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　　　　　　　　　　　　著作権について

当レポートは日本国の法律(著作権法)によって守られている著作物です。

発行者の書面による許可無く、当レポートの一部をあらゆる

媒体(文書、音声、映像など)に転載、流用、複製、転売することを禁止します。

上記に反する行為をされた場合は、法的措置がとられますので、ご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　

                        免責事項について

当レポートの内容は、発行者の独自の経験・ノウハウをまとめたものであり、

すべての人に同一の効果・影響を保証するものではありません。

また、当レポートの内容に対していかなる行為をされ損害を受けることになりましても、

発行者・配布者は一切の責任を負いません。

すべて読んだ方の自己責任の上、お取り扱いください。

当レポートについて

当レポートをダウンロードされた方は、

自由な暮らしと生活を！メルマガに登録されます。

登録解除は何時でも出来ますので不要の場合は解除お願いいたします。
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1・ご挨拶

こんにちは。

EMMAと申します。

しがないアフィリエイターでございます。

あなたは情報商材を購入した事がありますか？

巧みなセールスレターに釣られて購入してみたら、トンだ一杯食わせ物だった。

そんな経験はありませんか？

情報商材はピンからキリまでありますが、ほとんどがピンです。

駄目商材です。

いわゆる詐○商材ってヤツです。

その○欺商材は次々と販売され続け、泣きを見る購入者が後を絶ちません。

そんなインフォ業界に風穴を開けるべく、私が筆を持ちました。

なんのしがらみもなく、人脈もない人間だからこそ出来る

衝撃のレポートをお届けいたします。

尚、当レポートはネットビジネス初心者向けの内容となっております。

中級者以上の方には退屈かもしれませんが、最後までお付き合い下さい。
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2・タイトルが厄介

簡単作業で月収○○万円！

ほったらかしでガッツリ稼ぐ！

○年間で○○千万円稼ぎ出した方法！

んなアホな。

と思うあなたは正常です。

しかし、この世界に足を踏み入れると何故か信じてしまうんです。

心当たりがある方はいませんか？

商材って

売れるジャンルを考えて

皆が飛びつくタイトルを決めて

手間隙かけてPDFファイルにまとめて

何回もセールスレターを書き直して

お金をかけてサーバを借りて

ASPに登録して

広告費をかけて宣伝して

etc‥

こんなに大変なんです。

それでもドンドン新しい情報商材が出てきます。

それだけ儲かるんです。

買っちゃう人がいっぱいいるんです。

タイトルでガツンとやられると購入ボタンを押してしまうんです。

タイトルって侮れません。

中には販売後コロコロと名前が変わる商材もありますが、

ユーザーの反応に敏感な証拠ですね。

タイトルは釣ってナンボです。

上辺のインパクトに惑わされないよう注意して下さい。
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3・セールスレターはもっと厄介

セールスレター。

販売ページ、もしくは商材説明用ページの事です。

我々を匠の業で惑わせます。

まず最初にド派手なコピーで圧倒して来ます。

そして、

こんなに稼いでいますよ～！

楽々簡単に大金持ちになりました～！！

どうやって稼いだか聞きたいですか～？

でもね、実は私もつい最近まで借金だらけで破産寸前でした。

家族も崩壊しそうな状況でした。

明日の飯も食えるかどうかの毎日‥。

しかし！

このノウハウで、今では海外旅行、高級車に貴金属、

自由なお金と時間を手に入れたのです！！！！！

あなたも私と同じオイシイ人生を謳歌しませんか!?!?!?!?!?!?!?

稼げなかったら全額返金保障！！！

100名様のみの完全限定！！！！

本日の23時59分まで受付！！！！！

ただ今確認しましたが、残り7名様です！！！！！！

今すぐ決断を！！！！！！！

お申し込みはこちら！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

ぽちっ。（購入ボタンを押した音）

‥。

大体こんなストーリーが多いです。

ユーザーに共感させ、自分にも出来そうだと思わせる。

今すぐ購入しないと後悔すると煽る。

たとえ稼げなくても返金保障があるからノーリスクだと断言する。

セールスレターにはまだまだ落とし穴が隠されています。
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札束の画像

あれ、売ってるんです。

ネット通販で買えます。

「札束画像」でググると出てくるのでぜひ見てみて下さい。

オプションで名前を入れたりも出来るんですって。

限定数

○○名限定。

いつまで経っても定員になりません。

不思議。

購入者の声

なぜか販売直後なのに成功者がたくさんいます。

モニターなのでしょうか？

残り時間

よくカウンターが回っているレターを見かけますが、0になったら残り時間が増えます。

推薦文

大物インフォプレナー（情報起業家）の推薦文があると安心できそうですが、

プレナー同士の横のつながり、誉め合いとの見方が圧倒的多数‥。

返金保障

ほとんどの商材は返金保障付きですが、実際に返金されるケースは稀です。

返金の条件が非現実的だったり、商材そのものが実行不可能だったりします。

セールスレターには書かれてきないのに、

商材の中で条件が変わっている場合もよくあります。

基本的に返金保障はお飾りと考えなければならないというのが悲しい現実なのです。
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問題はまだあります。

よく見かける、

「○○をXXXXすると△△△万円稼げます！」

「XXXで△△をクリックするだけ！」

「友達がネットで偶然見つけた○○をXXXXしたら、なんとお金が儲かったのです！」

「即金で稼げます！月収50万円は楽勝！！」

‥？

一体何をどうして報酬が発生するのかが分からないレターには注意です。

中には伏字を使わなければネタバレになる商材もあるのですが、

殆どの商材は「○○」が何なのか知りたい、買ってみようか？

という心理を誘っているだけです。

実際には大した事ではないものが圧倒的。

即金系の商材に至っては、ほぼポイントサイトの紹介と思っていいです。

「ポイントサイトで自己アフィリしてください。」

「ダウンが付けば不労所得になります。」

こんな情報が10000円以上で販売されているんですよ！

この手の商材は後を絶ちません。

いかに初心者を食い物にしているか‥。

これは自己防衛するしかありません。

難しいかもしれませんが、セールスレターに騙されないように目を養いましょう。

たくさんセールスレターを見ていく内に騙しのパターンが分かってきます。

経験値が必要ですが、大切なお金を捨てる事にならないよう

興味のない商材もチェックしてセールスレター慣れする事をお薦めします。

ただ、セールスレターは日々高度で巧妙になっていきます。

ごく一部の本当に素晴しい商材を見抜くのは至難の業。

せめて簡単には騙されないようになっておきたいものです。
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4・レビューサイトは味方か敵か？

商材の購入を検討する際にレビューサイトで下調べをしますよね？

ここに思わぬ落とし穴があります。

まず、基本的にレビューサイトの管理者はアフィリエイターという事実。

商材が売れる事を少なからず期待しています。

故に、レビューブログ等ではプラスの点を前面に押し出し、

マイナスの点にはあまり触れない場合があります。

そして、必ずしも購入しての感想とは限らないのです。

実際に購入してみたらレビューと違う！なんて事もあります。

そして商材の価値の基準は人それぞれなので、ある人には良商材、ある人には悪商材と、

善し悪しの判断が難しいのです。

あくまでも参考程度にとどめ、信頼しきらないのが大切です。

次にクロスレビューサイト。

不特定多数の人が商材の感想や実践結果を書き込めるサイトです。

レビューブログと違っていろんな人の意見が聞けるのがメリットです。

‥が。

クロスレビューサイトを見た事がある方ならお分かりでしょうが、

明らかに褒めすぎ、もしくは批判しすぎな書き込みが必ずあります。

前者は販売者の自作自演、後者は販売者への妨害目的と言われています。

販売直後の賞賛レビューは自演、が定説。

どさくさに紛れてアフィリリンクを仕込んで書き込みする人。

関係ない書き込みで場を荒らして楽しんでいる人。

購入者でもないのに想像でレビューする人。

Etc‥。

本当にアテになりません。

きちんとレビューしている人や、正しい情報を求めている人は困惑しますね。

なので、クロスレビューサイトも参考程度に考えましょう。

これまたアテにはなりませんが、分からない事は販売者に直接聞くのが基本です。

ちゃんと答えてくれる販売者は多いですよ。

対応の悪い場合は購入後のサポート面で不安がありますし、購入は考えた方が無難です。
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レビューサイトのデメリットばかりを書いてしまいましたが、中にはボランティアか？

と思うような良心的なサイトもあります。

ユーザー視点で良い所は良い、悪い所は悪いとハッキリと示してくれて、

メールでの相談にも乗ってくれる。

少数ではありますが、この魑魅魍魎の業界の中で健全に運営されている

レビューサイトは存在します。

ここではご紹介できませんが、そのようなサイトもあると言う事は覚えておいて下さい。

レビューサイトに関しては色々と裏事情もあります。

それはメルマガで触れていく予定です。
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5・商材購入前

購入前に確認すべき点があります。

それは、商材を実践するに当たって別にお金がかかるのかどうかです。

例えば独自ドメインの取得やサーバ代等はセールスレターでは省略されていたりします。

また、月額で料金を支払うサービスや何かを購入しなければいけないケースもあります。

セールスレターをよく読み、販売者にも質問をして確認してみましょう。

お金が続かなくて断念。

なんて悲しすぎますからね。

他に、実践するのに必要な条件も把握しておくべきです。

質問をしてきちんとした返答がないものは避けた方が無難です。

新薬モニターやクレジットカードの現金化等、実践できない人がいる商材もあります。

未成年は対象外だったり会社員じゃなければいけないものもあるかもしれません。

後悔しないために、面倒でも必ず確認して下さい。
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6・商材購入後

厳しい事を書きますが、どんなに優良な情報商材でも自分なりの努力や創意工夫がなけれ

ば稼ぐ事はできません。

簡単コピペで手間要らずはあり得ないと思って下さい。

与えられた情報を与えられた手順で実行して稼げなくても当たり前なのです。

必ず自分で頭を使って試行錯誤する事になります。

少しだけやってみて「稼げないジャン！」では、どんな商材でも稼ぐ事は難しいです。

もちろん詐欺商材は別ですよ。

実行不可能、やってもやっても小銭しか稼げない、違法行為、迷惑行為 etc‥。

これらは逆に早めの見切りが必要です。

ですが、しっかり稼げるイメージがある商材は頑張ってみるべきです。

知らないうちにスキルが身についていたりします。

残念ながら稼げなかったとしても、得るものがあった方がいいですよね。

大切なお金と時間を費やすのです。

分からない事は調べればあっさり解決する場合も多いです。

サポートが受けられるのならフルに使い倒しましょう。

まずはやるだけやって見る。

この姿勢は大事です。

商材は「稼がせて」くれません。

商材で「稼ぐ」のです。

泥臭くやっている人が結果を残している事実。

これを忘れてはいけません。
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7・終わりに

今回のレポートは「情報商材の罠」について駆け足でお送りしました。

この業界は奥が深いです。

まだまだ様々な罠が張り巡らされています。

当レポートは自己防衛のための基本中の基本を記しました。

あなた自信が痛い目に合わないためには経験や勉強も必要です。

当レポートが少しでもお役に立てれば幸いです。

最後に。

全ての情報商材やレビューサイトが悪徳ではありません。

誠心誠意ユーザーと向き合っている販売者やサイト管理者はいらっしゃいます。

誤解なきようお願いいたします。

最後までお付き合い頂いてありがとうございました。

EMMA

 Blog:自由な暮らしと生活を！

URL:http://zakuri.blog.shinobi.jp/
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