供してくれる

親切な方がいますので、感謝して使わせていただきましょう。

リンクを貼っておくくらいのお礼はさせていただきます。

---------------------
◆　メールフォーム構築プラグイン

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

上記で説明したフォーム簡単構築のプラグインの配布元は英語ですが、

インストールさえ完了してしまえば、使用時は日本語表示します。

ＤＬはこちら。

https://wordpress.org/plugins/trust-form/


https://wordpress.org/plugins/trust-form/

ページトップの右側に赤いボタンがありますので、そこからＤＬできます。

ワードプレスへの組み込み方はここでは説明を省略します。

ご存知という前提で書かせていただきます。

そして、その使い方はデザイナーの中田さんのサイトで説明がされています。

そちらをご覧ください。

こちら。

http://design-plus1.com/tcd-w/2013/01/trust_form.html

私がサンプルで作ったモノがあります。

こちら。

http://www.ai-photec.jp/?p=765

フォーム部分は、できたら、

＜div＞で囲って、背景に薄い色をつけた方がいいですね。

これは囲ってないので、

入力　→　確認　→　完了

と画面が移行する時に、見落としがちになるので、それを回避するための

背景の色付けが必要だな、と思いました。

http://design-plus1.com/tcd-w/2013/01/trust_form.html
http://www.ai-photec.jp/?p=765


ＦＸはなぜこんなにすごい？！

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

【本物だから何度でも案内出します！】

★会社が倒産しても、無職になっても、いつでも稼げる！

そんな能力があると安心しませんか？

早めに取り組んでおいてください。

あなたを助けることができるのは、あなたご自身です。

入り口はこちら＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/f01.html

秒速決済ノウハウのＦＸならば、心理戦に巻き込まれないで済みます！

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇━━━━━━━━━━━━

★　ＦＸはなぜこんなにすごい？！

━━━━━━━━━━━━━◇

良くも悪くもＦＸはとにかく威力があるのは本当です。

技量があれば稼げる勢いが早い！

技術も知識もなく、シグナル、またはツールだけでやった場合は

減る勢いも桁外れに早い！

http://url.ayc7.biz/go/f01.html


技量があって、ツールとかシグナルを受けてやった場合は楽ができるようになります。

早い話、技術と知識は必要不可欠ということです。

---------------------
◆　レバレッジと資金管理

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

今はレバレッジは個人の場合だと２５倍までです。

計算を簡単にするために仮に１ドルを１００円としましょう。

２５倍ということは、４万円あれば、１万ドルをトレードできるということです。

外貨預金をするくらいなら、ＦＸでポジショントレードで置いておいた方が稼げる勢いが早い。

たまにチェックして、利益がついていれば決済して口座へ振り込ませても、改めて違う通過ペア

でポジショントレードしてもいいでしょう。

手数料はないんですから、利益がストレートに手に入ります。

外為預金が銀行にはありますが、あれは手数料がかなり高いですね。

海外へ行く際に銀行へ行って両替した人なら知っていると思いますが、１ドル１円の手数料が取

られます。（今は違ったかな？）

対してＦＸ（証券口座利用の場合）、手数料はありません。売買のスプレッド（差額）だけです

。

手数料は最近はどこも取らなくなってきました。



さて、１万ドルをトレーードする。

仮に今日１００円だったとします。翌日は１００．５円だったとしましょう。

この場合、利益は５千円です。１周間それが続いた場合、２５,０００円になります。

準備資金を５万円ではなくて、５０万円にすれば１０万ドルがトレードできます。

（ドル円がいくらになっているかで変わります）

そうすると、先ほど５,０００円と書きましたが、　ｘ　１０　となって

＝　５万円です。

現実的には、１万ドル　＝　５万円　ではなくて　５万円以上でやるのが現実的なんですが

それでも５０万円以上で一日５万円が稼げますね。

レバレッジのすごいのはそこです。

少ない資金で簡単に稼げます。知識も技術もないと「逆もまた真なり」で

あっという間に無くなるのも事実です。

---------------------
◆　複利運用できるから増えるのが早い

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

よく１０万円が一年で５００万円とか１０００万円とかいう人がいますが、

ウソだ！　と思っているでしょうがそんなことはありません。

本当です。



最初は１０万円かもしれません。

一月でしおらしく２倍にできた、という前提で考えましょう。

そうすると、２０万円に資金が増えてます。

２０万円であれば、４万ドルから５万ドルをトレードに回せます。

それを同様にトレードしていけば、やはりその倍の収益になって、翌月は

８万ドルから１０万ドルがトレードできる結果になっていきます。

３ヶ月で　一日５,０００円だったのが、一日５万円の収益になっています。

それがＦＸというものです。

バイナリーオプションはさらにすごいですが、これは日本の証券会社の仕組みでは

 
稼ぐのが結構難しいのでお勧めはしません。

海外証券会社を使えば比較的楽なトレードが可能ですが、資金関係で結構トラブルが

あると聞くので使う気になれません。やっている人がいるようですが、海外の証券会社は

クレジットカード使った入金しかできないところが多々あって、それが何より怖い。

カード情報を盗まれる事件は大体海外です。

それを承知の上でやっているのでしょうから、良いとも悪いとも言う気はありません。



さて、ＦＸの凄さはこれだけでもご理解できたかと思います。

ネットだけでなくて、あっちこっちで正真正銘の大活躍されている人に教わった方が

結果を出すのは早い。

入り口はこちら＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/f01.html

私でも相談は受けられますが、上で案内しているのは、『為替鬼』さんと言って

私よりはるかにすごい結果を出し続けている人です。

私は危なっかしいことを教えるかもしれませんが、この為替鬼さんは本物です。

でないと、雑誌各社から引っ張りだこになんてなりません。

お金の不安がなくなれば、人のことを余裕で心配することができるでしょう。

本物人間を目指して、お互い頑張りましょう。

http://url.ayc7.biz/go/f01.html
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