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  まえがき  

まえがき 

最高のゼロスタートこそが、5 千円・5 万円・10 万円・200 万円・1 千万・億の収入を生む 

前著の 

「プチリッチへのインターネット収入ツアー１日３０分から自宅でイージー・ゼロスタート！！」（ies 本) 

でお話したことを振り返ってみましょう。 

ご覧になったことがある読者さんも、今一度、ご覧ください。 

始めて読むという読者さんは、そのままご覧ください。 

楽々カンタン！まったく初めての人でもスタートにスキル不要！ 

インターネット収入サクセスシステムがあなたを稼がせる。 

最高のゼロスタートこそが、5 千円・5 万円・10 万円・200 万円・1 千万・億へ。 
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  まえがき  

楽々カンタン！ 
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  まえがき  

インターネット収入ゼロスタの秘訣、聞きたいですか？ 稼げますよ。かなり。 

指導システムを構築するにあたって、私たち自身、１つ１つのパーツを分解し、検証に検証を重ねました。 

その結果、このような成果を上げることに成功しています。 

今、ご覧頂いているのは、私たち iBSA の成果や指導実績ですね。 

例えば、初心者同然の活動１ヶ月で、インターネット収入獲得に成功し、トロフィーを頂き、表彰されてしまうほどの 

成果を上げることができるようになったり、ご覧になられている方には、今はちょっと想像が出来ないかもしれないよう 

な、億という大きな結果も残しています。 

また、指導したメンバーさんの実績もスタート間近の数千円という成果から、数百万円といった大きな成果をあげさせ 

ています。 

システムは、将来、こうした成果へと繋がるように設計してありますので、失敗しないゼロスタートを切ることが、最速で 

目標達成を実現できることにも繋がることをご理解頂けるのではないかと思います。 

ページ 3 

 

 



  まえがき  

私たち、IBSA の略歴を簡単にご紹介しますね。 

大規模セミナーの成功や出版した書籍がベストセラーに。 

初心者さんとの勉強会や、飲み会も定期的に開催しています。 
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  まえがき  

インターネット収入を得るのは、誰でもカンタンって本当？ 

今日お伝えしたいことは、スキルや実力がまったくない初心者であっても、 

例え、今日からインターネットで稼ごうとスタートした人であっても 

将来数十万円、そして数千万円と稼ぐ事は可能ということについてお話します。 

例えば… 

ちょっとしたお小遣い稼ぎ、パートの代わりの副業から 

しっかりとした副収入、本業並みの収入まで叶います。 
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このポイントを押さえたら夢のインターネット収入も楽勝！ 

今回ご提供したいことはこちらです！ 

・スキル無し、実力がまったく無い初心者でも、インターネット収入なら稼げるということ。 

・稼ぐための答えを知っている指導者や先輩からいつでも指導が受けられる環境こそ成功を加速させるということ。 

・インターネット収入で稼ぐには、どんな教材でスタートを切るか？誰に指導を受けるかが大事だということ。 

・年収の数倍も費用が必要な一般ビジネスと違い、インターネット収入なら費用のリスクもほとんどないということ。 
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片手間、合間でも稼げる、コツを掴めば、カンタン最強！ それがインターネット収入 

ずばり、私たちが言いたいことは、至上最も簡単で最強のビジネスはインターネット収入をおいて他ならないということで

す。 

一般的に、飲食店など店舗を構えようと思ったら、年収の数倍、１千万円とか資金を集めないとできません。 

お店の家賃、従業員さんのお給料、食材や備品、電気水道など光熱費まで。失敗したら、即撤退しないといけない 

リスクがありますよね。 

でも、インターネット収入で経費としてかかる金銭的リスクなんて、年に数千円、かかっても１万円程度でしょう。 

一般的なビジネスと比べて、リスクの無いビジネスだということが伝わるかと思います。 
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なぜスキルや実力など関係なく稼げると言えるのか 

私たちが稼ぐことが出来たのも、その後、多く人を稼がせることができたのは・・・ 

稼ぐための答えを知っている先輩とのコミュニケーションが出来る環境にいたことで、 

確固たる実績と指導実績を持った指導者との出会いがあったのです。 

そして、インターネット収入で稼ぐコツを教わり、メキメキ収入が増えました。 

また、そのコツを元に指導したら、スキル無し、実力がまったく無い初心者だった教え子もインターネット収入で成功しま 

した。 
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インターネット収入で失敗しない為の重要なポイントの１つ目 

インターネット収入で重要なポイントは、２つあります。 

一つ目は、実績があり、また確固たる指導実績のある人の情報を元に、リスクが無い最高のスタートを切れば良いと

いうこと。 

スタートで失敗したく無い人は、必ず守った方が良いでしょう。 

失敗談としてもありましたね。あなたには数百万円の痛手を負っては欲しくないので、必ず覚えておいて頂きたいポイン

トです。 

２つめは、稼ぐための答えを知っている先輩といつでも連絡ができる環境に身を置いておくこと。 

そんな環境に身を置けることができるならば、インターネット収入は成功したのも同然です。

湯水のように稼ぐ為の答えが湧き出てくるので、悩まずに進めることが出来る。 

結果、今からインターネット収入を始める初心者さんであっても、 

収入獲得への最短ルート、あたかも収入へのエスカレーターに意識せずに乗っている状態になる。 
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スタートしたくてウズウズしてきましたか？ 

もし、これからインターネット収入にチャレンジするのであれば、最高のスタートではじめたいとお考えになるのではないで

しょうか？ 

インターネット収入で目標を達成する為に、これからスタートを切るあなたに欠けているものが、もしあるとしたらそれは 

なんでしょうか？ 

スキル？実力？経験？成果の体験？ 

仮にそのどれもが欠けていても、まったく問題ありません。どなたでも、今日からスタートする人であっても大丈夫です。 

最高のゼロスタートが切れたら、それは先々の数千円、数万円、数十万円、数百万円、数千万円、億という収入に 

も繋がります。 
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以上、前作の著書から一部抜粋しました。 

良いスタートの切り方を選ぶメリットを感じていただけたでしょうか？ 

先輩だけではなく、同じインターネット収入獲得を目指す仲間と一緒に活動できることも大切です。 

同じスタートラインに立つ、初心者同士の交流やつながりも成功に役立ちます。 

●同じスタートを切る初心者さんと一緒になること！ 

●指導実績が多い人が提供するノウハウを使うこと！ 

●そのノウハウ(成果が実際にでているノウハウ）を少し先輩の人にサポートしてもらうこと！ 

講師が使う学習指導マニュアルがしっかりしていて 

大学生のアルバイトが講師をしている学習塾のイメージですね。 

あるいは、指導マニュアル・テキストが本部で用意されているパソコン教室のイメージです。 

最高のスタート、しかもイージースタートを選択しましょう。 

その選択のために、時間など、賢く投資したほうが良いと感じませんか？ 

目標達成のため、スピード成功の為に、どんな投資をすべきか？ 

本書を読みながら考えてみてくださいね。 

最高のゼロスタートを知りたい人はコチラをどうぞ。 

●イビサ無料塾でプレゼント中の無料レポート 

『インターネット収入サクセスシステムがあなたを稼がせる。      

6600 を超える圧倒的な成果報告！必携のゼロスタートバイブル。

最高のゼロスタが 

5 千・5 万円・10 万・200 万円・1 千万・億の収入を生む』 

http://ibsatou.com/ibsajyuku/jukuindex.html 
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  賢くお金を増やそう！  

ページ 12 

無料で なか見！探索版では、このトピックはご覧いただけません 
 

続きは、販売している電子書籍版をご覧ください。 
最良の投資とは何でしょう？ 

何に時間やお金など、手持ちのリソース(資源、資金）を投資するといいのでしょうか？ 

できれば、正解を知っておき、失敗のない賢い投資をして、お金を増やしたいですね。 

私は、最良の投資方法を見つけるために、投資先を考える時に自分に質問してみます。 

 

 

ここに時間（お金）を使うと・・・ 

 

●なりたい自分になれるか？ 

●目標達成に近づくか？ 

●効率的に目的に到達できそうか？ 

●そして、自由を手にする未来に繋がるのか？ 
 

こういった質問をして、頭の中で質疑応用してみて、できるだけ最良の投資先を探します。

できるかぎり、賢い投資をして、賢くお金を増やしたいですからね！ 

私は、ノウハウ、サービス、ツール、情報商材（情報教材）、塾、トレーニング、セミナーなど、何年もの時間を投資し

て、数百万、数千万円と自己投資してきました。 

そんな私が考える３つの投資先について触れたいと思います。 

 

投資の３分類 

私は、時間やお金を投資する際に３つの観点で見ています。 

 

●自分みがき投資 

●時間を買う（お金で時間をショートカット） 

●お金を増やす投資 
 

この３つの観点から、何に時間やお金を投資するか考え、選択してきました。 

 

無料で なか見！探索版では、このトピックはご覧いただけません 

続きは、販売している電子書籍版をご覧ください。 
 

 



  賢くお金を増やそう！  

ページ 13 

 
私が続分類きしていはる【、自分販みが売き投し資】てでは、いる電子書籍版をご覧ください。
心理テクニック、ヒプノ、心理学、プレゼンショーンスキルをはじめビジネススキル、 

 

他にも人生の幸せやエクセレントライフ、成功するために必要なスキル習得や知識や情報を得るためにお金と時間を

使っています。 

 

 

エグゼクティブなビジネスパーソンが身に着けているメンタル・サイコロジカル・テクニックのトレーニングを受けています。

コンサルティングやコーチングを受けるのも、自分を磨く為でもあります。 

マインドや心理学、ビジネススキル、基礎スペックを高くすることは、成功の土台を強固にすることにつながりますね。 

 

 

土台が強固になれば、他の分野を伸ばしやすいので、成功が加速します。 

 

例えば、ビジネススキルを身に着ける土台として、加速学習の方法を習得しておけば早く知識、情報、ノウハウ、技術を

吸収できますから。 

【自分みがき投資】は、お金も時間もかかりますが基礎スペックを高めておくことは成功を加速させる必須の投資だと

思います。 

 

そういった考えが背景にありますので、BPMT スクールを構想しました。

メインコンテンツがこの【自分みがき】コンテンツとなります。 

そして、サブコンテンツでは、残りの２つ【時間を買う】【お金を増やす】もカバー。 

 

オールインワンの投資先として選んでもらえるように講座内容を取り揃えます。 

ご興味があれば、BPMT スクールもあなたが選択する投資先の一つにしてもらえれば嬉しいです。 

 

 

 

無料で なか見！探索版では、このトピックはご覧いただけません 

続きは、販売している電子書籍版をご覧ください。 
 

無料でなか見！探索版では、このトピックはご覧頂けません 

続きは販売している電子書籍版をご覧ください 
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お金を使って、ビジネス投資をするということは重要です。 

ウェブページを１ページするのにも、ブログを作るにも、自分でゼロから情報を探し、１人で勉強するより、 

できる人に習ったり、テキストや教材を購入したりすると時間の短縮になります。

稼ぐのでも同じです。 

指導実績のある人が作ったノウハウを手にすれば、大幅な時間のショートカットが出来ます。 

どうすれば稼げるか？試行錯誤して、失敗を積み重ね、独学で稼げるようになるには膨大な時間がかかります。 
 

しかし、選ぶものを間違うと時間とお金の無駄になりかねません。

そこで、鉄板の選び方は１つ。 

×）ノウハウ提供者が成果を出しているのではなく 

 

○）指導実績のある人がノウハウ提供者であること 

 

その人が、その手法でいくら稼いでいても、教えるのが上手とは限りません。 

その人の能力や、適正、得意なこと、価値観のために成果がでているかもしれません。

そのノウハウをあなたがやってみて、成果がでるとは限りません。 

ノウハウ提供者が、多くの人を稼がせて、成果報告を持っていることが大切です。 

その人の能力などに関係なく、提供しているノウハウが多くの人を稼がせているのです。 

そのノウハウをあなたがやってみれば、成果がでる可能性が前者に比べ はるかに高いからです。 
 

こういったものにお金を支払いことは、賢い投資と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

無料で なか見！探索版では、このトピックはご覧いただけません 

続きは、販売している電子書籍版をご覧ください。 
 

無料でなか見！探索版では、このトピックはご覧頂けません 

続きは販売している電子書籍版をご覧ください 
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インタ続ーネきット収は入を、獲得販する売点にしおいてて、おい金るを増や電す投子資書で効籍果が版あるもをのはご限ら覧れてくいまだす。 さい。 

アフィリエイトはローリスク・ハイリターンで、継続すれば成功する収入体系です。

家にいて、好きな時間に取り組めるので魅力的です。 

もっとも代表的な投資は、レビューアフィリエイトのための情報教材類の購入ですね。

勉強になり、情報や知識、スキルが吸収もあわせてできるのも魅力です。 

情報教材やツール類は、買ってみないとわからないことが多いです。 

 

その為、購入検討者にとって、購入者のレビューは必要性が高いです。

購入特典でもつければ成約率が上がります。 

レビューを続けていれば、その商材名に含まれるワードなどで検索エンジンからのアクセスも流れ出します。

そこから収入になることもあり、一度で何度も得をする投資と言えます。 

 

 

他にも、稼ぎやすい仕組みやシステムなどサービスの利用ですね。 

 

私が提供している ies マニュアル、exeBP プログラム、スクールもそうです。 

お金を支払って、お金が増える仕組みが組み込まれているので、投資先として優秀だと自負しています。 

 

 

最終的に慣れてきたら、やはり広告や読者増にお金を投資することにたどり着きましょう！ 

 

お金が増える仕組みを持ったら、広告費や読者増サービス料金に投資するべきです。３

００円使って、１０００円儲かるなら、どんどん増えるところまで投資していきましょう。 

【お金が増える仕組み】＋【広告や読者増】 ここを目指してくださいね！ 

仕事や作業量を減らせながら収入を拡大することがインターネットでは可能です。

不労所得に近い状態を手にいれ、経済的自由を謳歌しましょう。 

このあたりの話は、私が提供する［正攻法の成功法］や ies の付録にある［ＴＲＡＰ］を参考にご覧ください。 

 

 

無料で なか見！探索版では、このトピックはご覧いただけません 

続きは、販売している電子書籍版をご覧ください。 
 

無料でなか見！探索版では、このトピックはご覧頂けません 

続きは販売している電子書籍版をご覧ください 
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●自分みがき投資で検討するポイント 

私が選択する時の検討材料は、「成功者が習っていて、効果を上げているコンテンツであること」です。

ＮＬＰを学ぶことを決めた理由もこれです。 

ＣＥＯや経営者、エグゼクティブなビジネスパーソンをはじめ政界、スポーツの成果の人が習っています。

有名なケースでは、アメリカの大統領やクリントン元大統領も心理術を学び、演説に活かしたり 

レーガン大統領はトレーナーを何人もつけていたなど言われています。 

モチベーションコントロールのコンテンツやマインド高めるのに勉強するのも自分磨きへの投資です。

ビルゲイツも、有名な成功哲学プログラムに触発され成功を手に入れたと言われています。 

私は、そういった情報を元に選択しています。 

 

 

●時間を買う投資で検討するポイント 

私が選択する時に、時給換算で考えて見ます。 

支払う金額は１万４千８百円でも、３８万円でも、値段ではありません。 
 

それを習ったら、習わないで独学するより、何時間ぐらいショートカットできるのか？ 

 

稼ぎ方の習得を独学で手に入れるのに１００時間の試行錯誤が必要なら

１００時間×時給１，０００円＝１０万円 

１０万円以下なら購入を決めます。 

 

他にも、教材やテキストが１万５千円した場合、購入に悩む時間が２０時間になるなら

２万円を失うことになるので、それなら購入をしたほうがマシとなります。 

もちろん、これはビジネス投資、経費を使う場合の考え方です。 

 

 

 

 

無料で なか見！探索版では、このトピックはご覧いただけません 

続きは、販売している電子書籍版をご覧ください。 
 

無料でなか見！探索版では、このトピックはご覧頂けません 

続きは販売している電子書籍版をご覧ください 
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無料で なか見！探索版では、このトピックはご覧いただけません 
●お金を増やす投資で検討するポイント 

これは続、単き純では当た、り前販ことに売なりしますて。費い用対る効果電を考子える書だけで籍す。版をご覧ください。
最初は効果がわからないので、テストで出費して効果を測定します。 

３０万円支払って、１００万円の粗利がでれば、７０万円の儲け。それがわかれば繰り返し投資するだけです。 
 

投資額より多く回収できなるなら、利益が出続ける限り投資。

お金持ちになるのに、もっとも当たり前の方法ですね。 

インターネットでは、ＷＥＢページ、ＰＤＦファイル、動画や音声ファイル、ステップメールなど、 

【お金が増える仕組み】を作ることが誰にでもできます。 
 

大きな原資がなくても、手軽に構築できるのが最大のメリットです。 

 

【お金が増える仕組み】を作れば、あとは【お金を増やす投資先】にテストで使い、費用対効果を見て選定し、

良いものを見つけたら、利益が上がり続ける限り投資して、お金を増やしていく。 

お金が増えると、今までは使えなかったサービスや広告枠をテストできるようになります。 
 

数十万円の投資で１００万円の売上げを作ってきたことを繰り返し

ここで増えた原資を次の大きな投資先に利用。 

数百万円の投資で１０００万円の売上げ・・・数千万円の投資で１億の売上げ。 
 

（粗利益）-（投資）＝（儲け） 
 

儲けの額を増やしていくうちに、数千万円を手にしたり、億万長者になったりするだけです。 

 

 

賢く投資して賢く稼ぎたい人はコチラをどうぞ。 。 

● iBSA インターネット収入ガイドの注目カテゴリー 

あなたをスピード成功に導くものとは？ 

稼ぎのノウハウ・メカニズム 

初心者からも成果者続出のスイートルーム

稼げる心理テクニック・自動成功 

無料で なか見！探索版では、このトピックはご覧いただけません 

続きは、販売している電子書籍版をご覧ください。 
 

無料でなか見！探索版では、このトピックはご覧頂けません 

続きは販売している電子書籍版をご覧ください 

 



  毎月５万円１０万円稼がせてもらう  

毎月５万円１０万円稼がせてもらう 

簡単に言ってしまえば・・・ 

１件５万円の報酬がある案件を、毎月１件・２件と成約すれば達成できます。 

「えっ！？１件５万円の報酬がある案件を成約させるのは難しいんじゃないの？」 

いいえ。難しくないです。 

私は、たくさんのテストと検証を重ねて、 

初心者さんでも成約が取れる仕組みやシステム、マニュアルを作りました。 

成果実績が続々とでています。 

そして、実際に exeBP プログラムやスクールの受講生特典に導入しています。 

「難しいかも？」は思い込みです。 

正しい方法で、正しいタイミングで、継続してチャレンジできる環境で行って 

始めて、本当に難しいのか？難しくないのか？はわかります。 

私たちは膨大な時間をかけ、テストと検証を繰り返し、 

マニュアル化して実際に使ってもらい膨大な成果実績を残したからこそ言えます。 

難しいことではありません。 

ここから話すことが知識不足でわからなくもＯＫ。 

トピックの最後に知識ナシで実践できる選択肢を掲載しておきますね。 
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  毎月５万円１０万円稼がせてもらう  

それでは、はずさない原則を紹介します。 

・欲しい人に 

・欲しいものを 

・欲しいタイミングでお勧めしてあげる。 

商材Ｓが欲しくてたまらない人に、欲しいタイミングでお勧めしてあげる。 

商材の紹介報酬が数千円でも、５万円でも、ほとんど変わりません。 

習い事にスクールを選ぶのに、３０万円や４０万円の時があります。 

ブランド品なら、１つでそれぐらいの価格のものも多いですし、車を買う人、家を買う人、もっと高額です。 

その人が何を目的として、いくら資金があり、何が欲しいか？ 

この違いがあるだけです。 

報酬額の差ではなく原則に目を向けること 

紹介報酬が５万円の商材であろうと、数百円の報酬であろうと 

・欲しい人に 

・欲しいものを 

・欲しいタイミングでお勧めしてあげれば成約しやすいだけ。 

十分に購入意欲がある人に、最後に特典をつけて決断するのをお手伝いしてあげる。 

１千万円以上稼いだとインターネット上で話している人の多くが、 

次に紹介するやり方で収入を手にしています。 

ページ 19 

 

 



  毎月５万円１０万円稼がせてもらう  

やり方を簡単に解説すると 

１．案件を見つけ 

２．その販売者のコミュニティーに入り 

３．販売者やコミュニティーのサポートなど、コミュ二ティー内で人の役に立ち 

４．あとは、特典を作り、成約していく 

５．月に５万円、１０万円の収入を手にします。 

１千万円を稼いだという人の多くは、これを徹底的にしただけ。 

人の数倍、１０倍と役に立つ活動をした結果、１００倍・２００倍稼げただけ。 

ブランディングと市場の独占の関係と似ていて、 

努力と収益は比例ではなく、跳ねますから。 

イメージで伝えると・・・ 

努力 １ →成果 １ 

努力 ２ →成果 ４（努力 ２倍、結果 ４倍） 

独力１０ →成果１００（努力１０倍、結果１００倍） 

※数字と現実の数字とは関係はありません。 あくまでイメージしてもらう為の数字です。 

ページ 20 

  

   

  

 

 



  毎月５万円１０万円稼がせてもらう  

インターネット収入における多くの成功者が同じことをしています。 

それをモデルとして、仕組化、マニュアル化したのが、exeBP 特別育成プログラム。 

だから成果報告がたくさん寄せられるのです。 

それは、ここでお話したノウハウが鉄板である証拠です。 

ぜひ、やってみてくださいね。 

収入の獲得体験をしたい人はコチラをどうぞ。 

● フォービット（【非売品】含む。10 大プレゼント無料進呈中！） 

50 円+150 円+4000 円ノウハウから、150 円→２万円体験までＯＫ 

・コミュニティ（無料） https://www.facebook.com/groups/forbit4/ 

・クエストMAP http://ibsasp.com/data/quest/forbit-quest-map.pdf 

↓今すぐ無料登録をお済ませください↓ 

１ 

http://forbit.jpn.com/forbitaffile/index14715.html 
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  年収１千万円って、こんな感じで達成できちゃうんだ…  

年収１千万円って、こんな感じで達成できちゃうんだ… 

簡単に解説すると・・・ 

先ほどのトピック「毎月５万円１０万円稼がせてもらう」のこと、 

あるいは、他の方法でもいいです。 

とにかく「やれば成果が出る方法を知ったら」あとは、商い(あきない）こと。 

目標達成まで継続するだけですね。 

【１】やれば成果がでるやり方（正しい方法）で 

【２】目標達成するまでの繰り返し（達成に必要な量をこなす） 

前のトピックで【１】を知ったので、あとはやるだけですよ。 

っと・・・ 

そうは言っても１千万円を達成する人が多いわけではないです・・・ 

なぜでしょうか？ 
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  年収１千万円って、こんな感じで達成できちゃうんだ…  

それは、「わかっちゃいるけど続かない」からです。 

不安や悩み、１人の孤独、集中力の欠如、目移り、自信のなさ、飽き性など 

出来ない理由、継続しない理由は人それぞれ。 

しかし、この障害があるから、多くの人が１千万円を手にしないわけです。 

私は、多くの人を１千万円プレイヤーにした実例を知っています。 

そこから成功の要素を抽出して、 

exeBP 特別育成プログラムやスクールにマニュアルや環境としてコンテンツ化しています。 

では、どういったものが必要なのでしょうか？ 

それを軽く ご紹介します。 

ズバリ！ 

【モチベーションコントロール】と【マインドセット】 

成果実績のあるノウハウを手に出来るなら、この２点がどうしても欲しいです！ 

多くの１千万円プレイヤーになった成功者達はどういったことを取り入れてきたのでしょうか？ 
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  年収１千万円って、こんな感じで達成できちゃうんだ…  

●効果のある目標設定を行っている！ 

成功者は、効果のある目標設定をしています。 

目標に焦点を当てることで、焦点化のパワー、レザー思考の効力を利用して成功を手にしているのです！ 

※［イイ収入ガ］掲載の「ＧＥＯモデル」「スマートの法則」を参考にご覧ください。 

カテゴリー > 稼げる心理テクニック・自動成功 

>> 目標の収入を引き寄せる。成功に役立つ GEO モデルとは？ 

に、掲載しております。［イイ収入ガ］に登録後、id と pass を使って見てください。 

ページ 24 

 

 

 



  年収１千万円って、こんな感じで達成できちゃうんだ…  

●コーチをつけている 

エグゼクティブな人は、高額な費用でコーチをつけていることが多いです。 

しかし、個人でいきなり大きな出費は難しいです。 

私が多くの人を指導していくうちに最高の解決策を見つけました。 

それが 

［同じ目標を持つ人同士でマニュアルに沿ってコーチング練習をすること］です。 

マニュアルさえあれば、効果的な目標設定＆コーチングができ 

それによりモチベーション維持やモチベーションＵＰにつながるのです！ 

※［イイ収入ガ］掲載の「ＧＥＯモデル」「スマートの法則」を参考にご覧ください。 

カテゴリー > 稼げる心理テクニック・自動成功 

>> 目標の収入を引き寄せる。成功に役立つ GEO モデルとは？ 

カテゴリー > 稼げる心理テクニック・自動成功 

>> 成功者が成功する秘密。簡単なのに成功の自動化 

に、掲載しております。［イイ収入ガ］に登録後、id と pass を使って見てください。 
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  年収１千万円って、こんな感じで達成できちゃうんだ…  

●成功哲学書、自己啓発本を読み込んでいる 

自分が気に入った成功・啓発系の本を読み込んでいます。 

ある成功者は、毎朝１・２時間早く置き、静かな時間帯に読書しています。 

同じ本を１０回、２０回と読み込むと成功に役立つことがわかっています。 

しかし・・・忙しい現代人に、この読書法は合わなくなってきています。 

現在は、それよりもパワフルで効果が高い方法が主流ですね。 

それがオーディオ学習です。聞き流すだけの教材と言えます。 

スクールでもコンテンツとして用意するのは、このことが狙いだからです。 

※［イイ収入ガ］掲載の「ＧＥＯモデル」「スマートの法則」を参考にご覧ください。 

カテゴリー > 稼げる心理テクニック・自動成功 

>> スピード成功！最短で「欲しい金額を手に入れたい」人は注目！ 

カテゴリー > 稼げる心理テクニック・自動成功 

>> 勝手に自動成功する方法。自己暗示、自己催眠のエッセンスから。 

に、掲載しております。［イイ収入ガ］に登録後、id と pass を使って見てください。 
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  年収１千万円って、こんな感じで達成できちゃうんだ…  

１千万円を手にするのに覚えておきたいこと 

【成果が出ている実証済みノウハウ】 

× 

【モチベーションコントロール】と【マインドセット】 

この組み合わせを忘れないでください。 

（ノウハウの威力）×（行動量）＝（手に出来る成功） 

【モチベーションコントロール】と【マインドセット】があっても、 

間違った手法のノウハウを手に入れれば、いくら頑張れても成功しません。 

ゼロに何をかけてもゼロです。 

０×１＝０、０×５＝０、０×１０＝０ 

【成果が出ている実証済みノウハウ】を手に出来ても、 

行動する原動力がなければ成功しません。 

いくら効果が高いノウハウでも、ゼロをかければゼロです。 

１×０＝０、５×０＝０、１０×０＝０ 

まずは、【成果が出ている実証済みノウハウ】を手にして、 

【モチベーションコントロール】と【マインドセット】を手にして成功を掴みましょう。 
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  年収１千万円って、こんな感じで達成できちゃうんだ…  

モチベーションコントロール、マインドセット、成果がでている【実証済みノウハウ】を意識しましょう！ 

稼ぎのネタを知りたい人はコチラをどうぞ。 

● 無料プレゼント！『インターネット 1000 万円稼ぐネタ帳』 

無料のツール・マニュアル・テンプレート・サポート付き 

パブックスで出版、今だけの０円電子書籍！アゲすぎプレゼント！ 

(読者コミュニティー https://www.facebook.com/groups/ibsaibasa/ ) 

今すぐ無料登録をお済ませください↓ 

http://ibsalabo.com/01man/ 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。 

億の売上げを作る お手伝いをして知りました 

億を達成する為の行動をとる前までは・・・ 

想像できないぐらい難しいものだと思うこともありました。 

しかし、実際に踏み込んでみると「初成果」や「数千円、数万円」を稼ぐ 

その延長線上に過ぎないことに気が付きました。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

「億」と言っても延長線上に過ぎない 

ゼロスタ→初成果→数百円→数千円→数万円→数十万円→数百万円→数千万円→億 

●ゼロスタした人は、1 件 50 円ぐらいの成果ならイメージしやすい 

●初成果を経験した人は、数百円を稼ぐことをイメージしやすい 

●数百円を稼ぐことを経験した人は、数千円を稼ぐことをイメージしやすい 

●数千円を稼ぐことを経験した人は、数万円を稼ぐことをイメージしやすい 

●数万円を稼ぐことを経験した人は、数十万円を稼ぐことをイメージしやすい 

●数十万円を稼ぐことを経験した人は、数百万円を稼ぐことをイメージしやすい 

●数百万円を稼ぐことを経験した人は、数千万円を稼ぐことをイメージしやすい 

●数千万円を稼ぐことを経験した人は、億を稼ぐことをイメージしやすい 

本当は、イメージの段階はもっと細かく区切られるのが現実ですが。 

イメージしやすいように、段階を減らして表記しました。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

人は信じたものを見る 

私も、インターネット収入体験が数十万円、100 万円とかの段階では 

やっぱり億を稼ぐことは、イメージできない＝難しい、無理だと感じていましたから。 

人とは不思議なもので、一度体験すると「それが現実」としてとらえられます。 

携帯電話を原始時代に行って、原始人に見せても、それがいったい何かもわかりません。 

離れた人と音声が通じるなんて想像することですら出来ないでしょう。 

しかし、携帯電話を使っている現代人は、遠くの人と通話できることを疑うことなく 

普通に現実のものとして受けて入れています。 

そのメカニズムや電話の中身、機械的なことへの理解はなくても。 

私も、億の売上げの体験をした時に、細かな方法論、マーケティイングやセールス、 

コンテンツ開発、ライティング、プログラム、仕組みなどなど 

細かなことは理解していませんでしたが 

「インターネットを使えば、個人でも億の売上げが作れる」 

ということが現実である認識ができました。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

その認識ができた後は、「できて当然のこと」ですから、 

億の作り方に対して、スキル・知識・情報をすんなり受け入れられるようになりました。 

まぁ、人間って そんなものかもしれませんね。 

勉強するうちに、億を稼ぐことが極めて簡単なことに思えてきました 

前述の２つのトピック 

「月５万円、１０万円稼ぐこと」「1 千万円を稼ぐこと」 

そういったノウハウの積み重ねであり、 

そういったノウハウが何個も頭でイメージできること。 

それが、いつでも、何度でも「億」を作れること。 

このことがわかりました。 

つまり、稼げるノウハウが量産できるレベル。 

それが、自由自在に時間や原資さえあれば、億を生み出すレベルであると。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

【頭】×【時間】×【お金】の組み合わせに過ぎません。 

※【頭】・・・知識、情報とその取り扱い、スキル、アイディア発想力など 

スタート時点で使える【お金】が少なくても大丈夫。 

【頭】×【時間】でカバーすれば、原資が作れます。 

そうなれば、億を作れます。 

【頭】は、人にアイディアをもらうことも可能ですし 

【時間】や【お金】があれば、【頭】の力は、誰でもＵＰできます。 

そういった習い事が、成功者の多くは活用しています。 

（速読法、加速学習法、ＮＬＰ、催眠、潜在意識の活用など） 

実は、地頭はほとんど関係なく、ほぼ誰でも億を稼ぐ脳になれます。 

正しい方法で学ぶだけ。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

「私には無理だ」と思う人は、ただ【億を稼ぐ脳】の手に入れ方を知らないだけなんです 

実は・・・簡単なトレーニングを重ねるだけで、夜見る夢すら活用できます。 

実際に、トレーニングによって夢の中で仕事を済ます人、 

散歩や入浴中に潜在意識を働かせて、重要なアイディア部分の発想を生み出す作業を終える人もいますから。 

【時間】がない人は、【お金】で時間を買うか 

【頭】を使って【時間】の効率化を図ればＯＫ。 

つまり、アルバイトやパート、仕事が出来れば、あるいは融資を受けることが可能であれば、 

億を稼ぐ地図があれば、ほぼ誰でも、億への道を目指せるのです！ 

億を何度でも稼げるレベルには、前のトピック「1 千万円を稼ぐ」話ででてきた 

【成果が出ている実証済みノウハウ】は必要ありません。 

そのノウハウを量産できる能力を有するからです。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

「１千万円を手にするのに覚えておきたいこと」で説明した 

【成果が出ている実証済みノウハウ】 

× 

【モチベーションコントロール】と【マインドセット】 

ではなく、このステージでは 

【心理テクニック】 

＋ 

【モチベーションコントロール】 

＋ 

【マインドセット】 

この３つを学び、習得しておけばいいのです。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

別の言い方で表現すると 

人間心理、集団心理（社会心理）、ＮＬＰ 

自己啓発、成功哲学ですね。 

この 3 つがあれば、ノウハウが量産できます。 

まさに億を稼ぐ脳ですね。 

まずは、原理原則に焦点を当て勉強してください。 

ノウハウがなくても、何回でもゼロから成功しますよ。 

まずは、昔から言われている必要な勉強。 

成功のマインドセット形成、成功哲学を学習 

モチベーションコントロール、自己啓発を勉強 

心理テクニックを知る、人間心理から社会心理学を学ぶ。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

成功哲学 

成功哲学といえば、ビルゲイツなども触発された 

長い歴史のある成功プログラムもあります。 

たくさんの成功哲学プログラムがあり多くの成功者が利用していきました。 

数十万円のものがあれば、全てそろえると、100 万、200 万、300 万円のものがあります。 

こういった費用がなくスタートされる人が多い為、スクールにコンテンツとして入れることにしました。 

人間学（心理テクニック含む） 

欧米では有名、エグゼクティブなビジネスパーソンをはじめ 

政界、スポーツの成果の人が習っているメンタルサイコロジカルテクニック 

有名なケースでは、アメリカの大統領やクリントン元大統領も心理術を学び、演説に活かしたり 

レーガン大統領は、心理テクニックを教えるトレーナーを何人もつけていたなど言われています。 

欧米では、カウンセラー、セラピスト、ビジネスでは経営者やマネージャー、セールスパーソン、 

弁護士、医者、コンサルタント、教育系の人も幅広く、トレーニングを受けています。 

トレーニングを受ける費用は 

３５万円～４５万円 ＋ ３５万～４０万円 ＋ ８０万円～１００万円＝１５０万円～１８５万円 

と高額です。 

そこで、私は同じことを見つけてもらうためにスクールに学べるコンテンツを入れています。まさにオールインワンですね。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

自己啓発 

自己啓発系のセミナーでは数万円～数十万円のものが多いですね。 

本を読んで、自分で啓発できる強い意思がある人がいいのですが、 

なかなか難しいのが現状かもしれません。 

モチベーションコントロールには、自分以外の人を絡める方法も多いですね。 

エグゼクティブコーチングになれば、数百万円するものも。 

成功者がモチベーションを維持するのに掛けている費用を聞いて驚くことが多いです。 

自己成長や学習の為に、年間数百万円使う人や１千万円以上 自己投資している方もたくさんいます。 

このあたりも、スクールではカバーしているのでご安心ください。 

もちろん億の道を早めたいなら、ノウハウも買ったほうが早いです。 

ノウハウを購入して、テストして上手くいくものに出会えば、採用するという形です。 

そこでスクールでは、成果実績がある exeBP 育成プログラム、マニュアル、教材類を受講生特典で追加。 

全てをオールインワンで取り揃えた！手が伸ばしやすいサービスとしてスクール内容を構想しました。 

成功に興味がある方は、一度、スクールのことをご確認ください。 

かなりの手頃価格！成功への投資金額をものすごく抑えられます。 

まさに、賢い投資で賢く稼ぐにピッタリなスクールだと思います。 
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  あっそう・・・億を稼ぐのって夢じゃないんだ。  

億を目指さなくても、この３要素を学び 身につけ始めれば… 

あなたの目標は現実のものになると思いませんか？ 

１００万円を稼げるぐらいに、３要素を学び 身につければいいですし 

１００００万円を稼げるぐらいに、３要素を学び 身につければいいですし 

毎月５万円１０万円を稼ぎ続ける程度に、３要素を学び 身につければＯＫ。 

冒頭でも行ったとおり、億を稼ぐステージと言っても 

ゼロスタや初成果からの延長線上にあるだけですから。 

本気で稼ぎたい人はスイートルームへどうぞ。 

● 膨大な指導実績 初成果,数十万,数百,数千万,億！初心者の成果も続出 

≫コンサル指導で月１２０万円の収入を達成させたり 

≫初心者の女子医大生のアフィリ初収入１１万円を数日で達成させる 

≫仲間に教えてあげただけで、売上げを 6 百 79 万 480 円以上作ってあげる 

≫１・２ヶ月で、弟子に 186 万 3 千円以上の売り上げを出させることに成功 

http://ibsatou.com/suiteroom.pdf 
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  続きは、販売している電子書籍版をご覧ください。  
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販売している電子書籍版をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
無料で なか見！探索版では 続きのトピックはご覧いただけません 

販売している電子書籍版をご覧ください。 
 

無料でなか見！探索版では、このトピックはご覧頂けません 

続きは販売している電子書籍版をご覧ください 

 



  本電子書籍の著作権について  

本電子書籍の著作権について 

「インターネット収入の入門書 スピード成功 ゼロスタート、月５万円１０万円 年収１千万円、億万長

者まで 目標達成が加速するヒント在中」（以下、本電子書籍という）は、著作権上の保護を受けた販

売物です。このテキストのいかなる部分も、著者の許諾を得ずに、電子的･機械的に複写･複製する

ことは禁じられています。 

本電子書籍の著作権は、著者である、iBSA 角谷亮に属します。 

著作権者の事前許可を得ずにして、本電子書籍の一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段（印

刷物、ビデオ、テープレコーダーおよび電子メディア、インターネット等）により複製および転載

することによる一般公開、転売や販売を禁じます。 

以上に記載した行為により著作権者が不利益を被ったと判断した場合、該当する行為を行った者に

対し、著作権法等、関係法規に基づく手続きにより法的手段により損害賠償請求などを行う場合が

あることを御了承ください。 

もちろん、引用元を明確に表記した引用の範囲でのご紹介は上記の範囲ではございません。 

状況の変化に応じて、著者は、この本電子書籍で表示した見解とは異なる見解を表現する権利を有

しています。 

この本電子書籍に関しては、適切かつ信頼に足る情報を提供しておりますが、いかなる誤り・不正

確・不作為に対して著者・ＷＥＢ上の配布サービス・本電子書籍の紹介者などに一切責任をおうも

のではないことを御了承ください。 

また、本電子書籍は、あなたが営む事業の収益増大を目的としますが、本電子書籍を使用すること

によって生じた、いかなる結果に対しても責任を負わないことも御了承ください。 

日々状況は変わっていきますので、この本電子書籍内容は最終的にはご自分の判断で利用してくだ 

さい。 

インターネット収入の入門書スピード成功ゼロスタート 

月５万円１０万円年収１千万円、億万長者まで 目標達成が加速するヒント在中 

発行日 2014 年 12 月 03 日 

iBSA 著 者 

株式会社 proceed 発行者 

配信スタンド 株式会社インフォトップ 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 9 階 
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  著者の関連サービスと著者紹介  

著者の関連サービスと著者紹介 

iBSA（イビサ）が提供中の無料サービスです。 

iBSA 塾への案内 http://ibsatou.com/ibsajyuku/indexform.html 

無料フォーラム http://ibsa-nomadstudy.com/ibsajyuku/viewforum.php?f=3 

フェイスブックグループ http://i-i-data.com/page/muryojuku/ 

無料登録 http://forbit.jpn.com/forbitaffile/index14715.html 

コミュニティ（無料） https://www.facebook.com/groups/forbit4/ 

フォービットクエストＭＡＰ http://ibsasp.com/data/quest/forbit-quest-map.pdf 
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フォービット 

【非売品】含む。10 大プレゼント無料進呈中！無料ノウハウ好評 

イビサ無料塾 

IBSA 塾のサービス・システムの利用は無料です 
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  著者の関連サービスと著者紹介  

iBSA（イビサ）が提供中の無料サービスと関連書籍です。 

無料ガイド http://ibsa-box.jpn.com/good_income/index.html 

Ies http://ibsa-nomadstudy.com/opt_a/ 

ies http://ibsa-axe.jpn.com/puchibook/ 
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IES プロジェクト 

ゼロスタート ノウハウの決定版 IES でイージースタート！ 

IBSA インターネット収入ノウハウ・情報ガイド 

お小遣い稼ぎ、在宅ワーク、副業、本業並みの収益、事業・起業までの収入ガイド 
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  著者の関連サービスと著者紹介  

iBSA（イビサ）が提供中の無料サービスと関連書籍です。 

読者コミュニティー http://i-i-data.com/page/muryojuku/ 

http://ibsatou.com/suiteroom.pdf 

ページ 44 

IES スイートルーム 

本気の方限定、冷やかし登録はお控えください。 

無料プレゼント！『インターネット 1000 万円稼ぐネタ帳』 

パブックスで出版、今だけの０円電子書籍、アゲすぎプレゼント 
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  著者の関連サービスと著者紹介  

プロフィール http://ibsasp.com/blog/?page_id=368 

フェイスブック https://www.facebook.com/sumitani.ryo 

2005 年にサイトアフィリエイトをスタート。同年、早くも成果を出し続け１サイトで 2,000 万以上の売上を出す。ま

た情報商材アフィリエイトでも売上 1,200 万を達成し成約率 No.1 となる。 

2012 年 3 月には、イビサ名義で電子書籍を出版。一夜にしてベストセラー作家となる。 
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角谷 リョウ BMTS スクール講師 
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