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ちょこっとだけ自己紹介

こんにちは。

このレポートの作者のパンデミック＠尾長と申します。

パンデミック＠尾長 とか言っていますが真の日本人です。

この度は、パンデミック＠尾長のレポートを手に取って頂きまして

どうも有難うございます。

私は、石川県金沢市在住の未婚の40代です。

地元の大学を卒業後、金融会社に28歳まで勤めまして、

それ以降は勤め人ではなくインターネットビジネスで生計を立てています。



ネットビジネスで１番長いのはヤフオクで、

ヤフオクは2000年からで、おそらくヤフオクのことでしたら

経験上ほぼ分かると言ってもいいです。

ヤフオクで月に100万円超えは何度も何度も達成してきています。

相場も好きで、ネットがまだ今日のように普及していない頃の

1993年から相場をやっています。

先物から株、2006年からはＦＸで、ほぼ毎日トレードしています。

ＦＸの配信者でもあるのですが、

配信者としては2008年から続けています。

配信者としては、年間ベースで負けていない結果として

今日まで来ておりまして、購読者さんには

十分な利益を提供できております。

アフィリエイトでも収益を得ておりますが、

パソコンが好きということもあり、収入のほとんどが

29歳からはインターネットを通しての収入です。

これからも続けながら、さらなる躍進と夢を持って、

そして、「楽しんで出来ること」 が、私の条件です。

楽しんで出来ない ことは、辛いし続かないですからね。

今回のレポートは、その楽しんで出来ること。の１つであり、

将来そのものと、その可能性を秘めていると言ってもいい

ネットビジネスの 1つ です。

そして、私が勉強してきたと、知っていることを

誰かのお役に立てれれば。 との想いもあり、このレポートを作成しました。

同じ夢を持っているあなたと一緒に成長していけたら。

そう思っています。



はじめに

このレポートを手に取って頂いたということは、

・何か副業をしたい。

・ネットビジネスで稼ぎたい。

・ネットビジネスで月に5万円でもいいから稼ぎたい。

・やる気はあるけど、何から始めたらいいか分からない。

・リスト＝アドレスはあるけど、もっと効率的に爆発的に集めることが出来ないのか？

・メルマガを配信しているけど、もっとリスト＝アドレスを集めたい。

などといったことかなぁ？ と思います。

私も最初の頃は誰も教えてくれなくて聞く人もいませんでした。

独学で調べて、最初は分からないことだらけでしたが

頑張っていくうちに

・得てきたことと

・失敗してきたこと

の、知識と経験 を得ることができました。

ネットビジネスで稼ぐためには様々な方法がありますが、

このレポートの内容は基本であり、

そして肝になる部分と言っても過言ではありません。

あなたが初心者だったとしても、

少しずつ。 そして、できることから始めてみてください。

1番の近道は、「地道」 が1番の近道です。



リアルビジネスでも ネットビジネスでも、

地道が1番の近道ですが、

『 決して結果を早く求め過ぎないこと 』

ネットビジネス（よろしくない情報）には、

「ツールバーにCMを設置していれば時給2000円！」

「設置して黙っていれば報酬が発生する」

「稼働さえしていればお金が入ってくる」

「最初の10分だけPCに設定して、あとはほったらかしで毎月20万円！」

    ・

     ・

     ・

そういう話はありません。

無いのにそういうものを求めている人が

びっくりするくらい多くて、毎日わんさか います。

そういうもの＝無いもの＝存在しないもの

を探すパワーは何処から湧いてくるのか？

私にとっては、もの凄く

・・・不思議な人たち なのです。



さて、

その基本部分は なに？ ということですが、 「リスト」

ネットビジネスでは、リスト＝メールアドレス が肝です。

このアドレスを驚異的に集める、あり得ない方法で集めるシステム

正確には“集める”ではなく、“集まる”ことが出来るのが

「パンデミック マーケティング システム」

【ＰＭＳ】

というシステムです。

これまでに無かったこの 【ＰＭＳ】 は、 無料 でお使い頂けます。

※ ＰＭＳをインストール頂きますと、パンデミック＠尾長の

「ネットビジネスで自由な時間と年収1000万円！パンデミック＠尾長通信」

のメルマガに自動登録になります。

○ パンデミック＠尾長 のメルマガ登録。

→  登録フォーム

○ パンデミック＠尾長 のメルマガはいつでも解除できます。

→  解除フォーム

運営サイト ： http://info.premi-ja.com/

ブログ  ： http://ameblo.jp/fxcbb

http://info.premi-ja.com/?p=14
https://www.eaglemail.jp/UNREG-355731f1d09b2624f018ebb82a93b254?page_type=UNREG&encrypt_param=355731f1d09b2624f018ebb82a93b254


何故アドレスが肝なのか

集まったリストに対してどういうアクションを起こすのか？

それは メルマガアフィリ です。

メルマガアフィリはもう遅い？ 稼げない？ そう言われてますよね。

でも、アフィリエイターが１番結果を出しているのは

今日までもが メルマガアフィリ なのです。

メルマガを発行したこともなければ、発行する気もない。

文章なんて書けない・・・

大丈夫です、最後までお読みくださいね。

矢野経済研究所が発表した アフィリエイト市場レポート によると、

2005年に337億5,000万円だった市場が、2012年度1,276億9,000万円。



その後も年平均10％成長し、

2015年度には1,659億円に拡大予測になっています。

この意味が分かりますでしょうか？

もう遅い。 のではなく、

勝手な思い込みや憶測は無意味 と言いたいのです。

もう遅い。 と、誰かが言ったことは関係ありませんよね。

勝手な思い込みや憶測は無意味

人が言ったから自分もそう思う・・・

そう納得することは無意味 ということです。

あなたが 「明日はお弁当持ってサイクリングに行こう」 と思っている時に、

友達が 「今はサイクリング流行って無いからやめておいたら」

と言われたらやめますか？

・・・あなたは1人でもサイクリングに行きますよね。



爆発感染のイメージ

「感染」という言葉の 聞こえ は良くないですね。

聞こえ はよくありませんが、爆発的に感染して行ってしまう！

ので、「爆発感染」 と呼ばせてもらっています。

何が爆発感染なのか ？？？

つまり リスト＝メールアドレス のことです。

爆発的にリストが集まる 【ＰＭＳ】 のシステムを使えば、

感染という言葉の意味と凄さを実感できます。

「感染した＝リストが集まった」 そうイメージを持ってもらえればよいです。





【ＰＭＳ】 のインストール準備編

  それでは、PMS のパスワード取得＝準備に入ります。

     → 無料の 【ＰＭＳ】 ダウンロードはこちらから

上記からダウンロード出来ますが、

ファイヤーストレージというところに UP しています。

これは GoogleChrome のブラウザで開いた場合、

警告メッセージが表示されてしまう場合があるので、

警告が出ないようにしているだけのことです。

真ん中辺りの ○○○.zip のファイルをダウンロード下さい。

ダウロード後は 初めに からお読みください。

      ↑ 赤い矢印部分のファイルをクリック

http://firestorage.com/download/bfca865fd44c6c02e2075d043524d84f87621b21


                              ↑ 保存をクリック

                     ↑ ファイルを開くをクリック

↑ ファイルが出てきますので、ファイルをダブルクリック



   ↑ １の、はじめにお読みください をダブルクリックして一度ご覧ください。

↑ 次に２の、pms をインストールします。 pms をダブルクリックして、

↑ すべて展開をクリック

zipファイルは圧縮されていますので、解凍出来ない場合は

       下記URLから LZH/ZIP対応の、簡単一発解凍ソフト を

ダウンロードください。（無料）

        http://www.forest.impress.co.jp/library/software/lhasa/



                          ↑ 展開をクリック。

もう一度 pms のファイルが現れてきているはずです。

   そのファイルをダブルクリックすると以下の画面になります。

↑ pms が解凍されています。 pms をダブルクリックして、

   



                ↑ お使いのウイルス対策ソフトなどで、

警告の画面が出る場合がありますが、

何も問題はありませんので、実行をクリックしてください。

↑ 任意のパスワードを記入 → ２のパスワード取得 をクリックして、

お名前とアドレスをご登録下さい。



↑ 上記に同意するにチェックを入れて、

お名前とメールアドレスを登録ください。

       お名前はニックネームでも構いません。

       記入後、パスワード取得をクリック

       パスワード取得をメールで送信しました。 と出ます。



【ＰＭＳ】の準備完了

以下の内容で、ログイン画面のURL・パスワードが

登録したメールアドレスに届きます。

（実際に見ることが出来ますので一部省略してあります。）

パンデミック＠尾長様

下記に『pms.exe』を実行する為の、

「承認パスワード」を発行いたしました。

『pms.exe』のファイルを実行後、

「承認パスワード」に以下のパスワードをご入力頂き、

「PDF 閲覧」をクリックしてファイルを開いて下さい。

■パスワード：qs●y●P●● （●部分は、ここでは伏せてあります。）

また『pms.exe』は、PDF（レポート等）を、

ご確認頂くための起動システムとなっております。

『pms.exe』を起動し、PDFをご確認頂いた後、

【特殊なシステム】

も無料でご利用頂けます。

こちらのシステムは、

ＷＥＢシステムとなっておりますので、

『pms.exe』をご確認頂いた後、

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

下記からログインして下さい。

────────────────────



■システムログインURL

http://pm-ms.com/

■会員ID

ten●●●@●●●●-.●●● （●部分は、ここで伏せてあります。）

■パスワード

qs●y●P●● （●部分は、ここでは伏せてあります。）

────────────────────

     ～ 一部省略 ～

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     【リバリッチ - LibeRich - 】

──────────────────────

■通信名：パンデミックシステム通信

■発行者：PMシステム運営事務局

これで 【ＰＭＳ】 を使うための準備が完了しました。

この瞬間から、このシステムを使ってリストが集まるための

感染菌 （ＰＭＳではそう呼んでいるのです。）

というものを作ることが可能になったわけです。

感染 または 感染菌 …またまた言葉は悪いですね。

この感染菌がこの 爆発感染＝リストが集まる を、

体感して行って頂くことになるのです。

※ 凄さ と ユニーク的な発想で 「感染菌」 と呼んでいます。

まずはログインして頂いて色々見ていったり、

マニュアルなども準備されていますので読んでみてください。



【ＰＭＳ】実践編

          ↑ ログイン画面です。

  ご登録頂いた メールアドレス＆任意のパスワード でログイン出来ます。

↑ 左から２番目で、感染菌を見る をクリックで ↓



    ↑ 上記の画面 で、感染菌を製造したり、

どういう感染菌かを確認したりすることが出来ます。

ここでは、

・リストが勝手に集まる方法

・ネットビジネス初心者が月５万円稼ぐ方法

２つのPDFファイル＝無料レポート がありますが、

PMSのシステムでは用意されています。



そのPDFファイルにあなたの感染菌を取り込んで

あなたの PDFファイル に取り込んだ感染菌をネット上にバラ撒きます。

PDFにあなたの感染菌 （あなたから感染しましたよ。）

を取り込んでいるので、あなたのリストになるのです。

撒き方は

ブログ、広告、無料レポートスタンド、スマホ、スマホアプリ

ツイッター、フェイスブック、メルマガ広告、

少しずつ確実に撒く方法、セミナーの利用、iTunes、チラシ、

オリジナルレポート、オフライン集客、ヤフオク

などを利用した撒き方のノウハウを、

登録頂いたメールアドレスへお知らせしていきます。

様々な方法とそのノウハウを、適度な日数を空けながら

実際にどういう作業をすればよいのか、その作業をそのまま手順通りに

実行して頂くためのメールを配信していきます。

やり方は本当にいくらでもあります。

たくさんあり過ぎるので、どの撒き方がよいか

良い意味で悩んでしまうかもしれません。

あなたが 「これからやってみたい。」

と思う感染菌の撒き方から進めて行ってもらえればよいです。



     

さて、PMS についてはご理解頂けたかと思いますが、

このシステムの本当の凄さで、これまでに無かった・・・

この PMS の延長線上には PMM というものが存在しています。

このアドレスを驚異的に集める、あり得ない方法で集めるシステム

正確には“集める”ではなく、“集まる”ことが出来るのが

「パンデミック マーケティング システム」

【ＰＭＳ】



PMS と PMM の決定的な違いは、

          集まったリストに対して、

            あなたのアフィリＩＤが勝手に挿入され、

              勝手にメルマガが発行され、

                そして、勝手に報酬が発生していってしまう。

「パンデミック マーケティング マネージャー」

【ＰＭＭ】



       ここでの、あなたの代りに稼いできます！

       というのは、川村希一氏のことです。

             川村希一氏とは、



PMM は、

例え あなたがメルマガを発行していなくても、

これから発行するつもりがなくても、

文章も書けなくても、書く気がなくても、

集まったリストに対して、

あなたのアフィリＩＤが勝手に挿入され、

勝手にメルマガが発行され、

そして、勝手に報酬が発生していってしまう。



    PMM について、極論を言えば

    PMM のシステムを使い、1分で生成したレポートを

   ノウハウ通りにそのレポートのURLを紹介する。

    誤解を恐れず言えば、この部分だけに専念すればよいのです。

● 補足1

・リストが勝手に集まる方法

・ネットビジネス初心者が月５万円稼ぐ方法

このPDFレポートは、

あなたは何もしなくても、このPDFレポートは今後も勝手に、

新たな タイトル＆PDFレポート が勝手に追加されていくのです。

追加されたPDFレポートに、1分 で感染菌を取り込んで、

あなたの感染菌をネットにバラ撒きます。

                  そうすると．．．．．

このようにリストが集まってきます。 ↑



                      さらに、

                       ・

                       ・

                       ・



             （すべてではありません。一部です。）

        リスト＝メールアドレス が集まってきます。

          集まったリストに対してメルマガを発行し、

          メルマガアフィリを行ってもよいですし、

          先程のように、メルマガを発行したくない場合でも

          PMM は、自動広告機能で報酬が勝手に発生します。

          この自動広告機能が、川村希一氏 が

          代りに稼ぎます！ と言っている部分です。



       そこで、

   パンデミック@尾長 からも

私のメルマガでは 「特典」 として、

このシステムを使うにあたり、

パンデミック@尾長の独自の特典 をお知らせしています。

内容をお知らせして、

「はい、頑張ってください。」 では無く、

おそらく！？  マネする人はいないと思えるくらいのことで、

   その特典は1つではなく、様々な特典があります。

   

あなたにとって、

川村希一氏の代りに稼ぎます！＆ パンデミック＠尾長の特典 により、

勝手に1歩進んだシステムになると思います。

   ただし、ここではお伝えできないのです。

   それは、どうしても いっぺんに全てをお知らせできない ので、

   パンデミック＠尾長のメルマガ で、特典を1つずつお知らせしております。

       →  パンデミック＠尾長のメルマガ登録

http://info.premi-ja.com/?cat=4


   







● 補足2

      この ＰＭＳ・PMM は、

オプトイン機能 にて、アドレスを登録してもらうことですので、

特定電子メール法 に準じています。

何ら法律に違反しておりませんのでご安心ください。

2ティア機能

この ＰＭＳ・PMM は、2ティア機能も備えています。

あなたから感染した人は、同じように感染する人が増えて行くこともあります。

感染者は以下の図のように、2ティアまで登録することができます。



おわりに

以上でレポートは終わりです。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

わかりにくいところなどありましたら、

→ パンデミック＠尾長 にメールする

どんな些細なことでも大歓迎ですので、

上記のメールフォームから、ご意見をお寄せください。

お問い合わせにつきましては基本的に48時間以内にお返事をさせて頂いております。

48時間以上経ちましてもお返事が来ない場合、

■入力いただいたメールアドレスが間違っていた

■ メールがうまく届いていない

■ 迷惑メールフォルダに紛れている

                     という可能性があります。

迷惑メールフォルダにも届いていない場合は、

お手数ですが違うメールアドレスにて、

再度ご連絡を頂けますよう、宜しくお願い致します。

～ あなたとの出会いと縁に感謝します ～

レポート作者：パンデミック＠尾長

http://ws.formzu.net/fgen/S20742186/

