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はじめまして、 

 

エフォートレス・マネー・ジェネレターの佐藤です。 

 

私と、ビジネスパートナーである大山口は、これまでワンランチ・マーケテゖ

ングやタムマシンマーケテゖング倶楽部という E ブックを販売してきまし

た。 

 

すでにワンランチ・マーケテゖングのユーザーは 7000 名、タムマシンマー

ケテゖング倶楽部も参加者が 1000 名を超え、多くの人たちのネットビジネス

をサポートして来ました。 

 

私たちの根底にあるのは、資本主義の最先端の国、ゕメリカから最新のビジネ

スノウハウをこの日本に持ち込み、日本のビジネスを進化させるということで

した。 

 

実際に、私たちのビジネス提案以降、多くのビジネスチャンスを手に入れてき

た人たちがとても多く、今でも感謝の声が届くくらいです。 

 

そんな私達が、新しいンフォメーションビジネスをみなさんに提案したいと

思い、それを具体化させたのが、今回エフォートレス・マネー・ジェネレタ

ーです。 

 

翻訳すると、努力無しの現金製造機となります。 

 

この努力無しの現金製造機についてこれからみなさんに説明をしたいと思い

ます。 

 

あなたも「数時間以内に稼ぐ」方法を理解して、思わず膝をたたいてしまうと

思います。
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今回のビジネスは、ネットビジネス初心者のために、特別にデザンされてい

ます。 

 

多くのネットビジネス初心者は、ネットビジネス界のグル（有名情報起業家）

たちのルールにしたがって進めようとしますが、それは非常多くの障害が待ち

かまえています。 

 

みなさんが、通常やろうとしているのは次のようなビジネスです。 

 

 

競合の多い ASP たとえば、ンフォ○○○のようなところで、いわゆる売れ

センの商材を見つけます。 

 

その場合、単純に売り上げランキングの上位のもので売れそうなものを選びま

す。もしくはゕフゖリエト報酬の金額で商材を選びます。 

 

↓ 

 

そして、その商材をブログで紹介したり、ゕフゖリエトサトを作って SEO

をかけて商材を売り込もうとします。 

 

さらには、PPC 広告（オーバーチュゕやゕドワーズ）を使って売り込みをか

けます。 

 

↓ 

 

商材が売れると、ゕフゖリエト報酬が手に入り、ある一定の期間をおいた後

に銀行口座に振り込まれる 
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上述のアドバイスが間違っているとは言いませんが、私達の経

験から、このやり方では、90％以上の初心者が稼げず、下手

すると広告費でトンデモナイ額の損失を被る場合もあります。 

 

たとえば、下記のようなゕフゖリエト商材を販売しようとしたとします。 

 

 

 

ドリームゲート FX という商材です。  

 

ドリームゲート FX というキーワードを使い Yahoo!で検索をしてみると、  
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なんと、検索結果が 140 万件、オーバーチュゕの広告も信じられないくらい

貼り付いています。 

 

ここでの勝負に打ち勝つのは、至難の業です。 

 

必要とされるのは… 

140 万件のうちのトップ 10 に表示させる SEO 技術、 

PPC 広告を出したときのワンクリック単価、  

 

どちらもゕフゖリエトの初心者が手を出せるようなものではありません。 

 

ゕフゖリエトで収入を得られるのは、このような激戦を勝ち抜いた、一部の

人たちです。 

 

ゕフゖリエトで 5000 円以上の報酬を得ているのは、わずか 5％だといわれ

る由縁はここにあるのです。 
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また最近では、PPC 広告の規制が高まり、グーグルにおいてはゕフゖリエ

ターたちのゕカウントが削除されたり、オーバーチュゕでも情報商材に対する

広告が表示されないなどの現象が起きています。 

 

このような状況の中で、グルたちが言っていることを真に受けてやっていたら、

大変なことになるというのが私たちの見解です。 

 

グルたちは、 

あなたの広告費がいくらかかろうが、 

どれだけ苦労して販売しようが、  

知ったことでは無いのです。  

 

「でも、売れているゕフゖリエターはいるよ！」 

 

という反論が聞こえてきそうです。 

 

しかしながら、 

 

実は大きく稼ぐことが出来ている有力ゕフゖリエターの多くは、その商材に

関する詳しい情報を提供する素晴らしいサトを持っているだけでなく、他の

人のサトからその商材を買った場合に決して入手することができない独自

の特典を持っていてオフゔーしていることをご存知でしょうか？ 

 

これらのことは、新規参入組のゕフゖリエター達が、ちょっとやそっとで、

簡単にできることではないことが容易に想像可能だと思います… 

 

私たちも、例にもれず稼げない不遇のゕフゖリエターの時期を通過してきま

したが、あなたに同じ境遇を味合わせたくないので、くどくどと語ってきてし

まいました。 
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やってはいけないこと、については、これくらいにして「ここ

からは、どうしたらいいのか」についてお話ししていくことに

しましょう！ 

 

これから一番重要なことを語るので、しっかりと覚えておいてください。 

 

 

重要事項：モノを売ろうとしない 

 

お金を取るというのは、非常に難しいことです。でも、無料でものを配るくら

いならあなたもできるのではないでしょうか？ 

 

ンターネットには無料で掲載可能な場所があふれています。 

 

ですから、まずは無料のモノを配ることからはじめて

ください！ 
 

このことはベストセラー、フリー~〈無料〉からお金を生みだす新戦略: クリ

ス・ゕンダーソン著で次のように紹介されています。 

 

 

 



 

Effortless Money Generator 

8 

 

「ユーザーになにがしかのお金を払わせることがもっともむずかしいのです。

最大のギャップは、無料のサービスと 1 セントでも請求するサービスのあい

だにあるのです。」 

 

「消費者からすると、安いことと無料との間には大きな差がある。モノをタダ

であげれば、バラルマーケテゖングになりうる。1 セントでも請求すれば、

それはまったく別で、苦労して顧客をかき集めるビジネスのひとつになってし

まう」 

 

モノを販売するより、何かを無料でプレゼントする方が簡単だということにつ

いては、我々が説明するまでもありませんよね。（そこに全く競争がないこと

も…） 

 

これからあなたにご紹介しようとしているお金を稼ぐシステムでは、この時代

に生きるほとんどの人たちが興味を持つモノを無料でプレゼントします… 

 

それにゕクセスすることによって、このシステムに参加したくなる仕組みが出

来上がっています。 

 

なぜなら、みんなが欲しがるモノを提供し、さらにこのシステムに参加するこ

とによって信じられない利益を受け取ることができるからです。 

 

 

エフォートレス・マネー・ジェネレイター（EMG）システム

の主要なコンセプトは：日本中のほとんどの人が興味を示し、

欲しいと思うモノを無料でプレゼントするとともに、同時に、

そこから時計の針が時を刻むように確実に稼ぎ続けることで

す… 
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この誰もが欲しいモノが何かわかるでしょうか？ 

 

誰もが欲しいモノとは… 

 

つまり、手っ取り早く努力無しにお金を稼ぐシステムの利用の

仕方についてのＥブックなのです。 

 

ただ、E ブックを配るだけではお金になりません。 

 

つまり、口座に入金をしてもらうためには、何かを提供する必要があることが

お解りになると思います。 

 

ですが、ただ他と同じような情報商品を売るというだけでは、お金を払うため

の強力なンセンテゖブ（お金を払う動機）にはなりません。 

 

そこで、強力なンセンテゖブを生み出すマジックが必要なのです。 

 

そのマジックとは、売れたら、その金額のほとんどを手に出来

る、信じられないエフォートレス・マネー・ジェネレイター

（EMG）システムへの参加権がついてくるということなので

す。 

 

このことにより E ブックを読んだ人にとって、この E ブックは特別な価値を

持つものになります。 

 

私達は、再販権、再配布権のついた複数の商品のパッケージを提供します。 

 

そこであなたは、無料であなた専用のゕフゖリエト E ブックを作り、更に

ゕフゖリエトのリンク URL も得ることができます。 
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あなた専用のゕフゖリエト E ブックとは、あなたが読んでいるこの E ブッ

クにあなたのゕフゖリエト URL が埋め込まれたものです。 

 

そして売り上げのほとんどを獲得する特別ゕフゖリエトプログラムへの参

加権があなたに提供されるのです。 

 

実際には、たった 5,000 円にも満たない投資で、これから説明する 16 個の

商材と、そこから発生する売り上げのほとんどがあなたのものになる無料の E

ブックを入手できる権利を手に入れることができるのです。 

 

ここで、あなたに朗報です。  

 

あなたは、このようなシステムをご自分で作る必要は全くなく、我々が作った

システムをそのまま使うだけでいいのです。 

 

一番重要な点は、このシステムを使っても、あなたは、わずかなシステム利用

料を支払うだけで、残りの大部分はあなたのものだという点です。 

 

しかも利用料は、売れた時だけ支払うものです。 

 

つまりシステム利用料を差し引いた全額があなたの口座に直接振り込まれる

のです。 

 

決済システムには世界標準の PayPal（ペパル）を使っています。この PayPal

を使うことで、ほぼ即金が振り込まれる仕組みを実現しています。 

 

PayPal に依頼すれば、わずか数日で、あなたの指定の口座に現金が振り込ま

れます。 

 

大手の ASP のように、売り上げが立ってから最長 1 ヶ月以上も待たされるこ
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とはありません。 

 

PayPal の口座は、わずか数分で作ることができますので、1 時間以内にビジ

ネスを開始することが可能です。日本語にも完全対応なので、心配する必要は

ありません。PayPal の申し込み方法もサポートサトで詳しく説明していま

す。 

 

さらには、購入の際には、クレジットカードで決済ができるので取りっぱぐれ

ることもありません。 

 

あなたが、実行することは、ありとあらゆる手段を通じて無料の E ブックを

多くの人たちに読んでいただくことです。そのための参考資料もサポートサ

トに掲載されています。 

 

我々自身がテスト的に、実際にそれをやってみたところによると・・・１日１

万円以上は軽く稼ぐことができました・・。 

 

EMG システムは既にできあがっており、あなた用に設定されるのを待ってい

る状態です。 

  

つまり、今から数分後には、設定完了して稼ぎ始めることができると言うこと

を意味しています。 

 

このシステムを作ったのは私達ですが… 

 

しかし、あなたにお支払い頂くのは、売れた場合に頂く、ほんのわずかのシス

テム利用料だけです。 

 

継続的に課金される会費等、一切頂くつもりはありません・・。 
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あなた自身のビジネスを今からはじめられるのです。  

 

どうでしょうか？ 

 

信じられない提案でしょう？ 
 

今、あなたはこれから、どんどんとお金を稼ぐことが可能なビジネスへの入り

口にたっているのです。この機会を逃すとこのようなビジネスには二度と出会

えないかもしれません。 

 

多くの E ブックは、その売り上げのほとんどを商材の作成者が持っていきま

す。しかし、私達はそれを逆にしたいと考えました。売った人にその利益がほ

とんど還元する仕組みを作り上げたのです。 

 

この商材は売れたら売れた分だけ、そのほとんどがあなたのものになるのです。 

 

売り方が分からないという方がいるかも知れませんが、それは

大丈夫です。無料レポートを配る方法は、サポートサイトで詳

しく紹介しています。  

 

これから、あなたが手に入れる商材についてご紹介します。 

 

ご購入の商材内容は次のページで説明していきます。 

 

あなたが手に入れられるのは、7 つの無料レポートと 16 個の商材になります。 

 

そして今、特別に非売品の Ameba ブログ自動ぺたツール、ゕメぺた野郎無制

限版をプレゼントしています。 
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待ちきれない方は、 “お申し込みはこちらから”ボタンをクリックしてくださ

い！ 

下のリンクをクリックしてください 

下のリンクをクリックするとホームページが表示されます。 

ただスクロールして購入ボタンを見つけてください。 

 

すぐに購入してはじめる!! 

 

あなたは、再販権、再配布権のついた 16 個の商品のパッケージを取得します。

そして無料であなた専用のアフィリエイト E ブックを作り、更にアフィリエ

イトのリンク URL も得ます。そして売り上げの 75％を獲得する特別アフィ

リエイトプログラムへの参加権もついてきて、値段はわずかの 3,980 円です。 

 

たった￥3,980 円の投資で、以下で説明する 16 個の商材と、そこから発生

する売り上げのほとんどがあなたのものになる無料の E ブック作成権を受け

取っていただくことができます。 

 

合意事項：注文手続きを完了されますと以下の事項に同意されたことになります。  

この E ブックは、ンターネットマーケテゖングの資料、ツール等を￥3,980 円で

販売するものです。この商材はデジタル形式で作成されているので、売り切りとなり、

いったん納品した後は、返金に応じることはできません。またこのビジネスに参加す

ることによって、私達があなたの利益を保証するわけではありません。 

再販物についての、あなたのコミッションは 2,980 円です。 

 

今、購入していただければ商品以外に 7 つの特典をすべて無料でオファーし

ます。 

http://www.effortlessmoneygenerator.com/?e=jungle-moon@nifty.com


 

Effortless Money Generator 

14 

 

E ブック：これでアクセスが２倍になりました♪ブログのアクセスアップ法

Ver.2.0 全１１５ページ・今度は５０連発！ 

トラフィック、トラフィック、トラフィック・・・ 

ウエッブではトラフゖック（訪問者）を集めることに

より、ビジネスがうまく進みます。みんなトラフゖッ

クが欲しいのです。 

じゃあ、トラフゖックを集めることにしましょう！ 

このEブックに載っている50個のゕデゕは、トラフ

ゖックを生じさせるための効率的な方法です。 

 

レポート：無料で PPC 広告を使う禁断の裏技【再配布権付き】 

昨年の迷惑メール法の改正以来、メルマガゕフゖリ

エトから、PPC ゕフゖリエトに移動しているこ

ともご存知かと思います。 

 

その PPC 広告を無料で使ってしまうチョテクを

ご紹介します。 

 

 

レポート：初心者さん必見！楽天＆グーグルアドセンスで１日５分の作業でほ

ったらかし７日間で７万２千８４９円＆２８ドルの売り上げた最速最短攻

略！ 

この楽天ゕフゖリエトとグーグルゕドセンスのゕ

フゖリエト報酬は同じ１つのブログから発生して

おります！無料ブログひとつで実践できる方法です。 

１つのブログで二つの報酬。まさに一粒で二度おい

しい徹底ダブル攻略。 

あなたができるだけ早く稼ぐために実際に使える情

報をギュッとコンパクトに詰め込んだレポートとな

っています。 
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レポート：初心者でも絶対に稼ぐ！【再配布権付き】 

売るべき商材の判断基準から、売れるレビューの書き

方、売れる商材の見つけ方を丁寧にお伝えしています。 

さらにこの商材で 2 テゖゕ報酬まで稼ぐ方法も必見で

す。 

合言葉は「初心者でも必ず稼ぐ」です。 

まだ初報酬をゲットしてない人は、このノウハウで必

ずゲットしましょう！！！  

 

レポート：情報商材アフィリエイトをこれから始める方へ♪１０万円は損した

かも（涙）な失敗をしないために、後悔しない行動やお金の使い方の優先順位

のヒント♪【再配布権付き】 

情報商材の世界って、動きが激し過ぎるんですよね。 

それを考えずに行動すると、私のように痛い目に会い

ます。 

このレポートでは、私のような悲しい失敗をする方が

少しでも減るように、との思いで書かせて頂きました。 

特に情報商材ゕフゖリエトを始めたばかりの方、く

れぐれも私のような失敗はなさらないで下さいね。 

 

レポート：ヤフカテ〒キーワード特集ページ〒テキストリンク【再配布権付き】 

SEO の世界で、Yahoo!カテゴリー（ヤフカテ）から

のリンクって絶大の効果があるんです。でもヤフカテ

登録サトからリンクをもらうのは至難の業です。そ

の難しいことを、何の苦労もせずにパッとやってしま

うのが今回のノウハウの肝です。 

 

SEO ではかなり重要な内容が書かれているので、ぜひ

参考にしてください。 
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レポート：ブランディングで稼ぐ競合のないオンリー

ワンブログ作成術 

全身全霊を込めて、あなたにゕフゖリエトで稼ぐた

めの情報をお伝えしております。ですので、これから

このレポートを読み終えるまでの数分間は、一語一句

読み落とさないくらいの気持ちで読んでください。 

 

 

私はあなたに、無駄な時間と無駄な情報を与えるつもりはありません。 

 

【緊急追加】 

今回、ご注文いただける方のために、非売品の Ameba ブログ自動ぺたツール、

ゕメぺた野郎無制限版をプレゼントします。 

 

このツールを使うと 700 万人の会員がいる Ameba ブログから無尽蔵にゕク

セスを集めることが可能になります。 

 

 

 

これはあくまでも特典です。あなたがゲットできる 16 の商品は次のページか

らの紹介になります。 
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あなたがゲットする 16 の商品 

The Visual 系コピーライティング術（マスター・リセール・ライト） 

今まで、誰も語らなかった“ビジュゕル系”コピーラテ

ゖング術を紹介します。 

今、時代はビジュゕル系へと移行しています。 

あなたのサトやセールスレターでは、もはや時代につ

いて行けません。伝説のコピーラター、ジョン・ケー

プルズが現代に生きていたら、こんなラテゖングを行

っていたかも知れません。10,000 円相当 

 

30 ミニサイト・テンプレート（マスター・リセール・ライト） 

プロがデザンした、パワフルなニッチサト・テン

プレートです。再販売用のヘッダー、背景、E ブック

用のカバーなどもついて 30 サトのデータが格納さ

れています。76 メガもある商品です。50,000 円相当 

 

 

 

ウェブグラフィックパッケージ （マスター・リセール・ライト付） 

サト作成時に必須の画像２４２個のセットです。 

 

矢印画像、ボタン画像、コンタクト画像、申し込み画

像、ワンタム・オフゔー画像、無料ボーナス画像、

スペシャル・メンバー画像、保証画像、オフゔー画像、

オーデゖオ画像、ビデオ画像、お客様の声画像 etc. 

 

非常に高品質でセールスページ作成時には必ず使うであろう画像が多数収録

されています。30,000 円相当 

http://gyo-retu.kilo.jp/Visualsite_creat/PDF/TVCW.pdf
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検索エンジン一括登録ソフト登録君（マスター・リセール・ライト付）  

数分間の作業で最大 4,000 もの検索エンジンに一括登

録申請が可能です。 

あなたの運営する複数のサトで使用可能！ 

その気になれば、検索エンジン登録代行業者として開業

も可能です。 

今も 5,000 円以上で販売されています。30,000 円相当 

 

バイラルマーケティング戦術（マスター・リセール・ライト付）  

バラルマーケテゖングとは、長年形を変えながらも

伝えられてきた非常に重要で、強力なマーケテゖング

手法です。 

このマーケテゖングの重要なポントは、お金をかけ

ずに広く、見込み客に商品・サービスを伝えることが

出来るという点です。お金の代わりにあなたの頭を使

い、効果的なマーケテゖングを行いたいという方には、

是非マスターしてもらいたい手法です。 

30,000 円相当 

 

ジョー・ビターリ・インタビュー（マスター・リセール・ライト付）  

全世界で 2,000 万部以上売れているザ・シークレット

～引き寄せの法則～に登場する賢人の一人、ジョー・

ビターリの独占ンタビューです。彼が唱える、スピ

リチュゕル・マーケテゖング、ヒプノテゖック・マー

ケテゖング（催眠マーケテゖング）についての深い考

察をさぐることが出来ます。 

他では手に入りません。 

30,000 円相当 

 

まだまだ、これだけではありません！
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アフィリエイトリンク短縮ツール（マスター・リセール・ライト）  

ゕフゖリエトリンクがむき出しになったプロモーシ

ョンは売り込み臭さが出てしまい、見込み客の反感を買

ってしまいます。そうならないためにもあなたのゕフゖ

リエトリンクを短縮ツールで隠してしまいましょ

う！ 

10,000 円相当 

 

ミクシィ足あと返しソフト（マスター・リセール・ライト）  

ミクシで訪問してくれた方へのおもてなし、それは足

あとを返してあげることです。そうすれば相手は好意を

感じてくれて、またあなたのページへと訪問してくれま

す。 

10,000 円相当 

 

メール自動返信システムの作り方（マスター・リセール・ライト）  

グルと呼ばれるマーケッターやゕフゖリエターは必

ずと言っても良いほど、このオートレスポンダー（メー

ル自動返信システム）を使ってマーケテゖングを展開し

ています。あなたもプロのテクニックを身につけましょ

う。 

10,000 円相当 

 

ステップメール配信ソフト（マスター・リセール・ライト） 

メール自動返信と同様に、複数のメールを組み合わせて

シナリオを作り、それをプログラムで自動で送信すれば、

あなたのプロモーションの効率は飛躍的に高まります。 

20,000 円相当 
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メール一括送信ソフト（マスター・リセール・ライト） 

SEO、PPC マーケテゖングなど多くの手法がありますが、

もっともパワフルで商品を売り込む力があるのがメー

ル・マーケテゖングです。あなたの独自のリスト（オプ

ト・ン・リスト）を作りあなたのビジネスを成功させ

ましょう！ 

20,000 円相当 

 

Google アドセンス AtoZ（再配布権付） 

グーグルゕドセンスを使って、利益を稼ぎたい方は、こ

の AtoZ を学んでビジネスをスターとさせましょう！ 

全自動でお金を稼ぐ方法が紹介されています。 

10,000 円相当 

 

 

アフィリエイトマーケティング AtoZ（再配布権付） 

ンターネットでもっとも手っ取り早く始められるビ

ジネス、それはゕフゖリエトマーケテゖングです。し

かしゕフゖリエトもビジネスです。まずは基本を学ん

でください。 

10,000 円相当 

 

E-mail マーケティング AtoZ（再配布権付） 

E-mail マーケテゖングで重要なこと。それは、あなたの

メールを開いてもらい、そしてきちんと読んでもらうこ

とです。そのための秘密がいくつも公開されています。 

10,000 円相当 
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メルマガマーケティング AtoZ（再配布権付） 

売り込みだけのゕフゖリエト紹介メールは、読者がど

んどんと離れてしまいます。あなたの知識をうまく紹介

して、あなたのメールマガジンのフゔンをどんどんと増

やしましょう！ 

10,000 円相当 

 

PPC(クリック課金広告)マーケティング AtoZ（再配布権付） 

グーグルスラップの影響などで一時期に比べて、若干翳

りはあるものの、まだまだ人気があるのが PPC マーケテ

ゖングです。あなたも、ほったらかしで安定して稼ぐた

めに、PPC マーケテゖングをマスターしてください。  

10,000 円相当 

 

あなたが手に入れるのはこの 30 万円相当の 16 の商品と 7 つの重要レポート

です。そして、入手した直後からビジネスを展開できる特別なシステムを利用

できます。 

 

下のリンクをクリックしてください 

下のリンクをクリックするとホームページが表示されます。 

ただスクロールして購入ボタンを見つけてください。 

 

すぐに購入してはじめる!! 

 

あなたは、再販権、再配布権のついた 16 個の商品のパッケージを取得します。

そして無料であなた専用のアフィリエイト E ブックを作り、更にアフィリエ

イトのリンク URL も得ます。そして売り上げの 75％を獲得する特別アフィ

リエイトプログラムへの参加権もついてきて、値段はわずかの 3,980 円です。 

http://www.effortlessmoneygenerator.com/?e=jungle-moon@nifty.com
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 ここで、話が長すぎて頭がこんがらがってしまった方のために・・・ 

 

・ 本システムは、経済的に厳しい状況下で、稼ぐためのものです。 

・ 誰かほかの人と電話で話したり、人とあったりする必要はまったくありま

せん。 

・ 稼ぎは、直接あなたの口座に振り込まれ、一部の ASP のように何ヶ月も待

たされることはありません。 

・ 売り上げのほとんどがあなたの取り分ですし、受け取った金額のすべてが

あなたのものです。 

・ ご自分でかけない限り、マーケテゖング費用など必要ありません。 

・ ご自分のビジネスで稼ぎ始めるのに、愛車を売る必要もなければ借金をす

る必要もありません、ましてや、銀行強盗をする必要も・・（笑）。 

・ 支払いが完了してから２４時間以内に準備完了となり、最初の注文を受け

ることができます。 

・ できるだけ早く稼ぎ始めるため、マーケテゖングに使うツールも無料で提

供されます。 
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著者紹介  

 

ウェブマーケッター＆Ｅマーケティング・コーチ  

info@effortlessmoneygenerator.com 

 

コーチングを取り入れた独自のメソッドにより、顧客のポテンシャルを最大限

引き出すマーケテゖングを実践中！ 

 

尊敬する人物は、ロバート・ゕレン、ジェ・エブラハム、ダン・ケネデゖ

他 

 

これからもゕメリカの素晴らしい商材やマーケテゖングメソッドを伝えてい

きます。 

 

mailto:info@effortlessmoneygenerator.com

