
情報商材アフィリエイト講座『進化』

江川剛史
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【著作権について】
■ この教材は著作権法で保護されています。

■ この教材の開封をもって下記の事項に同意したものとします。

■ この教材開封者は、本教材から得た情報を、

著者から許可を得ずに、複製、転載、流用、転売する事を禁止します。

■ この教材に書かれた情報は、作成時点での著者の見解です。

著者は、修正、情報の最新化、見解の変更等を行う場合があります。
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こんちには。

江川剛史と申します。

この度は、

私の情報商材アフィリエイト講座『進化』を、

ご購入ありがとうございます。

この教材では、

私が実際に情報商材アフィリエイトで、

稼ぎ続けていくために、

実際に行ったノウハウを、

包み隠さず教えます。

ぜひ、この教材のノウハウを活かして、

情報商材アフィリエイトで稼いでください。

それでは、

早速、情報商材アフィリエイト講座を始めたいと思います。
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・第一章　情報商材アフィリエイトとは何か。

まず情報商材アフィリエイトとは何かをお話しするために、

情報商材とは何かをお話しようと思います。

情報商材とは、

ビジネスを教える教材とか、

恋愛ノウハウを教える教材とか、

ダイエットを教える教材とか、

何かの情報が書かれた教材のことを、

情報商材と言います。

そしてアフィリエイトとは、

商品を紹介することで、

成約をさせて、

その見返りとして、

報酬を得るのをアフィリエイトと言います。

基本的には、

アフィリエイトサービスプロバイダー（ＡＳＰ）と呼ばれるサイトから、

アフィリエイト出来る商品を選び、

そこの会員になり、

自分専用のアフィリエイトのリンクを手に入れて、

そのリンク紹介して、
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そのリンクを経由して、成約に至った場合、

報酬が得られるようになっています。

アフィリエイトする人を、アフィリエイターと言います。

アフィリエイト出来る商品には、

情報商材アフィリエイトと物販アフィリエイトがあり、

物販アフィリエイトには、

Amazon アソシエイト、や楽天アフィリエイト、A8.net などがあります。

しかし、今回は、

情報商材アフィリエイトについて、

内容を絞ってお話します。

何故なら物販アフィリエイトに比べて、

情報商材アフィリエイトは、

アフィリエイト報酬のキャンセル率も低いし、

一件辺りのアフィリエイト報酬が非常に高額なものも多いからです。

例えば、

インフォトップと呼ばれる、

情報商材 ASP では、

1 万円のネットビジネス教材をアフィリエイトして、

成約が出た場合、
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8800 円の報酬が得られたり、

248000 円の高額塾をアフィリエイトして、

成約が出た場合、

12 万円のアフィリエイト報酬が得られる商品などもあり、

非常に稼ぎやすいのが、情報商材アフィリエイトです。

情報商材アフィリエイトは、

トップクラスの人は、

年間 2 億 2000 万円以上、

情報商材アフィリエイトで稼いでいます。

情報商材アフィリエイトで、

1 億稼いでいる人も複数いるし、

1500 万円稼いでいる人、

100 万円稼いでいる人など、

100 万円レベルの人なら何人もいます。

このように情報商材アフィリエイトは、

大金も稼げます。
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ぜひ、情報商材アフィリエイトで稼ぐために、

まずは、

インフォトップのアフィリエイターになり、

情報商材で稼いでいきましょう。
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・第二章　目的を明確化する。

これから、

貴方は情報商材アフィリエイトを実践し、

稼いでいくわけですが、

貴方は情報商材アフィリエイトで稼げるようになったら、

何を得たいですか。

情報商材アフィリエイトを実践する理由や目的は何ですか。

まず、これを明確化しましょう。

例えば、お金を稼ぐためでもいいです。

情報商材アフィリエイトをする場合、

お金を稼ぐためは、

普通にありえる目的でしょう。

では、

『何故、お金を稼ぎたいのか』、

これも問いてみましょう。

すると、
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脱サラして自由に好きなことをして生活をしたい。

マイホームを持ちたい。

高級マンションに住みたい。

家族を養いたい。

借金を返したい。

高級車を買いたい。

等々、様々な理由がある筈です。

このような情報商材アフィリエイトで稼ぐ目的を、

明確化させてください。

稼いだお金で、音楽活動をしたいとかでもＯＫです。

作家になりたいとか、セミナー講師になりたいとか、

何でもいいです。

ぜひ、貴方の目的や夢を明確化してください。

それが今後、

頑張るモチベーションの原動力になります。

ぜひ、自分の夢を描いてください。
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・第三章　稼ぐ金額のマインドセット

情報商材アフィリエイトで、

2 億稼いでいる人もいる。

自分もそうなりたいと思うのは普通でしょう。

でも、ここでは、着実な稼ぐ金額のマインドセットを教えます。

情報商材アフィリエイトで、

初心者レベルの人でも、

稼げる金額としては、

独自企画で 60 万円。

自動化で毎月 3 万円。

これぐらいの金額が、

あまり高度なビジネススキルや能力がなくても、

達成できるレベルの金額です。

まず、貴方が大きな資産を既に持っているとか、

そういう場合ではないなら、

まず独自企画で 60 万円。

自動化で毎月 3 万円を目指してください。
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独自企画とは、

情報商材アフィリエイトをする場合に、

強力な企画特典を購入の特典にして、

それを売りに一気に稼ぐアフィリエイト手法です。

自動化とは、

ステップメールを使って、

何もしなくても稼ぐ手法です。

後程、この二つの方法は、教えますので、

楽しみにしていてください。

まず情報商材アフィリエイト初心者の方は、

独自企画で 60 万円、

自動化で毎月 3 万円を目安に頑張ってください。

これぐらいの金額なら、

達成は十分に可能です。

毎月 3 万円の収入があれば、

副業としても生活費としても、

かなり助かる筈です。

まず、地に足の着いた目安の目標を目指しましょう。
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この教材で学んだことを実践すれば、

それくらいの金額は、

実現は可能ですよ。
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・第四章　アフィリエイターのメルマガを読もう。

情報商材アフィリエイトを行う上で、

メルマガとブログはなくてはならないものです。

ですから、必ず実践することになるのですが、

どうのように実践すればいいか、

無知な状態ではやりにくいと思います。

そこで、まず既存のアフィリエイターがどんな媒体を運営しているか、

チェックしましょう。

まずブログの場合、

人気ブログランキングへアクセスしてください。

人気ブログランキング
http://blog.with2.net/

こちらは登録申請すれば、

ランキングにブログを掲載出来るサービスなのですが、

ここにはいくつものカテゴリーがあります。

情報商材アフィリエイト系のブログを見るには、

お小遣い稼ぎのカテゴリーを見てください。

お小遣い稼ぎ
http://blog.with2.net/rank1543-0.html
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ここからさらにサブカテゴリーを見て、

アフィリエイトや情報商材などの、

サブカテゴリーのランキングのブログを、

一つ一つ見ていくといいでしょう。

情報商材アフィリエイターが、

どんなブログを運営しているか、分かる筈です。

レベルの高いブログもあるし、

レベルが低いブログもあります。

参考になるブログも多いと思うので、

良いブログだと感じたブログは、

しっかりチェックして見るといいでしょう。

このように人気ブログランキングの、

お小遣い稼ぎカテゴリーのブログを見て、

自分はどんな情報商材アフィリエイトブログを作るか、

考えるのです。

では次に、

メルマガを研究するとしましょう。

情報商材アフィリエイターのメルマガを研究するには、

実際にメルマガを購読することが重要です。
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情報商材アフィリエイターのメルマガは、

今見たブログランキングのお小遣い稼ぎカテゴリーのブログでも、

メルマガ募集のリンクがブログに貼られていることも多いです。

興味のあるメルマガは、

積極的に購読しましょう。

その他には、

『まぐまぐ』があります。

まぐまぐ
http://www.mag2.com/

まぐまぐは無料のメルマガスタンドで、

日本のメルマガの歴史の中でも、

老舗のメルマガスタンドです。

元 livedoor の堀江貴文さんも、

ここでメルマガを発行しているし、

情報商材アフィリエイターも、

ベテラン勢が、

まぐまぐでメルマガを発行していたりします。

このまぐまぐでも、

情報商材アフィリエイターのメルマガを探して購読してみましょう。
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おすすめは、川島和正の日刊インターネットビジネスニュースです。

これは日本一の発行部数のメルマガであり、

アフィリエイトで年収１億円を毎年稼いでいるのが、

川島和正さんです。

無料オファーと呼ばれる無料のビジネス情報が載っていたり、

興味深い川島和正さんの見解が学べる、

編集後記も読めますので、

このメルマガは、ぜひ読んでください。

川島和正の日刊インターネットビジネスニュース
http://directlink.jp/tracking/af/744338/SjDLuuUB/

メルマガは、

ぜひ、チェックを簡単に且つ、

素早く速読で行うために、

携帯電話のメール機能で行いましょう。

友達や恋人とのメールは、

LINE などを利用し、

情報商材アフィリエイターのメルマガは、

携帯電話のメール機能で読むようにしましょう。

この携帯電話でメルマガを読む方法は非常に重要です。
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私は、携帯電話で毎日 100 件以上のメルマガを、

2001 年の大学生の頃から、

ずっと行っています。

結果、非常にビジネスの知識が身についているわけです。

このように情報ビジネスで稼ぐ場合、

情報知識や情報トレンドにも詳しくなる必要があり、

携帯電話でメルマガを読むことは、

非常に大きな武器になります。

ぜひ、携帯電話でメルマガを読むようにしてください。
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・第五章　メルマガ構築。

では、早速、

情報商材アフィリエイターの最大の武器、

メルマガを発行しましょう。

メルマガを発行するには、

どうすればいいか。

様々な方法があります。

まぐまぐのような無料配信スタンド、

そして有料独自配信。

この二つの道がありますが、

必ず有料独自配信にしてください。

何故、まぐまぐのような無料配信スタンドを、

利用してはならないかというと、

読者登録されたメールアドレスを管理出来ないからです。

つまり、まぐまぐが運営を辞めたら、

メルマガ読者 10 万人いても、

読者数は 0 になります。

まぐまぐには規約もあり、

規約違反をすれば、
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メルマガが削除されてしまいます。

それにメルマガを利用する場合、

代理登録といって、

無料レポートスタンドで手に入れたメールアドレスを、

読者の代わりに自分で読者登録することがあるのですが、

まぐまぐの場合、

代理登録料として、

毎月利用代金を払わなくてはなりません。

ですから、

まぐまぐの利用も事実上、

無料では行えないし、

現在のまぐまぐでは、

メルマガ到達時間にも遅れが出たりと、

あまり雲行きも良くないので、

まぐまぐは利用しないほうがいいでしょう。

19



では、有料独自配信とは何かというと、

有料のメルマガ配信サービスを利用し、

メルマガを発行する方法です。

この有料独自配信は必ず行うべきです。

何故なら有料配信サービスには、

ステップメール機能が付いているからです。

ステップメールとは、

第一日目　この記事。

第二日目　この記事。

第三日目　この記事

こんな感じで、

一度設定すれば、

読者登録される度に、

順番にメルマガ記事が配信されるシステムです。

このステップメールは、

ダイレクトレスポンスマーケティングを実践する上でも、

非常に重要であるため、

ステップメール機能を持っている、

有料独自配信サービスは必ず利用すべきです。
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ステップメールを使わないアフィリエイターも、

中にはいますが、

ステップメールを使わないと、

毎回、新たにメルマガ記事を書き、

そして一度配信したら、

二度使うことはないので、

使い捨てメルマガ記事を書くことになります。

結果、ステップメールを使わないアフィリエイターは、

メルマガを辞める人さえもいます。

それに比べて、

ステップメールを使えば、

一度設定した記事は、

永続的に配信に使われます。

ですからメルマガ記事が使い捨てになりません。

結果、メルマガ記事を書く、

モチベーションも下がりません。

21



そしてメルマガを書かなくても、

設定された日にメルマガ記事が、

配信されるので、

自動的にセールスも行えます。

ですからステップメールが使える、

有料独自配信サービスは必ず利用してください。

では、有料独自配信サービスは、

何を利用すればいいか、ですよね。

有料独自配信サービスには、

様々なものがあります。

有名なものには、

アスメル、エキスパートメール、イーグルメールなどがあります。

しかし、私も利用し、

間違いなく、心の底からおすすめ出来る、

有料独自配信サービスは、

ワイメールだけです。

ワイメール
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BF0H9+86PL82+2M4M+5YJRM
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私は今まで、

いくつものメルマガ配信サービスを利用してきました。

アスメルを使っていたこともあります。

しかし、アスメルでは稼げませんでした。

何故ならメルマガの到達率が悪かったからです。

メルマガの到達率とは、

メルマガを配信して、

読者のメール受信箱に問題なく受信される確率のことです。

これが低品質の有料独自配信サービスでは、

到達率が非常に悪いのです。

これは有料配信サービスを、

良くない使い方をした人達によって、

配信スタンドのサーバーが汚れて、

到達率が悪くなるからです。

ですから、

正直、アスメルはおすすめ出来ません。
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イーグルメールは、

話によると、

アスメルより少しいいが、

同じだという話を聞いたことがあります。

エキスパートメールは、

悪くはないですが、

到達率を考えると、

エキスパートメール　プロ以上を考えなくてはなりません。

しかしエキスパートメール　プロは、

月額 19700 円と高額です。

毎月 19700 円とは、年間 20 万円以上です。

このように考えると候補ではなくなります。

それに比べて、

私がおすすめする『ワイメール』ですが、

これは現在、

かなり人気が出ている有料独自灰配信サービスです。

何故なら、月額 4980 円でありながら、

エキスパートメール　プロ以上の到達率と言われているからです。
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ワイメールは、

5000 件のメルマガ読者に対して、

99％の到達率を記録しています。

この 99％の到達率とは、

異常なまでに高い到達率です。

何故、ここまで到達率が良いかというと、

専用サーバーを一人ひとりに提供するからです。

ですから他の利用者が悪い使い方をしても、

サーバーに問題が生じません。

到達率が良いままに、

メルマガを配信し続けられます。

この到達率というのは、

実際に比べてみないと、

実感が沸かないかもしれませんが、

非常に重要な概念です。

到達率が悪い有料独自配信サービスの場合、

5000 通送っても 10 通しか届かないこともありえます。

つまり 10 人にしかメルマガが届かないのです。

ですからメルマガでセールスしても、

反応が少ないわけです。
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それに比べて、

ワイメールなら、

5000 通送っても到達率 99％ですから、

4500 件以上、メルマガが届くわけです。

結果、稼げるのです。

私もアスメルを利用していた頃は、

全く稼げませんでした。

しかし、ワイメールに変えてから、

一気に稼げるようになりました。

貴方もメルマガを発行するなら、

ワイメールをおすすめします。

月額 4980 円ですが、

これぐらいの金額はビジネスをする上で、

払うべき金額です。

お店を開店する場合、

店舗設備を整えるために、

2000 万円以上かかったりします。

それでいて、毎月の家賃で、

15 万円とか払うのが店舗ビジネスです。
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それに比べてネットビジネスは、

毎月かかかる費用が少ないです。

ワイメールは、非常におすすめの有料独自配信サービスであり、

稼ぐ上で必須なので、

ぜひ、ステップメールが使えるメルマガを配信したいなら、

ワイメールを利用してみてください。

ワイメール
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BF0H9+86PL82+2M4M+5YJRM
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ワイメールに登録したら、

早速、ステップメールを作成しましょう。

基本、メルマガでは、

ステップメールで自動化することを考えてください。

自動化のメリットは、

・ダイレクトレスポンスマーケティングを自動で出来る。

・自動で信頼関係が作れる。

・自動でセールスが出来て稼げる。

・モチベーションを下げさせない。

これらのメリットが上げられます。

ダイレクトレスポンスマーケティングとは、

DRM とも呼ばれていますが、

集客⇒教育⇒販売。

この三つで販売を行う手法のことです。

情報商材アフィリエイトを行う場合、

DRM でセールスをすることは、

最も効果的で、最も稼げます。
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ステップメールで DRM をするとなると、

集客して、

ステップメールで自動で教育して、

ステップメールで自動で販売出来ます。

ですから、

基本、メルマガは、

ステップメールに組み込んで配信するようにしてください。

リアルタイムなオファーをしたい時などは、

号外配信も出来るので、

号外配信で配信すればいいです。

基本はステップメールで配信しましょう。
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・第六章　ステップメール戦略。

まず、ステップメールは、

DRM を行うことを意識して構築します。

集客⇒教育⇒販売ですね。

セールスを成功させるには、

読者との信頼関係が大事になってきます。

ですから、

まずステップメールの最初の方では、

自己開示、

つまり自己紹介することが重要です。

まずは、自分自身のことを紹介してください。

私はこんな人で、

こんなことを経験し、

こんなことを考えて、

ビジネスをしています。

そんな感じで、

自己紹介をステップメールに書いて下さい。
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では、参考として、

私のステップメールの最初の記事をご紹介します。

私の例と同じにしなくても全然ＯＫです。

参考として見てみてください
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・江川剛史のステップメール記事　一通目

・件名

　[自由]　江川剛史です。自己紹介とプロフィール書き方ノウハウ。

----------
アフィリエイト専業で自由になる方法 1st
----------
江川剛史のプロフィール

http://egawa-takeshi.com/  江川剛史の自己紹介  
----------
江川剛史です。

こんばんは。

それでは、

このメールでは、

これからネットビジネスを教える講師の私、

江川剛史の自己紹介を行いますね。

ネットビジネスで稼ぐには、

プロフィールも大事です。

ぜひ、読んで、

貴方のプロフィールページの参考にしてくださいね。
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私は、1982 年生まれ、

東京都出身、31歳、男性です。

私の名前である江川剛史は、

えがわたけし、と読みます。

父が仏教の守護神、

金剛力士のように、

強く生きて欲しいということで、

剛史と名づけたのですね。

学生時代は、

水泳、サッカー、英会話など、

様々なことをしながら、

空いた時間には、

ひたすらテレビゲームで遊んでいました。

ドラゴンクエスト V とか、

ファイナルファンタジーⅣとか、

ゲームの中で、

いくつもの冒険をしました。

そして中学時代、

海外派遣生に選ばれ、

マレーシアとシンガポールへ、

海外研修へ行くことになり、

これがきっかけで、

中学校英語教師を目指すようになりました。
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大学は大東文化大学文学部英米文学科に合格し、

入学しました。

教師を目指していたので、

児童文化研究部という部活に入り、

児童館で、

紙芝居、人形劇、工作教室など、

部員と共に行ったりしました。

そして後輩がホームページを作ったことをきっかけに、

自分でもホームページを作ることにしました。

最初は教育系のホームページだったのですが、

不意に『自殺』と興味半分で検索した結果、

今は閉鎖された VOICE という巨大な自殺サイトに出会い、

そこでの出会いをきっかけに、

自分のホームページで悩み相談活動を開始しました。

埼玉県の教員採用試験などを、

受けたりしましたが、

残念ながら不合格。

就職することになり、

明光義塾という個別指導塾の講師になりました。

そしてホームページでの相談活動をしていく中で、

心理カウンセラーとして開業したいと、

考えるようになりました。
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そして、

米国催眠療法協会、米国NLP協会

国際催眠連盟、国際セラピートレーニング協会など、

海外のカウンセラー資格のトレーニングを受け、

様々な資格を取得しました。

しかし、

深夜になるまで、

オンライン相談活動をしていたため、

自身も精神を病み、

病院に入院したりしました。

そして、今まで、

全ての存在を幸せにするには、とか、

無理難題な思いで相談活動していたので、

この考えを改め、

自分自身の幸せのために、

生きていくことを決意し、

清掃業という負担の少ない仕事を選び、

生きていくことを始めました。

しかし、

サラリーマンとして、

このまま定年になるまで、

働き続けることを考えると、
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不満に感じた私は、

再販権付き情報商材や、

再販権付きブログ記事を販売するビジネスや、

月額制心理メール相談など、

ネットの無料情報を元に、

ネットビジネスを始めました。

そして数万円稼ぎ始めた時に、

アフィリエイトで数千万稼いだ人がいるという、

話を聞きました。

アフィリエイトは稼げ無いというイメージだったのですが、

ネットで調べてみると、

結構稼げている人がいる。

アフィリエイトなら、

在庫もいらない、リスクも無い、手間も要らない、

これなら稼げるようになれば、

脱サラして、

自由な日々を過ごせるのではないかと考え、

2012 年 6月に、

本格的にアフィリエイトを始めました。

36



様々な情報商材を買い、

様々なセミナーに参加し、

様々な人から情報を得て、

ついにネットビジネスで、

100 万円以上、

稼げるようになりました。

私は、元々、

教師を目指していたので、

教えることが大好きです。

だからネットビジネスのように、

情報を教えることで、

稼げる、このビジネスを、

非常に魅力的に感じたのです。

私はネットビジネスを、

65歳以上まで、

ずっと続けたいと思います。

そして、

その過程で学んだ知識やテクニックを、

時には販売、

時には無料でメルマガで、

配信したいと考えています。
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このメルマガは、

常に改善改良しています。

本当に高額塾で教えられるような内容まで、

配信されます。

まずは、10 通読んで欲しいです。

そして、読みたくないと思うなら、

配信解除して結構です。

でも、少しでも役に立ち、

今後も私から情報を得たいと思うなら、

ぜひ、今後も読んでください。

私のメルマガを読めば、

確実に、

初心者を脱出し、

稼ぐための知識やテクニック、

マインドを手にするでしょう。

このメルマガでは、

メルマガアフィリエイトもします。

商品を紹介し、

そこで購入が生まれたら、

私に報酬が発生します。

つまり、

貴方にセールスすることもあります。
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もし、それが嫌なら、

配信解除してください。

でも、

もし、貴方がネットビジネスを志しているなら、

セールスを嫌わずに、

いくつものセールスを受けて、

本当に自分に必要な情報を購入すること、

そしてセールスから戦略を学ぶことを、

して欲しいと思います。

私のメルマガには、

絶大な自信があります。

ぜひ、このメールに返信すれば、

私にメールが届くので、

ぜひ、感想や意見など、

気軽に送ってください。

貴方とコミュニケーションすることを、

心より楽しみにしています。

＜江川剛史のその他の情報＞

[資格/免許]
・米国催眠療法協会認定心理療法士

・米国NLP協会認定NLP プラクティショナー

・国際催眠連盟認定臨床催眠療法士

・国際セラピートレーニング協会認定臨床心理セラピスト

・NCCP認定初級カウンセラー
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・WCC認定心理療法カウンセラー

・MEDIN認定メンタルケアカウンセラー

・JADP認定メンタル心理カウンセラー

・JIPCC認定キャリアコンサルタント

・JIPCC認定プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー

・普通自動車免許

・中学校教員免許/高等学校教員免許

・その他

[学歴]
・大東文化大学文学部英米文学科卒業

・二松学舎大学付属高等学校卒業

[ネットビジネス学習教材]
・KSK（小玉歩・坂田智康のコンサルプログラム）

・ドラゴンギミック塾-逆戒
・イデアイズム

・シンクロニシティ

・ST CLUB
・煉獄

・フリーエージェントクラブ

・新世界アフィリエイト

・扇動マーケティング

・新世界ミリオネアセミナー

・アンリミテッドアフィリエイト

・AYU式フロントラインマーケティング

・AYU式フロントラインマーケティング 2013
・Hyper sales summit
・下克上

・アフィリエイトディスカバリー

・ルレア
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・Youtube トレンドマーケティング

・心理学アフィリエイト

・弥音希和魅（KIWAMI）式コンサル音声 55個
・エンタメブログ魂

・悪魔ライティング

・ライティングサクセスロード 2
・ライティングサクセスロード

・タイトルの力

・夢リタ

・夢リタトリプルアロー改

・次世代アフィリエイト

・アフィリエイトジーニアス

・トライデントマーケティング

・ネットビジネス聖書

・ネットビジネス大百科

・リストビルディング大百科

・究極アフィリエイトバイブル

・The Million Writing
・30 ミニッツスマホアフィリエイト

・iphone で撮影した動画から収益を得る方法

・その他多数

[参加したアフィリエイトセミナー]
・与沢翼「生誕祭」

・与沢翼「リスト習得ノウハウセミナー」

・与沢翼＆蝶乃舞「ネットビジネスノウハウ講座」

・和佐大輔＆原田翔太＆長倉顕太

 「革命の日-130 億稼いだ詐欺の手法（一歩間違えれば）」

・佐藤ひろひで「Billionaire Seminar」
・小玉歩＆泉忠司「出版セミナー」

・羽田和広「アフィリエイト仕組み作りセミナー」
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・七星明「6000 人セミナー」

・柴野雅樹＆びーはち＆大黒龍＆橋爪

 「ノウハウバトルネクストステージセミナー」

・丹治雅則＆中松祐太「サイトアフィリエイトセミナー」

・小平つかさ＆水越隆之「ネットビジネス講座」

・小池義孝「レバレッジ文章術」

・小西玲太郎「成功への最短の道」

・吉村啓志「ネットビジネス初心者飛び級講座」

・パワブロ（戸ヶ瀬成之）「300 万円ビジネスセミナー」

・その他

[読んでいる主なアフィリエイターのメルマガ]
・NEXTSTAGE 通信 L
・新田祐士さんのメールマガジン

・与沢翼さんの有料メルマガ『煌き航路』

・川島和正さんのメールマガジン

・和佐大輔さんのメールマガジン

・その他　毎日 100 通以上

[ホームページ運営歴]
・10 年以上

[メインブログ]
ネットビジネスで脱サラする情報商材アフィリエイト講座
http://egawa-takeshi.com/

以上です。

どうでしたか。

私は、心理カウンセラーとしての、

ブランディング作りの為に、
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資格は結構、取得しました。

その他、

こんな教材やセミナーで、

学習しましたということを見せることで、

知識が豊富であるということも表現しています。

貴方は、

自分自身をブランディングするために、

どんなプロフィールを書いていますか。

そしてメルマガに登録した方に、

自分自身をどのように伝えていますか。

ぜひ、

魅せるということを意識して、

自分のプロフィールを書いてみてください。

稼ぐにはブランディングが必要です。

ぜひ、自分を魅力に見せましょう。

----------
編集後記
----------

次回は、アフィリエイトの基礎をお話したいと思います。

このメルマガは、

初心者の方も読むので、

まず最初は基礎中の基礎を教えます。
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でも、基礎を既に知っている方も多いと思うので、

基礎中の基礎は、

たった 5 通で教えたいと思います。

その後は、

時には基本的なことも教えますが、

稼ぐために必要な、

マインド、テクニック、戦略、

コピーライティング等、

優れたノウハウを惜しみなく配信します。

高額塾レベルの話も、

どんどんするので、

ぜひ楽しみにしていてください。

・貴方の学びを返信してください。

・江川剛史の 1700個の特典付き情報商材レビュー
http://egawa-takeshi.com/rebyu/

----------
発行運営責任者

江川剛史（えがわたけし）

江川剛史のアフィリエイトブログ
http://egawa-takeshi.com/

メールマガジン配信解除はこちらから
URL
（解除した場合、二度と登録出来ません。）
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発行者情報
http://affiliate-wct.com/tokusho.html

以上、

上記が、私のステップメールの最初の記事です。

ポイントとしては、

ネットビジネスで 100 万円稼いでいるという、

実績を公開しています。

これで実際に稼いでいる人だということが、

伝わるのです。

そして、

埼玉県の教員採用試験に不合格になったことなど、

自分のマイナスの歴史も書いています。

自分のマイナスの歴史を話すことは、

信頼関係を作る上で効果的ですので、

ぜひ、貴方もマイナスの歴史を話すようにしてみてください。

このようにステップメールでは、

最初は自己紹介から始めるようにするといいでしょう。
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そして、

自己紹介のメルマガを配信したら、

次の日は、

私の場合は、基礎的な内容を配信しています。

何故なら、

私の読者になる人の中にも、

初心者の人もかなりいるため、

まず、今後、

高度なノウハウを配信するためにも、

まずは、基礎的な話をすることにしています。

私の場合は、

5 通だけ基礎的なことを配信しています。

それ以後は、

基礎的なことも時に配信しますが、

高度なノウハウも積極的に配信しています。

私のステップメールを行う上で大事なマインドに、

『出し尽くす』というものがあります。
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勿論、お金を頂かないと、

話さないようなレベルの話もあります。

それ以外の話は、全て出し尽くす。

そのマインドでステップメール記事を書いています。

私の場合、

メインのステップメール記事は、

260 通以上あります。

この中で、

自動的に信頼関係を作り、

自動的にセールスをして、

自動的に稼いでいるのです。

例えば、

このような高度なノウハウもメルマガで配信しています。
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・ステップメール記事　261 通目

件名

　[自由]　他の人より 10％優れるだけで成功出来る。

----------
アフィリエイト専業で自由になる方法 1st
----------
江川剛史のプロフィール

http://egawa-takeshi.com/  江川剛史の自己紹介  
----------
江川剛史です。

こんばんは。

ネットビジネスで、

さらに成功を収めるようにするには、

どうすればいいか。

ネットビジネスを、

さらに拡大する上で重要なのは、

自分自身を高めることです。

自分自身の媒体力やノウハウなど、

どんどん高めていくのです。

ただし、ナンバーワンにならなくてもいいです。
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平均より 10％。

他の人より 10％優れるだけで、

貴方は大きな成功を手に入れることが出来ます。

何故なら、

10％優れているだけで、

この人は凄いと見られるからです。

10％優れるだけで、

他の人より貴方の方が優れている比率が上がるのです。

例えば、

平均よりブログを 10％優れさせる。

メルマガを 10％優れさせる。

Facebook を 10％優れさせる。

Youtube動画の量と質を 10％優れさせる。

それだけで、

貴方は凄いと思われます。

自分を凄いと思わせることが出来れば、

貴方に接触してくる人も増えていきます。
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つまり貴方のメルマガ読者となるのです。

そして貴方の言葉も信頼されるようになり、

結果稼げるのです。

ですから 10％、

他の人より優れてください。

10％優れれば、

貴方は成功できます。

ぜひ、他の人より、

10％優れるマインドで、

頑張ってみて下さい。

・貴方の学びを返信してください。

・江川剛史の 1700個の特典付き情報商材レビュー
http://egawa-takeshi.com/rebyu/

----------
発行運営責任者

江川剛史（えがわたけし）

江川剛史のアフィリエイトブログ
http://egawa-takeshi.com/

メールマガジン配信解除はこちらから
URL
（解除した場合、二度と登録出来ません。）
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発行者情報
http://affiliate-wct.com/tokusho.html

このような高度なノウハウも、

無料で配信しています。

このように、

無料で Give、Give、Give していくマインドを大事に、

行っています。

すぐに Take を考えないことです。

Give×100＝1Take

これぐらいの気持ちでやっています。

ぜひ、価値あるステップメール記事を書いて、

読者に貢献してみてください。

結果、必ず稼げるようになります。
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では、

ここでもう一つ見本として、

私がステップメールで、

情報商材アフィリエイトをする時の例も見せましょう。

私は、このような感じでステップメールで、

情報商材アフィリエイトをしています。
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・アンリミテッドアフィリエイトのセールスステップメール記事 1

件名

　[自由]　アフィリエイトで稼ぎたいなら、学んでおくべき必須の教材と

は、これです。

----------
アフィリエイト専業で自由になる方法 1st
----------
江川剛史のプロフィール

http://egawa-takeshi.com/  江川剛史の自己紹介  
----------
江川剛史です。

こんばんは。

ネットビジネスの中でも、

特に人気なビジネスの一つが、

アフィリエイトです。

何故なら、転売やせどりでは、

在庫を抱えることになりますが、

アフィリエイトなら在庫を抱えずに、

無限に販売出来ます。

しかも、

情報商材アフィリエイトなら、

一件の報酬比率が高いため、

1 万円の情報商材が売れたら、

8800 円の報酬、
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33 万円の高額塾が売れたら、

13 万円の報酬など、ありえるわけです。

メルマガでの情報商材アフィリエイトで、

稼いでいる人は、いっぱいいます。

トップクラスの方は、

アフィリエイト年収 2 億 2000 万円。

アフィリエイト月収 4000 万円とか、あります。

情報商材アフィリエイトで、

数十万、数百万、稼いでいる人は、

ネットで検索すれば分かるように、

たくさんいます。

そして、アフィリエイトで稼いだら、

情報販売やコンサル、セミナーなど、

様々なビジネスをして、

更に稼げるわけです。

そうなったら、

サラリーマンとして働かなくても大丈夫になり、

脱サラして、

毎日、好きなことをしながら、

生活出来るのです。

このようにネットビジネスには、

貴方の人生を、
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今以上に素晴らしいものにする可能性があります。

特に、メインの一つとして、

行うべきビジネスが、

メルマガを使った情報商材アフィリエイトです。

単純に、読者を集めて、

読者に上手くセールスすれば良いだけです。

これだけで、

100 万とか、

稼げるようになります。

でも、

今の自分では稼げていない。

どうすれば稼げるのか分からない。

手本が無い。

教科書が無い。

そんな風に困っている人もいるでしょう。

そこで、

貴方に情報商材アフィリエイトを行う上で、

最もおすすめの情報商材を紹介します。

この情報商材は、

情報商材 ASP の日本最大手である、

インフォトップにおいて、
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殿堂入り情報商材として選ばれました。

今までに 7300 人以上の人が購入しています。

そして、

この教材で学んだことから、

稼げるようになったという、

情報商材アフィリエイターが、

ネット上にたくさんいます。

私も、

まず、最初に、

アフィリエイトをやるなら、

どんな教材を買ったら良いか聞かれたら、

迷わず、この教材を勧めます。

それが、

アンリミテッドアフィリエイトという教材です。

この教材では、

情報商材アフィリエイトを行う上で、

必要なことは、

ほぼ全て書かれています。

マインドセットから、

ブログ戦略、メルマガ戦略、

販売戦略、ステップメール戦略、
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そしてソーシャルメディア戦略。

有料教材だからこそ、

得られるような戦略で詰まってます。

ここまでアフィリエイトについて、

網羅された教材は、

日本において他にはありません。

必ず、稼ぐ上で、

役立つ教材です。

そして、

このアンリミテッドアフィリエイトは、

優れた教材の他に、

ワードプレステンプレートや、

リスト取りページテンプレート、

レビューページテンプレートなど、

使える様々なテンプレートがあります。

これを使えば、

簡単に見た目の良いページを作れます。

私も、このアンリミテッドアフィリエイトで、

手に入れることの出来る、

リスト取りテンプレートを使って、

メルマガ読者を集めていますし、
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レビューページを使って、

アフィリエイトをしたり、

情報販売をしています。

このように、

稼ぐために必須となる必要なものを、

このアンリミテッドアフィリエイトでは、

手に入れることが出来ます。

さらに、アンリミテッドアフィリエイトでは、

不定期に、購入者に特典が配布されます。

例えば、有名アフィリエイターのセミナー動画、

高品質のワードプレステンプレート、

高品質のリスト取りテンプレート等々、

その時、既に購入している人しか、

手に入れられない品を手にすることが出来るのです。

そして、このアンリミテッドアフィリエイト。

購入者のみアフィリエイトが出来るようになっています。

非購入者では、

殆ど稼げないようなアフィリエイト報酬に設定されていますが、

購入者は、申請すれば、

1 件辺り 12400 円の報酬が得られるようになります。
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アンリミテッドアフィリエイトは、

このように購入者限定アフィリエイトになっているので、

アフィリエイトを行う上でも、

ライバルが比較的、少ないです。

だからこそ、チャンスなのです。

稼げるアフィリエイターは、

みんな、このアンリミテッドアフィリエイトで学んでいます。

貴方も、稼げるアフィリエイターになるために、

ぜひ、アンリミテッドアフィリエイトを、

手に入れてみてください。

このアンリミテッドアフィリエイトを、

私から購入していただける場合は、

次のような 1700個の豪華特典をプレゼントします。

・6ヶ月ネットビジネス・コンサルティング『無制限』

6ヶ月間、私が貴方にメールで、

ネットビジネスのコンサルを行います。

私に質問出来る内容は、

情報販売、情報商材アフィリエイト、集客、

ブログ、Twitter bot 等々、

様々なことを自由に質問出来るので、

ぜひ、積極的に質問してください。

6ヶ月間、回数無制限で質問に答えます。

59



・再配布権付き無料レポート 1615個
私が様々なルートで集めた、

再配布権付き無料レポート 1615個です。

これだけ大量の無料レポートがあれば、

様々なネットビジネスノウハウが、

得られるでしょう。

これらを、特別に、プレゼントします。

・弥音希和魅（KIWAMI）式コンサル音声 55個

ネットビジネスで 1000 万稼いでいる、

東島弥音さんのコンサル音声 55個です。

様々なメルマガ戦略やマインドなど、

かなり濃いノウハウを学べます。

55個全てプレゼントします。

・オプトイン PPC
59,800 円で販売されていたリーマンさんの、

今現在も使える有料 PPC 教材です。

・坂田智康音声セミナー 23個。

小玉歩さんとも共同コンサルなどを行っている、

坂田智康さんの音声セミナーです。

・アフィリエイトジーニアスプロトタイプ

9800 円で販売されていた教材と、

ほぼ同じ内容のアフィリエイト教材です。
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その他、

数々の対談音声、

再販権付き情報商材セット等々、

1700個以上の特典をプレゼントします。

私からの 1700個の特典の全てを確認したい方は、

私のアンリミテッドアフィリエイトのレビューページから、

確認してください。

私から 1700個の特典付きで、

アンリミテッドアフィリエイトを、

購入したい方は、

こちらのレビューページ最下部の、

『アンリミテッドアフィリエイトの購入はこちらから』のリンクから、

セールスレターへ行き、

お申し込みはこちらをクリックして、

購入してください。
http://egawa-takeshi.com/unlimi/

・今日のメルマガの質問は、

このメールの返信でお願いします。

----------
発行運営責任者

江川剛史（えがわたけし）

江川剛史のアフィリエイトブログ
http://egawa-takeshi.com/
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メールマガジン配信解除はこちらから
URL
（解除した場合、二度と登録出来ません。）

発行者情報
http://affiliate-wct.com/tokusho.html

・アンリミテッドアフィリエイトのステップメール記事 2

件名

[自由]　殿堂入り情報商材、アンリミテッドアフィリエイトを 1700個の特

典付きで紹介します。

----------
アフィリエイト専業で自由になる方法 1st
----------
江川剛史のプロフィール

http://egawa-takeshi.com/江川剛史の自己紹介
----------
江川剛史です。

こんばんは。

昨日は、

アフィリエイトで稼ぎたいと考えているなら、

絶対に学んでおくべき教材、

アンリミテッドアフィリエイトを紹介しました。

貴方は既に、

アンリミテッドアフィリエイトを購入したでしょうか。
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アンリミテッドアフィリエイトを購入した方は、

まず、教材を始めから読んでみて下さい。

恐らく今まで学んだ情報商材と比較しても、

かなり優れた教材だと分かるでしょう。

一通り教材を学んだら、

教材に書かれている通りに、

アフィリエイトの実践を始めてください。

私から、アンリミテッドアフィリエイトを購入した方は、

私のアンリミテッドアフィリエイトの無期限サポートが付いているので、

ぜひ、教材内に書かれたことで、

分からないことや質問したいことがあれば、

私にメールしてください。

全てお答えしますよ。

ブログの作り方や、

メルマガの作り方など、

基本なことから私もサポートしますし、

リスト取りページの作り方や、

レビューページの作り方なども、

私は既に実際に、

アンリミテッドアフィリエイトで付属してある、
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テンプレートで作成しているので、

色々サポート出来ます。

そして、

アンリミテッドアフィリエイトを実践しながら、

私の特典で、

さらに知識とノウハウを吸収してください。

私からアンリミテッドアフィリエイトを購入すれば、

1615個の再配布権付き無料レポートが付いてきます。

これを貴方のアフィリエイトの特典にしても良いわけです。

6ヶ月ネットビジネス・コンサルティング『無制限』も付きます。

貴方が抱えている悩みを全て私に質問できるのです。

59,800 円で販売されていた PPC 教材、

オプトイン PPC も手に入ります。

ネットビジネスで 1000 万稼いでいる、

東島弥音さんのコンサル音声 55個も付いています。

これらの教材で学んで、、

さらに販売戦略を磨いてください。

その他、

私の特典では、
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その特典で学べるノウハウを活かせば、

稼げるレベルのものを、

特典にしてあるので、

ぜひ、学習して、

それを活かして稼いでいってください。

この教材は、

アフィリエイトで稼ぎたいなら、

避けて通れない教材ですよ。

それに、

この教材は、

不定期で、

購入者限定の特典が、

販売者から渡されます。

アフィリエイトで 2000 万稼いでいる人のセミナー動画とか、

高品質のブログテンプレートとか、

購入するなら、

早い方が、お得な商品です。

それに、このアンリミテッドアフィリエイトも、

いつまで販売しているか分かりません。

情報商材はいつ販売中止になるか分かりませんからね。
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アンリミテッドアフィリエイトは、

アフィリエイトをやるなら、

絶対に学んでおくべき教材です。

私も、今でも、

アンリミテッドアフィリエイトを読み返し、

その度に、新たな発見と学びを得ています。

私も、貴方が購入しやすいように、

恐らく日本一である特典を付けています。

成功は、スピードが大事です。

いつか買おうとか、

いつか成功しようではなく、

今、買う。

今、成功する。

今すぐ、行動していくことが大事です。

アフィリエイトは、無料では稼げません。

有料の情報商材を買って、

学んでいくことが必要不可欠なのです。

ぜひ、アフィリエイトの教科書と言える、

このアンリミテッドアフィリエイトを、

手に入れてみてください。
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買って後悔はしないと思いますよ。

アンリミテッドアフィリエイトは、

殿堂入り情報商材であり、

私自身も評価しているアフィリエイト教材です。

アンリミテッドアフィリエイトを、

私からの 1700個の特典付きで、

購入したい方は、

こちらのレビューページ下部の、

購入はこちらからのリンクから、

セールスレターにアクセスし、

お申し込みはこちらをクリックのバナーから、

購入してください。
http://egawa-takeshi.com/unlimi/

・今日のメルマガの質問は、

このメールの返信でお願いします。

----------
発行運営責任者

江川剛史（えがわたけし）

江川剛史のアフィリエイトブログ
http://egawa-takeshi.com/

メールマガジン配信解除はこちらから
URL
（解除した場合、二度と登録出来ません。）
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発行者情報
http://affiliate-wct.com/tokusho.html

・アンリミテッドアフィリエイトのステップメール記事 3

件名

[自由]　1 億稼げる情報商材アフィリエイトをやるなら、学ぶべき必須

の教材とは、これです。

----------
アフィリエイト専業で自由になる方法 1st
----------
江川剛史のプロフィール

http://egawa-takeshi.com/  江川剛史の自己紹介  
----------
江川剛史です。

こんばんは。

貴方は現在、

ネットビジネスで稼げていますか。

稼ぐために、

どのような作業をしていますか。

今後、どのようにビジネスを行い、

稼いで行こうと考えていますか。

私自身、

ビジネスの根本は、
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メルマガを使った情報商材アフィリエイトです。

情報商材アフィリエイトは、

報酬比率が高く、

そして、

稼ぐ金額の上限が、

非常に高いです。

稼ごうと思えば、

1 億とか稼げるようになるわけです。

情報販売も稼げますが、

アフィリエイトの方が、

手間もかかりません。

メルマガを使った、情報商材アフィリエイトをメインに、

情報販売をしたり、

コンサルをしたり、

様々なビジネスをするのが、

私の手法です。

そして、このやり方が、

最も良い方法だと、

私は思っています。

ぜひ、貴方も、

メルマガアフィリエイトにチャンレンジして欲しい。

今、仮に稼げていなくても、

稼げるように努力していけば、
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稼ぐノウハウも知識もテクニックも身に付き、

必ず稼げるようになります。

ネットビジネスは、

非常に可能性のあるビジネスです。

メルマガは、大して作業は大変ではないし、

ステップメールにすれば、

自動で稼げます。

お金を稼ぎながら、

自由な日々を手に出来るのが、

アフィリエイトです。

私は、この道を、

ひたすら進みますが、

ぜひ、貴方も、

輝く未来を手に入れたいなら、

ぜひ、続けて欲しいと思います。

そして、

アフィリエイトを行う上で、

最も優れた教材が、

アンリミテッドアフィリエイトです。

もう既に手に入れている方は、

何も言いません。

教材を読んで、

さらに実践して、
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どんどん稼いでいきましょう。

もし、教材を買っていないなら、

手に入れることを、

私はおすすめします。

勿論、買う買わないは自由ですし、

色々、不安があるのかもしれません。

でも、アンリミテッドアフィリエイトは、

インフォトップの殿堂入り情報商材です。

様々なテンプレートも付くし、

これを買わないで、

アフィリエイトを実践するのは、

かなり損です。

それに、

アンリミテッドアフィリエイトは、

アフィリエイトで稼ぐ上での必修科目みたいなものなので、

アンリミテッドアフィリエイトを買わないでいるとしたら、

今後、ビジネスをしていく中で、

「俺は、アンリミテッドアフィリエイトで学んだよ。」

「君も、アンリミテッドアフィリエイトで学習した？」
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そんな感じの会話になった時、

良い受け答えが出来ずに、

劣等感を感じるでしょう。

事実、私がそうでしたから。

そうして、私はアンリミテッドアフィリエイトを購入し、

アフィリエイトのスタンダードを学び、

学ぶことで、

本当に買って良かったと思いました。

現役で稼いでいるアフィリエイターでも、

このアンリミテッドアフィリエイトのやり方を、

忠実に守って、

ビジネスをしている人も、

少なくありません。

ブログアフィリエイトで殿堂入りの情報商材を、

作成した、アフィリエイターも、

このアンリミテッドアフィリエイトには、

敬意を表していて、

まず、始めに買うべき、教材としています。
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私も、最高の特典を用意しました。

後は、手にした未来を選ぶか、

今までと変わらない未来を手にするか。

選ぶのは、貴方です。

アンリミテッドアフィリエイトを紹介するのは、

今日で最後です。

ぜひ、最後の決断をしてください。

ビジネスを行う上で、

自分自身を信じることは、

非常に大事です。

そして成功へ一歩一歩進んでいくことが、

成功への道です。

アンリミテッドアフィリエイト、

ぜひ、手にしてください。

稼げるアフィリエイターの登竜門が、

アンリミテッドアフィリエイトです。

アンリミテッドアフィリエイトを、

私からの 1700個の特典付きで、

購入したい方は、
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こちらのレビューページ下部の、

購入はこちらからのリンクをクリックし、

セールスレターから、購入してください。
http://egawa-takeshi.com/unlimi/

・今日のメルマガの質問は、

このメールの返信でお願いします。

----------
発行運営責任者

江川剛史（えがわたけし）

江川剛史のアフィリエイトブログ
http://egawa-takeshi.com/

メールマガジン配信解除はこちらから
URL
（解除した場合、二度と登録出来ません。）

発行者情報
http://affiliate-wct.com/tokusho.html

このような感じで、

私は 3 通のステップメールで、

アンリミテッドアフィリエイトを紹介しています。

初回のステップメールから、

20 通目で私の独自教材のセールス。

30 通目でアンリミテッドアフィリエイトの、

セールスステップメールを配信しています。
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ここで大事にしていることは、

自分自身の経験と客観的評価です。

アンリミテッドアフィリエイトは、

インフォトップから殿堂入り情報商材として選ばれていて、

7300 人以上、購入しているという客観的評価。

学んでよかった。

スタンダードを学べた。

アンリミテッドアフィリエイトを持っていない時、

アンリミテッドアフィリエイトの話題になり、

劣等感を感じたなど、

自分自身の体験や経験も話しています。

不定期に販売者から特典が配布されるということで、

後々ではなく、

今買うべきだと暗示をかけます。

アンリミテッドアフィリエイトのセールスレターにも書かれていますが、

いつ販売停止するか分かりません。

だからこそ、今すぐ買うべきだと、

緊急性を訴えています。

そして、
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私の場合、

1700個の豪華特典を付けています。

特典の豪華さで、

購入することに拍車をかけます。

そうして、

クローズでは、

アンリミテッドアフィリエイトを、

私からの 1700個の特典付きで、

購入したい方は、

こちらのレビューページ下部の、

購入はこちらからのリンクをクリックし、

セールスレターから、購入してください。
http://egawa-takeshi.com/unlimi/

・今日のメルマガの質問は、

このメールの返信でお願いします。

このように詳しく、

どのようにして購入すべきかを書くことで、

情報商材を買ったことがない人も、

迷うことなく購入へ進むことが出来ます。

そして、

最後に、
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・今日のメルマガの質問は、

このメールの返信でお願いします。

この文を書くことにより、

買うか迷っている人の声を受けることが出来ます。

質問してくるの中には、

購入にいたる人もいるので、

丁寧に受け答えることが大事です。

以上、こんな感じで、

情報商材アフィリエイトをしています。

そして、

その後も、定期的に、

違う教材の情報商材アフィリエイトを、

ステップメールで行っているのです。

この手法で、

私は稼いでいます。

何か技を隠しているとかではなく、

技は既に配信されているステップメールに、

表れているわけです。
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何を何故、どうやって、今すぐ購入。

この導線でセールスをしているのです。

毎回、価値あるビジネスのノウハウを無料で教えて、

与えて与えて与えまくって、

時に、

稼ぐ上で、これがあると良いですよ、と伝える。

結果、売れるのです。

そして購入した人は、

買った教材と特典を手にして、

更に学び、

そうして稼げるのです。

良い循環なわけです。

そうして稼げた人は、

私から教わったことから稼げるようになったことで、

さらに信頼関係が出来て、

さらに、新に教材を購入してくれます。

そうして稼げて、
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また購入して稼げて、

この連鎖が起こるわけです。

私の場合も、

リピーターがいます。

情報商材をリピートして購入してくれる方です。

そんな人には、

さらに成功して欲しいと応援したくなります。

そうして幸せの連鎖が起こるのです。

どうですか。

詐欺の欠片も無いでしょう。

情報商材アフィリエイトは、

DRM で、

ビジネスを無料で教えて、

時にセールスをして、

そして稼げるようになり、

購入リピーター化して、

さらにお互いに稼げる、
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最高のビジネスなのです。

ぜひ、ステップメールを使って、

全うなビジネスをしてください。

違法行為とか、

法律スレスレとか、

そういう手段ではなく、

正しく、社会の為になるビジネスこそ、

本当の意味で稼げます。

ぜひ、良いビジネスをしてください。
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・第七章　情報商材ブログアフィリエイト戦略

ステップメールを作り始めたら、

同時に、ブログも作り始めましょう。

ブログにも様々なものがありますよね。

無料ブログには、

アメブロや FC2ブログ、SEESAAブログなどがあります。

でも、無料ブログでは、

運営会社が、

サービスを止めてしまったら、

ブログは強制的に削除されてしまいます。

100 万稼いでいようと、

1000 万円稼いでいようと、

ブログは削除されてしまいます。

それに無料ブログは規約があり、

気付かずに違反すると、

ブログが削除されます。

特にアメブロは、

アフィリエイトが禁止されていて、
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アフィリエイトというキーワードが入っている記事を書くだけでも、

記事が削除されるし、

アフィリエイトをすると、

ブログが削除されます。

このように様々な規約により、

ブログの削除の危険性もあるし、

無料ブログには、

強制的な広告が表示されます。

このような強制広告が表示されると、

情報商材アフィリエイトをするためのリンクへのクリック率が、

下がってしまいます。

クリック率が分散してしまうのですね。

ですから無料ブログを、

メインブログにするべきではありません。

メインブログは、

ワードプレスと有料サーバーと独自ドメインを使った、

ワードプレスブログを作るようにしましょう。
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ワードプレスブログの作り方としては、

ルレアというブログアフィリエイトの殿堂入り情報商材に、

詳しく分かりやすいマニュアルがあるので、

これを参考にするといいのですが。

ルレア
http://egawa-takeshi.com/lurea/

簡単に説明すると、

ムームードメインで、

お好きな独自ドメインを取得し、

エックスサーバーという有料サーバーに申し込んでください。

ムームードメイン
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BYORJ+9FYJ76+348+1BNBJM

エックスサーバー
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BYORJ+8VPSMQ+CO4+6B70I

両方申し込んだら、

エックスサーバーに、

ワードプレスの自動インストールを行います。

やり方は、こちらのエックスサーバーのマニュアルに、

記載されているとおりです。

エックスサーバーマニュアル　ワードプレス
http://www.xserver.ne.jp/manual/man_install_auto_word.php
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このようにワンクリックの自動インストールで、

ワードプレスは完了です。

ワードプレスが完了したら、

テンプレートを選びましょう。

私のおすすめは、賢威です。

賢威テンプレート
http://egawa-takeshi.com/sirius/

賢威テンプレートでは、

検索上位に必要な SEO のノウハウが書かれた教材も付いているし、

今後も継続的に最新型のテンプレートを、

無料で提供してくれます。

非常に SEO に強いテンプレートであり、

賢威のテンプレートに変えただけで、

Yahoo の検索で 2ページ目だったのが、

1ページ目の第一位になったことすら私の場合でもあるし、

ネット上でも噂になっています。

私のおすすめは賢威テンプレートです。

これしかありません。
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ぜひ、賢威テンプレートを手にしてください。

賢威テンプレート
http://egawa-takeshi.com/sirius/

そしてテンプレートもインストールしたら、

ワードプレスのブログカスタマイズです。

まずプラグインのインストールとして、

次のものは必ずインストールしてください。

WordPress Related Posts

WordPress Related Posts は、

関連記事表示を自動で行ってくれるプラグインで、

ブログの記事閲覧数を大幅に増やしてくれます。

非常に役立つプラグインですので、

これはインストールしておいてください。
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そうしたら次に、

概観⇒ウィジェットで、

サードバーを編集してください。

多用すべきウィジェットは、

テキストというウィジェットです。

これは空欄スペースを作れるので、

この中に、

情報商材のアフィリエイトリンクを掲載したり、

人気ブログランキングのバナーを掲載したりしましょう。

見本として、

私のワードプレスブログを見せておきます。

ネットビジネスで脱サラする情報商材アフィリエイト講座
http://egawa-takeshi.com/

このような感じのブログを見本に作ってもいいですし、

他に優れたブログを参考にして、

そのブログを参考に作ってもいいです。

3カラムでも良いですし、

2カラムでもいいです。
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私は 3カラムが好きなのでそうしていますが、

2カラムを推している人もいます。

その他、

ワードプレスのメニューから、

グローバルメニューを作りましょう。

グローバルメニューとは、

ブログの上部全面にあるメニュー表示のことです。

ここでは、

クリックしやすいように配置を考えるといいです。

配置については、

様々なブログを見て参考にするといいでしょう。

このようにカスタマイズが出来たら、

いよいよ記事作成です。

ワードプレスのログインページ内で、

投稿⇒新規追加をクリックして、

記事を書いて下さい。

記事は、

ブログ専用の記事を書いても良いですが、
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ブログ記事をメルマガの記事と別に書くのも、

かなりの負担になるため、

基本として、

メルマガに書いた記事を、

そのままコピー＆ペーストで、

ブログ記事にするのがいいでしょう。

事実、多くの人が、

メルマガ記事を、

そのままブログの記事にコピペで投稿しています。

結果、それでもアクセスが集まり、

それでいて、

情報商材ブログアフィリエイトが成り立つのです。

ブログの記事は、

メルマガで書いた記事をコピペで投稿しましょう。

そして余力のある人は、

時に、ブログ限定と件名に書いて、

ブログだけの記事を書くといいでしょう。
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情報商材アフィリエイトブログの戦略はこれだけです。

ワードプレスブログを作って、

メルマガ記事をコピペしてブログ記事にして投稿し、

サイドバーには、

人気ブログランキングのバナーと、

貴方のお勧めの情報商材アフィリエイトの紹介。

情報商材アフィリエイトのリンクとしては、

直接、セールスレターではなく、

貴方のレビューページを経由させて、

貴方のレビューと特典を見てもらった上で、

セールスレターへ誘導するといいでしょう。

これについては、

アンリミテッドアフィリエイトが詳しく説明しています。

アンリミテッドアフィリエイト
http://egawa-takeshi.com/unlimi/

89

http://egawa-takeshi.com/unlimi/


情報商材アフィリエイト　ブログ戦略としてはこれだけです。

デザインもより良くし、

メニュー配置も意識し、

役立つブログ記事を投稿し、

人気ブログランキングと検索エンジンで集客するのです。

これだけでも、

毎月稼げます。

事実、私も、

この方法だけで稼げています。

後は、どんなことも、

他の人より 10％優れるです。

ブログ記事もそう。

デザインもそう。

レビューページもそう。

特典もそう。

他の人より 10％優れてください。

ナンバーワンに成れるならいいですが、
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ナンバーワンになれないなら、

ならなくてもいいのです。

他の人より 10％優れてください。

その結果、

『この人は凄い。』

そう見えて、

稼げるようになります。
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・第八章　特典戦略

それでは情報商材アフィリエイトの肝となる、

特典戦略に入ります。

情報商材アフィリエイトでは、

紹介する情報商材は、

他の人も紹介しています。

その他の人と差別化するためにも、

特典に力を入れる必要があります。

では、

どんな特典を付ければいいか。

まずは、見本として、

私の特典を見てみてください。

江川剛史のネットビジネス大百科の特典
http://egawa-takeshi.com/nettodaihyakka/
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それでは、特典の種類について教えます。

・独自企画

・チーム募集

・サポート

・教材

・再販権付き情報商材

・再配布権付き無料レポート

・懇親会参加権利

・コンサル権利

今上げた、特典は、

どれも強力な特典となりえます。

・独自企画

独自企画としては、

その企画だけでも販売出来るような企画を特典にします。

そうすることで、

60 万円、80 万円と稼いでる人もいるくらい、

強力な特典手法です。

・チーム募集

チーム募集も強力な特典です。

Youtube アフィリエイトを教えるチームを募集しますとか、

サイトアフィリエイトを教えるチームを募集しますとか、
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チーム参加を特典にするのです。

このように稼げる人と、

直接接する機会に価値を感じている人もいるので、

チーム企画も売れます。

・サポート

サポートも強力な特典です。

教材の無期限サポートということで、

教材で分からなかったことに関して、

何でも答えるということを提示して特典にするのも強力です。

初心者の方は、購入の不安が和らぐでしょう。

実際、無期限サポートを付けても、

しつこく 100 回以上、

サポートを使う人は、ほぼ皆無です。

大した負担にならないので、

サポートはつけましょう。
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・教材

教材を特典にするのも効果的です。

例えば、

アンリミテッドアフィリエイトのノウハウで 100 万稼ぐための戦略 33 とか、

アンリミテッドアフィリエイトの特典についていたら、

これは何だと、知りたくなるでしょう。

読者 1000 人を無料で獲得出来る裏技。

そんな教材を特典につけていたら、

集客に困っている人は飛びつくでしょう。

このように教材を補う形の教材。

教材を更に高める教材。

全く違う強力なノウハウが書かれた教材を特典にするのもいいでしょう。

・再販権付き情報商材

再販権付き情報商材にも再配布出来るものがあります。

再販出来ることについて、

魅力を感じる人もいるので、

再販権付き情報商材をセットにするのも効果的です。
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因みに、私も再販権付き情報商材を、

紹介している全ての情報商材の特典に付けています。

再販権付き情報商材は、

粗悪じゃないかと偏見も持っている人もいますが、

意外に読んで見ると、

なかなか優れた教材だったりします。

再販権付き情報商材も特典にするといいでしょう。

・再配布権付き無料レポート

再配布権付き無料レポートを欲しがっている、

アフィリエイターというのは結構います。

何故なら再配布権付き無料レポートは、

アフィリエイトの特典に使えるからです。

ですから、

再配布権付き無料レポートを、

100個でも 200個でも集めることが出来れば、

情報商材アフィリエイトの成約率を上げることが出来ます。

再配布権付き無料レポートを手にするには、

無料レポートスタンドで、

ひたすらダウンロードしていくのもいいですが、
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それだとかなり大変ですし、

かなり時間がかかります。

しかし、私の情報商材の特典に、

情報教材 1615個という特典があります。

これは再配布権付き無料レポート 1615個になっていますので、

私から情報商材を購入すれば、

自動的に、

1615個の再配布権付き無料レポートを手に入れることが出来ます。

ぜひ、1615個の再配布権付き無料レポートを手にしたい方は、

私から情報商材を購入してください。

例えば、こちらは良い教材です。

新世界アフィリエイト
http://egawa-takeshi.com/shinsekaiafirieito/
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・懇親会参加権利

懇親会のように、

直接触れ合う機会を特典にすることで、

成約率が上がります。

実際に稼げている人と、

生で話したい人もいまし、

実際に購入者の人と話すと、

信頼関係が異常に高まります。

結果、高額商品も売れるようになったりします。

懇親会を開くことは、

売上向上にも役立ちます。

ぜひ、懇親会参加権利も特典にしましょう。

・コンサル参加権利

6ヶ月のコンサル権利などを、

特典にするのも強力です。

教材サポートなどはよく特典として、

見かけますが、
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コンサルを特典にしている人は、

なかなか見かけません。

コンサルは、

30 万円とか、

60 万円とか、

高額で募集して、

それで稼ごうとしている人も多くいます。

でも、それだけ高額でありながら、

稼げなかったら、

その参加者は、かなり悲惨です。

そういう痛みを私も知っているので、

私はコンサルを低料金で行っています。

価格の 10倍以上の価値のコンサルとして、

低価格でコンサルをしていますが、

情報商材の特典としても、

コンサルをつけているのです。
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このように、

コンサルを受けたいけど、

高額だから、受けられない人も結構多いのです。

ですからコンサルを特典に付けるのも強力な特典です。

このように、

強力な特典を、

しかも、

いくつもつけることが重要です。

独自企画の特典でしたら、

これ一個でも構いません。

それで 60 万とか、

稼いでいる人もいます。

でも、

一時期の収入ではなく、

継続的に情報商材アフィリエイトで稼ぎたいなら、

他のアフィリエイターより、

明らかに優れた特典だと見せるために、
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強力な特典をいくつも付けるといいでしょう。

別に、一つ一つの情報商材に、

違う特典をつけなくてもいいのです。

勿論、違う特典をつけてもいいですが、

同じ特典を、

それぞれの情報商材につけてもいいのです。

まず新規顧客を手に入れる。

そしてリピーター化するために、

差別化特典を付けるといいのです。

ぜひ、特典を強力にして、

情報商材で稼いでください。
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・第九章　一気に情報商材アフィリエイトで 80 万円稼ぐための戦略。

これまで、かなり強力な情報商材戦略をお話しました。

後、重要なことと言えば、

集客です。

メルマガ読者集客や、

ブログ集客が出来れば、

情報商材アフィリエイトで、

どんどん稼げます。

私自身の独自教材として、

『メルマガ・ブログ集客講座『極』』があります。

メルマガ・ブログ集客講座『極』
http://egawa-takeshi.com/syuukiwami/

この教材には、

かなり強力な 26種類の集客ノウハウが書かれています。

メルマガ読者集客、ブログ集客、Facebook集客、Twitter集客、

その他、

様々な集客ノウハウを書きました。
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集客について、

詳しく知りたい方は、

ぜひ、この『メルマガ・ブログ集客講座『極』』を手に入れてください。

メルマガ・ブログ集客講座『極』
http://egawa-takeshi.com/syuukiwami/

では、ここでも、

簡単に少しだけ集客についてお話しますが、

メルマガ読者を集めるためには、

無料レポート集客が一番手軽です。

無料レポートでの集客は、

時代遅れで、

もう使えないと思っている人もいますが、

確かに薄いメールアドレスもありますが、

無料レポートの集客でも、

間違いなく稼ぐことが出来ます。

簡単に、

無料レポート集客をお教えすると、

無料レポート集客には主に二つの集客があります。
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一つは、

自分でレポートを作成し、

無料レポートスタンドに登録して、

自分のレポートがダウンロードされたら、

そのダウンロードした人のメールアドレスが手に入って、

メルマガに読者登録して良いというのが一つの集客方法です。

もう一つの集客方法としては、

他者の無料レポートをメルマガやブログで紹介して、

ダウンロードされたら、

紹介ポイントが付いて、

そのポイント分、

メールアドレスが手に入って、

それをメルマガ読者として登録するのが、

二つ目の集客です。

このように、無料レポートで、

メルマガ読者を集客することは可能です。
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特に、

自分のレポートをダウンロードしてもらった人のメールアドレスは、

貴方の無料レポートを読んだ人のメールアドレスであり、

中には濃いアドレス、

つまり購入につながりやすい読者もいます。

ですから、

無料レポートを作成して、

集客して、

情報商材アフィリエイトをするのは、

現在も、有効な手法なのです。

無料レポートスタンドとしては、

メルぞうがおすすめです。

メルぞうで無料レポートを登録するには、

メルぞうゴールド会員になる必要があります。

それでは、

実際に、無料レポートで集客して稼いだ人の例を、

お教えします。
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1.Twitterチームの募集で月収 62 万円。

まず Twitter でのアフィリエイトやリツイートの実績を作ります。

Twitter アフィリエイト実績は 10 万円。

リツイートは 100程でしょうか。

実績を作り、

そして、

そのノウハウの実績を提示する無料レポートを作ります。

そうして、

その無料レポートの最後には、

ノウハウの核心部分を知りたいなら、

こちらのメールマガジンに登録してくださいと、

自分のステップメールに誘導します。

こうして 80名ほど、

ステップメールに読者登録が行われました。

その読者に対して、

さらにノウハウを教え、

さらにスカイプセミナーを開催し、
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5名ほど参加者が集まりました。

そして、

ステップメール最後に、

Twitter アフィリエイトのチーム募集をします。

価格は 2 万円。

期間限定募集、そして、

限定 30名で募集し、

31名集まり、

月収 62 万円です。

これが一つの例です。
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・Youtube アフィリエイトのチームを募集し、月収 80 万円。

彼は、Youtube アフィリエイトを実践し、

30 万円ほど稼ぎました。

そして、

Youtube アフィリエイトを教える動画 100個のブログを作り、

そのブログへ誘導する無料レポートを作りました。

そして、

いくつもの人に、

「この無料レポートを紹介してください。」

「紹介していただくには、何をすればいいでしょうか。」

こんな感じで、

無料レポートの紹介依頼を、

複数の人に依頼します。

結果、

無料レポートはダウンロードされ、

その人のファンが生まれ、

その人たちに Youtube アフィリエイトチームを募集し、

月収 80 万円を記録しました。
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・大容量レポートを作りネットビジネスで 5000 万円。

この方は、かなりアフィリエイトで苦労している方でした。

何ヶ月実践しても結果が出ません。

そんな中、大容量の無料レポートをつくり集客することを考えました。

アフィリエイトの基礎的なことから中級的な内容も含めた、

一日 14 時間 3ヶ月間で作り上げた、

動画 260 本　PDF900ページの無料レポートを作り、

無料レポートの紹介依頼を、

複数の人に声をかけました。

結果、ダウンロードされて、

メルぞうの歴代ランキングでも、

ランクインされるくらいダウンロードされました。

結果、彼は、

ネットビジネスで 1000 万円。

さらに 5000 万円と稼いだのです。
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このように無料レポート集客は、

実際は、今でもかなり使えます。

私自身もメルぞうにて集客を毎月行って、

一定数の読者を得ています。

そして稼いでいます。

ぜひ、無料レポートの集客を実践し、

情報商材アフィリエイトで稼いでください。
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・第十章　終わりに

以上、情報商材アフィリエイト講座『進化』、

いかがでしたでしょうか。

私の現時点での情報商材アフィリエイトは、

出し尽したと言えるほど、

実際に稼ぐ上で重要なことをお話しました。

この教材に書かれたことを、

実際に実践すれば、

間違いなく稼げます。

無料レポート集客と独自企画の組み合わせて、

大きな金額を稼いだり、

ステップメールの自動化により、

毎月の収入を得たり、

情報商材アフィリエイトには可能性があります。

始めの頃は、

やらなければならない作業ばかりで、

毎日が忙しいでしょう。
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でも、仕組みが完成し、

稼げるようになると、

一気に楽になっていきます。

不労所得という言葉でもないですが、

頑張って作業しなくても、

稼げるようになっていきます。

すると読書に力を入れられるようになったり、

映画を鑑賞したり、

様々な楽しみも味わえるようになります。

毎月、

今まで頑張った努力の結果、

お金が入るのです。

この喜びは、

本当に素晴らしいものです。

頑張って良かった。

そう心から思えます。
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貴方も情報商材アフィリエイト。

頑張れば、必ず稼げますので、

頑張ってみて下さい。

私は、いつでも、

頑張る人を応援します。

私の無料メール講座である、

『アフィリエイト専業で自由になる方法』では、

毎日、無料で強力なノウハウを教えています。

このノウハウだけでも稼げるように成ります。

ぜひ、私のメルマガは読んでください。

そして優良な教材も私はアフィリエイトしています。

手に入れて役立つ教材なので、

ぜひ、手にしていただけたらと思います。

私は現在、

お金を稼ぐためだけでなく、

世界を変える為、

革命を起こすためにも、

ビジネスをしています。
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ある程度、レベルが上がれば、

そういうステージにも行けます。

貴方は、情報商材アフィリエイトで稼いだら、

何をしたいですか。

お金を得た先には、

貴方は何をしたいですか。

ぜひ、貴方の夢の先に、

素晴らしい人生があることを、

心より願っています。

貴方の成功を祈ります。

この度は、

ありがとうございました。
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・アフィリエイト専業で自由になる方法

私は、『アフィリエイト専業で自由になる方法』というメール講座で、

高額塾レベルのネットビジネス・ノウハウを、

無料で配信しています。

このメール講座は、

広告ばかりのメール講座ではなく、

ネットビジネスのノウハウを、毎回教える、

業界でも指折りの優れたメール講座です。

ぜひ、読むのは無料ですし、

読者解除も、メール内から、いつでも無料で出来るので、

ぜひ、こちらの紹介ページをから、

読者登録してみてください。
http://egawa-takeshi.com/lp/landingpage.html

紹介ページ下部の『送られてくるメルマガの件名』などを見て、

『これは読みたい。』と思うなら、読んでみてください。

本当に読むべき価値のあるメルマガですので、

読者登録を、おすすめします。

江川剛史のアフィリエイト専業で自由になる方法

無料読者登録は、こちらのリンクから行ってください。
http://egawa-takeshi.com/lp/landingpage.html
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・『メルマガ・ブログ集客講座『極』』

私、江川剛史が作成した集客教材です。

メルマガ読者集客、ブログ集客、

Twitter集客、Facebook集客など、

強力な集客ノウハウを 26種類書かれています。

集客ノウハウは、

いわば聖域であり、

誰も話したがりません。

しかし、

集客のノウハウこそ、

顧客が知りたい情報ということで、

包み隠さず、

全てのノウハウをお話しました。

ぜひ、この情報商材アフィリエイト講座『進化』とも、

相性が良い教材ですので、

ぜひ、手に入れてください。

『メルマガ・ブログ集客講座『極』』
http://egawa-takeshi.com/syuukiwami/

116

http://egawa-takeshi.com/syuukiwami/


・ネットビジネスで脱サラする情報商材アフィリエイト講座

私のネットビジネスノウハウを、

完全公開しているパワーブログです。

ぜひ、ブログ記事一覧より、

興味ある記事を読んでみてください。
http://egawa-takeshi.com/

・江川剛史の 1700個以上の豪華特典付き、

情報商材レビューランキング
http://egawa-takeshi.com/rebyu/
（こちらでは、私が購入して、

これは良い教材だったと思える情報商材に、

1700個以上の豪華特典を付けて、紹介しています。

私のレビューページを経由して、情報商材を買うと、

1700個以上の特典が手に入るので、ぜひ、検討してみてください。）

では、何かあれば、こちらからメールください。

・江川剛史へメールはこちらから

http://egawa-takeshi.com/  お問い合わせページ  

・この度は、ありがとうございました。

貴方の成功をお祈りいたします。
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