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はじめに 

近年オンラインコ・ミュニケーションの分野は、Skype・Facebook・ツイッター・

iPhon・iPad など、ハード、ソフトを問わず劇的な進化を続けています。 

そしてここにまた、人と人の絆をつなぐ新たな分野が誕生し、地球規模の巨大市

場を構築しようとしています。 

 

つい２０年ほど前にポケットサイズの携帯電話機が世に出現した当時は、現在の

ように１人が１～２、３台を所持するなどと想像した人々はほとんど存在せず、出

資者を募集したところ、わずか数人しか集まらなかったそうです。 

出資金額もさほど高くはなかったと聞いていますが、現在その方々は莫大な権

利収入を獲得しています。 

 

これと同じような現象がいま世界規模で起こりつつあります。 

これは、オンライン・マーケットの業界で世界No.1の実績を誇る企業が起こしたビ

ジネスです。 

そして、おそらくあなたは、かつて一度も見たことがないような壮大なスケールの

チャンスが目前にあることに気付くはずです。 

 

このビジネスは至ってシンプルです。 

越えるべきハードルが極めて低く、それを越えさえすれば、３分以内に世界初・

世界唯一のインスタントペイ（即時報酬）を実現し、グローバル・キャッシュカード

が送付され、あなたの人生に大きな変化をもたらし始めます。 

 

世界のインターネット業界をリードする巨大ＩＴ企業ジャイアント・シスコ社は次の

ように報告しています 

「２０１４年までにインターネット・オンラインビジネスの９０％が、これからご紹介

するコミュニケーション方式に取って代わるであろう。」と・・・。 

 

つまり成功のカギは、タイミングとあなた自身の瞬時の判断と決断力です。 

そして、そのチャンスは今です。 
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第１章 事業内容の詳細はオンライン放送で・・・ 

 

事業内容の詳細は、後述のオンライン・ライブ放送（視聴無料）でご確認いただ

けますので、このレポートでは放送で語られない内容を含む概要のご説明にとど

めます。 

また、その放送で正式社名の確認もしていただけますので、ここではとりあえず

【ＴＦ社】とさせていただきます。 

 

（１） 出資金は不要です 

このビジネスは、出資金というたぐいの金銭提供をするものではありません。 

新しい時代の誰もが求める【ＴＦ社】の魅力的なオンライン・ツールを購入（使用

権）して戦略ツールとして活用しながら、友人知人に紹介するだけです。 

時代が求める魅力的なオンライン・ツールは、さほど苦労せずに人が人を連れて

きます。それは、あなたを成功の高見へと押し上げてくれることを意味します。 

 

（２） 【ＴＦ社】のオンライン・ツールは優れた戦略ツールです 

メルセデス・ベンツや海外進出のトヨタなど、既に多くの有名企業・団体・組織が

このシステムを採用しており、信頼性を高く評価しています。 

 

（３） 【ＴＦ社】のオンライン・ツールは徐々に日本語化されます 

現在のオンライン・ツールは一部を除き英語版ですが、徐々に日本語化されてゆ

くことが決定しています。 

ただし、歳月を経て完全に日本語化されてからのビジネス参加は、あまりお勧め

できません。 

 

なぜなら、この種のビジネスに共通していることは、トップタイトル獲得者の９０％

が、オープン前後の開拓期登録と言われているからです。 
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開拓期登録はレガシー（遺産）ポジションとも言います。 

【遺産】を意味するキーワードの秘密は、ビッグ・タイトル保持者の連鎖組織が 

からみ合い、永遠不動の地位を築く貴重な時期であることに由来するからです。 

 

この時期の数年後に、たとえ同様のタイトルを獲得したとしても、会員増減の繰り

返しで常に不安定ですから、開拓期登録の会員とは雲泥の差があります！ 

 

そして、その時期が今なのです。 
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第２章 米国本社に直結した世界最高の在宅ビジネス 

 

（１） 不況にあえぐ国内企業を転々と探し廻る必要がない 

現われては消え行く軟弱な企業基盤のビジネスを転々と移り変わる人々を、ネッ

ト・ジプシーと呼ぶそうですが、【ＴＦ社】はオンライン・マーケットの業界で世界

No.1 の実績を誇る企業ですから、そのような不安から解放されることでしょう。 

 

また、このビジネスの収益率は、面倒な仕掛けに苦労してわずかな収益しか得ら

れないアフィリエイトなどの比ではありません。 

 

勿論、誰にでもできますが、アフィリエイト能力を多少でもお持ちであれば、驚く

ほど簡単なビジネスになるはずです。 

 

 

（２） 地球規模で市場を拡大するネットワーク・ビジネスです 

このビジネスは、地球規模で爆発的に市場を拡大する壮大なネットワーク・ビジ

ネスで、別名マルチ・レベル・マーケティング（MLM）と呼ばれ、わが国ではねずみ

講やマルチ商法と同一視され、誤解なさっている方々が大勢いらっしゃいます。 

 

ネットワーク・ビジネスは、国内でも特定商取引法を遵守するにより許可されてい

る合法ビジネスです。 

しかも、このビジネスには日本支社は存在せずに米国直結ですので、国内の特

定商取引法に左右されることはありません。 

米国におけるネットワーク・ビジネスの位置づけは、クリントン大統領もオバマ大

統領も盛んに推進奨励をしている重要な市場なのです。 

 

これまで、ネットワーク・ビジネスを誤解なさっていた方々は、【第４章のネットワ

ーク・ビジネスの誤解と偏見】をご一読ください。 
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ただしこれは、国内におけるネットワーク・ビジネスに関するご参考でしかありま

せんが・・・。 

 

（３） 円ドル換算を念頭に置いてください 

米国直結のビジネスですので、金額を理解するには登録時も報酬も随時決済日

の円ドル換算が必要です。 

現在は空前の円高ですので、登録金額も割安で「登録後には円安に変動してく

れれば良い」と思われる方もいらっしゃることでしょう。 

 

オンライン放送では【ドル】でご説明しています。 

国際レートはＴＶニュースで毎日放映されていますから皆様ご存じとは思います

が、現在のところ８０円弱を推移していますから、約８０円をドルに加算していた

だければ良いと思います。 

（例：１ドル８０円の場合）１００ドル＝100×８０＝８,０００円 となります。 

 

また登録時には、ビザ、マスターのいずれかのクレジットカードかデビッドカード

が必要です。 

ビザカードやマスターカードをお持ちでない方は、下記のデビッドカードがあれば

問題ありません。審査が不要ですから１０日ほどで送付されてきます。 

楽天銀行（インターネット・バンク）の口座をお持ちでなければ、同時に口座開設

もできます。 

 

楽天銀行のＶＩＳＡデビッドカード（審査不要）申し込みサイト 

http://www.rakuten-bank.co.jp/card/debit/ 

 

 

そして、登録完了後にグローバル・キャッシュカードを申請すると１週間ほどで送

られてきます。 

このカードの使い方は非常に簡単で、直接買い物ができます。 

そして、日本中の郵便局やコンビニの ATMでお金を下ろすこともできます。 
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カードの中にお金が入っているときはドル預金と同じ状態ですが、出すときは円

で引き出せます。 

しかも、世界中にある１００万箇所のＡＴＭで、その国の通貨で簡単に下ろすこと

ができる凄いカードなのです。 

 

また、あなたの評価（成果）が一定レベルに達すると、新型メルセデス・ベンツの

カギを受け取る時期もやってきます。 

 

トップタイトル獲得者ならまだしも、途中過程でベンツの購入経費を毎月６００ドル

も支払ってくれるネットワーク・ビジネスなど他には見当たりません。 

物品の製造コストや配送費用を必要としないオンライン・ツール（ソフトウェア）の

収益率がいかに高いかを物語るものです。 
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第３章 オンライン・ライブ放送はウェビナーと言います 

 

（１） ウェビナー ＝ WEB ＋ Seminar ＝ Webinar 

ウェビナーとはウェブとセミナーと言う二つの言葉を合わせた造語で、インターネ

ット上で行なわれるウェブ・カンファレンスのことです。 

我が国ではウェブ・カンファレンスのことを、ビデオ会議、またはテレビ会議とも言

っています。 

 

離れた場所に別々にいる人たちが、インターネットを通じて同時にセミナーに参

加したり、顔を見ながら会話や会議をすることをウェビナーと言うのです。 

ブロードバンドの普及とＩＴテクノロジーの進歩は、家にいながらにしてビジネスが

できる可能性を大きく広げてくれました。 

 

（２） ウェビナーは毎日開催しています 

ウェビナーは視聴無料。 

毎日３回の定時に放送され、そのチャンスに気付いたあなたは、きっと容易に夢

を実現させることができることを確信するでしょう。 

 

（３） ウェビナー・ルームでは常識をお守りください 

ウェビナー・ルームにはあなた以外の方々が招待されています。 

非常識な行為は、他の方々に対する迷惑となりますのでご遠慮くださいますよう

お願いいたします。 

 

これは、なにもウェビナー・ルーム内に限ったことではありません。 

なぜなら、ネットワーク・ビジネスを傍若無人な一匹狼で成功した人が居ないから

です。 

一匹狼と言えば威勢良く聞こえますが、実際には群れからはぐれて明日をも知
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れぬ運命です。 

 

イメージが湧きにくいかもしれませんが、ネットワーク・ビジネスは単独では成功

できません。相互協力によるチームプレーなのです。 

そして現在は前述の通り、強固なレガシーポジションを構築すべき重要な時期に

あります。 

いつもチーム内に不利益な問題を引き起こすはぐれ者は、上からも下からも敬

遠され、場合によっては退会処分にもなりかねません。 

 

ごくあたりまえの常識的なマナーの遵守は、いかなる時もあなたの最強の見方に

なると思っていただければ幸いです。 

そこに人が集い、価値あるコミュニケーションが生まれるのです。 

 

（４） ウェビナーへのご招待 

ウェビナー視聴参加をご希望の方は、下記ＵＲＬの請求フォームからお申し込み

ください。 

ただし、請求フォームにも記載いたしましたが、お名前をペンネームやアルファベ

ットの羅列などでご請求された方は、そうせざるを得ない何らかのご事情があっ

てのことと存じますので、双方の不利益を回避するために重要情報のご提供を

差し控えさせていただき、問題解消後にご請求を賜りたく存じますことをなにとぞ

ご了承ください。  

 

私たちは、国内の主軸系列ですので、ご要望のない方々を強引に勧誘する必要

がありませんし、お寄せいただきました情報は他に漏えいの無きよう厳正に管理

し、一定期間経過後には確実に廃棄（消滅）いたしますので、どうぞご理解くださ

いますようお願い申し上げます。 

 
Webinar（ライブ放送）の視聴方法請求、および お問い合せフォーム 

http://messajyu.upper.jp/webinar/tfmail/clipmail.html 
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第４章 ネットワーク・ビジネスの誤解と偏見 
 

この章は、国内や日本支社のある海外企業のビジネスに対する誤解と偏見につ

いて記述していますので、前述いたしました【ＴＦ社】の米国直結ネットワーク・ビ

ジネスには該当いたしません。 

あくまでも、国内の実態をお知りになりたい方に向けたご参考です。 

 

（１） 似通ったシステムの明らかな違い 

ネットワーク・ビジネスに知識の無い方は、ねずみ講や悪徳マルチ商法と同一視

しておられるケースが多いようです。 

その主な要因は、ピラミッド型の組織イメージにあるのでしょう。 

しかし、よく考えてみてください。国家行政も企業組織も、社会の有用な組織は多

かれ少なかれピラミッド型をしています。 

 

①ねずみ講 

「ねずみ講」は別名「無限連鎖講」といい、商品流通の無いマネーゲームで末端

に必ず被害者が出る法律違反行為です。 

 

②マルチ商法 

「マルチ商法」は別名「悪徳マルチ」「マルチまがい商法」などともいわれ、商品価

値に見合わない高額商品や、日常不必要なものなどの購入を強制したり、紹介

の連鎖を義務付けているものです。 

被害者の連鎖が生じかねないことなどから、法律で厳しく禁じられています。 

 

③ネットワーク・ビジネス 

「ネットワーク・ビジネス」は別名「ＭＬＭ（マルチ・レベル・マーケティング・システ

ム）」といい、特定商取引法を遵守するにより許可されている合法ビジネスです。 

特定商取引法の主な規定は、概要書面、契約書面、そしてクーリング・オフ制度

の完備とビジネス参加を強要せずに理解を得られる充分な説明を行うことです。 
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ネットワーク・ビジネスの参加者は、自己責任により参入した個人事業主と位置

付けられ、現在の優良ビジネスは資本金や資金投資を必要とはしません。 

一般企業を経営するような難しさはありませんが、唯一守らなければならないこ

とがあります。それが特定商取引法というわけです。 

 

 

（２）  ネットワーク・ビジネスのシステム 

ネットワーク・ビジネスのシステムを端的に述べれば、クチコミ宣伝による直接販

売です。 

一般市場の卸、小売りのマージンと、TV・新聞などマスメディアの莫大な広告費

が存在しませんので、理論上では一般市場製品より極めて安価になります。 

しかし、販売促進をしなければ売上が伸びませんので、一般市場が製品に上乗

せしている莫大な経費分を、ビジネス会員のいわば営業活動に対して様々な種

類のボーナスとして還元奨励しているのです。 

そして、組織が大きくなると売上が急上昇し、初期段階のように活動しなくても支

払われる高額な報酬を、一般に権利収入と言っているのです。 

 

 

（３）  ネットワーク・ビジネスはなぜ誤解されるのか？ 

事の発端は1970年代に米国から来た初期のネットワーク・ビジネスが好ましいも

のではなく、粗悪製品や在庫制などであったために資金投資をする必要があり、

多数の被害者が出たことがマイナス・イメージの尾を引いています。 

その後、有名ネットワーク・ビジネス数社が大成功を収めるのですが、後に【マル

チ】というキーワードを騙る「マルチ商法」なる悪徳業者が蔓延し、マルチ・レベ

ル・マーケティング・システムと混同されるようになってしまったのです。 

 

ある大学教授は「マルチはすべて悪である」と、耳を疑う発言しています。 
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これは【多数、多用】という意味の用語に対するあまりにも乱暴な発言で、ＩＴ業界

における様々な形態の情報を相互に関連付けて統合的に扱うという意味の【マ

ルチ・メディア】も「悪である」と言っているようなものです。 

この教授のインテリジェントを疑ってやみませんが、国会の質疑応答でもこれに

異論を唱える議員は一人もいません。まるで中世の魔女裁判さながらです。 

 

なぜこのような現象が起きるのでしょうか？ 

 

そこには国家の暗い闇があります。 

権力者だけが味わえる裏社会の甘い蜜……つまり、さまざまな既得権益です。 

 

まず、マスコミはネットワーク・ビジネスに好意的ではありません。 

なぜなら広告収益を得られないからで、意図的にマイナス・イメージを発信してい

るように感じられる場合もあります。 

次いで大企業は、一般市場を独り占めしたいと考えています。ネットワーク・ビジ

ネスは彼らの敵でしかありません。 

次いで、企業献金と数多くの当選票を貰わなければならない立場の代議士は、

素知らぬ顔でこれらに従い、政治屋の域を出ていません。 

では、先ほどの暴言を吐いた権威を笠に着た大学教授は何を得たのでしょう？ 

賄賂でしょうか？ 

教育関係者は、その分野に特化はしますが、限られた狭い世界での識者に過ぎ

ず、必ずしも実践社会を理解する常識人というわけではありません。 

多発するいじめ問題にどのように対処してきたのかなどのＴＶ報道を見れば、容

易にご想像がつくことと存じます。 

 

先に述べた【特定商取引法】は、「悪徳マルチ商法」が多発した時期に成立した

法律ですが、「マルチ・レベル・マーケティング・システム」を不当と結論付けること

ができないために、合法としながらも、なんとかその勢力を削ごうとする懸命な締

め付けの痕が見え隠れします。 

 

ある方は、「有名ブランド企業こそが悪徳行為をしている」とも述べています。 
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それは、代議士を利用した優位性の確保、不祥事のもみ消し、不当なリストラ、

契約社員に対する冷遇、下請け企業に対する不当な契約条件の強制変更など

だそうです。 

 

これらも含め、巨大勢力が「マルチはすべて悪である」と誤解を招くような発言を

利用し、圧力をかけ続けているのです。 

つまり消費者は、結果的に混乱を招く言葉のすり替えに騙され、洗脳されている

とも言えます。 

 

ところが、このような巨大勢力の圧力にもかかわらず、わが国はネットワーク・ビ

ジネス人口が世界で最も多く、統計が示す通り大好きな国民のようです。 

これは、終身雇用制度の崩壊や揺らぐ年金制度のもとで老齢化に向かう社会現

象なども大きく影響しているのかもしれません。 

いずれにしても、グローバル時代の今日では、国内経済を活性化させるためにも、

阻害してはならない、と言うより発展させなければならない重要な市場ではなか

ろうかと思います。 

 

とは言え、どの業界にもあるように、悪徳ネットワーク・ビジネスも当然のごとく存

在します。 

その手口の一例は、資金調達のための一時的なビジネスの立ち上げです。 

これは、登録手数料に比重を重く置き、ある程度回収した後に姿をくらます詐欺

ですので、くれぐれもご注意ください！ 

 

最も重要なチェック項目は・・・ 

①強固な基盤があり、健全な企業体質であること。 

②取扱製品がカテゴリー・クリエーターと呼ばれるほど優れていること。 

③参加し易く、会員にとって報酬プランが優れていること。     ・・・などです。 

 

 

【補足 ： カテゴリー・クリエーターとは・・・】 

製品自体が従来のカテゴリーにあてはまらず、全く新しいカテゴリーを創出する
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ユニークで力を持った製品のことです。 

後に他社参入で市場が拡大すると、一般的にそのカテゴリー・クリエーターは、

先駆者として第１位のシェアを守りつつ成長拡大する傾向の高いことが、マーケ

ティング業界では常識となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 

 

 

 

 

☆ 

 

 

 

 

☆ 
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おわりに  

 
最後までお読み頂きありがとうございます。 

 

このレポートは、事業内容をご理解いただくためにウェビナー・ルームへご案内

することを旨として概要を記述いたしました。 

そのために至らぬ箇所もあろうかと存じますので、現段階でのご質問につきまし

ては下記お問い合わせフォームをご利用ください。 
 

Webinar（ライブ放送）の視聴方法請求、および お問い合せフォーム 

http://messajyu.upper.jp/webinar/tfmail/clipmail.html 
 
 

 

著者 ： ＴＦジャパン 原 正士 

ここに居ます（Facebook） ： http://www.facebook.com/masashi.hara.2 

活動 ： デザイナーとして培った技術を活用し、メンバー支援をしています。 

理念 ： 社会的地位、性、年齢などの格差を除外し、平らかで豊かな心を分かち合

える仲間作りを目指します。 
 
好きな言葉 

「勇気こそ、偉人を凡人から際だたせる唯一の要素である。」 

― ナポレオン・ヒル ― 

 

「デザインとは、予知し得る新たな価値の具現化。」 

― ビクター・パパネック ― 


