
お金に縛られない人生を歩みたいあなたへ 

なぜ、リッチクラブに参加すると 
パソコンの使い方すら分からない副業初心者でも 

たった3ヶ月で月10万円の継続収入を 
構築できるようになるのか？ 

それを可能にするメカニズムこそが、 
この”3つのステップ”です。 

あなたはこれらのマネースキルのうち、 
いくつのスキルを持っていますか？ 

＊25点満点です 
【パソコン力】 
１フォトショップ、イラストレーターなど、 
　アドビ製品を使えますか？ 

２エクセル、ワード、パワポなど、 
　オフィス製品を使えますか？ 

３ワードプレスでブログを作れますか？ 

４ホームページを作れますか？ 



【情報発信力】 
５Facebookの１記事で「いいね！」を 
　300以上集める自信がありますか？ 

６YouTubeを使った情報配信のやりかたが解りますか？ 

７1万リスト以上のメルマガを持っていますか？ 

【コミュニケーション力】 
８身だしなみを、常に整えていますか？ 

９30秒で相手に興味を持ってもらえる 
　自己紹介が出来ますか？ 

１０相手が考えている事を予測できますか？ 

11自分に都合がいいように相手を誘導できますか？ 

【販売力】 
１２人を魅了する文章が書けますか？ 

１３セミナー講師としての実力はありますか？ 

１４売れるセールスサイトを作ることができますか？ 



【商品力】 
１５自分の商品を持っていますか？ 

１６セミナーを開いて、 
　　お客様を満足させる事ができますか？ 

１７無料で提供できる何かをもっていますか？ 

１８本を2～3冊読んで、情報教材を作成できますか？ 

【集客力】 
１９お客様の気持ちを理解するのが得意ですか？ 

２０ネット広告を活用したことがありますか？ 

２１集客力のあるアフィリエイターとつながっていますか？ 

２２得意な集客方法を持っていますか？ 

【外注力】 
２３仕事をお願いできる外部の人がいますか？ 

２４ランサーズ、クラウドワークスなどを活 
　　用したことがありますか？ 

２５外注に適切な指示を出せますか？ 



あなたは25点満点中、何点でしたか？ 

もし、20点以上ならこの先は読み進めなくて大丈夫です。 

なぜならこれらのマネースキル診断で 
20点以上あるということは、すでに稼ぐスキルがある。 

もしくは既に稼いでいる可能性が高いからです。 

しかし、10点以上無かったら 
このまま読み進めてください。 

リッチクラブはそのような人たちが、 
これらのマネースキルを身に付けながら 
3ヶ月で月10万円の継続収入を 
構築してもらう事が目的だからです。 

参加条件 
リッチクラブに 
無料で参加する条件ですが、 
インターネットビジネスアカデミー(IBA)という教材を 
僕から買って頂くだけです。 
  
これは教科書として使います。 
  
  



教材代は初月300円ですが、 
実際は教材にお金を払うというよりかは 
僕の講座にお金を払うつもりで 
払って頂けたらと思います。 
  
お金は教材に払ってもらう、 
なんて言ったら、 
まるで責任を放棄している 
みたいでいやなので、 
  
僕は、自分にお金を 
払ってもらっていると思って、 
今回の講座を作っていきます。 
  
なので、300円だけで手に入れる事ができるとは言え、 
少なくとも49,800円で販売する講座を超える 
クオリティの講座にすることをお約束します。 

一度特典を付けて、 
「はい、じゃあ後は頑張ってね！」とか、 
そんな責任の放棄はせず、 
通信講座形式で、コンテンツを追加していきます。 

2ヶ月目からの受講費用は9,700円になりますが、 
まずは初月の300円ですべての 
コンテンツやサポート環境を確認して 



「9,700円の価値があるのかどうか」を 
じっくりと決めてください。  

初月で解約してくれても構いませんが、 
IBAを教科書にしてメール講座を進めていきますので、 
最低でも3ヶ月間は継続する事をお勧めします。 

ちゃんとカリキュラム通りに行動さえしてもらえれば、 
その期間中に費用をはるかに上回る報酬を 
受け取ってもらう事をお約束します。 

なぜそう言い切れるか？ 

そのメカニズムはこれからお話ししますので、 
このまま読み進めてください。 

なぜ、IBAなのか？ 
なぜ、僕がこれほどまでに 
ＩＢＡを勧めるのか？ 
  
理由は３つあります。 
  
１つ目は、僕自身も稼ぐためです。 
  
僕はビジネスとして捉えて、これを紹介しています。 
  



ビジネスというのは、人助けであり、問題解決です。 
  
その対価としてお金をいただくのがビジネスです。 
  
このＩＢＡというスクールが、 
僕達の数多くの問題を解決してくれる 
優良なツールになると確信しています。 
  
僕もこのＩＢＡに参加させていただいていますので、 
どれくらいの力を注いて作られたスクールなのかを 
良く知っています。 
  
ですから、僕は自信をもって 
このＩＢＡをあなたに紹介しているのです。 
  
２つ目は、あなたに稼いでもらうためです。 
  
僕は今まで、生徒さんに実力をつけてもらうために、 
生徒さん自身で学び、実力をつけるように 
指示してきました。 
  
そこで起きた問題は、「時間がかかる」というもの。 
  
僕は、講座の中でもコンサルにおいても、 
短期間で稼ぐ手法を教えません。 
  
永く稼ぎ続けてもらいたいと強く願っているので、 



きちんと実力をつけたうえで、 
人と向き合った健全なビジネスを一緒に組み立てる、 
ということをしています。 
  
そうなれば、どうしても時間はかかってしまうもの。 
  

僕も、これまで３年という時間を使って 
スキルを身につけてきましたから。 
  
お金もたくさん使いました。 

時間がかかるのはしょうがないと、 
そこは諦めていましたが、 
このＩＢＡが登場したことによって 
思いっきり時間を短縮することが 
できるようになりました。 
  
ＩＢＡは、僕が身につけてきたスキルを 
すべて網羅しています。 
  
パソコンスキル、インターネットスキル、 
コピーライティングスキルなど、 
インターネットで稼ぐうえで必ず必要なスキルが 
すべてまるまる手に入ります。 
  
サイトも作れるようになりますし、 



映像も作れるようになります。 
  
メルマガも書けるようになりますし、 
セールスレターも書けるようになります。 
  
画像加工もできるようになりますし、 
デザインもできるようになります。 
  
これらのスキルは、集客から販売に至るまでに 
必ず必要となるものです。 
  
３つ目は、詐欺師を本当の意味で撲滅するためです。 
  
詐欺師は、スキルの無い人をいつでも狙っています。 
  
スキルを持っていない人は、詐欺師の格好の餌食です。 
  
「スキルなどなくても大丈夫！僕が稼がせます！」 
  
「面倒くさい文章など書く必要はありません！」 
  
「ブログの更新やメルマガを書く必要もありません！」 
  
「一切の努力は必要なし！」 
  
このような言葉に惑わされてしまうということは、 
あなたにスキルが足りないということです。 



  
スキル不足は、自信不足。 
  
自分に自信を持てない人は、 
軸がブレやすいということを詐欺師はよく知っています。 
  

自信を持てない人から、コピーライティングという 
強力なスキルを使って思考を奪い、お金を奪います。 
  
このようなことが頻繁に起こっているのが、 
この業界の現状です。 
  
そんな状況から自分の身を守ってくれるのが、 
まぎれもなく「スキル」です。 
  
スキルがあり、自分で稼げる実力者が 
この業界に増えれば増えるほど、 
詐欺師の活動領域はどんどん狭まっていくはずです。 
  
この業界から、本当の意味で詐欺師を撲滅するためには、
業界にいる全員がスキルを身につけることです。 
  
このＩＢＡをどんどん広げていくことが、 
この業界の健全化につながるというわけです。 



IBAで稼ぐための超具体的な 
3つのアクションプラン 

ケース１．映像で稼ぐ 
  
まず、「映像制作講座」で映像撮影の 
スキルを学びましょう。 
  

映像制作講座の中には、仕事の取り方から撮影準備、 
そして納品までの流れをすべて映像で説明されています。 
  
この講座を受けることによって、 
映像の仕事を取って納品することが 
できるようになります。 
  
次に、「プレミア講座」を使って、 
映像編集のスキルを学びましょう。 
  
映像に装飾をしたり、テロップを入れたり、 
映像を美しくプロっぽく仕上げることができます。 
  
この講座を使って映像のクオリティを 
上げていきましょう。 
  
次に、「イラストレーター講座」を使って、 
自分だけのオリジナル名刺を作ってください。 



  
名刺には、「映像できます！」と必ず記入しておきます。 
  
「心理学講座」で人とのコミュニケーションを学び、 
仕事の取り方も学んでおいてください。 
  

準備ができたら、セミナーや異業種交流会に 
参加しましょう。 
  
そこで、最初は無料でいいので仕事をもらってください。 
  
次に、「ワードプレス講座」もしくは 
「ドリームウィバー講座」で自分のサイトを 
立ち上げましょう。 
  
そのサイトには、無料で作った作品集や 
あなたのプロフィールを載せてください。 
  
見てくれの良いサイトができたら、 
サイトのURLも名刺に載せましょう。 
  
再度、セミナーや異業種交流会に参加して、 
今度は有料で仕事をもらいます。 
  
しばらくは、その繰り返しで仕事を回し、 
実績を積み上げていきます。 



  
次のステップで、映像スキルを人に教えて稼ぎましょう。 
  
映像コンサルタントとして、 
人に映像を教えて高額を稼いで下さい。 
  
もしくは、「eラーニング講座」で 
コンテンツメイキングをマスターし、 
映像の教材を作るのも良いでしょう。 
  
ここまで行けば、自分のスキルだけで 
生きていけるはずです。 
  
メルマガやfacebookを併用すれば、 
もっと大きな金額を継続的に稼ぐことが 
できるようになるでしょう。 
  
ケース２．受注して稼ぐ 
  
まず、「フォトショップ講座」で 
画像加工のスキルを身につけて下さい。 
  
さらに併用して「バナー作成講座」と 
「写真構図講座」でデザインのスキルを磨きましょう。 
  
慣れてきたら、友人やビジネス仲間のサイトの 
バナーやヘッダーを無料で作ってあげて下さい。 



  
経験をある程度積んだら、ランサーズや 
クラウドワークスなどの受注サイトで、 
実際にお金をもらって仕事を獲得しましょう。 
  
受注サイトである程度実績が上がってきたら、 
今度は「ランディングページ作成講座」と 
「セールスレター作成講座」で、 
ペラサイト作成スキルを磨いて下さい。 
  
バナーやヘッダーだけでなく、 
サイト作成の受注まで敷居を広げましょう。 
  
最終的には、「ドリームウィバー講座」と 
「ワードプレス講座」でWEBサイト作成スキルを 
身につけて、サイト作成を受注して 
大きな金額をもらって下さい。 
  
サイト作成コンサルタントとしての道もあります。 
  
facebookやメルマガ、ワードプレスを使って 
情報発信をして集客をしましょう。 
  
ケース３．ＩＢＡの報酬で稼ぐ 
  
まずは、「eラーニング講座」で 
コンテンツメイキングを学んで下さい。 



  
そして、IBAで配信されている動画コンテンツを参考に、 
同じような動画を量産します。 
  
次に「ワードプレス講座」「Ｙｏｕｔｕｂｅ講座」
「facebook講座」で情報発信を学びましょう。 
  
量産した動画コンテンツをYouTube、ワードプレス、
facebookで発信しましょう。 
  
そうすれば、ネットビジネスに関心のある人が集まり、 
あなたはネットビジネスのスキルを豊富に持っている 
スゴい人と認識されます。 
  
さらに、「ランディングページ作成講座」を使って、 
自分のランディングページを作りましょう。 
  
そこでメールアドレスを集めます。 
  
集まったメールアドレスに対して、 
ステップメールを配信します。 
  
もちろん「ステップメール講座」も 
IBAコンテンツにあります。 
  
ステップメールを使い、信頼構築をした上で、 
IBAを紹介しましょう。 



  
IBAはMLAという報酬制度を採用しています。 
  
あなたが紹介して入会した人が、継続すれば、 
あなたに継続収入が入る仕組みです。 
  

生涯収入で２億円以上稼ぐためには、 
継続収入は欠かせません。 
  

この継続収入をいかに多く獲得できるかは、 
今後の私たちの生活を大きく 
左右することになるでしょう。 
  
IBAに入会するからには、是非ともこの継続収入を 
獲得するための活動を継続していただきたいです。 
  
番外編．マインドセットで稼ぐ 
  
このＩＢＡには、七星明先生による 
「マインドセット講座」もあります。 
  
「必読本一覧」「目標達成講座」の講座もあります。 
  
マインドができれば、最終的に稼げるようになります。 
  



僕がこのパターンでした。 
  
僕はある意味、マインドセットだけで 
結果を出してきたといっても過言ではありません。 
  
ただ、やっぱり時間がかかりました。 
  
このマインドセットを身につけたうえで、 
スキルが身に付けば無敵だと思います。 
  
その環境が整っているのが、このＩＢＡです。 
  
ケース１、２ようにクリエイターとしての稼ぎを 
確立するのもいいですし、 
コピーライターとして活動してもいいですし、 
マーケッターやプロデューサーとしての 
活動もありですね。 
  
切り口は色々あります。 

リッチクラブのカリキュラム 
ステップ1（1ヶ月目） 
即金コース&即金講座で10万円の実績を作る 

1ヶ月目は、マネースキルを身に付けながら 
まずは10万円程度の即金を身に付けてもらいます。 



なのでIBAのカリキュラムと連動して『即金講座』を 
リッチクラブの購入者通信でも配信していきます。 

この時点で、あなたは10万円程度の報酬を 
得る事ができています。 

そして、1ヶ月目には 
『ネットビジネスの全体像の解説講座』 
も送っていきます。 

副業初心者の方から、どこから何をしていいか分からない 
という悩みをよく聞くので、 
まずは全体像を把握しましょう。 

こうして全体像を把握しながら 
IBAのコンテンツでマネースキルを 
インプットしていきましょう。 

ステップ2（2ヶ月目） 
実績を元にSNSやブログで情報発信をする 

ここでは、1ヶ月目に即金講座で生み出した実績を元に 
SNSやブログを使って情報を発信していきます。 



IBAの「ワードプレス講座」「Ｙｏｕｔｕｂｅ講座」
「facebook講座」で情報発信を学びながら 
実際の発信をしていきます。 

発信の内容はIBAやリッチクラブで学んだ事を 
自分の言葉で発信するだけです。 

そうすれば、ネットビジネスに関心のある人が集まり、 
あなたはネットビジネスのスキルを豊富に持っている 
スゴい人と認識されます。 

この過程でリッチクラブでは 
発信に説得力を持たせるための 
『コピーライティング講座』『洗脳マーケティング講座』 
を学んでいきます。 

そして、ここで生まれたファンに対して 
いつでもアプローチできるように 
『リスト構築講座』を通じてメルマガやLINE@の 
リストを構築していきます。 

この時点であなたの紹介ならなんでも買ってくれるような 
熱狂的なファンが生まれます。 

(まるでAKBのCDを爆買いするファンのように！) 



ステップ3（3ヶ月目） 
発信で生まれたファンに対して 
IBAを紹介してマネタイズする。 

最後に、ステップ3では 
ステップ2の発信で生まれたファンに対して 
IBAを紹介してマネタイズしていきます。 

ここまで取り組んできたあなたなら 
IBAの魅力を誰よりも分かっています。 

それに、実際にIBAを使って成果を出してきたわけですから 
これほど紹介しやすい商品はないのではないでしょうか。 

実際にIBAをアフィリエイトする際も 
自信を持ってセールスできますので、 
発信に説得力が生まれます。 

なので難なくIBAを紹介していけるでしょう。 

そのためにリッチクラブでは『メルマガアフィリ講座』と 
『ステップメール講座』をお送りしていきます。 



ここでメルマガアフィリで成約率を上げる方法や 
爆発的に売るための方法を学んでいきます。 

そして、ステップメールを使って 
自動で売るための方法も身につけていきます。 

もし、特典を作ることに高いハードルを感じるなら、、、 

この『リッチクラブ』をあなたの特典として 
使っていい権利をプレゼントします。 

なのであなたは煩わしい特典作りをする事なく 
IBAをどんどん紹介する事ができます。 

リッチクラブでは、このような3つのステップで 
3ヶ月で10万円の安定した継続収入を得るための 
お手伝いをしていきます。 

なので3ヶ月はIBAをきちんと継続してください。 

もしあなたが、パソコンの使い方すら 
分からない副業初心者でも3つのステップを使って 
3ヶ月で月10万円の継続収入を構築したいと思うなら… 

こちらからIBAにご参加ください。 



紹介者が「藤野大輝」になっている事だけ 
ご確認ください。 
＊山本は旧姓なので、 
　登録名は藤野大輝になっています。 

それでは僕はリッチクラブで先に参加した仲間と一緒に 
あなたをお待ちしています。 

IBAご購入後に特典申請をして 
リッチクラブに入会してください。 
↓↓ 
クリックして今すぐIBAに申し込む！ 
https://ex-pa.jp/it/5Gr/1Sg 

P.S. 
7つの期間限定特典が受け取れるのは 
6月14日(日)までですので、お早めにお申し込みください。 

P.P.S. 
購入された方は購入者マイページの注文履歴より 
必ず特典申請をしてください！ 

これをしないとリッチクラブに参加できないので。 

https://ex-pa.jp/it/5Gr/1Sg
https://ex-pa.jp/it/5Gr/1Sg

