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❏著作権について 

本教材は、著作権法で保護されている著作物です。 

本教材の著作権は、ユーチューバー仮想姉妹Misuzuにあります。書面による事前許可なく、

本教材の一部、または全部をインターネット上に公開すること、転売することを禁じます。 

本教材をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、ビデオ、ＤＶＤ、および 

その他電子メディアなど）により複製、流用および転載することを禁じます。 

 

❏使用許諾契約書 

本契約は、本教材を購入した法人・個人（以下、甲と称す）とユーチューバー仮想姉妹 Misuzu

（以下、乙と称す）との間で合意した契約です。本教材を甲が受け取ることにより 

この契約は成立します。 

 

第１条（目的）本契約は、本教材に含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的に

使用する権利を承諾するものです。 

 

第２条（第三者への公開の禁止） 

本教材に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。また、本教材の内容は、

秘匿性の高い内容であり、甲はその情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる第

三者にも公開することを禁じます。 

 

第３条（契約解除） 

甲が本契約に違反した場合、乙はいつでもこの使用許諾契約を解除することができる 

ものとします。 

 

第４条（損害賠償） 

甲が本契約の第２条の規定に違反した場合、本契約の解除に関わらず、甲は乙に対し、違

約金として、違反件数と販売価格を乗じた価格の１０倍の金額を支払うものとします。本

教材を清水亮太の正式な販売者以外から手に入れた際には必ずご連絡ください。 

 

第５条（その他・免責事項） 

本教材は、ご購入者の利益を保証するものではありません。本教材に沿って実行し、 

期待通りの効果を得ることができず万一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に 

対して責任を負わないものとする。インターネット上のサービスは変更がつきものです。

永久にご利用できることを保証するものではありませんので予めご了承ください。 
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■はじめに 

MILM（ネットワークビジネス）と聞くと普通多くの⼈は、あまり良いいイメー

ジは抱かないはずで、むしろ悪いイメージしかないと思います。 

どんなイメージが多いかと言うと、、、、、、、 

 

「ねずみ講でしょ︕」 

「人を集めるのがすごく大変」 

「商品抱えてノルマがあって大変」 

「扱ってる商品が怪しい」 

「押し売りが酷そう」 

 

ってな感じでかなり世間では悪いイメージがあるのが現実です。 

 

しかし、現在の世の中ではインターネットや SNS が普及し MLM 自体のビジネ

スとして持つ本来のビジネスモデルは、実は大きく変わっています。 

 

以前のネットワークビジネスのやり方は現在では、もう時代遅れになっており、

知り合いや友達を勧誘したり、自分から⼈を集める必要はありません。 
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このレポートでは、「ネット集客から MLM（ネットワークビジネス）でどのよ

うにして稼げば良いのか︖」と言うことについて詳しく解説しています。 

 

おそらく一般的に持っている MLM(ネットワークビジネス)のイメージとはかな

り違った洗練されたビジネスモデルであるという事がこのレポートを読めば分

かります。 

 

実際に、具体的に稼げるようにサポートもしていくものになっているので、是

非このレポートを活用して実際に稼いで頂きたいと考えています。 
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1 章、現代の MLM（ネットワークビジネス）とは︖ 

最初に書きましたが、多くの⼈は MLM（ネットワークビジネス）に対して悪い

イメージしか持っていないと思います。 

 

実際に昔の MLM では、友達をひつこく誘ったり、自分で商品を大量に買ってみ

たり、セミナーに何度も参加させられたり、、、、など、とにかく悪評が多か

ったわけです。 

 

簡単に⾔えば、「とにかくやれば儲かる」という事を餌にして、無理やり人を

集めたり、無理やり買わせたりと強引な⽅法を使って人を集めていたわけです。 

 

しかし、インターネットが発達した現在の世の中では、簡単にすぐに情報が収

集でき、様々な情報があふれ、様々なコミュニケーションツールも登場し、す

っかり昔とは集客の方法や販売する方法も変化してしまっているのです。 
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今の時代では、「押し売りに」によって商品やサービスを販売するような時代

ではありません、モノがあふれ、欲しいものが簡単に手に入る時代です。 

 

そんな時代に、無理やり「押し売り」しても、そもそもモノが売れるはずがな

いのです、、、、、 

 

それでは、「今の時代では、どのように変わったのでしょうか︖」 

今の時代は、個⼈がそれぞれいつでも自由にパソコンやスマフォを使ってネッ

トで検索して情報を収集できる時代になったわけです。 

 

⼈にわざわざ聞かなくても、自分で納得いくまで調べることが出来ます、昔は

分からなかったことが、誰でも簡単に何でもインターネットで調べることが出

来る時代なのです、 
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時代の変化とともに MLM ネットワークビジネスは、今大きく変わってしまって

いるのです。 

 

その「ネットワークビジネスの稼ぎ⽅」まで大きく変化しているのです︕︕ 

 

普通の主婦や、会社員が少額で独⽴することが出来ます。 

これは、誰でも出来る起業チャンスです。 

 

お⾦を掛けなくても、お⾦が無くても、合理的に起業したいという⼈には、こ

んな良いチャンスをみすみす逃すのはもったいないです。 

 

現在では、時代は変わり、副業を認めるような世の中の流れもあります、⾼齢

化社会、年⾦制度の崩壊などを考えれば、何かしらのビジネスに取り組んでい

きたい、⾏かなければいけないと考えている⼈は多いはずです。 

  



9 
 

Copyright(ｃ)2018-ユーチューバー仮想姉妹 Misuzu．All Rights Reserved 
 

 
 

2 章、顧客は、向こうから勝⼿にやってくる︕ 

今の時代は、興味があるのもや欲しいものがあると皆自分でインターネットを

使ってその情報を収集します、気になることは全て調べ上げるわけです。 

そして、「収集した情報をもとに、最終的な購入などを判断」します。 

 

例えば、自分が商品やサービスを購入しようとした時に、どうするか︖を考え

てみてください、まず実際に購入する前に、自分で自らパソコンやスマフォを

使ってその商品やサービスの情報を収集しょうとするはずです。 

 

勘の良い方はもう気がつつきましたよね︕︖ そうです、 

 

⾒込み客と⾔うのは、 

「購入するかどうか︖と⾔うのを最初から決めている」のです。 

 

⼈が何か商品やサービスを購入する時、あるいは、何か儲かるビジネスを始め

ようと考えた時には、必ずほとんどの⼈が、WEB サイトなどを検索して情報を

あらかじめ収集するのです。 
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ようするに、この原理を応用して、現在の MLM(ネットワークビジネス)では、

「相⼿の⽅から来てもらって」⼈を集めて稼ごうという方法なのです。 

 

自分から⾏くのではなく、「相⼿の⽅から勝⼿に来てもらう」それを 

 

「引き寄せのマーケティング」 

 

と言うのです。 

 

「最初からすでに興味がある人達を自然に集めることが出来るとい

う事なのです︕︕」 

 

つまり、このマーケティング方法をビジネスに活用して効率的にお⾦を稼ぐ仕

組みを作りましょうという事なのです。 

 

この仕組みをネットで作ってしまえば、後は何もしなくても、相手の方から勝

手に来てくれるようになります。 
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わざわざ苦労して、友⼈や知⼈に声を掛けなくてもいいのです、お⾦も労⼒も

掛けずに、⼈を集められる、しかも、⾒込み客です。 

 

ただ単純に⼈を集めるだけなら簡単です、一番難しいのは、「⾒込み客」を集め

る事なのです、「⾒込み客」と言うのは、簡単に言うと、「実際に商品やサービ

スを購入する可能性が極めて高い人」と言うことなのです。 

 

こちらからわざわざ購買意欲を掻き⽴てなくても、既に購買意欲を持った人が

勝⼿に集まって来てくれるので、自然と利益が⽣まれる可能性が極めて⾼いと

いうことになります。 

 

労⼒を使わず、お⾦が入ってくるというのは、まさにこのことなのです。 
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3 章、引き寄せマーケティングの仕組みとは︖ 

「相⼿の⽅から勝⼿にやってくる」引き寄せのマーケティングとはいったい、

どのようなものなのか︖と言う流れを解説していきたいと思います。 

 

① ブログや SNS を使い情報を発信する。 

② その情報に興味があって調べに来た⼈（⾒込み客）に、無料で有益な情報や

サービスを提供する代わりに、氏名、アドレス、LINE などの情報を入手す

る。 

③ 入手したリストに対して定期的に、⾒込み客が興味を持つ有益な情報を配信

していく。 

④ 有益な情報を定期的に配信し続けていると、⾒込み客はあなたの事を信頼し

始め、徐々にファンになってきます。 

 

ここが非常に重要なポイントです︕︕ 

「あなたが発信している情報を探している人たちが、ネットなどから自ら検索

したりして相⼿の⽅から勝⼿に集まって来てくれるという事ですね。」 
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①あなたが有益な情報を発信する 

↓ 

②その情報を探している人や役に⽴つと思った人達が自ら探してくれる 

↓ 

③発信している情報を有益だと思ってくれた人に、無料で有益なものをプレゼ

ントする（例えば、現⾦ 20 万稼ぐ資⾦調達マニュアルや仮想通貨など・・・） 

注︓集まって来てくれた人が有益に感じるもの、ようは欲しいと思うものでな

ければいけません︕︕ 

↓ 

④無料プレゼントに応募してくれた人達が興味を持ち、めちゃくちゃに有益に

感じたり、または何としても欲しくなるような商品やサービス、ツールを紹介

する 

↓ 

⑤ここで大きく売り上げが上がり利益が出ることになります。 

 

つまり、 

「この仕組みをネットワークビジネスでの集客」、人集めというところの 

の部分で利⽤します。 
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ネットで有益な情報を発信し続けていると、徐々にあなたのファンが増えてい

きます。 

 

あなたが⾏うことは、「商品やサービスを売るのではなく、まずは、あなたを

好きになってもらうこと」です、あなたのファンを作ることであり、増やして

⾏くことなのです。 

 

商品やサービスじゃなく、「あなたのファンになれば人は、勝⼿に引き寄せら

れて来る」ようになります。 

 

何もしなくても、⼈は引き寄せられ、あなたのファンになっていくのです、あ

なたのやることは、商品やサービスを売ることではありません。 

 

勝手に⼈を引き寄せ、あなたのファンを増やして⾏く仕組みを作る事が、あな

たのやることなのです。 
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4 章、MLM（ネットワークビジネス）の儲けの仕組みとは︖ 

次に、ここでは、あなたが、直接お⾦を得る部分の仕組みについて解説をして

いきます、出来る限り簡単に分かりやすく説明するので良く理解してください。 

 

ネットワークビジネスと言うのは、ものすごく簡単に言うと、 

「モノやサービスを直接人に販売するのではなく、その愛⽤者を増やしていく」 

というビジネスになります。 

 

例えば、自分が毎⽇飲んでる体に良い飲み物があったとします、要は、自分は、

この飲み物の愛飲者になるわけです、つまり毎月この飲み物を購入しているわ

けですね、そこで今度は、 

 

自分と同じような、この飲み物の愛飲者を増やして⾏くわけです、そうすれば

この飲み物は、売れる本数がまた増えることになります。 

 

自分と同じような飲み物の愛飲者を増やしながら、今度は、増新しく愛飲者に

なった⼈が、さらに同じようにこの飲み物の愛飲者を増やして⾏くというわけ

です。 
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そうすれば、この体に良い飲み物の愛飲者はどんどん増えていくことになりま

す、そうすれば、当然売れる本数も増えていきます。 

 

愛飲者なので、毎⽇、毎月飲みます、この飲み物の購入は、ずっと続いていく

わけです、飲み続けながら、その数を増やして⾏く、そこには、売上と言うも

の必ず発⽣するのです。 

 

そして、その売上分からの権利収入というものが継続的に⽣まれて来るという

わけですね。 

 

この方法であれば、お店などは、必要ありません、そうなれば当然販売経費な

どと言うものもかからないのです。 

 

つまり、普通お店などで、⼈が売った場合には、様々な経費がかかります、店

舗にかかる経費（家賃や維持費）や、販売にかかる⼈件費、交通費など色々掛

かるわけですが、この方法であれば、ほとんどかからないわけです。 
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通常なら経費でかかる分のお⾦が利益になるのです。 

 

そうです、つまりこの利益に変わった分のお⾦が権利収入として、継続的に毎

月入ってくるという仕組で、このビジネスモデルのことを、MLM(ネットワーク

ビジネス)というわけです。 

 

このレポートで稼ぐノウハウは、 

 

「引き寄せのマーケティング」×「MLM ネットワークビジネス」 

 

引き寄せのマーケティング ＝ 相⼿の⽅から来てもらい人を集める 

MLM ネットワークビジネス ＝ 愛⽤者を増やす 

 

という仕組みとその作り方のないハウを解説しているというわけです。 

 

この２つを組み合わせた仕組みを作れば、⼈と会わずにお⾦を稼ぐ仕組みが作

れるというわけです。 
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現実的に、私自⾝この仕組みを使って権利収入を得ているわけで、１度この仕

組みを作ってしまえば、毎⽇働かなくてもお⾦が入ってくるのです。 

 

そして、このビジネスの仕組みを作るための様々なサポートを直接私が⾏い実

際に稼いでもらおうというのがこのレポートの目的なのです。 

 

次に実際にあなたに稼いでもらうための具体的な方法を書いていきますので、

是非良く読んで、具体的な⾏動を起こしてください。 

 

何もしないと言っても、最初は、仕組みなどは自分で構築しなければいけませ

ん、ただそのやり方などを私自⾝がサポートいたします。 

 

ただし、１度作ってしまえば、後は何もしなくてもお⾦は入ってきます、最初

から全く何もしないでお⾦だけ入ってくるなんてことは、宝くじでもない限り

あり得ませんね。 

 

実際に稼いでいる私が直接サポートするという事は、あなたが稼げる可能性は

極めて⾼いということになるので、ここから先はしっかり読んで下さいね。 
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5 章、引き寄せネット集客から MLM へ誘導の仕組とは︖ 

ここで、「引き寄せのネット集客から MLM ネットワークビジネス」へどのよう

に誘導していくのかについて解説していきます。 

 

このビジネスのポイントは下記の２つです。 

「引き寄せのマーケティング」 × 「MLM ネットワークビジネス」 

この２つの掛け合わせた仕組みを作らなければいけないわけです。 

 

前にも書きましたが、言い方を変えると下記の意味になります。 

「引き寄せのマーケティング」 ＝ 相⼿の⽅から来てもらい人を集める 

「MLM ネットワークビジネス」 ＝ 愛⽤者を増やす 

 

そして、ここでビジネスとして極めて重要なことが１つ、 

「集める人と⾔うのは、⾒込み客であること、そして、それは何の⾒込み客で

なければいけないのか︖」と言うことです。 

 

「愛⽤者を増やす商品内容やサービス内容」に興味を持つ人、興味のある人、

もともと探していた人、欲しい人達を集めなければいけないという事です。 
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すごく簡単に言うのであれば、 

「体に良い飲み物の愛⽤者、愛飲者を増やしたい」のであれば、 

 

「特に健康に気を付けている人、健康食品などに興味のある人、買っている人、

買ったことがある人、すでに他の健康食品を愛飲してる人、これから健康食品

を買ってみようかと考えている人」などで考えればたくさん出てきます。 

 

このように、ネットで集めたい⼈を最初に絞り込んでおけば、そこに勝手に集

まってくる⼈達は、「最初からその商品内容やサービス内容に興味のある人や、

もう買うことを決めている人、買いたいと考えている人達」であるわけです。 

 

いわば、「非常に購入確率の高い質の高い⾒込み客」と言うことになるわ

けです。 

 

ただ⼈を集めるのと⾒込み客を集めるのとでは、ビジネスにおいては全く結果

が違ってきます。 

「あなたが集客したい人の属性 ＝ 商品内容やサービス内容」が同じである

ことが超重要というわけです。 
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内容にかかわらず、ビジネスにおいて成功できるかできないか一番重要なのは、

集客が出来るかどうか︖です。 

 

そしてさらに、 

「その内⾒込み客をどのくらい集められるか︖」 

「どのくらい質の高い⾒込み客を集められるか︖」 

なのです。 

 

正直に言いますが、この集客さえ上⼿く出来れば、商品やサービスなんてのは、

勝⼿に売れていくのです。 

 

「売れるかどうか︖」「あなたがお⾦を稼げるかどうか︖」と言うのは、ほとん

どが集客で決まります、たとえどんなに良い商品やサービスを売っていても、

たとえどんなに良い⽴地にお店を出したとしても集客が出来なければ、売れな

いし儲からないのです。 
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例えば、 

「めちゃくちゃ美味しいケーキを作って、お店を出したから売れるに決まって

るじゃない︕︕」 

なんて言ったって、お客さんが来なければ売れないのです。 

 

世の中のビジネスと言うのは、すべてにおいてこの集客によって決まってくる

という事です、特に自分で、ネットでも、店舗でもお店を実際に出してみると

いかに売るのが難しいかわかります、集客をしなければ、勝手には売れていか

ないという事が分かります。 

 

「いかに集客が難しいか︖」ですが、しかし、「裏を返せば集客さえできれば、

勝⼿に売れていく」のです、全く自分は、何もしなくても勝手に売れています。 

 

ネット集客の最大のメリットと⾔うのは、仕組みを作れば、自分は何もしなく

ても、勝⼿に集客をしてくれます、そして、勝⼿に顧客になっていってくれる

のです。 
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この仕組みを、作り上げてしまえば、私のように毎⽇働かなくても、権利収入

が必ず毎⽇のように発⽣して、お⾦が入ってくるようになるのです。 

 

そしてここからが重要です、 

「仕組みや⽅法は分かった、理解できたが、お⾦も稼ぎたいし欲しい、でも実

際に自分が１でやるのは正直難しいし、自信がない、なんか難しそうで出来そ

うもない」と思うはずです。 

 

そこの部分をどうクリアーするのか︖と言うのが、現実的には重要になってく

るのです。 

 

そこで、私自⾝が、あなたのサポートをすれば良いのではないか︖と言うわけ

です、実際に毎⽇権利収入を得ている私がサポートすれば、自信のない⼈だっ

て、やる気さえあれば、出来る可能性は非常に大きくなります。 

 

サポートだけじゃちょっとと言うのであれば、どうしても出来ない部分だけ代

⾏を頼むという方法だってあるわけですからね。 
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6 章、実際に稼ぐための具体的な⽅法とサポート内容 

ここまで、引き寄せネット集客 MLM 完全攻略方法︕⼈と会わずに月収 100 万

のノウハウについて解説してきましたが、実際にやるには、現実的にはいくつ

かのハードルというものがあります。 

 

そこを、私自⾝が、直接サポートして、あなたに確実に稼いでいただこうと言

う事なのですが、そこの解説をしていきたいと思います。 

 

これまで、レポートで書いたように、ネット集客の仕組みを利⽤するわけです

が、現実的には、MLM の会社がネットでの情報などの拡散禁止と⾔うのが結構

多いのです、なので、ネット拡散 OK なところの会社の案件を扱った⽅が断然

稼ぎやすいということになります。 

 

今の世の中で、ネット拡散禁止などと言うのは、わざわざ簡単に集客が出来る

のをわざとやっていないのと同じで大きな損をしています。 

 

当然、ここは極めて重要なポイントになってくるという事です、そこで・・・・・ 
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「何と私の所ではこのネット拡散 OK な会社の案件を紹介しています。」 

 

なので、この部分については、あっさりとハードルをクリアーすることが出来るという

わけです、しかも、「何社かの案件は既に⽤意してあります。」 

 

それから、MLM ネットワークビジネスにおいては、 

「どこのチームに所属するのか︖」 

と言いうのも非常に重要で、現実な稼ぎに大きくかかわってきます。 

 

私のチームは、「ネット集客が中心」になっており、このレポートで書いている方法で

⼈を集めています。 

 

そして、その「ネット集客の具体的な方法」なども、しっかり理解できるようにネット

でサポートしていきます。 

 

また、「ホームページ、動画、LINE＠などで教育することを代⾏サポート」することも

出来ます、さらには、何とビジネスの完結部分、お⾦を⽣み出す最重要ポイントである

「クロージングまでもサポート」をいたします。 
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ここまでサポートすれば、あなたが稼げないわけがありません、むしろ稼げない方がお

かしいと言えます。 

 

私は、ネット集客に関しても教えているので、私が現在実際に稼いでいる方法と同じよ

うに、一切⼈と会わないで MLM（ネットワークビジネス）でトップリーダーになるま

でサポートをします。 

 

ちなみに、私のトップリーダーとしての実績ですが、 

「わずか１カ月で４００人の直紹介」を出しています。 

 

この私のトップリーダーとしての実績をフルに活用、利用して貰うことが出来るという

のは、非常に大きなメリットになります。 

 

トップリーダーになると、新規の案件も１番に来ます、なので良いポジションであなた

に、新しい案件を紹介することが出来るという事です。 

 

もっと具体的に言えば、バイナリー系の案件であれば、私からのふり落としなんてのも

期待できると言うわけですね。 
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ここまでのサポートがあれば、ほぼ間違いなくあなたは稼ぐことが出来ます。 

 

私のように毎⽇働かなくても権利収入と言う夢のような⽣活が現実になります。 

 

現在 LINE＠に登録すると 

有料な MLM 案件などを配信しています 

 

https://line.me/R/ti/p/@vla0485m 

友達検索 @vla0485m 

 

 

それでは、このレポートを参考にして、私と一緒に稼ぐ仕組みを作って権利収入を得る

ように頑張りましょう︕︕ 

 

実際に⾏動をした人だけがお⾦を稼ぐことが出来るのです、⾏動をしなければ、お⾦な

んて稼げません、せっかく稼げる⽅法や仕組みが分かっているわけです、やらないと損

だと思いませんか︖私と一緒に権利収入を得ましょう︕︕ 
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