
 

 

 

こんにちは、カイジマです。   

今回は、過去に教材を購入したけど実践できなかったという方

や、実践しているけども報酬がずっと伸びないという方の為に   

   

【YouTubeアルカディア・ギルド】 

というコミュニティ企画を準備しました。     



 

300 人を超えるメルマガ読者さんを対象にアンケートを取った結

果、驚きの回答の連続でした。 

 

「教材も買ったし、高額コンサルも受けたのに、一向に稼げない」 

そういった声が圧倒的に多かったのです。 

 

 

なぜ、皆さんが稼げなかったのか。 

それは、リアルタイムで情報共有する環境がなかったこと、 

そして、他の実践者と交流せずひとりで作業してきたからです。 

 

 

そんな方達や、これからネットビジネスを始めたい初心者の方ま

でサポートできる環境はないのかと考えて作られたのがこの企画

です。 

 

 



稼ぎたいという気持ちがなかなか実らず、同じところをグルグル

回っている人、どこに進めばいいかわからない人。 

 

もう立ち止まる必要はありません。 

 

 

今回私が用意したこの企画の参加者の方には、 

YouTube で稼ぐ答えの全てをお答えし、皆さんの悩みを一斉共

有し、稼ぐところまで導いてみせます。  

 

 

 

 

 

 

 

数あるネットビジネスの中でも、あなたの人生を変えるのは  

YouTubeが収益性や再現性から見ても最適なのは間違いない

でしょう。   



 

 

ですが、僕はアンケートを見て愕然としました。 

 

 

 

稼げていない方が多すぎたからです。 

 

 

一番多い層が０円～５,０００円という結果でした。 

全体の６割近くが５０，０００円までが限界という実績です。 

 

 

しかも、 



ネットビジネス歴 3年以上の方が一番多いのにも関わらずです。 

 

 

 

 

僕が直接教えたコンサル生は、みんな実践歴がたったの数か月

のほぼ初心者ばかりなのに、こんなにも差が出ることに驚いたの

です。 

 

しかし、アンケート結果を見てみるとサポートを受けるということに

抵抗を抱いてしまった方もいるのが事実でした。 

 

 

 



高額サービスへの不満 

アンケートの結果、こんな声がありました。 

 

すでになんらかのサポートは受けたことがある、または今まさに受

けているという方がいる一方で 

 

実に 80％近くの方が後悔しているという事実がわかりました。 

 



その理由は何なのか、おおまかに分けると２種類に分類できます。 

■サポート自体に不満がある。 

■サポートをちゃんと昇華できなかった自分に不満がある。 

 

例を挙げていくと 

 

・費用対効果が悪かった 

・抽象的なコンサルティング内容だった 

・ノウハウが一時的なものだった 

 

というサポートに対しての不満から 

 

・自分には向いていなかった 

・難しくて挫折した 

・遠慮があって質問できす、作業の手が止まった 

 

など自分に対する不満の声が上がりました。 

 



 

「求めていたのはもっと違うサポートだっ

た」 

 
高額コンサルを受けた人が実際どんなサポートを受けていたのか

まではわかりません。 

しかし、満足のいくものでなかったのは明らかです。 

 

ではどんなサポートがあればよかったのか？ 

 

アンケートを見たところ、圧倒的にチャンネル添削に対する希望

が多かったです。 



それに次いで最新のネットビジネスの情報や気軽なやりとり、 

そしてビデオ講義やウェブセミナーに対する声が非常に多かった

印象です。 

 

さらに、他の実践者と交流したいという希望もありました。 

 

 

 
数多くの要望を頂いた結果、 

 

 

この企画にはそのすべてを解決する 

サポートが必須だと確信しました。 
 

 

 

 



企画の説明をする前にまずは、僕が直接教えたコンサル生たちの

実績をご覧ください。 

 

 

 

 

I さんは物流会社に勤める４０代の会社員です。小学生の子供が

２人いますがここ数年教育費にかけるお金に苦しんでいて、家計

も圧迫されている状況をなんとかするべく、僕の元に飛び込んで

きました。 

【I さん】 

「今まで最高でも月に 4000円しか稼げなかった僕が

月収 14万円超えを達成しました！」 



本人としては藁にも縋る気持ちで来られたと思います。 

現状をよくヒアリングして、一日の作業時間はどうしても１時間し

か取れないとのことだったので、その１時間を最大化する為に僕

がプランを組みました。 

その結果、YouTube を始めて４か月目で１４万円を達成しまし

た。今は作業にも慣れて、更に報酬を伸ばす為にチャンネルを増

やしています。 

 

 

 

【K さん】 

カイジマさんに教わったジャンルでコツコツ実践していたら 

本業収入を超えてしまいました・・・。 



 

 

K さんはトリプルワークをしている２０代男性です。 

昼は配送業の為トラックの運転手をし、夜からは夢である学習塾

経営の為、塾で子供たちに勉強を教えています。 

 

 

塾の仕事が終わった後は、YouTubeに取り組んでいます。 

人間本気になったらここまでできるのかと思うほど、ハードな毎日

を送っています。 

 

 

その厳しい毎日の中で実践し、遂に本業のトラック運転手の月

収を超える２７万円の報酬を達成しました。 

 

 

少し見にくいですが 277,201円の報酬！！ 



直接会った時に、その喜びを存分に伝えてくれたことがすごく印

象的でした。 

 

 

対談音声も録った緑川さんですが、新たに作ったチャンネルで日

給２万円を達成しました。 

【対談音声も録った緑川さん】 

「カイジマさん！新チャンネルで日給 1万円目指していましたが 

日給 20000円を超えてしまいました(笑) 

まだ伸びています・・・(笑)」 

 



もちろん、他にもチャンネルは運営中ですので日給３万円超えは

確実です。 

 

彼は今後は、YouTube を始めたい人に自分のノウハウを教えて

いきたいと考え、情報発信の勉強も始めています。 

 

ちなみに彼は YouTubeの教材を何も買ったことがありません。 

全部僕が教えたことだけでこの結果を出しています。 

 

 

 

 

これらは僕の元に届いた報酬画面のほんの一部です。 

 

 

なぜ彼らは稼ぐことができたのか？ 

 

 



それは、特別なことをしたのではなく、稼ぐ為に必要なポイントを

僕が徹底的にお伝えしているからです。 

 

このたった 1つの違いが大きな要因となって稼げる・稼げないと

いう状況を作り出しているのです。 

 

 

「僕の近くにいる人が稼げるのは当然だとしても、もっとより多く

の人に稼げるようになってもらいたい。」 

 

 

そんな僕の気持ちを実現する為に、皆さんの声をアンケートを通

して聞いた結果産まれたのが今回の企画です。 

 

 

僕のコンサル生たちのように、近しい距離でいることがどれだけ

有益なことなのか。 

 



日本に数人しかいないビッグビジネスコミュニティのサポーターの

サポートを受けられる環境がどれほど貴重なものなのか。 

 

 

改めて理解できたかと思います。 

 

 

皆さんには平等に、僕からのサポートを受けられる環境を手に入

れてほしいと思っています。 

 

 

企画内容の発表 
 

お待たせしました。 

これから、私カイジマが皆さんからのアンケートに基づいて用意し

た最強の企画の発表をします。 

 



【YouTubeアルカディア・ギルド】 

最強の企画内容 

 

企画① 

 

アンケートの結果、他の実践者との交流が欲しいという声がか

なり多かったです。 

 

 

私も経験がありますが、最初はどこから手をつければいいかわ

からず、こんなところでつまずいているのは自分だけじゃないの



か？他の実践者はどんな感じなんだろう？  稼いでる人ってど

うやって作業しているんだろう？ 

と、最初の頃は自分と周りとの距離が気になります。 

 

  

このやり方で合っているのか、同じ時期に始めた人たちの状況

はどうなのか、不安を抱えながら作業をするのはモチベーション

の低下にもつながります。   

 

   

その悩みを、企画の参加者全員で共有できるチャットグループと

いうギルドで解消し、あなたを鍛え上げます。 

わからないことは参加者同士で共有し、お互いが成長できる場

として活用してもらいます。   

  

どんなことでも、一人孤独にやっていくのは非効率極まりないこと

です。   

  



リアルタイムで質疑応答が行える環境があるだけで、あなたの

成長スピードは比較にならない程上がっていきます。   

   

もちろんこのチャットグループには、ギルド長として私も参加し

ています。   

質問があれば当然答えることも可能です。   

   

一人で作業するという不安を忘れ、常にあなたには味方がいる

という状況を実感して頂きます。 

そしてこのチャットグループは無期限とさせて頂きますので、躓い

たときはいつでも頼って大丈夫です。  

  

 

そして、ある程度稼げている中級者の方。 

月５万、１０万の壁を乗り越えられない、安定して継続できない

理由はただ一つです。 



 

それは、教えられるばかりで人に教えるというステップを経験でき

ていないからです。 

インプットした情報をより強固なものにする為にはアウトプット、つ

まり人に教えたりオリジナルの教材を作ったりする必要がありま

す。 

 

ですが、教材なんて作れないし、人に教えるといっても周りでネッ

トビジネスをやっている人なんていない、という状況が普通だと思

います。 

 

 

そもそも、人にビジネスを教えるということはコンサルティングビジ

ネスなわけですから、自分でお客さんを集める(集客)して、自分

でコンテンツを作って、という段階を踏まないといけません。 

 



今回の企画は、初心者から上級者まで入り混じった濃度の高い

コミュニティになるので、人に教えるという経験をここで積むことが

できます。 

 

僕も稼げるようになったのは、コミュニティに属して人に積極的に

教えることを繰り返したからです。 

 

そのステップを経ることで学んだノウハウをより高度に理解するこ

とができました。 

 

PCの前で自分の作業をするだけではなく、画面の向こうにいる

人に知識を与えることで、より大きなリターンが還ってくることでし

ょう。 

 

YouTube で稼ぐためには 

誰かから教えてもらうということ、 

そして誰かに教えるということが 



絶対に必要なのです。  

 

企画② 

 

アンケート調査の結果、 

 

・チャンネルの添削 

 

・ネットビジネスの最新情報・ノウハウ・ジャンル 

 

を求める声が圧倒的に多かったです。 

 



このことから、皆さんに必要なのはリアルタイムでの情報共有

と、もっと実践者に寄り添ったサポートだと考えました。 

そこで、企画内で皆さんから受けた質問をメインに答えていく 

 

 

超リアルタイム WEBセミナー 

【天のお告げ】 
 

を月に一度開催します。 

 

所要時間はおよそ２時間です。 

 

セミナー前にアンケートを取り Q&A やチャンネル添削を参加者

みなさんに超リアルタイムで情報共有します。 

 

チャンネル添削も、「これは〇〇さんのチャンネルです」などとは

言いません。 



匿名で行います。 

 

基本的に僕がすべて、不十分な点や正しい作業をできているか

確認します。 

 

それ以外にも、コミュニティ参加者の皆さんからの意見もリアル

タイムで頂きます。 

 

誰かに観てもらうためにチャンネル運営をするのですから、コミュ

ニティ内の人にまず観てもらい、リアルタイムで色んな意見を貰

いながらチャンネルをより高い完成度に近づけます。 

 

いわゆる公開コンサルです。 
 

それとは別に、僕の方で仕入れたネットビジネス最新情報を提

供する時間も設けます。 

 



 

 

「文章だけだと感覚的にわかりにくい」という方もいらっしゃると

思います。   

  

確かに、目でインプットする情報よりも耳でインプットする情報の

方が 10 倍以上の定着率があると言われています。   

   

つまり 10 倍わかりやすいということです。   

 

あなたの理解力を高め、なおかつ他の参加者の為にもなる 

Q&A 動画をリアルタイムで私が撮影し、提供します。  

 



 

企画③ 

 

会員専用サイトでの非公開ビデオ講義を実施します。 

WEBセミナーで伝えきれなかったノウハウについてや、最新情報

しかり、僕の YouTube公式 YouTubeチャンネルでは絶対に公

開しない、裏情報などを更新していきます。 



これが可能なのは、僕が業界最大級のビッグビジネスコミュニテ

ィのサポーターをしているからであり、普通の YouTube実践者で

は絶対に手に入れられない情報を会員さんには最優先で提供

していきます。 

他にも効率的な作業の仕方、マインド面の強化など、何度も繰

り返し観ることで着実にレベルがアップする、本来はコンサル生

にしかしたくないビデオ講義をします。 

このビデオ講義は週に１～３本、５分から２０分弱のものを予定

しています。 

 

企画④ 



 

どうしても直接やり方が聞きたい時もあるでしょう。   

そんな時は直接私にメールをください。   

私がお答えします。  

 

もちろん、チャットで他の仲間に聞くのも重要です。 

しかしそれ以上の大きな味方として、私があなたを守ります。  

 

つまり、私のコンサルを受けられるということです。   

  



このメールサポートは企画に参加される限り無制限のサポートと

させて頂きます。  

 

ここで頂いた質問も、WEBセミナーやビデオ講義で共有し、リア

ルタイムで会員さんにお伝えしますので、メールサポートを使えば

使うほど、コミュニティの質がどんどん上がるというシステムです。 

  

   

期間中は当然、何度でもお答えしますので本当に遠慮なくメー

ルを送ってくるようにしてください。   

  

 

 

参加費用発表 
 

今回の企画【YouTubeアルカディア・ギルド】の参加費用の発表

をします。 



 

アンケートでは、家庭教師をつけるなら月謝 10,000円という

声が一番多かったです。 

 

これほどのサポートは通常、３０万～５０万円の高額コミュニティ

でしか実現できないサービスです。 

 

 

単発売り切り型や、半年間の高額コンサル。 

 

 



そういったもの紹介をされて購入したものの後悔された方が多

いのはアンケート結果からも一目瞭然でした。 

 

 

 

その流れを断ち切るべく、今回の企画の参加費用を決めまし

た。 

 

それでは価格の発表です。 

 

その前に今回の企画に対する私の思いを伝えさせて下さい。 

 

例えばあなたが IT のことについて学びたい場合どこで学びます

か？ 

 

多くの人は専門学校や大学にいって学ぼうとするはずです 

専門学校で学ぼうとするなら平均年間 121万円の学費が発生

します。 



 

大学でも同様です。 

 

何かを学ぶためにはやはりそれだけ費用というのはかかってしま

うのです。 

 

さらに今回の企画では専門学校以上に深い内容を教えます。 

 

 

しかも専門学校の場合はこれだけお金をかけても卒業後に得ら

れる報酬は月収 20万円程がほとんどでしょう。 

 

 

ただこの企画はどうでしょうか？ 

実際に副業で行い、30万円稼いでいる人がいます。 

 

本業の収入を 20万円だとしても月収 50万円です 

つまり専門学校よりも価値が高いのです。 



 

 

だからこそ今回この企画は 

 

30万円で販売してもいいと 

考えていました 

 

ビッグビジネスコミュニティの現役サポー

ターの僕が提供するサポート体制です。 

 

サポーターになれるのは実績を出すだけではなく、厳しい審査を

クリアした限られた人物だけです。 

その価値を維持するには当然の金額だと考えていました。 

 

 



しかし今回のアンケートの結果に寄り添ったものにしたいので参

加費用は 

 

 

 

月額４,９８０円とします。 
 

 

 

３０万円級のサポートを２４分割で受けても毎月１２，５００円の

支払いが必要です。 

 

 

これを月額制コミュニティとして 

４９８０円で参加可能にします。 

 



この価値を、しっかりと理解されてください。 

 

どこに進めばいいかわからない 

 

しかし僕が一番見逃せなかった悩み、それは「自分の作業が正し

いのかわからない」という、進むべき方向を見失ってしまっている

人の声です。 

 

 

このことから、道筋となる教科書が必要だと考えました。 

 

 

メルマガ特典の【YouTube 爆速スタートキット】があれば YouTube

をスタートすることは可能ですが、それ以上のどうやれば再生が

伸びるのか、報酬が上がるのかというノウハウも必要です。 

 

 



 

 

なので、この企画に参加して頂いた方には 

 

特典として僕のオリジナルノウハウブックである 

【YouTubeエクストラルール継承大全】 
をお付けします。 

 

 

このノウハウブックは本来コンサル生にしか提供していないもの

なのですが、企画参加者には全員に無料配布することに決めま

した。 

 

企画参加者には参加後メールにて会員専用ページへのリンクと

パスワードを記載した PDF をお渡します。 

 

 

【YouTubeエクストラルール継承大全】の内容はこちらです。 



 

 

エクストラルール継承 その①  

   

   

この企画の参加者には少ない時間で効率的に実践して頂きま

す。 

時間は有限で、貴重です。   

 



アンケートの結果、実践者からは作業時間を短縮したいという声

も非常に多かったです。 

 

同じ時間を使って、作業効率を何倍にもできるなら、あなたの報

酬も何倍にもできるというワケです。   

それが可能になる夢のようなテンプレを提供します。   

 

私は動画を一つ作るのに当初は 30 分～1 時間もの時間を

かけていました。 

 

 

これをなんとか時間短縮できないものかと考え、試行錯誤した

結果、動画一つを数分で作ることができ、同じ作業時間で報酬

を数倍にまで上げることに成功しました。   

   



その方法とは、あらかじめ動画作成時に使う仕掛け用意してお

き、あとはその中にコピーしてきた文字を入れこむだけというやり

方です。   

つまり、コピペするだけで簡単に稼ぐことが可能となったのです。   

  

YouTube で稼ぐためには動画の量産が必要です。   

1 時間に 1 動画作るのと 5 動画作るのとでは、同じ時間を

使っているのに報酬には大きな差が生まれてしまいます。   

   

それを解消するための夢の馬車への乗車券をあなたに提供しま

す。   

   

この馬車に乗ればあればあなたは何も考えることなく目的地へ

最短で到着できるでしょう。   

   



つまり文字をコピペしてくるだけで、毎月 30 万円以上の報酬

を手に入れることが可能となるのです。   

 

 

しかしそのコピペ作業も、メモ帳での改行が面倒との声もありま

した。 

 

今回は改行も一発で行えるツールをご紹介します。 

使い方も動画でわかりやすく説明します。 

 

これによって改行にかかる時間を 1/10 まで減らすことが可能

になります。 

 

10分もかからず動画を量産しまくることができるのです。 

あとはそれを投稿するだけ。 

 

こんなに簡単なのかときっと驚愕することでしょう。 

 



 

   

エクストラルール継承 その②  

 

   

   

稼げるジャンルが知りたい。という初心者からの声も多かったで

す。 

 



あなたはもし新しくゲームを始めるとして、最初からフル装備だ

ったら攻略は簡単だと思いませんか？実際のゲームだとつまら

なく感じるかもしれませんが・・・。   

  

 

あなたは今から YouTube に参入して、どのフィールドが一番稼

げるのか、ひとりで見つける自信はありますか？  

  

それには膨大な時間がかかり、初心者のあなたが見つけるには

相当な労力がかかりますし、本当にそこが稼げるか把握するに

はさらに多くの時間を要します。   

   

しかし、私はどのジャンルが稼ぎやすいのか知っています。   

しかも、ひとつやふたつではありません。  あなたには、最初か

らフル装備の状態で YouTube に参入して頂きます。   

 



稼げるジャンルを最初から知った状態で始められるとしたら、こ

れ以上心強いことはありません。   

  

私の持っている稼ぎやすいジャンルの情報をあなたにすべてお

伝えします。   

 

あとは提供するテンプレートに文字をコピペするだけであなたの作

業は完了です。   

  

  



エクストラルール継承 その③  

   

YouTube で稼ぐには再生数を上げる必要があります。   

ではどうやって再生数を上げるのか？   

   

あなたは YouTube で動画を見るとき、動画の横に関連動画と

いう枠があるのを見たことがあると思います。   

  

 



実は、YouTube の再生の流入の 80％近くがこの関連動画な

のです。  

つまり、あなたの動画を他人の関連動画に載せることができれ

ば・・・どうなるかわかりますか？？？   

  

YouTube で稼いでいる人たちにとってこの手法は当たり前のこ

とです。   

   

しかし、開設したばかりのあなたのチャンネルの動画をこの関連

動画に載せるのは非常に困難です。  

 

普通の方法だったら・・・の話ですが。   

   

  

本来関連動画に載るためには 3 か月から半年くらいの期間が

必要です。   

   



 

しかしこのパラサイト戦略を使えば投稿して間もないあなたの動

画も関連動画に載せることができ、そこから再生数をバンバン

伸ばすことが可能になります。   

  

   

作業効率と稼ぎやすいジャンル、さらに関連動画からの流入も

狙えるあなたには怖いものなどありません。   

 

 

 



エクストラルール継承 その④   

   

アンケート結果では、「なかなか報酬が伸びない」という悩みも

多かったです。 

 

この戦略では今までとほとんど同じ作業効率で報酬を倍増させ

ることが可能です。   

  

これを用いていないチャンネル運営者と、   

あなたとでは報酬のケタが大きく変わることでしょう。   

   



これは今だからお伝えできる手法であり、YouTube で報酬が凄

まじい勢いで加速した人はこの手法を使っています。  

  

これを知っているかどうかで本当に報酬が変わっています。  

  

もうあなたが稼ぐための素材はすべて揃ったと言えるでしょう。   

   

   

エクストラルール継承 その⑤ 

   



   

あなたに稼ぐスキルが身につく頃には、少しの作業量で報酬を

稼ぎ続けることができるでしょう。   

   

しかしもし動画の作成や、投稿など運営業務が自動でできると

したら、どう思いますか？   

   

アンケート結果では、自動で報酬が発生する仕組みに興味があ

る人が実に９５％以上もいました！ 

 

 



 

YouTube で稼ぎ続けるにはずっとあなたが作業をし続けないと

いけないと思っていませんでしたか？   

 

実は私はもうチャンネルの運営の自動化にも成功しています。   

  

 

つまり、私が作業しなくても勝手に動画が作られ、勝手に投稿

され、勝手に報酬が私の口座に振り込まれるということが現実

に起きているということです。  

  

 

このおかげで私にはさらに時間が生まれ、新しいチャンネル運営

をしてさらに報酬が増える・・・という好循環が生まれています。   

   

これらを可能にするのが【外注化】です。   



   

今後あなたが毎月 20.30 万円と稼ぐことができるようになれ

ば、その報酬の一部を使って作業を依頼することで、あなたの報

酬は自動で増え続けるという夢のような状態が可能になりま

す。   

  

   

しかし、その外注化というのは難易度が高いのです。   

   

あなたの満足するクオリティで作業をしてもらうのはもちろん、そ

もそも依頼ってどうすればいいの？という悩みもあるでしょう。   

 

  



それらもすべて解決するツールを提供します。実際に私が使用し

ている、外注さんに依頼する際の募集文から、外注さんに渡す動

画作成マニュアルまですべてです。   

  

 

すでに稼いでいるという人は、このツールを使えばすぐに報酬の

自動化を実現することができるようになります。   

   

エクストラルール継承 その⑥   

   



作業が身に付いて来た頃、よく基本を忘れているということがよ

くあります。   

私自身がそうでした。   

  

私が初めて 10 万円を超えた頃、本当に楽に稼げました。   

しかしそのせいで基本をおろそかにしてしまい、その先のステッ

プにいくまで半年もかかってしまいました。   

 

 

あなたにはそうはなってほしくない為、天のお告げとしてフォロー

メールを配信します。   

   

このフォローメールでは私の失敗談、成功談を交えてあなたが今

後も稼ぎ続けるための情報をお伝えします。   

  

   



実際に YouTube 実践者の中でもトップレベルに稼ぎ続ける私

ですが、回り道も多く経験しました。   

  

あなたにはそんな回り道をせずに、ストレートに稼いでほしいと思

っています。  

  

順序良くステップアップしてもらうことで最短最速で目標に近づ

いてください。   

   

  

以上がコンサル生にしか渡していないオリジナルコンテンツ

【YouTube エクストラルール継承大全】のすべてです。   

 

これを今回の【アルカディア・ギルド】の参加者には全員無料で配

布いたします。 

 



ひとつお伝えしたいことがあります。   

このノウハウは私だけが稼げたというノウハウ

ではなく、私の周りにいる仲間たちコンサル生

たちも実際に稼げている鉄板のノウハウなので

す。   

  

私の周りには YouTube で 50 万、100 万、200 万稼ぐ人

など当たり前のようにいます。   

  

普通の主婦の人ですらわずか半年で 100 万円の報酬を実現

してしまっています。   

  

 

驚くかもしれませんが本当の話なのです。   



 

そんな彼らが実際に使っているノウハウを今回提供するというワ

ケです。   

  

   

つまり、実際に稼げる実績があるノウハウを持

ってあなたは YouTube に参入できるというこ

とです。   

   

実は私は稼げるようになるために今まで１００万円以上のお金

と無駄な時間を費やしてきました。   

本当に稼げるノウハウに出会うのが遅かったのです。   

   

そして稼げるノウハウに出会ってからも、誰にも教えてもらうこと

なくひとりで作業をして効率の悪い動きをしていました。   

 



あなたには私と同じ間違いだけ絶対に犯してほしくないのです。 

 

この企画に参加したあなたには   

・共に戦う仲間 

・業界トップレベルのビジネスコミュニティ 

現役サポーターのサポート 

 

・効率を極めたツール   

・稼ぐためのノウハウ   

 

これらがすべて揃っているのです。   

   



今回の企画を最大限活用できれば、 

あなたが稼ぐことは容易になるでしょ

う。   

  

 

しかし、アンケート結果を見ると  

・ネットビジネスなどやったことがない   

・内容がよくわからない   

・高額コンサルを受けたのに稼げなかった   

・教えが抽象的すぎた   



・このやり方で合っているのか自身がなく、いつしか手が止まる   

・実際に自分のチャンネルを見て直接教えてほしい   

  

といった悩みを抱えた人もいました。   

   

確かに、ノウハウだけ提供して「あとは頑張れ！」と手放しで  

放り出しても、内容がわからなくて作業が進まない、もしくは作

業をしていても間違った努力をしていては稼げません。 

 

 

そこで今回は、そんな問題が起きないようあなたが稼げないとい

うルートを徹底的に塞ぐべく、更に驚愕のお宝特典を用意しまし

た。   

  



  お宝特典 

 

   

   

この企画の参加者には、実際に私が行っている作業風景をお

見せします。あなたが本当に稼ぎたいのなら、私のマネをすれば

いいだけです。   

答えをすべてお見せするということです。  

  



正解へのルートを教えるだけでなく、実際に連れていきます。    

 

あとはあなたはついてくるだけでいいのです。  余計な障害はす

べて私が取っ払いました。   

 

安全な道を、ただ私について歩いてくるだけでいいのです。  

初めからもう答えが用意された状態で YouTube をスタートする

ことが可能になりました。   

 

  

これだけの特典があれば、いかにあなたに時間がなくても、知識

がなくても着実に成功に近づけます。   

 

 

 

しかも、私カイジマのチャンネルも公開しています。 



 

数ある僕のチャンネルの中の一つですが、特別にお見せします。 

 

普通、アドバイスを貰う以外で他人にチャンネルなど見せませ

ん。 

 

僕にはなんのメリットもありません。 

 

 

ですが、チャンネルを見せることで、皆さんにとって何かしらのヒ

ントになればと思い、公開を決意しました。 

 

 

少し長くなってきたのでおさらいします。  

 

  



今回の【YouTubeアルカディア・ギルド】では 

・最強パーティギルド(チャットサービス) 

・真・天のお告げ(超リアルタイム WEBセミナー)   

という超有料級サポートに加え、僕のオリジナルコンテンツであ

る  【YouTube エクストラルール継承大全】の 

・魔法の馬車(時短テンプレ)   

・勇者の装備(穴場ジャンル公開)   

・パラサイト戦略(関連動画即乗り戦略)   

・報酬倍増ビルドアップ戦略   

・オートパイロットツール(外注化完全マニュアル)   



・天のお告げ(フォローメール)   

・パーフェクトバイブル(私の作業風景)   

というお宝特典までつけています。   

   

これだけのサポートがあれば、   

・作業の仕方、操作方法がわからない   

・知識がまったくない   

・失敗したくない   

・確実に成果を出せることしかしたくない   

・時間がないから答えがほしい   



という状態にはもうならないでしょう。 

この企画への参加費用は、お伝えした通り 

 

月額 4980円です。 

 
しかも、ありえない保障をつけました。 

 

皆さんの成功を応援するサービスとして、コミュニティ参加費用を

30日間無料とさせて頂きます。 

 

もうこのサポートを受けないという選択肢はあなたには無いはず

です。 



初心者でも上級者でも着実に成長できる環境になります。 

 

 

ただし、この企画への参加は   

本日より 3 日間限定とさせて頂きます。  

 

そして、一度退会されると二度と参加はできません。 

これ程のサポートを自ら手放す方には、 

二度目のチャンスを提供することはできません。  
 

この案内が届いた日から３日間限定での募集です。 

 

今回のこの【YouTubeアルカディア・ギルド】の内容はお分かり頂

ける通り、私自身の時間を多く費やすものです。   

  



 

今回の企画の目的は   

・参加者のあなたに最短で稼ぐ YouTube を知ってほしい   

・あなたに教えて成果を出してもらうことで私自身が成長する  

   

 

この２つを大きな主軸にしています。 

 

 

ですので、参加者が増えすぎると私の時間を削っていき、私自

身の報酬も下がってしまう恐れがあります。   

 

 



私も、一実践者ですから自分の作業もしなければいけません。  

そういった理由から、大変申し訳ないのですが今回は参加者

が多くなりすぎないように募集期間を設けて絞らせて頂きます。   

   

申し込みは先着順で取らせて頂きますので申し込みが遅くなる

と参加は難しくなります。   

 

それだけ今回は多くの人が集まると予想されます。   

 

 

 

 

この企画は以下のような方に参加してほしいと思っています。 

 

・前向きで本当にネットビジネスで稼ぎたい人 

・ネットビジネスの可能性を信じている人 

・今の生活をなんとしても変えたい人 



・不満があっても周りに当たり散らさない人 

・自分の力を信じている人 

・人に教えるという経験を積んでレベルアップしたい人 

・理想を掴むための努力をする人 

初心者も上級者も着実にレベルアップしていける仕組みになっ

ています。 

 

   

 

 

 あなたが今回の企画に参加して、半年後のことをです。   

毎月あなたは給料以外にお金が入っているでしょう。   



それも 1 万 2 万ではありません。  

毎月 30 万円が期待できるのです。   

想像してみてください。   

本気で、イメージしてみてください。   

あなたには毎月 30 万円の余裕を作りだす力を身に着けること

ができる可能性があるのです。   

 

・職場が嫌で職を変えたいが、今の収入が減るのは不安   

・毎月の支払いが多くて使えるお金に余裕がない   

・貯金が全然増えない   

・実は、会社の行く末が明るくない   



・もっと自由に生活したい   

・本当はこんな人生のはずじゃなかった   

   

あなたには悩みがあります。   

そうでなければこのページを読んでいません。あなたの悩みは解

決しません。   

 

今の生活のままでは・・・。   

 

いつまで、「あんな車に乗りたい」と言うつもりでしょうか？   



いつまで、ネットで憧れのマンションのページを見てるだけのつも

り 

ですか？   

いつまで、「南国でバカンスしたい」と言いながら、毎日満員電

車に乗るつもりですか？   

   

 

 

街中で、憧れの車が走っているのを見たとき 「カッコイイなあ

～」と思いながら、本当は悔しいという気持ちが沸いていません

か？ 

自分には手の届かない世界だと、諦めていませんか？   



 

今の生活を続けたまま、あなたの夢は叶いますか？   

   

  

  

 覚悟を決めてください   

   

 

これからは片手間で YouTube で稼ぎ、あなたの理想を少しず

つ叶えていきましょう。   

夢が叶っていくと、人生は本当に面白くなります。   



子供の頃に忘れたようなワクワクするような毎日がまたやってき

ます。   

   

お金を稼ぐということは、人生の選択肢が増えるということです。   

   

乗りたい車に乗ってください。住みたい家に住んでください。   

毎週家族で外食に行ってください。   

迷惑をかけた両親を旅行に連れていってください。   

あなたはなんでもできるのです。   

 

 



私はあなたに、本気で月 30 万円を稼いでもらお

うと思っています。   

 

本気です。   

だからあなたも覚悟を決めてください。   

   

しかし、頑張るのはあなたです。   

仮にもしその 10 分の１の ３万円しか稼げなかったとしても   

あなたの理想の半分は実現させることができます。   

   



なぜなら私がそうだったからです。   

実際に YouTube で稼ぎだしてから、私の人生は大きく変わり、

理想の人生への第一歩を踏み出すことができました。   

   

あなたを理想の世界に導いてみせます。   

 

もう一度言いますが、覚悟を決めてください。  

 

 

この企画に参加し、私の言う通りに片手間に作業をすれば簡単

に 3 か月後に 30 万円を稼ぐことは可能です。   



 

月額４９８０円の参加費で今後あなたはいくら稼ぎ続けることが

できるでしょうか。   

  

それともこのチャンスを逃し、また今までと同じ生活に戻ります

か？ 

 

今の生活が嫌だから、このページを見ているはずです。   

 

このチャンスを掴めないあなたは、これから先の人生を変えるこ

とはできないでしょう。   

待っているだけではなにも変わりません。   

あなたが動かなければいけないのです。      

  



   

上のボタンをクリックすると、販売ページに飛びます。  

そこから一気に下までスクロールしてお申し込みはこちらをクリ

ックしてください。   

 

【注意事項】 

・今回の企画は自動退会システムではないので、退会をご希望

される場合はご自身で退会手続きをして頂く必要があります。 

 

・入会日から換算して１か月毎に課金が発生します。 

 

・今回は無料期間を設けていますので、入会日から最初の３０

日間、料金は一切発生しません。 

 

https://www.infotop.jp/order.php?iid=74019


・クレジットカード決済となりますが、カードをお持ちでない場合は

メールにてお名前とその旨をお伝えください。 

 

では、これからの人生を変える一歩を私と一緒に歩き始めましょ

う。   

次はあなたが成功する番です。 

 

 

 

特商法について 

http://kaizima01.com/tokusyou2.html

