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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の

AdobeReaderをダウンロードしてください。（無料） 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

このレポートの著作権は合同会社 RYUSHINに属します。 

著作権者の許可なく、このレポート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。 

このレポート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。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は

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

に基づき損害賠償請求を行う等、民事・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。 

このレポートに書かれた情報は、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。 

このレポート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、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

このレポート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、著者・パートナ

ー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

http://get.adobe.com/jp/reader/
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 はじめまして！ 

即金ビジネス塾 塾長の橋詰です。 

       

 ご案内を見て頂きまして、ありがとうございます！ 
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 この手紙をご覧になられているあなたは、 

  「インターネットを使って大金を稼ぐこと」 

  に少なからず興味をお持ちであると思います。 

 

  私も当初は、インターネットビジネスで大金を 

  稼げると知り、 

  流行していた様々なノウハウを試しました。 

 

  ただ、私にはどれも難しかったり 

  実現不可能であったりと、パソコン初心者には無理で 

  挫折を繰り返しては悩んでいました。 

 

  しかしながら、何十回という挫折を繰り返す過程で 

  私はネットで圧倒的に稼いでいる 

  人の共通点を見つけ、 
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「失敗しようがない法則」を見出すことができました。 

 

 

その法則を取り入れた、 

  「あるアフィリエイト手法」を取り入れた結果・・ 

 

  今、私は毎日１時間 大好きなカフェで 

  コーヒを飲みながら、 

  YOUTUBE の音楽を BGM にして、 

  ノートパソコンをかるく触るだけで 

    

   

  安定して毎月 300 万円以上を 

  稼ぐことができるようになっています。 

 

  ※※参考までにご覧下さい。 
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  このノウハウを教えている開発者の報酬です。 

    

アフィリエイトで業界大手の INFOTOP さんの 

  アフィリエイターランキングをご紹介します。 
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  このノウハウを実践するまでは、 

  まさか自分がパソコンだけで 

  本当に３００万円という給料を 

  毎月稼ぎだせるとは、 

  夢にも思いませんでした。 

 

   

  

あなたは「アフィリエイト」と聞いて、 

  どのようなことを思いますか？ 

 

  な～んだ！そんなの知っているよ、とか・・ 

  アフィリエイトって難しい、 

  簡単に稼げないのでは・・ 

 

  と、いったことを思われるかもしれません。 
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  毎日１時間パソコンを触るだけで 

  月給３００万円ということを話すとあなたは・・ 

 

  私が特別な才能やパソコンスキルを 

  持っていたからだ！！と・・ 

  

もしかしたら他人事のように 

  思われるかもしれません。 

 

  しかし、私は高校卒業で学歴もなく  

  パソコンスキルも全くなかった 

  インターネットに関しては本当に素人でした。 

  そんな私が、インターネットを使って今のように 

  大金を稼ぐことができたのも 

  今私達が取り入れているアフィリエイト方法によるも  

のです。 
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確かに、インターネットに関して 

  全く知識がなかった私も 

  始めはとても難しいものだと思っていました。 

 

   

しかし、実際に取り組んでみると 

  世間一般で言われているほど、 

  難しいものではありませんでした。 

 

  あるポイントだけをきちんと取り組み、 

  実践さえすれば とても簡単なものでした。 
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  私と同じ方法を教えた知人も 

  同じく素人から 3 ヶ月程度で 

  月収 100 万円を突破しています。 

 

そして、お金のことを心配しなくてもよい自由で 

  ストレスフリーな生活を 

  送るようになっています。 
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この手法を後世にも広めたいと思い、 

  先立って塾形式で募集して一足先に卒業された 

  方々の結果をお伝えします。 

 

   

 

下記は当塾と同じ 

  アフィリエイトの手法を 

  取り入れて実践されている塾生さんの実績の一例です！！  

 

  今でも報酬は増え続けています。（INFOTOP 一例） 
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まだまだ続きます。 
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 皆さん稼いでいます。  

 今はマイナンバー制度で収入は税務署にバレますから 

 皆さん正直に雑所得として申告しています 
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  いかがでしょうか？ 

 

  あなたもこのアフィリエイトノウハウを 

  実践して頂ければ、 

  月収 100 万円以上は十分可能です！ 

 

  他のどんなビジネスよりも確実性と 

  収益性の高いものである断言できます！ 
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 もしあなたが PC の使い方すら分からない、 

  本当の初心者の方であったとしても 

  問題ありません。私も最初はそうでしたから。 

 

  誠意を持って、当塾にお申し込み頂き、 

  私が提唱するアフィリエイトノウハウを 

  実践して下さい。 
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  そうすれば、毎月１００万円という金額を 

  安定して稼ぐことも十分可能です！ 

 

 

  しかも、今なら先着 70 名限定という限られた人数ではあ

りますが、 

完全無料にてあなたへ 

全てお伝えさせて頂きます。 

 

もちろん、あなたが１人で稼げる力を身につけられるまで徹底

的に、なおかつ無期限でサポートします！ 
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徹底的にあなたをサポートして 

  稼げる力がつくように 

私が最後まであなたをコンサルします。 

    

  あなたもこの無料塾に入って以下にご紹介する、 

  【当塾限定のアフィリエイト手法】を今からすぐに 

  実践して頂き効果を体感して頂きたいと思います。 

   

  今あなたが、このアフィリエイトノウハウを 

  実践することにより、他のどの方法より、 
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  最短最速でインターネットで大金を稼ぎ出せることを 

  保証致します。 

  それが「即金ビジネス塾」なんです。 

   

  どうしてパソコン素人であっても 

  アフィリエイトで稼ぐことができるのか？ 

 

  その答えとカラクリを知ったあなたは、 

   

そうか！ 

インターネットで稼ぐとはこういうことだったのか！ 

  と両手を叩き、立ち上がり興奮することでしょう。 
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  私と塾生様が 

  もれなく成果を出している「あるノウハウ」を 

  全て情報は無料にてあなたへ最後までお伝えさせて 

頂きます。  

 

  このノウハウは９９，９％の人が 

  気がついていません。 
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既存の常識と概念を根底から覆す 

  「次世代型アフィリエイトノウハウ」です。 

   

  この次世代のアフィリエイトノウハウを 

  マニュアル化したものを 

  あなたへ無料でお伝えします！ 

 

  マニュアルは以下のようになってます。 
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  マニュアルは全部で「１０冊」となっています。 

 

  今、私が日々の収入を得ている 

  「次世代の稼ぎ方」を 

  図解、イラストを多用して分かりやすく解説をしています。 

 

  あなたが稼げるまでサポートしながら 

あなたにお教えします 。 

      

  既に当塾の全てのカリキュラムを終え 

  次世代のアフィリエイトでの稼ぎ方を学んだ 

  先輩も確実に結果をどんどんと出しています！ 
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  もちろん、確実にお金を稼ぎ出す方法を 

  無料タダで教えるなんて、 

  あなたはもしかして相当怪しいぞ‥･ 

  と、思うかもしれませんが、事実です！！ 

 

  最初は稼げなかった私がメンターからの教えで稼げた 

  仕組みを、あなたに同じ方法で教えています。 
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本当にコンスタントに稼いでいけるノウハウですから、 

  ２０万円、３０万円と結構な値段を付けて販売しても、 

  十分に商売になるとは思います。 

 

  

  

70 名限定ではありますがこの確実に稼げる 

  ノウハウを無料で提供しようと決定するには、 

  相応の理由があるのです‥･ 
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私は、アフェリエイトを始めてから実際に 

  稼げるようになる半年の間、 暗中模索していく中で、 

  私も多数の即金系の 

「怪しいお金儲け情報」に引っかかりました。 

 

パソコン初心者の情報弱者は狙われるのです。 

稼げる系の話に飛びつくのですね。私のように・・ 
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  断腸の思いで高額な商材に期待を込めて、 

  いや将来を託して身を委ねたのに、 

  その内容とはまず稼ぐことの出来ないような、 

  ふざけたものばかりでした。 

 

  騙されても涙も出ないほど、笑えない時期も有りました。 

  悔しくて情けなくなることもありました。 
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 私が騙されて支払った 

  即金系の怪しいお金儲け情報の金額を、 

  恥を忍んで申し上げますと‥･‥･‥･ 

 

  ２００万円以上を FX やクリックだけで稼げる・・ 

  という情報に使ってしまいました。  

 

  当時の心境たるや、もう‥･。言葉では言い表せないほど、 

  心の中は渦を巻いていました。 

 

  ここまで読んでくださっているあなたなら、 

  共感できる部分もあるかと思います。 

 

  相談メールには悲惨極まりない内容がたくさん書いてあり   

  それを読んでいると、とても悲しく、 

  当時の辛い思いが蘇ってくるのです‥ 
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自分自身の過去の経験と、 

  同じような思いをされているたくさんの方を見ている中で、 

  ”本当に稼げる方法””初心者でも稼げると言う事”を教え 

  後継者を育てる 

  『育成』に力を入れてみたい 

という思いが強くなってきました。  
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この塾であなたも真の稼ぐ力を身につけた起業家になって

頂き、私と共に稼ぐ喜びを分かち合い、切磋琢磨していける

仲間が一人でも多く育っていけば私としても嬉しく思いま

す。 

 

・・と前置きが長くなってしまいましたが、 

 

今回私が独自に編み出した稼ぐ方法を 

  

『無料で最後まで教える前代未聞』 

の塾の開講と相成った訳 です。 

 

   この塾は私が一人で運営していきますので、 

当然ながら手が足りません。 
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ですが、出来るだけたくさんの人を 

  確実に稼げるように導いて差し上げたい‥･！ 

 

  そのような理由のため、 

   

先着７0 名限定 

 

という制限を付けねばなりませんでした。 

 

 

  これ以上増やすとサポートに手が 

  回らないといった自体も予想されますので‥･ 

 

 

   



【即金ビジネス塾】実現させよう！月収１００万円！！ 

32 

Copyright (C) 即金ビジネス塾. All Rights Reserved 

  即金ビジネス塾でしか知り得ない 

  手法を解説した 

 

  マニュアル一式 

    

  当アフィリエイト塾 毎日配信  

  通信講座メールマガジン、 

 

  メールサポートを 

 

  無料で徹底的に活用していただけます。 

 

  基本的には私の方から 

  毎日通信講座をあなたへお送りします。 

  マニュアルも随時進度を見ながらお送りします。 
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まずご入塾をして頂きますと、 

  「あなたの為になる情報」を 

  配付します。 

 

   

 

 

 これは私がアフェリエイトを始めた 

 当初から実践をしているものです。 
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初心者、経験者問わず役たつものであると確信をしています。 

あなたも、ネット上で稼ぐという感覚を味わい、 

モチベーションを挙げてとことん稼いでいきましょう！ 

 

 次に 

 「当アフィリエイト塾 公式ガイドブック」 

 をあなたへ配付をします。 

 

 このガイドブックは私が絶望の縁から立ち直し、  

 既存のアフィリエイターを 

 一気に抜き去り稼ぐことができたのか、 

 私の体験を踏まえてその秘密をお伝えします。 

 

 その後 通信講座で 

 即金ビジネス塾 

 

 マニュアル第１弾 
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  マニュアル第２弾 

 

  マニュアル第３弾 

 

  マニュアル第４弾 

 

  マニュアル第５弾 

 

  マニュアル第６弾 

 

  マニュアル第７弾 

 

  マニュアル第８弾 

 

  マニュアル第９弾 

 

  マニュアル第１０弾 

 



【即金ビジネス塾】実現させよう！月収１００万円！！ 

36 

Copyright (C) 即金ビジネス塾. All Rights Reserved 

  ・・・・ 

 

  と随時あなたへ配付させて頂きます。 

 

   

 

詳しいマニュアル配付內容は 

  ご入塾して頂いた後すぐに配付をします、 

  公式ガイドブックにて記載をしています。 

 

  マニュアルは図解やイラストを多用して 

  初心者の方でも分かりやすく解説をしています。 

 

  もし分からない箇所があっても 

その都度サポートをします。 
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また追加でマニュアルや動画解説などを 

  配付して 

  最後までノウハウを確実に取得して頂ける体制 

にしています。 

 

 

 

あなたが当塾に入られますと、 

  以下の"7 つの豪華特典"を 

  手にして頂けます。 

 

 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSeqlak
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＜豪華特典１＞ 

誰でも最短で月収１００万円へ 

マニュアル一式プレゼント！ 
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＜豪華特典２，３＞  

無期限メールサポート 

原則２４時間以内音速サポート 
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＜豪華特典４，５＞ 

  収入を加速させる秘密のリーサルウェポン！！ 

あなたのパソコンを「稼ぐマシーン」に変えます！ 
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＜豪華特典６，７＞ 

動画徹底解説！！ 

通信講座受講権利！ 
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  只今お申込みをして頂きましたあなたへ特別な 

  プレゼントを３つ差し上げます！ 

 

  

 

 

   

  ＜＜特別なプレゼント１つ目＞＞ 

 

  「圧倒的に稼ぐ奥義書」＜心＞編 

 

  をプレゼントします！ 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSeqlak
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  これはやればすぐにでも効果を実感し、 

  今までの自分とは代わり 

  あなたは、明日からやる気と集中力に満ちあふれて 

  全てのことに前向きに取り組むことができます。 

 

 

  ＜＜特別なプレゼント２つ目＞＞ 

  

  「圧倒的に稼ぐ奥義書」＜技＞編 

 

  をプレゼントします！ 

 

  これを知っていると知っていないとでは 

  稼ぐスピードが全く違います。 

  今稼げていない、稼ぎの金額に行き詰まっている人、 

  今一つ成果が出せていない方全てに 
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  知っておいて欲しい、 

  稼いでいる起業家が行っている技法の全てを 

  全てあなたへ無料で伝授させて頂きます。 

 

 

  ＜＜特別なプレゼント３つ目＞＞ 

  「圧倒的に稼ぐ奥義書」＜体＞編 

  をプレゼントします！ 

  これから稼いでいく起業家になり、 

ずっと稼ぎつづけるための 

  健康管理方法、パフォーマンスアップ、 

  やる気と集中力の維持の方法などについて 

  伝授します。 

 

  これを知って行うのと知らないとでは 

  生産効率が３００％以上変わってきます。 
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  あなたが今稼いでいようが、いまいが 

  必ず知って即実践して頂きたい內容を奥義書に 

  凝縮をしています。 

 

  毎日のメール配信の中で上記を私から 

「圧倒的に稼ぐ奥義書」の 

「心」「技」「体」に関する情報をプレゼント致します！！ 

  

  

やる気に溢れている人！大感激です！ 

 

もし、あなたがネットビジネス初めてだという場合でも、 

 結果を出せないと悩んでいる場合でも、 

 稼ぎたいと思うのであれば、 

当塾で学んでどんどん稼いでいって欲しいです。 

  当塾で稼いで下さい。 
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 また即金ビジネス塾では、 

 希望者のみ私のきまぐれでこのように食事会や相談会など  

 開催して直接の指導、相談、塾生さん同士での 

交流も楽しくしています。      

   

※即金ビジネス塾卒業生とある食事会にて 

  

入塾は無料ではありますが、 

 稼ぐための最高の環境をあなたへご用意しています。 
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あなたがこの塾にお申込みするリスクは一切ありません！ 

 

  最後に、私があなたを絶対に稼がせるという自信から 

  以下のものを塾生様におつけします！ 
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私は今まで散々詐欺商材に騙された私は他の情報起業家の 

  ほとんどを信用していません。 

 

  質問しても返信がない・・ 

  返信が非常に遅い・・返信があっても自分で 

  調べて下さいの一言で片付けられる・・ 

  商材を買っても稼げない・・ 

      

  私自身もこのように散々な目にあってきましたので、 

  あなたが見ず知らずの私に対してまだ 

  全幅の信頼を置けないのも、理解できます。 

 

  そこで私の絶対の自信を裏付けるために前代未聞の 

  ありえない保証をあなたへお付けしようと思います。 
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     申し込みにあったての保証 

① 必ずこの塾のカリキュラムを私の方法通りに実践して

下さい。（冷やかし、やる気のない方お断り！） 

② 万が一カリキュラムを全て実践後３ヶ月間経過して 

あなたが、１円も稼げていない場合は 

私が稼がせてあげられなかったお詫びとして 

あなたへ迷惑料として 10 万円を差し上げます。 

 

③万が一１０万円をお支払いしたとしても、 

私のノウハウとマニュアルは 

全てあなたのものです。 

 

このようにあなたは申し込みにあたってのリスクは 

完全になくなりました。 
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この塾であなたも必ず稼ぐ力がつきます！ 

 

  稼げない訳がありません！！ 

 

塾では月収 100 万円を稼ぐ塾生が続出している 

  アフィリエイトノウハウと私の２４時間以内のサポート、 

  技術的なことはもちろん、様々な苦労をしてきた 

  私があなたの精神面もサポートします。 
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この塾に入れば 

あなたはお金の不安がなくなり自由が手に入り、 

自分の好きな時に好きなことができるようになります。 

 

さあ精神的、物質的 社会的豊かさ全てを 

手に入れましょう！！ 

 

あなたもどうぞ下記のバナーからこの塾に入り（無料）、 

  あなたも人生を変えて下さい！！ 

 

  こちらから無料でお申込み下さい！(限定 70 名様） 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSeqlak
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  当塾への入塾（無料）は、以下のバナーより申請頂けます。 

  バナーをクリック後、フォームにお名前、メールアドレス  

を入力して 

  「送信する」をクリックして下さい。 

 

  そうしますと、入塾手続きが完了し、 

送信後１分以内にあなたのもとに、 

  「即金ビジネス塾 通信講座第１回目」と、 

  入塾お祝いプレゼントをお送りします。 

      

       

  そして翌日からあなたに、 

     

  「通信講座第２回目」を配信します。 
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学習を進めていく上で疑問点があれば、 

  メールサポートにて即刻疑問を解消してください。 

 

  原則２４時間以内にあなたへご返信致します！ 

 

 

  入塾されたらメールにて貴方の当塾に対する 

  意気込みを教えて頂ければ嬉しいです。 
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  私は徹底的にあなたが稼げるようサポートしていきます。 

  返信の速さが私の本気度を示してくれるかと思います。 

      

  (原則２４時間以内、日中数時間で返信） 

      

   

どうぞご安心してご入塾して頂き、 

あなたも稼いで頂けたら嬉しいです。 

 

   

大変長い長文に最後までお付き合いしていただき、 

  誠にありがとうございました。 

  あなたとのご縁を楽しみにしています。 
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お申込みメール送信しましたが・・・？ 

※30 秒たってもご案内メールが届かない場合、 

 迷惑メールフォルダをご確認頂くか、 

再度送信をして下さい。 

  

または、こちらからお問い合わせをして下さい。 

Email: hiyaku77@lavetin415.xsrv.jp 

 

  

   

 

mailto:hiyaku77@lavetin415.xsrv.jp
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSeqlak

