
＼本気で稼ぐ人を育成する／
プラチナプログラム 新規募集

こんにちは、中薗謙史です。

日々のメディア運営、いかがお過ごしでしょうか？

私はといいますと、情報コンテンツ業界の危機感を

強く感じ、次の一手を既に打ち始めている段階です。



あなたもご存知のとおり・・・

公式LINE強制停止やメルマガの到達率問題・・・。

これらが大きく業界で騒がれたわけですが、

悲しいかな、この現実と向き合わなければならない

今日このごろです。

半年前と比較しても、本当に大きく

状況が変わったと言っても過言ではないと、

相当な危機感を感じています。

２０１４年にも同じような状況が

あったのですが、対策を練らないといけないですね。



失礼な上、愛を持った発言です

作業して満足してませんか？

これは愛を持った発言なのですが、

作業を鬼のように繰り返していても

「稼ぎ」には直結しないのが現実です。

いいですか？

オンラインビジネスは「仕事」なんです。

１日８時間の作業をしても、

稼ぎに直結しなければ、仕事にならないんです。



ちょっと厳しい発言でしたね。

申し訳ございません・・・。

しかし、これはあなたに対する

愛ある発言として、しっかりと受け止めて欲しいと

私は心から熱く情熱を持って、手紙を書いています。

小手先だけの知識だと

ただの趣味で終わっちゃう

「趣味」ではなく、「仕事」へ。

本当の意味で、上級レベルへと引き上がり、

正しく稼ぐ人への階段を登り始めませんか？



これから、あなたに

必要になることは運用です。

もう一度言います。

運用です。はい、運用なんです。

●広告運用への挑戦

●自動化セールスへの挑戦

●コンテンツビジネスへの挑戦

この３点セットは、今後の私たちを支えてくれる

非常に強力なパワーを持った取り組みです。



✅ 広告運用への挑戦

➡　広告費を下げつつ、運用してコンテンツ販売

✅ 自動化セールスへの挑戦

➡　リスト取得後の完全なる自動化の仕組み



✅ コンテンツビジネスへの挑戦

➡　セッション型に＋して、視聴型の販売開始

✨ 広告：400,000 - 74,800 ＝ 325,200円の利益

✨ ３万円以内の商品も需要があることがわかった



しかし、多くの反省点と課題が見つかりました・・・

囲い込みにも限界がある…

囲わない配信を強化しないと

この先、持たないかもしれない



という事実です。

あまり大きな声では言えませんが・・・

最近の広告を見ていると・・・

「お金を見せびらかす広告」が増えている状況に

危機感を感じ、もうオンラインビジネスの

コロナバブルが崩壊寸前と予想しています。

では、どうしたらいいのか？

私の取り組みをシェアします



●月１０万円以内の広告運用（LINE取得）

●早期メールマガジン誘導（プレゼント配布）

●２０万円の商品販売（つなぎ配信２ヶ月程）

●３万円の買い切りコンテンツ（９０日間）

●YouTube中心に価値観共有（無料での発信）

✅ 月１０万円以内の広告運用

（LINE取得）
無料集客媒体（ブログ or SNS）に

プラスし、広告運用は必須です。

昨年度秋に、月に３０万円ほどかけた

こともありましたが、そこまでの効果は



見込めなかったほか、

広告費を下げ、登録者に対して、

つなぎステップでフォローアップするほうが

高い結果が得られました。

従って、最低でも広告費を５万〜投資して、

毎日リスト取得できる環境を用意しておくべきです。



✅ 早期メールマガジン誘導

　（プレゼント配布）

LINE公式アカウントの件ですが、

基本私のスタンスとして「明日は我が身」

（垢バン）を覚悟して運用しています。

そのため、LINE登録後に、

メールマガジンへの誘導はかなり強化しております。

なかなかハードな夢ではありますが、

LINEの友だち数＝メルマガリスト数を

目指す勢いで運営しています。



✅ ２０万円の商品販売

（つなぎ配信２ヶ月程）

昨年度の夏までの反省として、

１つのキャンペーンの配信が完了すると、

放置・・・という状況でした。

しかし「コネクション１、２」「戦略会議への誘

導」、そして「各種アフィリエイトを自動化」する

ことで定期的に上手くまわるようになりました。



✅ ３万円の買い切りコンテンツ

（９０日間）

「セッションなしの商品なんて、需要はない」

というのは、完全に私の思い込みでした。

しかも、１２月のご購入者さまの中には、

２０１９年からゼロイチブログを見ている方も

いらっしゃいました。

これから読み取れることは、セッションだけが

すべてではないという事実です。



✅ YouTube中心に価値観共有

（無料での発信）

配信して価値観の提供をしないと、

今後持たないと思っています。

「広告流入のお客様層」

「オンラインビジネスの、やや衰退化」

これらを考えても、囲わない配信を

取り入れてファン化する方向性も

強化しないとならないはずです。



つきましては、「ライブ配信の強化」

「ワンソース・マルチユースの強化」に

ポイントがあるので、そのへんの環境を

整えていきます。

今、こんな時代だからこそ

プラチナプログラムに加入して

共に対策 ＆ 前進しませんか？

プラチナプログラムは、

今年から３つのサポート体制で

あなたをバックアップさせていただきます。



●プロフェッショナル

●アドバンス

●ベーシック

どれも、適正価格（むしろかなり良心価格）での

ご提案になりますので、あなたの今年の目標に

あわせてご活用いただければ幸いです。



バックアップ体制の詳細です

内容 プロフェッショナル アドバンス ベーシック

DM相談返信サポート ◯ ◯ ◯

各種運営レクチャー ◯ ◯ ◯

WordPress運用補助 ◯ ◯ ◯

メルマガ ＆ LINE運用 ◯ ◯ ◯

Welcartレクチャー ◯ ◯ ◯

Teachableレクチャー ◯ ◯ ◯

半自動化レクチャー ◯ ◯ ◯

セールスレター補助 代行サポート 遠隔サポート 解説サポート

プログラミング補助 代行サポート 遠隔サポート 解説サポート

クライアントサポート 代行サポート 遠隔サポート 解説サポート

画像制作代行補助 月１０枚 月８枚 月５枚

Shutterstock画像 月３０枚 月２０枚 月１０枚

パーソナルセッション １８０分／月 １２０分／月 ６０分／月

号外メルマガ配信 ２回／半年（M＆L） １回／半年（M＆L） １回／半年（M）

ジョイントパートナー 複数本ローンチ １本ローンチ １本ローンチ

LP制作完全代行 ３枚／半年 １枚／半年 ー

セールスレター代行 ２枚／半年 ー ー

参加費用 ５０万円

（税込：550,000円）

３６万円

（税込：396,000円）

１８万円

（税込：198,000円）



期間はガチンコ勝負の

６ヶ月間になります

これからオンラインビジネスで本格的に

稼ぐあなたにとって、一気にスキルアップが

期待できる貴重な６ヶ月になるはずです。

毎月しっかりと稼ぐために、私から

必要なことを思いっきりと吸収しまくって、

参加費を上回る金額を稼いでください。



「これぞプラチナ！」というマインドで

進んでいきたい思いを、どうぞご理解お願いします。

オンラインビジネスの社会を進む、

中薗の価値観や進み方に共感できる方は、

ぜひ、プラチナに新規加入をご決断ください。

私はガッツリ学んで

シッカリと稼ぐことに

全力で集中してきた

から今がありますし、

今も常に学び続けております。



あなたも絶対に中薗から吸収して、

学習費用以上にこれからも

稼ぎ続けて欲しいと思います。

⬇　⬇　⬇

＞＞　プラチナプログラム新規エントリー

【こちらをクリック】

🎁 特典 🎁
即決でご決断していただけた方には・・・

最新ライブ配信セッティング ＆ 操作セッション

Shutterstock 有料BGM４点セット（20,000円相当）
✅ ロゴ ＆ フレーム、ラジオアイキャッチなど、初回で必要

なデザイン制作代行を含むので最強です。

（OBS、StreamYard、Zoomなどの設定）

https://forms.gle/nknNHd2cyNaMkPiq7
https://forms.gle/nknNHd2cyNaMkPiq7






次のステージへ進みたい人は

プラチナプログラムで前進です

今年は、広告運用ではABテストを繰り返し行い、

無料発信媒体ではライブ配信をはじめとする

ワンソース・マルチユースを強化していきます。



「ゾノと同じ環境 ＆ 方法」で

進めば、大きくミスることは

まずアリエナイと思います

配信に関しても、私自身が

コンサルを受けて学んでおります。

それを中薗のフィルターを通してあなたに

シェアしていくので最高にわかりやすいはずです。



この２年で、数十億円稼ぐ人が

何人も飛んでいるのが

この世界の現実です

ぶっちゃけますと、数年前に一緒にニセコに

スノーボードに行った数十億円の売上を

上げていた方や、ネットビジネスで成功したかに

思えていた方などが、どんどん姿を消しています。

つまり、“あのやり方”じゃダメだった・・・

ということなんですよ、“あのやり方”というのは

察してください。



私は、ダークな方法を知っているからこそ、

キレイに魅せる方法を知っています。

そして、自分自身でも実践しています。

手堅く、真面目に有益な情報を

世の中に発信していきましょう

プラチナプログラムは、ちょっと鬼の引き上げを

したいと思うので、YouTubeにてコンテンツを

残すものを、事前にプラチナ内で実践＆質問を

受けながら情報を共有しまくります。

表で◯◯億円とか謳っていても、



内情はなかなかシンドイというのが現状の今、

かなり普通に、そしてクリーンに月収１００万円の

壁を目指して、私とさらに加速しませんか？

今後もあなたと進み続ける

ことができることを

心から楽しみにしています

それでは、プラチナプログラムの

エントリーを、ただ今より開始します。



中薗と同様にABテストを繰り返したり、

LPをバシバシと作って進んだり、

無料媒体でフットワークよく発信したり、

広告について熱く語り合ったり、

最高の演出をするためのガジェット談義をしたり、

お部屋の照明やカメラのアングルを研究したり、

マイクのボリュームだったり、BGMだったり、

日々の分析など・・・（マジで盛りだくさんです…）

あなたと談義したい話題はたくさんあります。

正直、思い立ったらすぐに行動したい性格がゆえに、

突発的なLINEでのお誘いが多くなってしまって、



実はちょっと反省しています。

もうちょっと事前にご連絡すればいいのですが、

「いまだ！これだ！閃いた！」というときの興奮が

先走ってしまい、本当に申し訳ないです。

ただ、オンラインビジネスをここまで親切丁寧に、

そして自分もリアルに実践している人は、

そこまでいませんので、

中薗が嫌いになってなければ、

また半年間一緒に歩いていきましょう。



私は、この仕事に対して、マジなので、

それをあなたも吸収しまくってほしいと思います。

ひとまず、現状のご相談なども

あるかもしれませんので、アンケートフォームより、

今の状況を含めご回答をよろしくお願いいたします。

⬇　⬇　⬇

＞＞　プラチナプログラム新規エントリー

【こちらをクリック】

https://forms.gle/nknNHd2cyNaMkPiq7
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🎁 特典 🎁
即決でご決断していただけた方には・・・

最新ライブ配信セッティング ＆ 操作セッション

Shutterstock 有料BGM４点セット（20,000円相当）
✅ ロゴ ＆ フレーム、ラジオアイキャッチなど、初回で必要

なデザイン制作代行を含むので最強です。

（OBS、StreamYard、Zoomなどの設定）

それでは、あなたのご参加を

心からお待ちしております。

本当のオンラインビジネスの底力を

一緒に繰り広げて行こうではありませんか！！！
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