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私が本セミナーでお伝えしたいことはただ一つ。 

０からアフィリエイトで 90
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万最速で稼ぐ手法 

 

です。 

その概要を説明いたします。 

 

■アフィリエイトで稼ぐことができるようになった要因 

■ブログでちんたらやってる場合じゃない！！！ 

アフィリエイトで圧倒的に早く稼ぐには？！下手をすれば 3 か月で

結果を出すことも可能？！ 

■稼げるメルマガを書くための 4 大要素 

■成功者を○○れば簡単に稼げる！ 

■もし少しでも稼げたら・・・・即●●せよ！これをやれば圧倒的有

利な条件でアフィリエイトができる！その秘密 

■小澤がやった、誰もやらない戦略・・・大きく稼げた要因はこれだ！ 

■時代は●●。時間も短縮できなおかつ読者の興味を引くものと

は？！ 

■稼ぎたいならまずこれをせよ！9 割の人ができていない法則 

■アフィリエイトって怪しい？！そう思っている人を一気に見込み

客に変える方法 

■実績作りなんて簡単！ 

■実績を作るだけではまだ弱い？！そこから爆発的に稼ぎ、他のライ

バルをごぼう抜きにするための実績超活用法 

■魔法の無料レポート量産法 

■２００Ｐ越え無料レポートなんて誰でも作れる！これを作れば見

た目で圧倒できる、無料レポート作成法 

■読者が勝手に増えていく？！無料レポートを作らなくても読者を

増やす方法 

■ある観点で作れば、特典作りはむしろ初心者の方が有利？！その観

点とは？！ 
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■読者をひきつけるメルマガ文章の秘密 

■オファー後に読者を離れさせない秘密 

■新商材発表前に、読者が商材を気になって仕方がなくなる方法 

■さらに商材を欲しくさせる方法とは？！ 

■特典なんて難しくない？！簡単にすごい独自特典を作成する方法 

 

 

等々・・・・ 

これらすべてを、セミナー中に暴露いたします。 

3 時間かけてたっぷり。 

 

これらの手法って、私が 1 年間かけて、そして莫大なお金をかけて手

に入れた手法なんですよね。 

 

それこそつぎ込んだ金額は 50 万円はくだらない金額でしょう。 

それを、わずか1000円で教えるってどんだけ破格だよって話です。 

 

あなたはもう、今回私がお教えした手法をただただ真似するだけ。 

私は苦労しながら身に着けましたが、あなたはただ真似するだけなの

で・・・・間違いなく、私より圧倒的に

早く稼ぐことが可能でしょう。 
 

 

・・・・・・何？そんなことを言うセミナー講師はたくさんいただっ

て？ 
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まあね、大半のセミナーを見て思ったわけですよ。 

あ、これただ聴くだけで終わる人が大

半やろうな  

って・・・・。 

 

なぜならね、その後家に帰って具体的にどう動けばいいのか？ってい

う部分がないから、 

まず間違いなくそこから動けなくなってしまうわけですよ。 

 

 

え、何？結局これからどう動いたいいの？？？？ 

って。 

 

はっきり言ってそんなセミナーね、存在する意味がないわけですよ。 

 

 

うん、前のセミナーも実はそうやっていました。 

でも、行動できる人ってごく一部・・・・。結局何していいのかわか

らない・・・ 

あ～もう、なら俺がその指針

を与えてやろう！！！！ 
 

 

ということで！ 

今回セミナーに参加していただいた方には、その指針を示した超有料
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級のマニュアルを、どかんとプレゼントいたします！！！！！ 

 

それだけでなく、他の特典もお渡しするので、その特典の全容をとく

とご覧あれ！！！ 
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特典１：超初心者からメルマガアフィリエイ

トで月 90 万円稼ぐ方法  

 

私が実際にアフィリエイト 1 年未満で月 90 万円稼いだ道のりを暴露

した手順を詳細にまとめたレポートを、お渡しいたします。 

 

全序章～8 章・・・正直これあれば、あの軸教材すら不要なくらい詳

細に稼ぎ方をまとめたレポートです。 

 

 

序章：心構え 

■作業をやらざるを得ない状況を作り出す方法 

■やることを絶対に忘れない方法 

■初心者だからこそ持っておくべき心構え 

■わずか 1 年で、サラリーマンの月収をはるかに超えるために必須の

要素 

■あなたを引っ張り上げてくれる人を作るには？ 

■あなたが最速でアフィリエイト業界を駆け上がる方法 

■進むべき方向性の間違いに気づく方法 

■9割の人ができていない？！アフィリエイトで成功するために当た

り前にやるべきこと 

■稼げるスケジュールの立て方 

 

1 章：参入ジャンルを決める 

■参入ジャンルをしっかり決める理由とは？！ 

■あれこれやっては絶対に稼げない！その理由 
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2 章：まずは実績を作る！ 

■実績なんて簡単に作れる！その具体的手法 

■実績を作らなければならないその理由 

■実績を作りながら 20 万円を稼ぐ方法 

■実績作りのための、8 大手法とその具体的手順！！！自分に合った

手法を選んでください！！！ 

■実績を作るだけではまだ弱い？！そこから爆発的に稼ぎ、他のライ

バルをごぼう抜きにするための実績超活用法 

 

3 章：ブログを構築しよう！ 

■ブログメルマガの利点と欠点 

■メルマガのほうが圧倒的に稼げるその理由 

■メルマガなんてブログよりはるかに簡単。その理由とは？！ 

■だからといってブログが不要と言うわけではないその理由 

■ブログの種類と、その利点欠点・・・結局どのブログがいいの？！ 

■ブログ構築の具体的方法 

■ＳＥＯに強いブログとは？！ 

■稼げるブログ構成 

■ブログ記事を書くなんて簡単な裏ワザ 

■ブログ記事でここだけはしっかり書いておけ！！ 

■ブログにおけるＳＥＯ対策 

■コメント回り？ブログランキング？そんなの不要な理由 

 

4 章：メルマガを構築して、アフィリエイトしよう！ 

■無料で使えて高機能なメルマガ配信システム 

■メルマガの読者を集めるには？！ 

■無料レポートの具体的作成方法と登録方法 

■もうメルマガの記事に困らない？！その方法とは？！ 
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■書くだけでメルマガ読者が増えていく魔法の方法 

■読者があなたに共感するポイントと手法 

■メルマガを毎日配信する利点と理由 

■メルマガでアフィリエイトする際に重要なポイント 

■新商材発表前に、読者が商材を気になって仕方がなくなる方法 

■さらに商材を欲しくさせる方法とは？！ 

■特典なんて難しくない？！簡単にすごい独自特典を作成する方法 

 

5 章：無料レポートをガンガン書こう！ 

■無料レポートを書くなんて簡単！ネタ集１４ 

■ネタなんて湯水のように湧いてくる！その方法 

■読みやすい無料レポートを書くための方法 

■e-book 大賞 2 連続受賞した小澤の、秘密の無料レポート作成法 

■そんな無料レポートは誰にも伝わらない！読まれないレポートの

特徴 

■見づらいレポートを一層見やすく魅力的に魅せる方法 

■しょぼい表紙をかっこよくする方法 

■レポートダウンロード数 500 以上を軽く突破するための方法 

 

6 章：特典戦略 

■特典を作るなんてアホみたいに簡単。その理由と具体的手法 

■ネタをかんたんに見つける方法 

■音声対談を撮る方法 

■購入者だけが参加できる？！特別なページを用意する方法 

■再配布権付き特典を手に入れる方法 

 

7 章：さらに人脈を広げる方法 

■セミナーに参加するときの注意点 
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■ぶっちゃけ話をボロボロ聞ける秘密の場所とは？！ 

■懇親会であこがれのあの人と仲良くなるコツ 

■名刺なんていらん！その理由とは？！ 

■超大物プレナー・アフィリエイターと知り合う方法 

 

 

8 章：さらにメルマガの反応を上げる方法 

■再配布権付き商材を利用して反応をあげる方法 

■濃いファンを作る方法 

■絶賛レビューは胡散臭い！その理由 

■メルマガがより読まれるようになる方法 

■「あなたから購入してよかった！」そう思われる方法 

■めちゃくちゃ効果的なメール対応…これだけで反応は段違いに上

がります！！！！ 

■一気に濃いファンにするための方法 

■実績を効果的に魅せる方法 

■リピーターをしっかりがっちりつかむ方法 

 

 

9 章：メルマガアフィリエイトの注意点 

■メルマガの発行頻度について・・・これを間違えるとあなたの存在

は忘れ去られます 

■無料オファーはやりすぎ注意？！お小遣い稼ぎにとどまってしま

う無料オファー戦略 

■メルマガは情報発信だけでは面白くない！面白いメルマガを書く

ための方法 

■メルマガは 1 通目がすべて？！魅力的な 1 通目の書き方 

 

 



小澤竜太 5 月 19 日・20 日単独セミナー参加者へ送る超特大 さく

っと 20 万稼げるスーパー特典一覧 

10 

-  – 
Copyright (C) 2012 『脱サラプロブロガー』小澤竜太. All Rights Reserved. 

 

 

・・・・・いかがでしたか？ 

ぶっちゃけますと、この通りにやっていただければ 20 万円を稼ぐこ 

とはたやすいでしょう。 

 

実際に私が実践してきた手法で、そのほか多くの方がこの通りにやっ

て結果を出している手法です。 

 

ていうか、これ実践してもし一銭も稼げなかったら、すぐスカイプく

ださい。速効で稼がせて見せますから（笑） 

 

そんくらいの手法を、相当具体的に、すぐ実践できるくらい丁寧に書

いているので、実践できないなんて言い訳無用なマニュアルに仕上が

っています。 

 

実践できないってんなら無理やりにでも実践させますし、 

素直に取り組んでも稼げないってんなら無理やりにでも稼がせます。 

 

 

また、これいずれ有料で販売しようかとすら思っていますので、この

特典マニュアルを手にするのは今回だけと言っても過言ではないで

しょう。 

 

 

・・・・まだまだこんなもん

じゃ終わりませんよ？ 
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稼いでもらうために言い訳無用なくらい特典付けるんですから、こん

なもんじゃ終わりません。 

 

 

 

特典２：小澤竜太 限定ＳＮＳへのご招待 

 

 

参加していただいた方には、私のＳＮＳへご招待いたします＾＾ 
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購入者しか参加できない、極秘ＳＮＳです。 

 

現在すでに１００名以上の方にご参加いただいております。 

つまり・・・・セミナーに参加することで、一気に 100 名以上もの

アフィリエイト仲間を手にすることになるのです！！！！ 

 

また、そのほかにも私のＳＮＳに参加することで、たくさんのメリッ

トがあります。 

 

なんたって利用者からこんな声が出たくらいですから（笑） 

↓↓ 

■小澤さんの指摘とアドバイスにさらに刺激を受け、常に、モチベー

ションは常に下がらず保つことができます。 

 

■この SNS では、購入した教材ごとにコミュニティがあり、各コミ

ュニティのメンバー同士の励まし合いが日々活発です。 

 

■小澤さんのテクニック面やマインド面を濃く学べます。 

 

■アフィリエイトで稼ぎやすい環境を与えてもらっています＾＾ 

 

■どんな悩みにも即、届けられる小澤さんの温かいコメントは強い支

えです。 

 

■その日記に必ず、小澤さんがコメントをしてくださるのでそれが嬉

しくて毎日、夜寝る前に SNS に日記のように書いてたらいつの間に

か、日課のようになっていました。 

 

■困った時は、小澤さんや仲間に聞くことができまた、同じ仲間が困

っているのを見て、声をかけたくなったり作業風景を見て、先輩の姿

を学べるようになっています。 
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■自分の取り組みを、小澤さんが見てくれているので間違っているか

どうかもわかりますし励ましてくれたりすると、勢いが増す気がしま

す。 

 

■「このサポート環境って高額塾レベルじゃん！？」って。 

 

■この方、本気で「購入者さんだけ」をバンバンえこ贔屓しまくりま

す！笑 

 

 

こんな素晴らしいＳＮＳに、あなたも参加してみませんか？！ 

⇒ ＳＮＳの詳細はこちらから 

 

特典３：極秘情報垂れ流しの購入者通信へご

招待！！ 

 

毎度のように極秘情報を垂れ流している購入者通信に、あなたをご招

待いたします。 

 

「小澤さん、それはちょっと暴露しすぎなんじゃ・・・ｗｗ」 

とまで言われた情報を平気で暴露しまくります（笑） 

 

 

また、購入者通信内では、ここでしか聴けない小澤竜太の超有料級音

声も聴くことができます。 

 

■2012/01/21 お茶会音声 

http://ozawaryuta.jp/sns/
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■あなたが、小澤から稼ぎ方を聴きだす方法 

■記事のネタが浮かばない。そんな時に・・・・ 

■アフィリエイトを仕掛ける時期について 

■嘘をつく必要はないが、ホントのことを言う必要もない 

■再配布権付きの商材について 

■アバターとニックネームについて 

■アンリミテッドアフィリエイトで稼ぐには？ 

■無料オファーについての考え方 

■読者増サービスについて 

■ビジネスにおける投資の考え方 

■最近乱立しているアフィリエイト塾について 

■あなたがより大きく稼ぐには？ 

■人や物を公の場で批判するな 

 

等々・・・・これらの音声も随時追加していきます。 
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特典４：セミナー動画（再配布権付き） 

 

 

せっかくセミナーにご参加いただいたのに、時が経つにつれてセミナ

ーの内容なんて忘れていっちゃうもの・・・・ 

 

そんなのもったいないでしょう！？ 

せっかく参加したのに！なので、セミナー動画を撮影

してあなたに配布いたします！！！ 

 

それも、再配布権付きで！！！ 

この動画に関しても、いずれ有料で販売する予定です。 

 

なので、このセミナー代金だけで動画を受け取れるのは、本当に今回

だけかもしれません・・・・。 
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最後に・・・・・ 

私小澤竜太は、これからさらに実績を積み重ねるので、今後のセミナ

ーはもうこんな価格では受けられないかもしれないですし、こんな価

格では動画も、マニュアルも受け取ることができないかもしれませ

ん・・・・。 

 

いや、今後間違いなくさらに高額化するでしょう。 

私自身、かなりの額を投資して今の知識を手にしましたし、かなりの

努力を経て今の実力を身に着けました。 

 

そして今も、日々努力し続けておりますし、さらに人脈も増えており

ます。 

 

ですので、日々レベルアップし続けております。 

そのノウハウ・知識・マインドをいつまでも低価格て提供するのは、

教えていただいた方々へも非常に申し訳ありません・・・。 

 

 

ですので、今回のセミナーは本当に、低価格でご提供できる最後のセ

ミナーであると考えてください。 

 

あなたのご参加、お待ちしております。 

 



小澤竜太 5 月 19 日・20 日単独セミナー参加者へ送る超特大 さく

っと 20 万稼げるスーパー特典一覧 

17 

-  – 
Copyright (C) 2012 『脱サラプロブロガー』小澤竜太. All Rights Reserved. 

■5 月 19 日（土） 15：00～18:00 

開催場所：東京・新宿近辺予定 

 

参加費：1000 円（予定） 

懇親会：3000 円（予定） 

 

 

※参加フォームはこちらから 

 

■5 月 20 日（日） 15：00～18:00 

開催場所：オンライン 

 

参加費：1000 円 

 

※参加フォームはこちらから 

 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=112087
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=120390

