
情報販売講座『創造』

江川剛史
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【著作権について】
■ この教材は著作権法で保護されています。

■ この教材の開封をもって下記の事項に同意したものとします。

■ この教材開封者は、本教材から得た情報を、

著者から許可を得ずに、複製、転載、流用、転売する事を禁止します。

■ この教材に書かれた情報は、作成時点での著者の見解です。

著者は、修正、情報の最新化、見解の変更等を行う場合があります。
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こんにちは。

江川剛史と申します。

この度は、

私の情報販売講座『創造』を、

ご購入ありがとうございます。

この情報販売講座『創造』は、

私がネットビジネスで稼いでいる金額の大半を占める、

情報販売についてのノウハウを、

包み隠さず完全公開した教材です。

貴方は、この教材を手にしたことは、

とてもラッキーであると思います。

何故なら、

教材通りに実践すれば、

間違いなく稼げるからです。
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私自身、

情報販売は、

最も実践しているビジネスであり、

再現性も高いノウハウであるので、

貴方のお役に立つことは、

間違いないと思います。

それでは、

早速、情報販売講座『創造』を、

始めたいと思います。
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1.情報販売とは何か。

それでは、まず情報販売とは何かについてお話します。

情報販売とは、

主に、

何かの教材や読み物を作り、

それを PDF 形式の電子文書にして、

販売するビジネスです。

PDF 形式の電子文書であるため、

いくつでもコピーすることが可能であり、

基本的に転売やせどりのように、

在庫を抱えて困るということがありません。

そして広告費用以外は、

全て自分の利益に出来るので、

利益率も非常に高いのが情報販売です。

情報販売には、

様々な種類があります。
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例えば、

ビジネス教材、恋愛教材、悩み系教材、自己啓発教材、

セックス教材、投資教材、ツールなど、

様々な教材の種類があり、

それぞれを作って販売し、

売れれば利益となります。

情報販売は、

他のネットビジネス以上に儲かります。

例えば、

転売では、

500 万円分の商品を購入し、

それを転売し、

100 万円の利益とか、そういうレベルです。

サイトアフィリエイトでは、

月収 1000 万円が最高レベルです。

情報商材アフィリエイトは、

トップクラスが、月収 4000 万円。

年収 2 億 2000 万円です。
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しかし、

情報販売の場合、

ネットビジネス史上で見ると、

情報販売は、

12 億円稼いでいる人がいます。

平秀信さんですね。

その他にも、

村上むねつぐさん、伊勢隆一郎さんの、

12 時間で 5 億円の継承。

与沢翼さんの与沢塾で 4 億円。

このように情報販売というのは、

非常に稼げるビジネスなのです。

だからこそ、

ネットビジネスで稼ぎたいなら、

最も力を入れるべきは、

情報販売であり、

情報販売を実践することで、

他のビジネスで稼げなかった人も、

稼げるようになるのです。
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2.情報商材アフィリエイトと情報販売。

私の場合は、

情報販売と情報商材アフィリエイト、

双方の武器を使って、

ビジネスをしています。

情報販売が稼げると言っても、

情報販売に必要不可欠なものに、

販売するノウハウがあります。

情報販売で稼ぐには、

情報販売する商品を量産することも重要なのですが、

さすがに量産する上でも、

ネタに限界が出てくることが考えられます。

だからこそ、

同じ情報ビジネスとして、

情報商材アフィリエイトも平行して行うのです。

情報商材アフィリエイトとは、

情報商材をメルマガやブログで紹介し、

売れたら報酬が貰えるビジネスです。
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情報商材アフィリエイトを行うことで、

優良な情報商材の中身や、

セールスレターを見る機会も出てくるため、

情報ビジネスに強くなります。

そして情報商材アフィリエイトで稼ぐために必要な技術は、

情報販売で稼ぐための技術と、

重なる部分が多々あります。

情報販売で稼げる人は、

情報商材アフィリエイトでも稼げますし、

情報商材アフィリエイトで稼げる人は、

情報販売でも稼げるでしょう。

情報販売講座『創造』は、

情報販売の教材なので、

情報商材アフィリエイトには触れませんが、

もし情報商材アフィリエイトでも稼ぎたいと考えている人には、

次に上げた教材で学ぶといいでしょう。

・アンリミテッドアフィリエイト

インフォトップ殿堂入り情報商材であり、

情報商材の王道ノウハウが学べます。

情報商材アフィリエイトのスタンダードです。
http://egawa-takeshi.com/unlimi/
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・新世界アフィリエイト

情報商材アフィリエイトで、

月収 4000 万円稼ぐ、新田祐士さんの、

半永久に続くアフィリエイト・メール講座。

情報ビジネスを行う上での重要な思考を学べます。
http://egawa-takeshi.com/shinsekaiafirieito/

・アフィリエイトディスカバリー

情報商材アフィリエイトで稼がせるための教材。

非常に実践的な内容のためおすすめ。
http://egawa-takeshi.com/discovery/

・情報商材アフィリエイト講座『進化』

私、江川剛史の情報商材アフィリエイトのノウハウを、

完全公開した教材。

実際に稼げる手法を公開しているため、再現性が高い教材。
http://egawa-takeshi.com/shinnka/

これらの教材がおすすめです。

情報商材アフィリエイトを実践するなら、

有料教材を買うことで、

稼げる正しいやり方を学ぶことが重要でしょう。

ぜひ、教材で学んで、

実践してみてください。
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3.情報販売の販売方法

それでは、

情報販売の販売方法についてお話します。

実は、

この情報販売の販売方法は、

この情報販売講座『創造』の中でも、

最も秘匿性の高い、

価値ある情報になります。

このことについて書いてある情報商材は、

私が知る限り無いです。

しかし、

私の情報販売ノウハウの中でも、

最も稼ぐ肝の部分ですので、

ぜひ、しっかり読んで、

しっかり実践して下さい。

それでは、

情報販売の販売方法です。
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情報販売の販売方法には、

主に次のものがあります。

・メルマガ情報販売。

・ブログ情報販売。

・インフォトップ情報販売。

・アフィリエイター情報販売。

・Paypal 情報販売。

・ヤフオク情報販売。

・広告情報販売。

・セミナー情報販売

この 8 つの販売方法があります。

・メルマガ情報販売

まずメルマガ情報販売ですが、

メルマガの読者を集めて、

価値あるメルマガで信頼関係を作り、

販売する。

つまりダイレクトレスポンスマーケティングを行うわけです。

ダイレクトレスポンスマーケティングとは、

集客⇒教育⇒販売。

この手法で販売することを言います。

ですから、
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メルマガの読者を集客して、

価値あるメルマガや、

購入に繋がるような教育を施し、

情報販売するのです。

このメルマガ情報販売では、

メルマガアフィリエイトと合わせて行うと良いでしょう。

メルマガで教育をし、

時に情報販売する。

そして、

メルマガで教育をし、

時に情報商材アフィリエイトをする。

そういう感じです。

メルマガで情報販売する上では、

まず大事なことに、

どのメルマガ配信システムを使うかだと思います。

私のおすすめは、ワイメールです。
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BF0H9+86PL82+2M4M+5YJRM
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6000 人の読者に配信して 99％の到達率を記録しています。

メルマガで情報販売する場合、

メルマガが、ちゃんと読んでくれる読者に、

『到達』することが重要なわけです。

何を当たり前なことを言っているのかと思うかもしれませんが、

あまり良くないメルマガ配信スタンドを使うと、

到達率が悪く、

1000 人に配信しても、

12 人しかメールが届かないなんてことも、

普通にあり得るのです。

私の経験上、

アスメルはおすすめ出来ません。

到達率が悪いです。

そして有名なエキスパートメールですが、

到達率を考えると、

エキスパートメール　プロ以上を考えることが必要ですが、

エキスパートメル　プロは価格、

月額 19700 円と高額です。
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ですから

月額 4980 円であり、

エキスパートメール　プロと同等以上に到達する、

ワイメールがおすすめなわけです。

私自身も、

アスメルからワイメールに変えてから、

メルマガで稼げるようになったので、

ぜひ、メルマガ情報販売するなら、

ワイメールを利用することを、おすすめします。

ワイメール
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BF0H9+86PL82+2M4M+5YJRM

そしてメルマガ情報販売をする上で、

重要となる部分に、

メルマガ読者の集客があります。

では、どのようにメルマガ読者を集客したらいいかというと、

こちらの教材で詳しく説明しています。

メルマガ・ブログ集客講座『極』
http://egawa-takeshi.com/syuukiwami/
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私が実際に使っている 26 種類の集客術について、

包み隠さず完全公開している教材です。

集客については、

誰にとっても聖域であり、

誰も口に出すことはありません。

しかし、

情報ビジネスをしている人なら、

誰もが求めているノウハウです。

だからこそ公開しました。

使える集客について知りたい方は、

メルマガ・ブログ集客講座『極』で、

学んでみてください。

メルマガ・ブログ集客講座『極』
http://egawa-takeshi.com/syuukiwami/
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・ブログ情報販売

ブログでも情報販売は可能です。

ブログでの情報販売としては、

ブログ情報商材アフィリエイトと、

ほぼ同じです。

役に立つブログ記事を書いて、

ブログ読者を集客し、

サイドバーに、

情報販売商品のリンクを貼っておくだけです。

この手法でも、

全然、稼げます。

ブログで役に立つブログ記事を書いていれば、

貴方のことを信用するブログ読者が生まれてきます。

結果、

サイドバーで紹介している、

貴方の情報販売商品にも興味が湧き、

購入にいたるわけです。

ぜひ、ブログでも情報販売してください。

ブログ情報販売なら不労所得が得られます。
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・インフォトップ情報販売。

インフォトップを使って、

情報販売するのも有効です。

インフォトップに登録すれば、

インフォトップのサイトにも、

情報販売商品が掲載され、

そこでもインフォトップ訪問者が購入してくれます。

その他、

インフォトップを使えば、

アフィリエイターを募集することも出来ます。

インフォトップに登録すれば、

紹介してくれるアフィリエイターは、

必ず現れます。

アフィリエイターにより紹介されて、

商品が売れることもあります。

更には、

アフィリエイターに紹介されることで、
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貴方の商品や貴方自身を、

有名にさせる効果もあります。

知名度アップですね。

そんな効果もあります。

インフォトップを使って、

情報販売する場合は、

インフォトップの規約を前もって読んで、

インフォトップ内にある、

審査に関するページをよく読んで、

審査に合格することも意識して、

セールレターを書くことが重要です。

審査では、

修正すべきところを指摘されることも多々あるので、

販売予定日より、

ある程度前に、

審査の準備を行うことが重要です。
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・アフィリエイター情報販売。

インフォトップのアフィリエイターを使って、

情報販売をするのもいいです。

そしてインフォトップを使わずに、

情報販売したい方は、

インフォトップを使わないで、

アフィリエイターを使って、

情報販売しても良いです。

例えば、

プロダクトローンチ形式で情報販売する。

アフィリエイトセンターを運営して、情報販売する。

そういう手段を使ってもいいでしょう。

プロダクトローンチとは、

アフィリエイトセンターを使って、

アフィリエイターに無料オファーを広めてもらい、

メルマガのリストを集めて、

そのリストに対して、

ノウハウ動画などを送って、

信頼関係を作り、

最後に情報販売する手法です。
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このプロダクトローンチも、

大金を稼いでいる人がいるので、

実力と資金があるなら、

プロダクトローンチをするのもいいでしょう。

ただ、アフィリエイトセンターで、

アフィリエイターを動かす場合、

無料オファーにより、

メールアドレスが獲得する度に、

アフィリエイターに報酬を支払わなければなりません。

結果、

情報販売で得た利益より、

アフィリエイターに払う金額の方が多く、

赤字になる人もいるので、

確実に、

アフィリエイター報酬より、

情報販売の利益が多くなるよう、

計画した上で、

プロダクトローンチは行うといいでしょう。
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・Paypal 情報販売。

Paypal とは、

世界的に有名なクレジットカード決済サービスです。

Paypal の会員になれば、

簡単に、

クレジットカード決済のボタンを作ることが出来ます。

この Paypal決済は、

非常に使い勝手が良くて、

インフォトップを使って情報販売するように、

大きな手間を使わずに、

手軽に情報販売を量産するには、

Paypal決済情報販売を行うのが、

非常に便利です。

Paypal決済など、

売れるのだろうかと不安に思う方もいるかもしれませんが、

思っている以上に売れます。
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Paypal決済でも売れるし、

一度 Paypal会員になった人は、

Paypal決済を使う敷居も低くなるので、

売れます。

もし、銀行振込も導入したいなら、

銀行振込も受け付けているように、

別枠で銀行振込を受け付けていることを明記するといいでしょう。

・ヤフオク情報販売。

この手法、

上手く実践している人は、

非常に少ないのですが、

事実、私が情報販売する上でも、

非常に売上に貢献しているのが、

ヤフオク情報販売です。

ヤフオクの場合、

日本で最もアクセスのある、

ヤフーのサービスであり、

集客力が非常に優れています。
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そのヤフーのオークションサービスである、

ヤフオクにて情報販売の商品を出品すれば、

高い確率で落札されていくことになります。

例えば、

ヤフオクには、

その他のカテゴリーの中に、

情報というカテゴリーがあります。

ここには、

情報商品を出品して良いと、

ヤフオクで正式に認められているのです。

ですから、

この情報カテゴリーに、

情報商品を出品することも可能なわけです。

ヤフオク情報販売の場合、

ポイントとしては、

まず、どのカテゴリーに出品するか、

考えること。
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そして出品が決まったら、

情報販売商品の価格は、

即決価格にすること。

何故なら、

オークション形式にすると、

自分が望んでいる価格より、

低く落札される確率が多いからです。

即決価格にし、

ヤフオクアフィリエイターを利用できるなら、

利用にチェックを入れましょう。

商品画像は、

必ず用意しましょう。

オークションに注目させるための広告枠も、

費用対効果を考えて利用するといいでしょう。

ただ、調子に乗って注目広告枠を使うと、

気付かないうちに、

積もりに積もって広告費が高くなるので、

費用対効果も考えて、

注目広告枠は使うといいでしょう。
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・広告情報販売

広告を使って情報販売することも出来ます。

例えば、

バナー広告、テキスト広告などのネット広告、

メルマガ号外広告などのメルマガ広告、

ポスティングやチラシ配りなどのオフライン広告など、

広告を使って情報販売することも可能です。

この場合も、

費用対効果を考えて、

実践を選ぶといいでしょう。

利益の方が多くなる広告であるなら、

使えなくなるまで、使い尽くすようにしましょう。
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・セミナー情報販売。

セミナーを募集して、

何かのノウハウを教えて、

それに繋がるような情報販売商品をセミナーで紹介して、

申込用紙を配り、購入してもらう。

そんなことも可能です。

例えば、

丹治雅則と中松祐太さんのサイトアフィリエイトセミナーでは、

サイトアフィリエイトのノウハウを話した後、

高額塾＋協会会員権利＋アフィリエイトサイト作成代行 1 サイト。

このセット価格で 100 万円でセールスしていました。

結果、一人購入していましたね。

これでセミナー 1日で 100 万円稼いだわけです。

他にも、

七星明さんは、

6000 人セミナーを開催し、

エキスパートメールに特別オプションを付けて、

エキスパートメールを販売していました。
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与沢翼さんの会社の社長だった、

吉村啓志さんは、

プロダクトローンチのセミナーを行い、

プロダクトローンチ代行のサービスを、

75 万円で販売していました。

こんな感じで、

セミナーで集客して情報販売することも可能です。

セミナーの場合、

対面で会っているわけで、

信頼関係も興奮度も高いため、

勢いで購入する方もいます。

セミナーによる情報販売も効果的です。
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4.情報販売コンテンツの作り方。

情報販売コンテンツには、

様々な種類があります。

例えば、

・PDF 形式の電子教材。

・音声教材

・動画教材

・セミナー

・ツール

主に、この 4 つの種類があります。

・PDF 形式の電子教材。

これは比較的スタンダードな情報販売商品の形で、

文書ソフトでノウハウを書いて、

PDF 文書化して教材にするのです。

この PDF 形式の電子教材を作るには、

非常に簡単な方法があります。

それはオープンオフィスを使うのです。

オープンオフィス
http://www.openoffice.org/ja/
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オープンオフィスは、

マイクロソフトオフィスとも互換性がある、

非常に優れたオフィスソフトであり、

使い勝手がいいだけでなく、

無料で手に入れることが出来るのです。

使い勝手もマイクロソフトオフィスと同じであるため、

オープンオフィスの Writer で文書を作成し、

一番左のボタンである、

ファイルのカテゴリーをクリックすれば、

PDF としてエキスポートという欄があります。

ここをクリックすれば、

文書を PDF 化することが出来るのです。

このようにオープンオフィスなら、

簡単に PDF 形式の電子教材を作ることが出来て、

情報販売の商品を手軽に作ることが出来ます。

・音声教材

音声教材も人気のある教材形式です。

音声教材形式のメリットは、

ipod やスマートフォンに、

音声ファイルを入れれば、
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通勤時間などにも、

手軽に電車の中で聞けることです。

移動時間などにも手軽に聞くことが出来ます。

ながら聞きというものですね。

そして、

音声教材の場合、

姿を見せることが無いので、

どこでも、

どんな格好でも、

どんなに見た目に自信が無くても、

音声教材を作ることが出来ます。

では、音声教材の作り方ですが、

IC レコーダーを使ったり、

パソコンの音声録音ソフトを使っても録音出来ます。

しかし、私のおすすめは、

スマートフォンによる音声録音です。

スマートフォンのアプリに、

VoivceR Pro というアプリがあります。
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このアプリでは高品質な音声で、

音声を手軽に録音することが出来ます。

音質にこだわるなら、

VoivceR Pro がおすすめです。

音声の場合は、

MP3 形式のフォーマットにし、

音声ファイルをサーバーにアップして、

それを購入者限定サイトや、

購入者限定電子文書の中に、

リンクを掲載してダウンロードさせるといいでしょう。

・動画教材

動画教材も、

人気の教材形式です。

動画教材の場合、

画面を見ながら学ぶことが出来ます。

何かを見ながら学ばせたい時には、

有効ですね。

それに Youtube を使えば、
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二倍速再生も、

Youtube の画面のアンダーバーから出来るので、

時短で学ぶことも出来ます。

動画教材の場合は、

Youtube を使いましょう。

Youtube のアカウントを取って、

動画を撮影して、

Youtube にアップロードするのです。

動画形式の教材として、

有料販売する場合は、

動画を限定公開に設定しておきましょう。

この公開方法なら、

URL を知っている人のみに、

動画を閲覧させることも出来ます。

音声教材もそうですが、

教材形式を音声や動画にすると、

それだけで価値が比較的高まるので、
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教材を豪華に見せたいなら、

動画や音声を使うといいでしょう。

・メルマガ形式

メルマガ形式で、

コンテンツを配布する形の情報販売もあります。

メルマガ形式の場合、

継続的に購入者に、

情報を与えることが出来るので、

購入者の満足度も上がりやすいです。

メルマガ形式の教材で、

継続的に販売する場合は、

ステップメール形式にするといいでしょう。

・セミナー

情報販売の種類として、

セミナーもあります。

セミナー会場を決めて、

そして集客をする。
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そしてセミナーで稼ぐことも出来ます。

セミナー自体を、

5000 円以上にして、

セミナー自体で稼ぐのもいいですし、

セミナー中に情報販売して、

情報販売で稼ぐのもいいです。

セミナービジネスだけで生活している人もいるので、

セミナービジネスも視野に入れておくといいでしょう。

・ツール

プログラミングが出来るなら、

ツールを作って販売するのもいいでしょう。

さらには、

自分でツールが作れなくても、

誰かに作ってもらって、

販売することをしてもいいです。

ツールも情報販売の商品であることを、

視野に入れておいてください。
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4.情報販売の見本

情報販売を行っていく上で、

ネタの種類を増やすためにも、

どんな種類の情報販売商品が、

業界内にあるかチェックしてみるといいでしょう。

チェック方法としては、

インフォトップのサイトへアクセスし、

それぞれのカテゴリーに登録してある商品名をチェックするのです。

そして気になった商品は、

セールスレターも読んで、参考にするといいでしょう。

そうして様々な商品を見て、

自分自身も角度を変えて同じような商品を販売出来ないだろうか、

こんな感じで考えてネタを考えるのです。

そうして情報販売商品を量産しましょう。
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5.セールスレター

情報販売する場合は、

タイトルと説明文を書いて、

決済ボタンのような感じで、

ただリンクへ誘導するような形では売れません。

セールスレターを書くことが重要です。

セールスレターとは、

上部にタイトルやヘッドコピーを書いて、

商品の特徴やメリット、ベネフィットを、提示して、

Q&A で疑問を解消し、

推薦文や購入者の声を提示して、

商品の魅力を伝える。

そういう商品を購入させるために、

レターを表示させることが重要です。

お客は、セールスレターを読んで、

商品の魅力を知り、

購入ボタンを押すのです。
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レターで魅力を伝えなければ、

魅力に気付かずに購入しないのです。

ぜひ、セールスレターについて、

コピーライティングと共に、

学習するようにしましょう。

コピーライティングとは、

商品を売るためのライティング技術です。

コピーライティングを学ぶ上で、

おすすめなのは、

現代広告の心理技術 101 という本を読むことです。

この現代広告の心理技術 101 では、

101個のコピーライティング技術が書かれているのです。

これ程までにコピーライティングのテクニックについて、

詳しく書かれている本は、

他にありません。

情報ビジネスで 1 億稼ぐ人も、

稼いでいるコピーライターも絶賛している本です。
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ぜひ、コピーライティングを学ぶなら、

現代広告の心理技術 101 で学んでみてください。

『現代広告の心理技術 101』

著者　ドルー・エリック・ホイットマン
http://directlink.jp/tracking/af/755150/OhCZrcqd/
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6.終わりに

以上、

情報販売講座『創造』はどうでしたでしょうか。

基本的に、

メルマガ情報販売とブログ情報販売、

それにヤフオク情報販売を加えて、

情報販売商品を量産すれば、

毎月稼げるし、

収入は増やしていくことが可能です。

はっきり言って、

この教材に書いた情報販売手法は、

私自身もメインで稼いでいる手法であり、

非常に再現性のある、

誰でも稼げるビジネスモデルだと思います。

そんなビジネスの手法を知ることの出来た、

貴方はラッキーです。

ぜひ、実践して稼いでみてください。
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そして、

情報ビジネスをする上で、

ただ利益を得ることだけでなく、

購入者の役に立つこと、

そして社会の役に立つことを考えてビジネスをしてください。

情報販売の商品は、

買う前に中身が分かりません。

だから騙して購入させることも可能なわけです。

でも、そのような詐欺行為はしないでください。

役に立つ商品。

相手のためになる情報商品を作り、

相手の人生に役立つように、

社会に役立つように、

ビジネスしてください。

そして最終的には、

情報販売で、

世界を変えることも考えてみてください。
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私も情報販売の商品を世の中に出す時に、

この商品で、

『世界を変える。』

そんな気持ちで情報商品を送り出しています。

情報販売でお客様が、

情報商材を手にして、

その人は確かに影響を受けるわけです。

ビジネスの教材なら稼げるかもしれない。

恋愛の教材なら恋愛が上手く行くかもしれない。

悩み系の教材なら悩みが解決するかもしれない。

このように、

情報商材は、

人の人生を変えるのです。

そういう人の人生を変えることになる、

商品であることを考えて行ってください。

詐欺商品は作らないでください。

良い商品を適正価格で販売してください。
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高額商品で稼ぎたい気持ちは分かります。

でも、30 万円とかビジネス塾に入らされて、

結果、全然稼げなくて、

役にも立たなかったら、

その 30 万円の痛みはどうなりますか。

その人の選択であることは確かですが、

30 万円という金額は、

普通のサラリーマンなら、

一ヶ月働いても稼げない金額です。

ぜひ、適正価格で良い商品を大量に売って、

世界をより良くしてください。

世界に革命を起こすような商品を大量生産。

ぜひ、頑張ってください。
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・アフィリエイト専業で自由になる方法

私は、『アフィリエイト専業で自由になる方法』というメール講座で、

高額塾レベルのネットビジネス・ノウハウを、

無料で配信しています。

このメール講座は、

広告ばかりのメール講座ではなく、

ネットビジネスのノウハウを、毎回教える、

業界でも指折りの優れたメール講座です。

ぜひ、読むのは無料ですし、

読者解除も、メール内から、いつでも無料で出来るので、

ぜひ、こちらの紹介ページをから、

読者登録してみてください。
http://egawa-takeshi.com/lp/landingpage.html

紹介ページ下部の『送られてくるメルマガの件名』などを見て、

『これは読みたい。』と思うなら、読んでみてください。

本当に読むべき価値のあるメルマガですので、

読者登録を、おすすめします。

江川剛史のアフィリエイト専業で自由になる方法

無料読者登録は、こちらのリンクから行ってください。
http://egawa-takeshi.com/lp/landingpage.html
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・情報商材アフィリエイト講座『進化』

私、江川剛史が作成した情報商材アフィリエイト教材です。

私の情報商材アフィリエイトのノウハウ全てを、

完全公開しました。

ここに書かれた情報商材アフィリエイトのノウハウなら、

挫折もせずに、

実績 0 から、

確実に、

情報商材アフィリエイトで、

楽々、継続的に稼げるでしょう。

ステップメールを使った自動化戦略や、

特典戦略など、

様々な戦略を公開しています。

情報販売講座『創造』とも相性が良いです。

何故なら、

情報商材アフィリエイトと情報販売は、

組み合わせて行うべきだからです。

ぜひ情報商材アフィリエイトを学ぶために、

情報商材アフィリエイト講座『進化』を手に入れてください。

情報商材アフィリエイト講座『進化』
http://egawa-takeshi.com/shinnka/
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・『メルマガ・ブログ集客講座『極』』

私、江川剛史が作成した集客教材です。

メルマガ読者集客、ブログ集客、

Twitter集客、Facebook集客など、

強力な集客ノウハウを 26 種類書かれています。

集客ノウハウは、

いわば聖域であり、

誰も話したがりません。

しかし、

集客のノウハウこそ、

顧客が知りたい情報ということで、

包み隠さず、

全てのノウハウをお話しました。

ぜひ、この情報販売講座『創造』とも、

相性が良い教材ですので、

ぜひ、手に入れてください。

『メルマガ・ブログ集客講座『極』』
http://egawa-takeshi.com/syuukiwami/
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・ネットビジネスで脱サラする情報商材アフィリエイト講座

私のネットビジネスノウハウを、

完全公開しているパワーブログです。

ぜひ、ブログ記事一覧より、

興味ある記事を読んでみてください。
http://egawa-takeshi.com/

・江川剛史の 1700個以上の豪華特典付き、

情報商材レビューランキング
http://egawa-takeshi.com/rebyu/
（こちらでは、私が購入して、

これは良い教材だったと思える情報商材に、

1700個以上の豪華特典を付けて、紹介しています。

私のレビューページを経由して、情報商材を買うと、

1700個以上の特典が手に入るので、ぜひ、検討してみてください。）

では、何かあれば、こちらからメールください。

・江川剛史へメールはこちらから

http://egawa-takeshi.com/  お問い合わせページ  

・この度は、ありがとうございました。

貴方の成功をお祈りいたします。
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