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まずは、私の自己紹介から。 
 
名前は 「まーちゃん」 こと 「馬場 博」 と申します。人相は写真の通り

です。 
 
出身地 は岐阜県ですが。現在は横浜に在住しています。 
趣味はカラオケ、パソコン、写真、お酒を飲むこと 
実績はパソコン歴がかれこれ３０年以上ありますが、ネットビジネスは数年ぐ

らいです。 
 
経歴は 
 
大学を卒業後、某エンジニアリング会社で電気エンジニアとして２６年、日

本国内および海外のあちこちで活躍 
 
その後、アメリカの大学で日本語教師１年 
 
帰国後、留学関係の会社でパソコンとにらめっこしながら、余暇を使ってネ

ットビジネスをしています。 
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0.  はじめに 
 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
先日、「潜在意識に書かせた無料レポート」という無料レポートを作成したと

ころものすごい反響でした。 
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/senzaiisiki-re
port.pdf 
 
今回は、さらに突っ込んで、潜在意識を利用して、現在ネットビジネス界で

活躍している 3 人のゲストをお招きし、いろいろお話をうかがいました。 
 
この企画自体が突拍子もないもので、本当にうまくできるのかまったく自信

がないまま始めることにしました。 
 
以降、実況中継です。 
 
3 人とも実在する方ですがお名前は差し支えあるといけないので仮に 
「Ａさん」「Ｂさん」「Ｃさん」とお呼びします。 
 
ここでのお話は 3 人の方の潜在意識と私がお話している内容を記載したも

のです。 
 

1. トップインフォプレーナー「Ａさん」とのインタビュー 
 
Ａさん、こんにちは、馬場博と申します。Ａさんほどではありませんが、ネット

ビジネスで頑張っています。特に、潜在意識との交流を利用したネットビジ

ネスを展開中です。 
 
面白そうですね。 
 
そうです、とても面白いものです。こうしてＡさんとお話ができるのもこの方

法の特徴のひとつです。場所と時間と相手を選ばないのです。 

http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/senzaiisiki-report.pdf
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/senzaiisiki-report.pdf
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とても役に立ちそうですね。 
 
役に立ちますよ。いろいろな方とお話できますし。 
 
今日は、Ａさんにいろいろお話をしていただきたくて呼びかけました。 
分かりました。何でも聞いてください。 
 
まず、ネットビジネスの秘訣を一言で言うと何でしょうか。 
 
なんといっても信頼ですね。お客様の信頼を得て、これを持続、深めて 
いくことです。 
 
やはりそうですね。でもそのためにどうするかですが、いろいろあると思いま

すが、皆さんにお勧めする方法はどうでしょうか。 
 
これしかないという、ひとつの方法だけで信頼を得るのは難しいと思います

が、相手のことを思いやること、また、一時に信頼を得るのではなく、段階

的にステップを踏むことかと思います。 
 
いきなり、「これ良いですよ。是非買ってください。」と言っても引いてしまい

ますね。そうではなく、「今日は、Ａと申します。調子はどうですか。困って

いることはありますか。」などと話しかけ、「実は。。。」となり、「それなら

ば。。。。が効果あるかも知れませんね。一度試してみたらどうですか。他

の方の実績も多いですよ。分からないことは、メルマガでサポートしていま

すから」 
 
などと、相手のことを思いやりながら、無理強いではなく、相手が必要と思

われるものを紹介していくのがとてもスムーズです。 
 
これは、言葉で言えば簡単そうですが、実際はそうはいきません。うまくい

ったり、いかなかったりします。この場合、自分が行ったことの検証ができる

形で進めることをお勧めします。 
 
具体的には私のブログ、商材にいろいろやり方が説明されているのでそち
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らを参考にしてください。 
 
分かりました。最後に、皆様に一言メッセージをいただけますか。 
 
人の人生なんてそれほど長くないですから、一生懸命努力するのもいいで

すが、人生を楽しむ、ビジネスを楽しむという気持ちがとても効果ありと考え

ています。必要な時に必要なものが与えられると信じることがいいかと思い

ます。 
 
ありがとうございました。 
 
 

2. インターネット塾 「Ｂ塾長」とのインタビュー 
 
つぎに、有名なインターネット塾の塾長「Ｂさん」にうかがいます。 
 
Ｂさん、馬場博と申します。 
 
馬場さん、お話は聞いています。無料レポートも読ませていただいていま

す。馬場さんの「まーちゃんの「メルマガ到達率」緊急速報」はとてもいいレポー

トですね、役に立ちますよ。 
 
まーちゃんの「メルマガ到達率」緊急速報  
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/merumaga-toutaturitu.
pdf 
 
 
ありがとうございます。今日は、Ｂさんに最近のネットビジネスの動向につい

てお話いただければとお誘いいたしました。 
 
最近の動向ですね。分かりました。ネットビジネスはここ数年すさまじく変化

しています。半年前まで有効だった手段が今ではまったく役に立たなくな

ってきています。 
 

http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/merumaga-toutaturitu.pdf
http://www.warmheart21.com/goodnews/free-report/merumaga-toutaturitu.pdf
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1 年前までは大きく稼げていたグーグルアドセンスなども今でも稼ぐことは

できますが、大きく稼ぐことは難しいと言わざるを得ません。 
 
また、とても多くの方がネットビジネスに参加されているのでその中で勝ち

抜くのは至難の業であることも確かです。 
 
今後はどうしてゆくべきか、何かヒントをいただけますか。 
 
難しくなったと言えどもまだまだチャンスのあるところはかなり残っていま

す。 
 
また、ビジネスのジャンルと限らなければ市場は無限に広がります。 
人の言葉にまどわされず、自分独自のやり方を見つけることが、勝ち残っ

て行く方法かと考えています。 
 
ありがとうございました。 
 

3. トップアフィリエイター 「Ｃさん」とのインタビュー 
 
最後に、トップアフィリエイターのＣさんに登場いただきます。 
 
Ｃさん、馬場博と申します。いつもメルマガを読ませていただいています。 
Ｃさんは、今、アフィリエイトだけで大きく稼いでおられますが、そのコツを

少しだけご披露いただけないでしょうか。 
 
コツと言えるかどうか分かりませんが、私はねはめんどくさがりですが、中途

半端なことは嫌いで、分からないところは徹底的に調べて、納得ゆくまでや

ってきたということでしょうか。 
 
本当に、何も分からないところから始めましたが、分からないところはいろい

ろな人に恥を忍んで聞きまくりました。今ではそれがいい交流関係となって

います。 
 
とにかく、自分が納得するまでやり続ける、やり続けるしかないと、自分を追
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い込んできました。気が付いたら、少しずつ稼げるようになってきていまし

た。 
 
素晴らしいお話ですね。納得です。 
 
これから始める人、今、稼げていない人にメッセージをいただけますか。 
 
とにかく、これはと信じられるものをひとつ見つけ、これを信じて最後までや

り続けることかと思います。自分にはこれしかないと言う状態を作り出すこと

も一つのアイデアかもしれませんね。 
 
ありがとうございました。 
 

4. ネットビジネスの道しるべに対するコメント 
 
それでは、お集まり頂いた方に私が最近作成した「ネットビジネスの道しる

べ」という商材に対して一言ずつコメントをいただけないでしょうか。 
 
ネットビジネスの道しるべ 
http://goodnews.warmheart21.com/ 
 
Ａさんいかがでしょうか。 
 
この商材はよくまとまっていると思います。説明も丁寧だし、どのレベルの

人でも利用できるのがいいですね。 
 
Ｂさんはいかがですか。 
 
同感ですね。どのレベルの人にも利用でき、今、変化の激しいビジネス業

界においても十分に役立つ、長期的な視野にたった商材ですね。お勧め

です。特に、心を意識しているところが気に入りました。 
 
Ｃさんはどうですか。 
 

http://goodnews.warmheart21.com/
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私には難しいことは分かりませんが、ホームページの作り方とか、ＳＥＯ対

策について詳しく説明があり、至れり尽くせりと思います。やはり、馬場さん

は心の方面が強いだけあって、心の取り扱い方、心の訓練方法を詳しく説

明しているところが良いと思います。 
 
私にもすぐに役に立ちそうなところもいっぱいあるし、上級者の人にも役に

立ちますね。 
 
ありがとうございました。 
 
今回は、ネットビジネス界で活躍されている方々をお招きし、いろいろお話

を聞いてみましたが、潜在意識を利用しての方法でしたので、半ば半信半

疑でした。 
 
私の予想よりも納得のできる内容とすることができて不思議な感じがしてい

ます。 
 
いずれにしても、この潜在意識と会話する方法に関しては私も半信半疑で

す。本物かどうか絶対の自信があるわけではありません。 
 
しばらくは、この方法を実証する手段として私が潜在意識と交流している実

況をお知らせしてゆく方法で皆さんに問いかけてゆくようにしていこうと考

えています。 
 
ここに記載していないものの中にとても興味深い内容のものがいっぱいあ

ります。 
 
実験を進めれば進めるほど面白い結果が出てくるようです。 
 
今後が期待できます。 
 

5. 最後に 
 
ここまで読んでいただきありがとうございます。大切なのは、インタネットは
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巨大な市場です。でも待っていても誰もどこからも来ることはありません。そ

の手段、きっかけをいかにたくさん持てるかが鍵になってきます。 
 
私の実績に基づき記載しましたが、ここに書いたことが最良と思っているわ

けではありません。この「ネットビジネスで活躍する 3 人に潜在意識を利用

してインタビュー」があなたのお役に立てればと思っています。 
 
 
-------------------------------------------------  
最近私が作成した無料レポートです。 
きっと、お役に立ちます。 
------------------------------------------------- 
 
 
◆SEO 対策のバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/38787/3536/ 
 
◆負けない SEO 対策応用編 
http://www.gekizou.biz/39106/3536/ 
 
◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/39233/3536/ 
 
◆グーグルアドセンスのバイブル的マニュアル 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681 
 
◆5 万のつもりが１００万に 
http://www.gekizou.biz/39446/3536/ 
 
◆もう情報商材は買わないでください。 
http://www.gekizou.biz/40015/3536/ 
 
◆オールドドメインの取得の仕方 
http://www.gekizou.biz/40065/3536/  
 

http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/
http://www.gekizou.biz/39233/3536/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/39446/3536/
http://www.gekizou.biz/40015/3536/
http://www.gekizou.biz/40065/3536/
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◆音声ファイルの作り方 
http://www.gekizou.biz/40116/3536/   
 
◆あて先無し、不達メール抽出法 
http://www.gekizou.biz/40387/3536/ 
 
◆ 「アドセンス」を一瞬で「楽天」に変更する方法 
http://www.gekizou.biz/40430/3536/ 
 
◆「私が「稼ぐための無料レポート作成解説書」を買った理由」です。 2009/3/29 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681 
 
◆私が「ネットビジネス」を始めた経緯（体験談） 2009/4/2 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681 
 
◆FFFTP の設定バックアップ・他のパソコンへの設定移植  2009/4/7 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681  
 
◆Outlook Express データ完全バックアップ・他のパソコンへの設定移植 2009/4/9 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681 
 
◆アドセンス無料メールセミナー 2009/4/11 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681 
 
 
◆どこでもキャプチャー  2009/4/16 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681 
 
◆永久に利用できる申込フォームの作り方 
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/ 
 
◆ヤフージャパン サイトマップ登録 
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/ 
 
◆まーちゃんの「上手なメルアド管理方法」 

http://www.gekizou.biz/40116/3536/
http://www.gekizou.biz/40387/3536/
http://www.gekizou.biz/40430/3536/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/
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http://www.gekizou.biz/1001476/3536/ 
 
◆まーちゃんの「スタイルシートで画像処理」 
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/ 
 
◆まーちゃんの「スタイルシート で SEO 対策」 
http://www.gekizou.biz/1002853/3536/ 
 
◆まーちゃんの「スタイルシートで画像処理」 
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/ 
 
◆まーちゃんの「メルマガ到達率」緊急速報  
http://www.gekizou.biz/1004372/3536/ 
 
◆まーちゃんの「ブログコメント自由自在」 
http://www.gekizou.biz/1004608/3536/ 
 
◆まーちゃんの「メルマガ到達率」緊急速報―第 2 段  
http://www.gekizou.biz/1004736/3536/ 
 
◆まーちゃんの商材作成自由自在 
http://www.gekizou.biz/1004804/3536/ 
 
◆まーちゃんの「メルマガ作成自由自在」 
http://www.gekizou.biz/1005285/3536/ 
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 過去のメルマガ    http://goodnews-merumaga.seesaa.net/ 
 無料プレゼント 
http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml 
 
  
 
メルマガの登録・解除その他の情報がご覧いただけます。 
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/ 
----------------------------------------------------- 

馬場博 

goodnews@warmheart21.com 
----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://goodnews-merumaga.seesaa.net/
http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml
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