
新型給付金ONE　2話
こんにちは！ライターの西田です。
本日も新型給付金ONEについて
発起人のエンジェル投資家武田真一先生にお話をお伺いします。

武田先生、本日もどうぞ宜しくお願いします。
よろしくお願いします

さて・・・前回お話をお伺いしてから
1週間ほど経ちまして
私もONEの公式サイトに登録をして
早速給付金の登録をしてみたんですよ！

おお！やって頂いたんですね！
どうでしたか？
いやぁ、もうビックリの一言です！

ありがとうございます
本当にサイト上から自分のメールアドレスを登録するだけ
それだけで1000円、また1000円とどんどん稼げてしまうので
もうビックリですね先生！

こんなんでお金頂いちゃっていいんですか!?って感じですね！
大丈夫です！ONEは作業や労働を提供して頂いて
その対価としてお金を渡すというものではありません
あくまで応援してくれたお礼としてのお金ですから

もうそれでいいんですよ
それだけで給付金を受け取る事が可能なんです

なるほど！確かに労働の対価ではなく 
応援、気持ちの対価ですもんね！
その通りです



それで武田先生、せっかくなので
今日は私の一週間の成果を見て頂ければと思うんですけれども
よろしいですか？

はい！是非見せてください。
ありがとうございます。
じゃあちょっと画面を出しますね！

このように1日5件
5千円ずつ毎日毎日、稼がせて頂いて
一週間で合計・・・3万5千円です。

メールアドレスを登録しただけですよね
そうですね
こんな感じで毎日5000円
しっかりと給付金を受け取らせて頂きました！

毎日マックスまで稼いで頂いてありがたいですね
いや、だって1日5件分のアドレスを登録するなんて
これ一分もあれば終わっちゃいますからね！

5件どころか10件20件やって
稼ぎたいくらいですよ！！
それは嬉しいですね！

ありがとうございます
先生これ、もしいま動画を見ていらっしゃる方の中で
ONEまだやっていないよって方がいらっしゃったら
絶対にやらないと損ですよね！

損ですね！

今このドグ画を見て頂いている時も
1日5件5000円の給付金が受け取れるので
まだ公式サイトに登録をしていない方は



今見て頂いている動画に載せておきますので

絶対にやっておいていただきたいと思います。
分かりました！

そして正式にONEがリニューアルオープンをして
仮ではなく本メンバーとなることで
上限なしで案件がある分だけ給付金が受け取れるので
ぜひとも楽しみにしておいて下さい！

1日最低でも1万円
月にすると30万円以上ですからね。
もう待ちきれませんね、先生！

そうですね
更には本メンバーとなることで今では現状できない
ONEで更に稼ぐ方法も実践ができます

これも楽しみにしておいて欲しいですね！
そうです！
本日はそのONEで更に稼ぐ方法について
色々お伺いしたいな～って思ってたんですよ！

そうです
なんでも通常のONEでただ給付金を受け取るよりも
10倍以上のお金が受け取れるって事でしたよね？

そうですね、10倍稼げます。
仮にONEで月30万円の給付金を受け取ったとすると
10倍ですと300万円稼げるって事になりますけど
先生、本当でいいですか⁉？

はい、事実です

この稼ぎ方がONEの真髄です
本当は非常に機密性の高い稼ぎ方になるので



大勢の方の前で話す事はできないんですけど

今見ていらっしゃる方というのは
前回の動画を見て更にONEに登録をして
本気で稼いでみたい！って方だけだと思うんですよ

間違いないですね
だからこそ、今であれば
この方法を特別にお話しても良いと思っています。

ありがとうございます！
どうすれば10倍のお金が受け取れるのか
今の所私は何の検討がつかないんですけど

先生一体これどういう方法なんですか？
ONEで通常の10倍のお金を稼ぐ方法
正にONEの真の稼ぎ方です。

この方法は・・・FRIENDSHIPという名前の稼ぎ方になります！
FRIENDSHIPですか！
友情という意味になります

確かにそんな感じの意味ですよね・・・
でも先生、なぜ友情なんですか？
こちらについても1からしっかりと説明いたしますね

お願いします。

企業の商品やサービスを応援する
つまりメールアドレスを登録すると
1件1000円の給付金が企業からお礼として受け取れる

これが通常のONEです。
そしてただ登録をするだけではなく
他の方にも紹介をする事で
更に紹介料を受け取る事ができるんです



ONEの案件を他の方に紹介する事で
紹介料を受け取れるですか？
そうです

1人の方にONEの案件を紹介すると
自分で登録をする時と同じように
1件1000円を紹介料として企業から受け取れます。

え!!!!?
1人にただ紹介をするだけで
今までと同じように1件1000円が受け取れるってことですか⁉

そうです
例えばですね、英会話スクールを運営している会社がいて
その案件をまずは自分で登録して1000円を受け取ります

その後、他の方にもその英会話スクールの案件を紹介して
同じようにメールアドレスを登録頂けた場合
1件1000円が更に紹介料として受け取れるんです

ああ、じゃあ例えば
10人の方に登録をして頂いた場合は
1案件で一万円も稼げちゃうって事ですか⁉

そうです、そうです。
1人であれば1000円。
10人であれば1万円
100人であれば10万円が紹介料として受け取れます。

えええええ・・・！
めちゃくちゃすごいですね、それ！
はい！

普通は1案件につき自分で登録をして



1000円しか受け取れないものを
他の方に紹介する事で無限に1000円が稼ぎ続けるってことですか！

そうです！
正に青天井で稼げます！
確かに・・・青天井ですよね。

ただ武田先生、少し思うんですけど
なんでしょう？
人に紹介するのって結構大変じゃないですか？

ああ！
例えば、知り合いに1人1人LINEをして
この案件にアドレスを登録して欲しい！って
連絡をするわけですよね？

なんか結構大変だし、そんなに上手くいくのかな？って
正直思ってしまいますけど

その辺りは全く心配いらないですね
そうなんですか？

知り合いの方に連絡をして、登録をして貰うなんて
面倒で大変なことをする必要はありません。

えっ！じゃあどうやって人に紹介をするんですか？
SNSです
SNS?

例えばTwitterとかFacebookなんかを使って、
ちょっとした文章を作成して後は拡散すれば
勝手に案件が広まって、
どんどんどんどん紹介料が手に入ります

あぁ、なるほど！
Twitterとかでこの英会話教室を皆さん応援してください！



ってメッセージとそのリンクを拡散すれば
多くの方に一度に紹介できるって事ですか！

そうです！
なるほど・・・確かにそれは合理的ですし簡単そうですよね
ただちょっと、武田先生
なんでしょう？

Twitterのフォロワーがすでに5万人10万人とか
大人数いるって方はそれで楽に稼げるかもしれませんけど
フォロワーがまだ10人とかFacebookの方は友達15人とか

そもそもTwitterもFacebookもやっていないよって方も
結構多分いらっしゃると思うんですよ

なるほどですね
そういう方が稼ぐのは大変だと思いますし
どうしても稼ぐ金額に落差が生じちゃうじゃないですか？

おお、さすが西田さん
ツッコミが的確ですね

いえいえ、申し訳ございません!!
ただ立場的にも見ている方に私は嘘をつけないので
やっぱり思ったことは素直にお聞きした方がいいと思いまして

それは当然ですよね
でも西田さん、SNSで知り合いがたくさんいるとか
そういうのは一切関係ないんですよ

SNSなんてやった事もない！みたいな方だとしても
問題なく平等に稼ぐ事ができます

そうなんですか・・・？
はい



でもSNSを使って多くの方に紹介するんですよね？
そうですね。
むしろFacebookやTwitterのアカウントは
新たに立ち上げるくらいで大丈夫です

プライベートのアカウントを使う必要はありませんし、
顔出しや本名を晒すような必要も一切ありません。

ONE専用のアカウントを新しく作ってもいいって事ですか？
はい、どちらかというとそちらを推奨していますね

新しいアカウントだとフォロワーも友達も
完全に0人スタートになると思うんですけど
先生、それでどうやって拡散するわけですか？

SNSでフォロワーや友達を集める。つまり集客の部分ですね。
集客は完全自動で面倒な作業一切無しで行うことができます

だから実質、簡単な文章を書いて
投稿をするだけなんです。

集客は完全自動で出来ちゃうんですか⁉
出来ちゃいます。
すごいですね！！

先生これツールか何か使うわけですか？
そうですね

実はONEを開発する上で5億円以上の費用をかけたというお話が前回出た
と思います。
そのうち7000万円が自動集客のシステムの開発にかかっているんです

7000万円かけて作られたシステムって事ですか！！
やっぱりユーザー側がやる作業は最低限で
楽に稼げるようにしたいですからね



だからこそこだわって注文をしたら
開発費用が結構かかっちゃいましたね。

なるほど・・・システムを充実させるために
誰でも簡単に出来るようにするために
大金をかけたって事なんですね！

そういう事です

TwitterやFacebookなんかのSNSに完全自動で集客ができる
ONEの特注のシステムFRIENDS
こちらを使えば、お持ちのスマートフォンやパソコンを使って
最初にただ起動するだけで完全自動でONEの集客先をどんどん集客する
ことができます！

自動集客システムFRIENDSですか！
先生これはFRIENDSHIPで稼ぐ上では必須なシステムですね！
そうですね

FRIENDSさえあれば通常の10倍のお金を稼ぐのも非常に簡単です！
すごいですね！
だって集客って普通はかなり面倒で途方もない作業だと思うんですよ

そうですね。場合によっては多額の広告費をかけてまで集客をして
それでもうまくいかないって事もありますからね・・・
ありますね

そんな鬼門である集客がFRIENDSを起動するだけで
自動で行うことが出来て
基本としては後は簡単な紹介文を作って投稿するだけ

だけです！

これはもう・・・先生、出来ない方はいなさそうですね！
いないですね
あ、そうだ。せっかくなのでFRIENDSHIPで稼ぐ流れを見てみますか？



えっ！見せて頂けるんですか？
まぁ、言葉で簡単簡単って言っているだけだと
伝わりづらいかもしれないので
こちらも見て頂いた方が早いと思うんですよ。

はい、それはもう是非見てみたいです！
じゃあ、私のテスト運用アカウントがあるので
またスマートフォンから見てみましょう！
お願いします

こちらがFRIENDSHIPで集客をしたTwitterのアカウントです
こちらですか・・・すごいですね！14万フォロワーですか！！
はい

14万人の方が見ているわけですね。そうですね
普通にこの規模までアカウントを育てようと思ったら、
何ヶ月・・・

いや、何年もかかる話だと思うんですけど
自動集客システムFRIENDを使えば
すぐに、しかもほとんど何もせずに
これぐらいのフォロワーを簡単に集めることができます。

もう、これだけの人数がいて
案件を宣伝すれば
そりゃあ稼げるに決まってますね！！

間違いないですね！
じゃあ、このアカウントにさっそくONEの企業の案件の紹介文を
簡単に作って登降してみましょう

はい、分かりました。
はい、これで投稿完了です！
「副業で10万円稼ぐためのオンラインスクールを応援して下さい！」



もう、こんな簡単な文章でいいんですね⁉
そうです！簡単な短文を作って、その案件用のリンクがあるので
それを一緒に流すだけ！

もうこれだけで終わりです！
もう作業終わりですか・・・
一瞬ですね！
はい

こんなに一瞬で簡単にできるからこそ
誰でも稼ぐことが可能になっているんです

あとは、この投稿を見たフォロワーの方が案件を見て
アドレスを登録すればするほど
1000円、また1000円とどんどん稼げるようになります

なるほどですね！
じゃあFRIENDSHIPで稼ぐ流れは分かったと思うので
結果として、どれぐらい稼げているのか？報酬画面を見てみましょう！
お願いいたします！

これがFRIENDSHIPの報酬画面ですね⁉っていうか
初日から13万8000円ってすごくないですか⁉
4日連続で10万円オーバー

で、毎日こうやって上がっていって・・・
あ！14万5000円っていうすごいのもありますよ！！
で、ずーっとまた10万円が何回も上がっていって
最終的には・・・1ヶ月で合計316万5000円

とんでもないです！FRINEDSHIP
すごいですね！！316万円・・・！
300万円超えですか⁉

先生、1ヶ月でここまで稼げちゃうもんなんですか⁉



十分稼げます
それでこの稼いだお金が入金されたので今日は記帳してきたんですよ。
それもちょっとお見せしますね。

え⁉通帳ですか⁉
はい、本当に自分のお金になるっていうのを
是非見て頂きたいですから

それはめちゃくちゃ見たいですね。よろしいですか？
はい、どうぞ見てください
ありがとうございます。

こちらが先程の報酬が振り込まれた額です
おおぉぉぉ金額・・・
316万3817円ですか！

手数料等が多少引かれていますが
これくらいの額になりますね。

いやぁ・・・すごいですね！FRINEDSHIP
なるほど・・・なるほどなるほど
いや、ありがとうございました！

どうでしたか？
いやぁ・・・これだけで月収300万円超えですか！
さっきみたいな感じで簡単な文章を作って投降するだけなんですよね？
その通りです。

いやぁもうびっくりしすぎて唖然としてしまいますね
いや、これくらいは普通です。
いやいやいや普通じゃないですよ!?

こんなに稼げる事普通じゃないですよ、先生！
普通です

しかも本当に簡単に出来るじゃないですか！



だってシステムを最初起動すれば後は自動でSNSにどんどん人を呼んでく
れて
自分としては簡単な文章をただ流すだけですもんね？

その通りです
作業の工程は違いますけど
簡単さでは通常のONEのメールアドレスを登録するだけっていうのと
大差ないですよね！

そうですね
10倍稼げるってなると作業も10倍大変なのかな？って
思われるかもしれないですけど
全くそんな事ないんです。

集客は自動だからちょっとした文章をただ流すだけ
こんなにシンプルだからこそ
誰でも稼げるということを可能としているんです

それで１日10万円とか稼げちゃうわけですもんね
そうですね。
もちろん案件とか流す時間によっても変わりますけど
1案件流すだけで1万円くらいは安定的に稼げますから

後はそれを繰り返すだけ
月収200万円でも300万円でも簡単に稼ぐ事が可能となります。
びっくりですね

先生、月収300万円だとすると年収3600万円ですよ⁉
その通りです
生活の足しになるどころかめちゃくちゃ勝ち組じゃないですか！

そうですね！
通常のONEの方ですと稼げる月収は30万円ほどです
もちろんそれでも大金ですし、
生活に確実に余裕が出てきます



ただ、それではまだ成功者とは言えないですよね。
このFRINEDSHIPで稼ぐことで真の勝ち組となる事ができるんです

作業の難易度が大して変わらないのであれば
絶対にFRINEDSHIPをやった方がいいですよね！

その通りです。
年収3600万円ですよ⁉

その辺のお医者さんよりも稼いじゃってるじゃないですか！
お医者さんですか?
えっと確かお医者さんの平均年収が1000万円ちょっとなので
お医者さん3人分以上の年収ですね

お医者さん3人分ですか!?
大企業の役員クラスとか外資系金融マン並みの年収ですね
後は売れっ子俳優とかプロのスポーツ選手なんかにも匹敵する年収だと
思います。

正に誰もが憧れる成功者が手にする収入って事ですね！
そうです
そんな滅多に手にする事ができない超高額所得が
ただ簡単な紹介文を作って集客済みのSNSに流すだけで
ものにする事ができるんです。

それがFRINEDSHIPです！
もう月収300万円、年収3600万円あったら
余裕のある生活どころか何でも出来ちゃいますよね！

そうですね。
しかも普通の月収300万円の方とは違って
一生懸命仕事をしたり、勉強をしたり、努力をしなくても
1日10分程度、簡単な文章を作ってSNSに投稿するという
作業をやるだけですからね



そんな簡単な作業でそんな大金を頂いちゃって
これいいのかな？ってなりますよね
全然いいと思います。

努力が収入に反映される時代っていうのは
もう終わったと思うんですよ。

これからはインターネットの仕組みを使って
いかに楽に稼げるかが成功のカギだと私は思っています。

確かに・・・私も色々な稼ぎ方を取材してきましたけど
そうなんですね

サラリーマンの方が一ヶ月一生懸命汗水垂らして働いて
ようやく得られる20万円とか30万円というお金を
インターネットを使えばあざ笑うように簡単に稼げる

そんな方法はたくさんありますよね
そうですね。ただですよ、中でも武田先生のONEは別格ですけどね！
いやぁありがとうございます。

月収300万円あれば生活が苦しいという方でも
借金の返済に困っているという方でも
嘘みたいにそんな問題がすぐに解決されます

そりゃあそうなりますよね！
実は私もお金がなかった時代がありまして
そうなんですか

1円2円単位で節約しないといけないので
いろいろなスーパーを回って一番安いもやしとか豆腐を買ったり
部屋では電気代もったいないんで
夏は冷房を使わずに熱くて倒れそうになったり

逆に冬は暖房をケチるんで寒くて凍えそうになったり



大変でしたね。

色々ありました。
後、借金があった時期もあったんですけど
最速の電話とか手紙が鬼のように来て
生きた心地がしなかったですからね

それは苦しいですね
そんなひもじい、悲しい思いをしなくて済むって事ですよね！

その遠いです
一気に勝ち組の仲間入りを果たせます

しかもFRIENDSHIPでSNSに簡単な文章を投降するだけでですよね？
そうです！
やっぱり節約ってストレスがたまるじゃないですか

本当は買いたいものを買えなかったり
面倒なことをしたり、体に良くないと思うんですよ

時は金なり
時間はお金と同じくらい尊いものです。
だからお金がないという理由で大切な時間を削って
節約をするというのは私は本末転倒だと思うんですよね。

なるべく安い食材を探し回るだけでも
平気で1時間2時間かかったりしますからね・・・
ですよね。

そんな時間があるくらいならその時間で
FRIENDSHIPでどんどん稼げちゃいますもんね！
そういうことですね

お金が無い事へのストレス
将来や老後どうなっちゃうんだろうっていう不安
稼げばそんなストレスからは全て開放されるんです



月収300万円、年収にして3600万円
元のONEと合わせれば更に稼げちゃう事になりますもんね
そうですね

逆に今の時代はそれくらいしっかり稼いでおかないと
もう安心して暮らす事はできないですからね

今の時代は・・・ですか？
今あらゆる物の物価が上がりつつあります
肉や魚なんかの食料品、服、家電製品
物だけではなく、家賃や教育費
電話やネットなんかの通信料、水道や光熱費なんかも
基本料金が上がるって話も出ています

そこまでですか・・・
先生、理由はやっぱりコロナですか？
そうですね

理由を分析しだすとキリがないんですけど
根本の原因はコロナとなります

コロナの対策として国も10万円の給付金を配ったりしましたけど
これに国民の消費が比例しなかったんです

お金を貯め込む人が増えたから経済が上手く回らずに
物価が高騰してしまってるとも言われています

ただ、健全な経済状況であれば
国民の所得が上がり物価も上がるんです

ですが今は所得は全く上がらずに
物価だけが上がってしまっている

個人の負担がどんどん増えていってるって事ですね
そうですね



更にはコロナ対策で国の税源は大きく傷つきましたから
それを回復させるため
財源を確保するためにも
増税は必須となるでしょう

この間たばこ税なんかが上がりましたけど
まずは上げやすい税金から上げていって
そこから消費税や所得税などがどんどん上がっていくでしょう

えっ！また消費税あがっちゃうわけですか⁉
上げるしかもう選択の余地がどう考えても無いですからね

国民の収入は変わっていないんですよね？
いや、むしろコロナで減ってしまっている方が多い状況で
さらに物価が上がり税金も大きく上がっちゃうわけですか？

そういう形になります。
先生、それもう絶望的過ぎませんかね？
全然手元にお金残らないじゃないですか！

そう、緩やかに落ちて行ってるから
まだ実感がない方もいるかもしれませんが
状況は明らかに絶望的なんです

今、生活が苦しければ
今後さらに生活が苦しくなります

ちょっと前に老後は2000万円のお金が必要とか
そういう話題も出ましたけどもはや全然足りないでしょうね

2000万円でも足りないわけですか

はい、3000万円、4000万円は必須でしょう
でも定年を迎えた時点でそんな大金を持っている方は
決して多くはありません



だから65歳を過ぎても
体にムチを打って必死にアルバイトをしたりしないと
生活が成り立たないわけです。

そんな年齢になっても肉体労働なんて辛すぎますよね
ですが働く先があればまだマシかもしれませんね

当然雇用というものは若くて体力のある方が優先されますから
年をとってお金がなくても仕事すらない
今後はそういう方が街に溢れてしまうと思うんです・・・

残念ながらそれが現実って事ですもんね
確かにコロナの影響でどの企業も余裕がなくて
野党なら若い方を優先するのは仕方ないですよね

以前、有効求人倍率が
5年ぶりの低水準になったってニュースがありました

今後はさらに落ち込むでしょう
少ない枠の求人に老若男女、あらゆる人が殺到してしまうんです。

確かに私の近所のスーパーも
この間パートさんを募集してたみたいなんですけど
たった3名という募集枠に20名以上の応募があったって
聞きましたからね

そうなると当然若い方とか能力のある方が
優先されてしまいますよね・・・

そう、現実問題として
既にそういう事が起きてるんです

何かあったら仕方ないからバイトでもして食いつなごう
という事すら出来なくなってしまう危険があるんです

せっかく70年80年生きたのに



仕事がなくて年金もほとんど貰えず
家を失って、寒い路上で生活をして腐った弁当を漁る

そんな人生・・・悲しすぎますよね
ただ・・・残念ながら自分で行動をして
しっかり今のうちに収入源を確保しなければ
そういう未来が近いうちに来てしまうかもしれないんです

もう・・・他人事ではないってことですよね・・・
そうです。
先生、すごく怖くなってきました・・・

ただ、これは何もしなかった場合の話です
ぼーっとただ生きているだけでは
時代の波にのまれてしまいます

当然、時代の被害者となってしまいます。
しっかりとした安定収入を手に入れれば
そんな暗い未来に怯える必要は無くなりますし
一転して最高の人生が手に入ります。

なるほど
そのための新型給付金ONEって事ですね！
そうです。

月収300万円、年収3600万円あれば
贅沢な暮らしが出来て
更には将来や老後へたっぷりの貯金が残せる

もう何も心配する必要はないんです
贅沢な暮らしが出来て
将来のためのお金も残せる

その通り
もう最高な人生が手に入りますね！
今まで辛い思いをしてきたという方も



生活がガラッと変わりますね

今まではスーパーの値引きされた商品を買っていたのが一転
食材だろうが服だろうが家電だろうが
値札を見ずに、買うことができるようになると思います

値札を見ずにお買い物ですか！
めちゃくちゃかっこいいですね！
もうそんなレベルでは収まらないですね

エルメスとかルイヴィトンみたいな
ブランドものの服やバッグを買ったり

ROLEXの高級腕時計100万円以上はしますが
こういったものも買えますね
さらにはフェラーリとかポルシェみたいな超高級車にも乗れます。

もう道路を走るだけで多くの方の視線が集まってくるんですよ
もう想像も出来ないレベルですね。
はい

なんか優越感の塊って感じですね！
優越感の塊といえば
済むところでもありますね

六本木や赤坂なんかにある
家賃50万円はするようなタワーマンションの上層階に住んで
毎日とんでもなく綺麗な東京の夜景が見れます。

あるいは地方にめちゃくちゃ広い土地を買って
大きな家に住んで庭に池を作ったりして
農業をしながら悠々自適に暮らすってのもありですね。

お金持ちは意外とこういう暮らしを好む方が多いんですよ。
いいですね
なんか完全ノーストレスのスローライフって感じですね！



はい

お金も時間もいくらでもある
何に使ってもいいという状況をONEが作れるからこそ
いくらでも人生の選択肢が増えるんです

お金もたくさんあって時間も有り余ってますから
これそうなったら毎日
朝起きたら今日は何をしようかってなって感じで
ウキウキしそうですね。

そうですね
お金が稼げるのはもちろんですが
時間をたっぷり取れるっていうのが非常に重要ですし

これがONEの特別なところなんです
確かにそうですよね

仮に年収2000万円、3000万円のエリートであったとしても
休みどころか睡眠もままならないまま
必死に仕事をしていてもこれって人生楽しんでないじゃないですか

えぇそうですね。
正に先生が先ほどおっしゃった時は金なりですよね
全くです。

勝ち組の条件はお金にも時間にもたっぷりの余裕がある事だと
私は思うんですよ

人生は一度きりしかありませんから
あくまでお金を稼ぐための手段である仕事に時間を取られていてはダメで
す

大抵のネットビジネスは時間をたっぷりかければ
それなりの収入は稼げるものです。



ですがそうではなく
お金を稼ぐ時間を最小限にして
一度きりの人生を思いっきり楽しむ
これが真の勝ち組だと思うんですよ

間違いないですね！
それを実現できる唯一の方法が
正に先生の新型給付金ONEってことですよね！

そう確信しています
まずはたっぷりある時間、そしてお金
この状況を楽しむ

いっぱい贅沢はした方がいいと思います。
経済を回す効果もありますし
どんどん贅沢して頂きたいですね

ただですよ。
お金を持ってくるとですね自分だけじゃなくて
周りの方や困っている方のためにお金を使っていきたいって
考え方に徐々に変わっていくんですよ。

それはよく聞きますね
一番身近なところで家族ですよね

ご両親やお子さんやお孫さん
大切な方の顔を目を瞑って思い浮かべてほしいんです。

無償の愛でずっと育ててくれたお父さんやお母さん
自分の生きる希望、
このこのためなら死んでも構わない

そんなたくさんの愛しさをくれたお子さんやお孫さん
もしかしたら苦労をかけてしまったって方も
いらっしゃるかもしれませんね



だからこそ報いる時なんです

ご両親を有名な温泉旅館に連れて行って
日頃の疲れを癒して上げて下さい

あるいは大きな家を買って
住まわせてあげるというのもいいですね

いいですね～
親孝行ってどうしてもある程度余裕が無いと難しかったりするので
考えれば私も最近はちょっと出来てなかった気がしますね・・・

ONEで稼いでこれからすればいいんですよ
後はお子さんやお孫さんのいる方
もし小さい子であればコロナが開けたら

遊園地につれて行ったり
たくさんおもちゃを買ってあげてもいいですよね

後は教育にお金をかけられるっていうのもいいですよ
教育ですか

やっぱり小さいときからどういう教育を受けているかで
今後の人生がどれくらい幸せになるかが決まると言っても
過言ではないんです

小さい頃から英語なんかを学ぶといいですね
大人と子供では脳に吸収されるスピードが全然違いますから

言葉なんかは小さい頃に覚えさせるのが一番なんです
だから、幼いうちから英語に慣れ親しむことで
国際的にも活躍できるようになるでしょう

そうすれば子どもの人生の選択肢が増えるんです
なるほど、なるほど・・・
子どもの人生は親が決めると言っても過言ではないですからね



間違いないですね
ただ、良い教育、良い環境で育てるっていうのには
お金はどうしても必要になりますもんね

その通りです
高校や大学の学費だって安くはありません。
学歴が全てではありませんが
学が無いと選択肢が狭くなるのも日本の現実なんです。

だからこそ可愛いお子さんお孫さんの未来のためにも
絶対に稼がないといけないんですよ

ONEで稼ぐ事によって周りの方が幸せになり
将来の可能性も広がる訳です。

そして周りの方を幸せにしたら
今度は世の中のためになる事をしたいって人は思うんです

社会貢献ですね！
そうですね
世の中の大富豪と言われる成功者はみな
何かしらの社会的貢献を日々行っています

世界一の投資家ウォーレン・バフェットさんや
マイクロソフトの創始者ビル・ゲイツさんなんかは
莫大な資産の多くを世界中の恵まれない子供たちや
紛争地域なんかに寄付をしていますし

アメリカの教育の発展のために
お金を費やしたりしています

もっと身近な例で言えば
俳優の坂上忍さんが個人での収入を
全てコロナ関連の寄付に使うと宣言したり

YouTuberのヒカキンさんが医療従事者に一億円の寄付をしたり



ZOZOTOWNの創始者の前澤さんが総額一億円を配ったりもしてましたね

売名行為だ！なんて言う方もいらっしゃいましたけど
実際にあのお金が当たって救われた方がいるのも事実でしょう

何もしないよりも遥かにマシなんです
やっぱりある程度お金で満たされる欲求が満ちると
その後は人のため、世の中のために何かしたいと思うのは
これ人間の性みたいなものなんでしょうね

本能でしょうね。
そういう意味では武田先生もエンジェル投資家をしていらっしゃいます
けど
夢を持った起業家への支援をするという意味では
これも社会貢献になるんじゃないですか？

そうですね。
こういう話をするのもなんなんですけど
ベンチャー企業への投資は投資対象としては
決して優れたものではないんです。

成功するとは限らないですし
当たればかなりのリターンはあるかもしれないですけど
正直言うとリスクの方が圧倒的に多いんです

ただ単にお金を安全に増やす目的であれば
絶対に私はやらない投資でしょうね。

ということは、やっぱり
先生のお気持ちの中で夢を応援したいからっていうのが
大きな理由ってことですか？

そうですね
世の中には才能や情熱はたくさんあるけど
資金が足りずに夢を諦めてしまう・・・
なんて方がたくさんいらっしゃいます。



素晴らしいアイディアや熱意を持っているのに
お金が無いというだけで諦めてしまうのは
もったいないじゃないですか

だからこそ私がそういうところを資金面をサポート出来れば
多くの方が夢に向かって前進できるかなって思ったんですよ。

いやぁ素晴らしいですね
ありがとうございます。

もう武田先生もご自分のためではなく
他の方のためになることしたいっていう
その領域に入ってらっしゃるって事ですよね？

普通に投資で稼いでいたときから
浪費にはあまり興味がなかったので
今、人や企業、世の中のためになる事が出来て充実していますね

それが正にこの新型給付金ONEって事なんですね！
そういうことですね
ONEは私の人生の集大成です

だから今動画を見ている方もONEによって
どんどん裕福になって欲しいんです。

それでまずは自分が叶えたかった夢や理想の生活を実現させて
その上で誰か困っている方を助けてくれたら嬉しいですね。

Let`s be ONEですもんね
助け合いましょう！という事ですね
そうですね

本日お話をしたONEの案件をSNSで多くの方に広めることで
10倍の給付金を受取る事が可能となるFRIENDSHIP
こちらを広めることで見ている方はもちろん



紹介された側、企業全てが豊かになるんです

つまりFRIENDSHIPでONEを広めることは
日本全体の経済を救うということ
稼げるだけじゃなくて社会貢献もできるって事ですね

そういうことです。
新型給付金ONE、
武田先生・・・さすが完璧な仕組みですね

完璧だからこそこうやって動画に出てきたんです
中途半端なものは世の中には出せないですからね
279名に事前にテストをして頂き
あらゆる状況をシミュレーションして
これなら本当に誰がやっても出来ると確信したからこそなんですよ

さすが武田先生・・・
完璧主義でいらっしゃいますよね
もうね、先生これ見ていらっしゃる方は
もうONEのリニューアルオープンが待ちきれないと思いますよ！

ですね！

メールアドレスを登録するだけで
1件1000円のONEも凄いですけど
更に進化した10倍稼げるFRIENDSHIP
この話を聞いちゃったらもうやらないわけにはいかないじゃないです
か！

本当にFRIENDSHIPはとっておきですからね
今までのテストメンバーの中でも
本当に信頼できる20名ちょっとの方しかやってなかったんですよ

でも、今見て頂いている方であれば
是非FRIENDSHIPで稼いで頂きたいと思っています。



ありがとうございます

先生、そこまでして頂けたら
私もライターとしての顔が立ちます！
リニューアルオープン本当に楽しみですね！

いよいよ迫って来ましたね
ONEの公式サイトに登録をしただけでは
まだ仮メンバーとしての扱いなので
リニューアルオープン時に改めて本メンバーとして登録をして頂く必要が
あります。

今はまだ仮メンバーで
リニューアルオープンする時に再度本メンバーとなって頂くって事です
ね！
そうです

次回、また新しい動画を公開させて頂きます。
次回の動画が公開される頃にはリニューアルオープン目前となってるで
しょうね

その時に仮メンバーから正式に本メンバーとなる方法を
詳しくお伝えいたします

次回の動画でいよいよお話頂けるんですね！
分かりました！

今は仮なので1日5件のメールアドレスの登録
つまり1日マックス5000円までの給付金ですけど
それが本メンバーになればいくらでも稼げて
更にはFRIENDSHIPで月収300万円も夢じゃないって事ですもんね・・・

その通りです

先生、これは絶対に次回の動画は見逃せないですよね！
はい！次回を見逃してしまうと



残念ながら本メンバーとなる事が出来なくなってしまうので
ここまで見て頂いたのであれば必ず見て頂きたいですね。

間違いないですね。
人生が・・・運命が・・・変わる瞬間ですもんね！

100％変わります
楽しみにしておいて下さい
わかりました！

先生私もまた次回
お話をお伺いできるのを楽しみにしております！

それでは武田先生
本日もありがとうございました！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新型給付金ONEの武田です。
今回の動画も見て頂きありがとうございました

今回はONEのもう一つの稼ぎ方
FRIENDSHIPについてお話させて頂きました。

企業からの案件に対してメールアドレスを登録する事で
1件1000円を受け取る事ができるのが通常のONEです

こちらに加えて、SNSで案件を多くの方に拡散させて
他の方が案件にアドレスを登録する事で
更に1件1000円を受け取る事が出来るのが
FRIENDSHIPという稼ぎ方になります

TwitterやFacebookなどのSNSに
FRIENDSという名前の自動集客システムを使って
どんどん人を自動で呼び込む事ができます。



これによってあなたは通常は非常に大変な作業である
集客をほぼ何もせずに行うことが出来るのです

後は集客が既に終わっているSNS上に
企業の案件のちょっとした紹介文を流すだけ
あなたがやる事はそれだけです

1000円、また1000円・・・と
登録する方が増えれば増えるほど
あなたの収入がどんどんアップします

通常の受け取るだけのONEに比べて
約10倍の報酬

月収200万円、300万円と稼ぐ事が容易に可能となります
このFRIENDSHIPは現段階ではまだできませんが
リニューアルオープン後に出来るようになるので
是非、楽しみにしておいて下さい

ONEのリニューアルオープンが近づいてきました。
仮メンバーではなく本メンバーとなって稼ぎまくるためにも
次回の動画は必ず見て下さいね。

次回・・・非常に重要なお話をします。
本格的に稼ぐためにも必ず見て頂く必要がある内容なので
絶対に・・・絶対に見逃さないで下さい

さて、今回もあなたには
動画に関するコメントをこちらの動画サイトの
一番下のコメント欄より是非頂きたいと思ってます

今回コメント頂いた方には
・・・こちら

現金一万円です



コメントを頂いた方、抽選でなんと200名に
こちらの現金1万円を進呈します。

是非ともコメントをお願いします
そして今回コメント頂きたい内容ですが・・・
あなたがFRIENDSHIPによって月収300万円を稼いだら一体何をしたいで
すか？

通常のONEの月収30万だったら生活が楽になる
貯金ができるようになったりしますが
人生が劇的に変わるという話ではありませんよね。

ですが、月収300万なら年収3600万円です。
あなたの人生が100％大きく変わる収入です。

タワーマンションの高層階に住んでみたいとか
ベンツやフェラーリといった
高級車を乗り回してみたい
自分の店を持ってみたいといった

なんでもいいです。
これだけの収入があればあらゆる夢や目標が叶います

是非、あなたが稼いだら実現したい事を自由に書いて下さい。
お待ちしております。

それではまた次回・・・
非常に重要な動画を公開します

またお会いしましょう！

動画をご視聴いただきありがとうございました

次回予告

今回は非常に重要な動画になるって事ですね？
はい



間違いなく今までで一番重要な内容ですね

ONEで稼いでいる実践者さん緊急参戦

成功したいのであれば
今回の動画を必ず見て頂く必要があります。

リニューアルオープン間近
この動画だけは必ずご覧ください

新型給付金ONE　2話
こんにちは！ライターの西田です。
本日も新型給付金ONEについて
発起人のエンジェル投資家武田真一先生にお話をお伺いします。

武田先生、本日もどうぞ宜しくお願いします。
よろしくお願いします

さて・・・前回お話をお伺いしてから
1週間ほど経ちまして
私もONEの公式サイトに登録をして
早速給付金の登録をしてみたんですよ！

おお！やって頂いたんですね！
どうでしたか？
いやぁ、もうビックリの一言です！

ありがとうございます
本当にサイト上から自分のメールアドレスを登録するだけ



それだけで1000円、また1000円とどんどん稼げてしまうので
もうビックリですね先生！

こんなんでお金頂いちゃっていいんですか!?って感じですね！
大丈夫です！ONEは作業や労働を提供して頂いて
その対価としてお金を渡すというものではありません
あくまで応援してくれたお礼としてのお金ですから

もうそれでいいんですよ
それだけで給付金を受け取る事が可能なんです

なるほど！確かに労働の対価ではなく 
応援、気持ちの対価ですもんね！
その通りです

それで武田先生、せっかくなので
今日は私の一週間の成果を見て頂ければと思うんですけれども
よろしいですか？

はい！是非見せてください。
ありがとうございます。
じゃあちょっと画面を出しますね！

このように1日5件
5千円ずつ毎日毎日、稼がせて頂いて
一週間で合計・・・3万5千円です。

メールアドレスを登録しただけですよね
そうですね
こんな感じで毎日5000円
しっかりと給付金を受け取らせて頂きました！

毎日マックスまで稼いで頂いてありがたいですね
いや、だって1日5件分のアドレスを登録するなんて
これ一分もあれば終わっちゃいますからね！



5件どころか10件20件やって
稼ぎたいくらいですよ！！
それは嬉しいですね！

ありがとうございます
先生これ、もしいま動画を見ていらっしゃる方の中で
ONEまだやっていないよって方がいらっしゃったら
絶対にやらないと損ですよね！

損ですね！

今このドグ画を見て頂いている時も
1日5件5000円の給付金が受け取れるので
まだ公式サイトに登録をしていない方は
今見て頂いている動画に載せておきますので

絶対にやっておいていただきたいと思います。
分かりました！

そして正式にONEがリニューアルオープンをして
仮ではなく本メンバーとなることで
上限なしで案件がある分だけ給付金が受け取れるので
ぜひとも楽しみにしておいて下さい！

1日最低でも1万円
月にすると30万円以上ですからね。
もう待ちきれませんね、先生！

そうですね
更には本メンバーとなることで今では現状できない
ONEで更に稼ぐ方法も実践ができます

これも楽しみにしておいて欲しいですね！
そうです！
本日はそのONEで更に稼ぐ方法について



色々お伺いしたいな～って思ってたんですよ！

そうです
なんでも通常のONEでただ給付金を受け取るよりも
10倍以上のお金が受け取れるって事でしたよね？

そうですね、10倍稼げます。
仮にONEで月30万円の給付金を受け取ったとすると
10倍ですと300万円稼げるって事になりますけど
先生、本当でいいですか⁉？

はい、事実です

この稼ぎ方がONEの真髄です
本当は非常に機密性の高い稼ぎ方になるので
大勢の方の前で話す事はできないんですけど

今見ていらっしゃる方というのは
前回の動画を見て更にONEに登録をして
本気で稼いでみたい！って方だけだと思うんですよ

間違いないですね
だからこそ、今であれば
この方法を特別にお話しても良いと思っています。

ありがとうございます！
どうすれば10倍のお金が受け取れるのか
今の所私は何の検討がつかないんですけど

先生一体これどういう方法なんですか？
ONEで通常の10倍のお金を稼ぐ方法
正にONEの真の稼ぎ方です。

この方法は・・・FRIENDSHIPという名前の稼ぎ方になります！
FRIENDSHIPですか！
友情という意味になります



確かにそんな感じの意味ですよね・・・
でも先生、なぜ友情なんですか？
こちらについても1からしっかりと説明いたしますね

お願いします。

企業の商品やサービスを応援する
つまりメールアドレスを登録すると
1件1000円の給付金が企業からお礼として受け取れる

これが通常のONEです。
そしてただ登録をするだけではなく
他の方にも紹介をする事で
更に紹介料を受け取る事ができるんです

ONEの案件を他の方に紹介する事で
紹介料を受け取れるですか？
そうです

1人の方にONEの案件を紹介すると
自分で登録をする時と同じように
1件1000円を紹介料として企業から受け取れます。

え!!!!?
1人にただ紹介をするだけで
今までと同じように1件1000円が受け取れるってことですか⁉

そうです
例えばですね、英会話スクールを運営している会社がいて
その案件をまずは自分で登録して1000円を受け取ります

その後、他の方にもその英会話スクールの案件を紹介して
同じようにメールアドレスを登録頂けた場合
1件1000円が更に紹介料として受け取れるんです



ああ、じゃあ例えば
10人の方に登録をして頂いた場合は
1案件で一万円も稼げちゃうって事ですか⁉

そうです、そうです。
1人であれば1000円。
10人であれば1万円
100人であれば10万円が紹介料として受け取れます。

えええええ・・・！
めちゃくちゃすごいですね、それ！
はい！

普通は1案件につき自分で登録をして
1000円しか受け取れないものを
他の方に紹介する事で無限に1000円が稼ぎ続けるってことですか！

そうです！
正に青天井で稼げます！
確かに・・・青天井ですよね。

ただ武田先生、少し思うんですけど
なんでしょう？
人に紹介するのって結構大変じゃないですか？

ああ！
例えば、知り合いに1人1人LINEをして
この案件にアドレスを登録して欲しい！って
連絡をするわけですよね？

なんか結構大変だし、そんなに上手くいくのかな？って
正直思ってしまいますけど

その辺りは全く心配いらないですね
そうなんですか？



知り合いの方に連絡をして、登録をして貰うなんて
面倒で大変なことをする必要はありません。

えっ！じゃあどうやって人に紹介をするんですか？
SNSです
SNS?

例えばTwitterとかFacebookなんかを使って、
ちょっとした文章を作成して後は拡散すれば
勝手に案件が広まって、
どんどんどんどん紹介料が手に入ります

あぁ、なるほど！
Twitterとかでこの英会話教室を皆さん応援してください！
ってメッセージとそのリンクを拡散すれば
多くの方に一度に紹介できるって事ですか！

そうです！
なるほど・・・確かにそれは合理的ですし簡単そうですよね
ただちょっと、武田先生
なんでしょう？

Twitterのフォロワーがすでに5万人10万人とか
大人数いるって方はそれで楽に稼げるかもしれませんけど
フォロワーがまだ10人とかFacebookの方は友達15人とか

そもそもTwitterもFacebookもやっていないよって方も
結構多分いらっしゃると思うんですよ

なるほどですね
そういう方が稼ぐのは大変だと思いますし
どうしても稼ぐ金額に落差が生じちゃうじゃないですか？

おお、さすが西田さん
ツッコミが的確ですね



いえいえ、申し訳ございません!!
ただ立場的にも見ている方に私は嘘をつけないので
やっぱり思ったことは素直にお聞きした方がいいと思いまして

それは当然ですよね
でも西田さん、SNSで知り合いがたくさんいるとか
そういうのは一切関係ないんですよ

SNSなんてやった事もない！みたいな方だとしても
問題なく平等に稼ぐ事ができます

そうなんですか・・・？
はい

でもSNSを使って多くの方に紹介するんですよね？
そうですね。
むしろFacebookやTwitterのアカウントは
新たに立ち上げるくらいで大丈夫です

プライベートのアカウントを使う必要はありませんし、
顔出しや本名を晒すような必要も一切ありません。

ONE専用のアカウントを新しく作ってもいいって事ですか？
はい、どちらかというとそちらを推奨していますね

新しいアカウントだとフォロワーも友達も
完全に0人スタートになると思うんですけど
先生、それでどうやって拡散するわけですか？

SNSでフォロワーや友達を集める。つまり集客の部分ですね。
集客は完全自動で面倒な作業一切無しで行うことができます

だから実質、簡単な文章を書いて
投稿をするだけなんです。



集客は完全自動で出来ちゃうんですか⁉
出来ちゃいます。
すごいですね！！

先生これツールか何か使うわけですか？
そうですね

実はONEを開発する上で5億円以上の費用をかけたというお話が前回出た
と思います。
そのうち7000万円が自動集客のシステムの開発にかかっているんです

7000万円かけて作られたシステムって事ですか！！
やっぱりユーザー側がやる作業は最低限で
楽に稼げるようにしたいですからね

だからこそこだわって注文をしたら
開発費用が結構かかっちゃいましたね。

なるほど・・・システムを充実させるために
誰でも簡単に出来るようにするために
大金をかけたって事なんですね！

そういう事です

TwitterやFacebookなんかのSNSに完全自動で集客ができる
ONEの特注のシステムFRIENDS
こちらを使えば、お持ちのスマートフォンやパソコンを使って
最初にただ起動するだけで完全自動でONEの集客先をどんどん集客する
ことができます！

自動集客システムFRIENDSですか！
先生これはFRIENDSHIPで稼ぐ上では必須なシステムですね！
そうですね

FRIENDSさえあれば通常の10倍のお金を稼ぐのも非常に簡単です！
すごいですね！



だって集客って普通はかなり面倒で途方もない作業だと思うんですよ

そうですね。場合によっては多額の広告費をかけてまで集客をして
それでもうまくいかないって事もありますからね・・・
ありますね

そんな鬼門である集客がFRIENDSを起動するだけで
自動で行うことが出来て
基本としては後は簡単な紹介文を作って投稿するだけ

だけです！

これはもう・・・先生、出来ない方はいなさそうですね！
いないですね
あ、そうだ。せっかくなのでFRIENDSHIPで稼ぐ流れを見てみますか？

えっ！見せて頂けるんですか？
まぁ、言葉で簡単簡単って言っているだけだと
伝わりづらいかもしれないので
こちらも見て頂いた方が早いと思うんですよ。

はい、それはもう是非見てみたいです！
じゃあ、私のテスト運用アカウントがあるので
またスマートフォンから見てみましょう！
お願いします

こちらがFRIENDSHIPで集客をしたTwitterのアカウントです
こちらですか・・・すごいですね！14万フォロワーですか！！
はい

14万人の方が見ているわけですね。そうですね
普通にこの規模までアカウントを育てようと思ったら、
何ヶ月・・・

いや、何年もかかる話だと思うんですけど
自動集客システムFRIENDを使えば



すぐに、しかもほとんど何もせずに
これぐらいのフォロワーを簡単に集めることができます。

もう、これだけの人数がいて
案件を宣伝すれば
そりゃあ稼げるに決まってますね！！

間違いないですね！
じゃあ、このアカウントにさっそくONEの企業の案件の紹介文を
簡単に作って登降してみましょう

はい、分かりました。
はい、これで投稿完了です！
「副業で10万円稼ぐためのオンラインスクールを応援して下さい！」

もう、こんな簡単な文章でいいんですね⁉
そうです！簡単な短文を作って、その案件用のリンクがあるので
それを一緒に流すだけ！

もうこれだけで終わりです！
もう作業終わりですか・・・
一瞬ですね！
はい

こんなに一瞬で簡単にできるからこそ
誰でも稼ぐことが可能になっているんです

あとは、この投稿を見たフォロワーの方が案件を見て
アドレスを登録すればするほど
1000円、また1000円とどんどん稼げるようになります

なるほどですね！
じゃあFRIENDSHIPで稼ぐ流れは分かったと思うので
結果として、どれぐらい稼げているのか？報酬画面を見てみましょう！
お願いいたします！



これがFRIENDSHIPの報酬画面ですね⁉っていうか
初日から13万8000円ってすごくないですか⁉
4日連続で10万円オーバー

で、毎日こうやって上がっていって・・・
あ！14万5000円っていうすごいのもありますよ！！
で、ずーっとまた10万円が何回も上がっていって
最終的には・・・1ヶ月で合計316万5000円

とんでもないです！FRINEDSHIP
すごいですね！！316万円・・・！
300万円超えですか⁉

先生、1ヶ月でここまで稼げちゃうもんなんですか⁉
十分稼げます
それでこの稼いだお金が入金されたので今日は記帳してきたんですよ。
それもちょっとお見せしますね。

え⁉通帳ですか⁉
はい、本当に自分のお金になるっていうのを
是非見て頂きたいですから

それはめちゃくちゃ見たいですね。よろしいですか？
はい、どうぞ見てください
ありがとうございます。

こちらが先程の報酬が振り込まれた額です
おおぉぉぉ金額・・・
316万3817円ですか！

手数料等が多少引かれていますが
これくらいの額になりますね。

いやぁ・・・すごいですね！FRINEDSHIP
なるほど・・・なるほどなるほど



いや、ありがとうございました！

どうでしたか？
いやぁ・・・これだけで月収300万円超えですか！
さっきみたいな感じで簡単な文章を作って投降するだけなんですよね？
その通りです。

いやぁもうびっくりしすぎて唖然としてしまいますね
いや、これくらいは普通です。
いやいやいや普通じゃないですよ!?

こんなに稼げる事普通じゃないですよ、先生！
普通です

しかも本当に簡単に出来るじゃないですか！
だってシステムを最初起動すれば後は自動でSNSにどんどん人を呼んでく
れて
自分としては簡単な文章をただ流すだけですもんね？

その通りです
作業の工程は違いますけど
簡単さでは通常のONEのメールアドレスを登録するだけっていうのと
大差ないですよね！

そうですね
10倍稼げるってなると作業も10倍大変なのかな？って
思われるかもしれないですけど
全くそんな事ないんです。

集客は自動だからちょっとした文章をただ流すだけ
こんなにシンプルだからこそ
誰でも稼げるということを可能としているんです

それで１日10万円とか稼げちゃうわけですもんね
そうですね。
もちろん案件とか流す時間によっても変わりますけど



1案件流すだけで1万円くらいは安定的に稼げますから

後はそれを繰り返すだけ
月収200万円でも300万円でも簡単に稼ぐ事が可能となります。
びっくりですね

先生、月収300万円だとすると年収3600万円ですよ⁉
その通りです
生活の足しになるどころかめちゃくちゃ勝ち組じゃないですか！

そうですね！
通常のONEの方ですと稼げる月収は30万円ほどです
もちろんそれでも大金ですし、
生活に確実に余裕が出てきます

ただ、それではまだ成功者とは言えないですよね。
このFRINEDSHIPで稼ぐことで真の勝ち組となる事ができるんです

作業の難易度が大して変わらないのであれば
絶対にFRINEDSHIPをやった方がいいですよね！

その通りです。
年収3600万円ですよ⁉

その辺のお医者さんよりも稼いじゃってるじゃないですか！
お医者さんですか?
えっと確かお医者さんの平均年収が1000万円ちょっとなので
お医者さん3人分以上の年収ですね

お医者さん3人分ですか!?
大企業の役員クラスとか外資系金融マン並みの年収ですね
後は売れっ子俳優とかプロのスポーツ選手なんかにも匹敵する年収だと
思います。

正に誰もが憧れる成功者が手にする収入って事ですね！
そうです



そんな滅多に手にする事ができない超高額所得が
ただ簡単な紹介文を作って集客済みのSNSに流すだけで
ものにする事ができるんです。

それがFRINEDSHIPです！
もう月収300万円、年収3600万円あったら
余裕のある生活どころか何でも出来ちゃいますよね！

そうですね。
しかも普通の月収300万円の方とは違って
一生懸命仕事をしたり、勉強をしたり、努力をしなくても
1日10分程度、簡単な文章を作ってSNSに投稿するという
作業をやるだけですからね

そんな簡単な作業でそんな大金を頂いちゃって
これいいのかな？ってなりますよね
全然いいと思います。

努力が収入に反映される時代っていうのは
もう終わったと思うんですよ。

これからはインターネットの仕組みを使って
いかに楽に稼げるかが成功のカギだと私は思っています。

確かに・・・私も色々な稼ぎ方を取材してきましたけど
そうなんですね

サラリーマンの方が一ヶ月一生懸命汗水垂らして働いて
ようやく得られる20万円とか30万円というお金を
インターネットを使えばあざ笑うように簡単に稼げる

そんな方法はたくさんありますよね
そうですね。ただですよ、中でも武田先生のONEは別格ですけどね！
いやぁありがとうございます。

月収300万円あれば生活が苦しいという方でも



借金の返済に困っているという方でも
嘘みたいにそんな問題がすぐに解決されます

そりゃあそうなりますよね！
実は私もお金がなかった時代がありまして
そうなんですか

1円2円単位で節約しないといけないので
いろいろなスーパーを回って一番安いもやしとか豆腐を買ったり
部屋では電気代もったいないんで
夏は冷房を使わずに熱くて倒れそうになったり

逆に冬は暖房をケチるんで寒くて凍えそうになったり
大変でしたね。

色々ありました。
後、借金があった時期もあったんですけど
最速の電話とか手紙が鬼のように来て
生きた心地がしなかったですからね

それは苦しいですね
そんなひもじい、悲しい思いをしなくて済むって事ですよね！

その遠いです
一気に勝ち組の仲間入りを果たせます

しかもFRIENDSHIPでSNSに簡単な文章を投降するだけでですよね？
そうです！
やっぱり節約ってストレスがたまるじゃないですか

本当は買いたいものを買えなかったり
面倒なことをしたり、体に良くないと思うんですよ

時は金なり
時間はお金と同じくらい尊いものです。
だからお金がないという理由で大切な時間を削って



節約をするというのは私は本末転倒だと思うんですよね。

なるべく安い食材を探し回るだけでも
平気で1時間2時間かかったりしますからね・・・
ですよね。

そんな時間があるくらいならその時間で
FRIENDSHIPでどんどん稼げちゃいますもんね！
そういうことですね

お金が無い事へのストレス
将来や老後どうなっちゃうんだろうっていう不安
稼げばそんなストレスからは全て開放されるんです

月収300万円、年収にして3600万円
元のONEと合わせれば更に稼げちゃう事になりますもんね
そうですね

逆に今の時代はそれくらいしっかり稼いでおかないと
もう安心して暮らす事はできないですからね

今の時代は・・・ですか？
今あらゆる物の物価が上がりつつあります
肉や魚なんかの食料品、服、家電製品
物だけではなく、家賃や教育費
電話やネットなんかの通信料、水道や光熱費なんかも
基本料金が上がるって話も出ています

そこまでですか・・・
先生、理由はやっぱりコロナですか？
そうですね

理由を分析しだすとキリがないんですけど
根本の原因はコロナとなります

コロナの対策として国も10万円の給付金を配ったりしましたけど



これに国民の消費が比例しなかったんです

お金を貯め込む人が増えたから経済が上手く回らずに
物価が高騰してしまってるとも言われています

ただ、健全な経済状況であれば
国民の所得が上がり物価も上がるんです

ですが今は所得は全く上がらずに
物価だけが上がってしまっている

個人の負担がどんどん増えていってるって事ですね
そうですね

更にはコロナ対策で国の税源は大きく傷つきましたから
それを回復させるため
財源を確保するためにも
増税は必須となるでしょう

この間たばこ税なんかが上がりましたけど
まずは上げやすい税金から上げていって
そこから消費税や所得税などがどんどん上がっていくでしょう

えっ！また消費税あがっちゃうわけですか⁉
上げるしかもう選択の余地がどう考えても無いですからね

国民の収入は変わっていないんですよね？
いや、むしろコロナで減ってしまっている方が多い状況で
さらに物価が上がり税金も大きく上がっちゃうわけですか？

そういう形になります。
先生、それもう絶望的過ぎませんかね？
全然手元にお金残らないじゃないですか！

そう、緩やかに落ちて行ってるから
まだ実感がない方もいるかもしれませんが
状況は明らかに絶望的なんです



今、生活が苦しければ
今後さらに生活が苦しくなります

ちょっと前に老後は2000万円のお金が必要とか
そういう話題も出ましたけどもはや全然足りないでしょうね

2000万円でも足りないわけですか

はい、3000万円、4000万円は必須でしょう
でも定年を迎えた時点でそんな大金を持っている方は
決して多くはありません

だから65歳を過ぎても
体にムチを打って必死にアルバイトをしたりしないと
生活が成り立たないわけです。

そんな年齢になっても肉体労働なんて辛すぎますよね
ですが働く先があればまだマシかもしれませんね

当然雇用というものは若くて体力のある方が優先されますから
年をとってお金がなくても仕事すらない
今後はそういう方が街に溢れてしまうと思うんです・・・

残念ながらそれが現実って事ですもんね
確かにコロナの影響でどの企業も余裕がなくて
野党なら若い方を優先するのは仕方ないですよね

以前、有効求人倍率が
5年ぶりの低水準になったってニュースがありました

今後はさらに落ち込むでしょう
少ない枠の求人に老若男女、あらゆる人が殺到してしまうんです。

確かに私の近所のスーパーも
この間パートさんを募集してたみたいなんですけど
たった3名という募集枠に20名以上の応募があったって



聞きましたからね

そうなると当然若い方とか能力のある方が
優先されてしまいますよね・・・

そう、現実問題として
既にそういう事が起きてるんです

何かあったら仕方ないからバイトでもして食いつなごう
という事すら出来なくなってしまう危険があるんです

せっかく70年80年生きたのに
仕事がなくて年金もほとんど貰えず
家を失って、寒い路上で生活をして腐った弁当を漁る

そんな人生・・・悲しすぎますよね
ただ・・・残念ながら自分で行動をして
しっかり今のうちに収入源を確保しなければ
そういう未来が近いうちに来てしまうかもしれないんです

もう・・・他人事ではないってことですよね・・・
そうです。
先生、すごく怖くなってきました・・・

ただ、これは何もしなかった場合の話です
ぼーっとただ生きているだけでは
時代の波にのまれてしまいます

当然、時代の被害者となってしまいます。
しっかりとした安定収入を手に入れれば
そんな暗い未来に怯える必要は無くなりますし
一転して最高の人生が手に入ります。

なるほど
そのための新型給付金ONEって事ですね！
そうです。



月収300万円、年収3600万円あれば
贅沢な暮らしが出来て
更には将来や老後へたっぷりの貯金が残せる

もう何も心配する必要はないんです
贅沢な暮らしが出来て
将来のためのお金も残せる

その通り
もう最高な人生が手に入りますね！
今まで辛い思いをしてきたという方も
生活がガラッと変わりますね

今まではスーパーの値引きされた商品を買っていたのが一転
食材だろうが服だろうが家電だろうが
値札を見ずに、買うことができるようになると思います

値札を見ずにお買い物ですか！
めちゃくちゃかっこいいですね！
もうそんなレベルでは収まらないですね

エルメスとかルイヴィトンみたいな
ブランドものの服やバッグを買ったり

ROLEXの高級腕時計100万円以上はしますが
こういったものも買えますね
さらにはフェラーリとかポルシェみたいな超高級車にも乗れます。

もう道路を走るだけで多くの方の視線が集まってくるんですよ
もう想像も出来ないレベルですね。
はい

なんか優越感の塊って感じですね！
優越感の塊といえば
済むところでもありますね



六本木や赤坂なんかにある
家賃50万円はするようなタワーマンションの上層階に住んで
毎日とんでもなく綺麗な東京の夜景が見れます。

あるいは地方にめちゃくちゃ広い土地を買って
大きな家に住んで庭に池を作ったりして
農業をしながら悠々自適に暮らすってのもありですね。

お金持ちは意外とこういう暮らしを好む方が多いんですよ。
いいですね
なんか完全ノーストレスのスローライフって感じですね！
はい

お金も時間もいくらでもある
何に使ってもいいという状況をONEが作れるからこそ
いくらでも人生の選択肢が増えるんです

お金もたくさんあって時間も有り余ってますから
これそうなったら毎日
朝起きたら今日は何をしようかってなって感じで
ウキウキしそうですね。

そうですね
お金が稼げるのはもちろんですが
時間をたっぷり取れるっていうのが非常に重要ですし

これがONEの特別なところなんです
確かにそうですよね

仮に年収2000万円、3000万円のエリートであったとしても
休みどころか睡眠もままならないまま
必死に仕事をしていてもこれって人生楽しんでないじゃないですか

えぇそうですね。
正に先生が先ほどおっしゃった時は金なりですよね



全くです。

勝ち組の条件はお金にも時間にもたっぷりの余裕がある事だと
私は思うんですよ

人生は一度きりしかありませんから
あくまでお金を稼ぐための手段である仕事に時間を取られていてはダメで
す

大抵のネットビジネスは時間をたっぷりかければ
それなりの収入は稼げるものです。

ですがそうではなく
お金を稼ぐ時間を最小限にして
一度きりの人生を思いっきり楽しむ
これが真の勝ち組だと思うんですよ

間違いないですね！
それを実現できる唯一の方法が
正に先生の新型給付金ONEってことですよね！

そう確信しています
まずはたっぷりある時間、そしてお金
この状況を楽しむ

いっぱい贅沢はした方がいいと思います。
経済を回す効果もありますし
どんどん贅沢して頂きたいですね

ただですよ。
お金を持ってくるとですね自分だけじゃなくて
周りの方や困っている方のためにお金を使っていきたいって
考え方に徐々に変わっていくんですよ。

それはよく聞きますね
一番身近なところで家族ですよね



ご両親やお子さんやお孫さん
大切な方の顔を目を瞑って思い浮かべてほしいんです。

無償の愛でずっと育ててくれたお父さんやお母さん
自分の生きる希望、
このこのためなら死んでも構わない

そんなたくさんの愛しさをくれたお子さんやお孫さん
もしかしたら苦労をかけてしまったって方も
いらっしゃるかもしれませんね

だからこそ報いる時なんです

ご両親を有名な温泉旅館に連れて行って
日頃の疲れを癒して上げて下さい

あるいは大きな家を買って
住まわせてあげるというのもいいですね

いいですね～
親孝行ってどうしてもある程度余裕が無いと難しかったりするので
考えれば私も最近はちょっと出来てなかった気がしますね・・・

ONEで稼いでこれからすればいいんですよ
後はお子さんやお孫さんのいる方
もし小さい子であればコロナが開けたら

遊園地につれて行ったり
たくさんおもちゃを買ってあげてもいいですよね

後は教育にお金をかけられるっていうのもいいですよ
教育ですか

やっぱり小さいときからどういう教育を受けているかで
今後の人生がどれくらい幸せになるかが決まると言っても
過言ではないんです



小さい頃から英語なんかを学ぶといいですね
大人と子供では脳に吸収されるスピードが全然違いますから

言葉なんかは小さい頃に覚えさせるのが一番なんです
だから、幼いうちから英語に慣れ親しむことで
国際的にも活躍できるようになるでしょう

そうすれば子どもの人生の選択肢が増えるんです
なるほど、なるほど・・・
子どもの人生は親が決めると言っても過言ではないですからね

間違いないですね
ただ、良い教育、良い環境で育てるっていうのには
お金はどうしても必要になりますもんね

その通りです
高校や大学の学費だって安くはありません。
学歴が全てではありませんが
学が無いと選択肢が狭くなるのも日本の現実なんです。

だからこそ可愛いお子さんお孫さんの未来のためにも
絶対に稼がないといけないんですよ

ONEで稼ぐ事によって周りの方が幸せになり
将来の可能性も広がる訳です。

そして周りの方を幸せにしたら
今度は世の中のためになる事をしたいって人は思うんです

社会貢献ですね！
そうですね
世の中の大富豪と言われる成功者はみな
何かしらの社会的貢献を日々行っています

世界一の投資家ウォーレン・バフェットさんや
マイクロソフトの創始者ビル・ゲイツさんなんかは



莫大な資産の多くを世界中の恵まれない子供たちや
紛争地域なんかに寄付をしていますし

アメリカの教育の発展のために
お金を費やしたりしています

もっと身近な例で言えば
俳優の坂上忍さんが個人での収入を
全てコロナ関連の寄付に使うと宣言したり

YouTuberのヒカキンさんが医療従事者に一億円の寄付をしたり
ZOZOTOWNの創始者の前澤さんが総額一億円を配ったりもしてましたね

売名行為だ！なんて言う方もいらっしゃいましたけど
実際にあのお金が当たって救われた方がいるのも事実でしょう

何もしないよりも遥かにマシなんです
やっぱりある程度お金で満たされる欲求が満ちると
その後は人のため、世の中のために何かしたいと思うのは
これ人間の性みたいなものなんでしょうね

本能でしょうね。
そういう意味では武田先生もエンジェル投資家をしていらっしゃいます
けど
夢を持った起業家への支援をするという意味では
これも社会貢献になるんじゃないですか？

そうですね。
こういう話をするのもなんなんですけど
ベンチャー企業への投資は投資対象としては
決して優れたものではないんです。

成功するとは限らないですし
当たればかなりのリターンはあるかもしれないですけど
正直言うとリスクの方が圧倒的に多いんです



ただ単にお金を安全に増やす目的であれば
絶対に私はやらない投資でしょうね。

ということは、やっぱり
先生のお気持ちの中で夢を応援したいからっていうのが
大きな理由ってことですか？

そうですね
世の中には才能や情熱はたくさんあるけど
資金が足りずに夢を諦めてしまう・・・
なんて方がたくさんいらっしゃいます。

素晴らしいアイディアや熱意を持っているのに
お金が無いというだけで諦めてしまうのは
もったいないじゃないですか

だからこそ私がそういうところを資金面をサポート出来れば
多くの方が夢に向かって前進できるかなって思ったんですよ。

いやぁ素晴らしいですね
ありがとうございます。

もう武田先生もご自分のためではなく
他の方のためになることしたいっていう
その領域に入ってらっしゃるって事ですよね？

普通に投資で稼いでいたときから
浪費にはあまり興味がなかったので
今、人や企業、世の中のためになる事が出来て充実していますね

それが正にこの新型給付金ONEって事なんですね！
そういうことですね
ONEは私の人生の集大成です

だから今動画を見ている方もONEによって
どんどん裕福になって欲しいんです。



それでまずは自分が叶えたかった夢や理想の生活を実現させて
その上で誰か困っている方を助けてくれたら嬉しいですね。

Let`s be ONEですもんね
助け合いましょう！という事ですね
そうですね

本日お話をしたONEの案件をSNSで多くの方に広めることで
10倍の給付金を受取る事が可能となるFRIENDSHIP
こちらを広めることで見ている方はもちろん
紹介された側、企業全てが豊かになるんです

つまりFRIENDSHIPでONEを広めることは
日本全体の経済を救うということ
稼げるだけじゃなくて社会貢献もできるって事ですね

そういうことです。
新型給付金ONE、
武田先生・・・さすが完璧な仕組みですね

完璧だからこそこうやって動画に出てきたんです
中途半端なものは世の中には出せないですからね
279名に事前にテストをして頂き
あらゆる状況をシミュレーションして
これなら本当に誰がやっても出来ると確信したからこそなんですよ

さすが武田先生・・・
完璧主義でいらっしゃいますよね
もうね、先生これ見ていらっしゃる方は
もうONEのリニューアルオープンが待ちきれないと思いますよ！

ですね！

メールアドレスを登録するだけで
1件1000円のONEも凄いですけど



更に進化した10倍稼げるFRIENDSHIP
この話を聞いちゃったらもうやらないわけにはいかないじゃないです
か！

本当にFRIENDSHIPはとっておきですからね
今までのテストメンバーの中でも
本当に信頼できる20名ちょっとの方しかやってなかったんですよ

でも、今見て頂いている方であれば
是非FRIENDSHIPで稼いで頂きたいと思っています。
ありがとうございます

先生、そこまでして頂けたら
私もライターとしての顔が立ちます！
リニューアルオープン本当に楽しみですね！

いよいよ迫って来ましたね
ONEの公式サイトに登録をしただけでは
まだ仮メンバーとしての扱いなので
リニューアルオープン時に改めて本メンバーとして登録をして頂く必要が
あります。

今はまだ仮メンバーで
リニューアルオープンする時に再度本メンバーとなって頂くって事です
ね！
そうです

次回、また新しい動画を公開させて頂きます。
次回の動画が公開される頃にはリニューアルオープン目前となってるで
しょうね

その時に仮メンバーから正式に本メンバーとなる方法を
詳しくお伝えいたします

次回の動画でいよいよお話頂けるんですね！
分かりました！



今は仮なので1日5件のメールアドレスの登録
つまり1日マックス5000円までの給付金ですけど
それが本メンバーになればいくらでも稼げて
更にはFRIENDSHIPで月収300万円も夢じゃないって事ですもんね・・・

その通りです

先生、これは絶対に次回の動画は見逃せないですよね！
はい！次回を見逃してしまうと
残念ながら本メンバーとなる事が出来なくなってしまうので
ここまで見て頂いたのであれば必ず見て頂きたいですね。

間違いないですね。
人生が・・・運命が・・・変わる瞬間ですもんね！

100％変わります
楽しみにしておいて下さい
わかりました！

先生私もまた次回
お話をお伺いできるのを楽しみにしております！

それでは武田先生
本日もありがとうございました！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新型給付金ONEの武田です。
今回の動画も見て頂きありがとうございました

今回はONEのもう一つの稼ぎ方
FRIENDSHIPについてお話させて頂きました。

企業からの案件に対してメールアドレスを登録する事で
1件1000円を受け取る事ができるのが通常のONEです



こちらに加えて、SNSで案件を多くの方に拡散させて
他の方が案件にアドレスを登録する事で
更に1件1000円を受け取る事が出来るのが
FRIENDSHIPという稼ぎ方になります

TwitterやFacebookなどのSNSに
FRIENDSという名前の自動集客システムを使って
どんどん人を自動で呼び込む事ができます。

これによってあなたは通常は非常に大変な作業である
集客をほぼ何もせずに行うことが出来るのです

後は集客が既に終わっているSNS上に
企業の案件のちょっとした紹介文を流すだけ
あなたがやる事はそれだけです

1000円、また1000円・・・と
登録する方が増えれば増えるほど
あなたの収入がどんどんアップします

通常の受け取るだけのONEに比べて
約10倍の報酬

月収200万円、300万円と稼ぐ事が容易に可能となります
このFRIENDSHIPは現段階ではまだできませんが
リニューアルオープン後に出来るようになるので
是非、楽しみにしておいて下さい

ONEのリニューアルオープンが近づいてきました。
仮メンバーではなく本メンバーとなって稼ぎまくるためにも
次回の動画は必ず見て下さいね。

次回・・・非常に重要なお話をします。
本格的に稼ぐためにも必ず見て頂く必要がある内容なので
絶対に・・・絶対に見逃さないで下さい



さて、今回もあなたには
動画に関するコメントをこちらの動画サイトの
一番下のコメント欄より是非頂きたいと思ってます

今回コメント頂いた方には
・・・こちら

現金一万円です
コメントを頂いた方、抽選でなんと200名に
こちらの現金1万円を進呈します。

是非ともコメントをお願いします
そして今回コメント頂きたい内容ですが・・・
あなたがFRIENDSHIPによって月収300万円を稼いだら一体何をしたいで
すか？

通常のONEの月収30万だったら生活が楽になる
貯金ができるようになったりしますが
人生が劇的に変わるという話ではありませんよね。

ですが、月収300万なら年収3600万円です。
あなたの人生が100％大きく変わる収入です。

タワーマンションの高層階に住んでみたいとか
ベンツやフェラーリといった
高級車を乗り回してみたい
自分の店を持ってみたいといった

なんでもいいです。
これだけの収入があればあらゆる夢や目標が叶います

是非、あなたが稼いだら実現したい事を自由に書いて下さい。
お待ちしております。

それではまた次回・・・



非常に重要な動画を公開します

またお会いしましょう！

動画をご視聴いただきありがとうございました

次回予告

今回は非常に重要な動画になるって事ですね？
はい
間違いなく今までで一番重要な内容ですね

ONEで稼いでいる実践者さん緊急参戦

成功したいのであれば
今回の動画を必ず見て頂く必要があります。

リニューアルオープン間近
この動画だけは必ずご覧ください


