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推奨環境について 

このレポート上に書かれているURLは全てクリックできます。できない場

合には、お手数ですが最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。

【無料】 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

◆ 著作権について 

当レポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意

戴きご利用下さい。  

・当レポートの著作権は作成者（著作権者）に帰属します。  

・ 著作権者の許可なく、当レポートの全部又は一部をいかなる手段にお

いても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。  

・ 著作権侵害等の違法行為に対しては、関係法規に基つ き損害賠償請

求を行う等、⺠事・刑事を問わす 法的手段による解決を行う場合か あ

ります。 

・ 当レポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、

著作権者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

  

http://get.adobe.com/jp/reader/
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はじめまして・・ 

サラリーマン大家さん.COMの村上悠と申します。 

私のプロフィールは、別途お送りするメルマガ！『サラリーマン大家さ

ん.COM』で、ご確認ください。 

 

よろしくお願いします。 

このたびは、無料レポートをダウンロードしていただき、誠にありがとうご

ざいました！ 

 

早速ですが、まず質問です。 

「あなたは"リスト"を集めていますか？」 

見込み客や顧客と言われる、あの「リスト」です。 

http://ecfrm.jp/Hmd/fr/HONM/L6l3Fg
http://ecfrm.jp/Hmd/fr/HONM/L6l3Fg
http://ecfrm.jp/Hmd/fr/HONM/L6l3Fg
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もし、答えが「NO」なら、今すぐリストの重要性を

知るべきです。 

これからの時代、リストなしでは、ハッキリ言って、 

ビジネスで勝ち続けるのは難しいでしょう。 

 

この無料レポートで、まずは、リストの重要性につ

いて、よ～く勉強して下さい。 

 

ネットビジネスに限らず、リアルビジネスでも、あらゆるビジネスにおいて、

ハウスリスト、顧客リストが重要になります。 
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このリストの中身ですが、最低限、名前、メールア

ドレスは必要で、 

さらに、住所や電話番号、FAX番号もあれば完璧です。 

通常のインターネットビジネスでは、名前とメールアドレスがあれば、 

まず問題ないです。 

 

このリストは、あらゆるビジネスにととり、

極めて重要ですが、 

なぜ、これほどまでにリストが、重要なのかわかりますか？ 

 

仮に、あなたの会社が倒産し何もかも失ったとしても、このリストさえあれ

ば、再び、短期間でビジネスを軌道に乗せることも充分可能です。 
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このリストは、あなたのビジネスに興味がある方々、いわゆる見

込み客であり、今後、あなたのビジネスのお客様になる可能

性があるわけです。 

また、一度あなたから商品を購入し、既に、お客様であれば、さらに購入

して頂けるリピーターになる可能性もあるわけです。 

 

このリストが素晴らしいのは、相手から出向いてもらうのを待つ必要がな

いという点です。 

こちらが主体となって、いろいろ仕掛けること

ができ、積極的に働きかけることができる点です。 

 

このリストがない場合、常に新規顧客ばかり追い求めなければならなくな

り、大変な労力が必要です。 
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これではビジネスはうまくいきません。 

 

サイトやブログで、ただ・・ひたすら、見込み客が来るのを、じっと待ち続

けるというのでは、全く先が読めませんし、思い通りのビジネス展開はで

きません。 

そのため、ビジネスを行うのであれば意識して顧客

リストの構築を考える必要があります。 

 

いかに、あなたのビジネスに興味のある、属性の明確

な、そして新鮮なリストを集め、そのリストに対し、

有益な情報を提供し続け、そし

てあなたに興味を抱き、ファンにし、濃いリスト
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にするために、徹底的に教育することが重要で

す。 

 

ただ、ここで注意すべき点があります。 

リストは、数ではありません。質が重要です。 

 

少し前までは、大量のリストをかき集め、 

そして、そのリストに対し、徹底的に営業を仕掛け、売上を上げます。 

 

大量の広告宣伝のメールが届くわけですから、当然、そうなると、そのリ

ストは、あなたに興味を持たないどころか、信用しなくなり、嫌悪感も抱き

始めます。 
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そうなると、そのリストにいくら、有益な情報を送ろうが・・全く、反応しなく

なります。 

 

で、そうなると、また、反応がいい新しいリストを、大量に集める必要があ

って、結局同じことを繰り返します。 

 

このビジネスモデルでは、今後は、通用しなくなります。 

 

今後は、収集する数が少なくても、その後に、いかに教育し、あなたのフ

ァンに育て上げるか、いかにして、長期間、お付き合いをしていくかがポ

イントです。 

 

あなたと顧客リスト、いかにして、お互いにWin-Winの

関係を築き続けることができるかが、成功のポイントです。 
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ここで、メルマガアフィリエイトを行っている方に、注意することがありま

す！ 

 

それは、無料オファーを紹介する
ことです。 

 

あの無料オファーは、無料であっても、有料級の、極めて素晴らしいコン

テンツを入手できるということで、自分のメルマガで積極的に行っている

方が結構います。 

でも、これやり過ぎは、絶対に注意した

方がいいです。 

 

その理由は、リストの流れを、考えればすぐわかります。 
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通常、あなたが自分のメルマガで無料オファーを紹介すると、自分のメル

マガの読者さん、それも反応のいい、ある意味濃いリストの方が、その無

料オファーを企画された方のもとへ流れます。 

 

また、逆に、自分で無料オファーを行った時は、紹介してくれたメルマガ

の読者のリストがが、あなたのもとに流れてきます。 

同じことを他の人も、当然、やるでしょうから・・ 

こうなると、同じような人達の間で、ぐるぐる回っている状況になります。 

 

自分が、いくらリストを教育しようと努力しても、無料オファーを企画した

方等、多くの他の方からもメールが届くわけです。 

 

こうなると・・当然、このリストは、徐々に反応が悪くなります。 
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本来であれば、あなたのファンになり、末永く、お客様になって頂けたか

もしれませんが・・残念ながら、その可能性はありません。 

 

有名なアフィリエイターさんが、多くの無料オファーを紹介し続けているの

は、その方が有名ということもあって、新鮮なリストを、常に多く収集でき、

さらには・・多額のお金を広告宣伝に使い、多くの見込み客を集めること

もしています。 

 

なので、あまり調子に乗って、無料オファーを紹介し続けると、後でとん

でもないことにならないよう注意して下さい。 

 

まず、内容のいい無料オファー

に限り紹介すること、やはり、教育だけでなく、



 
(C)RELISH PLAN,Inc. All Rights Reserved. 

新鮮なリストを、少しづつで

も、常に収集し続けることができ

る仕組みも構築することが重要です。 

 

 

そこで今回・・ 

この無料レポートをダウンロードした頂いた方に限り、 

『完全無料でリストが勝手に集

まる不思議な仕組み』をご紹介します。 

あくまでも『仕組み』であって、怪しい、違法な『自動収集ツール』ではあり

ません。 
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とても、まともな、実にわかりやすい仕組みです。 

 

リストがビジネスにとって、いかに重要なものかを説明しましたよね。 

 

このリストを、収集する画期的な仕組みです。 

 

全くリストを持たない、リストゼロの方が、勝ち抜くには、 

この仕組みがきっと役に立つと思います。 

 

そこで、質問します。 

現在、あなたは・・それはどんな方法で集めていますか？ 

 

「自動収集ツールで数勝負。」 
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「無料レポートで少しずつ。」 

「ブログやサイトからコツコツと。」 

「お金をかけてガッツリと。」 

 

色々な方法で集めているのだと思いますが、 

もしも「勝手」に「リスト」が「集まる」としたら… 

 

それも「濃いリスト」が、 

数件ではなく場合によっては数万件クラスで、 

ガッツリ「勝手に」集まるとしたら… 

これほど強いことはありません。 
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そんな「圧倒的」な仕組みを搭載した、 

"あるシステム"が無料で使えるのですが、 

試しに使ってみたいと思いませんか？ 

 

 

そんな画期的なシステムの詳細は下記で

す。 

⇒ http://www.pm-ms.com/archive/52f61549d9cb9.pdf 

 

登録不要で無料で使えるので、 

まずは試しに使ってみて下さい。 

 

「圧倒的なリストがあれば稼げるはず…」 

http://www.pm-ms.com/archive/52f61549d9cb9.pdf
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「膨大なリストはどうやって集めればいいの…」 

「出来るだけ効率的にリスト収集出来ないかな…」 

 

かゆいところに手が届く・・・ 

そんなシステムとなっています。 

 

しかもこのシステム… 

至って真っ当で堅実にリストを集める
ための、 

様々なノウハウも紹介されています。 

 

ここまで至れり尽くせりで無料… 
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利用マニュアルを見て、 

「なぜ無料なのか？」 

は、理解出来ましたが、 

よほどしっかりした人が設計したのでしょう。 

 

ホントによく出来たシステムです。 

 

 

「こうやってリストって集めるんだ…」 

と、教えられた気分です。 

 

あなたがこのシステムを使おうが使わなかろうが、 

それはあなた自身で判断してくれればいいですが、 
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これから、 

 

このシステムを使っている人とそうでない人… 

この両者は「結果」において、 

圧倒的な"差"が出ることは間違いありません。 

 

間違いなく多くの人が、 

このシステムを当たり前に使うようになるので、 

そうなるともはや、 

 

「使っていない人」 
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と言うのは、軽自動車でＦ１に参加してるようなもので、 

全く勝ち目がないと言っていいと思います。 

 

それくらい圧倒的な"差"が生まれるでしょう。 

 

 

これが「事実かどうか？」というのは、 

下記ＵＲＬからシステムの詳細を、 

あなた自身の目で見て確かめてください。 

⇒ http://www.pm-ms.com/archive/52f61549d9cb9.pdf 

 

http://www.pm-ms.com/archive/52f61549d9cb9.pdf
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ランディングページでの登

録は不要です。 

詳細を確認してご利用下さい。 

最後まで、お読みいただき、誠にありがとうございました！ 

 

 

当レポートをダウンロードされた方には・・ 

メルマガ！『サラリーマン大家さん.com』をお届けします。  

サラリーマンには、本業以外で収入を得る 柔軟な人生設計が必要！会社に利用されるのではな

く、自分の人生の ために、会社を思いっきり利用しませんか?! 

⇒ 登録・解除 

                           レリッシュプラン株式会社                                               

サラリーマン大家さん.COM 

                        連絡・お問合せはこちらから 

                            村上 悠 

http://ecfrm.jp/Hmd/fr/HONM/L6l3Fg
http://relishplan.co.jp/ooya/
http://ecfrm.jp/Hmd/fr/ooya/UG1lIk
http://ecfrm.jp/Hmd/fr/HONM/L6l3Fg

