
販売本数４３１３本突破！ 

Youtube市場を完全支配する合法的なあの手法が完全リニューアル 

 

スキル無し！経験無しの超初心者でも簡単に報酬が発生！？ 

ハードルが高いと言われる【ネタ探し】【顔出し】【動画撮影】 も一切不要！？ 

話題独占！Youtube広告界の"ドン" 

 

脱ノウハウコレクター教材        【YTM∞】 

 

 

今、全世界が大注目する前例が無いほどの急成長を遂げる 

"Web動画界の王者"Youtubeの勢いに便乗し、 

完全放置でも長期安定的に報酬を発生させる仕組みを構築！ 

爆発的に稼ぐチャンスが遂にあなたの手に！ 

 

 

実は今まで数多くの "成功者" を輩出してきたのには"ある秘密"があるのです・・・。 

         

        

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

超簡単！初心者でもできる自動収益化の仕組み構築で、 

寝ている間も安定した収益を Get し続けることが可能！ 

やり方さえ知っていれば年齢・性別・住まい、 

さらにはスキル・経験すら関係無く稼ぐことが可能！ 

知ったもん勝ち、やったもん勝ちのプラチナ級非常識ノウハウ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

ここで質問です。 

 



あなたは右肩上がりの会社で働いたことはありますか？ 

==================================================================

==== 

Youtubeは全インターネット人口の約３分の１を占める１０億人のユーザーに利用され

ており、既に日本での利用者数は約５，５００万人以上となっています。 

つまり、日本人の約２人に１人が Youtubeを利用しているということになります。 

さらに Youtubeは１日４０億回もの再生回数を誇り、 

今後さらに急激に拡大していくことが確実視されている、毎年驚きのペースで成長している全

世界が注目する未知なる巨大市場なのです。 

この全世界を虜にする Youtubeに便乗して、 

先行者利益を獲得できるかがあなたの生活を大きく左右するでしょう。

==================================================================

==== 

 

※参照：JPC Movie Section「Youtube研究所」より 



 

 

もし今、世界的に右肩上がりの Youtubeに少しでも興味を持っているとしたら・・・ 

 

"あなたは３カ月後には成功者になれる可能性が十分にあります。 

くれぐれも自分自身の可能性を簡単に否定せず、自信を持ってください。 

 

たった３カ月と聞くと、あなたは「そんな短期間で成功者になれるワケがない！」と思うかもし

れません。しかし、近年目まぐるしく変化するインターネットの世界においては全く珍しいこと

ではないのです。 

 

そしてまさに今現在、 

急激に拡大するこの Youtube という巨大市場ももちろん例外ではなく、 

全く同じことが起きているのです。 

 

１日１５分からできてしまう超簡単な作業をするだけで、 

あなたは年齢・性別・住まい、さらにはスキル・経験に関係無く、 

成功者への階段を一気に駆け上がることができるでしょう。 

 

ブラック企業に勤めている時間が無いサラリーマンでも 

帰宅後の僅かな時間を使う事で本業以上の収入を手に入れたり、 

 

パソコンもろくに触ったことのない専業主婦でも 

家事や育児のスキマ時間の作業で月収１５０万円を達成したり、 

 

今まで何をやっても１円すら稼げなかった自他共に認めるノウハウコレクターでも 

倍々ゲームのように２倍、３倍と報酬が増えていくという事態が起きているのです。 

 

今後、Youtubeに便乗して長期安定的な報酬を手にしたいのなら 

絶対にこの手紙から目を背けてはいけません。 

 

これは夢物語でもフィクションでもありません・・・ 

実際に起きている非常識な現実なのです・・・ 



 

 

【想像してみてください。 

あなたはこんな夢を叶えることが 

できたらいいなと思っていませんか】 

 

 

♠「会社や嫌な人間関係から一刻も早く解放されたい」 

♠「脱サラをして自分のやりたい趣味やビジネスに全力を注ぎたい」 

♦「親の介護費や医療費を代わりに負担してあげたい」 

♠「パートと子育てを頑張る妻の仕事を辞めさせてあげたい」 

♦「今まで苦労ばかりかけてきた親に恩返しがしたい」 

♦「娘の進学予定の学区は不良が多くて危険なので私立に入れて守りたい」 

♦「子供にはいつでも満足のいく教育を受けさせたい」 

♥「いつまでも美しさを保つためにお金をかけて女磨きがしたい」 

♥「旦那の給料だけに頼らずに自ら稼いで安心を手に入れたい」 

【画像（夢が叶っている印象をつける画像）を透かして背景に入れてください。】 

 

もしあなたが少しでもこんなことを叶えたいと思うのなら、 

今日この場であなたの人生が変わり始めるかもしれないので、 

この手紙を最後まで読んでみてください。 

 

 

 

 

ここで一つあなたに知ってほしい 

お金の話をします 

 



「あなたが生まれてから社会に出るまで一体いくら教育費用がかかったでしょうか？」 

 

おそらく今、あなたは明確な数字を答えることが出来なかったのではないでしょうか？ 

 

でもそれが普通なので安心してください。 

 

実際、一体何にいくら費用がかかっているのか細かく把握できている人は世の中ほとんどい

ません・・・ 

 

では実際に、私たちが生まれてから社会に出るまでの間、どれくらい教育費用がかかってい

るのでしょうか？ 

 

下の表を見て驚愕の事実を目の当たりにしてください。 

 

(単位：万円)

 

※文部科学省「平成 29年度子どもの学習費調査」より 

 

(単位：万円) 

 

※日本政策金融公庫「平成 29年教育費負担の実態調査」教育費負担の実態調査結果 



 

 

 

見ていただいた通り、 

社会に出るまで子供１人を育てるにはこれだけの教育費用が必要なのです・・・ 

 

◇小学校(公立)→中学校（公立）→高校(公立)→私立大学(文系)・・・１２２２万円 

 

◇小学校(公立)→中学校（公立）→高校(私立)→私立大学(文系)・・・１３９８万円 

 

◇小学校(公立)→中学校（私立）→高校(私立)→私立大学(文系)・・・１６５５万円 

 

◇小学校(私立)→中学校（私立）→高校(私立)→私立大学(文系)・・・２３８４万円 

 

 

つまり、子供が社会に出るまでにかかる教育費用は 

最低でも１２２２万円は必要なのです。 

 

しかも、もしあなたが「子供にはできるだけ良い環境で勉強させてあげたい！」という気持ちが

あるとしたら・・・ 

 

教育費用は約２倍の２３８４万円にもなるのです。 

 

こう考えると本当に今まで育ててくれた親には感謝しかありません。 

 

と同時に、これから子供を作ろうとしている人は他人事ではありません。 

 

我が子が産声をあげた瞬間、１２２２～２３８４万円という 

大金を支払うことが確定するのです。 

【画像（赤ちゃん）を透かして背景に入れてください。】 

 



ちなみに、 

ここまでの例として、教育費用という部分に着目して話をしましたが、 

もちろん子供を育てる上では他にも様々な費用がかかってきます。 

 

例えば、「出産から２２年間の養育費」をザッと挙げてみると・・・ 

 

◆出産・育児費用 

◆子供の食費 

◆子供の衣料費 

◆子供の保険医療・理美容費 

◆学校外活動費 

◆学校外教育費 

◆子供のお小遣い額 

◆子供の私的所有物代 

◆仕送り代費用 

◆レジャー・旅行費 

◆お祝い行事関係費 

◆ 

 

などなど・・・ 

 

さらに細かく例をあげればキリがありませんね・・・ 

 

これらも実際に数値化してみないと一体どれくらい必要なのか想像できないと思います。 

 

上記項目の費用をまとめて算出しているので参考にしてもらえればと思います。 

 

決して絶望しないでくださいね・・・ 

 



 

参照：AIU保険「AIUの現代子育て経済考 2005」 

 

 

約１６４０万円・・・ 

 

つまり、子供１人を社会に出るまで育てるには最低でも、 

１２２２万円＋１６４０万円＝２８６２万円もかかってくるという驚愕の事実があるので

す！ 

 

あなたが教育に力を入れれば入れるほど子供にかける費用というのはどんどん膨れ上がっ

ていくので・・・・ 

 

小学校から私立に通う選択をした場合、 

２３８４万円＋１６４０万円＝４０２４万円という驚愕の金額になるのです・・・ 

 

しかもこれはあくまで想定の範囲内での話です。 



 

「いやいや、勤続年数と共に給料も上がっていくから大丈夫なはず・・・」 

 

という意見もあると思います。 

 

でも少し待ってください。 

 

まずはここ数年のサラリーマンの給料の実態は知ってください・・・ 

 

 

 

 

茹でガエルになりつつある 

サラリーマンの実態 

 

あなたは「茹でガエルの法則」をご存知でしょうか？ 

 

茹でガエルの法則とは・・・？ 

 

カエルをいきなり熱湯に入れるとその熱さに驚いて飛び出してしまいます。 

 

しかし、はじめに常温の水に入れて徐々に熱していくと、カエルはその温度の変化に慣れて

いくのです。 

 

そして、そのまま生命の危機にも気付かないまま茹で上がって死んでしまうという法則です。 

 

つまり、急激な変化に対しては誰もが危機感を持ちやすいのにも関わらず、ゆっくりとした変

化はなかなか気付くことができずに問題を放置してしまうということです。 

 

そして、気付いた時には手遅れだったり致命的なダメージを受けてしまうということです。 

 

実はこの「茹でガエルの法則」と同じことが今まさに日本のサラリーマンに起きているのです。 

 



次の表を見てください。 

 

日本のサラリーマンの平均年収を表したグラフです。 

 
※参照：年収ラボ「サラリーマンの平均年収の推移」 

 

おそらくこの表を見てゾッとしたのではないでしょうか？ 

 

ハッキリ言います。 

 

残念ですがサラリーマンに未来はありません・・・ 

 

あなたは今後、 

「給料が雀の涙ほどしか上がらない・・・」 

「仕事に忙殺されて家族との時間が奪われる・・・」といった、 

ますます劣悪な環境での労働を強いられることでしょう。 

 

しかし！ 

 



これくらいだったら正直まだマシな方です・・・ 

 

生活するためだけに働くことになりますが、なんとか最低限の生活くらいはできるでしょう。 

 

でも本当に恐ろしい話はこれからです。 

 

今からあなたに衝撃的なことをお伝えします・・・ 

 

あなたは近い将来リストラされて無職になる・・・ 

 

仕事がなくなる時代到来・・・ 

 

「まさが仕事がなくなる時代なんてくるはずない。」 

誰しもそう思うはずです。 

 

しかし、現実問題すぐ目の前までその時代が来ているのです。 

 

世界大学ランキング１位のオックスフォード大学が発表しています。 

 

"今ある約５０％の仕事は自動化されるリスクが高い"と・・・ 

つまり、あなたの仕事が消えてなくなってしまうということなのです・・・ 



 
※(註)オズボーン氏の論文『雇用の未来』の中で、コンピューターに代わられる確率の高い仕事として挙げられたものを記載 

 

つまり、今まで人間が行っていた仕事が人工知能(AI)やロボットに奪われていくのです。 

 

昔、農家では全て人の手で農作業が行われていました。 

 

しかし、今ではどうでしょうか？ 

 

 



今や農家では全自動トラクターが走り回り、人が手作業でするよりも何倍も効率的に農作業

を行うことができるようになりました。 

 

農家が機械化で淘汰されていったようにこれからも自動化の流れは幅広い職種に影響をも

たらしていきます。 

 

例えば工場はその典型的な例です。 

昔、工場では手作業でモノづくりが行われていました。 

 

しかし、機械化が進んでいる今では、 

 

工場に大きな精密機械さえ置いてしまえば無人でもひたすらモノを作り続けることができるよ

うになりました。 

 

実際に、生産の工程全てを完全自動化にする流れもいくつかの企業で進んでいます。 

 

このようにすでに人間の仕事のいくつかは機械化が進行し、消えつつあるのです。 

 

そして、間違いなくこれからの人工知能(AI)やロボットによる機械化の流れは食い止めること

ができません。 

 

なぜなら、もう既に人工知能(AI)やロボットによる機械化の波は起きてしまっているからです。 

 

台風に置き換えて考えると非常に分かりやすいのですが、 

台風が発生するタイミングは誰にも予想することが出来ません。 

 

台風が発生して初めて、その脅威を認識することができます。 

 

発生してしまった台風の進路やスピード、やってくるタイミングは予想することができるというこ

とです。 

 

これは人工知能(AI)やロボットによる機械化もこれと全く同じように考えることができます。 

 



つまり、 

 

発生してしまった人工知能(AI)やロボットによる機械化の波はいつやってくるのか予想できる

ということです。 

 

あなたはこの事実を知っていましたか・・・？ 

 

このままいくと・・・ 

 

【こんな悲惨な未来が待っているでしょう・・・】 

 

♠安月給でいつも家族に迷惑ばかりかけてしまう・・・ 

♠会社からいつクビを切られるか不安でビクビクしながら働いている・・・ 

♦休みの日はできるだけお金を使わないように家で過ごしてばかり・・・ 

♦子供に何も買ってあげられずいつも我慢ばかりさせてしまっている・・・ 

♥１円単位の節約のためにスーパーを何件もハシゴして惨めな気持ちになる・・・ 

♥ママ友とのランチもお金が無いので参加できず、いつしか仲間外れにされる・・・ 

♥育児、家事、パートとやることが多すぎて心身共に疲弊している・・・ 

 

 

恐ろしいほど悲惨な未来ですよね。 

 

しかし、今のまま何も対策も打たずに年を重ねていくと、 

このような不安や悩みと日々戦いながら不幸な毎日を過ごすことになるのです。 

 

最近、個人で起業する人や実現させたいライフスタイルを追い求める人が急増しているのも

こうした将来の見通しが立たないという背景もあるのでしょう。 

 

そして、 

 

実は、それと比例するかのようにインターネット広告や在宅ビジネスで収入を得ようとする人

が多く誕生しています。 



 

私はその働き方やライフスタイルを手に入れるための手助けをしたいと思い日々活動をおり

ます。 

 

 

申し遅れました、私バナナデスクと申します。 

 

私は現在、インターネットを活用した新しい働き方や理想のライフスタイルの実現を目指す方

をサポートするために全国を飛び回っています。 

 

活動内容としましては、セミナーや講演会を開催したり実際に教え子に直接インターネット広

告や在宅ビジネスについて指導をしています。 

 

 

 

 

 



 

 

 

私はバナナデスクというニックネームで活動しています。 

周りの皆さんからは「バナナデスクさん」や「バナナさん」と呼ばれております。 

 

では、少しだけ自己紹介をさせていただきますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バナナデスクプロフィール

 

 

私は東証一部上場企業である不動産 FC会社の"西日本トップセールスマン"という肩書きを

持ちながらも起業家として独立するため、本業との掛け持ちで 2010年 6月から副業としてイ

ンターネット広告を開始しました。 



 

ちなみにその頃は、 

元々の車好きが影響して、カードローンの枠の限界まで車にお金を使ってしまっていたため、

２０歳から増え続けた借金が２５歳の時には８００万円にまで膨らんでしまっていました。 

 

まさに借金地獄としか言いようがない状況でした。 

 

そんな中、がむしゃらに副業をすることによって 

本来、７桁越えには２、３年は掛かると言われている超後発組にも関わらず、 

僅か半年間で 100万円を超える報酬を突破しました。 

 

その後脱サラしインターネット広告を専業にすると２年で年収５０００万円を達成し、株式会社

move を立ち上げる。 

法人設立後は少人数ながらも年商１億８０００万円、年商５億と右肩上がりに売り上げを伸ば

し自身の年収も１億円を突破。 

 

現在では６社の経営に携わり、不動産・映画・太陽光など幅広く投資事業を行う。 

 

また、TBSからの取材を受けたりアイドルのプロデュースなども行っている。アイドルの

プロデュース業では ZEPP東京にて大規模イベントを開催。 

 

さらに、財界、政界との繋がりもあり多彩なビジネスを展開中。 

 

 

３年連続 infotopに表彰されました！ 

 



 

 

infotop(2014) ：売上高第２位 / 報酬獲得額第４位 

 

 

infotop（2015）：アフィリエイター販売本数第 1 位 

 



 
infotop(2016) ：アフィリエイター獲得報酬額第２位 

 

 

 

実際に教え子も私と同じように早い段階で爆発的な報酬を稼ぐ事に成功し、 

すでに多くの 7桁越えの優秀な人材を輩出することに成功。 

 

私自身も今もなお、現役でインターネット広告事業を展開する傍ら、 

インターネット広告や在宅ビジネス教材の販売者、業界の隠れた成功請負人として現在も暗

躍中。 

 

 

実践者の声 

==================================================================

==== 

全く成果なしだった副業サラリーマンでも 

始めて初月から５万円超えの報酬が発生！ 

==================================================================

==== 



いっちーさん 

 

私は、単身赴任歴１０年以上の４０代サラリーマンです。 

  

  

 実家の家族（妻 1人、子供 3人）に会うため、必死に食費を削り、 

 飲み会を断り続けていた毎日。。 

  

  

 そんな生活に疑問を持つのは当たり前で、 

 いつもお金が欲しいとつぶやいていました。 

  

  

 本屋やインターネットで、副業で稼ぐ方法を探しまくり、 

 そしてアフィリエイトというものを始めて知りました。 

  

  

 そしてその中から、Youtubeアフィリエイトを選んだのですが、 

 その理由は３つありました。 

  

  

 ①Youtubeは見たことがあったこと 

  （Twitter,LINE等の SNSは苦手で使うことがあまりなかった） 

  

  

 ②始める時に面倒くさくなさそうだったこと 

  

  

 ③お金がかからない 

  



  

 特に③の「お金がかからない」、 

 ここが私にとって一番の魅力でした。 

  

  

 しかし早速始めようとしたところで、 

 まずどうしたらいいのか分からない。。？？ 

  

  

 仕方なく調べているうちに、だんだん深みにはまり、 

 長時間ネットサーフィンをしていました。 

  

 そして何もしてないのに、したつもりになっていました。 

  

  

 簡単に稼げると思っていたので、全く見当違いで 

 選択を誤ったと感じました。 

  

  

 そして、本業の忙しさもあり、次第に熱も冷めて、 

 気が付くとあっという間に１年半が経っていました。 

  

  

 しばらくして、本業が落ち着いたころに、 

 また波がやってきました。 

  

  

 家族になかなか会えず、四苦八苦して働いても 

 成果を認められず、昇格昇進もない。。 

  

  

 いったい何やってるんだろう？？ 

  

  

 そんな思いで、また副業を探していた時に、 

 バナナデスクさんの Youtube教材に出会いました。 



  

  

 一念発起、もう一度 Youtubeで稼ぐことにチャレンジしてみよう！ 

 と教材を購入。 

  

  

 そして、ノウハウ通りに実践していくと。。 

  

  

 なんと初月で報酬が 50,000円を超え！ 

  

 さらに、3か月後には約 6倍近くの報酬を得ることができたんです！！ 

  

  

 その時の報酬の推移を見てください。 

 

 
  

 

 3月、4月にはほとんど報酬がなかったのに、 

 5月からの 3か月で、一気に報酬が伸びています。 

  

  

 私は、報酬が全く出なくて、”Youtubeで稼ぐ”ことを 

 一度はあきらめました。 

  

  



 稼ぐという事は、簡単ではありません。 

 思っている以上に、楽には稼げないんです。 

  

  

 しかし、正しいノウハウを知り、そしてその通りにきちんと 

 やり続けると、おのずと稼ぐことができます。 

  

  

 私の失敗の原因は、正しいノウハウを知らないままに 

 ”Youtubeで稼ぐ”ということを始めたことです。 

  

 ただ闇雲にやっても稼ぐことはできないんです。 

  

  

 そして、もう一つ失敗の原因があります。 

 それは同じ目標を持つ仲間の存在がなかったことです。 

  

  

 フォーラムを活用し、お互いに情報交換することにより 

 問題を解決することができます。 

  

 また、自分だけでなく皆同じような悩みを抱えていて、 

 「１人ではないんだ」思えて、精神的に救われました。 

  

  

 サポートも回答までのレスポンスが良く、より早く問題を 

 解決できたのもとても助かりました。 

  

  

 報酬を伸ばすことができ、家族とすごす大事な時間が増え、 

 さらには同じ目標をもつ仲間もできました。 

  

  

 このコンテンツを提供していただいたバナナデスクさんには 

 とても感謝しています。 

  



 本当にありがとうございます。 

  

  

 私と同じように、副業で稼ぎたいという人は 

 あまり時間に余裕はないと思います。 

  

 しかし、短い時間の中でも稼ぐことは出来ます。 

 副業で稼ぎたいという方に、特にオススメです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================================

==== 

 

他の副業を色々試して挫折した私でも稼げました！！ 

 



==================================================================

==== 

 

 

 

【個人プロフィール】 

名前：ニッシー 

年齢：33 

職業：自営業 

PC：Mac 

前職：Webデザイナー 

 

【ダメだった頃の自分】 

やっても長続きしない。 

ちょっと報酬が上がると何故かやめてしまう自分・・ 

 

 

【Youtube との出会い】 

教材を購入する前から Youtuberが騒がれだして、 

気にはなっていました。 

 

ですが、顔出ししないといけないのかと思ってて 

これは無理だな～と単純に思っていました。 



 

 

ですがやはり気になって、Youtubeで稼ぐと 

検索したら、顔出し一切無しで稼げるというものが・・ 

 

もともと興味もあったので、教材を購入しました。 

 

 

 
 

それからコツコツと実践していたら、 

２０万を上回ることができました！！ 

以前からすると夢のようです。 

 

 

【Youtube を実践してこう変わった！】 

いろいろやっては稼げなかった自分が、 

Youtube をやりだしてからは稼げるようになりました！ 

 

教材の質にもよると思いますが、 

自分に合った教材だなと感じます。 

 

心にも余裕が出てきた感じがします。 

 

 

【ノウハウやバナナさんへの気持ち】 

稼げてない方への愛情を感じます笑 

 

教材価格もそこまで高くなく、サポートもしっかりしている！ 



 

 

売って終わりではなく買ってから稼いでもらうまで 

面倒を見るという熱意が感じられます。 

 

 

珍しい販売者様だなと思います。 

 

バナナさんを信じれば間違いないです！ 

 

ノウハウを販売していただいて感謝です！！ 

今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

【こんな人にオススメです！】 

稼ぎたいけれど、 

他の教材ではなかなか稼げてないそんなあなた！に 

オススメです。 

 

 

継続すれば必ず稼げる教材だと思います。 

 

一度身に付けてしまえば、他でも応用ができる、 

そんな素晴らしい教材です。 

 

仕事にも使える要素がたくさん入ってると思います。 

 

 

 



==================================================================

==== 

４児ママ専業主婦が隙間時間で月１５０万円を達成！他

の副業を色々試して挫折した私でも稼げました！！ 

 

==================================================================

==== 

 

あんみつさん 

 

・年齢 ３０代 

・職業 専業主婦 

・家庭観環境等 旦那と４人の子供と義父母の８人家族です。 

結婚を機に専業主婦になり、以来、家事と子育てに追われる日々を送っています。 

 

・個人スキル(PCスキル)について 

パソコンで色々と検索したり閲覧したりするのが好きなので、操作に関しては人並み程度のス

キルはありますが、htmlなどの難しい専門用語はさっぱりです。 

 

ネットで稼ぐことに憧れがれて、長い間、ブログアフィリ、携帯アフィリ、せどり、転売など、

色々なものに取り組んできましたが、文章が書けない、十分な作業時間が捻出出来ない、難

易度が高いという理由から、「ネットで稼ぐ」なんて結局私のような普通の主婦には無理なん

だと諦めかけていました。 



 

そんなときに出会ったのが、記事を書かなくても稼げるという『Youtube』ビジネスです。 

 

特に記事作成が苦手だった私は、これなら私にも出来るんじゃないかと、期待を膨らませて

真剣に取り組むようになりました。 

 

結果、一日５分程度の作業で、日給５万円を稼げるまでになりました。 

 

その証拠の画像です。 

 

 

 

 

 

 

数々のネットビジネスに挫折して、やっぱり何のとりえもない主婦にはパート勤めしかないん

だと諦めかけていた私ですが、 

今では複数の外注さんを雇い、１日５分程度のＵＰ作業だけで、 

毎日汗水をたらして家族の為に一生懸命働いてくれる旦那のお給料以上の額をＰＣ１台で稼

ぐことが出来るようになりました。 

 

しかも、昨年の夏にチャンネルを立ち上げてまだ僅か７か月です。 

 

Youtubeに出会わなければ、私がネットビジネスで稼げることはまずなかったと思います。 

 

初心者同然の私でも楽に取り組むことのできる Youtube ノウハウを提供して下さったバナナ

デスクさんには本当に感謝しかありません。 



 

ちなみに、旦那は誰もが知っている大手の上場企業に勤めているので、お給料は決して少な

くはないと思います。 

おそらく平均収入以上は頂いているのではないでしょうか。 

 

ただ、子供が４人もいると、生活費もそれなりにかかりますし、 

なりより習い事が予想以上に高額で、家計に余裕はなく、常に節約生活を余儀なくされていま

した。 

 

それでも、まだ子供達が小さいので、なんとかやりくりは出来ていましたが、 

今後、子供達が高校、大学と進学する事になった時、金銭的にかなりきつい状態になるのは

目に見えているので、お金の心配は常に付きまとっていました。 

 

もし、半年前に Youtube を実践していなかったら、今頃はおそらくネットビジネスを諦めてい

たでしょう。 

 

毎日数時間、時給 800円程度のパートに出かけ，子供の教育費や、親の介護費、そして、自

分たちの老後資金の為に、 

買いたいものも我慢して、せっせと節約する生活を生涯送っていたような気がします。 

 

そんな生活が現実になっていたらと思うと、本当にぞっとします。 

 

繰り返しになりますが、ノウハウコレクターだったなんの取り柄もない普通の専業主婦が月収

150万という結果を出す事が出来たのも、 

全てバナナデスクさんの Youtube ノウハウを学ばせて頂いたおかげです。本当にありがとう

ございました。 

 

子供が小さくて外に働きに出られない主婦の方はもちろん、日々のパート勤めに疲れた方、

ネットビジネスに取り組みたいけど、何から始めていいのか分からない方、 

そして、私のようにブログアフィリ、転売、せどりと何をやっても結果が出せなかったノウハウ

コレクターの方には特に勇気を出して挑戦して頂きたいと思っています。 

 



 
ノウハウ通り素直に実践すれば、お小遣い程度なら短期間で１人でも十分に稼ぐ事が出来ま

すし、 

私のように外注化を取り入れることができれば、ビジネスとして大きく稼ぐことも可能です。 

 

私のレビューを読んだ方の誰か１人でも、今の自分の経済状態を素直に見つめ直し、 

悔いの残らない人生を送っていただければ幸いです。 



 

人生は１度きりです。生活が大変な時こそ、 

自分のビジョンをしっかり描いてその夢を実現する為に、努力する道を選択してください。 

 

いつか、ビジネス仲間としてお会いできる日を楽しみにしています。 

 

 

 

==================================================================

==== 

 

"まだ内職で時間と体力を切り売りしているの？" 

 

初心者でも圧倒的に成果が出せる 

今一番オススメの在宅ビジネスとは？ 

 

「まだ内職で時間と体力の切り売りをしているのですか？」 

 

副業を実践している方や主婦の方が収入を得ようと、 

内職をしているという話をよく聞きますが私は不思議で仕方がありません。 

 

多くの方が「自宅にいたまま働きたい、稼ぎたい！」と内職を始めて、 

少ないお金をコツコツ貯めていますが・・・ 

 

なぜ、時給換算で数百円のビジネスをいつまでもしているのでしょうか？ 

 

その仕事が本当にやりがいがあって誇りに思えるものなら私は大賛成です。 

 

しかし、 

 

ただ生活費を稼ぐためや、お小遣い稼ぎのために仕方なく、嫌々しているのなら、 

今すぐ辞めた方がいい・・・ 



 

今の世の中、在宅で行えるビジネスはたくさん出てきました。 

 

アクセサリー制作、シール貼り、データ入力、文字起こし、ライター、アンケート回答・・・など 

 

在宅ビジネスはどれも自宅にいたまま実践可能なビジネスなので、 

仕事から帰宅した後や家事・育児の合間に出来る仕事としてとても人気があります。 

 

さらに、仕事内容自体も簡単なものが多く、 

初心者さんでも簡単に実践することができるのが特徴の１つです。 

 

しかし、自宅にいたままで簡単にビジネスを始めることはできますが、 

ハッキリ言って、先ほど挙げた在宅ビジネスに時間を浪費することは 

私は絶対にオススメしません！ 

 

では、なぜオススメしないのか？ 

 

その理由は時間の無駄だからです。 

 

もはやこれらの在宅ビジネスは言ってしまえば時間と体力の切り売りなので

す。 

 

◆１００個の商品にシールを淡々と貼り続けても単価０．５円・・・ 

◆ポケットティッシュに広告をひたすら入れるという地味な作業が単価１円・・・ 

◆１，０００文字も書いた記事の報酬がたったの１００円・・・ 

◆アンケートでどんなに真剣に回答しても１件あたり数十円・・・ 

◆６０分の音声の文字起こしをミスなく丁寧にしても時給換算で２００円相当・・・ 

【画像（部屋でくらいイメージ）を透かして背景に入れてください。】 

 

せいぜい時給換算で数百円、下手すれば数十円のためにあなたの貴重な時間を大量浪費

するのは本当にもったいないです。 

 

あなたはそんな価値の低い間では人ないはずです！ 



 

 

あなたにこれから大事なことをお伝えします。 

 

先ほどの在宅ビジネスをしていたら・・・ 

いくらあなたが真剣に頑張ったとしても報われることはありません・・・ 

 

そのような、努力がいつまでも報われないビジネスが多い中、 

初心者でも実践可能で圧倒的に稼ぎやすい今一番オススメの在宅ビジネスがあります。 

 

それがインターネット広告なのです。 

 

このようにインターネット広告市場はこれまでに無いほどの盛り上がりを見せています。 

 

ハッキリ言います。 

 

初心者がこれから実践するならインターネットを活用したビジネス以外は考えられません。 

 

それくらい今インターネット広告市場はアツい状態なのです。 



 
出典：株式会社電通調べ 

 

このようにインターネット広告を活用したビジネスは無限の可能性を秘めているのです。 

 

しかも、数ある事業の中でもこのビジネスは最高レベルのビジネスだと言われているの

です。 

 

 

インターネット広告が 

最高レベルのビジネスと言われる理由 

 

なぜ数あるビジネスの中でインターネット広告が最高レベルのビジネスだと言われるのでしょ

うか？ 

 

その理由は・・・ 



 

ビジネスモデルにあります！ 

 

あなたは初心者がビジネスで成功する為に重要な４つのポイントをご存知ですか？ 

 

元ライブドア社長の堀江貴文氏が提唱している"ビジネスの４原則"ありますが、 

 

それは・・・ 

 

①小資本でも始められる 

 

②在庫を持たない 

 

③利益率が高い 

 

④毎月の定額収入 

【画像（ビジネス）を透かして背景に入れてください。】 

この４つのポイントに当てはまるビジネスを初心者は真っ先に実践するべきだと言われていま

す。 

 

では、なぜ４つのポイントに当てはまるビジネスを実践していくべきなのでしょうか？ 

 

その理由は初心者が"圧倒的に成功しやすい"からなのです。 

 

「ビジネスの４原則」に沿ったビジネスを実践すれば、 

初心者であったとしても、普通では考えられない程、最小限のリスクのまま成功することが可

能なのです。 

 

つまり、初心者さんでも簡単に参入できる稼ぎやすいビジネスモデルなのです。 

 

では、最高レベルのビジネスと言われるインターネット広告はどうでしょうか？ 



「ビジネスの４原則」に沿って１つずつ解説をしていくと・・・ 

 

①小資本でも始められる 

そもそもインターネット広告というビジネスにおいて初期投資が必要なものはありません。 

Youtubeチャンネルを開設する必要がありますが１円もかからないので安心してください。 

 

あえて挙げるとするならば、パソコンの代金やインターネット回線くらいでしょうか？ 

今の時代、１人１台パソコンを持っていますし、インターネット回線も既に契約済みの方が多

いのではないでしょうか？ 

 

ですので、初期投資はどう考えても０円で済んでしまいます。 

 

②在庫を持たない 

インターネット広告は様々な商品を紹介することで成果報酬をもらうビジネスですから在庫は

一切持つ必要がありません。 

ですので、売れ残りのリスクが０という普通では考えられないビジネスなのです。 

 

ちなみに月にどれだけ大量の商品が売れたとしても、 

商品売買における在庫管理や梱包作業、発送手続きなど誰もが面倒に感じる作業が一切不

要で手間がかからないこともポイントの１つです。 

 

③利益率が高い 

ビジネスにおいての「売上－原価＝粗利益」という常識すらも覆してしまうのが 

インターネット広告の魅力の一つです。 

 

そもそもインターネット広告のビジネスでは原価とう概念が存在しないので、 

売上全てが粗利益になるのです。 

 

④毎月の定額収入 

私の Youtube ノウハウは資産をどんどん構築していくことが可能なビジネスモデルなので

す。 

つまり、習得したスキルによって、人が集まるようになってきたら自然と収益は安定していくと

いうことです。 

そのあとは、特に何もしなくても継続的に報酬が見込めるので、 

不労所得として収入を得ることが可能です。 



 

このようにインターネット広告は 

「ビジネスの４原則」を全て満たした最高レベルのビジネスと言えるのです。 

 

なので、 

・これから独立や起業をしていきたい、 

・本業とは別に新たな収入源を確保していきたい 

 

と考えている人にとってはこの上ない超安全なビジネスモデルなのです。 

なので、これからビジネスや副業をしていくのならインターネット広告を活用したビジネス

を始められることを強くオススメします。 

 

つまり、今あなたにピッタリのビジネスというのは、 

Youtubeビジネスということなのです。 

 

実際に、Youtubeの市場規模は年々増加している傾向にあり、 

市場規模に比例して成功者も続々と誕生しているのが現状です。 

 

 



 

※参照：JPC Movie Section「Youtube研究所」より 

 

 

 

Youtube を今一番オススメする５つの理由 

 

１■Youtube市場は今もなお急激に拡大しており、今後さらに稼ぎやす

い市場に！ 

現在 Youtube市場は毎年驚きのペースで拡大しておりその勢いは未だ衰えることがありま

せん。 

 

むしろこれからさらに市場が拡大していくでしょう。 

 



このように成長している市場に一早く参入した者が過去、驚くほど簡単に成功者にな

っている事実を見逃してはいけません。 

 

つまり、Youtubeは今他のどのビジネスよりも圧倒的に稼ぎやすいということなので

す。 

 

また、Google副社長 兼 Youtubeグローバルヘッドのロバート・キンコー氏が 

「ネット上のトラフィックの９０％以上がオンラインビデオになるだろう。」と明言していることをあ

なた知っていましたか？ 

 

 

つまり、これからも Youtubeは着実に大きな成長を遂げる媒体であり、 

今後、Youtubeスキルの需要はどんどん高まっていくということが確実視されているのです。 

 

 

２■超ローリスクでチャレンジできる 



Youtube ビジネスは超ローリスクでチャレンジできるので初心者さんでもチャレンジすること

ができます。 

大抵のビジネスは初期投資が必要であったり、実践している段階で損失の恐れがあるものが

ほとんどです。 

一方、Youtubeは初期投資０円からスタートできますし、実践途中で損失を出してしまう可能

性も無いと言えるでしょう。 

これほどまでに安全なビジネスは他を探しても見つからないでしょう。 

 

また、Youtubeのイメージとして人気ユーチューバーのように顔出しをしなければ稼げないと

思い込んでいる人も多いと思いますが安心してください。 

 

顔出しは一切不要です。 

 

もちろん、顔出しをしていくのもアリですが、私の教え子の９割以上が一度も顔出しをすること

なく莫大な報酬を手に入れています。 

 

 

３■初日からたったの１つの動画投稿で報酬が発生するケースもあります 

Youtubeは作業を開始したその日から報酬が発生することも珍しくありません。 

そして Youtube ビジネスの特徴として、労力に見合わない報酬が発生するというポ

イントも見逃せません。 

隙間時間に片手間で投稿した動画が高額報酬を生み出すケースも珍しくありません。 

 

以下のグラフを見てください。 

これは実際にたった１日で１２万円以上生み出した報酬画像です。 

 



 

 

４■最速で不労所得の構築が可能 

Youtubeは最速で不労所得の構築を行うことが可能です。 

自分がアップした動画は Youtube上に存在する限り無期限にあなたに報酬をもたらしてくれ

るでしょう。 

仮にあなたが全く働けない期間があったとしてもあなたの口座にはいつも通り安定した報酬

が振り込まれる事になるでしょう。 

 

一般的に不労所得を得ようとすると初期投資が間違いなく必要になるのですが、 

Youtubeはその常識を覆す次世代型の夢のようなビジネスなのです。 

 

５■他のビジネスに応用が効くので将来性抜群 

Youtube ビジネスはただ稼ぐための手段ではないということを忘れないでください。 

Youtubeで稼ぐ事ができるようになると、Youtubeの動画を使って様々なビジネスに展開して

いくことが可能になります。 

 

Youtubeのノウハウをマスターしてしまえば、 

私のように Youtubeのスキルを使ってアイドルをプロデュースをすることだって出来るので

す。 

他にも、自営業の店舗、飲食店、美容室、トレーニングジム、エステサロン、学習塾、英会話

教室、ダンス教室、ウォーキング教室、ヨガ教室など。 

 

つまり、自分がやってみたいビジネスや趣味と絡めて新たな可能性を切り開くことが簡単に出

来るようになるのも大きなポイントです。 



 

ではそもそも Youtube自体、初心者さんでも実践可能なものなのでしょうか？ 

 

 

ユーチューバー驚愕！？ 

 

完全プライバシープロテクト 

顔出し・声出し一切不要で成功者続出中！ 

 

まずはじめに、お伝えします。 

 

Youtubeで稼ぐのに顔出し・声出しは一切不要です。 

 

世の中の大半の人は Youtubeで稼ぐことができるのは顔出ししているユーチューバーだけ

だと思っています。 

 

でも実はそれ、大間違いです。 

 

Youtubeで稼いでいるのはなにもユーチューバーだけではありません。 

 

彼らのように顔出し・声出しのリスクを冒さずとも 

莫大な報酬を稼ぎだすことは可能です。 

 

現に私の教え子は個人情報を一切明かすことなく、 

自分のプライバシーを完璧に守りつつ莫大な報酬を発生させています。 

 

「本当にそんなことができるの？」 

 

そう思った方はこの後もぜひ読み進めていってください。 

 

知っている人だけが勝てる・・・ 



 

そして、 

 

実践した人だけが爆発的に稼ぐことが可能な・・・ 

 

非常識なノウハウがあるのです。 

 

顔出し・声出しをすることによって、 

・友人や知人にバレるのが恥ずかしい・・・ 

・世間に自分をさらけ出すのが恐い・・・ 

・プライバシーが守られているか心配・・・ 

 

今までそんな悩みを抱えて Youtube を実践できなかった人に 

まさにぴったりのノウハウなのです。 

 

【再生回数 UPで収益 UP！ 

 

動画のクオリティは関係ない！】 

 

Youtubeで収益を上げるためには再生回数を増やす必要があります。 

 

つまり、多くの人に見てもらえればもらえるほど収益が発生していきます。 

 

では、今から対照的な２つの動画を見て頂きます。 

 

まず初めにこちらをご覧ください。 

(動画をご覧になりたい方は画像下のリンクで視聴可能です) 

 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F_81UB_da9E 

 

こちらは非常にクオリティーが高く洗練された動画ですが、 

再生回数を見てください・・・ 

 

なんと、数万再生もされていないのです！ 

 

それではこれを踏まえて、 

こちらをご覧ください。 

(動画をご覧になりたい方は画像下のリンクで視聴可能です) 

 

【クオリティ低いが再生回数多い動画】 



 
https://www.youtube.com/watch?v=jx2qxeBwvgQ 

 

 

 

 

 

こちらはスマホで撮影しただけの誰でも作れる動画ですが、 

再生回数を見てください・・・ 

 

なんと驚きの３６０万回越えなのです！ 

 

つまり、 

https://www.youtube.com/watch?v=jx2qxeBwvgQ


再生回数を伸ばすのに動画のクオリティーは 

一切関係無いということです。 

 

クオリティの低い動画でも莫大な収益を発生させる資産にすることは可能なのです。 

 

【申し訳ございません！ 

私はあなたを怠け者にしてしまうかもしれない・・・】 

 

これは全くもって大袈裟に言っているのではありません。 

 

あまりにもノウハウ自体が簡単すぎて思わず口にしてしまうほどだったのです。 

 

実際、こんなにも簡単に莫大な報酬を稼いでしまって、 

怠け者にならない方がおかしいと言えるでしょう。 

 

あなたはまだ信じられないと思うかもしれませんがこれが現実なのです・・・ 

 

ノウハウの全貌を知った瞬間、 

あなたはあまりの簡単さに目を疑ってしまうはずです。 

 

そして・・・ 

 

怠け者になってしまう自分を 

鮮明にイメージしてしまうはずです・・・ 

 

それではノウハウの全貌を少しずつ紐解いていきます。 

 

これからあなたは非常識ともいえる手法に 

度肝を抜かれると共に、YTM∞の虜になっていくでしょう・・・ 

 

 

 



【ネタ探し・撮影機材一式不要！ 

 

マウスとキーボードをカチカチするだけで作業完結！？】 

 

「動画を作成する人間がネタ選定も撮影機材も無しに何が作れるの？」 

 

きっとあなたはそう心から思ったはずです。 

 

これからあなたは今まで知らなかった 

Youtubeの黄金の法則を知ることになります・・・ 

 

 

先にお伝えしますが、 

あなたはこれから部屋でひっそりと誰にもバレずに莫大な報酬を発生させることができる

ようになるでしょう。 

 

わざわざユーチューバーとして個人情報を明かさずとも爆発的に稼ぐことが可能なのです。 

 

一度この黄金の法則とも言えるノウハウを知ってしまうと、 

あなたはもう後戻りできなくなってしまいます・・・ 

 

なぜなら、 

あまりにも簡単すぎるからです。 

 

楽して稼ぐことに抵抗があるのなら 

ここでページを閉じていただいても結構です。 

 

そして 

これからも血のにじむような努力を重ねて 

頑張って働いてください！ 

 



反対に、 

「とにかく今すぐ稼ぎたいんだ！」というような人には、 

ものすごくぴったりの内容ですので 

どうぞ期待して読み進めてください。 

 

そのノウハウとは Youtubeに動画を投稿するのにも関わらず、 

ネタ探し・撮影機材が一切不要という非常識な内容となっています。 

 

ちなみに、 

今この手紙を読んでいる時点で、 

あなたは YTM∞で莫大な報酬を獲得できるチャンスがあるのです！ 

 

あなたはこのページに辿り着くまでに 

文字入力とクリックという作業を 

最低でも１回はしたはずです。 

 

実は、Youtubeで爆発的に稼ぐために必要な作業というのが、 

まさに数分前あなたがしていた文字入力とクリック・・・ 

 

たったそれだけなのです。 

 

つまり、 

 

恐ろしいことにどんなにヒドイ機械音痴の方でも 

YTM∞のノウハウさえ手に入れてしまえば 

たちまち稼げてしまっているのです・・・ 

 

非常に残酷なのですが・・・ 

 

超真面目な人が何年もかけて必死に努力して培ってきた、 

スキルや経験が全くと言っていいほど何の役にも立たたないのです・・・ 

 

それくらい簡単かつ爆発的に稼ぐための 



作業量と報酬が比例しないノウハウになってしまいました・・・ 

 

 

 

Youtubeビジネスの代表的なキャッシュポイントとは？ 

 

Youtube ビジネスで収入を得るための代表的なキャッシュポイントについてお伝えします。 

 

そもそも「キャッシュポイント」とは収益が発生する場所のことです。 

 

そして、この Youtubeのキャッシュポイントとは・・・ 

 

「アドセンス収入」というものです。 

 

これは広告収入の事を指します。(通称 Googleアドセンス) 

 

あなたは今まで Youtube動画の下にこういった広告バナーや動画が始まる前に CMが最近

頻繁に流れているのを見たことがあるでしょうか？ 

 



 

 

実はこの Googleアドセンスというのものは、Youtubeに動画をアップすれば、 

初心者さんでも簡単に Googleアドセンス広告を表示させ収入を得ることが可能になります。 

 

つまり、あなたは Youtubeに動画をアップし、アドセンス広告の設定をしておくだけで、 

自動で広告収入を得る仕組みを構築できるのです。 

 

では、実際に私たちは誰からその広告収入を受け取るのでしょうか？ 

 

それは誰もが知っている世界的超一流企業なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

超一流企業の Google と 

個人契約をして時間・場所に捉われない 

新しい働き方ができる時代に！ 

 

あなたはこれから超一流企業であるGoogle と個人契約を結び、ビジネスパー

トナーとして収入を得ることが可能になります。 

 

つまり、毎月あなたの口座に入金してくれるのは、 

超一流企業の Googleだということです。 

 

アドセンス広告で得た報酬は Googleから支払われるのです。 

 

実際に Googleから入金された通帳の画像がこちらです。 

 



 

 

「まさか自分が Google と個人契約を結べるなんて・・・」 

正直あまりのスケールの大きさに多少驚いているかもしれません。 

 

しかし、 

今の時代、やり方さえ知っていれば簡単に個人でビジネスをスタートできる時代になっている

のです。 

 

このように超一流企業の Google と個人契約ができたり、 

時間・場所に捉われない最先端の働き方が出来るのもこの Youtubeならではの魅力です。 

 

今までは、特別なスキルがなければ個人でビジネスをスタートさせることはとてもハードルが

高いことでした。 

 

それが今では特別なスキルが無くても、 

当たり前のように個人で爆発的な収入を得ることが可能な時代になっているのです。 

 

あなたがこの Youtube を使って稼ぐことは実はものすごく簡単なことだったのです・・・ 

脱ノウハウコレクター教材 



【YTM∞】 

脱ノウハウコレクター教材の YTM∞は、 

ネット上で学べるオンライン教材となっており、 

全くの初心者の方でも Youtubeチャンネルを運営できるようになり、 

収益を生み出す動画を作りだすことが出来るようにカリキュラムが組まれています。 

 

ネタ探し・顔出し・声出し不要で、 

さらには、経験やスキルも一切不要にも関わらず 

他のどんなビジネスよりはるかにリスクが極めて少なく、 

驚くべきスピードで報酬を発生させる方法です。 

 

初心者の方でも安心して実践できるよう 

一から動画と図解マニュアルでお教えしていきます！ 

 

●準備編 

動画を倍速で見る方法 

報酬発生の仕組み 

効率的な学習方法 

実践する前の準備 

収益化について 

報酬の確認方法 

●序章 

YTM∞マインド編 

●第 1章：YouTubeで長期安定資産を作るために 

・著作権とは？ 

・著作権が存在する理由は？ 

・著作権で保護される対象とは？ 

・文化的な創作物に含まれるものとは？ 

・著作物を自由に使えるケースとは？ 

・引用を活用できるケースとは？ 

・時事問題の転載として、テレビが行っている例とは？ 



・政治上の演説で利用できるものとは？ 

・商品紹介画像は使用していいのか？ 

・YouTubeチャンネル運営方法とは？ 

・動画コンテンツの扱い方とは？ 

・メタデータの扱い方とは？ 

・動画を長期安定資産にしていくための方法とは？ 

●第 2章：YouTubeマーケティングの基礎 

2-1 YouTubeの主なトラフィックについて 

・主な 6つのトラフィックとは？ 

・検索エンジンとは？ 

・検索エンジン上位化に必要なキーワード対策とは？ 

・Youtubeサジェストとは？ 

・youtubeサジェスト上位化に必要な対策とは？ 

・関連動画とは？ 

・関連動画に表示させる為に必要な対策とは？ 

・自己媒体からの誘導とは？ 

・自己 youtube媒体からの誘導とは？ 

・外的要因とは？ 

・バイラルされる為に必要な事とは？ 

・youtube広告を利用した集客方法とは？ 

2-2 YouTubeで成功するには？ 

・人の関心を扱う事が重要な理由とは？ 

・再生数が伸びる動画の特徴とは？ 

・youtubeで稼ぐ答えはどこになるのか？ 

・人の関心の賞味期限とは？ 

・トレンドをチェックする為のツールとは？ 

・長期トレンドとは？ 

・短期トレンドとは？ 

・長期トレンドのメリットとは？ 

・長期トレンドのデメリットとは？ 

・短期トレンドのメリットとは？ 

・短期トレンドのデメリットとは？ 

・チャンネル活性化に利用するのは？ 

・基本的なリサーチに必要な 3つのこととは？ 

2-3 特化の種類について 



・特化の種類にはどんなものがあるのか？ 

・特化におすすめな 2つとは？ 

・報道型とは？ 

・ファン型とは？ 

・ネタ型とは？ 

・トレンドを扱う理由とは？ 

・レビュー型とは？ 

・レビューをやる際の注意点とは？ 

・ユーチューバー型とは？ 

・ユーチューバー型に必要なのは？ 

2-4 YouTubeで人気チャンネルを作るには 

・人気チャンネルに必要なのは？ 

・自分本位ではいけない理由とは？ 

・稼ぐ為の情報はどこにあるのか？ 

・ごちゃまぜではダメな理由とは？ 

・視聴者意地率を伸ばす事がおすすめな理由とは？ 

・ユーザー視点で考える理由とは？ 

・モデリングが重要な理由とは？ 

・成功事例のどんな部分を見たら良いのか？ 

・泥臭い事をする理由とは？ 

2-5 ネタ収集について 

・ネタはどんなところで収集出来るか？ 

・yahooニュース、リアルタイム、google トレンドの活用方法とは？ 

・キュレーションサイトの活用方法とは？ 

・youtubeの活用方法とは？ 

・モデリングチャンネルを真似るとは？ 

・その他媒体、TV、雑誌等の活用方法とは？ 

・ネタ収集はどこがおすすめなのか？ 

・トレンドかどうかを見極める要素とは？ 

●第 3章：YouTubeSEOについて 

3-1 YouTube SEO（思考編） 

・youtube動画が再生される 3つの導線とは？ 

・大きく稼ぐチャンネルの導線とは？ 

・動画パワーとは？ 

・パワーが上がることのメリットとは？ 



・関連動画に表示されやすい動画とは？ 

・長期トレンドを狙う理由とは？ 

・チャンネルパワーとは？ 

・雪だるま式に再生が伸びるとは？ 

・チャンネル登録者が増える事のメリットとは？ 

・動画パワー、チャンネルパワーがつくメリットとは？ 

・youtubeSEOの考え方とまとめとは？ 

・よくある間違いとは？ 

3-2 YouTube SEO（テクニック編） 

・ユーザ目線でのネタ選定に必要な要素とは？ 

・需要のあるものを扱う理由とは？ 

・雑になってはいけない理由とは？ 

・ユーザ目線での動画タイトルとは？ 

・どのようにタイトル付けをしたらいいのか？ 

・導線によってどのようにタイトル付けをするべきか？ 

・タグ設定とは？ 

・直感的にクリッくしたくなるサムネイルとは？ 

・サムネイルを見やすくする理由とは？ 

・動画下の説明文の対策方法とは？ 

・説明欄の URLがクリックされるメリットとは？ 

・動画 1に対する 1再生リストを作成する理由とは？ 

・動画サテライト戦略とはどのようなものか？ 

・サテライト戦略の選定基準とは？ 

・自分の動画を分析する理由とは？ 

・分析項目とは？ 

・スマホでチェックする理由とは？ 

●第 4章：報道型特化の攻略 

4-1 報道型特化（思考編） 

・報道型とはどんなチャンネルか？ 

・チャンネルコンセプトを意識する理由とは？ 

・時事ネタばかりを狙ってはいけない理由とは？ 

・短期トレンドを扱う理由とは？ 

・より良い動画を作る理由とは？ 

・質ではなく数を重視する理由とは？ 

・youtubeではどのような報道チャンネルが出来るのか？ 



・コンセプトが重要な理由とは？ 

・ビジネスの成功法則とは？週間文春、フライデーが人気の理由とは？ 

・報道チャンネルで長期ネタを扱う理由とは？ 

・土台を作る理由とは？ 

4-2 報道型特化（テクニック編） 

・報道型のネタはどのように探したら良いのか？ 

・長期トレンドとはどういったものなのか？ 

・短期トレンド特有のキーワードとは？ 

・エクセルにまとめる理由とは？ 

・チャンネルが伸びてきたらどのような動画を作るといいのか？ 

●第 5章：人物特化の攻略 

5-1 人物（ファン）型特化（思考編） 

・ファン型特化とは？ 

・ファン型が超規定な 

・2.3 ヶ月再生が集まりにくい原因とは？ 

・文字ソースの動画を扱うメリットとは？ 

・濃いファンを作る理由とは？ 

・ファンを演じる事の重要性とは？ 

・複数のチャンネルを所持する理由とは？ 

・具体的なファンの視点とは？ 

・ファンを集めるメリットとは？ 

・1日 1動画をあっぷする理由とは？ 

・自分がファンになる事の重要性 

・フリーの BGMを重ねる理由とは？ 

・長期安定的な資産構築方法とは？ 

・ドラマ、アニメ、映画、歌などにういえ 

 

・文字ソース動画を扱うメリットとは？ 

5-2 人物（ファン）型特化（テクニック編） 

・ファン型チャンネル運営の流れとは？ 

・検索スキルが重要な理由とは？ 

・需要のないキーワードにフィルタをかける理由とは？ 

・ファン型チャンネル音源の準備手順とは？ 

・人物発言の正しい扱い方とは？ 

・チャンネル登録者を増やす工夫とは？ 



・youtubeSEO対策を施す理由とは？ 

●第 6章：特化の種類いろいろ 

6-1 ネタ型特化 

・おもしろい◯◯とは？ 

・凄い◯◯とは？ 

・かわいい◯◯とは？ 

・怖い○○とは？ 

・役立つ◯◯とは？ 

・感動する◯◯とは？ 

・◯◯用 BGM とは？ 

・場所、地域、イベント系とは？ 

6-2 レビュー型特化 

・◯◯のおもちゃレビューとは？ 

・動画でなくてもレビューする方法とは？ 

・◯◯のゲーム攻略レビュー 

・ゲームと相性がいい案件とは？ 

・◯◯の商品レビューとは？ 

・◯◯のネタバレとは？ 

6-3 YouTuber型 

・最高レベルの手法だが難易度が高い要因とは？ 

・クロマキーグリーン背景で出来る事とは？ 

・情報発信が youtubeにおすすめな理由とは？ 

●第 7章：基本スキル×レバレッジ 

・レバレッジとは？ 

・少ない労力で大きな成果を得るには？ 

・報酬を伸ばすために意識することは？ 

・基本スキルがなければ意味がないとは？ 

・作業量に対してのレバレッジ戦略とは？ 

・ブログの横展開とは？ 

・レバレッジによりスキルアップするとは？ 

・情報発信によるレバレッジとは？ 

・メルマガがおすすめの理由について 

・ステップメールとは？ 

・セールスの自動化とは？ 



・月収 1000万円以上稼ぐには？ 

・DRMを学ぶことのメリットとは？ 

・PPC×トレンドによるレバレッジとは？ 

・SNS×トレンド×PPC とは？ 

・YouTube を使ったトレンドマーケティングとは？ 

・JVによるレバレッジとは？ 

・自己投資がなぜレバレッジに繋がるのか？ 

・単純な価格だけで判断してはいけない理由とは？ 

●第 8章：成功するための視点講座 

・「視点」の異なる 2つの意味とは？ 

・YTM∞で重要となる視点とは？ 

・初心者が特に意識すべき視点とは？ 

・教材販売者の視点を知るためには？ 

・実践者さんで稼げている方の視点を知るためには？ 

・Googleの視点とは？ 

・ブログ訪問者の視点とは？ 

・物販をアフィリエイトするために考えるべきこととは？ 

・全体、本質を捉えることの重要性 

・視点が固まってうまくいっていない人が意識すべきこととは？ 

●第 9章：ラストメッセージ 

・YTM∞について 

・YTM∞の３つのコンセプトとは？ 

・年収 1000万以上稼ぐには？ 

・動画は最低７回見る！その理由は？ 

・稼げない２つの理由とは？ 

・間違った方法で作業しないためには？ 

・稼げないのは自分が原因？ 

・今から自分がするべきこととは？ 

・YTM∞で夢を実現させるには？ 

・レバレッジの重要性とは？ 

・次のステージは外注化と情報発信 

・夢を叶える為の考え方とは？ 

・本気で人生を変えるには？ 

・人生を変える「本気」の考え方とは？ 



・バナナデスクの歩んできた人生とは？ 

・本気でやると人生はどうなるのか？ 

・スキルや経験の重要性 

・バナナデスクがアフィリエイトで稼げるまで 

・たった数年頑張った先にあるものとは？ 

・本気の大切さとは？ 

・バナナデスクの報酬を公開！ 

・本気になれば人生は楽しくなる理由とは？ 

・バナナデスクがたった数年で得たものとは？ 

・バナナデスクが成功した先で体験した事とは？ 

●極秘ツールの活用 

「極秘メディアツールと極秘ブロードキャスト」 

・極秘メディアツールの導入 

・極秘ブロードキャストから〇〇ダウンロード 

「UGCブルテン管理術」 

・UGCブルテン管理術の導入 

・UGCブルテン管理術使用法 

「高速リバイブツール」 

・高速リバイブツールインストール 

・高速リバイブツール使用法 

「アレジミクスツール」 

・アレジミクスツールの活用方法 

 

「最先端インテリジェンステクノロジー 」 

・最先端インテリジェンステクノロジーの導入 

 

●YTM∞流イージーシンプル動画の作り方 

「超初心者向け動画１の作成」 

・【動画作成】〇〇動画 × BGM 

・【サンプル】〇〇動画 × BGM 

・【動画作成】〇〇動画 × オートコレクトリーダー 

・【サンプル】〇〇動画 × オートコレクトリーダー 

・【動画作成】〇〇動画× BGM × オートコレクトリーダー 

・【サンプル】〇〇動画 × BGM × オートコレクトリーダー 

「超初心者向け動画２の作成」 



・【動画作成】画像スライドショー動画 

・【動画作成サンプル】画像スライドショー動画 

「初心者向け動画」 

・【動画作成】ファン型動画 × 〇〇 

・【サンプル】ファン型動画 × 〇〇 

・【動画作成】ファン型動画 × 〇〇 

・【サンプル 1】ファン型動画 × 〇〇 

・【サンプル 2】ファン型動画 × 〇〇 

「総集編動画の作成方法」 

・【動画作成】総集編動画 

・【サンプル】総集編動画 

「エンディング動画の作成」 

・【動画作成】〇〇動画 × BGM 

・【サンプル】〇〇動画 × BGM 

「macユーザー向け」 

・【動画作成】macユーザー専用 

●補足コンテンツ 

・基本操作 

・サムネイル講座 

・アドセンス講座 

・カード機能 

 

 

 

「YTM∞」の価値は一体どれくらい？ 

 

「YTM∞」の再現性や実績はご覧いただいた通り、誰もが納得するほど非常に魅力的だったと

思います。 

 

では、実際に YTM∞にはどれくらいの価値があると思いますか？ 

 

教え子が次々と爆発的な成果を叩き出したノウハウの進化版である「YTM∞」は正直私の想

像を遥かに超える成功者を輩出するでしょう。 

 



そんな成功不可避ともいえる「YTM∞」には一体どれくらいの価値があるのでしょうか？ 

 

私バナナデスクが生み出したこのメインコンテンツには 

Youtube市場を完全支配するためのノウハウが全て詰まっています。 

 

Youtubeで今後安定的に稼いでいくために、 

Youtubeから好かれる動画作りのテクニックや Googleアドセンスの取得方法、 

再生回数を伸ばすテクニック、稼ぎやすい動画ジャンルなどについて紹介しています。 

 

Youtube教材という位置付けではありますが、 

ビジネスの基本となる「集客」を学ぶことができる非常に再現性の高いノウハウとなっておりま

す。 

 

また、後半では「YouTube×リアルビジネス」のレバレッジ戦略についてもお話ししています。 

 

この YouTubeのスキルさえマスターしてしまえばもう集客に困ることは無いでしょう。 

 

実際にこれをきっかけに脱サラ、独立した教え子も多数います。 

 

また、YTM∞には動画本数５６本、合計１３時間２３分のプラチナ級コンテン

ツが多数収録されています。 

教材のボリュームも確かに魅力的ですが、何と言っても一番評価できるのはノウハウ自体の

再現性にあります。 

 

実際に、単月報酬２００万円も可能であり、他のビジネスに応用が効くということで非

常に価値の高いノウハウと言えます。 

 

さらに、Youtube市場を完全支配するためのツール紹介もしており、 

稼いでいくために必要なモノや情報、そして実績までもが全て揃っているのです。 

 

では、具体的に YTM∞の価値はどれくらいだと思いますか？ 

 



"学習する"という点に着目して考えていただきたいのですが、 

例えば、専門学校と比較して考えた場合どうでしょうか？ 

 

YTM∞がビジネスを学ぶためのモノであるため、 

ビジネス系の専門学校に通う事を想定します。 

 

ビジネス系の専門学校に通う場合、 

入学金だけで１３万６，０００円、 

 

さらに授業料は初年度のみで１０７万４，０００円かかります。 

 

合計すると、初年度のみで入学金＋授業料で１２１万円必要になってきます。 

 

実際は卒業までの年数分必要になってくるのでそれ以上に金額が膨れ上がっていくでしょう。 

 

専門学校ではそれだけの大金を投資したにも関わらず卒業後は 

せいぜい月２０万円程しかもらえない資格であることはあなたもよくご存じだと思います。 

 

莫大なお金と長い年月をかけたのに、 

たったの２０万円しか稼ぐことが出来ないのです。 

 

一方、YTM∞はどうでしょうか？ 

 

たった数カ月の内に毎月３０万円ほどの収益を安定して確保することが可能です。 

 

そこからは倍々ゲームように報酬を増やすことだって可能です。 

 

現に私の教え子の中には、月２００万円以上稼ぐ人も普通にいます。 

 

つまり、YTM∞では、 



専門学校卒業後の初任給の１０倍稼ぐ事が可能ということです。 

 

しかも YTM∞はスキルの習得までに長い年月を必要としないので、 

短期間で圧倒的な報酬を得ることが可能です。 

 

そう考えると、YTM∞の再現性に優れたノウハウの価値は非常に高いものだということがご理

解頂けると思います。 

 

実際、YTM∞は専門学校の１０倍稼ぐことが可能な訳ですから、単純に専門学校の初年度費

用の１０倍の価値があると言っても全くおかしくないのです。 

 

しかし、それだとあまりにも現実的ではないので、 

妥協に妥協を重ねてかなり低く見積もるとしても、 

専門学校と同じ 121万円相当の価値

が YTM∞にはあるとご理解ください。。 

 

正直、YTM∞は本当に価値のあるノウハウなので、 

どんなに土下座をしてお願いされても、１００万円以下で販売はあり得ないでしょう。 

 

 

 

 

 

 

脱ノウハウコレクター教材 

「YTM∞」の価格について 

 

ここまで真剣に私の手紙を読んでいただきありがとうございます。 



 

実際にこの手紙を読んで、本当に多くの方が Youtubeで圧倒的な成果を出していることをご

理解頂けたと思います。 

 

今、全世界が注目する Youtube市場の勢いはとどまるどころか更に勢いを増しています。 

 

そしてこの Youtube市場の急激な拡大と比例するかのように、 

私の教え子の報酬もどんどん右肩上がりに伸びているのです。 

 

ではなぜ私の教え子が常に変化している Youtube市場でも取り残されることなく、稼ぎ続け

られているのだと思いますか？ 

 

答えは・・・ 

 

常に最新のノウハウ、情報を入手して実践しているからです。 

 

そんな極秘ノウハウがあったとしたら、あなたはいくらの価値をつけますか？ 

 

先ほどもお伝えした通り、この YTM∞はあまりにも再現性の高いノウハウで 

スキルや経験に関わらず、どんな初心者さんでも爆発的に稼ぐことが可能です。 

 

しかも一度 YTM∞で紹介している思考や成功者マインドを身に付けてしまえば、 

稼ぎ続けることが可能な”夢のようなノウハウ”なので 

何があっても１００万円以下ではご提供できないというのが本音です。 

 

でも、もしあなたが初めに１００万円を投資できれば、 

その後の生活は今まででは考えられないくらい簡単にお金を生み出してしまう 

スキルを手に入れることが可能なのです。 

 

「自分を信じて行動してください！１００万円投資して私についてきてください！」 

 

と言いたい所ですが、実際１００万円を投資できる人はほんの一握りだと思います。 



 

それに、 

「実践したい！」というアツい気持ちを持っていても、 

手持ちのお金が無く、すぐに実践できない人が出てきてしまう・・・ 

 

また、 

生活自体が苦しくそれだけの金額を工面することができない、 

本当にお金に困っている人を助けることができなくなってしまう・・・ 

 

ふとそういった考えがよぎりました。 

 

昔、私は借金地獄を味わいました。 

 

その時のツライ過去があったから今こうして 

インターネット広告や在宅ビジネスの指導をして、 

多くのお金に困っている人を救うべく日々活動しています。 

 

なのに１００万円以上という金額だと、 

本当に助けなければいけない人を見捨ててしまうことになってしまいます。 

 

Youtubeはまさに市場が急速に拡大している今がチャンスで、 

先行者利益を最大限獲得するためには今すぐ Youtube市場に参入する必要があります。 

 

もちろん後から参入しても余裕で稼ぐことは可能ですが、今このタイミングで参入することが

一番オススメなのです。 

 

理由は簡単です。 

 

今が一番稼ぎやすいからです。 

 

なので、迷いに迷いましたが、 

改めて YTM∞の最終の金額を設定することにしました。 



 

思い切ってこれから実践しようとしている人たち全員が、 

頑張ればすぐに実践できる価格に決定しました。 

 

具体的には、 

・主婦の方でもパートの給料から支払える程度の金額、 

・家庭を持つサラリーマンのパパのお小遣いでも支払える程度の金額、 

・アルバイトをして生計を立てている方でも、生活に影響を与えない程度の金額、 

・年金暮らしの方でも家計を圧迫しない程度の金額。 

 

このような方もたくさんいる状況を想定し、 

「YTM∞を人生の活路を見出してもらいたい！」 

「お金に困っている人を１人でも多く救いたい！」 

 

その一心で最終の金額を設定をしました。 

 

その YTM∞の販売価格は・・・ 

 

１００万円でも、５０万円でも、３０万円でもありません・・・ 

 

YTM∞の販売価格は・・・・ 

 

２９，８００円です！ 

 

 

もちろん、YTM∞を実践するにあたって追加で必要となる費用などはありませ

んのでご安心ください。 

 

全ての教材込みでこちらの金額となります。 



 

【申込ボタン】 

※ご注文後、入金が確定しましたら購入者マイページから案内書をダウンロードしてくだ

さい。 

※商品（システムファイル及びマニュアル）並びに特典は、購入者様サイトにてご提供いたしま

す。 

※提供商品：ノウハウ・マニュアル動画 54本 合計 608分 

 

 

さらに！ 

 

今回は特別に返金保証も付けております。 

 

返金保証について 

 

もし実践しても稼ぐことができなかった方のために返金保証をご用意しまし

た。当教材の収録ノウハウを手順通りに教材購入後 180 日間実践したにも関

わらず、ご購入代金以上稼げなかった場合はご購入代金を全額返金致します。 

 

【返金手順】 

購入から 180日間経ってご購入代金以上稼げなかった場合は、件名に「返金希望」と記

載のうえ、本文に「ご購入者氏名」「ご購入日」「返金口座情報」を書いてお送りくださ

い。なお、実践の証明として、下記の 2 点を必ずメールに添付してください。ご提出いた

だけない場合は保証適用できませんのでご注意ください。 



【1】180 日間実践した Youtubeのチャンネル URLまたは、            

Youtube に動画をアップしたスクリーンショット(１日１動画) 

【2】180 日間の報酬画像 

返金申請は、ご購入後配布される YTM∞コンテンツ内の 

「返金保証申請フォーム」から可能です 

※ご返金は、ご購入者様ご本人名義の銀行口座のみご対応いたします。（ご購入者様と口座名義人が異な

る場合はご返金に応じかねます）※ご返金はお一人様一回限りとさせていただきます。※ご購入日から

210日以内に申請してください。210日以上経ってからの申請は保証適用外となります。 

※例として１日３動画６０日間の１８０動画などは不可となります。 

※過去に株式会社 moveの商品をご購入いただいている方は返金対象外となります。 

 

 

さらに特典も付いてきます！ 

 

【YTM∞をより効率的に進めるための 

スペシャル特典をご用意しました。】 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

特典１ バナナデスク公認ツール 



   【Banner Creator 1 ヶ月無料使用権利 】 

    

YTM∞には Banner Creator１カ月無料使用権利を得る事ができます。 

 

Benner Creator を使用することによりオリジナルのサムネイル画像の作成が可能です。 

 

Youtube で圧倒的な成果を上げている人は Banner Creator を使用し、自身の収益ア

ップに活かしています。 

 

※Windowsのみ動きます。(macで使用する場合は仮想化を行うなどして導入してください) 

 

※サムネイル画像の例

一流のデザインがあなたのものに！ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 



 

特典２【オリジナル動画作成方法】 

 

このオリジナル動画作成方法では、現在の Youtubeに対しての見解や Googe人工知能部

門について解説しています。 

 

また、「今後の Youtubeが稼ぎやすい理由とは？」や「成果が出た人がやるべきこととは？」

などについてお話ししています。 

 

オリジナル動画をマスターしたあなたは Youtubeでの報酬を大きく向上させることが可能で

す。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

特典３【無制限の個別メールサポート】 

 

新しいことを始めるときは、行動を起こす度に壁にぶつかってしまいます。 

 

そんな時にあなたの悩みを即座に解決すべく用意されたのが３０日間の無制限メールサポー

トです。 

 

開始と同時にスタートダッシュを切れるように３０日間無制限の個別メールサポートをつけて

おります。 

 

メールサポートで常に軌道修正をしてもらい、最短最速で YouTubeで成功を収めてもらいま

す。 

 

ちなみに、このサポートは実際に YouTubeで稼いでいる先輩実践者が対応してくれるので 

あなたが成功を掴む確率がグンと上がります。 

 

つまり既に Youtube を知っている先輩に質問し放題ということです。 

普通、個別で質問を受け付けてくれるサービスはありませんし、しかも回数無制限ということ

はあなたの隣にいつも先輩実践者が付きっきりでサポートしてくれるのと同じです。 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

特典４【完全非公開セミナー映像】月３００万円稼ぐ JOY  

「ネタ選定不要！」 「タイトルは考えるな！」 「手を動かすだけ！」 

型破りな手法で爆発的な報酬を獲得。 

 

JOYの型破りな手法で圧倒的な動画数を投稿するための秘策とは？ 

 

この映像を見た者にしかその真実は分からない・・・ 

 

ー内容ー 

・プロフィール紹介 

・工場上がりの JOYが稼げた理由とは？ 

・マインドキープの思考 

・稼げるようになって大きく変わったこと 

・Youtube ビジネスを始めたきっかけ 

・動画を〇〇した３つの理由とは？ 

・ネタ選定リサーチ不要 

・Youtube と〇〇の相性は抜群 

・何もしなくても面白いワケ 

・ネタに困らないために 

・タイトルは考えるな！ 

・悩みまず作業を継続するために 

・素直に〇〇するだけ 

・実例紹介 

・手を動かすだけ！ 

・〇〇＋〇〇＋〇〇の黄金法則 

・テンプレート化すべきものとは？ 

・モデリングした後にすること 

・動画をたったの５分で作成する方法 

・実際に稼げたジャンルを大暴露！ 

・付箋の活用方法とは？ 

・作業量を極限まで減らす方法とは？ 



・サムネイルテンプレートの３大戦略 

・動画を〇〇するための小技集 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

特典５【完全非公開セミナー映像】月４６０万円稼ぐショーゴ  

Youtube ビジネスを実践する前は、Amazon輸出ビジネスや Twitterビジネスの挑戦。 

 

そこからいかにして Youtube ビジネスに辿り着いたのか？ 

 

さらにその Youtube ビジネスで月収４６０万円を達成するために行ったこととは？ 

 

おそらく創造よりも意外とシンプルなやり方に驚愕するはず。 

小手先のテクニックではなく、本質を理解し実践してきた様子が伺える。 

 

この動画を見れば簡単にあなたの報酬がアップしていくはず。 

 

ー内容ー 

・プロフィール紹介 

・アマゾン輸出ビジネスに参入 

・Twitterビジネスに参入 

・Youtube ビジネスでどのように稼いできたのか？ 

・Youtubeアドセンスの現状 

・テキスト系についての解説 

・オリジナル系についての解説 

・Youtubeの成長曲線について 

・Youtubeの低迷期について 

・なぜ低迷したか？ 

・チャンネルリサーチの重要性 

・モデリングチャンネルを見つける 

・モデリングチャンネルの基準値とは？ 

・チャンネルリサーチの方法 

・チャンネル全体の構成について 

・動画の内容に注目する 

・参入するべきジャンルとは？ 



・Youtubeの検索窓に〇〇に打ち込む 

・フィルタを押して〇〇を絞る 

・調査ポイント、定量データについて 

・報酬爆発の原因とは？ 

・関連動画対策について 

・トレンド型か特化型か？ 

・動画のタイトルとリンクについて 

・季節指数について 

・Youtubeの収益がアップする時期とは？ 

・爆発している動画について 

・メインブログについて 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

特典６【完全非公開セミナー映像】安定して億を稼ぐ成功請負人 バナナ

デスク  

ビジネスをする上でのマインドについて 

他では聞けないバナナデスク独自の有料級ノウハウを暴露！ 

 

私がいかにして今の地位まで登り詰めたのか？ 

 

マインドが高くなれば〇〇を使えるようになる！ 

 

この事実を知ったときあなたのステージは自動的に一段階上がるでしょう。 

 

Youtubeの細かいテクニックについてももちろんお伝えしているので 

ぜひ自分のモノにして報酬を爆発させていきましょう。 

 

ー内容ー 

・バナナデスクの名前の由来とは？ 

・バナナデスクが月 100万円稼ぐまでの報酬の推移 

・マインドとは？ 

・セルフイメージを実現させるには？ 



・セルフイメージを無意識に落とし込むには？ 

・マインドが高くなれば〇〇を使えるようになる 

・有名人のリサーチについて 

・フィルタ掛けについて 

・ファン型チャンネル音源の準備について 

・動画作成について 

・Youtubeへのアップロードについて 

・Youtube動画が再生される導線 

・検索エンジンからの誘導について 

・Youtubeサジェストからの誘導について 

・関連動画からの誘導について 

・タグ(関連動画対策)について 

・説明文(関連動画対策)について 

・再生リスト(関連動画対策)について 

・動画パワーについて 

・チャンネルパワーについて 

・マル秘テクニック(動画サテライト戦略)について 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

特典７【YTM∞無料バージョンアップ権利】  

YTM∞購入者限定は今後、無料で YTM∞バージョンアップができます。 

 

つまり、 

いつまでも最新のノウハウ、情報を収集することができ実践が出来るということです。 

 

これは、例えるなら、 

家庭用ゲーム機の初代プレイステーションを購入したとしても、 

プレイステーション４発売時には最新版であるプレイステーション４が無料で 

もらえるのと同じだということです。 

 

現時点で既に未来の YTM∞も手に入れたと同然だということです。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

これらの特典内容、 

・バナナデスク公認ツール「Banner Creator」の１カ月無料使用権利、「オリジナル動画作

成」、「無制限の個別メールサポート」、「完全非公開セミナー映像」、「YTM∞無料バージョン

アップ権利」など誰が見て至れり尽くせりの内容となっています。 

 

どれも YTM∞だからこそ実現した限定特典の数々です。 

 

YTM∞を手に入れることができたあなたは 

今後、稼ぎ続けるためのスキルと情報が手に入るということを忘れないでください。 

 

しかも、返金保証付きなので損をしてしまう可能性がほぼ０ということになりま

す。 

 

それにも関わらず、 

YTM∞の価格は２９，８００円のままです！ 

 

 

【申込ボタン】 
※ご注文後、入金が確定しましたら購入者マイページから案内書をダウンロードしてくだ

さい。 

※商品（システムファイル及びマニュアル）並びに特典は、購入者様サイトにてご提供いたしま

す。 

※提供商品：ノウハウ・マニュアル動画 59本 合計 18時間 8分 

 
※クレジットカード分割払いは VISA かMASTER カードのみの取り扱いです。  

※ご利用限度額をお確かめ下さい。商品金額以上の限度額がないと購入できません。  

※クレジットカードによりご利用回数が異なります。予めご利用回数をお確かめ下さい。  

※VISAデビットカードは分割決済をご利用いただけません。  

http://www.infotop.jp/order.php?iid=70883


※分割払いの回数により別途分割手数料がかかります。  

（分割手数料についてはご利用のクレジットカード会社にお問い合わせ下さい）  

 

 
 

 

推薦者の声 

================================================================== 

全く成果なしだった副業サラリーマンでも 

始めて初月から５万円超えの報酬が発生！ 

================================================================== 

いっちーさん 

 

私は、単身赴任歴１０年以上の４０代サラリーマンです。 

  

  

 実家の家族（妻 1人、子供 3人）に会うため、必死に食費を削り、 

 飲み会を断り続けていた毎日。。 

  

  

 そんな生活に疑問を持つのは当たり前で、 

 いつもお金が欲しいとつぶやいていました。 

  

  



 本屋やインターネットで、副業で稼ぐ方法を探しまくり、 

 そしてアフィリエイトというものを始めて知りました。 

  

  

 そしてその中から、Youtubeアフィリエイトを選んだのですが、 

 その理由は３つありました。 

  

  

 ①Youtubeは見たことがあったこと 

  （Twitter,LINE等の SNSは苦手で使うことがあまりなかった） 

  

  

 ②始める時に面倒くさくなさそうだったこと 

  

  

 ③お金がかからない 

  

  

 特に③の「お金がかからない」、 

 ここが私にとって一番の魅力でした。 

  

  

 しかし早速始めようとしたところで、 

 まずどうしたらいいのか分からない。。？？ 

  

  

 仕方なく調べているうちに、だんだん深みにはまり、 

 長時間ネットサーフィンをしていました。 

  

 そして何もしてないのに、したつもりになっていました。 

  

  

 簡単に稼げると思っていたので、全く見当違いで 

 選択を誤ったと感じました。 

  

  



 そして、本業の忙しさもあり、次第に熱も冷めて、 

 気が付くとあっという間に１年半が経っていました。 

  

  

 しばらくして、本業が落ち着いたころに、 

 また波がやってきました。 

  

  

 家族になかなか会えず、四苦八苦して働いても 

 成果を認められず、昇格昇進もない。。 

  

  

 いったい何やってるんだろう？？ 

  

  

 そんな思いで、また副業を探していた時に、 

 バナナデスクさんの Youtube教材に出会いました。 

  

  

 一念発起、もう一度 Youtubeで稼ぐことにチャレンジしてみよう！ 

 と教材を購入。 

  

  

 そして、ノウハウ通りに実践していくと。。 

  

  

 なんと初月で報酬が 50,000円を超え！ 

  

 さらに、3か月後には約 6倍近くの報酬を得ることができたんです！！ 

  

  

 その時の報酬の推移を見てください。 

 



 
  

 

 3月、4月にはほとんど報酬がなかったのに、 

 5月からの 3か月で、一気に報酬が伸びています。 

  

  

 私は、報酬が全く出なくて、”Youtubeで稼ぐ”ことを 

 一度はあきらめました。 

  

  

 稼ぐという事は、簡単ではありません。 

 思っている以上に、楽には稼げないんです。 

  

  

 しかし、正しいノウハウを知り、そしてその通りにきちんと 

 やり続けると、おのずと稼ぐことができます。 

  

  

 私の失敗の原因は、正しいノウハウを知らないままに 

 ”Youtubeで稼ぐ”ということを始めたことです。 

  

 ただ闇雲にやっても稼ぐことはできないんです。 

  

  

 そして、もう一つ失敗の原因があります。 

 それは同じ目標を持つ仲間の存在がなかったことです。 



  

  

 フォーラムを活用し、お互いに情報交換することにより 

 問題を解決することができます。 

  

 また、自分だけでなく皆同じような悩みを抱えていて、 

 「１人ではないんだ」思えて、精神的に救われました。 

  

  

 サポートも回答までのレスポンスが良く、より早く問題を 

 解決できたのもとても助かりました。 

  

  

 報酬を伸ばすことができ、家族とすごす大事な時間が増え、 

 さらには同じ目標をもつ仲間もできました。 

  

  

 このコンテンツを提供していただいたバナナデスクさんには 

 とても感謝しています。 

  

 本当にありがとうございます。 

  

  

 私と同じように、副業で稼ぎたいという人は 

 あまり時間に余裕はないと思います。 

  

 しかし、短い時間の中でも稼ぐことは出来ます。 

 副業で稼ぎたいという方に、特にオススメです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================================

==== 

 

他の副業を色々試して挫折した私でも稼げました！！ 

 

==================================================================

==== 

 

 

 



【個人プロフィール】 

名前：ニッシー 

年齢：33 

職業：自営業 

PC：Mac 

前職：Webデザイナー 

 

【ダメだった頃の自分】 

やっても長続きしない。 

ちょっと報酬が上がると何故かやめてしまう自分・・ 

 

 

【Youtube との出会い】 

教材を購入する前から Youtuberが騒がれだして、 

気にはなっていました。 

 

ですが、顔出ししないといけないのかと思ってて 

これは無理だな～と単純に思っていました。 

 

 

ですがやはり気になって、Youtubeで稼ぐと 

検索したら、顔出し一切無しで稼げるというものが・・ 

 

もともと興味もあったので、教材を購入しました。 

 

 

 
 

１年位かかりましたが、 

２０万を上回ることができました！！ 



以前からすると夢のようです。 

 

 

【Youtube を実践してこう変わった！】 

いろいろやっては稼げなかった自分が、 

Youtube をやりだしてからは稼げるようになりました！ 

 

教材の質にもよると思いますが、 

自分に合った教材だなと感じます。 

 

心にも余裕が出てきた感じがします。 

 

 

【ノウハウやバナナさんへの気持ち】 

稼げてない方への愛情を感じます笑 

 

教材価格もそこまで高くなく、サポートもしっかりしている！ 

 

 

売って終わりではなく買ってから稼いでもらうまで 

面倒を見るという熱意が感じられます。 

 

 

珍しい販売者様だなと思います。 

 

バナナさんを信じれば間違いないです！ 

 

ノウハウを販売していただいて感謝です！！ 

今後ともよろしくお願いします。 

 

 



 

 

【こんな人にオススメです！】 

稼ぎたいけれど、 

他の教材ではなかなか稼げてないそんなあなた！に 

オススメです。 

 

 

継続すれば必ず稼げる教材だと思います。 

 

一度身に付けてしまえば、他でも応用ができる、 

そんな素晴らしい教材です。 

 

仕事にも使える要素がたくさん入ってると思います。 

 

 

 

==================================================================

==== 

４児ママ専業主婦が隙間時間で月１５０万円を達成！他

の副業を色々試して挫折した私でも稼げました！！ 

 

==================================================================

==== 

 



あんみつさん 

 

・年齢 ３０代 

・職業 専業主婦 

・家庭観環境等 旦那と４人の子供と義父母の８人家族です。 

結婚を機に専業主婦になり、以来、家事と子育てに追われる日々を送っています。 

 

・個人スキル(PCスキル)について 

パソコンで色々と検索したり閲覧したりするのが好きなので、操作に関しては人並み程度のス

キルはありますが、htmlなどの難しい専門用語はさっぱりです。 

 

ネットで稼ぐことに憧れがれて、長い間、ブログアフィリ、携帯アフィリ、せどり、転売など、

色々なものに取り組んできましたが、文章が書けない、十分な作業時間が捻出出来ない、難

易度が高いという理由から、「ネットで稼ぐ」なんて結局私のような普通の主婦には無理なん

だと諦めかけていました。 

 

そんなときに出会ったのが、記事を書かなくてもコピペで稼げるという『Youtube』ビジネスで

す。 

 

特に記事作成が苦手だった私は、これなら私にも出来るんじゃないかと、期待を膨らませて

真剣に取り組むようになりました。 

 

結果、一日５分程度の作業で、日給５万円を稼げるまでになりました。 



 

その証拠の画像です。 

 

もちろん、ノウハウを理解し、基盤が出来るまではしっかり時間をかけて取り組む必要はあり

ますが、 

それが出来れば、誰でも出来る単純作業を外注化することで、自分が作業をしなくても、安定

して稼ぐことが出来るようになります。 

 

 

 

 

 

数々のネットビジネスに挫折して、やっぱり何のとりえもない主婦にはパート勤めしかないん

だと諦めかけていた私ですが、 

今では複数の外注さんを雇い、１日５分程度のＵＰ作業だけで、 

毎日汗水をたらして家族の為に一生懸命働いてくれる旦那のお給料以上の額をＰＣ１台で稼

ぐことが出来るようになりました。 

 

しかも、昨年の夏にチャンネルを立ち上げてまだ僅か７か月です。 

 

Youtubeに出会わなければ、私がネットビジネスで稼げることはまずなかったと思います。 

 

初心者同然の私でも楽に取り組むことのできる Youtube ノウハウを提供して下さったバナナ

デスクさんには本当に感謝しかありません。 

 

ちなみに、旦那は誰もが知っている大手の上場企業に勤めているので、お給料は決して少な

くはないと思います。 

おそらく平均収入以上は頂いているのではないでしょうか。 

 



ただ、子供が４人もいると、生活費もそれなりにかかりますし、 

なりより習い事が予想以上に高額で、家計に余裕はなく、常に節約生活を余儀なくされていま

した。 

 

それでも、まだ子供達が小さいので、なんとかやりくりは出来ていましたが、 

今後、子供達が高校、大学と進学する事になった時、金銭的にかなりきつい状態になるのは

目に見えているので、お金の心配は常に付きまとっていました。 

 

もし、半年前に Youtube を実践していなかったら、今頃はおそらくネットビジネスを諦めてい

たでしょう。 

 

毎日数時間、時給 800円程度のパートに出かけ，子供の教育費や、親の介護費、そして、自

分たちの老後資金の為に、 

買いたいものも我慢して、せっせと節約する生活を生涯送っていたような気がします。 

 

そんな生活が現実になっていたらと思うと、本当にぞっとします。 

 

繰り返しになりますが、ノウハウコレクターだったなんの取り柄もない普通の専業主婦が月収

150万という結果を出す事が出来たのも、 

全てバナナデスクさんの Youtube ノウハウを学ばせて頂いたおかげです。本当にありがとう

ございました。 

 

子供が小さくて外に働きに出られない主婦の方はもちろん、日々のパート勤めに疲れた方、

ネットビジネスに取り組みたいけど、何から始めていいのか分からない方、 

そして、私のようにブログアフィリ、転売、せどりと何をやっても結果が出せなかったノウハウ

コレクターの方には特に勇気を出して挑戦して頂きたいと思っています。 

 



 
ノウハウ通り素直に実践すれば、お小遣い程度なら短期間で１人でも十分に稼ぐ事が出来ま

すし、 

私のように外注化を取り入れることができれば、ビジネスとして大きく稼ぐことも可能です。 

 

私のレビューを読んだ方の誰か１人でも、今の自分の経済状態を素直に見つめ直し、 

悔いの残らない人生を送っていただければ幸いです。 



 

人生は１度きりです。生活が大変な時こそ、 

自分のビジョンをしっかり描いてその夢を実現する為に、努力する道を選択してください。 

 

いつか、ビジネス仲間としてお会いできる日を楽しみにしています。 

 

あなたも理想の人生を歩むために 

勇気を出して一歩前へ踏み出しましょう！ 

 

この手紙を通して、 

私はあなたに将来の不安だったりお金の不安を 

YTM∞で少しでも取り除いてもらえるような提案をしてきました。 

 

 

♠「会社や嫌な人間関係から一刻も早く解放されたい」 

♠「脱サラをして自分のやりたい趣味やビジネスに全力を注ぎたい」 

♦「親の介護費や医療費を代わりに負担してあげたい」 

♠「パートと子育てを頑張る妻の仕事を辞めさせてあげたい」 

♦「今まで苦労ばかりかけてきた親に恩返しがしたい」 

♦「娘の進学予定の学区は不良が多くて危険なので私立に入れて守りたい」 

♦「子供にはいつでも満足のいく教育を受けさせたい」 

♥「いつまでも美しさを保つためにお金をかけて女磨きがしたい」 

♥「旦那の給料だけに頼らずに自ら稼いで安心を手に入れたい」 

 

今、あなたにはこのような素晴らしい夢があると思います。 

 

この中には、愛する家族や大切な人を守るための夢も少なくないはずです。 

 

あなたが真剣に愛する家族や大切な人の幸せを考えているのなら、 

ぜひ、この「YTM∞」でその夢を実現させてください。 

 



世の中には、その夢を実現させるための手段を知らない人が大半を占めます。 

 

でもあなたは違いますよね。 

 

この手紙をここまで読んでいるということは、 

あなたは既にその夢を実現させるための手段を知っているのです。 

 

きっと、あなたがチャレンジする姿を見て、 

愛する家族や大切な人は応援してくれるはずです。 

 

そもそも、 

ここまでこの手紙を深く読んでくれたあなたは 

すでに成功者への扉を半分開いているようなものです。 

 

ぜひ、自分を信じてチャレンジしてみてください。 

 

人生はいつチャンスがくるか誰にも分かりません・・・ 

 

ハッキリ言いますが、 

この手紙はあなたの人生においての大きなチャンスであることは間違いないでしょう。 

 

なので絶対に逃さないでください。 

 

あなたは今、ほんの少しの勇気と決断で未来を大きく変えることができます。 

 

人生を変えるためには必ずどこかのタイミングで行動する必要があるのです。 

 

もし万が一あなたが 

このまま行動できなかったとしたら・・・ 

 

非常に残念ですが、 

これほど大きなチャンスが巡ってきているにも関わらず 

行動できずにチャンスを逃してしまうと・・・ 



 

あなたは一生このような悲惨な現実と付き合っていくことになるでしょう・・・ 

 

♠安月給でいつも家族に迷惑ばかりかけてしまう・・・ 

♠会社からいつクビを切られるか不安でビクビクしながら働いている・・・ 

♦休みの日はできるだけお金を使わないように家で過ごしてばかり・・・ 

♦子供に何も買ってあげられずいつも我慢ばかりさせてしまっている・・・ 

♥１円単位の節約のためにスーパーを何件もハシゴして惨めな気持ちになる・・・ 

♥ママ友とのランチもお金が無いので参加できず、いつしか仲間外れにされる・・・ 

♥育児、家事、パートとやることが多すぎて心身共に疲弊している・・・ 

 

果たしてこれはあなたが望む理想の人生でしょうか？ 

 

こんな悲惨ともいえる人生で構わないのであれば 

今すぐこのページを閉じていただいて結構です。 

 

しかし、 

 

少しでも「こんな人生は嫌だ・・・！」という気持ちが 

あるのなら手遅れにならないうちに行動してください。 

 

もちろん「YTM∞」を実践するかしないかあなたの自由です。 

 

でもこれだけ言わせてください。 

 

私も昔は典型的な行動できない人間でした。 

 

でも今、こうしてみなさんに最先端のビジネスを 

お伝えできる立場になれたのは"勇気を持って行動したから"です。 

 

よく難しく考えてしまう人がいますが、 

成功者は皆、とてもシンプルに物事を考えています。 

 

「やるかやらないか」 



 

ただそれだけです。 

 

あなたも行動さえすれば生活を大きく変えることができるでしょう。 

 

ちなみに、もし万が一実践して稼げなければ返金保証をお使いいだくこともできます。 

 

つまり、あなたは超ローリスクで自分の可能性を確かめることができるのです。 

 

あなたが今働いている仕事と比較しても労力や時間は短くて済むことは明らかです。 

 

しかも、それだけではありません！ 

 

あなたの努力がそのまま報酬という形で還元されるので、 

今まで感じたことの無いやりがいや充実感も味わうことができます。 

 

ぜひ、あなた自身で体感してください。 

 

それでは、「YTM∞」へのご参加を楽しみにしています。 

 

「自分の可能性を信じて行動する！」と決めたのなら、 

下記のボタンよりお申込みください。 

 

 

【申込ボタン】 

※ご注文後、入金が確定しましたら購入者マイページから案内書をダウンロードしてくだ

さい。 

※商品（システムファイル及びマニュアル）並びに特典は、購入者様サイトにてご提供いたしま

す。 

※提供商品：ノウハウ・マニュアル動画 54本 合計 608分 

 

【申込の下り】 



 

 

顔出し・声出し・撮影・機材が不要！？ 

 

【Q＆A】よくある質問と回答 

 

【テーマ・ネタ選定について】 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆Youtube市場が飽和してしまうことは無いのでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→Youtube市場は現在も拡大している未知なる巨大市場ですので飽和とは無縁といえるで

しょう。 

 

むしろこれからどんどん成長していく市場なのでより稼ぎやすい市場といえるでしょう。 

 

==================================================================

==== 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆どんなジャンルやネタを選べば人気が出るのか分かりません。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→具体的にどのようなジャンルやネタを選べば人気が出るかについてですが、 

 すでにいくつものオススメのジャンルをご用意しておりますのでご安心ください。 

 

 まずはそのジャンルで着実に稼いでいただければと考えております。 



  

==================================================================

==== 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆動画のネタを考え続ける自信がありません。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→ご安心下さい。 

  

 動画のネタについてですが、実は圧倒的に稼ぎやすいネタはたくさんあります。 

 

 まずはオススメジャンルのご紹介やネタの探し方など実際の動画の作成方法まで１から全

て解説しておりますので、 

 そちらを参考にして頂ければ、「ネタがない・・・」という状況にはなりませのでご安心 くださ

い。

==================================================================

==== 

 

 

 

 

【プライバシーについて】 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆顔出しや声出しなどしなくても実践は可能なのでしょうか？  

 友人や知人に見られたくないのですが・・・ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

→YTM∞では Youtube を活用するにも関わらず顔出し・声出しが一切不要な非常識なノウハ

ウとなっております。 

もちろん顔出しをしていきたい方はご自由にしていただいて構わないのですが、 

実際に私のお教え子は顔出しや声出しを一切せずに爆発的な報酬を獲得しています。 



 

つまり、友人や知人にバレる心配はありません。 

 

==================================================================

==== 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆自分の個人情報が流出してしまわないか不安です 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→ご安心ください。 

 

 Googleが管理する世界トップクラスのセキュリティの元、 

 Youtube を実践するので個人情報が流出することはまずあり得ません。 

 

 もちろん顔出しの必要もないので全力でノウハウを実践することが可能です。 

 

==================================================================

==== 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆自分が投稿した動画が誹謗中傷の的になってしまわないか心配です。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→誹謗中傷の的になることについてですが、コメント不可設定をすれば不特定多数の人から

コメントを受け付けなくなります。 

 

 そうすることによって、相手側からのコンタクトを防ぐことができますので安心して実践 して

ください。 

 

==================================================================

==== 



【著作権について】 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆動画を投稿する際に著作権や肖像権は気にしなくて大丈夫なのでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→著作権や肖像権についてはノウハウが完成した段階でもちろん全て解決済みです。 

 

 実際、ノウハウの中でそのあたりに関するご説明もさせて頂いておりますので 

 そちらをご覧いただければと思います。 

 

 もちろんノウハウの全てが合法な手法であり、 

 Google と提携して Youtubeチャンネルを運営していく形となりますのでご安心ください。 

 

==================================================================

==== 

【作業について】 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆毎日本業が忙しくて時間が無いのですが、それでも実践は可能でしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→もちろん実践は可能です。 

  

大事なのは作業を継続して行うことにありますので短い時間でもいいのでコツコツ作業をして

いきましょう。 

 

忙しすぎて時間が無い場合は 

１日１５分から実践できてしまうので通勤中の電車などでも実践可能ですよ。 

 

================================================================== 



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆通勤時間に実践する事は可能ででしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

→もちろん実践することは可能です。 

 

ノートパソコンさえあれば、まるで価値の無かった通勤時間が、 

月３０万円を安定的に生み出すための超生産性の高い時間になるのです。 

 

つまり、家に帰って作業をする時間が無くても 

あなたには報酬を手に入れるチャンスがあるのです。 

 

==================================================================

==== 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■◆一日のスケジュールや作業時間はどのようなものでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→ノウハウを実践するスケジュールや作業時間についてですが、 

 一言でいうと「人それぞれ」です。 

  

 １日１５分から実践できてしまうので隙間時間だけで 

 １日分の作業を完了させてしまうことも可能ですよ。 

 

==================================================================

==== 

【ノウハウについて】 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆YTM∞はいつまで有効なノウハウなのでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 



 

→YTM∞のノウハウや拡散の思考は Youtubeが存在する限り無期限に有効ですので、 

 ご安心ください。 

 

 また、無期限に使えるスキルなので YTM∞をベースにあなた自身のオリジナルのノウハウ

に進 化させていくのも非常に効果的です。 

 

 しかも、YTM∞は無期限にバージョンアップされるので常に最新のノウハウで実践すること 

が可能です。 

================================================================== 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

◆いつもいろんなノウハウに手を出しては、諦めての繰り返しです・・・ 

何年もノウハウコレクターをやっている私ですが大丈夫でしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

→YTM∞のノウハウは、ノウハウコレクターの人に向けた教材といって過言ではありません。 

今までどんなノウハウも途中で挫折してきた人でも継続して実践可能なノウハウとなっていま

す。 

 

 また YTM∞自体が収益発生までの時間が非常に短いのが特徴なので 

モチベーションを切らすことなく継続して実践していただくことが可能です。 

 

================================================================== 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■◆YTM∞は沢山の人が実践しても本当に問題のないノウハウなんでしょうか。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

→購入者同士が競合相手になってしまう事はありませんのでご安心ください。 

YTM∞は非常に可変性の効いた、応用しやすいノウハウとなっていますので、実践していくう

ちにあなたのオリジナルのノウハウに変化していきます。 

 

仮に、Youtubeほどの巨大市場を飽和させようとしても現実問題それはあまりにも市場が大

きすぎて不可能です。 

なので安心して取り組んでいただければと思います。 



==================================================================

==== 

 

【必要なモノについて】 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆Youtubeで動画撮影する際の機材(カメラ・照明・三脚・動画編集ソフト等)は別途購入が必

要になるのでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→結論から言いますと、何も必要ありません、 

  

カメラや周辺の撮影機器は全て不要です。 

 

ちなみに、カメラや周辺の撮影機器に関しては、YTM∞のノウハウでは一切使用しません。 

 

動画編集に関しても、無料動画編集ソフトで実践できますし、使用方法等も全てお教えしてい

ますのでご安心ください。 

 

==================================================================

==== 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆商品購入代金以外に必要なコストはありますか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→全くありません。 

 

 パソコンとインターネット環境さえ整っていれば大丈夫です。 

 



 全て無料で利用で実践できるようにご用意しておりますのでご安心ください。 

 

==================================================================

==== 

 

 

 

 

 

【Youtubeについて】 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆今まで Youtubeに投稿したことも無ければ、ほとんど見たことも無いのですが大丈夫でし

ょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→はい、問題ありません。 

 実際、Youtubeに動画を投稿したことがある人自体がほとんどいませんのでご安心くださ

い。 

 また、Youtubeで動画を見たりすることなどはすぐに慣れるものなので心配はいりません。 

 

 投稿するための手順等も全てノウハウ中でご説明しておりますのですぐに実践していただく

ことが可能です。 

 ノウハウ自体、パソコンを起動するくらい単純ですのですぐに実践していただけますよ。 

 

==================================================================

==== 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆広告収入を得るためにはどうすればいいのでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 



→広告収入を得るためには Youtube動画に Googleアドセンス広告を表示させる必要があ

ります。 

 

報酬についてですが、 

動画内の広告をクリックしたり、動画が再生されただけで報酬が発生してしまいます。 

 

実際の手順もすごく簡単ですし、教材で詳しく解説しているのでそちらを参考にしてみてくださ

い。 

 

==================================================================

==== 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆Youtubr始める際に、まず何から始めれば良いのでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→教材内の動画で Youtubeアカウントの開設方法から全て動画で解説しております。 

  

 YTM∞は初心者さんでも問題無く実践できるものとなっておりますので、 

 元々の知識が無くても全く問題ございません。 

 

 準備編では初心者ですらつまづくことの出来ないほど丁寧な PDF と動画をご用意していま

す。 

 

 一段一段スキルアップできますので楽しみにしていてください。 

【その他】 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆稼げるようになるまでどのくらいの期間が必要でしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→実践初日から報酬を獲得できるケースが多数あります。 

 約１週間程度ノウハウ通りに実践して頂ければ 80%以上の方が報酬を手にしています。 



 

 初報酬発生までの期間が極端に短いことが、今回の YTM∞の最大の魅力ですので、 

 モチベ―ションを切らすことなく実践することが可能になっています。 

 

==================================================================

==== 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆インターネット広告とありますが、実際にどんな商品の案件を扱うのでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→まず初めに、広告媒体は Googleアドセンスになります。 

 

世界的に有名な企業から無名の企業の商品まで幅広く扱う形となります。 

あくまで一例ですが、ベンツやナイキ、アディダスなどの広告も扱うことも珍しくありません。 

 

==================================================================

==== 

 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

◆パソコンスキルはどのくらい必要なのでしょうか？ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 

 

→ご安心ください。 

 全くのパソコンスキルの無い初心者さんでも全然問題ありません。 

 

 自分一人でパソコンを起動させることが出来ていれば大丈夫です。 

 また、普段からネットサーフィンなどをしている方はスキルとしては十分すぎるので安心して

実践していただけますよ。 

 

 実際にパソコン初心者さんが成果を出されることも珍しくないので、 



 元々のスキルは完全に不要です。 

 

==================================================================

==== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追伸 バナナデスクより 

 

私はこれまで延べ２０，０００人以上の方にインターネット広告についての指導をしてきまし

た。 

１０，０００通以上のメールサポートを行い、毎日、購入者フォーラムをチェックし、何度もリア

ルセミナー、WEBセミナーを開催し、実践者さんと正面から向き合ってきました。時にはセミ

ナー後の懇親会などで稼げない方の相談を受け悩みを解決してきました。 

そこで培った全てをこの「YTM∞」に詰め込みました。 

YTM∞では今後も急成長を遂げる未知なる巨大市場"Youtube"を完全支配するための 

基礎から応用までの流れを細かく解説しています。 

 

つまり、どんな初心者さんでもインターネット広告をマスターできるノウハウだということです。 

 

ちなみに私が指導した２０，０００人の教え子の中には、 



昔の私のように借金まみれだった人もいました。 

 

しかしそんな状況だった人でも、今ではあなたが望むような生活をしているのです。 

 

このチャンスを決して逃さないでください・・・ 

今、あなたの目の前にはかつてないほどのビッグチャンスが巡ってきているのです。 

 

YTM∞には動画本数５６本、合計１３時間２３分のプラチナ級コンテンツが多

数収録されています。 

 

そして、 

リニューアル前の「YTM」では既に多くの成功者が誕生しており、 

実績もあるので既に稼げているノウハウだということが証明済です。 

 

あなたがもし、最短で成功したいのなら 

成功不可避ともいえる「YTM∞」を絶対に手に入れてください。 

 

巨大化する Youtube市場で先行者利益を最大限獲得するためには今すぐ参入する必要が

あります。 

 

もしも今、この状況でもまだ迷っているとしたら、 

「YTM∞」の返金保証を思い出してください。 

 

あなたは超ローリスクでチャレンジできる環境にいるのです。 

すでにここまで真剣に読んでくれたあなたには 

「YTM∞」の魅力は十分に伝わっていると思います。 

 

今まで私を信じてチャレンジしてくれた方は 

今、成功者となって自分の理想の人生を歩んでいます。 

 

月収１００万円以上稼いだり、中には月収２００万円以上稼ぐ人もいました。 

 

そして、脱サラに成功したり、起業で自分のしたいビジネスに没頭したり 



それぞれが夢を叶えてくれています。 

 

「精神的・金銭的・時間的」自由を勝ち取った彼らはまさに勝ち組になっています。 

 

「YTM∞」はスキルも経験も必要のない、初心者さんでも実践可能なノウハウです。 

 

しかも爆発的な報酬を手にすることが出来る非常識なノウハウです。 

 

ぜひ、あなたも「YTM∞」を実践して理想の人生を手に入れてください。 

 

それでは、あなたのご参加をお待ちしています。 

 

 

 

【申込ボタン】 

※ご注文後、入金が確定しましたら購入者マイページから案内書をダウンロー

ドしてください。 

※商品（システムファイル及びマニュアル）並びに特典は、購入者様サイトにてご提供

いたします。 

※提供商品：ノウハウ・マニュアル動画 59本 合計 18時間 8分 

※クレジットカード分割払いは VISA かMASTER カードのみの取り扱いです。  

※ご利用限度額をお確かめ下さい。商品金額以上の限度額がないと購入できません。  

※クレジットカードによりご利用回数が異なります。予めご利用回数をお確かめ下さい。  

※VISAデビットカードは分割決済をご利用いただけません。  

※分割払いの回数により別途分割手数料がかかります。  

（分割手数料についてはご利用のクレジットカード会社にお問い合わせ下さい）  

 

特定商取引法に関する表示 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=70883
http://www.infotop.jp/order.php?iid=70883
http://ytm-mugen.info/ytm/company.html

