


はじめに

アイフォテック通信　８冊目となります。
 
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ただこうと思い、これを書いています。
 
「書くことがなくなった」　と吐き捨てる時が来たら、発刊をやめますが、それまでは継続して
頑張って出していきます。
 
 
 
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
 
で一覧できます。
 
著者　：　村上剛史（むらかみ　たかし）＠アイフォテック
サイト　：　http://www.ai-photec.jp
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成功者への道を歩む

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

◆末期の肝臓ガンから生還した。

◆余命１ヶ月の肺ガン宣告から２ヶ月後にほぼ回復。

他多数の感謝の手紙がきています。

http://url.ayc7.biz/go/g01.html

ダメ元になるかもしれない。でも何もやらなかったら

それは大きな後悔を残すことになります。

やれることは全て試してから　「人事を尽くして天命を待つ」　です。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

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。

◇━━━━━━━━━━━━

★　成功者への道を歩む

━━━━━━━━━━━━━◇

お金を稼ぐということに於いて、人間は二通り存在します。

一つは、

「　稼ぐぞ！　とか　取り返すぞ！　」

というギャンブル・モード。

それに対して二つ目は

「　冷静に損得勘定を判断し、合理性を追求しながら確実に稼ぐ　」

http://url.ayc7.biz/go/g01.html


というビジネス・モードです。

成功へつながるのは当然後者です。

しかし、実際にはもう一つあります。

なんだと思いますか？

上記の２種類とは比較にならないほどに大きな成功を生み出すモードです。

そして、これこそが本当の成功への歩みです。

それは何かというと、

「私の作ったもので一人でも多くの人に幸せになって欲しい」

という　「人間モード」　です。

そして、人間モードこそ最高の結果を生んでいきます。

ＨＯＮＤＡの創始者　本田宗一郎さんも、ヤフーＪＡＰＡＮの孫正義さんも、

パナソニックの創始者　松下幸之助さんもそうです。

孫正義さんについてはセミナー動画があるので、それを後で聞いて欲しいと思いますが、

この人は桁違いに人物がでかい。

東北の震災の時に１０００億円を寄付した話は有名です。１００億円ではありません。

１千億円です。

個人で１千億円〜？！！！！　バカか、この人は。



と思った人は私一人ではないでしょう。

それくらい桁違いだった。

http://youtu.be/IqVi9Qpmz9E

で、孫正義が語る経営哲学3『登りたい山を決める』　という動画を見れます。

孫正義さんが語っています。　他の人が代理で文章を読み上げているなんていう

インチキとは違います。

最後の方で

「毎週毎週一週間で、個人資産が１兆円ずつ増えていく」

という常識では考えられない話が出てきます。

そのあとに

「人によろこんでもらえることをしたい。お金はどうでもいい」

という行（くだり）が出てきますが、これは成功した孫正義さんだから

掴めた境地です。

お金はどうでもいい、とは今の自分にはとても言えません。

まずはお金ありき！です。それから　「＋アルファ」です。

しかし、根底に　人に喜んでもらえるものを提供しよう、という気持ちだけは持っておきたい。

そしてそれが後々大きな結果を出していく、と孫正義さんの経営哲学でも学び取れましたから。

http://youtu.be/IqVi9Qpmz9E


人生は　『人間モード』で仕事に取り組んでいきましょう。

お金以上の結果が一緒についてきます。

それは　ホンダの本田宗一郎さんも証明しています。



ＰＰＣとアドワーズを使い分けて稼ぐ

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

食事の置き換えダイエットはリバウンドがあるからキライ！！

そんな人は是非、これを試してみてください。

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！

激しい運動なしの代謝を上げる方法だから辛くはありません。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

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。

私も沢山のメルマガを受け取っていますが、

大半が売り込み中心のメルマガなので

ほぼ全てをそのまま削除するのですが、

時折コンテンツ中心の記事を配信してくれる方がいて

慌てて元に戻すというアホなことをするこの頃です。

◇━━━━━━━━━━━━

★　ＰＰＣとアドワーズを使い分けて稼ぐ

━━━━━━━━━━━━━◇

俗にいうリスティング広告（検索エンジン連動型広告）のことを言うのですが、

私ははっきり言ってこれは過去にボロボロにやられた経験を持っているので

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


偉そうなことはここでは語れません。

しかし、最近「ＰＰＣ」に特化した稼ぎ方で群を抜いて稼いでいる、突出した人が

ノウハウを教えてくれるという人に出会いました。

これは２０〜３０分はかかるページ制作時間を１分程度で仕上げてしまうツールを

使っての手法です。

そういう時間ラグも気になるかもしれませんが、それよりも

ＰＰＣというのは、キーワードの設定を間違えると広告費ばかりが出て行って

一円も稼げないという、私がそれを経験したのでよく知っているのですが、

ボロボロの結果だけが残ります。

クリックされなければ一円もかかりませんが、クリックされたらその分は

経費発生です。

しかし、正攻法とギリギリ正攻法のグレーな方法を混ぜて攻めることにより

安い経費でしっかり稼げることを説明してくれたのですが、確かにそういう攻め方を

している人は少ないかもなー、と思いながら聞いてました。

キーワード設定する時は、検索順位の高い設定経費が高いワードばかりを狙う傾向が

ありますが、実際には　「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」みたいな複合キーワードの結果をクリックする



ことの方が多かったりします。

対象とするワード　＋　格安　＋　通販

そんな複合のワードも一緒に出てきたら尚更です。

そして、それを一つのキーワードで設定しておく。

ワードとワードの間は半角入れるか「,」を入れるかすれば入ります。

ここらの具体的ノウハウを教えてくれるのは「 神●●太 」さんという学生さんなんですが、

事故で死にかけて入院している間も、このＰＰＣをセットしておいたおかげで、

何もしなくても一月で１６０万円を稼げた。

その事実を一人でも沢山の人に教えてあげたい、といって今教え後が６５人ほどいて

全員が今稼げているということです。

そしてこれこそが本当の「完全放ったらかしで稼ぐ」というものです、と

豪語しましたが確かにそうだと思いました。シチメンドクサイＳＴＥＰメールを

設定しないで済みます。

この話は最初聞いていて、「生意気な若造だな」、という印象だったんですが

それが一転して

「若いのにスゴイな、この人」



に変わりました。

登録ページを紹介したいのですが、

私も色んな人のメールを見ている合間にたまたま発見したので、

どこにそのページがあるのか、探すのが大変なので諦めました。

名前だけ記憶しておいてください。

「神●●太 」さんです。Facebookでこの名前で検索できます。

この方、今では楽に「億」を稼いでいるそうです。

私も最近は「億」という単位が身近に感じるようになってきました。

そんな単位ばかりが耳に入るので（＾＿＾；聞き慣れた、という方が正解もしれません。



なぜ、ＰＰＣ？

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

PPCアフィリエイト最速テンプレート
「ペラプレートPro」

http://url.ayc7.biz/go/ppc01.html

PPCやるならワードプレス用テンプレートが必須です。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

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。

◇━━━━━━━━━━━━

★　なぜ、ＰＰＣ？

━━━━━━━━━━━━━◇

リスティング広告に関してはヤフー版とGoogle版があります。
検索結果は同じでも広告表示部分は別です。

ＰＰＣはヤフーです。対してGoogleの場合はアドワーズです。

アフィリエイトするなら、Yahoo!リスティング

・一般ビジネス向けがGoogleアドワーズ

Googleでは、アフィリエイトサイトの広告掲載は基本的に厳しくなりました。
（禁止という訳ではありませんが）

Yahoo!については、アフィリエイトサイトでも差別は受けません

http://url.ayc7.biz/go/ppc01.html


---------------------
◆　ＰＰＣとはこういうもの

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

リスティング広告を自分でコントロールできる

入札価格を自由に設定できます。

低価格から始められます。

表示順位も入札価格によってある程度コントロールすることができます。

表示させるリンク（検索結果）先を自由に設定できます。

出稿するまでに時間があまりかかりません。

表示させる、させない、も自由に設定できます。

ＰＰＣの広告文には文字数の制限があります。

・タイトル：15文字まで
・説明文：19文字 Ｘ 2行まで
・表示URL：29文字まで
・リンク先URL：1024文字まで

その他に、使用できる文字、記号にも制限があります。

・Yahoo!は広告の『クリック率』を重視する
　文字通り、広告の出来が評価される重要ポイントです。

・アドワーズは、『広告の先にあるサイトの中身』を重視します。

　（SEOの要素も含んでいて、サイトの出来が評価される重要ポイント）

ＰＰＣには



・スポンサードサーチ

・ＹＤＮ（Yahoo!ディスプレイアドネットワーク）

の二つがあって、検索結果に反応するのが「スポンサードサーチ」です。

対してＹＤＮはコンテンツサイトなどで四角いバナーがありますが、そういう

ところへも表示するのがＹＤＮです。

ここらは、アフィリエイトだけでやるのか、企業広告としてやるのかで

使い方が変わります。

戦略を立てておかないと無駄金を使うことになります。

単なる興味だけでクリックする人もいますので、その瞬間に経費が発生することを

覚えておきましょう。

---------------------
◆　ページ作り

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

グーグルアドワーズは審査が厳しいので、初心者には向いていません。

対して、ＰＰＣは広告中心なので、テンプレートさえあれば誰でもできます。

この差はすごい大きい。

ＰＰＣ成約率は人によっても、キーワード選定とタイトルの付け方一つとっても

結果はかなり変わりますので、一概には言えませんが概ね２０〜３０クリックで

一件成約というのが多いようです。

そこから考えると、クリック一回に支払える経費というのは、

報酬　−　クリック経費

となりますので、「売れる商品プラス報酬もある程度高いもの」。

そういうのを選ぶ必要があります。



ただ調べるとわかりますが、商品選定を間違えると楽天みたいな超大手が

ひしめき合っているので、ニッチなキーワードまで全て使い果たされて

とても参入できる状態ではありません。

あとは、ある程度売れるけど大手が入り込んできてない商品を選ぶ。

そういうことになります。

そうなると、ツールなしでは時間がかなりかかってしまい、とても個人が

一ヶ月で１００万円、だなんてのは無理があります。

テンプレートだけでいい、という方は　３,９８０円で　「ペラプレートPro」という

ワードプレスを使ったテンプレートがあるので、それを使えば簡単です。

購入はこちらでできます。

http://url.ayc7.biz/go/ppc01.html

商品選定ツールは、かなりの高額でどこかの塾にでも入らないと

とても入手できそうもありません。

となると、あとは個人でやる場合、上記のテンプレートを使って

なおかつ、大量にＰＰＣページを作る、です。

クリックされない限り経費は発生しませんが、管理ページに入って

ＰＰＣ結果管理はする必要があります。

クリックだけで結果が生まれないものは損切りしないと赤字になります。

http://url.ayc7.biz/go/ppc01.html


あるいは、タイトルとキーワード戦略を変更するか、です。

こうして見てみるとかなり大変ですが、一から十までしっかり教えてくれる

マニュアルか指導動画を見ながらであれば、早い段階で収入を発生させられます。

事実、昨日ご紹介した「神★▲太」さん。この人が教えてくれるなら

多分　大丈夫です。

なぜ「多分」と書いたか。

まだ募集開始されてません。

教え子がすでに６５人（だったと思います）全員初月から稼げた、と言ってました。

それを信じました。

信じて大丈夫に思えました、と言い換えておきます。

ひたすらそれだけに専念できれば、誰でも初月から結果を出せるでしょう。

塾経費もすぐにペイできると思います。

若いけど、だからこそ内に秘めているものが熱い。

それが信用できた、とも言えますね。

時には、ネットも現実も関係なしに人を信じる。それも重要です。

最近信じていい人ばかりと出会っています。

それも自分の生きざまというか信念というか、そういうのも関係してきます。

本物に出会える自分。それをまず信じて行動してください。





ビジネスサイトにワードプレスは必須！

◇◆━━　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！

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

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。

◇━━━━━━━━━━━━

★　ビジネスサイトにワードプレスは必須！

━━━━━━━━━━━━━◇

会社という組織であれば、今どきワードプレスが使えないだなんてのは

論外なのでこの記事は無視してください。

ワードプレスは何かにつけて本当に便利なプログラムです。

これを無料で配布してくれていることに本当に感謝しています。

例えば、ＰＰＣアフィリエイトをする時にワードプレスを使ったりします。

ＰＰＣはペラページを使うことがありますが、それに審査が通る作りにも対応しています。

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


（本当の正真正銘のペラページは審査が通りません）

ワードプレスはありとあらゆるパターンのページ作りに対応したテンプレートが

市場に出回っています。

---------------------
◆　インストールする時の注意事項

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

ワードプレスの無料プログラムは純正サイトでＤＬできます。

こちら。

http://ja.wordpress.org/

configファイルの設定とかサーバー側ｍｙｓｑｌの設定とかは、

別の専用説明を見てください。ここでは、それ以外のことを書きます。

ワードプレスを構成しているプログラムＦｉｌｅの数は大量です。

ですので、サーバーによっては一度でアップロードができないことがあります。

途中で「・・・がアップできません」というエラーも出ます。

しかし、それはとりあえず無視して続けてください。

ひと通り、エラーも出揃ってＦＴＰが完了したら改めて

フォルダー単位でＦＴＰをします。

http://ja.wordpress.org/


それで素直に全部アップできます。

さて、このワードプレスはプラグインが豊富にあるからワードプレスとも言えます。

探せば色々なことに簡単に対応できます。

上述した審査に簡単に通せるペラサイト構成のＰＰＣサイトも簡単です。

準備ができていればペラサイトページを作る程度でしたら１分でできます。

そういうプラグインもあります。

先日ご紹介したペラサイトｐｒｏがそれです。

http://url.ayc7.biz/go/ppc01.html

仕事から帰ってきて疲れた体に鞭（むち）打って（笑）、副業に頑張る？

かなりの体力と気力が必要になりますよね。

それでもやる人はやるんですが、私はそんな無理ができるような歳でもないので

出来る限り　らく〜　にやりたい。

そういうことに対応できるのが各種プラグインです。

それを取り込めるのがワードプレスです。

---------------------
◆　サーバーは無料？それとも有料？

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

http://url.ayc7.biz/go/ppc01.html


とりあえず勉強のため程度であれば無料でいいですが、これからビジネスで使うとなれば

有料サーバーを使ってください。

ページ表示の反応も、プラグインを組み込む時の制限もテンプレートを組み込むときの

制限も格段に違います。

大体、Ｘ（えっくす）サーバーかさくらインターネットのサーバーをお使いの人が多く、

ノウハウ指導書の説明を無料サービスで配布してくれる時も、この２社のサービスが圧倒的に

多い。

他には対応していません、ということもあるくらいです。

何はなくともとりあえず「ワードプレス」です。

インストールするまではできたが、それから先がよく分からなくて苦労している人は

私でも相談に乗れますので、メールをください。

下の署名欄にメールアドレスを記載しています。

『メルマガから質問」と書いてメールをお願いします。

でないと、見落としていまいますのでよろしくお願いします。



セールスレターの書き方

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

食事の置き換えダイエットはリバウンドがあるからイヤ！

そんな人は是非、これを試してみてください。

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！

激しい運動なしの代謝を上げる方法だから辛くはありません。

【購入者様への特典】

１．３６５日使い放題メールサポート

２．簡単小顔リンパ

３．セルライト対策マッサージ

４．おしりのたるみ対策

５．Ｏ脚&Ｘ脚 改善法
６．ダイエット効果をさらに加速させる食事

７．いつでもどこでも「ボディ☆スタ」

８．ダイエット成功で全額キャッシュバック

９．ボディ☆スタ メンバー専用サイト
１０．悩み別のスペシャルデトックス

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

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。

◇━━━━━━━━━━━━

★　セールスレターの書き方

━━━━━━━━━━━━━◇

情報販売教材のページを見て、

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


「長いなー、このページは」

と思いませんか？

あれはセールスレターの骨組み上、ああいう形式になるのですが、

郵送されてくるレターであっても構成は同じになります。

今日は、基本の入り口を書きます。

私は印刷して目の前に貼って書いてます。

頭になかなか入りない（＾＿＾；

---------------------
◆　セールスレターの骨組み

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

０１、ヘッドコピー

・・・書籍の表紙にあたるので、超重要！

０２、オープニング

・・・逸話・体験談など簡素で具体的で好奇心をかきたてるモノ

０３、ボディーコピー（コンテンツ）

・・・問題点の明確化と解決策の提示



０４、第三者の声

・・・お客様と有名人か権威ある人からもらう

０５、ベネフィット

・・・お客にとっての７つ以上のメリットを提示（ソリューション含む）

０６、ボーナス特典

・・・希少性、非売品などを扱う。またはサポート。

０７、価格

・・・「比較」という仕組みを使う

０８、リスク保証

・・・クロージングに入る段階で、心理的なリスクを低減またはなくしてあげる。

０９、Ｑ＆Ａ

・・・販売者が想定していなかった質問を集め、それの質疑応答を提供する。

１０、追記

・・・行動を起こすための緊急性や重要性を意識してもらうための追伸記事。

この順番で、セールスレターを組み立てることで、感情を揺さぶり、行動へ移すプロセスができ

あがります。



何をするにしても基本（基礎）あってこその応用ですので、こういうのはしっかり把握して

セールスに応用しましょう。

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

また明日お会いしましょう。



金持ちマインドを持つ

◇◆━━　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。

いつも開封していただいて、ありがとうございます。

メルマガも売るためだけのメルマガとコンテンツ配信メルマガと

二通りありますが、後者は主に有料メルマガのケースが多いので

これはしっかりした目的を持った人でないと読まれてないかもしれません。

また だからこそ、ここで金持ち父さん・貧乏父さんが分かれていくのでしょう。

知らないことを学ばないと人は新しい視点で、新しいことを吸収もトライすることも

できません。

これまでが順調であれば、そのまま進めばいいだけですが、

面白くも可笑しくもない、貧乏続きでちっともいいことはなかった。

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


そんな人はこれまでの行動パターンを思い切って変えてみましょう。

変えないと、これまでと同じことを繰り返すだけなのは

分かり切ったことですよね。

◇━━━━━━━━━━━━

★　金持ちマインドを持つ

━━━━━━━━━━━━━◇

これは、ミリオネア・マインドをもじっただけの表現です。

紛らわしくてスイマセン。

金持ちと言っても人間ですから色々な人が存在しますが、あなたはどんな人が

好きですか？

日本人でもその種類は様々です。

私はヤフーの孫正義さんなどが大好きです。

人柄もいいですし、金持ちの規模が他とまるっきり違います。

桁違いというのは、こういうのを言うんだろな、と本気で思っています。

東北大震災の時に個人資産を１,０００億円出した話は有名です。
１,０００万円ではなくて、１,０００億円です。

文字通りこれだけとっても「桁違い」ですよね。

お金さえあれば、困っている人を好きなだけ助けてあげられます。

逆に持っていないと詐欺師のように、沢山の人を地獄に突き落としていく。

あなたはどちら側の人間になりたいのでしょうか？

---------------------
◆　お金に対する意識改革

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



しばらくは、「ミリオネア・マインド」集中コンテンツでいきます。

どうしてか。

自分の深層心理にも埋め込んでおきたいので、自分のためでもあります。

しばらくお付き合いください。

お金を宝くじで手にした人にも二通りいます。

それを元手にビジネスを展開させて大成功させる人。

かと思えば、持ち慣れない大金を持ったばかりに人間関係も人生も全てを

壊していく人。

どうも後者が多いようですね、万国共通事項として。

人はどういう親のもとに生まれたかでも、お金に対する意識は違います。

銀行員の子供。商店街の商店の子供。教育者の子供。

大手会社の社長の子供。零細企業の子供、と色々ありますが、

それぞれお金に対する意識が、

その人特有の環境から生まれるので、

個別の意識や考え方を持ちます。

お金は大事、とはみんなが共通して持っている意識ですが、

しかし、お金を手に入れることに関しては全員がバラバラの考えを持っています。

理由は子供の頃に刷り込まれたものが影響しています。

親だけでなく周囲の環境も影響しています。

・カッコ悪いけどお金持ち

・お金持ちだけどカッコ悪い。



どちらがいですか？

私は、かっこ良くてお金持ちがいいです。

こういうのも意識改革の一つです。

あれもこれも手に入れていくにはどうするか、と考えれば解決することは沢山あります。

金冷えするとか人間が汚くなるとは、貧乏人の戯言（たわごと）です。

孫正義さんみたいに、１,０００億円を震災復興資金として寄付できるほどになれば
人も金も信頼も色んなものが集まります。

そういう人間になれるように、まずは意識改革をしていきましょう。



お金の設計図を塗り替える

◇◆━━　アイフォテック通信 【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

食事の置き換えダイエットはリバウンドがあるからイヤ！

そんな人は是非、これを試してみてください。

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！

激しい運動なしの代謝を上げる方法だから辛くはありません。

【購入者様への特典】

１．３６５日使い放題メールサポート

２．簡単小顔リンパ

３．セルライト対策マッサージ

４．おしりのたるみ対策

５．Ｏ脚&Ｘ脚 改善法
６．ダイエット効果をさらに加速させる食事

７．いつでもどこでも「ボディ☆スタ」

８．ダイエット成功で全額キャッシュバック

９．ボディ☆スタ メンバー専用サイト
１０．悩み別のスペシャルデトックス

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

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。

◇━━━━━━━━━━━━

★　お金の設計図を塗り替える

━━━━━━━━━━━━━◇

いきなりですが、お金に不自由している人、

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


あなたがこれまでに描き上げてきたお金に対する設計図。

深層心理に刷り込まれてしまったお金に対する意識を変える。

それを設計図を塗り替えると表現するのですが、それを変える必要があります。

人間の思考が現実化する過程を表す公式で、こういうのがあります。

１ｓｔ）思考から感情が生まれる

２ｎｄ）感情から行動が生まれる

３ｒｄ）行動から結果が生まれる

さて最初の思考の箇所ですが、この思考というのはどの段階で発生したものでしょうか？

あなたが生まれて、そしてこれまで生きてきたその過程に於いて刷り込まれたものです。

家庭環境。これがもっとも大きな影響を与えています。

続いて、友人環境に会社での環境と続いていきますが、類は友を呼ぶで似たもの同士が

自分の周りに集まるようになります。その方が自分にとっても自然な流れになるからです。

社長を目指している人間は、会社員時代を修行時代と割りきって仕事しますから

仕事に対する姿勢が最初から違います。



それに対してずっと会社での出世を目指している人は、それなりの姿勢で仕事に取り組みます。

そうするとお金そのものに対する意識が当然違うわけですから、

労働対価と知識（知恵）対価として分かれますから、結果に大きな差が出ていきます。

労働対価はないと困ります。しかし収入に限界があります。

しかし、知識とか知恵によって発生する対価は限界がありません。

大き過ぎるお金に対して何か違和感を持っていませんか？

大き過ぎるお金に対して、罪悪感を持っていませんか？

額に汗して稼ぐお金こそ尊いものであって、投資とか知識だけでお金を稼ぐことは

罪であると思ってませんか？

私は、貧乏と金持ちを何度も行ったり来たりしたので、意識そのものがかなり早い時期に

切り替わりました。

ギリギリで破産することなく来れたのがホントにラッキーでした。

色んな形でお金を大量に使ってきました。

遊びにも、仕事にも、投資にも。



投資は、失敗してン千万円ほど飛ばした経験がありますが、くじけず勉強を続けました。

遊びというのは、「女あそび」ですが、これでもかなり使いましたが

ギリギリのところで目覚めて、そっちとは完全に縁を切ることができました。

こういう経験を通して、自分の中に最初からあったお金に関しての感情は

切り替えられていったのです。

ですから、かなり無理やりに変わってしまった、というのが正解です。

意識して変えたものとは違います。

そういう意味でラッキーでした。

一般の人は、まずこのお金に纏わる（まつわる）意識そのものを変えないと、

これから先、円に縁がないままになる可能性を残しています。

投資一つとっても、金持ちマインドを持っている人と、貧乏マインドを持っている人では

結果が違います。

同じことを学んだハズなのに、です。



それはお金に対する感情が違うから結果まで違ってしまうのです。

もし、何かの投資で成功したいのであれば投資で成功した人を友人に持つようにしよう。

それだけであなたへの影響は計り知れないほど大きなものを得ることになります。

今はインターネットという大変ありがたいメディアが存在しますので、お金持ちさんと

簡単に知り合えることができます。

お金持ちさんとお付き合いすることで、お金に対して意識が変わり、感情が変わる。

そうすると結果が変わります。

お金持ちさんとのお付き合いに積極的になりましょう。

あなたのこれからの人生が大きく変わります。



成功哲学　「人生とは自分が切り拓くもの」

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

【書籍のご紹介】

「ミリオネア・マインド」 
大金持ちになれる人—お金を引き寄せる「富裕の法則」

http://url.ayc7.biz/go/mm1.html

Kindle版、単行本、文庫　と３種類が揃ってます。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

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。

「ミリオネア・マインド」は私にとって意識改革のきっかけを

与えてくれました。

今日はパート３です。

◇━━━━━━━━━━━━

★　成功への哲学

━━━━━━━━━━━━━◇

成功は必ずしも一般的な「正しい認識」をすればいいというものでもありません。

人は何かを選ぶ時、その時の自分にとってもっとも都合のいいことを

当てはめてようとします。

http://url.ayc7.biz/go/mm1.html


その時に選択肢がわずかしかなければ、その中から選ばないといけないことになります。

人は自分がそれまで体験したことが意識の中に刷り込まれていきますので

行動を通して得たことを選択肢の中に追加されていきます。

---------------------
◆　人生とは自分が切り拓くもの

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

成功への道へと進んでいる車があったとしたら、その車の運転席には

あなたが自分で運転しよう。

助手席に乗って、一緒に歩むのも楽でいいかもしれないが、

それでは本当の成功は手に入らない。

自分が運転しないと何かと失敗とか障害を人のせいにしていしまう傾向が生まれる。

それでは、まず人が寄ってこなくなる。

人が寄ってこなくなったら崖下へ落ちる可能性が非常に高くなる。

先ほど、人のせいにする、と書いたがもう少し突っ込んで書くと

「被害者面をしたがる」　ということです。

本当の被害者ではないのに、自分が失敗したのは「・・・の被害者だからだ」という

役を演じたがっているだけです。

それでは、成功は千年経っても万年経っても未来永劫にやってきません。



全ては自分が原因だと認識することから成功への道がはっきりとしてくるものです。

こういうのは分かっていてもなかなか認識し辛いものがありますが、

しかし、それを敢えて認識しないと何も解決することができません。

お金が必要なはずなのに

「人間はお金が全てではない！」

という人は確実に貧乏人です。

「お金より愛情だよ」という人もまた同じです。

どうして、

「お金も愛情もどちらも天秤にかけらないほど大事だよ！」

と思えないのでしょうか？

人生に於いて、年収１００万円にするのも

１０００万円の年収にするのも、孫正義さんみたいに

毎週毎週ケタ違いの額が入ってくるのも、全ては一人ひとりが持つ

意識の差が原因です。



まずはゴール（目標）を決めて動き出してみます。

それから、毎日毎日　うまく出来たことと予定通りいかなかったことなどを

拾い上げてその理由をはっきりさせていきます。

そういう訓練を通して人は全てを自分で解決する能力を身につけていきます。

今「５のレベルの問題」があったとします。

あなたが「２のレベル」の人間であればそれは大きな問題で

もしかして「死にたい」と考えてしまうかもしれません。

しかし、あなたが成長して　「８のレベル」の人間になっていれば

「５のレベルの問題」などは問題でもなんでもなくなってしまいます。

生活に困らないだけのお金があればそれで十分だよ、と言っていると

友人知人が困っている時に助けてあげられません。

人は助けあって生きていくものです。

だったら大きな人間になることを目標としてください。

それで人間関係がよくなっていきますし、国同士の問題も最終的には

無くなるのではないでしょうか。



大きな目標への到達は「相互扶助の精神」も養っていきます。

人間愛というのは無理して持つものではなくて、

自然に生まれてくるハズです。

それが生まれてこないのは、

あなたがまだ目標への道を歩んでないからだと思います。

笑顔で過ごせる社会にするためにも、是非あなたが大成功してください。



成功、そして富を得る

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

【書籍のご紹介】

「ミリオネア・マインド」 
大金持ちになれる人—お金を引き寄せる「富裕の法則」

http://url.ayc7.biz/go/mm1.html

Kindle版、単行本、文庫　と３種類が揃ってます。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

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。

◇━━━━━━━━━━━━

★　成功、そして富を得る

━━━━━━━━━━━━━◇

お金に縁のない人、または意識が小さい人は守りに入ろうとします。

貯金は大事ですが、もっと大事なのは稼ぎ続ける能力の方が

もっと大事です。

インターネットが生まれる前の「楽して稼ぐ」の代名詞というと

「不動産」でした。

不動産を運用してるだけで勝手に収入が入ってきていました。

http://url.ayc7.biz/go/mm1.html


それも稼ぐ能力の一つです。

安全と安定は誰もが望むものですが、人生のゴールが小さいとか、または適当に

決めて過ごしているとか、そういう人は守るだけの姿勢に入るので、

成功とか豊かさ（富）とかまで意識が回らなくなっています。

イコール、ずっと貧乏人という図式が出来上がります。

---------------------
◆　豊かさには種類がある　

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

レストランとか寿司屋に行ったことはあるでしょうけど、

その時、入るお店はどうやって決めてますでしょうか？

また入った後にメニューを決める時はどうやって決めますか？

快適な生活を望む人は多いですが、中流あたりを目指す人は

メニューを決める際は必ずメニューの価格欄をチェックします。

銀座の寿司屋、それも久兵衛クラスへ行く人はごく限られた人だけに

なるかと思いますが、この久兵衛では価格は全て「時価」です。



その日、その人によって値段が動きます（笑）。

（一昔前の銀座久兵衛の話で、今は違います）

いきなりお店に行っても中には入れません。

必ず事前連絡が必要なんですが、そういうお店へ平気で入れるクラスを

望む人が一つ上の「お金に縁のある人」となります。

財布の中身を気にせず入る人種ですが、私（僕）には縁が無いわ。

そう思ってしまうと死ぬまで縁がないままとなります。

お金持ちになるためには、経済的目標をハッキリ決めましょう。

そうすることで、あなたのこれからの人生が攻めの姿勢に入り、

収入を増やすチャンスが転がり込んでくるようになります。

そのチャンスは決して逃がさないでください。

高級レストランや久兵衛で価格を気にせずに注文ができる自分になっている。

それをイメージして、年収とか資産総額とかを目標設定しましょう。

あとは行動あるのみ！　です。

一つ一つのステップを組んでいけば、ゴールへ到達できます。

いきなりゴールではありません。



途中のステップを通過してからゴールです。

その為の設計図を自分の中で描き上げましょう。

豊かな人生を送りましょう。

必ず金持ちになれます。諦めてはいけません。

次回も懲りずに、お金持ちマインドの続きの記事です。

ありがとうございました。



アフィリエイト初心者がいきなり稼ぐ方法

◇◆━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

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。

今日はお金持ちマインドはお休みして、改めてアフィリエイト手法に

ついて書いていきます。

◇━━━━━━━━━━━━

★　アフィリエイト初心者がいきなり稼ぐ方法

━━━━━━━━━━━━━◇

アフィリエイトには

サイトアフィリエイト、ブログアフィリエイト、ＳＮＳアフィリエイトに

メルマガアフィリエイトからYouTube、などその方法は多岐に渡ります。

初心者には壁が高すぎてとっつきにくいかと思います。

同じとっつきにくいことをするのならば、最初から成果が出るやり方を

学んだほうがいいでしょう。

それは、ＰＰＣです。俗にいうリスティングです。

Googleの場合は、アドワーズです。
ヤフーがＰＰＣです。

Googleアドワーズはアフィリエイト向きではありません。
できない訳ではありませんが、かなり大変です。



対してヤフーＰＰＣは比較的簡単です。基本だけ抑えておけば。

今回は、このＰＰＣについての記事です。

---------------------
◆　掲載までの手順

---------------------
まずは全体的な流れを書いていきます。

詳細は別途に説明します。

（１）まずは「ビジネスＩＤ」を取得しないと何も始まりません。

　　　取得するのにお金はかかりませんので、取得してください。

＞　http://promotionalads.yahoo.co.jp/service/

　　　「Yahoo！プロモーション広告」です。

（２）申し込むとヤフーから「確認コード」が送られてきますので、

　　　それを所定の入力欄に入れて送信すると、次に「ビジネスＩＤ、他」が

　　　再度送られてきます。これは大事に保管してください。

（３）広告したいものを、各自「a8ネットとかインフォトップ等」で選んでおきます。

（４）管理画面に入り、次に広告用アカウントを取得します。

　　　（スポンサードサーチで作ります。ＹＤＮは使いません。）

　　　作成には広告サイトで掲載される屋号か、または本人の名前を使います。

　　（この時、アフィリで使うものなので、インタレストマッチは不要です）

（５）次に入金の設定ですが、これは銀行振込タイプとクレジットタイプと

　　　二通りあります。（手動入金と自動入金の２種類がある）

（６）先ほど広告用アカウントを取得しましたが、これの階層は　

　　　アカウント　→　キャンペーン　→　広告

　　　という階層で作られます。１アカウントでかなり数の広告が作れるように

http://promotionalads.yahoo.co.jp/service/


　　　なっています。

（７）先ほど何を広告するのを決めていると思いますので、次は

　　　「タイトルと説明文とリンクＵＲＬ、そしてキーワード」を

　　　メモＰＡＤにでも控えておいて、それを元に広告申請作業を進めます。

（８）入金設定が済んでいれば、ここから広告掲載開始となります。

ここまで書いてきましたが、それぞれの詳細を知りたいという方は

ＰＰＣ資料各種、及びテンプレートなどを無料配布してくれている

親切なサイトがありますので、それをご紹介します。

私が先にダウンロードして確認済みですので、問題ないことは自信を持って

お伝えしておきます。

http://yumedouchu-courage.com/muryou-manual/

資料はちょうど一年前のものなので、ヤフーの管理画面が少々違いますが

基本は変わりませんので、ＰＰＣを学ぶには最適かと思います。

有料で教材販売しているのと変わらぬ濃い内容のものを無料で頒布してくれています。

ここで改めて感謝させていただきます。

「ありがとう　ございます」

なお、テンプレートを使うにはワードプレスが必要になりますので、

それもテンプレートマニュアルを見ながら進めてください。

無料でワードプレスが使えるサイトを紹介してくれています。

私が今ここで書くより、マニュアルを見ながら作業を進めたほうが

混乱しないで済むでしょう。

http://yumedouchu-courage.com/muryou-manual/


興味を持たれた方は、是非資料を手にしてみてください。

きっとお役に立つと思います。
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