
ネットビジネス・スカイプコンサルティング 

 

 

青島です。 

 

ネットビジネスに取り組むにあたり、作業的なものや技術的なもの、

そして精神的なものなど、人により様々な悩みがあり、思うように作

業が進まない人も多いと思います。 

 

やれば必ず結果が出ると言える、ネットビジネス。 

 

ただ、遠回りしていては、いつまで経っても報酬が得られない可能性

があります。 

 

せっかく手にした教材についても、あなたが見えていない重要なポ

イントがあったり、勘違い、思い違いにより、的外れな作業をしてい

れば、報酬が発生するまでに時間がかかったり、まったく収入を得ら

れないままです。 



同じ目的地にたどり着くにも、最短・最速でたどり着ける人もいれば、

遠回りしてしまう人もいるし、まったくの逆方向に進んでいく人も

います。 

 

そこで、僕のネットビジネススカイプコンサルは、一部の人限定で行

なっていましたが、あなたが目標としている地点のナビの役割をす

るために、人数限定で入会を受け付けることにしました。 

 

いままで、なんとなく作業を進めていて全然結果が出なかった人や、

「なぜかいつまで経っても結果が出ない」という人の悩みを確実に

解決していくために、現時点で適切なアドバイスをしていきます。 

 

そして、ネットで稼ぐための根本的な思考や、基礎スキルを引き上げ、

継続的にネットで収入を生み出せるように丁寧に指導していきます。 

 

ちなみに今、僕はブログで情報発信を主に行なっていますが、実は一

通りのネットビジネスで結果を出しているため、下記内容で稼ぐた

めに役立つサポートをできます。 



【アフィリエイト関係】 

・情報アフィリエイト 

・物販アフィリエイト 

・アドセンス 

・トレンドアフィリエイト 

など 

 

【せどり・転売・物販関係】 

・メルカリ他、フリマアプリ 

・ヤフオク 

・Amazon 

・欧米輸入出転売 

・中国輸入転売 

・パートナービジネス 

・外注化による物販自動化 

など 

 

 



【その他】 

・YouTube関連ノウハウ 

・Facebook関連ノウハウ 

・Twitter関連ノウハウ 

・メルマガ関連ノウハウ 

・LINE関係ノウハウ 

・各種販売サイトノウハウ 

・コピーライティング など 

 

【スキル関係】 

・サイト構築について 

・サイト生成ソフト「SIRIUS」簡易カスタマイズ等 

・ワードプレステンプレート「賢威」ノウハウ 

・無料ブログテンプレート「カエテンジョイ」ノウハウ 

・バナー・ポスター等の画像制作 

・動画制作 

・CM・プロモーション用動画制作 

・簡易的な音声編集 など 



挙げればキリがないのですが、まだ稼げていない人がネットで稼ぐ

ためには十分な情報を提供することができるはずです。 

 

一応、別のビジネスで、中小企業さんのネット関係のコンサルティン

グもしていますが、僕から見て 

 

「このサイトで売り上げが上がるわけがない」 

 

というサイトを、実際に僕が SIRIUS を使用してで作り替えたとこ

ろ、かなり落ち込んでた売上から復帰し、繁忙期の数倍、金額にして

２０００万円以上、売上が上がった企業さんもいます。 

 

すでに自営業をやられていて、ホームページを持っているけど・・・

という人にも、実際にリアルビジネスでも、役に立つアドバイスにな

るはずです。 

 

一応、メインは巷で出回っているネットビジネス系教材のサポート

中心で、スカイプコンサルをしていきたいと思います。 



ちなみに、どのアフィリエイターから購入したに関わらず、僕が紹介

している教材についてはアドバイスできますが、僕が紹介していな

い教材のノウハウについては、保証いたしかねますのでご了承くだ

さい。 

 

今回、スカイプコンサルのコースは、３コースに分けました。 

今、あなたが必要としているコースを選んでください(^^) 

 

また、「参加したいけど、コース選びに迷っている・・・」という人

は、お気軽にメールでご相談ください。 

 

【その１】単発コンサルティングコース 

１回３０分程度、事前のサイト添削あり（延長料金なし） 

 

【その２】継続コンサルティングコース 

１回３０分程度、事前のサイト添削あり（延長料金なし） 

１か月（２８日）に１回、予約申し込みメールを自動配信によりお知

らせ。 



【その３】強制的に作業を進めて稼ぐ継続コース 

１回３０分程度、事前のサイト添削あり（延長料金なし） 

１か月（２８日）に最低２回、１４日ごとに予約申し込みメールを自

動配信によりお知らせ。 

また、状況により追加料金無料で指導します。 

 

２８日間で２回のスカイプコンサルを実施できなかった場合、次月

に１回のみ繰り越し可能です。 

 

また、コース２およびコース 3 につきましては、メールサポートを

回数無制限で行ないます。（原則、24時間以内に返信します） 

 

ネットで稼ぐための根本的な思考や、基礎スキルを引き上げ、継続的

にネットで収入を生み出せるように丁寧に指導していきます。 

 

基礎さえマスターしてしまえば、基本的にどんなことでも、永続的に

ネットで稼ぎ続けることができるはずです。 

原理原則は、どれも同じってことですね(笑) 



【コンサルティング開始方法】 

スカイプのインストール、アカウント取得、通話可能状態までは、基

本的に自力でお願いします。 

（状況により、メールでアドバイスもします） 

 

 

各コースとも、専用フォームから、 

 

１、お名前やご連絡先など 

２、ネットビジネス実践中のサイト 

３、作業中のページ、コンサル受けたい個別ページ（３～５ページ） 

４、その他、相談 

５、コンサル希望日程（第３希望程度までお願いします） 

 

以上をご連絡ください。 

２～４については、アフィリエイトなどのブログ以外にも、物販等の

販売ページや、YouTube、Facebookなども可能です。 

 



ご連絡いただいた後、僕がサイトを拝見しますので、 

 

「なぜ稼げないのか？」 

「何が足りないのか？ 

「記事の内容はこれでいいのか？」 

 

などを、改善点を含めて指導していきます。 

 

 

各コースとも、スカイプのコンサル時間は１回３０分ほどを予定し

ていますが、長引いた場合などでも追加料金は発生しません。 

 

事前に聞きたいことをまとめておいていただけると、スムーズに進

み、より具体的にアドバイスできるかと思います。 

 

 

 

 



【価格について】 

価格については、ずいぶん僕も悩みました。 

というのも、参考価格として、現在、数社ですが中小企業さんにコン

サルしているのが、サイト管理料と簡単なメンテナンスも含めてで

すが、「１４万８０００円」です。 

 

 

これは、僕が何もしない月でも、管理料として１社につき、必ず入金

される額で、ショッピングモールのページの更新となると、さらに別

途手数料をいただいている形で、１回の作業で２～５万円はいただ

いています。 

 

もちろん、それにより数百万、数千万円の売り上げが立っているので、

企業さんとしては、僕に支払う金額なんてクソみたいなもので、例え

ば専門職の社員を雇えば、給料として継続的に倍以上の金額を支払

わなければならないので、僕にコンサルを依頼する費用対効果とい

うのは、相当良いわけです。 

 



仮に、ショッピングモールのマーケティング専門会社に依頼すると、

僕も実際に営業を受けたことがあるんですが、コンサル料の固定費

として、『１か月２０～３０万円＋歩合』というものが相場です。 

 

僕が営業を受けた際に驚いたのが、その中で打ち合わせは月１回、そ

れ以外の更新料などはまた別途かかるという見積もりでした。 

 

ただ、これらは、相手が企業同士だから成り立っているわけで、あく

まで「今からネットビジネスを始める人」に対して求める金額ではな

いのも承知しています。 

 

ただ、僕の経験上、無料もしくは格安でコンサルを実施したとしても、

コンサルを受ける側の気持ちに、本気度や必死さが欠けてしまうと

言い切れます。 

 

安すぎる金額では、かえって成功から遠ざかるのも人間の心理とし

て仕方がない部分があります。 

それは、僕がどうにもできない部分でもあります。 



なにも「高校野球で甲子園を目指すために、３年間必死で血を吐くよ

うな練習をしろ」と言っているわけではありません。 

 

とりあえず半年間、好きなことに使う時間や休みなどを犠牲にして

でも、「一生稼げるため」に必死になってみませんか？ 

 

 

稼げてしまえば、僕のコンサルもおのずと必要なくなってくるだろ

うということを見越して、必要なくなったら気軽に解約していただ

いて構いません。 

 

 

ちなみに、本来なら、このコンサルを行なうことで、「半年後に５０

万円稼がせます！」と言いたいところですが、人それぞれのレベルが

あるのは、僕も十分わかっています。 

 

ただ、まじめに継続してやれば、「半年後に、継続的に１０万円を稼

ぎ続ける」というのは、誰でも確実に達成することが可能です。 



もちろん、５ヶ月目まで報酬がゼロで、半年後に急に１０万円稼げる

という場合より、ほとんどの場合、２ヶ月目、３ヶ月目と徐々に結果

が爆発していくのが、「ネットビジネスで稼ぐ」という特徴でもあり

ます。 

 

 

内容的には、すべてのコースでスカイプコンサルも含め、サイトの添

削なども行ない、しかもスカイプコンサル中に、思わず超優良級のノ

ウハウを伝授してしまう可能性も高いことを考えると、安すぎるか

な・・・と真剣に悩みましたが、思い切ってこの価格に設定しました。 

 

サイト添削などもしますから、主にすでにネットビジネスを実践さ

れている方向けのコンサルになります。 

 

そして、コース別の金額は・・・ 

 

 

 



【その１】単発コンサルティングコース 

⇒ ３９７００円/回 

 

 

【その２】継続コンサルティングコース 

⇒ 初期費用（１ヶ月目） ５７０００円 

⇒ ２ヶ月目以降     ３５７００円/月 

 

 

【その３】強制的に作業を進めて稼ぐ継続コース 

⇒ 初期費用（１ヶ月目） ７７０００円 

⇒ ２ヶ月目以降     ４５７００円/月 

 

という金額です。 

 

【コースその２】と【コースその３】の解約については、自動配信さ

れるメールに、解約専用の URLを付与しておきますので、そこから

簡単に解約できるように設定しておきます。 



【コースその３】で繰り越し、または月途中の解約の場合、管理の関

係上、それまで繰り越していただいた回数についてもすべて解除に

なりますのでご注意願います。 

 

ちなみに、僕もマンツーマンで指導を行なう関係上、どうしても人数

を限定しなければなりません。 

 

具体的には人数を定めるつもりはありませんが、単発依頼も考慮す

ると、おそらく１週間に３人、２週間に５人が限度だと思います。 

 

人数を具体的に設定しない関係上、僕がもう限界だと思った際に、予

告なしで募集を締め切り、次回参加枠は空きが出るまで、物理的に募

集ができませんので宜しくお願いします。 

 

なお、現状はこの価格ですが、今後、状況を見て値上げする予定です。 

 

 

 



【その１】単発コンサルティングコース 

１回３０分程度、事前のサイト添削あり（延長料金なし） 

 

【特別限定価格】 ３９７００円/回 

 

⇒ コースその１ お申込みはこちら 

 

 

【その２】継続コンサルティングコース 

１回３０分程度、事前のサイト添削あり（延長料金なし） 

１か月（２８日）に１回、予約申し込みメールを自動配信によりお知

らせ。 

【特別限定価格】 

初期費用（１ヶ月目） ５７０００円 

２ヶ月目以降     ３５７００円/月 

（期間中 メールサポートは回数無制限） 

 

⇒ コースその２ お申込みはこちら 

https://admall.jp/buy.html?shn=10000809
https://admall.jp/buy.html?shn=10000810


【その３】強制的に作業を進めて稼ぐ継続コース 

１回３０分程度、事前のサイト添削あり（延長料金なし） 

１か月（２８日）に最低２回、１４日ごとに予約申し込みメールを自

動配信によりお知らせ。 

また、状況により追加料金無料で指導します。 

 

２８日間で２回のスカイプコンサルを実施できなかった場合、次月

以降に繰り越し可能です（３か月、計６回まで） 

 

【特別限定価格】 

初期費用（１ヶ月目） ７７０００円 

２ヶ月目以降     ４５７００円/月 

（期間中 メールサポートは回数無制限） 

 

⇒ コースその３ お申込みはこちら 

 

 

 

https://admall.jp/buy.html?shn=10000811


なお、ご購入後、フォームから情報をいただいた時点で、あまりにも

基礎スキルが不足している人に関しては、本スカイプコンサルのメ

リットを十分に得られない可能性があるため、こちらからお断りし

て返金処理をさせていただく場合があります。 

 

また、「コース３」については、ほぼ毎日作業に取り掛かれる人を主

な対象にしているため、どうしても時間がとれない人も参加される

のは構いませんが、とりあえず「コース２」か、お試しで単発コース

をおすすめします。 

 

１回のコンサルティングを受けただけでも、作業の方向性が明確に

なるよう、出来るだけ具体的にアドバイスしていきます。 

 

 

 

 

 

 



追伸・・・ 

 

少なくとも、このコンサルを受ける人は、１度はネットビジネスの教

材を手にしたことがあると思います。 

教材を手にしたとき、ネット上に散乱している無料情報の断片より、

はるかにまとまった情報が凝縮されているのを目の当たりにし、 

 

「これなら稼げる」 

と思った人や、 

 

「情報量に圧倒されて、頭の中が整理できない」 

という人もいるだろうし、 

 

「自分には無理そうだ・・・」 

と、やる前から諦めてしまった人もいると思います。 

 

しかし、目標に向かって「より具体的に」計画を持って作業すること

により、結果を出る確率というのは飛躍的に上昇します。 



というか、やっても稼げないというのは、ほぼあり得ません。 

 

ネットビジネスを旅行で例えると、 

 

●ネットの無料情報をながめていて、稼ぐ情報を探していた時は、目

的地を探しているだけ、あるいは、各地の情報を転々を調べているだ

け。 

 

●教材を手にしたときは、目的地に向かう地図を手に入れた状態だ

と、僕は思います。 

 

●そして、僕のこのスカイプコンサルは、目的地に向かって地図を持

ちながら、各所丁寧に説明してくれるガイドを雇ったと思ってくだ

さい。 

 

いろいろなスキルレベルの人がいるので、一概には言えませんが、 

半年後から最低でも継続的に１０万円稼ぎ続け、そしてその先の月

収７桁の世界を体験できるよう、一緒に頑張っていきましょう。 



【その１】単発コンサルティングコース 

【特別限定価格】 ３９７００円/回 

 

⇒ コースその１ お申込みはこちら 

 

 

【その２】継続コンサルティングコース 

【特別限定価格】 初期費用（１ヶ月目） ５７０００円 

         ２ヶ月目以降     ３５７００円/月 

        （期間中 メールサポートは回数無制限） 

⇒ コースその２ お申込みはこちら 

 

 

【その３】強制的に作業を進めて稼ぐ継続コース 

【特別限定価格】 初期費用（１ヶ月目） ７７０００円 

         ２ヶ月目以降     ４５７００円/月 

        （期間中 メールサポートは回数無制限） 

⇒ コースその３ お申込みはこちら 

https://admall.jp/buy.html?shn=10000809
https://admall.jp/buy.html?shn=10000810
https://admall.jp/buy.html?shn=10000811


なお、不安や相談がある人は購入前に遠慮なくご相談ください

(^^) 

 

お問い合わせはこちら ⇒ https://wss-info.net/?page_id=28 

 

 

青島ゆうすけ 

 

特定商取引法に関わる表記はこちら 

 

 

 

 

 

 

 

https://wss-info.net/?page_id=28
https://skyz.pc-level99.info/tokusyo.html

