
 

究極なまでに「頑張る」ということをやめて、すべての作業を外注

化し、時間の経過とともに勝手に資産ブログが構築されて“半自動化

収益”のシステムを構築。そして、「時間的自由」だけでなく「⾦銭

的自由」を手に入れて、次のステップへと進む強固な土台を一緒に

作り上げませんか？ 

 

どうも、⼦龍です。 

 

本当はすごく私自身の時間も使うことになるので、開催しようか迷

っていたんですが、遂に、この企画をやる時が来ました！ 

 

これまで⼦龍は、アフィリエイトで独⽴してから８年間以上が経過

したわけですが、その間は死に物狂いで家族を守るために頑張って



きました。 

 

たくさんのノウハウを購入し、たくさんのマーケティングを学び、

たくさんの本を読み。 

 

そして、頭を働かして、手を動かして、実践をする日々。 

 

とにかく「お⾦と時間」は、すべて勉強と実践にあててきたわけで

す。 

 

あまりにも自己投資しすぎて、クレジットカードの支払いが滞った

こともあります。※のちに住宅ローンを借りるときに困るｗ 

 

途中、何度も失敗と成功を経験しながら、現在に至るわけですが、 

そんな「８年間以上の集大成」でたどり着いたのが今回の「アドセ

ンス完全外注化」スタイル。 

 

そして、今回の講座で目指すゴールは、ズバリ、 



 

「完全外注化で他⼒本願で資産ブログを構築し、勝手に収益を生ん

でくれる“半自動化収益”システム」 

 

づくり。 

 

もちろん、完全外注化と言っているくらいですから。１つの資産ブ

ログに終わらずに、２つ、３つ、４つ・・・と資産ブログを構築す

ることもできます。 

 

これをテーマに１年間という期間で、“あなたをフルプ

ロデュース”するという企画。 

 

そして、このフルプロデュースは、“完全外注化”と言っているくらい

ですから、「あなたの能⼒は一切関係ありません」。最初の設計さえ、

ちゃんとやれば誰でもできる内容となっています。 

 



しかし、誰でも出来るからといって、⼦龍は誰でも来い！なんて思

っていません。これまで、私はメルマガなどの記事で何度もお伝え

していますよね？ 

 

「⼦龍とともに歩む仲間が欲しい」 

 

と。⼦龍とともにアドセンス完全外注化を実現し、ともにビジネス

で協⼒したり、社会貢献、地域貢献できる。そんなメンバーがほし

いわけです。 

 

しかし、この中に「やる気がない⼈」、「成⻑意欲がない⼈」などが

入ってくるとコミュニティ内の指揮も下がり悪影響を与えることに

なります。 

 

もちろん、そんなことを言わずに「誰でも入ってきてください！」

と言えば、この企画での売上は最大化されます。しかし、それ以上

に大切なのが“本気の仲間”なわけです。 

 



もし、現時点で中途半端な気持ちでこのお手紙を読んでいるのであ

れば、すぐにソッと閉じていただければと思います。 

 

・ ・・ 

 

 

・ ・ 

 

・ 

 

 

はい、ここまで読み進めているということは、少なからず「やる気」

があって「本気」だと思って良いですね？それを前提に話を進めて

いきます。 

 

まず、この企画で得られるものはたくさんありますが、⼀例として

こんな人におススメって事をお伝えしておきます。 

 



● これまでにコンテンツ・コミュニティ・塾に入っても結果を出せ

ていない 

● 興味もないジャンルの記事を書きたくない 

● 書くだけでなく文字の装飾からワードプレスへの投稿まで何から

何までお願いしたい 

● 自分が働いていないときに収益を得てみたい 

● 半自動化収益システムに興味がある 

● ネットビジネスで強固な土台を作りたい 

● 次のステップへとつなげたい 

● 普段の仕事が忙しい 

● ほかにやりたいことがあって、アドセンスは任せたい 

● 自分の夢を実現したい方 

● 大切な家族を守れる⼒が欲しい 

● 会社を辞めて独⽴したい 

 

といった感じで、すでに実績がある人ならすぐに構築できますし、

まだ何もやったことがない状態でもコツコツと実践していけば構築

できる方法。 



 

それをすべて、あなたの状況に合わせてフルプロデュースしていき

ます。⼦龍が作りたいと思っている「仲間」を作るためには、出し

惜しみしても意味がありませんからね、、、 

 

もちろん、⼦龍も最先端で実践しながら、さらに⼦龍以上の経験値、

実践値、ノウハウを持った方々とも会うことでノウハウはどんどん

更新されていくもの。 

 

そういった部分に関しても、“完全外注化研究ラボ”という専用

Facebook グループを作り、補足したり、シェアしたりしてサポー

トもしていきますし、専用 Facebook グループでは、参加者全員で

失敗例、成功例を出したり、あれこれ意⾒を出しながらサポートし

ていくスタイルです。 

 

⼦龍が、あなたに合わせたプロデュースをしたり、アドセンス完全

外注化に向けた大枠の情報はすべて渡す役目を果たしますが、それ

を元に実践していく上での意⾒交換などはみんなでやっていく「全



員参加型コミュニティ」という感じ。 

 

また、これまでたくさんのノウハウを購入し、たくさんのコミュニ

ティに入り、たくさんの方に学んできて、あなたもうすうすと感じ

ているかと思います。 

 

“すぐれた情報だけじゃ成功できない” 

 

と。どれだけすぐれた情報、ノウハウを得たとしても、結局のとこ

ろ、「やらなければ意味がない」わけです。 

 

しかし、それを分かっていたとしても⼈は言い訳を作り、やらない

理由を探しては諦めていきます。 

 

“それならば！“ということで、それを徹底的につぶすために、この

企画では用意しました。 

 

● ⼦龍と⽉２回の個別相談（１回３０分、Zoom or スカイプ） 



● メールサポート（３６５日２４時間） 

● 技術的なサポート（ワードプレス、ドメイン、サーバー・・・etc） 

● 完全外注化サポート（アカウント作成、依頼方法、対応・・・etc） 

● 半自動化収益サポート（高単価狙い打ち、テコ入れ・・・etc） 

 

そんな最強の「徹底フルプロデュース」こそが、今回の企画“アド

センス完全外注化フルプロデュース“です。 

 

アドセンス攻略で挫折する究極の原因 
 

それが、 

 

“何でもかんでも自分でやるから失敗する” 

 

ってことです。これまでの無料メルマガでもお伝えしてきましたよ

ね？ 

 



「完全外注化で毎⽉勝手にお⾦が入ってきている」 

 

と。 

もし、これを⼦龍が必死になって、リサーチから何から何まで頑張

って、記事を書いていたとしたら、、、 

 

考えるだけでも、ゾッとします。 

 

だって、 

 

● 知らないジャンルのことを自分で書きたくないんだもん 

● 記事を書くためにリサーチとかめんどくさいもん 

● 誰でも書ける記事なんて書きたくないもん 

● 記事の装飾とかめんどくさいもん 

● 記事に使う画像を集めるのがめんどくさいもん 

● ワードプレスに記事を投稿するのがめんどくさいもん 

・・・etc 

 



 

ここで、あなたに聞きたいんですが、 

 

「あなたが知らないジャンルの記事を書けますか？」 

 

１記事１５００文字から２０００文字の記事を知らないジャンルで、

しかも、１記事書こうと思ったら１時間や２時間は掛かります。 

 

サラリーマンとして働いていたとしたら、どう頑張ったとしても、 

 

「１日１記事」 

 

が限界でしょう。だから 

 

“Google アドセンスは、記事を書けば稼げる” 

 

と頭で分かっていたとしても、「時間がない」、「疲れた」、「しんどい」

という言い訳に負けて記事を書こうとしない。 



 

記事を書かないから、記事が世に出ることもなく、Google からも評

価されない。 

 

「Google から評価されない」 

 

ということは、ブログへのアクセスも来ない。“アクセスが来なけれ

ば、Google アドセンスの広告がクリックされることもない。”その

結果、 

 

「収益ゼロ」 

 

で、 

 

「ノウハウコレクターの誕生」 

 

となってしまうわけです。その、 

 



 

「時間がない」、「疲れた」、「しんどい」 

 

という究極の言い訳をつぶせるのが“完全外注化”なわけです。 

 

「キーワード選定」から「記事投稿」まで何から何までを完全外注

化したとしても、 

 

「１記事５００円程度」 

 

ですべてを任せることが出来ます。自分で書いたら２時間かかるこ

とが、 

 

「外注さんに任せる」 

 

だけで勝手にブログが構築されていく。ってことですよ。もう「時

間がない」とか、「疲れた」とか。そういった言い訳をすることも 

出来ないくらい。 



 

“勝手に物事が進んでいくことになります” 

 

もちろん、初めての外注化ですから、最初に決めておくこととか、

学んでおくこともあります。そして、不安な部分もあるでしょう。

だからこそ、今回の企画、 

 

「アドセンス完全外注化フルプロデュース」 

 

では、いつでも相談できる環境を構築して、 

 

「悩んで手が止まってしまう」 

 

という部分をすべて消し去ってしまうわけです。あとは、 

 

「やるだけ」 

 

もう言い訳なんて言えません。環境はすべて整っているんですから。



後は、１ヶ月、２ヶ月、３ヶ月・・・と時間が流れるにつれて、 

 

「ブログに記事が貯まり」 

 

やがて、 

 

“毎⽉５万、１０万” 

 

と収益を生んでくれる半自動化収益システムとして稼動してくれる

のを待つだけというわけです。 

 

もういい加減、しょーもない塾とか、教材とか買ってないで。ここ

いらで、“本格的に収益の柱を構築”してしまいましょう。 

 

稼げるのが分かっていても記事を書か

ないと収益は生まれない 
 



Google アドセンスは、ほかのアフィリエイト手法に比べたら、めち

ゃくちゃ簡単です。だって、 

 

「Google アドセンスの広告がクリックされるだけ」 

 

で良いんですから。“あなたが紹介している商品を購入してもらう必

要なんてありません。” 

 

ただ、ユーザーさんが気になった広告をポチッとしてくれるだけで

お⾦が入ってくるんですから。こんなに簡単なことはありません。 

 

ただ、どれだけ簡単だとしても、 

 

「アクセスがなければ収益は生まれない」 

 

ってことをしっかりと理解していただきたい。いくら稼ぎやすくて

も、ユーザーさんが自分の運営するブログへアクセスしてこなけれ

ば、 



 

「広告がクリックされる機会もない」 

 

ってことです。じゃあ、アクセスを集めるためにやるべきことは、

たった⼀つ、 

 

「ブログに記事を投稿する」 

 

ってこと。でも、“これが意外と大変”なんです。 

 

確かに記事を投稿すればアクセスが来てお⾦が入るのは分かってい

る。でも、 

 

● こんな記事で大丈夫だろうか？ 

● こんな書き方で大丈夫だろうか？ 

● こんな記事でアクセスが来るんだろうか？ 

・・・etc 

 



作業を進めれば進めるほど、こういった不安が押し寄せてくるわけ

です。 

 

こんなことをずっと考えていたら記事を書くのが嫌になってくる。

その結果、 

 

「記事を書かなくなる」 

 

ってことですね。記事を書かなければ Google からも評価されないし

アクセスなんて来ません。 

 

だからこそ！ 

 

「全部任せちゃいましょうよ」 

 

ってこと。自分で書いたら不安になっちゃうんでしょ？じゃあ、“外

注さんに丸投げ”しちゃいましょうよ。 

 



不安になっている時間さえもなく勝手に進む状態を作っちゃいまし

ょうよ。じゃあ、勝手にブログに記事が貯まって、 

 

「勝手にお⾦が入ってきます」 

 

から。マジで。 

 

⼦龍が完全外注化で構築して、現在も半自動で収益を出し続けてく

れている資産ブログ。これをもし自分で書いてたら、正直やり切れ

た自信がありませんｗ 

 

多分というか絶対、途中で嫌になって、記事を書かなくなります。

アフィリエイトで独⽴して１０年以上経過しましたが自信あります。 

 

それくらい、 

 

「記事を書く」 

 



ってのは大変なわけです。だから、全部丸投げしちゃいましょう。

そのために必要な環境とか情報を用意していますから。 

 

外注さんに渡すマニュアルとか、対応マニュアルとか。全部、フォ

ーマットがありますから。 

 

その使い方なども相談できる環境を用意しています。 

 

ぜひ、⼀緒に完全外注化＆半自動化収益システムを構築していきま

しょう。 

 

でも、外注さんにお⾦を払わないとダメ

なんでしょう？ 
 

こんな声が聞こえてきそうですね。では、このお話をお伝えしてお

きましょうか。 

 



Google アドセンスで稼ぐために記事を書いてアクセスを集める必

要があるわけですが、何度もお伝えしている通り、 

 

「１記事１５００文字から２０００文字」 

 

の記事が必要になってきます。この記事を自分で書こうと思えば、

「最低でも１時間」、「⻑いと２時間、３時間」は掛かるわけですね。 

 

じゃあ、外注さんにお願いしたとしたら？ 

 

「１記事３００円」 

 

で書いてくれたりするわけです。そこで、こう考えてみてください。 

 

「時給はいくら？」 

 

なんだと。自分の時給ってそんなに安いですか？もっと高くないで

すか？ 



 

「時給１０００円」とか「時給２０００円」とか 

 

 

しますよね？でも、自分で記事を書いたら、 

 

“最低１時間” 

 

・・・ 

 

・・ 

 

・ 

 

ということは、 

 

「１記事１０００円から２０００円以上」 

 



はコストが掛かっているってことです。しかーし！外注さんにお願

いすれば？ 

 

“１記事３００円” 

 

・・・ 

 

・・ 

 

・ 

 

あれ？何かおかしくないですか？たった３００円払えば、 

 

「自分の時給１０００円、２０００円以上」 

 

の“結果を買う”ことが出来る。ってことですね。これを業界用語で、 

 

「中抜き」 



 

とも言います。例えば、⼦龍がシステムエンジニアとして働いてい

た時代もありました。 

 

⼦龍１人を外注として売り出した場合、 

 

「⽉１００万円」 

 

という売上を会社はもらうわけですが、実際に、⼦龍に入ってくる

お⾦は、 

 

「３５万円」 

※フリーランス時代 

 

ということは、 

 

「１００万円 - ３５万円 ＝ ＋６５万円」 

 



が会社の利益として残る。単純な話、“これを個⼈でやっちゃいまし

ょう。”ってこと。 

 

 

「２０００円 - ３００円 ＝ ＋１７００円」 

 

 

この考え方は、社⻑として、ビジネスをやる上では非常に重要な考

え方でもあります。 

 

そういった基本的な考え方も学びながらお⾦を稼ぐのに最適なのが、 

 

「完全外注化」 

 

でもあるわけですね。この 

 

「自分の時給を他⼈に任せて買う」 

 



ということが分かってくれば、“収益は一気に加速”し始めます。 

 

本当にすべての作業は、 

外注化できちゃいます。 
 

さて、アドセンスでやるべき作業って本当にたくさんあります。昔

から言われていることなんですが、 

 

 

「アフィリエイターは器用貧乏」 

 

これ、まさにその通りです。特に、 

 

“外注化をせずに自分ですべてやっている⼈” 

 

であればあるほど。で、今回の Google アドセンスで稼ぐためにやら

なければいけないことを⼀覧化してみました。 



 

◆ドメイン取得、サーバー契約 

外注化可能。 

 

でも、慣れれば簡単なので、チャチャッと終わらせたほうがいい。 

 

ただし、専門用語がややこしかったりするので、技術的なサポート

もしっかりとしていきます。 

 

◆ワードプレスのインストール 

外注化可能。 

 

これもドメイン、サーバーと同じく、慣れれば簡単なのでチャチャ

ッと終わらせたほうがいい。 

 

こちらも、技術的なサポートで手が止まらないようにしていきます。 

 

 



◆キーワードの選定 

◆記事タイトルの作成 

◆記事の作成 

◆記事の校正 

◆記事の投稿 

外注化可能。 

 

依頼方法などのテンプレート、フォーマットがあるので、すぐにで

もすべて外注化できます。 

テンプレートなどについては、おススメのパッケージ化された商品

をご購入いただくと手に入ります。※１９９００円 

 

こちらで用意しても良かったんですが、⼦龍が今から必死になって

作るよりもしっかりと作られたものを紹介した方が理解しやすいと

思ったので、こういう形になっています。 

 

ただ、このパッケージ化された商品を購入したとしても、ほとんど

の人は成功できずに終わります。 



 

だからこそ、 

 

「アドセンス完全外注化フルプロデュース」 

 

では、そのパッケージ化された商品を軸として、⼦龍と実際に話し

て方針を決めたり、分からない部分、不安な部分をすぐに解消でき

る環境。 

 

ドメイン、サーバー、ワードプレスなどの技術的なサポート。⼦龍

と仲間たちの事例共有などの専用Facebookグループへの招待。と、

何から何までをサポートする環境を用意して、 

 

「失敗する理由」 

 

を全部つぶしちゃうわけですね。で、今回、アドセンスの作業を⼀

覧でも紹介しましたが、正直、 

 



「誰でも出来ます」 

 

本当に全部、誰でも出来ます。社⻑は、 

 

「自分にしか出来ない事」 

 

をやるのが仕事です。誰でも出来るような作業は、 

 

「従業員（外注さん）」 

 

にお任せするわけです。そのために会社は、給料を支払っているん

ですから。私たちは、それを個人レベルで。 

 

しかも、もっとも効率が良い方法で半自動収益の仕組みを構築して

いきましょう。 

 

資産ブログは“不動産”と同じレベルで



求められているという事実 
 

で、あなたは、 

 

「ブログの売買」 

 

が⾏われていることを知っているでしょうか？例えば、 

 

「⽉の平均利益が５万の場合、６０万から１２０万」 

 

で取引がされていたりします。もっと収益が高いブログであれば、 

 

“１億円” 

 

で売り抜ける人が居るほど。で、これって不動産と同じ考えなんで

すよ。不動産取引をする場合、２つの収益を考慮します。 

 



⼀つ目が、 

 

「毎⽉の家賃」（インカムゲイン） 

 

そして、二つ目が、 

 

「売却した場合の利益」（キャピタルゲイン） 

 

毎月の利益を得つつ、不動産を購入した費用よりも、いかにして 

 

“高く売却するか” 

 

を常にやっているわけですね。で、これって、 

 

「私たちが運営するブログも同じ」 

 

です。例えば、こんな感じ。 

 



◆ブログ運営開始１ヶ⽉目 

・費用 

３０記事 × ５００円 ＝ １万５０００円 

 

・売上 

０円 

 

・⽉の利益 

売上０円 - 支出１万５０００円 = マイナス１万５０００円 

 

・累計収⽀ 

累計収支はマイナス１万５０００円 

 

 

◆ブログ運営開始２ヶ⽉目 

・費用 

３０記事 × ５００円 ＝ １万５０００円 

 



・売上 

０円 

 

・⽉の利益 

売上０円 - 支出１万５０００円 = マイナス１万５０００円 

 

・累計収⽀ 

累計収支はマイナス３万円 

 

 

◆ブログ運営開始３ヶ⽉目 

・費用 

３０記事 × ５００円 ＝ １万５０００円 

 

・売上 

０円 

 

・⽉の利益 



売上０円 - 支出１万５０００円 = マイナス１万５０００円 

 

・累計収⽀ 

累計収支はマイナス４万５０００円 

 

 

◆ブログ運営開始４ヶ⽉目 

・費用 

３０記事 × ５００円 ＝ １万５０００円 

 

・売上 

１万円 

※ようやく売上が発生し始める頃 

 

・⽉の利益 

売上１万円 - 支出１万５０００円 = マイナス５０００円 

 

・累計収⽀ 



累計収支はマイナス５万円 

 

 

◆ブログ運営開始５ヶ⽉目 

・費用 

３０記事 × ５００円 ＝ １万５０００円 

 

・売上 

２万円 

※売上が倍増し始める段階 

 

・⽉の利益 

売上２万円 - 支出１万５０００円 = プラス５０００円 

 

・累計収⽀ 

累計収支はマイナス４万５０００円 

 

 



◆ブログ運営開始６ヶ⽉目 

・費用 

３０記事 × ５００円 ＝ １万５０００円 

 

・売上 

４万円 

※ここら辺りから加速していきます 

 

・⽉の利益 

売上４万円 - 支出１万５０００円 = プラス２万５０００円 

 

・累計収⽀ 

累計収支はマイナス２万円 

 

 

◆ブログ運営開始７ヶ⽉目 

・費用 

３０記事 × ５００円 ＝ １万５０００円 



 

・売上 

１０万円 

※ここら辺りから加速していきます 

 

・⽉の利益 

売上１０万円 - 支出１万５０００円 = プラス８万５０００円 

 

・累計収⽀ 

累計収支はプラス６万５０００円 

 

 

◆ブログ運営開始８ヶ⽉目以降 

収益が安定＆増加しつつ、すべてプラス収支へと転換。ここで、 

 

“次のブログ構築へと進むことでリスクヘッジをしていく” 

Or 

“不動産と同じく「出⼝戦略」” 



 

として、「サイト売買」で、未来の利益を獲得してしまうことも可能。

やり方によっては、 

 

“⽉平均利益×３０ヶ⽉” 

 

も可能。ということは、 

 

「⽉平均利益が１０万の場合、３００万円」 

 

で売り抜けることが出来る。そうすることで、 

 

（トータル売上２７万円 ＋ 売り抜け３００万） － ８ヶ⽉間

の外注費用トータル１２万円 ＝ プラス３１５万円 

 

ということだって可能になるわけです。売却後に、 

 

「収益が上がるのか、下がるのか。」 



 

は、それは完全に“運次第” 

 

それならば、さっさと売り抜けて利益を確定してしまうことも賢い

選択ということですね。 

 

ただ、これは、性格の問題もありますから。１つ目、２つ目、３つ

目と資産となるブログを構築していく方法もあります。とにかく、 

 

「完全外注化」 

 

をすることで、何でも出来るってこと。それを⼀緒にやっていくの

が、今回の企画。 

 

「アドセンス完全外注化フルプロデュース」 

 

ということになります。ぜひ、ともに資産となるブログを 

構築していきましょう。 



 

本当にすべて外注記事でも 

稼げるという真実 
 

論より証拠ってことで、このデータを⾒ていただきましょう。 

 

これは、私が所有している Google アドセンスで稼いでいるブログの

⼀部となります。 

 

◆外注記事投稿から約４ヶ⽉後 

 



 

この画像を⾒ても分かるとおり、すべての作業を外注化して、ほっ

たらかしにしているだけで、 

 

「毎⽉１２，０００円以上」 

 

が発生し始めて、さらに、 

 

「１０００RPM が破格の４５００円台」 

※１０００回ページが表⽰された場合の稼げる⾦額 

 

この１０００RPM ですが普通にアドセンスをやっていたら、 

 

「１円とか１０円」 

 

が普通です。要するに、めちゃくちゃ頑張って記事を書いて、何ヶ

月もかけて１００記事、２００記事と書きました。と。 

で、４ヶ月あたりからチラホラとアクセスが来ました。 



その結果、 

 

「１０００RPM が１円」 

 

だとすれば、月に１０００人アクセスしてきてくれたら、 

 

“⽉の収益額は「１円」” 

 

ってことです。それに対して私が完全外注化で構築したブログは、 

 

「１０００RPM で４５００円」 

 

要するに月に１０００人アクセスしてきてくれたら、 

 

「⽉の収益額は４５００円」 

 

ってことです。単純に、 

 



「４５００倍」 

 

のアドセンス単価。これって、少しでも Google アドセンスを頑張っ

たことがあるなら、 

 

「目が点」 

 

になってしまうレベルなんですよ。本当に、、、 

 

で、ここからも重要なんですがブログってのは、⼀度作って終わり

じゃなくて、 

 

「記事の編集」とか「記事の追加」とか 

 

をやって、ブログに対してテコ入れすることによって、 

 

“アクセスが倍増し、収益も倍増する” 

 



 

ということをやっていくわけですが、このブログに関しては、訳あ

って、途中で更新を⽌めていました。※単純に忙しくなって面倒に

なってしまった、、、 

 

でも、そんな状態で７ヶ⽉が経過しても。こんな感じで収益が自動

で入ってきています。 

 

◆外注記事投稿から１年後 

 

 



 

この画像を⾒ても分かるとおり、“一切、何もやっていない状態”なの

に収益は、 

 

「約２倍」 

 

の、 

 

“２７，５１８円” 

 

に、、、もう⼀度、言いますが、 

 

「一切、何もやっていない」 

 

のにですよ。逆に、もっとちゃんと完全外注化して常に更新される

ようにしておけば。と悔やまれるわけですがｗ 

 

ただ、このブログは、これからさらに完全外注化で手を加えていき



ます。そうすれば、想定ですが、 

 

“単純計算で数倍” 

 

にまで収益が上がり、毎月１０万近くのお⾦を自動で運んできてく

れる装置として働いてくれることでしょう。で、もう⼀つの注目す

るべき点は、 

 

「１０００RPM の単価」 

 

です。最初に収益が出始めたときは、 

 

「１０００RPM ＝ ４５００円台」 

 

そして、そこから７ヶ月が経過した後は、 

 

「１０００RPM ＝ ４６００円台」 

 



まさに、 

 

「狙い打ち成功」 

 

ってことです。こういったところも、 

 

「アドセンス完全外注化フルプロデュース」 

 

では、狙ってやってもらうことになります。もちろん、お分かりで

しょうが、 

 

「このデータは数ある中のひとつ」 

 

でしかないわけです。完全外注化で人任せにしちゃうってことは、

こういった資産ブログを１つ、２つ、３つ・・・と構築していくこ

とになります。 

 

月１０万を稼ぐ資産ブログが４つになったとしたら？ 



 

“⽉４０万の半自動収益システム” 

 

の完成。さらに不動産と同じで出⼝戦略もあるとお伝えしましたね。

それを組み合わせたとしたら？ 

 

「⽉４０万 × ３０ヶ⽉ ＝ １２００万円」 

 

で売却なんてこともありえるわけです。 

 

つまずくポイントを無くす 

完全フルサポート内容 
 

そして、これまでにお伝えしてきたとおり、どれだけスバらしい教

材やノウハウ、情報を渡したとしても、 

 

「結局、一⼈だと出来ない」 



 

ということが分かっています。だからこそ、今回のフルプロデュー

スでは、“つまずくポイント”をとにかく無くす！という意気込みで

こんなサポートを用意しています。 

 

●⼦龍と⽉２回の個別相談（１回３０分、Zoom or 

スカイプ） 

ホントに何度もお伝えしますが、⼀人だと悩んで手が⽌まって諦め

てしまう人がどれだけ多いことか、、、 

 

なぜ、人は動けないのか？それは、 

 

“これが合っているかどうかが不安” 

“間違っていないだろうか？” 

“この道で合っているんだろうか？” 

・・・etc 

 

といった、どうしようもない不安が押し寄せてきてしまうことが原



因だと思います。 

 

なので、⼦龍と月２回、しっかりと実際に話をして、 

 

“この道が合っているのかどうか” 

“どういった道をいけばいいのか” 

“このやり方で合っているのか” 

・・・etc 

 

といった不安となってしまう部分を消しちゃいましょう。もし、作

業が進んでいなかったとしても、それはそれで話は出来ますので、

有効活用してもらえればと思います。 

 

●メールサポート（３６５日２４時間） 

月２回は、直接⼦龍に聞ける環境とはいえ、それ以外にも聞きたい

ことや悩んでしまう点も出てくるかと思います。 

 

そういった部分をすぐにでも消すためにメールサポートもしっかり



とやっていきます。３６５日（２４時間）で受け付けていますが、

状況によってはお返事が少し遅れることもありますが基本的には２

４時間以内には回答していきます。 

 

●技術的なサポート（ワードプレス、ドメイン、サー

バー・・・etc） 

アドセンスやアフィリエイトをする上で、どうしても出てきてしま

うのが、「ワードプレス、ドメイン、サーバー」などの技術的な面で

すよね、、、 

 

今でこそ⼦龍は、自転⾞に乗るのと同じレベルで何も考えずに設定

することが出来ますが、やはり慣れないうちは大変で覚えることも

多いかと思います。 

 

しかも、こんなところでつまずいてしまっていたら、非常にもった

いないですからね。なので、こちらもしっかりとサポートしていき

ます。 

 



●完全外注化サポート（アドセンスアカウント申請、

外注依頼アカウント作成、依頼方法、対応・・・etc） 

こちらは、先ほどの技術面とは違って“外注化”を⾏う上でのサポー

トとなります。 

 

これに関しても、⼦龍はさらっと外注さんに依頼して雇うことがで

きるわけですが、なれないうちは不安でいっぱいでしょう。 

 

このアカウントの作り方で良いんだろうか。依頼内容はこれで合っ

ているんだろうか。外注さんとのやり取りは、これで合っているん

だろうか。 

 

といった感じで。こんなところでつまずいていたら本当にもったい

ないです。なので、ここに関してもサポートしていきます。 

 

また、今回のフルプロデュースをするにあたって、「おススメの外注

化マニュアル」をご紹介しますので、そちらをご購入いただく必要

があります。※１９，８００円 



というのも、⼦龍の方で各種マニュアルを作ることは出来るんです

が、やはり体系化されたマニュアルを作るのはかなり時間がかかり

ます。 

 

それであれば、“すでに手に入りやすい価格で、きっちりと体系化さ

れたマニュアルを紹介した方があなたのためでもある。”と判断した

上で紹介することとなりました。 

 

このマニュアルを作成された方は、実際、⼦龍も知っている方です

ので安心して使用することが出来ます。このサポートでは、そのマ

ニュアルの使い方を含めたフルサポートをしていく。という形です

ね。 

 

また、完全外注化された資産ブログにて Google アドセンスアカウン

トの取得についてもサポートしていきます。 

 

●半自動化収益サポート（高単価狙い打ち、テコ入

れ・・・etc） 



これから、あなたはアドセンス×完全外注化で“半自動化収益”のシ

ステムを構築していくわけですが、⼦龍が⾒せた「高単価狙い打ち」

や「さらに収益を拡大させるテコ入れ戦略」などについても、プロ

デュースが進むにつれて状況に応じて、しっかりとサポートしてい

きます。 

 

これをやることによって、４ヶ月、５ヶ月と実践を続けるだけで、

どんどん“半自動化収益”も倍増していくことになります。しっかり

と実践していきましょう！ 

 

専用 Facebook グループ 

“完全外注化研究ラボ”への無料ご招待 
 

アドセンス完全外注化に特化した研究ラボ（⽉額１万円）へプロデ

ュース期間中は“完全無料”でご招待させていただきます。 

 

⼦龍がなぜコミュニティを運営することにこだわっているのか？そ



れは、コミュニティというものは“集合知”なわけです。⼦龍だけじ

ゃなくて、仲間たちが持っている⾊んな成功事例、失敗事例が存在

します。 

 

それを独り占めしてしまうのではなく、同じコミュニティに所属す

る仲間として全員で共有して、全員が成功へと向かう。これが本当

の“コミュニティ”なわけです。 

 

もちろん、事例だけじゃなくて、⾊んな質問もあるでしょう。そう

いった質問に対して、自分はどう思ったのか？などを考え、実際に

答えることで人は成⻑する。それが合っているかどうか？なんて気

にしなくていいんです。 

 

せっかく同じ志を持った仲間同士、そんなところに気を使わずにど

んどんアウトプットしていきましょう。そして、こうすることで“仲

間同士のコミュニケーション”にもなります。 

 

ここで共に学び、共に成⻑し、共に成功する。そして、メンバー同



士で協⼒し、新たな展開を生む。それが理想のコミュニティ。 

 

そのためには、仲間同士のコミュニケーションも重要になってきま

す。どういった考えを持っているのか？どういった人なのか？とい

った事を知らないと共にビジネスなんて出来ませんから。 

 

せっかく同じ仲間として集まったんですから、共に学び、共に成⻑

し、共に成功していきましょう！ 

 

参加費用について 
 

さて、参加費用については、最初からお伝えしている通り安くはあ

りません。⼦龍は、このコミュニティへ入ってくれる仲間には本気

で成功してもらって、本気で共にビジネスをしたいと思っています。 

 

そのため、中途半端な気持ちで参加する人は来てほしくないんです。 

 



“本気で⼈生を変え、本気で成功したい” 

 

そんな仲間の声に応えるためにも、本気の仲間をコミュニティに迎

え入れる必要がある。 

 

そして、この企画では、本当に“アドセンス完全外注化のフルプロデ

ュース”をやっていきます。 

 

あなたの状況に合わせた、完全オーダーメイド 

 

何度もお伝えしているんですが、 

 

ワードプレス、ドメイン、サーバーなどの技術面サポート 

アドセンスアカウント、外注依頼方法などの完全外注化サポート 

高単価狙い打ちやテコ入れ戦略などの半自動化収益サポート 

 

とにかく、“つまずくポイント”をすべて無くし失敗する可能性を極

⼒ゼロに近づけていくわけです。 



 

その対価としてあなたはいくら払えますか？と逆に聞きたいくらい

です。 

 

この参加費用の設定には本当に悩みました。ここだけの話し、 

 

“世の中の塾やコミュニティでさえも半年で１００万” 

“個別コンサルティングになれば半年で１５０万から２００万” 

“有名企業家になると半年で３００万から５００万” 

 

なんていうのが当たり前の世界です。しかも、彼らは、 

 

「フルサポート」 

 

なんてしません。ちょっとだけ“１ヶ⽉に１度、オンラインで話して

終わり”なんてことも普通です。 

 

ただ、これを読んでいるあなたの状態で、いきなり１５０万円とい



うのは厳しいでしょう。でも、本気で成功してほしいという想いを

込めて今回のフルプロデュースの参加費は１年間で１２０万

円（税込）に設定しました。 

 

ただし、先⾏でお申込していただいた方には割引をさせていただき

ます。 

 

今なら１年間で１２０万円→１００万円（税込み）で参加いただけ

るようにしたいと思います。 

 

これから生涯に渡って稼ぐ⾦額に比べれば相当お得ですよ、、、さら

に・・・今回の講座に興味を持ってくれて、いち早く登録してくれ

た方限定で超お得なオファーをさせていただきます。 

 

ズバリ、 

 

 



今この案内を受け取っている方に限って、特別に１年間で６

０万円（税込）で参加できるように設定させていただきました。

（この文章を⾒れている方はその資格があるということです） 

 

ちなみに、次回はいつ募集をするか“未定”ですし、次回以降の募集

では１年間で１２０万円（税込）を予定していま

す。 

 

また、このお得なオファーでの募集期間は【７日間】の限定です。

超お得なオファーで参加してもらればと思います。 

 

お申込と決済のご案内 

 

また、あなたはこれから企画に参加して、完全外注化による“アドセ

ンスによる半自動化収益システム”を構築していくわけですが、今回

の受講料を一括で払うことが難しいという声もあるでしょう。そこ



で、カード払いのみ１２分割まで対応させていただきました。 

 

お申込はこちら 
※１年間の参加費用となります 

※一括、３分割、６分割、１２分割をご用意しています 

 

最後に 
今回の「アドセンス完全外注化フルプロデュース」を始めよう！と

決めた大きなきっかけがあります。それが、 

 

“先日開催された情報発信コミュニティの強化合宿” 

 

この強化合宿では、朝９時から夜８時までひとつの部屋に１０名近

くが集まり、缶詰め状態で、 

 

「情報発信による収益の柱を作り上げる」 

https://shiryushiki.jp/p/r/htKW8AlB


 

という目的を元に開催しました。で、この強化合宿を主催する側と

して感じたことがあります。それが、 

「本当に、みんな一⼈だと出来ないんだな・・・」 

 

と。あれだけ簡単なワードプレスのインストールや設定でさえも、

途中で悩んで手が⽌まってしまう。 

 

こうやって記事を書けばいいんだよ！と教えてあげても、途中で悩

んで手が⽌まってしまう。やはり、みんなにやってもらって結果を

出してもらうには、 

 

「ケツを叩いてくれる環境」 

 

が必要なんだなと。それを痛感したことで、このフルプロデュース

をやると決めました。あなたの状況に合わせて完全オーダーメイド

で突き進んでいただきます。 

 



そして、これまで出来なかったネットビジネス（アドセンス）で収

益の柱を構築していきましょう！最強の三角形を作るまでの最初の

⼀歩でもあります。ともに頑張りましょう。 

 

子龍 
 

ＰＳ：お得なオファーでのお申込は【７日間】です。次回、い

つ募集するかは“未定”ですので興味のある方はすぐに決断していた

だければと思います。では、ともに頑張っていきましょう！ 

 

お申込はこちら 
※１年間の参加費用となります 

※一括、３分割、６分割、１２分割をご用意しています 

https://shiryushiki.jp/p/r/htKW8AlB

