


はじめに

昨年（２０１４年６月）よりスタートした「アイフォテック通信」。

 
実際には以前からやってはいたのですが、書いたり書かなかったりの繰り返しで

文章力がイマイチでした。

 
その文章力を上げていく目的もありましたので、発刊を継続させることを決意し、今に至ります

。

 
人間は学生を無事に卒業したら次は社会人ですが、昨今はいきなり起業する人も現れてきました

。

インターネットを活用して学生の内からかなりの収益を上げている人もいますから、かなり驚き

です。

しかし、確かなハウツーとノウハウさえ習得できていれば、それも当たり前の結果です。

 
ただ、「売るためだけの情報」を売って収益を得る人があまりにも多いので、

それが気になって仕方ありません。

 
コンサルタントとしてビジネスをするのと、

教材を売りさえすればいいというスタンスでのビジネスは

同じノウハウを「売り」にしていても、当然ながら全く内容が違います。

 
 
同じビジネスをするなら、家族・友人、そして親にも胸を張って言えるビジネスをしましょう。

 
しっかり稼いで社会貢献していきましょう。

 
 
著者　村上　剛史（むらかみ　たかし）

 



行き詰まったらビジネスの原点に戻る

◇◆━━　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。

 
人間生きていれば、順調に行くときと行き詰まる時と、

停滞する時と 必ず出てきます。
 
今日はそんな時私だったらどうするか、という話を記事にしています。

 
 
◇━━━━━━━━━━━━

★　行き詰まったらビジネスの原点に戻る

━━━━━━━━━━━━━◇

 
人生は山あり谷ありと言いますが、

実際問題、確かに山あり谷ありで

上手くいく人ばかりではありません。

 
ヘタするとコケてばかりで、

嫌というほどコケて

もう死にたいと思うところまでいってしまう。

 
そこで 「首くくらずに、肚（はら）をくくる」ことができた人が
運が反転して、急上昇して行ったりします。

 
そこまで行った人は、なんでもやる覚悟になってますから

怖いものはない。

 
底辺まで行ってしまったので、あとは這い上がるだけです。

 
それ以上は落ちようがないんですもんね。

 
---------------------
◆　改めてビジネスとは？



---------------------
 
ビジネスをするということは、何かを提供することです。

 
商売であろうとなんだろと、

形あるもの・形ないもののいずれかを 提供してお金を得る。
それがビジネスであり商売です。

 
・自分は何が専門なのか。

・自分にできることって何だろうか。

 
まずはそこが基本です。

 
今、ネットビジネスと言って、

言葉ばかりが先走ってしまっている感が強いですよね。

 
全体的に　「売るノウハウ」　だけでお金を儲けようとしている人間で溢れかえっている。

 
そんな気がしてなりません。

 
ノウハウを売るのはコンサルタントがそうですから

別に何の問題もないのですが、

 
 
行き詰まっている人たちは、

大体がアフィリエイトだけをネットビジネスと 思い込んでいる人たち。
そんな気がします。

 
 
私の勘違いかもしれませんが、そんな気がしています。

 
商材の中身も今でこそ変化してきたようですが、

どれも似たり寄ったりの ものばかりで、
塾にしたって無責任極まりないものが横行していた。

全部ではありませんが・・・。

 
ノウハウというのは形のない商品です。



そんなものばかりが世の中に溢れかえったら、

この日本は完全にダメになりますよね。

そうは思いませんでしょうか。

形のないものでも、人と人が接触しあうサービス。

 
例えば、

 
介護もそうですね。

部屋掃除もそうですね。

 
そういうものは、現実に存在するビジネスですが、

あれば思わず

「ありがとう」

と言いたくなるサービスです。

 
 
ノウハウでもコンサルタントとして正規ビジネスで取り組まれているものは

価値がありますが、

 
単なるイカサマコピーで無理やり売ってしまうものは

価値は「０」です。

 
今行き詰って、収入が「０円」のままの人。

または、それに近い人。

 
今一度、基本に立ち返って、

自分が得意としているのは何だろうか？

好きでやれることはなんだろうか？

 
ということを考えなおして、ネットビジネスで提供する

『サービス内容』を

考えなおしてみてはいかがでしょうか？

 
私もこれまで色んなことをやってきましたが、

結局は元の鞘（さや）に収まる方向へ 向かっています。
 
結果が出ている出ていないに関わらず、



人ってやはり好きなことをしている時が 一番楽しいので、
それが一番いいのでしょうね。

 
◇◆━━　【広　告】　━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

これからの人も、成長途中の人も成功への近道を歩んで下さい。

★ネットビジネス 虎の巻 2015！
 
＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/nbt01.html
 
いつでも勉強できるように、

◆音声ファイル

◆書き起こしファイル で提供します。
これで、４,９８０円は超お買い得です。
「億」を稼ぐネットビジネスのトップの面々が手がけた教材です。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

http://url.ayc7.biz/go/nbt01.html


ＰＰＣが一番手っ取り早い！

◇◆━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

 
ビジネスに欠かせないレンタルサーバ。

「XSERVER」
アフィリエイタも起業家も一般の企業もよく使うサーバ。

http://url.ayc7.biz/go/x01.html
200GBの容量で月額1000円から。（X10プランのケース）
 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

 
 
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。

 
 
◇━━━━━━━━━━━━ ★　
ＰＰＣが一番手っ取り早い！

━━━━━━━━━━━━━◇

 
アフィリエイトは簡単で、とかよく言われますが

私にはとてもそうは思えません。

 
確かに０円で開始できますので、そういう意味では簡単です。

 
 
しかし、収入を得る近道か？　と言われたら

「冗談でしょ！！」 　と言いたい（笑）。
 
しかし、ブログアフィリ、サイトアフィリは確かに時間がかかりますが、

ＰＰＣアフィリはしっかり学んでからスタートすれば少ない経費で、

なおかつ早い時期から収入へとつながります。

 
これからアフィリエイトを取り組む人には、

ブログアフィリを教えると同時に

ＰＰＣアフィリを教えます。

http://url.ayc7.biz/go/x01.html
http://url.ayc7.biz/go/x01.html


 
 
ＰＰＣを始めるには物理的に以下のものはどうしても必要になります。

 
・ワードプレスを組み込むレンタルサーバー

・ＰＰＣ用ページ作成用のテンプレート

 
上記２点はセットで考えましょう。

 
有料で揃える必要のあるものです。

他に、

・スクリーンキャプチャーのツール（無料） なども当然必要ですが、
これは大したことでもないので使いやすいものを 選んでください。
 
 
そして、もっとも重要なのは

 
・商品選定

・キーワード選定

・広告文作成

・修正含むメンテナンス

 
などの実作業に相当する部分です。

 
本当に収益に短期間で進みたい人は、

教えてくれる人を間違えてはいけません。

 
私は最初に「ＴＡＫＵＺＯＵ」さんが提供する有料級のレポートとツールで

ＰＰＣを学ばせていただきました。

 
こちら

http://yumedouchu-courage.com/muryou-manual/
 
そして、今は２３才を迎えたばかりにもかかわらず、

すでに１２億円超えの収入を 発生させてしまっている人へと移行しました。
最近の話です。

 

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


 
こちらは、かなりの高額の塾（スクール形式）です。

（大っぴらに募集かかってないので、案内はできませんが）

インターネットにおける塾というのは、良し悪しがあって、

軽い気持ちで１００万円稼ぎたい、という人と、

どうしても、今の自分の人生の軌道を大きく変えなきゃイカンのだ！

という重い人ととでは、出てくる結果が全く変わります。

よくどういう自分になりたいのか、

それを教えて下さい、と言われますが、

 
 
あれは結果につなげる各自のやる気を出させるためのものです。

首はくくらないけど、肚（はら）はくくった。

自分にはこれしかない！

という人は１００％結果を出します。

 
インターネット上の塾に軽い気持ちで入っても結果を出すなら、

横のつながり、仲間同士のつながり、講師とのつながり。

これができる塾をお勧めします。

 
 
人は一人で作業をしているとくじけやすいものです。

分からないことにぶつかると、それだけでイヤになったりします。

気楽に相談できる仲間、応援してくれる仲間。

これは絶対に必要です。 塾を選ぶ際は、よーく考えて選んで下さい。
 
◇◆━━　【広　告】　━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

これからの人も、成長途中の人も成功への近道を歩んで下さい。

 
 
★ネットビジネス 虎の巻 2015！
 
＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/nbt01.html
 
いつでも勉強できるように、

◆音声ファイル

◆書き起こしファイル で提供します。

http://url.ayc7.biz/go/nbt01.html
http://url.ayc7.biz/go/nbt01.html


「億」を稼ぐネットビジネスのトップの面々が手がけた教材です。

 



超速スキャルピングで稼ぐ

◇◆━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

 
 
超速スキャルピングで、失敗なし！

http://url.ayc7.biz/go/fx.html
ＦＸで圧倒的な実績を持つ為替鬼さんによる教材です。

 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

 
 
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。

 
 
◇━━━━━━━━━━━━

★　超速スキャルピングで稼ぐ

━━━━━━━━━━━━━◇

 
超速スキャルピングとは何の話かと言うと、

ＦＸ（外為トレード）フォーリン・エクスチェンジの話です。

 
やった経験のない人には危険極まりないものという認識しかないかもしれません。

 
そして、確かに基礎もない者が取り組むと、

それは危険極まりないです。

 
外為というと、

通常ドルと円を旅行に行く時に銀行へ行って換金する時くらいしか

必要としないかもしれません。

 
ちょっと余裕がある人で、外為預金をするという程度だろうと思いますが、

あれもブル・ベアの設定を間違えると利息がつかず、逆にマイナスです。

 
長期投資の気があるなら、私は逆にＦＸをお勧めします。

手数料もないに等しいし、

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


利益が出てるぞと思えばその場ですぐに 利益を手元に持ってこれます。
 
銀行へわざわざ行くこともありません。

 
ＦＸもレバレッジを効かせなければ、

銀行の外為預金と変わりありません。

 
違うのは手数料が格段に安いことです。

 
１ドルあたり、３銭（0.03円）です。
 
ドル円を１万ドルトレードしたとします。

 
ドル円は大体１日で３,０００円から５,０００円（１万ドルで）程度は動きます。
（pipsは、証券会社によって単位が一桁違うことがあります）
 
これを１０万円の資金でやる場合と１００万円の資金でやる場合では

変動に対する資金的な体力に大きな差がでますね。

 
１万ドルを１００万円ならば、ずっと持ちっぱなしでも何の問題もありません。

 
ロング（買いポジション）ならば、金利が付いてきますので、

損する確率は さらに下がります。
 
初心者は、最初は低い資金でやった方が間違いがありません。

 
あるいは、デモ口座で練習トレードを数ヶ月みっちりやってから

という段取りが 一番確かです。
 
ＧＭＯクリック証券でデモ口座が持てます。

（私がここで外為ＯＰをやってます）

 
この証券会社は総合証券会社なので、

外為ＯＰも株も先物も扱うので

 
どうせ口座を持つならこの証券会社がベターではないでしょうか。

 



・すぐに口座を持つなら

http://url.ayc7.biz/go/gmo01.html
 
・ＦＸネオのデモ口座を持つなら

https://www.click-sec.com/corp/guide/fx/demo/
 
一定の知識と経験を積んだら、次に本格的トレードに入って下さい。

順番を間違えると、大事な資金がすぐになくなってしまいます。

 
◇◆━━　【広　告】　━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 
 
★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
 
超速決済ノウハウの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

 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

http://url.ayc7.biz/go/gmo01.html
https://www.click-sec.com/corp/guide/fx/demo/
http://url.ayc7.biz/go/f01.html


動画で生活費が稼げる

◇◆━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

 
 
正統派youtuberとして生活費を稼ぎたい！
そんな人のためのマニュアルがたったの

¥２,９７０で手に入ります。
 
 
http://url.ayc7.biz/go/yt01.html
 
中学生がYouTubeで２４万円／月を稼ぎだした秘密を
この価格でゲットできます。

（※注意！　；１００％稼げる、というモノではありません。）

 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

 
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。

 
動画には、作り方と宣伝のノウハウとありますが、

今日は 宣伝ノウハウのホンの一部を掲載します。
 
◇━━━━━━━━━━━━

★　動画で生活費が稼げる

━━━━━━━━━━━━━◇

 
YouTubeで稼ぐというと、
アフィリエイトかGoogleの広告の２種類が基本。
と思っている人、それは考えが甘い！　

 
まだあります。

視聴者ファンディングというサービス。

 
人によっては乞食機能と揶揄される人もいますが、

人に胸を張って 見せられる動画を作っているのなら、

http://url.ayc7.biz/go/yt01.html


立派なサービス提供です。

 
しかも宣伝までやってくれて無料で利用できますから、

これを使わない手はない。

 
動画に限らず、どんなものも宣伝して一人でも多くの人に見てもらわないと

１円にもなりませんので、意識して宣伝するには？

と常に考えておく必要が あります。
 
まず、動画には　「共有」　というのがありますが、

アレは最低でも半分以上は

自分で共有させましょう。

 
他に自分が持っているブログ、

特に ヤフーブログとかアメブロ、ソーネットなどは確実に共有させます。
 
２つ目は、ツイッターのアカウントを持っていると思いますが、

Twitterで ハッシュタグ「#eizosuisen」 を付けて自分の動画URLをつぶやくだけです。
 
または、ヤフーのこちらのページ

 
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/71444/p/613
 
から、

「ご意見・ご要望フォーム」

という上から２行目の箇所をクリックして 申請を出して下さい。
 
胸を張って出せる映像であれば、

ヤフーが真面目に審査してくれます。

 
そうすると、

ヤフーのＴＯＰ画面の「映像トピックス」に出てくるようになります。

 
３つ目は 日本、アメリカ、オーストラリア、メキシコの４カ国でスタートされた
「ファンディング」という上でチラッと書いたサービス。

 
クリエイター応援サービスと云った方が正しいような気がしますが、

http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/71444/p/613


投げ銭サービスで、寄付を受け付けるサービスです。

 
ITメディアニュースでも掲載されてました。こちら。
 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1409/02/news092.html
 
また、お金のもらい方はアドセンスなどの広告表示をしていれば、

すでに 受取口座の設定は終わっていると思うので、
YouTubeとGoogleを連動して お使いください。
そうでなければ、申請が必要となります。

 
最近はGoogleアカウントを複数持って、
使い分ける人は結構いると思います。

 
私もそうです。たまに間違えて使って、

「不審なアクセスがあって、一時凍結・・・」

だなんて、やられて焦ることもあります（笑） 。
 
スマホを複数持っている人は特に気をつけて下さい。

やりやすい間違いなので。

 
４つ目は、 ファンファインダーというYouTubeのサービスを使います。
 
YouTubeが私達の作った動画を無料で宣伝してくれるサービスです。
 
よく、動画の初めに広告が流れてきますが、アレですね。

 
短い広告で引きつけて、本編動画へと誘導するサービス。

ファンファインダーについては、

こちら

 
https://www.youtube.com/yt/fanfinder/ja/
 
宣伝については、常に新しい方法を模索しましょう。

今は色々な方法が次々に出てきます。

 
◇◆━━　【　広　告　】　━━━━━━━━━━━━━◇◆☆

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1409/02/news092.html
https://www.youtube.com/yt/fanfinder/ja/


★　YouTube　＋　α！　★

基礎から、次のステップへ飛躍する人はこちら！

 
 
http://url.ayc7.biz/go/hm01.html
 
 
神話プログラムはここからスタート！

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

http://url.ayc7.biz/go/hm01.html


ＦＸはギャンブルではない！

◇◆━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

★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/fx.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はギャンブルではない！

━━━━━━━━━━━━━◇

 
前々回のメルマガでもＦＸの話を出しましたが、

今回は 一歩踏み込んだ記事を書きます。
 
ＦＸで生活費を稼ぐために必要な基礎、

というか根本的な 心の構えというものについてです。
 
---------------------
◆　為替相場は時間帯で反応が違う

---------------------
 
 
ＦＸの動き方は、移動平均線の基本を理解していれば、

そんなにアレコレと 気にしないでも分かってくるんですが、
そうは言っても、これで破産する人も 少なくないと聞きます。
 
大雑把にでも、知っておくのと知らないのとでは、

結果に天地の開きがでます。

 

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


---------------------
◆　アジア時間と欧米時間

---------------------
 
アジア市場が開く前に、オセアニアが真っ先に開きます。

正確には、 ウェリントン市場からスタートします。
 
しばらくしてシドニー市場が開き、

続いて東京市場がオープンするという順です。

 
そしてその後に、アジア各国が来て、

ロシアや中東と続き４時を過ぎて欧州が始まります。

 
ＦＸに限らず、市場参加している人数が多ければ多いほど、

市場は「右へ倣え！」する傾向が強くなります。

 
まただから一度トレンドが発生した場合の

その力は凄まじいものがある、という理屈ですね。

 
世界中で市場に参加している訳ですが、

プロの投資家は様子見しかしてない時が あります。
 
自動売買だけが動いているような時ですが、

そういう時に 意味もなくポジションを持ってしまうのが、
素人投機家です。

 
時間帯によって、

トレードする通貨ペアには気を使う必要があるのですが、

基本はストレート通過がもっとも分かり易いです。

 
クロス通過は、真ん中にドルがあって、

両端にそれぞれの通貨が来るので

変動に影響するのは２種類ですね。

 
理解に苦しむ動きを示すのは、クロス通過の特徴とも言えます。

 
初心者は、または安全に投資したいのなら、



日本人は　ドル／¥に絞りましょう。

それも、９時から１４時で締めきってください。

 
そうでなければ、レバレッジを１倍近くにして、

銀行トレードに徹してください。

１４時と書きましたが、日本の機関投資家が１４時３０分を過ぎたあたりから

ポジション整理を始めるみたいで、

大きく動き出します。

 
チャートや指数などがよく分からない人は、

深追いしないようにしてください。

それで、１４時でやめてください、という注意です。

 
夜間は、機関投機家の国が変わります。

しっかり基本を学べば、生活が安定します。

 
わずかな授業料をケチればそれは破産の道を進むことになる。

 
 
５万円ケチって、１,０００万円失くしますか？
５万円使って１億円稼ぎますか？

 
選ぶのはあなたです。 最高の人生を歩んで下さい。
 
◇◆━━　【広　告】　━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 
★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/fx.html
 
超速決済ノウハウの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

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


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

 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



Google AdSenseは初心者にこそ最適

◇◆━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆

 
☆ 【広　告】あと１２本で終了！！
【トレンド・ストライクFX】
6年連続で8,000pips 以上！驚きの実績！
 
個人トレーダーをカモしているヘッジファン ドの手法を乗っ取り、
”悪魔のように”相場か ら利益を奪い取る！【トレストFX】
 
 
http://tinyurl.com/oopybod
 
今、人気急上昇中！　

 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

 
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。

 
◇━━━━━━━━━━━━

★　Google AdSenseは初心者にこそ最適
━━━━━━━━━━━━━◇

 
アフィリエイトには色々種類がある、

とこれまで何度も書いてきましたが、

その内の一つにグーグルアドセンスがあります。

 
ＡＳＰには、

ａ８とかアクセストレードとかアフィリエイトＢとか色々あります。

 
アフィリエイトするには、商品種類を揃えていく必要があるので、

塾などに入ると 一通りＡＳＰに入りなさい、
と教えてくれます。

 
あとは、ブログに応じて商品を記事にして宣伝していく訳ですが、

http://tinyurl.com/oopybod


「一ブログ一商品」　という形式でブログを作るので、

大量のブログが発生します。

 
そして、それを定期メンテする訳ですが、

大変とかいうレベルを超えます。

 
うっとおしいこと、この上ない！　（＾＿＾；

私も当初、メンドイのを辛抱してやってましたが

アフィリエイトブログだらけが 産んだ荒んだ　「ゴミネット」　に嫌気がさしたのですが、
その頃にGoogleの例の アップデートが現れまして、
きれいに潰れました（笑）。

 
 
遅かれ早かれダメになる兆候がその頃からあったようです。

 
今では、自分が作り上げたブログの管理データがどっかにいってしまい、

整理しようにもできなくなってしまいましたので、諦めるのは早かった。

 
やり直すしかない。

 
そこで、それまでまじめに取り組んだことのない

Google AdSenseを勉強してみようと 思い、
色々と試行錯誤を繰り返しながら今に至ります。

 
スマホが一世風靡しだしたのは２０１０年ちょっと前あたりからですが、

スマホに目を向けだした人が先に稼ぎだしました。

 
今ではパソコンは使わなくなった、

という人が増えてきています。

 
私の友人にもそういうのが存在します。

５０才台に入っているのに・・・老眼は大丈夫か？・・・（笑）

 
---------------------
◆　基本的な取り組み方

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



グーグルアドセンスは使い方を間違えると、

アカウント停止になるばかりでなく、

再度アドセンス用アカウントを申請しても取得できなくなることがあるので、

規約はしっかり読んで下さい。

 
詐欺的な使い方、

アダルト系、「クリックしてサイト運営維持にご協力を」とか

そういうのは一発でアウトですので、やめましょう。

 
基本的は、真面目なコンテンツに貼り付けるのがアドセンス広告です。

YouTubeにも貼り付けられます。
 
ブログには当然貼り付けますが、

このブログへの貼り付け方をまともに やっている人は少数のようです。
 
デザインを意識しないといけないブログとかサイトでなければ、

とにかくアドセンスを意識して貼った方が賢いと思いますが、

 
スマホで、最近はネットを見る時代に入ってますので、

そのスマホを 睨んだ展開をしないといけません。
とにかくページビューが「いのち」です。

 
このページビューが、一概には言えませんが

計算の目安として

 
１万ＰＶでおおよそ、２,０００円から４,０００円程度の収入です。
上記はページビューの場合です。

 
他にクリックがあった場合は、別収入が生まれます。

Googleのアドセンスは記事別、読者別に表示させる広告を変えますので、
こちらはコンテンツ記事に神経を集中させていればＯＫです。

 
---------------------
◆　貼り方は？

---------------------
 
貼るための基本はGoogleのこのページ



 
 
https://support.google.com/adsense/answer/17957?hl=ja
 
が基本ですが、Googleのこの説明では多分分かり難いと思うので、
分かりやすくまとめているサイトがあったので、そちらにリンクしておきます。

 
私は、レポートでまとめてありますが、ここでの紹介は控えます。

（中途半端な説明なので）

ちょっと長ったらしい記事ブログですが、必要最低限の記事を読めますので

初心者さんには大変参考になると思います。

 
これ

http://wp-d.org/2013/02/05/2428/
１万ＰＶで３,０００円だとしたら、１ヶ月で９０,０００円ですね。
 
生活に必要な資金というと、これの３倍はないとキツイ。

 
これでわかると思いますが、

書き上げた記事数と記事の露出回数（宣伝回数）が

重要な意味を持ってきます。

 
アドセンス広告タグは、

ブログやサイトを作るときに、 自動で埋め込む設定にしておきます。
記事を書くたびに広告タグを入れるだんて煩わしいことをやっていると、

コンテンツ記事が乱れてきます。

 
記事を書く際はコンテンツ内容に集中します。

 
ここらのハウツーは、書いている人が見つからなかったので、

多分、教材にして売りに出しているんではないかと思いますが、

面倒でなければ、記事を書くたびに広告タグを入れる手間を惜しまない。

 
ワードプレスは、クイックアドセンスというプラグインを使います。

 
ｓｅｅｓａａとかｆｃ２などは、ｈｔｍｌタグに埋め込みます。

タグが読み取れない人は、教わるしかありません。

https://support.google.com/adsense/answer/17957?hl=ja
http://wp-d.org/2013/02/05/2428/


 
Sonetブログも同様で、ｈｔｍｌ内に埋め込みます。
 
そして、どうやって記事を露出するか。

 
 
ツイッター使ったり、ＳＮＳ使ったり、メルマガ使ったりするのですが、

これらも書き上げて、「公開」させたその瞬間に全部へ向けて発信するように

設定します。

 
他にもありますが、今回はここまでとします。

一月も頑張れば、１０万ＰＶサイトの基板はできるでしょう。

 
少々キツイかもしれませんが、確実なやり方です。

今回は、ここまでとします。

 
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。

 
 



セミナー動画を無料ツールで作る

◇◆━━━━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

 
 
★　YouTube　＋　α！　★

基礎から、次のステップへ飛躍する人はこちら！

 
 
http://url.ayc7.biz/go/hm01.html
 
 
神話プログラムはここからスタート！

 
 
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

 
 
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。

 
 
◇━━━━━━━━━━━━

★　セミナー動画を無料ツールで作る

━━━━━━━━━━━━━◇

 
 
セミナー動画にも作り方は色々ありますが、

今回はその内の一つを 説明します。
 
無料オフィスソフトと無料キャプチャーソフトの組み合わせで作る方法です。

 
マイクロソフトのオフィスソフト２０１０以降のパワーポイントを使っていれば

動画保存ができるので、なんの苦労もありません。

 
しかし、似たものソフトということで

無料のオフィスソフトを使われる人は かなりいます。

http://url.ayc7.biz/go/hm01.html


 
今回は、

「LibreOffice」　と　「CamStudio」を紹介します。
 
まず　「LibreOffice」　はこちらからＤＬ可能です。
http://freesoft-100.com/review/libreoffice.php
 
そして、画面での動きを動画保存するソフト、

「CamStudio」　はこちらからＤＬできます。
http://www.gigafree.net/media/recording/camstudio.html
 
これは英語ですが日本語化パッチがあります。

詳しくは上記サイトをご覧ください。

ＤＬサイトは　

 
http://tiltstr.seesaa.net/category/8526616-1.html
 
---------------------
◆　作り方

---------------------
まず、「LibreOffice」のプレゼンテーションソフトでスライド・ファイルを作ります。
作ったら自分の意思通りに動くかを確認します。

 
確認できましたら、次に 「CamStudio」を立ち上げて、
録画体制に入って下さい。

 
スライドファイルを表示させながら、

自分の声を入れていくのですが

同時に「CamStudio」で録画をしていきます。
 
これだけでＯＫです。

注意； 「CamStudio」の初期設定はしっかりやってください。
音声入力の設定がＯＮになっていることを確認してください。

 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://freesoft-100.com/review/libreoffice.php
http://www.gigafree.net/media/recording/camstudio.html
http://tiltstr.seesaa.net/category/8526616-1.html


更新不要のアフィリエイトブログを作る

◇◆━━━━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆

 
☆ 物販アフィリを本格的に学びたい人のためのまじめな教材。
 
 【　ＬＵＲＥＡ　】
  
詳しくは編集後書にて。

 
 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
 
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。

 
◇━━━━━━━━━━━━

★　更新不要のアフィリエイトブログを作る

━━━━━━━━━━━━━◇

 
物販アフィリには、色々なＡＳＰがあります。

・楽天 ・アマゾン
・Yahoo Shop
・バリューコマース

他、ありますがアフィリエイトリンクがたまに切れていることがあります。

 
あれは、長期間放ったらかしになっているブログ（サイト）である証拠です。

そういうことがあるので、メンテナンスが必要となってくるのですが、

 
物販アフィリをやる人は大量のブログを作ってますから、

一口にメンテナンスと言っても 大変さの規模が桁違いです（笑）。
 
そこで、メンテfreeで済むａｐｉからデータを持ってくるサイトが重宝する。
 
色々と種類がありますが、

無料で使えて、かつ、しっかりした作りのもの。

 
ということで、ワードプレスの公式プラグインで、



「cs-shop」というのが あるのですが、
これ素晴らしいです。

 
私のしょぼいブログをサンプルとして紹介すると、

 
http://album.ai-photec.jp/kyoto-arashiyama-121.html
 
に、「京都嵐山、その後の渡月橋（京都嵐山のお土産品）」 というタイトルで
記事アップさせているのですが、

動画の下にお土産アフィリ記事を入れてます。

 
「京都嵐山のお土産」 というキーワードで拾ったアフィリ記事ですが、
更新不要です。

 
これはYahoo!から拾ったものですが、
他に楽天でもバリューコマースでも アマゾンでもリンクシェアも使えます。
 
この「cs-shop」に関する記事は、簡単ですがこちらに書いておきました。
 
このプラグインを作った人のサイトにリンクを貼っておきました。

 
 
http://www.ai-photec.jp/cs-shop-919.html
 
 
上記URLをクリックすると、 最初に、cs-shopに関しての簡単な記事と、
「メディキュット」をキーワードに こういうものを拾いました、
というサンプルとしてのアフィリが掲載されています。

（購入できるＳＨＯＰへ行けるまともなアフィリコードを入れてます）

 
◇◆━━　編集後記　━━━━━━━━━━━━━◇◆

 
☆ ＬＵＲＥＡ（ルレア）という教材は３人の人が
協力し合って作られた教材です。

独学でアフィリエイトを進めたい人にも、

無理なく 勉強できるようになっています。
 

http://album.ai-photec.jp/kyoto-arashiyama-121.html
http://www.ai-photec.jp/cs-shop-919.html


無理して塾へ入ることもありません。

この教材の購入者だけが使える専用の相談ブログがあって、

そこでかなり丁寧な対応でこちらの「？」に対応してくれます。

 
http://url.ayc7.biz/go/lurea.html
 
また、３人のうち、マメボーさんが発行してくれるメルマガが

大変役に立ちます。

 
このメルマガだけでもかなり重宝します。

 
ここまでやるから、マメボーさんたちは結果を出せるんだな。

信頼されるだけのことをやっているから、

「買うならこの人から・・・」 と思ってもらえるんだよな、
 
とプラスαを同時に学ばせてもらいました。

 
ラクしてお手軽に、というのを希望されている人には不向きの教材です。

まともに一から出発してゴールしたい、という方のための教材です。

 
http://url.ayc7.biz/go/lurea.html
 
最高の結果を出して、是非とも笑って下さい。

 

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


超速決済のＦＸ手法

◇◆━━━━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆

☆ 資産形成としての「ＦＸ」技術！
確かな基礎と実践力を学べば、

「億」の資産が現実のものになる。

続きは、編集後記にて

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

 
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。

 
◇━━━━━━━━━━━━

★　超速決済のＦＸ手法

━━━━━━━━━━━━━◇

 
超速決済のＦＸの話の前に、余談に少々お付き合いください、

 
アフィリエイトで稼ぐというのは、結構大変です。

 
結果を出せる人と全く出せない人とでます。

 
出せない人は、買い手の都合を全く無視しているか、

検索エンジンの都合を無視している、のいずれかが原因で

そうなってしまうのですが、 いずれにしても大変なことに変わりはない。
 
それに対して「投資で稼ぐ」はどうでしょうか？

 
株でも、ＣＦＤでも先物でも信用取引でも外為ＯＰでも、

今流行のバイナリーオプションでもなんでもいいのですが、

 
簡単でしょうか？

 
実際、稼いでいる人がいるのは確かです。

難しさという点から判断した場合、

 
投資というのは難しいというよりは 「危険」というイメージが付きまといます。



 
この世界には、 「投資」という言葉と「投機」という言葉の二つがあります。
 
簡単に言ってしまえば、

 
投資は「安全」、または「ローリスク」

投機は「危険」、または「ハイリスク」 です。
 
個人で凄まじい資産をお持ちの「孫正義」さんは、結果論かもしれませんが

投資によるものです。

ご自分の会社への投資、という形ですよね。

 
楽天の三木谷社長も、インターネットが出回るようになってから頭角を表した方ですが、

この方も「投資」。

 
対して、頭はいいし、稼ぐ力も持っているはずなのに、

違う結果を出してしまった 「ホリエモン」さんはどうでしたでしょう？
 
 
ここで書いているのは、私の個人的な勝手な解釈で書いています。

予め、ご了承の上、これをお読みください。

 
 
投資と投機の使い分けと住み分けを間違えなければ、

結果は出るものだと 私は強く信じています。
 
お金！お金！何が何でもお金！というお金一辺倒の意識でいる。

または、お金を通してその向こうに素晴らしい未来を見ている。

 
その意識の差が、結果の差になっているように思えて仕方ありません。

ここらは、「ミリオネア・マインド」にも出てきますので、

一度ご覧になってみてください。

 
それを踏まえた上で、ＦＸの話に入ります。

 
---------------------
◆　忙しいビジネスマンに向いているのは「超速スキャルピング」



---------------------
 
ＦＸは、一般的なやり方のトレードだと、

 
・スキャルピング

・デイトレード

・スイングトレード

・ポジショントレード

とあります。

 
これとは別に、

１分から１５分で決済させてしまう、

超速トレードが 「超速スキャルピング」です。
 
一回あたりの稼ぐ量は少額ですが、損するリスクは低くなります。

ただし、正しいノウハウを持ってやれば、という前提です。

 
１分から１５分で決済させるから、

チェックするチャートも１５分以内のもの、

という見方をする人が多いかもしれません。

 
それは違います。 詳しく書くと教材レベルになるので省略して書きますが、
チェックするチャートは複数を見ます。

方向感を確認する必要があるからです。

 
タイミングを見るというのもありますが、

それ以上に方向感（トレンド方向）を 知らずにタイミングだけ見たって、
マイナスだらけになります。

 
ここらの基礎と実践ノウハウを習得すれば、

会社をいつやめても、 生活費に困ることはなくなります。
 
大切な家族をお持ちなら、尚更本物の技術を持たないと危険です。

 
---------------------
◆　基礎、そして実践ノウハウ

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



 
家とかの建築物もそうですが、

軟弱地盤の上にどんなに立派な構造物を乗せても、

すぐに倒壊してしまいます。

 
それと同じことで、

何の基礎もない人間がいきなり 「稼げます」という教材を購入したところで
それは無理があります。

 
最初は本屋で売っている初歩的な本で結構です。

「ＦＸとはなんぞや？」 が理解できるものであれば、
まずそれで勉強して

 
それからＦＸ証券会社などで、

実弾（現金）を使うトレードではなく 「デモ口座」をまず作り、
 
それでトレードのノウハウではなくて

ハウツーを学びます。

 
教材の購入は、このタイミングで買うのが望ましいと思います。

 
スクール形式で、０から１、２ステップと全くの初心者さんを教えるところがあれば、

そこで学ぶのもいいかもしれませんが、生憎とそのようなスクールを 私は知りません。
 
デモ口座は、「ＧＭＯクリック証券会社」で持てます。

 
こちら。

http://url.ayc7.biz/go/gmo01.html
 
ステップは正しく踏襲して前に進んでください。

 
◇◆━━　編集後記　━━━━━━━━━━━━━◇◆

 
☆ 私は超速スキャルピング専門に案内を出しています。
私が結果を出すようになったのは、

「ＦＸ-ＪＩＮ」さんの 教材を手に入れてからの話です。
 

http://url.ayc7.biz/go/gmo01.html


ですので、本来ならばＪＩＮさんの系統の教材を勧めるのが

正解かと思いますが、

 
数分で決済させるノウハウをお持ちの

金融雑誌に頻繁に顔を出す「為替鬼」さんが、

忙しいビジネスマンに もっとも適している、
という判断の下に為替鬼さんから出ている

「超速スキャルピング」　だけを紹介させてもらっています。

 
http://url.ayc7.biz/go/fx.html
 
とりあえず、実践のトレードで稼いだ、 そういう経験を持ってください。
それから、ＦＸ−ＪＩＮさんの系統の教材にも手を出してください。
 
いきなり、あれこれと手にすると結果として

収益「０」ということになりかねません。

 
まずは、結果その（一）を手中に収めましょう。

 

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