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ココナランプの精：にぽり

【利用規約】

＜転載禁止について＞

著作物の転載・引用・再配布することを禁止します。

違反をした場合には、法的な手続きを取らせていただくケースもありますので、ご注意く

ださい。

＜表現・及び商品に関する注意書きについて＞

本品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したも

のではございません。

＜損害等の責任について＞

配布する資料の内容・またはアドバイスによって生じた損害等の一切の責任を負いかね

ますのでご了承ください。
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はじめに

情報弱者という言葉をご存じでしょうか？

私は通信知識の少ない方、というより３回以上、

情報商材の購入で騙されてた方と思っています。

いきなり厳しいことを言ってますが実は私も

過去、４０万は騙されてドブに捨てています。

そんな悔しい思いをしたからこそ気付いたこともあり、

伝えられる環境にもいるのでレポートしてみました。

今は私もネットで生活していますが月収は５０万ほど。

「えっ、意外と少ないなぁ」と、思いましたか？

清廉潔白にやっていれば、こんなもんですよ現実。

今日はココナラの評価やアフィリエイターのレビューも

鵜呑みにしてはいけない！といった話もしていきます。

ちなみにトークルームでの真のレビューです。

さて、そんな私と違いガッツリ荒稼ぎをしている人たちは、

どんなテクニックで、あなたに商品を買わせようとするのか？

『熱意のあるセールス』と『悪意のある詐欺行為』の違いは？

お暇な時、ゆっくりお読みください。もう、損をしないために。
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【実はどれも同じビジネス】

アフィリエイトや転売（せどり）、投資系（FXや仮想通貨）

あなたも今まで、何か副業に挑戦したことがあると思います。

中身のわからない情報商材を購入したかもしれません・・・。

その稼ぎ系情報の販売者はセールスで

「専業主婦でも、３分で売れました」

「始めて一ヶ月で１００万円稼げた」

などと、いうでしょう。

「まだアドセンスは稼げる。」「ツイッターが稼ぎやすい。」

「じつは個人輸入って簡単。」「インスタがＳＮＳで一番。」

と、いうでしょう。

でも、本当に稼げる情報なら手間をかけて

ワザワザ他人に教えたりしないですよね？

お金に困ってなければ販売しませんよね？

残念ながら９０％は稼げない情報なのです…。

そして購入後に LINE登録やオンラインサロン、

高額な情報商材を勧められた経験ありませんか？
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その目的は LTVを上げるためです。

LTVとは：一人の顧客から、いくら儲けられるか？

LTV＝平均顧客単価×収益率×購買頻度×継続期間

安いフロント商品で面識を作り、高額なエンド商品を売りたい。

稼ぎ系商品を見極めるポイントは、ワザワザ他人に教える理由です。

・実践者が増えても相場が底上げされるだけで飽和しない。

・販売者も購入者もお互いに稼げるWin-Winな提案である。

そんな理由なら稼げる可能性がありますが、

「私も苦労したから多くの人を救いたい」

なんて理由なら稼げるとは思えませんよね。

【これも販売者に追い風？】

それは、そんな稼ぎ系情報の多さ。

「ネットビジネス」「副業」「小遣い稼ぎ」

などと検索すれば山ほど情報がヒットします。

そのほとんどは、残念な販売者に繋がっています。

■大きな実績を持たない販売者もこう売り込めます。

「私はこうやって騙された！あなたも気を付けて？

でも、この情報のおかげで取り戻せたのです！」

■高くは売れない浅い情報商材もこう売り込めます。

「１００万円は稼げませんが数千円なら稼げます！

そんな方法でもよろしければ教えしましょうか？」

などと言われると、つい買ってしまう人もいるものです。

それは、情報が多くて選ぶことに疲れているからでは、ないですか？
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★ココナラ編：副業情報の実話

【パクリ商品について】

ココナラに限らずネット上で販売されている副業系の情報は

「似たようなものが多い」と感じたことは、ないでしょうか？

私は定期的にリサーチ購入していますが９割は、真似た商品です。

とくに、

ココナラには、ココナラ登録者しかいないので

ココナラ攻略系のサービスは、売れやすいです。

だからライバルも大勢いるのでココナラとは言わず

「秘密の副業情報」として出品している人もいます。

で、そんな情報をリサーチで購入してみると…

「他人の商品をパクってリライトして売ろう」

と、本当に商品の作り方を教えられない方が殆ど(笑)

販売者もまた、真似をして出品しているわけです。

しかし、そんな低レベルな販売者に騙された購入者さんも

実践すれば被害者でなく加害者となり人様を後悔させます。

もう、地獄絵図ですね・・・

個人的には元の情報に独自の内容をプラスして

優れた商品に昇華していれば良いと思いますが

なかなかそんな人は、少ないですよね・・・。

人に嫌われることをしてもトラブルになったり、

報復評価されたり、そもそもライバルが多くて

自分も大して稼げないでしょう。

後に紹介する再販権付き手法もそうです。
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中には丸パクリしているマヌケな人も（↓）

安く手に入るならイイと思っちゃダメですよ？

とくにココナラ攻略系は購入後のサポートが

勝負なんですから。

でも、そんな人にはできませんよね

できないから安くしているのです(笑)

「安くしているので文句を言うな」と言いたいのでしょう。

ちなみに…攻略系商品は、古い教材が良いですよ。

「最新情報」では実績も確証もないということだし、

システムも人間の心理も大きく変わりませんから。

さて、そんなパクりたい心理を利用してココナラでは

２０２２年から再販権利付き商品も流行っています。
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【再販権利付き商品？】

大きく分けると、このような情報商品が出回っています。

・ネット上に出回っている再販権付きの安い情報商材を

ネット上で無料利用できるシステムを使って販売する。

・あなたが購入したこの商品を私のように販売してＯＫ。

私は著作権を放棄するので、遠慮なく稼いでください。

まず、どちらもアイデアではないので

そもそも著作保護対象にはなりません。

たとえばココナラが、べつに隠していない情報（使用方法など）

さらに個人の意見や感想のレベルでは著作といえないでしょう？

それに著作権を放棄された二次販売者はともかく

三次、四次の人にその人格権が必要でしょうか…

もはや公然知られた情報と同じで価値は下がる一方です。

配布を繰り返す場合は『何か自分の情報を加える』のが昇華です。

かるくリサーチすると 1000 円から 2万円など１２件、

そのような出品者の商品をココナラで確認できました。

それだけ同じ情報を買って悔しい思いをする人も、いるということです。

ちなみに

ココナラ運営は売買の場を提供しているだけなので

よほどの問題がない限り対応義務はありません。

悪くいうと「後悔する人がいても手数料が入るから良い！」

稼ぎ系の商品を購入する人は大抵、過去にも購入した経験があるので、

「今度こそ！」という気持ちがあります。なので売り手は売りやすい。

やがて騙され続けて、ネットで稼ぐことを諦めてしまう人もいます…。

にぽりは可愛そうで、勿体なくてたまりません！
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だからマネできないレベルでブラッシュアップしてやりました(笑)

https://coconala.com/services/1697161

【なぞの商材について】

これも副業系には多い手法ですよね

中身がどのような情報か明かさず

「□□ではないです！」「○○とは違います！」「△△は使いません！」

じゃ、どんな副業なんだ？と、興味をもたせる作戦です。

具体的な内容を隠して感情に訴えるだけの、まるで選挙演説！

もし、その出品者が本人確認もしていなければ

全てが不明ということですが…信用できますか？

また、売れたらラッキーと高額にしている出品者もいます。

（高額な精力剤ほど効きそうな気がするのと同じ作戦です）

購入して知ってる内容だとガッカリなので、ご注意ください。

ちなみに、そんな謎商品の正体は薄っぺらいココナラ攻略法。

であることも多く、成果画像もよく加工されています(笑)

https://coconala.com/services/1697161
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「でも、いい評価されてるし大丈夫だろ？」

いやいや、副業系の商品につくコメントは信用できません。

ある企業なんて１つ、低評価が付くと人海戦術で覆い隠すように絶賛評価が入ります。

【評価はあてにならない】

副業ジャンルで評価があてにならない理由の一つにインセンティブがあります。

「高評価をしてくれたらプレゼントを渡します。」って作戦。

こう言われて５評価しちゃう人もいるんですよ実際・・・。

これについては一応、ココナラ運営も注意くらいは、しています。

そんな嘘の評価は公開されるので、評価した人も評判を落とすことになります。

自信がないから後でプレゼントだし、有料価値がないから無料プレゼントなのです。

ちなみに私、にぽりは有料級プレゼントをトークルームでサプライズです！

＜結論＞

稼ぎ系情報でハズレを引いたときは気にしないことです。

私も最近、「コピペするだけ超簡単」みたいな商品を買いまいた。

その情報は、確かにコピペだけどアカウントが複数、必要でした。

なので「思ったより大変ですね」と嫌味を言ってやったんです。

すると、その出品者はこう返してきました。

「人生、ラクをしてお金を稼げると思ってはいけません」

は？ラクに稼げるふうに売り込んだのは、あんただよね(笑)

そんな人に何を言っても無駄！気にせず前に進みましょう。
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【ネットとリアルの違い？】

稼ぎ系の商品やコンサルサポート系の商品なら

その出品者になにか質問してみると良いですよ？

「ホントに稼げるようになれますか？」など。

それに対してダメな出品者は自信のなさを正当化します。

「世の中に絶対はないけど、本気で稼いでほしいと思っています。」

「当然、あなたの努力も必要ですが、私も全力でサポートします。」

たしかに「バッチリ稼げますよ！」といえば誇大広告となるけど、

どこか人任せで逃げ道を作っておきたい気持ちが出てますよね(笑)

「知識と経験は他の出品者より高い自信があります！」

「私にお任せいただければ最善の策をご提案します！」

このくらい言ってほしいものです。

ちなみに私も「覚悟と信頼を裏切る男ではありません！」

他人事のような対応しかできない人を頼れますか？という話です。

＜リアルに置き換えてみます＞

たとえば、ラウンダーと店主の会話。

ラウンダー：「この商品を店頭に陳列してください」

店主：「こんな商品、ホントに売れるの？」

ラウンダー：「そのつもりで作った商品ですが売るには店の努力も必要です」

店主：「帰れ！」

良いラウンダーは、こう言うでしょう

「他店でも主婦層に大人気でした！」

なんか、ココナラでの愚痴みたいになってしまいましたが

私は敵が増えてもかまいません。（即、プラチナに戻れるし）

あなたが私と同じ悔しい思いをしないほうが価値があります！
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ま～いろいろあるココナラ及び副業情報ですが

私も究極に簡単な副業商品を出品してみました。

https://coconala.com/services/2111700

★インフォトップ編

【商品ランキングは参考程度】

たとえば「インフォトップで○位になりました！」

という文句を見て「スゲーっ」と思っちゃダメです。

その商品がどれだけ売れたか？という順位で、

購入者が成功した成果では、ないのですから。

【ご購入者様の声も参考程度】

購入者の声とかレビュー、モニター体験談…

これらも鵜呑みにしないほうが良いです。

そもそも失敗体験談は載せないだろうし。

販売者が特別報酬単価を設定するので「レビューを書いて」

と、申し出れば大抵のアフィリエイターは書いてくれます。

上級者さんや著名人になると相当な執筆料を要求してきます。

私、にぽりもインフォプレナーなので、よく６０％ほどの報酬を打診されたものです。

今は、そんな連中よりWin-Winに稼げる形を築ける人に特別報酬を設定しています。

https://coconala.com/services/2111700
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【購入者特典へのご注意】

これは LP ではなく情報商材をアフィリエイトする人が付ける特典のこと。

自分のレビューページから情報商材を購入した人へ大量に特典を付ける。

そんなアフィリエイターも大勢います。

一見、そのアフィリエイターを経由して購入するのが、

お得と思えますが本当に、その特典は必要でしょうか？

だって、素晴らしい商品なら他に望むものは、ないはず。

たとえば、稼ぎ系の情報商材の特典で別の稼ぎ方の情報をつける…意味ありますか？

そのアフィリエイターは自信をもって、お勧めしていないのか？

本当に購入してレビューしてるのか？と、疑っちゃいますよね。

アフィリエイトしたい情報も特典にした情報も、

両方の存在意義を潰していることになります。

本当に購入してレビューしてるアフィリエイターなら補足とか、

有効に活用できる方法をレポートにして特典にするでしょう。

特典は数でなく中身で勝負！してほしいものです。

【優良な商材が良いと限らない】

「なに言ってんの？優良ならいいじゃん」って感じだけど

万人に役立つ情報は、世の中にないということです。

たとえば、

嘘偽りなく本当に稼げる情報商材が、あったとします。

その情報は Twitter を使った内容で本当に稼げました。

しかし、ある日、

Twitter 自体が自分に合っていないことに気付きました…。

再現性はあっても自分を豊かにしてくれるかは「？」なわけです。

まあ、これについては時間が経過しないと分からないことですが＾＾
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★セールスレター編

そもそもセールスレターには、良いことしか書きません。

自分の商材を購入してほしいのは、もちろん。

ワザワザ悪いことを書く必要はありませんから。

でも・・・買わせる仕掛けは、施されています。

ここでは、セールスページの正しい読み方、

購入するべき商品の選び方を紹介します。

【ノウハウの種類】

同じ目的に向かう手段は、同時進行させないほうがよいです。

たとえば、

・稼ぎたいから：ＦＸに挑戦するか、YouTuber を始めるか。

・結婚したいから：出会い系を探すか、口説き方を学ぶか。

・転売で稼ぎたいから：ヤフオクを攻略するか、メルカリか。

同じ目的に向かうための手段は様々あります。

でも大抵、同時に手掛けると共倒れになります。

同時に取り組む時間があっても、気持ちが分散して

不思議なことに、どちらも上手くいかないものです。

とくに新しく発売された情報商材は魅力的に映るものですが、

１つずつ軌道に乗せていきましょう。

【効果がなければ返金保証】

「○○日、実践して○○円儲からなかったら…」

「○ヶ月、で体重が○○キロ減らなかったら…」

と条件付けで返金を受け付けるというサービスです。

これは、一見すると作者の強い自信のようですが

非常に注意しなくては、いけないサービスです。
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言葉の通りなら男らしいけど、よく見ると条件が曖昧だったり

厳しかったりほとんどの場合、該当しないものもあります。

男らしくありませんね。

もともと返金するつもりがなくても

派手なパフォーマンスになるわけです。

また、

「無条件で返金します。」

という場合でも詐欺的な罠があるかもしれません。

返金といっても全額とは限らないからです。

なぜなら「全額は返金できない」はず。

情報商材は、販売者よりアフィリエイターのほうが販売しますよね？

アフィリエイターへの報酬は、売れた時点で発生して取り消せません。

なので販売者は全額返金すると、０ではなくマイナスになります。

たとえば、２万円の商材でアフィリ報酬が５０００円なら、

キャンセルをくらった販売者は５０００円のマイナスです。

大赤字ですね。

だから、たとえ商品に自信があっても

「購入から○○日後まで」などと条件をつけます。

ただ、、、それがまた・・・

何月何日の何時までなのか？が曖昧なわけです。

推測が難しい提案の仕方をした販売者の商材は、

たとえ本当に良い内容であっても私なら買いません。

そのような人から、後のサポートは望めないからです。
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【レビューを見極める】

私、にぽりは情報商材をアフィリエイトするブログの質は

年々、低くなっていると思います。

・セールスレターの文章をコピペしただけだったり

・とにかく買え！としか言っていない記事だったり

・明らかに自分で購入していないのに紹介してたり

２０年以上、業界にいる私にこんなメールを送るアホもいます。

「あなたの商材を私のブログで紹介してあげるから

商材を添付して○万円振り込んでください」

で、無視しているとボロクソに酷評されました(笑)

つまり・・・。

知らない商品を「これは良いですよ」と言う嘘だけでなく

知らない商品を「これは良くないよ」と言う嘘もつきます

ユーザーを騙すページしかないブログも数多くあります(笑)

もちろん、購入してレビューする人もいるので

見分けるポイントもまとめておきますね。

・その情報商材の長所だけでなく短所も書いている

・読んだからこそ書ける感想があつく語られている

・ネタバレしないよう気を配っていることが伝わる

・レターには載っていない活用法が紹介されている

あくまで目安ですが、私は主にこういった部分で判断しています。

気になる情報商材は、商材名＋「レビュー」や「特典」より

「評価」「短所」「欠点」などで検索することもお勧めです。

【販売者に質問してみる】

情報商材を見極めるには販売者に質問してみるのが手っ取り早いです。
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と、上で申しました。

「お！これほしいっ」と買う気満々になった頭を一旦、

クールダウンさせて販売者に何か質問してみましょう。

そして、キチンと疑問に答えてくれる販売者でないと私なら買いません。

セールスレターって、何回も修正して時間をかけてよくなります。

また、本人が書いているとは限らず外注されたレターもあります。

なので、販売者の人となりを知るには質問しかありません。

たとえ販売者本人からの返信でなくても企業の姿勢は知れます。

高額な買い物なので「販売者に迷惑では？」と気を使う必要ないですよ。

せっかく自分の商材を気になって、メールまでくれる。

そんな読者様を邪険にするなら、それ以前の話でしょう。

もし、あなたが

「こんな初歩的な質問メール出して迷惑じゃないかな…」

なんて考えては損です。

疑問はバシバシぶつけてみましょう。

さて、ではどんな？メールをしてみれば良いのでしょうか。

■メールの件名

「○○（商材名）についての質問」など、

一目であの商材への質問だな。と、わかってもらえる題名が理想です。

複数、商材を出品している販売者もいますから。

■きちんと挨拶する

「初めまして」「こんにちは」などで良いんです。

ネットだからといって最低限のマナーもない方は私でも無視しています。

私の教材は、お金を作れる内容なので、お客様は神様と思っていません。
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どんな人もお金があれば食べられるし生きられるのですから。

たった一言、書けば済むじゃないですか。

■きちんと名乗る

これも最低限の礼儀です。

本名でもニックネームでもいいので、とにかく名乗りましょう。

でないと販売者は何と呼んで良いかわからず

あんがい話の中で返事を書き難いものです。

質問者にしてもコミュニケーションがとれるので

仲良くなって良い情報が手に入るかもしれません。

■返事をくれたら、お礼のメールを出す

「回答いただき、ありがとうございました。」

たった一言、書けば済むじゃないですか。

お礼の一言もないと、助けてもらえば用はない。

と言われているみたいで販売者も不愉快です。

私はココナラでは、ブロックしています。

そんな人の生活まで豊かにする義理はありません。

■質問が複数ある場合は箇条書きにする。

質問が複数ある場合は、わかりやすいのが理想。

番号を付けるとか改行してくれると有難いです。

【煽りに負けるな】

「○月○日で値上げします」「○名様、限定となります」

と言われると慌てて、気づいたら購入していた！

なんて経験、ございませんか？
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＜慌てなくても良い買い方を紹介します。＞

値上げや限定となる前に購入権利を押さえておくと

本当に買うか買わないかは、ゆっくり考えられます。

具体的には、銀行振り込みで購入します。

カード決済で購入すると即、手続きされて商材も即、ダウンロードできます。

しかし銀行振り込みで決済する場合は、入金確認後にダウンロードできます。

インフォトップだと購入申し込みから１４日以内の入金が有効なので

１３日間、本当に購入するか、購入しないかをゆっくり考えられます。

その間、値上がりしても購入した時点の値段で商品を押さえられます。

と、セールスレターについて思いついたことを書いてみました。

究極を言ってしまうと

すごく悩んで「購入を決められない！」という時は、買わないことです。

この先も、また欲しくなる商材は登場します。

踏み切れない時点で、お金を出して手に入れるべき情報でしょうか？

心から必要としていないから心のどこかで

ストップがかかっているのではないですか？

購入して仮にそれが優良商材であっても、楽しく実践できるでしょうか。

「思い切って買ったんだ、本当に大丈夫だよな？」と、半信半疑で実践しませんか？

それでは結果が、うまくいくと思えません。

【MLM ってご存じですか？】

最近はコミュニケーションツールで SNS が普及して

「ネズミ講」や「マルチ商法」の類が目立ちます。

MLM（マルチレベルマーケティング）ってご存じですか？

商品の購入者を販売員（ディストリビューター）として起用し、

その販売員は、さらに別の人を販売員として起用することができる。
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起用方法は無料登録してもらうだけです。

このように、購入者を構成員としてピラミットを形成しながら、

商品の販売活動をおこなうことをMLM といいます。

販売員は商品の売上額が多いほど、たくさん報酬を貰えて、

下の構成員（紹介した人）の売上額からも報酬を貰えます。

なので、強制ではないけど販売員となった人も勧誘活動をします。

でもね・・・

ご存じの通り、マルチ商法やネズミ講は自分の系列に子会員が増えるほど

マージンが入る仕組みですが、実際に儲かるのは一部の上位の人だけです。

多くの子会員は利益を得るために次は、

自分が友人などを勧誘することになります。

コロナ禍によりバイト難民の大学生をターゲットにした、

悪徳ネットワークビジネスが最近、問題になりました。

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200409_1.html

友人や先輩などから「いい話がある」「はやくしたほうが良いよ」と、

言われたら無料だし登録するだけなら良いかという気になりますよね。

その結果、人間関係が崩壊して人生がボロボロになる相談ケースも多い。
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日本ではマルチ商法に規制はあるものの合法です。

なので、MLM に文句を言うつもりはありません。

しかし、皆が嫌がる犠牲者、奴隷集めにしか思えません。

少なくとも人に喜ばれる『ビジネス』ではありせんよね？

【あなたがやるべきこと】

これまで話した通り、

ネット上には副業を必要とする人につけ込む罠が無数にあります。

悪質な販売者の共通点は、

・自分だけが稼げればいい。（win-win ではない）

・でも集客に苦労している。（常連客ができない）

スマートなビジネスとは思わないけど、私は文句も言いません。

さて、いろいろ話してきましたが、あなたは稼ぐために何をすべきか？

という話もしておきます。あなたもネットで稼ぎたければ…

自分でビジネスを始めることです。

もし、あなたにも情報販売者に騙された経験がおありなら、

本気で悩んでいても叶わなくて苦しかったからですよね？

でも自分のビジネスがあれば、気持ちにユトリを持てます。

利用されることもなければ、他人を頼る必要もありません。

これまで、イケナイ販売者の話をしたように

ビジネスをした人だけが稼げているのも現実。

それ無くして稼ぐなんて、私は無理と思います。

今、あなたは、こう思っているかもしれません。

「自分には、そんなビジネスのネタがない」

ご安心ください。世の中には、いろんな人がいます。
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あなたがそんなことで！？と思っても

そんなことで苦しんでいる人もいます。

あなたの知っている事を知らない人へ。

その人の悩みに耳を傾けてあげる

その人のできないことをしてあげる

その人の知りたいことを教えてあげる

はじめは小さなキッカケで良いんです。

あなたの得意なことは何ですか？

今、どんなお仕事をしてますか？

自信のある事や知っている事は？

ご趣味があれば素人レベルで十分！

もし営業マンであれば営業の方法

趣味でジムに通っていれば筋トレ

本を読めば教えられることは、あるはずです。

・サッカーをやっていれば上達法

・美容に興味があれば改善や解消

・料理が得意であればそのレシピ

・夫婦円満の秘訣、恋人の作り方

・大好きな映画の感想やおススメ

ココナラでは、こんなサービスで

プラチナの方は大勢います（↓）



23

もう、上げればキリがありません。それらは、すべてお金に換えられます。
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あなたも集客に困らないココナラで副業に挑戦したい！

と、おっしゃるなら気軽にご相談ください（リンクしてます）

【最後に…】

いかがだったでしょうか？ これだけ敵を増やすレポートを書いたのは初めてです

お読みいただき、ありがとうございました。 ココナランプの精：にぽり

知識があれば正しい判断ができます。あなたはもう、

正しい判断のできない情報弱者ではありません。

さぁ、一緒に飛びましょう！

どんなブログを作る

べきか？失敗しない

始め方と運営法！

＞＞詳しく＜＜

キーワード検索結果

３位内を奪う記事を

書く手順を公開！

＞＞詳しく＜＜

たまたまブログに訪

問した人まで買いた

くなる秘密に注目！

＞＞詳しく＜＜

即金性の高いココナ

ラで資金を作りアフ

ィリエイトに運用！

＞＞詳しく＜＜

https://coconala.com/services/1627009
https://coconala.com/services/1419402
https://coconala.com/services/1419407
https://coconala.com/services/1419396

