
先ずは給料の他に 
月１０万円の副収入源を 
大至急作りましょう！ 
 
 

あなたの実践を強力にサポートする 
コンテンツを特典として提供します。 
これで、あなたも無事 
ネットビジネス初心者を卒業ですね！ 



この半自動収益発生システムは、 

先日からお話している、 
オールインワン教材です。 
 

オールインワン教材って？ 
と言う方もいらっしゃるかもしれないので、 
念のためもう一度、説明します。 
 

オールインワン教材は、 
ノウハウ＆ハウツーの他に 
実践するのに必要な、 
 

 ・ランディングページ 
 ・ステップメール原稿 
 

が付いていて、教材内容に従って、 
それをセットするだけで、 
稼げてしまうという、 
ある意味、反則的な教材なんですよ。 
 

そして、この半自動収益発生システムには、 
今までのオールインワン教材と一線を画する、 
 

『圧倒的なウリ』があるんです！ 
 
それは・・・・・ 
 
 



ネット上から集客するためのツール
まで、パッケージに含まれていることです。 
 

従来のオールインワン型教材 
 
 
 

ランディングページ ステップメール 

リスト取り 教育・セールス・クロージング 報酬発生 集客 

インターネット 
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ステップメール 
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集客ツール＆ノウハウ 

集客ツール 

半自動収益発生システムの場合 

ランディングページ ステップメール 
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インターネット 
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ノウハウ 

一番難易度の高い集客部分をツールで対応！ 
これにより、セットしてツールを動かすだけで 

簡単に稼げる究極の仕組みが完成！ 



従来のオールインワン教材は、 
一番難易度の高い、ネット上からの集客部分が 
ノウハウ＆ハウツーの提供で終わっていた。 
 
 

ランディングページ ステップメール 

リスト取り 教育・セールス・クロージング 報酬発生 集客 

インターネット 

ランディングページ
データ 

ステップメール 
原稿 

ネットからの集客 
ノウハウ 

一番難易度の高い、集客部分が実践者の裁量に
任されていたので、本来手にすべき初心者さん
にはハードルが高すぎました。 
 

登録率の高いランディングページ（ＬＰ）と 
成約率の高いステップメールをセットしても 
入口であるＬＰに集客できなければ、 
この２つは存在しないのと同じなんです。 
 

だから、結果として集客力のある中級者以上が、
このタイプの教材の恩恵を受け、 
一番コンセプトが刺さるはずの初心者には、 
難易度の高い教材になってしまったんですよ。 

ここが実践者の裁量になっていた 



半自動収益発生システムでは、 

一番難易度の高い、ネット上からの集客部分を 
ツール提供を行うことで、初心者でも簡単かつ
短期間で成果が上がるオールインワン教材に 
することに成功しています。 
 
 ランディングページ ステップメール 

リスト取り 教育・セールス・クロージング 報酬発生 集客 

インターネット 

ランディングページ
データ 

ステップメール 
原稿 

集客ツール＆ノウハウ 

集客ツール 

ツールで対応 初心者でも簡単集客 

この半自動収益発生システムこそ 
正真正銘のオールインワン教材です。 
 

従来のタイプの穴であった、集客部分を集客
ツール提供で補うことで、ノウハウ通りに指示さ
れたものをセットすればＯＫなんです。 
 

ツールを使って集客して、登録率激高のＬＰに 
アクセスを流し込み、成約率激高のステップ
メールが発動するので、ツールを動かせばＯＫ！ 
 

初心者でも簡単に稼げる 
究極の仕組みが完成 



この半自動収益発生システムを導入することで、
未経験の初心者でも、簡単かつスピ―ディーに
稼ぐ系情報発信で稼ぐことが可能になりました。 
 

ネットビジネス界で、長年言われてきたことは・・ 
 
初心者がいきなり稼ぐ系参入はタブー！ 
 

まずは、稼ぐ系以外の所で実績を作ってから、 
その上で、稼ぐ系に参入しないと稼げないよ！ 
 

さらに、稼ぐ系に参入しても、 
読者さんとの信頼関係が重要で・・・・ 
 

最初の３カ月は信頼関係構築と 
スキルアップのためにセールスはしない・・・ 

 
かつてはこんな考え方が支配的でした。 
 

でもね、変化の激しい今の時代に 
そんな悠長なことを言っていたら一生稼げません 
 

ショートカットできる手法があれば、 
積極的に活用して、とっとと稼いだ方が 
いいに決まっていますよね 
 

だから初心者こそ、 

半自動収益発生システムが必要なんです。 



ここまでのお話しで、 
半自動収益発生システムと 
従来のオールインワン教材との違い、 
半自動収益発生システムを導入することで、 
初心者でも簡単かつ短期間で成果を 
上げることができることが解かったと思います。 
 

ちなみに付属の集客ツールの凄さを紹介すると、 
 

ワードプレイスのブログにツールを使った結果、 
開設後１か月でアクセスが集まりました。 
 

トレンドブログや無料ブログ以外で 
短期間でここまでアクセスを集まるのって 
スゴイことなんですよ！ 
 

あなたも導入すれば、同じように開設直後のブロ
グでもアクセスを集められますよ。 



半自動収益発生システムの 

凄さをご理解いただけたと思いますので、 
 
お待たせいたしました！ 
 
 

井上からの閻魔特典を 
 
 

ご案内させていただきます。 
 
 
心の準備はいいですか？ 
一旦、深呼吸をして、逸る気持ちを抑えて 
気持ちを落ちつけてから、 
ページをめくってくださいね。 
 
 
それでは、どうぞ！ 
特典内容をご確認ください！ 



１．販売者さんからの特典① 
 
「閻魔級極秘：裏思考コンテンツ」 

今回の半自動収益発生システムの開発者である、
中川さんからの特別提供コンテンツです。 
 
アフィリエイター、販売者、指導者として、全ての
分野で圧倒的な成果を上げ続ける、中川さんの 
思考法の裏まで学べる貴重なコンテンツです。 
 
このコンテンツで、中川さんの思考法を学んだ上
で、半自動収益発生システムを実践すれば、 
ワンランク上の成果を上げれること間違いなしです。 

２．先着閻魔特典② 先着：５名  
 
「３カ月限定、いたれりつくせりプラン利用権」   

①あなたのＬＰを井上のサーバーに設置します。 
②あなたのステップメールを井上の配信スタンドに設置します。 

 
 この半自動収益発生システムの一番の難関が、 

ＬＰの設定とステップメールの設定です。 
 
今回は超初心者のあなたでも、 
簡単手軽に半自動収益発生システムが始められるように、 
３カ月限定ではありますが、ＬＰの設置とステップメール設定、 
ＬＰの公開、ステップメール配信代行を井上が行います。 
 
あなたは、定められた期間に申請頂き、 
教材内で指示された商品のあなたのアフィリリンク等を 
送信いただければ、コチラで全てセットして、 
ＬＰのＵＲＬをお渡しします。 
 
まずは、そのＵＲＬに集客していただき、 
半自動収益発生システムを稼働させて、 
稼いでいただきます。 

スタートダッシュを 
強力バックアップ 



３．先着閻魔特典③先着：10名 再配布権つき 
 

「半自動収益発生システム PowerBooｔSet」 
 

付属のツール以外の別ルートからの集客を、 
半自動収益発生システムに自然な形でつなぎ込む 
コンテンツとLP原稿、ステップメール原稿を 
再配布権付きで提供します。 
 
 
 
 

   

PowerBootSet提供のメールで、 
半自動収益発生システムでのメール内容の解説を行い、 
クロージングのアシストを行います。 

無料レポート 

号外広告等 

LP 
登録 
特典 

集客
ツール 

報酬発生 

半自動収益発生システム Power Boot Set 

半自動収益発生システム 完全版 

当然、直接半自動収益発生システムのLPにアクセスを 
流してもOKなんですが、継続かつ安定的にシステムを稼
働させるには他の実践者と違う切り口での入口を作ること
が必須になります。 
 

設置した半自動収益発生システムに、 
PowerBootSetをつなぎ込むことで、自然な形で 
別の切り口での集客を実現し、本編メールを解説しつつ、 
クロージングをWで行い、成約率を高めることができます。 
 

先着特典として、 
このPowerBootSetの再配布権をお渡しします。 
あなたが、半自動収益発生システムをアフィリする際に 
強力な武器になることは間違いありません。 
 
 



4．購入者特典④ 
 

激アツ集客ツール用リスト200件：再配布権付 
 
半自動収益発生システムで提供される集客ツールは、 
最強最高のツールなんですが、唯一の弱点があります。 
 
それは、稼働させるためのリストを自分で集めないとダメ
なんです。ぶっちゃけ集めるのは超簡単なんですが、 
少し手間と時間がかかるんですよ。 
 
サラリーマンであって、副業時間の確保が大変な 
あなたには若干、酷な作業かもしれません。 
 
そこで、井上が集めたリスト２００件分を、 
そのままお渡ししますので、 
ツールにセットしてすぐにご活用ください。 

実験用のブログでツールを 
稼働させた時のアクセス数の
推移です。 
11/9からツールを100リストで 
稼働させた時の状況です。 
一気にアクセスが跳ねているの
がお解りいただけますよね。 

尚、このリストも再配布権を付けますので、 
あなたが半自動収益発生システムをアフィリする際に 
ご活用ください。 



６．購入者特典⑥ 
 

ダウンロード形式無料レポート導入キット 
 

多くの人はレポート本体をそのまま、メルぞうに登録して
います。それだと、一度公開してしまったら、レポートの編
集ができなくなります。 
 

 
 
 
 

 

ちなみに、井上はこの方法で、 
無料レポート作成をしてからは 
審査落ちはゼロです。    

５．購入者特典⑤ 
 

メルぞう攻略法 審査をほぼ確実突破する方法 
 

無料レポートスタンドメルぞうでほぼ確実に、 
審査を突破し、かつ量産する方法をシェアします。 
 

賛否ありますが、使い方によっては、まだまだ活用できる 
集客場所になりますので、その今時の正しい使い方をシェ
アさせていただきます。 
 
 
 
 

 

ダウンロード形式のレポート
化を進めることで、 
あなたの好きなタイミングで
レポートの内容を変更したり、 
ダウンロードページにリスト
取りのフォームを設置したり
できるようになります。 

キット内容 
 
・ＤＬ形式解説動画１本 
・審査用テンプレート 
・審査後差替用テンプレート 
・編集解説動画２本 
 
※レンタルサーバーが必要です。 



７．購入者特典⑦ 
 

アメーバブログ集客の考え方 
 

 
 
 
 
 

 

未だに絶大な集客パワーを誇る、アメー
バブログですが、アフィリエイト等のネッ
トビジネスに対する風当たりは年々強く
なっています。 
 

ちょっとでも、「稼ぐ系」って片鱗を見せ
たら容赦なく、記事の非表示、挙句の果
てには、ＩＤ削除となることがしばしば・・・・ 
 

でも、このコンテンツでお話しする視点を
持てば、集客力のあるアメーバブログの
位置づけ、使い方が明確になりますよ！
ある意味、パラダイムシフト！ コレが表示されても凹まない 

８．購入者特典⑧ 
 

動画教材から音声を抜き出す方法 
 

 
 
 
 
 

 

最近は動画形式の教材が増えてきました。 
教材の内容を理解し実践するためには繰
り返し観ることが大切です。 
 

我々サラリーマンはゆっくりとＰＣの前に
座って動画を見るのは厳しいですよね。 
 

そこで、動画コンテンツから、音声部分
を抜き出す方法をシェアします。 
 

これで、スマホに入れて、通勤時間等の
移動中や隙間時間にインプットすること
が可能になります。 



9．購入者特典⑨ 
 

無料レポートの紹介依頼利用権 
 
 

 
 
 
 
 

 

あなたの作成した無料レポートを、 
井上の各種媒体を使って紹介します。 
 

①日刊メルマガでの紹介（３回）  
②無料レポート紹介メルマガに掲載 
③井上の無料レポートＤＬページで紹介 
④井上のメインブログでの紹介 
⑤オプト後の自動返信メール内で紹介 
 

上記５つを使って、 
あなたの無料レポートを紹介します。 
 

※尚、掲載に当たっては審査をさていただき、基準に合致した
ものを掲載します。 

10．購入者特典⑩ 
 

短縮ＵＲＬツール（クリックスコープ２） 
 
 

 
 
 
 
 

 

短縮ＵＲＬツールはインターネットビジネ
スを展開する上で、絶対に必要です。 
 

Ｗｅｂ上に無料のサービスもありますが、 
不特定多数の人が使うので、スパム判定
を喰らうリスクが高まります。 
 

今回、短縮ＵＲＬツールを特典として提供
しますので、あなた独自の短縮ＵＲＬを
使って、稼ぎたおしてください。 
 

メルマガ記事の一括短縮機能は物凄く 
便利ですよ。 
 

意外に軽視してる人 
多いけど短縮ＵＲＬは 
マジで重要ですよ。 
必ず使ってくださいね。 



以上が、井上からの特典になります。 
 
一旦まとめますね。 
 

①閻魔級極秘：裏思考コンテンツ 
②３カ月限定、いたれりつくせりプラン利用権 
③PowerBooｔSet 再配布権付（１５名） 
④激アツ集客ツール用リスト200件：再配布権付 
⑤メルぞう攻略法 審査をほぼ確実突破する方法 
⑥ダウンロード形式無料レポート導入キット 
⑦アメーバブログ集客の考え方 
⑧動画教材から音声を抜き出す方法 
⑨無料レポートの紹介依頼利用権 
⑩短縮ＵＲＬツール（クリックスコープ２） 
 

※赤文字は先着特典です。 
 

以上、閻魔級特典を用意させていただきました。 
 
初心者さんが 
半自動収益発生システムを手に入れ、 
実践する時に効果が表れる特典を用意しました。 
 
特に③と④は再配布権を付与していますので、 
あなた自身が、自動収益発生システムをアフィリ
する際に強力な武器になること間違いなしです。 
 
 



気が付けば、長ーーーーーい、 
手紙になってしまいましたね。 
 

でも、今回紹介している 
半自動収益発生システムが如何に優れていて 
初心者でも簡単かつスピーディーに稼げること
がお解りいただけたと思います。 
 

また、井上が用意させていただきました、 
特典の数々もご確認いただきました。 
 

ここまでの内容をご覧いただき、 
あなたの疑問も解決できたと思います。 
 

あとは、あなたが行動するだけですよ。 
 

奥さんからのお小遣いの他に、毎月１０万円の 
副収入があったら、イイですよね！ 
 

でも、あなた自身が決断して、 
行動に出なければ、お金を稼ぐことはできません。 
 

あなたがお金を稼ぐ環境は全て整いました！ 
 
あとは、 
 

あなたが勇気を持って決断する時です 
 



購入画面で必ず左記
の紹介者からの特典
が表示されていること
を確認してください。 
 
表示されていない状態
で申込むと特典をお
渡しできませんのでお
気を付けください。 

半自動収益発生システムで月１０万円の副収入
をゲットして、初心者を卒業しましょう！ 

http://t03imd.info/01s/1332/

