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ココナラの規約上、収益について記載できません
が購入後にお渡ししているこちらのマニュアルに
は記載してあります。

※1月19日の時点 日付の表記もあるのでわかって頂
けたと思います。

【実績】

※振込先がグーグルになっているのはAdSenseを
経由していたからです。AdSense経由は不必要な
のでご心配なく

￥1,419,604 を１ヶ月で稼ぎました。

日給換算すると約 ￥47,000です。
ですが、この ￥1,419,604 にはどれくらいの時間
が費やされているかその答えは「0」と言っても過
言ではないです。

どういう事かというと、１ヶ月約150万円稼いだの
は商材を売りまくったからです。

私の手法では、
【商材販売】するにあたって【商品作り】から始
めます。マニュアル制作の事です。

マニュアルを作る時間は必要ですが、作成してし
まえば購入者にお渡しするのみです。

そうなれば、実質作業時間は0に等しく最高効率で
利益を産み出せるはずです。

ほぼ【自動化】ですね。

ここまで行き着いた苦労、試行錯誤の末見い出せ
た方法です。

【経緯】
まず、紹介の前に私が行き着くまでの経緯
何をしてきたのかをお話します。

ココナラのプロフィールにもお書きしている通り
私は学校に行くのが嫌で、仕事もしたくありませ
んでした。

その理由は人と接するのが苦手で、社会に出て世
間に比較されたり作り笑いをして上司に媚びたり
するのが本当に嫌でした。

そんな毎日に嫌気がさして、ネットビジネスを始
めようと思いました。

私が最初に始めたネットビジネス(副業)は
YouTubeでした。

初期費用が掛からず手軽に始められるからです。
そして、ほぼ同時期にバズビデオを始めました。

何も知らない初心者がいきなりネットビジネスを
始めて稼げる訳ありませんよね。

当然の如く、収益が発生してもお小遣い程度
とても会社を辞められる程稼ぐことはできません
でした。

そして、ネットビジネスを始めているうちに転機
が訪れました。

それはネットビジネス仲間の存在です。
一緒に攻略方法を見つけたり、色々な事に挑戦し
ました。

その甲斐あって、そこそこの収入を得る事ができ
ました。ですが、それでも会社を辞められる程で
はなかったので考えました。

試行錯誤の末見つけたのは収入源を増やすことで
した。そんなん誰でも分かるわ！と思うかもしれ
ませんが(笑)

でもどう収入源を増やせば良いのか自分には何が
できるか考えました。

そこで着目したのは【コンサル・商材販売】でし
た。情報商材を売れば、YouTubeやバズビデオの
収益だけじゃなく売上が入ってくるから稼げるん
じゃない？と考えました。

最初に始めたのは、noteとココナラでの情報販売
でした。

値段設定も難しいし、高すぎても誰も買わない。
安くしすぎても利益は産めないし…

そこで考えたのが【商材の売り込み方法】でし
た。Twitter上では様々な商材屋がいますよね

詐欺やしょうもない商材屋を除き
ちゃんと実績を出している人の手法を全て吸収し
ました。

すると、少しづつですが購入されるようになりま
した。初めてnoteが売れた時は死ぬほど嬉しかっ
たです(><)

とまあ経緯としてはこんな感じでした。

【実践編】
はい。ということで、経緯でお話した色々な点に
ついて詳しく解説させて頂きます。

1.コンサル・情報商材をするに当たって
実績ゼロの初心者がコンサルや情報商材なんてで
きるのかということについてですが、
このノウハウを購入している方は色々な使えない
ノウハウを買い続けている人達だと思います。

その無意味な無価値のノウハウを買って損をした
と思っていますか？

買った意味が無ければ意味があるようにすれば良
いのです。

そのノウハウを丸パクリしてしまうのは著作権的
な問題でアウトですが、吸収して自己アレンジす
ればそのノウハウは貴方のものです。

もし、ちゃんとしたノウハウでも自分には合わな
かったり実践できなかってもそのノウハウを自分
流にして情報商材として販売すれば良いだけの話
です。

私も初めは ブログ YouTube buzzvideo 転売 …etc

参入障壁が低い自分にもできそうなネットビジネ
スをコツコツと始めました。

ですが、ある時に気がつきました。才能がないも
のはお小遣い程度しか稼げないという事に…

誰でもできると謳っておきながら全くできない。
高額な商材を買っても結果がでない…。

そんな方に刺さる【最強術】です。

という事で、無意味な価値の無いノウハウばかり
を持っているノウハウコレクターの方ならば即実
践する事ができます。

当然ノウハウ情報を持っていない初心者の方にも
実践できるよう解説します。

2.どのようにして利益を得るのか
ノウハウばかりを持っていても仕方がありませ
ん。初心者が販売するにはハードルが高く感じら
れるかもしれませんが

高単価の商品を売る
事を心掛けましょう。ココナラやnoteでの情報販
売そして、SNSでコンサルをするにしても1件の利
益が低ければあまり意味がありません。

私がご紹介する内容は｢薄利多売｣ではなく｢厚利少
売｣もしくは｢厚利多売｣です。私はこの方法を通称

一攫千金手法
と呼んでいます。当たり前の事ですが、1件の利益
が低ければそれほど多くの商品を売らなければな
りません。

手っ取り早く短期間に利益を産みたいのであれ
ば、値段を高くして少ない数で利益を出すのが好
ましいです。

そもそも、実績ゼロの初心者に着目しているので
そんな状態で多くの商品を売るのはハードルが高
すぎます。

それができたら、高く売る必要もないですし(笑)

マーケティング
話が変わりますが、例えば飲み物を販売しようと
思います。大手飲料メーカーではないので顧客が
少ないとします。月の売上本数は10本～多くて30

本だとしましょう。

この状態で利益を出すにはどうする必要がありま
すか？大手ではないので顧客もそう多くはありま
せん。

それならば、1本の単価を引き上げ1本を10本の価
値にすれば良いのです。

仮に大手飲料メーカーの売上高を超えたいとし
て、大手飲料メーカーには沢山の顧客がついてい
ます。

飲み物は1本100円で月100本は売れているとしま
す。そうなれば大手飲料メーカーの利益は10,000

円ですね。

弱小飲料メーカーが大手飲料メーカーの売上高を
超えるにはどうすれば良いか、飲み物を購入して
くれる顧客を増やすのは簡単ではありません。

そうなれば毎月10～30本ほど購入してくれる顧客
に1本1,000円～10,000円売れば良い話です。

100円の商品を100人に売るより
1000円の商品を10人に売るか
10000円の商品を1人に売る方がよっぽど簡単です

(顧客10人とか有り得ない話ですが笑)

要するに何が言いたいかと言うと、
私たち一般人個人で販売するには消費者もそれほ
ど多くないですし宣伝する費用もありません。

SNSで簡単に集められる数十人～数百人のフォロ
ワーに高単価の商品をどれほど売れるかにかかっ
ています。

流石に内容と見合ってなければ、高額商材を売る
のは難しいですが100人中1人に10,000円～
100,000円程の商材を売るのはかなりハードル低
いと思います。

ココナラ版心理操作で購入を促す裏技
私が良く使っている手法で本当に教えたくないレ
ベルの手法なのですが【ココナラ】のシステムを
使った裏技です。

ココナラを利用(購入者・販売者)している方なら分
かると思いますが、良く〇個売れたらお値段上げ
ます！や〇個売れるまではこの価格です。だった
り購入する側を焦らせ購入を促す手法がありま
す。

その方法以外にも、自分と似たコンテンツを出し
てる出品者をフォローしたり

商品にお気に入り(いいね)をする事で自分の商品を
見てもらえる可能性があるので、宣伝効果にもな
ります！

【商品作り】
まずは、商品作りからなのですが内容は1度置いて
おきます。

ターゲット
続いては少しでも高単価の商品が購入される確率
を1%でも上げるためにどのような相手に売るのか
をよく考えましょう。

チョコレートが嫌いな人にチョコレートを売るの
は難しいですよね？

それと同じで、子供をターゲットととして売れる
お菓子はあずき大福より駄菓子ですよね

逆に高齢者をターゲットととして売れるお菓子は
ポテトチップスなどの塩っけがある物より、羊羹
やお饅頭などの渋味のある味の物の方が売れやす
いですよね。

以上の点からどのような層に売るのかをしっかり
考えましょう。

年齢・年代・性別・趣味・好きな事

中学生に副業などの情報商材を販売しても、絶対
に購入されません。

情報商材を販売するのであれば、20代後半～40代
辺りの会社員の方などがおすすめだと思います。

少しでも余裕を持ちたい方や副業、もしくは仕事
を辞めたい人など

商品に見合ったターゲットを見つけましょう。

作った商品をどこで販売するか
↑これ本当に重要です。

作った商品(マニュアル)をどこで販売するかは超大
事です。

主に上げられるのは ココナラもしくはnote

自分の銀行口座に代金を振り込んでもらうか
PayPalやPayPay送金など

この販売先について解説します。

ココナラ
まず、ココナラの場合だとサービスを出品するに
あたって結構厳しい審査があります。

購入者に過度な期待を与える記載や景品表示法に
ついてなど

使いたい言い回しができなかったり、自分の強み
である文言や画像などが修正される可能性もあり
ます。

販売手数料
商品の値段によって違いますが基本的には25%～
30%近く取られます。

超大事と言った理由はこれです。ココナラはおそ
らく1番販売手数料が高いです。

25%と表記してますが、実際28%くらいとってる
と思います。

オススメ点
販売手数料は高いですが、初めにも言った通り          

景品表示法についてや修正など審査が厳しい分購
入者からすれば大変安全性の高いプラットフォー
ムだと思うので購入者側からすれば安心してサー
ビスを購入できると思います。

また、購入者のレビューが見れるのでその点は購
入を迷っている人などの判断材料になるので良い
と思います。

手数料を除けばピカイチですね（笑）

note

そして、noteの場合はココナラほどサービスの出
品が厳しい訳ではありませんが予告無く有料記事
が非公開にされる時があります。

稼ぐや露骨にお金の話などしていれば、非公開に
されたり最悪アカウント削除の可能性もありま
す。

特に情報商材で、短期間に結構な額や購入部数が
多ければ高確率でアカウント削除されます。

理由は定かではないですが、アカウント削除して
収益を没収したいだけだと思います笑

私も以前予告無くアカウント削除され、約10万円
ほど未払いになり問い合わせても返信のメールは
返ってきませんでした。

結構闇深いかもしれません笑

販売手数料
noteの場合、販売手数料は購入方法によって変わ
ります。

キャリア決済だと25%

クレジット決済だと15%です。

そしてプラットフォーム使用料で10%取られま
す。

仮にピッタリ10万円稼いでいたとすれば、最初に
使用料の10%が引かれそこから決済方法によって
15%～25%引かれる仕組みになっています。

結果的に25%～35%引かれると思いますが、最初
に10%引かれて残った額から15%～25%なので結
構販売手数料は少ないです。

オススメ点
販売手数料はプラットフォーム1お手軽だと思いま
す。ですが、購入した人の人数やレビューなどが
無いので購入者側からすると少し判断材料に欠け
ると思います。

有料記事を書いておきそれを購入されれば質問な
どが無い限りやり取りは不要なのでそういった面
ではすごくお手軽だと思います！！

振込・個人販売
最後にプラットフォームを使わずにSNSなどで買
い手を探し自分の口座に振り込んでもらう個人販
売について

個人販売の場合、販売手数料なども1円も取られる
事はないので気にする必要はありませんが

安全性や信頼に欠けるので高確率で、購入される
事はないでしょう。

税金関連もそうですし、購入者の方とトラブルに
なった際法的問題に発展する可能性もあります。

推奨はできません。ココナラかnoteを経由する事
をオススメします。

【商品作り2】

マニュアル作りについて
こちらもはじめに記載してありましたが、今まで
何かしらのコンサルやノウハウを購入した経験が
ある方はそのノウハウを元にマニュアル作りをし
てください。

ノウハウは財産いくら持っていても無駄
にはならない
実践できなくても持っているだけで価値がありま
す。購入したノウハウを元にマニュアル作りを
し、商品を作りましょう！！

もしも、ノウハウを持っているが商品作り～マニ
ュアル作成ができないのであれば、有料オプショ
ンにてマニュアル作りとココナラ出品サービスの
作成を代行致します！(￥10,000)

代行をお任せしたい際は、出品したいサービス(ノ
ウハウ)についてしっかり説明してください。それ
を基にマニュアルを作成させて頂きます。

コンサルやノウハウ購入経験の方であれば、マニ
ュアルをお渡しして頂ければ作成しやすいです。

ココからはSNS集客を使って購入を促す
戦略です。SNSを使わなくとも販売は可
能ですが、確率を少しでも上げたい方は
実践してください
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