
広告費０円､メルマガ・LINE@不要､4ステップで即収益化 

副業経験ゼロのしがない主婦でもできた！ 

ゼロから月額25万円の自動システムを 
スマホ一台で構築する「IAメソッド」 
 



はじめに 
こんにちは、いちのせです。 

この度は、「IATメソッド」に興味を 
持って頂いて本当にありがとうございます。 

これからあなたにお伝えしていく最新の方法は、アフィリエイト等とは違って、 
広告費はゼロ、メルマガやLINE、ワードプレスやSEOなどの小難しい作業も不要 

従来のビジネスモデルであれば… 

「メルマガ、LINE＠に集客して販売」 
「SEO対策を行いブログアフィリエイトを行う」 

など、ちょっと複雑なWEBスキルを駆使しながら 
収益化していくのが当たり前でした。 

そんな、今までのビジネスモデルの常識からすると「ありえない…」 
そんな最新のビジネスモデルについて１つ１つ具体的に解き明かしていきます。 

僕自身、かれこれ1年半前からアフィリエイトを始めとした 
インターネットビジネスを取り組んできました。 

「電脳せどり」 
「メルマガアフィリエイト」 
「ブログアフィリエイト」 
「カメラ転売」 
…etc 

数え切れないほど、様々なビジネスモデルを取り組みました。 

ただ、アフィリエイトや他のビジネスモデルの難しさや複雑さを知っているので 
”簡単な方法”などの言葉を毛嫌いしてきました。 



しかし、 

今回お伝えするIAメソッドほど効率的に最短で収益化でき 
”誰にでも再現できる”と断言できるものは他には存在しません。 

そう断言できます。 

事実、僕の周りでは学生の方や主婦の方、本業で忙しい方がおり 
転売屋アフィリエイトで挫折を繰り返した方もいらっしゃいます。 

そんな方でも、 

・初月で数十万円 
・2ヶ月目に25万円 

と収益は右肩上がりでどんどん増え続けています。 

特に僕の元にはある主婦の方がいらっしゃいますが 
その方はパソコンはほぼ使えない、むしろタイピングは 
人差し指でタイプするぐらいのレベル。 

言葉は悪くなってしまいましたが本当に 
びっくりするほどパソコン作業が苦手だったのです。 

ただ、そういう方でも 

『月収25万円を稼ぎ旦那様の給料と横並びになる』 

そういう結果を出しています。 

メルマガもLINE＠もサイトもドメインも必要ないです。 
広告費や毎月の経費も要りません。必要なのはスマホだけ。 

スマホがあれば収益は上がる。 

そんなインターネットビジネスが今までありましたか？ 



・・・なかったですよね？ 

僕がこれまで数え切れないほどのビジネスを行ってきて 

「これほど稼ぎやすいモデルはない」 

そう断言させて頂きます。 

必ずあなたの期待に応えられる内容ですので 
今後お届けする具体的な話を楽しみにしててください。 

ただ、このレポートを見てくださっているあなたは 
「いちのせは一体何者なのか？」その背景を知らないと 
話も入ってこないと思います。 

少しでも自分のことをわかってもらえた方が伝わるので 
自己紹介も兼ねて進めていきますね。 



商売とは無縁の生活でした 
幼少期はビジネスに繋がるような生活は行わずに 
ずーっとスポーツに明け暮れる生活でした。 

そのおかげで高校3年生までは『プロのアスリート』 
になろうと本気で思っていました。 

とにかく幼い頃から不得意なことは一切やらずに 
得意なこと分野だけをひたすら伸ばしてきました。 

その結果、全国大会で戦えるレベルまで 
到達しましたが勉強やその他はボロボロです。 

よく、 

「文章が引き込まれます！昔から才能があったのですか？」 

と聞かれますが国語の成績表はいつも「３」です。 

中学校の成績表 



成績表を見ていただければわかると思いますが 
学力は凡人以下でテストでは赤点ギリギリのラインを 
常に彷徨っていました。 

しかし、 

父と母がそれぞれ実業をやっていた背景もあり 
幼い頃から心の片隅には、 

「自分も商売をやってみたい」 

と、ぼんやり考えていました。 

両親は仕事三昧の生活を送っていた理由から 
欲しいものは全て与えてもらっていました。 

お金に困ったことはありませんでした。 

「え？自慢ですか？」 

と思われるかもしれませんが、 

正直なところ巷の情報発信者のように 
お金に対してコンプレックスを抱いたり 
そういう経験は一切ありません。 

テクニック的には、「昔は貧乏で…」と伝えた方が 
いいかも知れませんが嘘だけはつきたくない性格なので 
正直に話させて頂きました。 

順風満帆な生活でしたが… 



突然の破産宣告 
一夜にして貧乏生活に転落 

僕が大学進学を決めた頃の話です。 

いつもっどり自宅に帰宅し 
ふとリビングに足を運ぶと、 

父と母が真剣な眼差しで何か作業をしていました。 

疑問に思った僕は近づいて見ると・・・ 

母が『自己破産』の手続きを進めていました。 

母は外国人で日本に来て23年が経ちますが 
読み書きに関しては未だに不慣れな部分があります。 

そのせいか書類を書くときは手を 
ブルブル震わせながら失敗しないように 
慎重に筆を進めていたのを今でも鮮明に覚えています。 

どうして自己破産してしまったのか？ 

その真相は未だに教えてくれないので不明ですが、 

今まで実家が裕福だと思っていた僕には 
かなり重たい制裁でした。 

そこから、「経済的自立をしよう！」と決意し 

大学入学した瞬間に自分で稼ぐことを決め 
ネットビジネスをスタートさせました。 



（ネットビジネスを始めた理由：） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
・部活をやりながら「月収30万円」ぐらい 
稼ぐために最適な手段がネットビジネスだった 

・自分でビジネスをやりたいと思っていたので 
この際だからやってみようと決心した 

・スポーツでもゲームでも本気になったものは 
何でもできる体質だったので自信があった。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

・・・と自信満々で取り組みますが 

気が付けば120万円ほど情報商材を 
買い漁りノウハウコレクターの仲間入り 
という悲惨な結末が待っていました。 

稼げなかった理由は3つあります。 

・とにかく楽して稼ぎたかった 
・ビジネスそのものをナメてた 
・周りの人と同じことをやっていた 

上記の理由で稼げなかったと見ています。 

そもそも、ビジネスの本質は『価値と価値の交換』です。 

お客様が求めているものを提案して 
その対価としてお金を頂く。 

ここが本質です。 



なので、 

「とにかく楽して稼ぎたい！」 
「これやれば稼げるっしょ！」 

というふざけた思考では絶対に上手くいきません。 

まだビジネスを始めたての頃はこういう事を 
平気で考えていたのです。 

だから、 

・バイナリーオプションのツール、コンサル 
・〇〇転売の教材やコンサル 
・オンラインカジノの教材 

など、「楽して稼げそう」なものばかりに手を出してきました。 

もし、このレポートを読んでいるあなたが 

「昔のいちのせと似ているかも…？」 

と少しでも感じたのであれば、 

もう一度、『ビジネスとは何か？』を考えてみてください。 

そこが見えていけば必ず結果は出ます。 

そういった反省点を踏まえていきながら 
大学生にしてお金と時間を失ってしまい 
気づけば借金まみれになってしまいました。 

親に頼る気はサラサラなかったので 
毎月の支払いでご飯が食べられなくなるほど 
お金がなかった時期もありました。 



時には節約をするために公園の水で 
喉を潤したりもしていました。 

本当にお金に困っている時は 
何をしてもイライラしますし 

頭の中では、 

「あぁ、今月の支払いヤバイな…」 

という事ばかり考えてしまいます。 

何度も頭がパニックになり精神が崩壊し 
路上で酔っ払いと喧嘩したこともあります。 

あの時の経験で、 

とにかく成功体験を増やしていこう 

と強くパラダイムがシフトしました。 

ビジネスで上手くいかない人の特徴は 
『成功体験』の少なさだと思っています。 



ーーーーーー 
成功体験がない 
↓ 
自信をなくす 
↓ 
自己嫌悪に落ちる 
↓ 
他の教材を買う 
↓ 
上手くいかない 
ーーーーーー 

これを僕は『負のスパイラル』と呼んでいます。 

俗に言う「ノウハウコレクター」の特徴として 
この負のスパイラルにハマっているパターンがほとんどです。 

僕も同じです。 

とにかくどんなに小さな成功体験でもいいです。 

例えば、 

・ネットで初めて1000円稼いだ 
・ワードプレスを開設することができた 
・Twitterのツイートにいいねがついた 

なんでもいいです。 

始めから「月収〇〇円稼ぐ！」と考えるのではなく 

「できることを増やしていく！」 

をやっていけば自ずと収入は上がっていきます。 



僕も負のスパイラルにハマりましたが 

当時は、 

・日本人の深層心理 
・集客から販売までの流れ 
・自動化するための仕組み作り 

など、マッドサイエンティスト並みに 
勉強に勉強を重ねました。 

そうすることによって、「できること」が 
着実にコツコツと積み上がっていきました。 

その結果… 

偶然始めたアフィリエイトで 
119万円売り上げることに成功 

当時から、SNSを主体としたビジネスを展開していきたいと思い、 
偶然出会ったアフィリエイトモデルで119万円売り上げました。 
 



これは僕が天才だとかスキルがあるとか 
そういった要因で生まれた結果ではないです。 

「できることを増やす」 

ここに意識を向けたら上手くいきました。 

なので、今の段階で・・・ 

「色々なものに手を出してきたけれど 
なかなか上手くいかなくて悩んでいる」 

という場合は、できることを増やすことに 
意識を一点集中させてみてください。 

いくら儲かりそうなノウハウを紹介されても 
ここにフォーカスしてみてください 

そんな経験から、 

直接的・間接的に数十人の人に 
ビジネスをアドバイスしてきました。 

僕を含め・・・ 

【上手くいった理由・ハズす理由】 

がだんだんとパターン化して 
見えてくるようになりました。 

これからのLINEでは、 

上手くいかない原因のタネを 

『あらかじめ潰し』 



再現性を極限まで高め 
イヤでも上手くいく要因を 

『あらかじめ仕込み』 

このレポートを読んでいるアナタに人生の分岐点に 
してもらえたらと感じていますしそうなると確信しています。 

ビジネスを始めたときは・・・ 

・ランディングページ 
・メルマガ、LINE@ 
・独自コンテンツ 
・お客様リスト 

１つも持っておらず完全に 
ゼロからのスタートです。 

「広告費」「特殊な人脈」「才能」 
なんて無くても＋年収360万円レベルは可能です。 

しかも、 
ーーーーー 
・友人や親にバレたくない 
・人に会いたくない 
・顔出ししたくない 
ーーーーー 

といった『ライフスタイル最優先』でイケます。 

実際に僕も、 

・1日1時間～2時間 
・週5日の活動で 

あとはほぼ勉強に費やしています。 



その状態で先月（2020年の12月）は… 

 

 

 



 

5万円×22件＝110万円 
という結果でした。 



これでも信じられない！という場合はインフォカートで 
「30日間ベストセラーランキング」を見てください。 

しっかりとランキングインしていることがわかります。（2021年1月現在） 

ランキングインしているということは 
売れているということになります。 

「いちのせさん、売れているのはわかりました。。 
でも、それはあなたの能力が高くて行動力があって 
センスがあったからできたのではないでしょうか？ 
私にはできる自信がありません。。。」 

という声が聞こえそうなので、 

「ある方」の実績を上げさせて頂きます。 



「自分にはできない」が口癖だった主婦が 
2ヶ月で25万円の利益を獲得！ 

 

この方は、コロナ禍で旦那様の給料が下がってしまい 
お子さんも小さいので外に働きにいけない状態でビジネスをスタートさせました。 

彼女の場合は、ネットビジネス経験がない状態で2ヶ月後には5万円のコンテンツ
が5本売れて月収25万円を達成されました。 



なぜ、この方法を推奨するのか？ 
僕は2018年からインターネットビジネスの業界に参入し 
目まぐるしい早さで色々なビジネスに手を出してきました。 

せどり、FX、バイナリーオプション、メルマガアフィリエイト、 
ブログアフィリエイト、カメラ転売、バカラ…etc 

今回、あなたにお渡しする方法は、 

色々齧ってきた僕が最も再現性が高いと判断し 
今まで稼げなかった人でもシンプルな作業で収益を上げる事が 
できるのでこうやってご紹介させて頂いております。 

・ワードプレスやSEOは一切不要 
・広告費ゼロで再現可能 
・メルマガやLINE@は不要 

です。 

そんなビジネスモデルになります。 

何度も言いますが、ブログも一切必要ないですし 
メルマガも、広告費（初期費用）も一切必要ないです。 

ただ、これから色々なコンテンツを渡していきますが 
まずは一つだけ、あなたと共有したいことがあります。 

それは、『本当の情報は１％しかない。』 

という事です。 

今ではYouTubeやブログなどで様々な人が情報発信を行なっています。 



その中でも「ネットビジネスは今がチャンス！」 
という発信をよく見かけるようになりました。 

ただ、実際のところ・・・ 

・Googleの規約変更で多くのアフィリエイターが廃業まで強いられる 
・みんな同じことを実践しライバルが増え続けている 
・広告費や資金が必要になり赤字の状態が続く 
…etc 

裏側ではこういった状況が頻繁に起きています。 

これが本当にチャンスなのでしょうか？ 

僕はそうは思いません。 

ですが、 

『半永久的に廃れない本質的な知識』 

さえ入れておけばこういう規約の変更にも 
左右されずにいつの時代でも稼ぐ事ができます。 

実際に、先ほど例にあげた主婦の方もそうです。 

このレポートを読んでくださっているあなたには 
勉強意欲が高い方だと思っているので、 

そういった普遍的なスキルやマネタイズの方法は 
全てあなたに伝授していきます。 

ただ、これからお話しする内容は本当に再現性が高く 
誰でも成果を出せるようなノウハウになっています。 

そして僕としても、 



本気で学んで成果を上げたい！ 
そういった人にだけお渡ししたいと思っています。 

やはり成果を出すためには「継続的な行動」が必要不可欠になります。 

あなたがただ「答え」だけを受け取って 
「はい、さようなら！」というような思考になってほしくないのです。 

そういう想いもあって「本気で行動してくれる」人にだけ 
この話の続きをお渡ししていこうと思います。 

これまでの話も加味した上で、 

①：今までどういう状態だったか？ 
②：どういう成果を出していきたいか？ 
③：このレポートで最も衝撃的だった学び 

以上の3項目を含んだ感想文を明日の午後23時30分まで 
僕のLINEに送ってください。形式は自由です。 

午後23時59分までに素晴らしい感想文を 
送ってくださった人に限り続きのコンテンツを配布します。 

以下、感想をくださった方の例です。 



ーーーーーーーー 
いちのせさん、レポートを拝見させて頂きました。 

自分はアフィリエイトですでに収益は上がっており 
月収25万円～45万円を推移している状態です。 

これからはさらにステップアップして 
半年以内に月収100万円を達成したいです。 

今回のレポートで1番衝撃的だった学びは、 

『負のスパイラル』 

の部分です。 

今まで、上手くいかないことが起きると 
連鎖的に嫌なことが起こってしまっていたので、 

そういう現象を言語化してくださったので 
そこが自分としては学びでした。 
ーーーーーーーーー 

このようなイメージで送ってください。 

あなたからの感想を楽しみにお待ちしております。 

これから、僕や僕の周りの人が成果を出したように 
様々なテクニックやノウハウを提供していきます。 

あとは、「やるか、やらないか」だけですね。 

ある日、自分が唯一尊敬している 
億越え起業家の方がこう言いました。 



それは、 

『どの結果もなるべくして成る。』 

という言葉です。 

その方は、 

数千万単位のお金を自由自在に稼ぎ 
収入をコントロールしています。 

まさに、『お金の魔術師』と言えます。 

アフィリエイトだろうが他のビジネスだろうが 

正しいスキルを身につけ、継続的に行動していけば 
収入は自由自在にコントロールできるようになります。 

「今月は旅行に行くから200万円ぐらい稼ごうかな！」 

こういう感覚で収入をコントロールできるようになるのです。 

そういう状態を作っていきたいと思いませんか？ 

収入を自由自在にコントロールできる 
術を身につけることができれば… 

お金に対しての不安も綺麗さっぱり無くなるだろうし、 

男性であればモテモテになりますし女性であれば 
もっと有意義なことにお金を使えるようになります。 

1年後、2年後のあなたはどうなりたいですか？ 

どういう生活を送っていきたいですか？ 



そのためには何をすればいいですか？ 

・・・・ 

ちょっとイメージしてみてください。 

あなたが求める成果を出せるように僕も 
全力でサポートさせて頂きます。 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。 

これから濃く長いお付き合いになると思いますが 
どうぞよろしくお願い致します。 

いちのせ 


