
PRIDE学園　
トレンドクラス
サイトアフィリエイトで、現役バリバリ稼ぐ
３人のプロが直接指導する、最強の学園を開
校！

頼れる先生の指導で、１日３０分の作業で１
０万円をほったらかしで達成しませんか？

限定１００名様募集

※トレンドアフィリエイトのプロ達にもかなり無理を言って講
師をしていただいております。その関係上もうこのような企画

をする事は金輪際ございません。



初めまして、小澤竜太と申します。

簡単に自己紹介をすると、２０１１年3月よりアフィリエイトを始め、その半年
後には月収４０万円、その3ヶ月後には月収９０万円、そしてその3ヶ月後には１
００万円を達成しました。

そして、２０１３年2月には、わずか１週間たらずで３５０万円を稼ぎだすとい
う快挙を達成しました。

しかも、稼ぐために働いた時間は実質１日３～４時間程度。サラリーマンの半分
以下の時間です。にもかかわらず、サラリーマンを遥かに超える額を手にしてい
ます。

このように、時間的経済的場所的自由を堪能しながら、片手間で稼ぎ続けており
ます。

なぜ、元ダメリーマンだった僕がたったの１年ちょっとでコレだけの自由を手に
しながらもコレだけの実績を残し続けているのか？

その秘密を知りたい人はぜひ、この手紙を読み進めてみて下さい・・・



１ヶ月目から成果が出るアフィリエイト
２０１１年９月、メルマガアフィリエイトと同時に僕はとある手法で・・・しかもたった
の１記事で、その月１５００００円、結局合計で５万円を稼ぐ事に成功していました。し
かも、１記事を書いた後は完全にほったらかしです。

僕は正直、この手法に衝撃を受けました。
「え、こんなに簡単に稼げちゃっていいの？？？」罪悪感を覚えるくらいに、あまりにも
簡単に稼げてしまったのです。

そのアフィリエイト手法の名前は・・・・【トレンドアフィリエイト】。
その名の通り、トレンド（流行もの）の記事をブログやサイトに書いて、その関連商品を
アフィリエイトして稼ぐと行った手法です。

僕が行った当時は、ちょうどiPhone4Sが発売する直前でした。
iPhone4の際もものすごい売れ行きで売り切れ続出というくらいの商品。その関連記事を
書けばアクセスが集まる事があまりにも明確に分かっていました。

そこで僕は、【iPhone4S 在庫あり】という記事を書きました。売り切れる事が販売前か
ら分かっていたので、「在庫ありで、在庫を求めて検索してくるだろう」といった予測の
もと記事を書きました。すると、あれよあれよという間にアクセスが１０００を超え、あ
っという間に報酬は１５０００円を超えてしまいました。本当に一瞬です。

トレンドアフィリエイトの挫折
しかし、僕はそのトレンドアフィリエイトの手法をすぐあきらめてしまいました。
「こんなに簡単に稼げているのになぜ？？」と思う方も多いでしょう。

これは多くのトレンドアフィリエイターが陥るものなのですが・・・
【次に売る商品が見つからなかった】のです。

確かにiPhone4Sは売れた。さて、次何を売ればいいのだろうか・・・・。
次何が売れるんだろか・・・・あれ・・・？？ない・・・・？？？

こうして、確かにiPhone4Sはその後も自動で売れて行ったものの、当然ながらiPhone4S
のブームはすたれ、売れ行きも一気に落ちました。

他のトレンドアフィリエイトも同じです。例えば芸能人のスキャンダルで稼ぐ手法。



芸能人のスキャンダル系の記事は、本当にすごいアクセス数を爆発的に集める事が出来ま
す。例えば最近であれば、【矢口真里　不倫　相手】【矢口真里　離婚】【矢口真里　旦
那】【矢口真里　別居】などの記事です。

こういった記事は、一時的には爆発的にアクセスを集め、下手をすれば数万アクセスは簡
単に行ってしまうほどです。

でも、この記事も同じようにブームが去ってしまえばアクセスがガタ落ちします。
そして、こういった芸能人のスキャンダルを延々と追いかけないと行けません。あー、考
えるだけで鬱になりそうです（笑）

そうしてトレンドアフィリエイターは、簡単に稼げるにもかかわらず挫折し、どんどんヤ
メて行ってしまうのです・・・・・。

ほったらかしで稼げるトレンドもあるんです
でも、知っていますか？？？世の中にはそんな挫折して行くトレンドアフィリエイターや
サイトアフィリエイターを尻目に、ほったらかしで悠々自適に稼ぎまくるアフィリエイタ
ー達が存在するんです。

彼らは、スキャンダルや一時的にしかアクセスがこないような記事を追いかける事なく、
継続して同じネタで稼ぎ続けています。

やるのは、ブログやサイトのメンテナンスのみという状況をしっかり作り出し、簡単な作
業は外注に任せる。

そうして、ほぼほったらかしの状況を作り出しているのです。
一体、彼らと僕らでは何が違うのか？？？

そもそもキーワード選びの段階で違う
おそらく多くの方は、「書いている記事の内容が全く違う」と思っているのでしょう。
でも、僕は既にトレンドアフィリエイトで稼いでいる人の多くの記事を見ていますし、自
分自身稼いだ経験もあるのではっきりと言えるのですが・・・・

書いている記事の内容に関して言えば超簡単で、「え、こんな記事で稼げるの？？？」と
疑いたくなるくらいに超簡単な記事だったのです。



僕の場合、
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iPhone4Sが最近売り切れ続出らしいですねー。
でも、色々探しまわったらこんなところにありました！
⇒　iPhone4S在庫ありのリンク
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こんな感じです。マジです（笑）
超笑えますよね、でもマジなんですからしょうがない。

他の稼いでいる方の記事に関しても同じようなものです。

じゃあ、何が違うのかというと・・・・・
”キーワード選び”なんです。

僕の場合も、【iPhone4S 在庫あり】というキーワードを事前に見つけ出し、そしてあら
かじめ仕掛けていたから一気に爆発しました。正直、在庫を探している人にとってダラダ
ラ記事を書かれるよりもさくっと在庫を教えてくれた方がありがたいのです。

他の方も同じように、稼ぐために重視しているのは、記事の内容ではなく”キーワード選
び”です。コレがすべてであり、稼げる稼げないが決まると言っても過言ではありませ
ん。

しかし、ここであなたは思うはずです。

「いやいや、キーワード探しが重要なのは分かったけど
さ、一体どうやって探せばいいんだよ！それが分かったら
苦労しないよ！！！」

そりゃそうだ、ごもっともです。
だからこそ・・・僕は、長年サイトアフィリエイトやトレンドアフィリエイトをやってい
て、まさに”キーワード探しのプロ”を講師に付けた、新しい組織を立ち上げる事にしまし
た。



PRIDE学園　トレンドクラス・開校
その名も、”PRIDE学園　トレンドクラス”。
このクラスでどういった事をやって行くのかというと・・・・

■チャットでのリアルタイムサポート＆作業報告
リアルタイムで、Skypeのチャット機能によりサポートを行って行きます。
分からない事があればタイムリーに聞く事が出来ますし、最新情報も随時こちらのSkype
で流して行きますので、楽しみにしていて下さいね！

また、しっかり作業報告も毎日やってもらいます！
作業報告により皆さんの進捗を確認する事が出来るため、しっかりと指導する事が出来る
ようになります。報告する人としない人では、圧倒的に差が広がって行きますよ＾＾

■オンラインセミナー（仮）
これは未定ですが、オンラインセミナーも出来たらやろうかと思います。

■稼げるキーワードレクチャー
稼げるキーワードのヒントや探し方をしっかりお伝えして行きます。

そして、PRIDE学園を立ち上げるために、今回かなり無理を言って２人のサイト・トレン
ドアフィリエイトのプロをご用意させていただきました。
それぞれが現役でサイトアフィリエイト・トレンドアフィリエイトで稼いでおります。
PRIDE学園を立ち上げるにあたり、僕は3人の講師に声をかけたところ、

「本当は誰の依頼でもやらないのですが・・・・小澤さんがおっしゃるのであれば！！」
という事で快く引き受けていただける事となりました。

僕も、本気で、１日３０分の作業で月１０万円を稼いで欲しいからこそ今回の企画と、そ
してコレだけの講師を集めました。

稼げない気持ちは、昔の経験から痛いほど分かりますからね・・・・。
それでは、講師３人をご紹介します。



■岩崎一彦（隊長）

サイト＆メルマガアフィリエイトを含めた報酬額は、合計で５４１万７９８３円を誇る現
役のサイト＆メルマガアフィリエイター（そのうちのほとんどがサイトアフィリエイ
ト）。元プロスノーボーダー・タクシー運転手と異色の経歴を持ち、現在はネット一本で
生計を立てている。

■ヒデ＠三方よし

某アフィリエイト塾のサポートをつとめている。
主にパソコン初心者の方への指導に定評があり、その知識や指導実績も非常に多い。
また、トレンドアフィリエイトで実際に実績をあげている。



■中田直希

現在、会社員を辞めてサイトアフィリエイト一本で生計を立てている人で、すっごいアツ
く指導してくれる人。かなり面白いヤツです（笑）

以上、それぞれの得意分野を持ったサイトアフィリエイトのプロが講師です。
僕自身もう彼らを半年以上見ていますがかなり信頼できる方達です。
というよりも、信頼できない人をそもそも講師にはおきません！（笑）

信頼しているからこそ講師を任せたんです！

岩崎さんに関しては、サイト＆メルマガアフィリエイトとして５００万円以上もの実績を
持っており、さらにコンサルとしてもかなり高額のフィーをいただいた事もある方です。

また、”隊長”というニックネームを付けられるくらいアツくアツく人を引っ張ってきてく
れる人物です。

時々口調がきつくなるときはあります。でも、それは本気で購入者さんに成長して欲し
い！という気持ちがあるからこそだそうですね。また、僕のコンサル生でもあり、僕に変
わって色々指導して下さっている事もかなり多いです。色んな面で、僕の右腕とも言える
存在です。

ぶっちゃけ、相当実力も指導力もありますよ！これは僕のお墨付きです。
そんな彼が、皆さんを直接指導して下さいます。



ヒデ＠三方よしさんは、トレンドアフィリエイトの経験はもとより、とにかくパソコンの
知識が半端じゃないです。

僕の2倍くらいの年齢があるのですが、正直パソコンの知識とに関しては負けます。
えっと、僕・・・元SEなのですが・・・・（笑）

本人曰く、パソコンマニアらしいです。

僕自身も、パソコンに関して知らない事があったらヒデさんに聞くくらいです。
google+の使い方も、彼に教えてもらいました。ホント、なんでそんなに知ってるんでし
ょうね・・・というくらいにw

普段からパソコン初心者の方にもパソコンの基礎を教えてるような方なので、その辺りの
知識や経験についても相当なものを持っております。

また、中田（普段から”中田”って呼び捨てで呼んでいます（笑））に関しても、２０１２
年９月に開催された”創造的破壊合宿”セミナーからの知り合いですけど・・・・

すっげー変なヤツです！（笑）
でも、かなり面白いヤツですしサイトアフィリエイトとしての知識も豊富です。
何たってサイトアフィリエイト一本で飯くってますからね！

また、すごい人見知りですけど、こうと決めたらかなりアツいヤツです。
だから、困っているときでもアツくしっかりと優しくべったりと教えてくれますよ＾＾
そういう姿、結構みて来てますから（笑）

そのくらいしっかり知識も実績もある人が、中田です。

こういった３人だからこそ、安心して僕も講師を任せております。
だからこそ、安心して飛び込んできて欲しいのです。



いつも僕の仕事が奪われて行きます（笑）

先ほども言いましたが、仲間の存在というのは本当に大きいです。
僕自身のコンサルチャットでも、僕がいない間に他の仲間が質問に答えていて、いつの間
にか疑問が解決していた、という事が多々あります（笑）

※Skypeグループ

そして、今回の講師達はそんなコンサルチャットにいる僕のコンサル生達です。
そうしていつもいつも、僕の仕事が奪われて行きます（笑）

だから、今回のグループでもこの２人の講師が、僕の仕事をどんどん奪って行く事でしょ
う。

岩崎さんは、アツくアツく。
ヒデさんは、静かーに、どこからともなく（笑）
彼らが、あなたを月１０万円稼げるようにしっかりと導いて行きます！！



『PRIDE学園』の理念
PRIDE学園の理念は、
「皆の力で月１０万円を達成しよう！」というものです。

僕は辛いときでも仲間に支えられながら・・・・
分からないときでも、師匠に教えていただきながら成長し、そして今のように
自立した一人のビジネスマンとして一気に成長しました。

先生にしっかり指導してもらい、そして仲間とともに辛いときでも支え合いながら、しっ
かり作業を行って行きましょう。

そうすれば、月１０万円なんて本当にあっという間に達成できてしまいます＾＾
そして、稼いだ暁には皆で海外に修学旅行にでも行きましょう＾＾



ただし、以下の方は参加しないで下さい
ただし、以下の方は絶対にPRIDE学園に参加しないで下さい。

上記に当てはまる方は、絶対に参加しないで下さい。
当てはまるにもかかわらず参加していただいても講師の方や他の生徒さんに迷惑ですし、
そもそも成功する見込みが全くありません。改善しない限り成功確率０％です
申し訳ないですが、最初から稼げる見込みのない人を稼がせる事は出来ません。
ですから、絶対に参加しないで下さい。当てはまる方が購入されても、PRIDE学園には参
加できません。返金保証もありません。当てはまらない方のみ、歓迎いたします。

・ろくに挨拶も出来ない人
⇒人として当たり前の事が出来ない人はビジネスで成功できません

・素直ではない人
⇒素直に聞かないならそもそも誰からの指導も受ける意味がありません。

・最初から楽をしようとする人
⇒楽になるのはそれ相応の努力をしてからです

・約束を守れない人
⇒これも、人として当たり前の事です。

・行動しない人
⇒行動するのは僕ではなくあなたです。

・依存体質の人（自分は何もせずとも稼がせてくれると思っている人）
⇒東大合格の塾の先生が代わりに東大受験してくれますか？同じ事です。

・努力しない人
⇒あなた自身が努力してもらわない限り成功は不可能です。

・すでにトレンド・サイトアフィリエイトで月収１０万円以上を稼いでいる人
⇒僕がお力になれる事は無いかと思います。

・上から目線、”お客様気分”で来られる人
⇒僕は仲間が欲しいんです。こんな人は必要ありません。

・和を乱すような自分勝手な行動をする人
⇒こういった方は他の方に迷惑なので、即刻退学していただきます。



気になる参加条件は？
相当破格な値段でそれ以上の価値を提供します。

参加条件は・・・・以下リンクよりこの教材を買ってください。

⇒ PRIDE(プライド)・小澤竜太購入リンク　

上記リンクよりお買い求めください。
ただし、以下の表記を必ずご確認ください。

この表記を確認しないまま購入された場合、PRIDE学園に参加できませんので、必ずご確
認の上でご購入いただきますようお願いいたします。

確認しないまま購入し、特典を受け取れなかった場合は一切の責任を負いません。

限定１００名様の募集
ただし、募集人数は１００名に限定させていただきます。先着１００名です。
そしてこの企画は、しばらく開催する事はありません。

さらに、あまりにも人数がふくれあがりすぎると管理が出来なくなるので、（１００名で
も多いと思いますが・・・・）これ以上の募集はかけません。

１００名きっかりになった時点で募集を停止いたします。

http://www.infotop.jp/click.php?aid=158464&iid=55237&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=158464&iid=55237&pfg=1


参加方法は？

購入後、PRIDEの特典を請求して下さい。
インフォトップの商材ダウンロード画面の下に、以下のような欄があります

ダウンロードすると、以下のようなファイルがあります。



【→特典請求フォーム】をクリックして下さい。以下の画面に飛びます。
こちらに、 あなたのお名前とメールアドレスを入力して下さい

こちらに、注文IDを入力して下さい。

※注文IDとは、インフォトップでの購入時に流れてくるメールに
記載されている数字です。



以上より請求してください。
その後、承認完了メールにて【PRIDE学園通信】メールマガジンの案内をしております。
そちらに必ず登録して下さい。

登録しないとチームに参加できません。
登録後、その後のメールマガジンにてチーム参加（僕のSkypeID）を案内します。

以上で完了です。



まだまだ特典あります！
また、PRIDE学園に参加していただいた方には更なる特典をお渡しします！

■PRIDE販売者もりりんさんとの対談音声２つ

可愛いアバターして実は怖・・・・　うわ、何をするヤメロ（ガタッ

PRIDE販売者のもりりんさんから、かなり特別なノウハウを直接聞き出してきました！

■PRIDE実践者で稼いでいる人の生々しい事例集
■コレから稼げるキーワードを余すところなく暴露！！

いやあ、かなり聞いちゃいましたねーこれは。
もりりんさんも、「コレは小澤さんの購入社参にしか暴露していないんですからねー
ー！」というお墨付きをいただいたくらい、かなーり貴重な対談となりました。

いや、だってねえ。実際にもりりんさんの教え子さん達が稼いでいるサイトの詳細とか、
どんなキーワードでサイト立ち上げているとかを聞いたり・・・

コレから売れちゃうキーワードまでも聞き出したんですからねえ。
いやあ、えぐい特典いただけました。ありがとうもりりんさん！！



■PRIDE特単設定６５％

あなたがPRIDEをアフィリエイトしたい！というときのアフィリエイト報酬割合を、なん
と６５％に設定していただけます！

つまり、あなたが１本PRIDEを売る事が出来れば、１０２９０円の報酬をゲットする事が
出来ます。コレはかなり大きいですね！しかもこの特単設定は、購入者さん限定です。

普通にアフィリエイトしようとしても、１％しかもらえないので注意してください。

■僕があなたに代わり、もりりんさんに疑問をぶつけます！

販売者さんという事もあり、もし疑問があったとしてもなかなかもりりんさんに聞きづら
いなー・・・と思う事もあると思います。

実際はすごく丁寧に対応して下さいます。
でも、それでもその勇気が・・・・と行った方に、僕が代わりに疑問を聞きに行ってきま
す！！これなら安心して疑問を解決できますね＾＾

■自動メールアドレス取得ツール

トレンドブログを作成する以上、どうしてもブログをいくつか持つ必要があります。
となった時に、当然メールアドレスが必要となる訳ですが・・・・

いちいち手動で作成するのがめんどくさい！！！というあなたに、自動でメールアドレス
を取得してくれるツールをプレゼントします！

これでブログ作成もかなり時間短縮できますよ＾＾

以上が、PRIDE学園に参加していただいた方への特典です。
かなり豪華な特典がそろっていると自負しております＾＾

⇒ PRIDE(プライド)・小澤竜太購入リンク　

http://www.infotop.jp/click.php?aid=158464&iid=55237&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=158464&iid=55237&pfg=1


みんなでワイワイしながら楽しみましょう＾＾
今回、チームは期間無制限で参加する事が出来ます。

何よりも僕のチームは、『楽しくやる事』をメインに進めて行きます。
はっきり言えば、良いノウハウを話して行く事は当たり前なんです。

その上で、楽しみながら作業を進めて行く。
悲しい事に、挫折の大きな要因の一つに、「仲間がいなくて楽しくない」という事があげ
られます。周囲にアフィリエイトの事を話せる仲間がいないから、つらいし楽しくなくな
ってくるんですよね。

でも、その環境は僕が提供します。
アフィリエイトの事を知っている人だらけですから、楽しんでワイワイやって行く事が出
来ます。

さらに、遊び企画や飲み会企画もあるのでメチャクチャ楽しいチームになりますよ＾＾



Q&A
・楽して稼げますか？
将来的に楽して稼げるようになる事はあるかと思いますが、
いきなりは不可能です。それがいきなり可能だと言っている人は
だいたい詐欺師です。それよりも、今のままのあなたのマインドではクソ塾に
搾取されるだけですよ。まずはそういったマインド面を鍛えてから来て下さい。・稼がせ
てくれますか？
東大受験の塾の先生が、あなたの代わりに東大受験を受けてくれますか？
それと同じ事です。稼ぐのはあなたです。

・金銭的に厳しいので、出世払いでお願いします
そう言う人は９割９分で支払わずに逃げて行くので、全く信用していません。
この目でそういった方をもう何十人も見て来ています。きちんと支払えるように
なってから来て下さい。

・どのアフィリエイトで稼いで行くのですか？
トレンドアフィリエイトといわれる手法です。
一般的にあるような商品・・・・例えばホテルの予約などをアフィリエイトして、その一
部を広告収入として得て行くのが今回の手法です。

・文章を書くのが苦手なのですが
書いていくたびに上達して行くものです。最初から上手な人など存在しません。
僕自身も、最初から上手な訳ではありませんでした。書きまくったからこそ
今のような文章が書けるようになっているのです。

嫌でも上達していきますのでその辺りはご安心ください。

・アフィリエイト経験が全くないのですが・・・
全くのなしからでももちろん受け付けてはおります。
経験者と比較して時間がかかる事はご了承ください。

・パソコンが苦手なのですが・・・・・
パソコンが苦手でも、今回はパソコンを教えるプロフェッショナルが先生としております
のでその点に関してはご安心ください。

ただ、ある程度の知識は最低限持っておいて下さい。
さすがにタイピングが出来ない（ブラインドタッチでなくともよい）、ZIPファイルが解
凍できない、PDFって何？ということでは話になりませんので・・・・。



結局教えてくれる人がいないのが悪い
ここに来たあなたは、今まさに稼げていない状況なのでしょう。
その稼げていない状況に、こう思っているはずです。

「やっぱり自分はダメなのかな・・・・・」
「時間がなかなか取れないから・・・もっと時間があれば・・・」
「才能が無いから稼げないのかな・・・・？？」
「パソコンスキルがないからできないのかな？」
「このネガティブ思考が・・・・」 

そうやって稼げないことで自分をせめたて、嫌になって来ているのではないですか？
今まさにあなたは、その状況に陥っているのではないですか？

でも、そうなっているのはあなたのせいではないです。
違う違う、違うんですよ！僕もそうやって自分を責めていました。
でも、責めても責めても辛くなるだけ・・・・。

本当に、作業するのが辛いんですよ。
でもね、稼げないのはあなたのせいではないのです・・・・・・・・。

原因は、仲間と、師匠がいないからです。

僕には時間もスキルもありました。でも・・
僕も昔は、あなたと同じ状況でした。
２０１１年3月にブログアフィリエイトを開始したものの・・・・

半年たった８月に得た報酬は・・・・・

なんとたったの１３９４０円・・・・・。



当時既に脱サラし、アフィリエイト１本で食って行く！と決意していて、
すべての時間をアフィリエイトにつぎ込んでいたにもかかわらず、このざまです。

多くの人は、「時間がないから稼ぐ事が出来ない」と思っています。
そして、時間や体力のある若いアフィリエイターが多く成功している現状を見て、

「あいつらは時間や体力が有り余っているから成功して当然だ」と思っています。

でも、僕には時間だけは誰よりもありました。若いので、体力もあり、多少の無理は利き
ました。だから、２４時間フルにアフィリエイトにつぎ込む事が出来たのです。

さらに、多くの人と違い僕にはパソコンスキルがありました。
「若い奴らはパソコンスキルがあるから稼ぐ事が出来るんだ！」と思っている野ではない
でしょうか？

でも、僕は元システムエンジニアです。
パソコン最前線で、サラリーマンとして働いていたのでパソコンに関しては
それこそプロフェッショナルなんです。

時間も有り余っているし、スキルもあった。
にもかかわらず、全く稼ぐ事が出来なかった・・・・。

僕は自分を責めました。
「やっぱり自分はダメなのかな・・・・・」
「才能が無いから稼げないのかな・・・・？？」
「なんで会社を辞めたんだ！こんなことになるなら・・・・」

そうして自分を責め立て、自分自身が嫌になりました。

しかも、当時サラリーマンを辞めていてさらにバイトもやっていなかったので、
収入も宛も無い。最終的に僕の貯金は５万円にまでなっていました。
自分自身があまりにも情けなくて・・・・涙した事もあります。

「なんでオレは、会社を辞めてまでこんな事
をやっているんだ・・・・」



絶体絶命・・・・。
来月の家賃すらも払えないこの状況で、一体どうすれば・・・・・・

ここを出て行くか？それともサラリーマンに戻るか？
でも、サラリーマンに戻るのは嫌だ・・・。

もう、二度とあんな自由も未来も何も無い状況に戻りたくない。
自分の魂を売り渡してまで、会社に尽くしたくない・・・・。

でも、いったいどうすれば・・・・・

運命の出会い、そして・・・
そう思いながら、僕は稼ぐための手法を探して色んな人のブログメルマガを見ていまし
た。でも、どのブログメルマガを見ても、

今すぐ片手間で稼げます！
自動的にお金があなたの銀行口座へ！！
楽して、ねっころがりながら月収１００万円！！

等々・・・・

もうそういう、情報弱者を引っ掛けるセリフには飽き飽きしていました

そんな中・・・・
「なんか、今年から初めてすげー稼いでいる人がいるらしい・・・・」

という事を、他の方から聞きました。
「そ、そんなヤツがいるのか？！何者なんだその人は・・・・・」

そこで、その人のブログを見てみる事にしました。

その方は、僕と同じく２０１１年3月から情報商材アフィリエイトを開始していました。

にもかかわらず・・・・にもかかわらず、当時の月収６０万円という、僕よりも遥かに大
きい結果を残していました。



「６０万円？！一体何をやったらそんなにも稼ぐ事が出来
るようになるんだ！！！」

そうして僕は、その方のブログメルマガを見るようになりました。
そこでその方のメルマガを見ていると、とある塾の案内が流れてきました。

「僕はこの塾のおかげで、アフィリエイト開始たったの3ヶ月で月収６０万
円という結果を残す事が出来ました！！！」

塾の料金は２０万円。そして残り残金５万円という状況でしたが・・・
僕はその方からどうしてもアフィリエイトを学びたかった。
だって、もう後が無いから。なりふり構ってられなかったんです！

だから、無理行って販売元に現金分割払いを申し立て、そしてなんとかOKをもらい、
その方のアフィリエイトリンクで入塾したのです。

そして、入塾してようやくその方が稼げた理由が分かりました。

そうか！だからオレは今まで稼ぐ事が出来なかったんだ！！

今まで稼げなかった原因は、才能でもない、

と思う人もたくさんいると思います。
そうやって稼げないことで自分をせめたて、嫌になって来ているのではないですか？
今まさにあなたは、その状況に陥っているのではないですか？

でも、そうなっているのはあなたのせいではないです。
稼げないのはあなたのせいではないのです・・・・・・・・。

原因は、仲間と、師匠がいないからです。



仲間・・・・・・

今あなたは、サラリーマンとして企業に勤めている事と思います。

アフィリエイトでの作業をやっていると、

■嫌な事や分からない事を聞きたい
■少し相談したいな～と思う事
■ちょっとだけ愚痴を言いたいな～と思う事
■アフィリエイトの事を話せる仲間
■信じてくれる仲間
■信じてついて来てくれる仲間

こういった事を思う事がありますよね？
でも、周囲にアフィリエイトの事を知らない人ばかりだと、こういう事すら話す事が出来
ません。

たとえ話したところで、

「何怪しい事やってるんだよ！ヤメロよ！」
「どうせお前には無理だよ、あきらめろ」
「そんな事やってないでちゃんと働いてよ！！！」
「お前、ダマされてるよ！こっちに戻ってこい！」

等々・・・・
こんな声を浴びせられた経験はないですか？
僕はあります。だから、一人で作業をやっている時が本当につらかった・・・。

大半の人は、仲間もいない孤独な状況でアフィリエイトを行っているので、こうした状況
に耐えられなくなり挫折して行きます。事実、僕もそうなりかけていました。

でも、仲間がいれば、
■嫌な事や分からない事を聞ける
■少し相談したいな～と思ったら相談できる
■ちょっとだけ愚痴を言いたいな～と思えばできる
■アフィリエイトの事をいつでも話せる
■信じてくれる仲間がたくさんいる
■信じてついて来てくれる



こういった事が起こるようになります。
僕自身もこうした仲間を手にしたからこそ、色んなつらい事も乗り越える事が出来たし、
同期のライバルとともに切磋琢磨しながら成長して行く事が出来ました。

また、師匠・・・・・

小学校のとき、足し算引き算割り算かけ算を教えてくれたのは誰でしたか？
そう、まぎれも無い”先生”です。

小学校の頃からそうだったと思うのですが、分からない問題が出て来たときにいつでも助
けてくれるのが、先生の存在です。

「ここが間違っているよ」
「ここはこうすれば簡単に解けるよ」
「逆上がりの仕方はこうだよ」
「こうすればここに応用できるよ」

みたいに、必ず教えてくれる人がいましたよね。
でも、アフィリエイトにおいてそういう人を持っている人は少ない・・・。

一番難しいところって、そういう風に苦しんでいる０から１の部分なんです。
一番苦しい部分は、小学校の頃のように誰かから手助けを受けないとなかなか乗り越える
事は出来ません。

にもかかわらずそう言う人がいない・・・。何が間違っているのかすら分かっていないん
ですから。そりゃ、誰だって挫折してしまいます。

アフィリエイトでもこれは同じ事です。
同じ事であるはずなのに、師匠にあたる人に教わっている人が非常に少ないんです。

僕も昔は師匠にあたる人がおらず、完全に我流でアフィリエイトを行っておりました。

■画像加工を綺麗にすれば稼げるだろう！
■ブログカスタマイズしまくれば稼げるだろう！
■綺麗なテンプレートを使えば稼げるだろう！
■毎日売り込めば稼げるだろう！
■マインド論を言えば稼げるだろう！
■最新テクニックを学べば稼げるだろう！
■あの教材を買えば稼げるだろう！



等々・・・・僕は本気で、そう思っていたのです。
でも、師匠と出会い、師匠から一言

「それは間違っていますよ」
と言われたのです。
確かに師匠のブログは綺麗でも何でもないし、綺麗なテンプレートを使っている訳でもな
い。画像加工なんてほぼ皆無だし、マインド論もほとんど話していない。

実践している商材も数少ないし、毎日売り込んでいる訳でもない。
僕と違い、スキルも正直全然ありません。にもかかわらず、アフィリエイト初心者から短
期間で爆発的な実績を残している。

でも、僕にはその違いが全く分からなかったんです。
なんでコレで稼げるんだ！！！

だから僕は、徹底的にその方から教えを請う事にしました。

そうしてその方から指導を受け、たくさんの間違ったところを指摘していただき、
ようやく自分が間違っている事・正しい方法を理解する事が出来ました。

その結果、出会いから１ヶ月後には月収１０万円突破。
そして2ヶ月後には月収４０万円、１年後には月収１００万円を稼ぐまでになったのです



仲間と師匠がいたからこそ今の僕がある

ここまでに僕が成長できたのは、仲間と師匠がいたからこそです。

仲間がいたからこそ、どんなにつらい時でも乗り越える事が出来たし、お互い切磋琢磨
しながら成長する事が出来ました。

師匠がいたからこそ、間違っている所を「間違っている！」と指摘していただけたし、正
しい方向に導いていただく事が出来ました。

僕が持っていたのは、素直さと行動力。コレだけです。

今では、毎月のように１００万円を稼いだり、読者数数万～数十万人という強豪ひしめく
七星セミナーアフィリエイトにて、わずか１０００人の読者で、第１２位の７３人を集
客。そして、わずか１週間で３５０万円もの利益をたたき出したりしています。

さらに、実際に収益を得るための作業は実質１日３～４時間程度。
時には、旅行しながら稼いだり

値段を気にせずおいしい食べ物をたくさん食べたり



もちろん個人でやっているので、誰に何を言われる事も無い。
嫌な上司や嫌いな先輩の言う事をヘーコラヘーコラ聞く必要なんて一切無いんです。
嫌な仕事はやらない。やりたい仕事だけをやる。

■時間的場所的自由
■仕事を選べる自由
■付き合う人を選べる自由
■経済的自由

これらを、アフィリエイトで手に入れました。

教え子からも自由人が続出

僕の教え子からも、今まで学んで来た僕の教えや考えを吸収する事により、月収１００万
円を超える人や、経済的自由を手にした人、海外と日本を行き来するような、場所的自由
人等が出て来ています。

また、月収数万円～１０万円以上の成功者であれば数えきれないほど排出してきました。

僕がアフィリエイターとして、そして指導者としてここまで成長できたのは、

仲間と師匠がいたからこそです。

師匠・教え子・仲間に囲まれ、本当に幸せな毎日を過ごしています。
ただ・・・・・・まだ、どこか満たされない部分があるんです。

「自分は確かに幸せになった。でも、本当に
コレだけでいいんだろうか・・・。」
世の中には、昔の僕のように『いくらアフィリエイトをしても稼げない』『仲間がいない
から一人で作業していてもつまらない・・・・』という状況に陥っている人がたくさんい
らっしゃいます。

色んな懇親会やセミナーで、そういった初心者さんの姿を見ては
「コレはなんとかできないかな・・・・」と考えていました。



本当に、もったいないと思うんです。
彼ら自身が悪い訳でもないし、ノウハウ自体が悪い訳でもない。

あなたが稼げていないのは、師匠と仲間がいないだけなんです。
師匠と仲間がいれば、今持っているノウハウを最大限活かし、そして一気に
飛躍する事が出来るのに・・・・。

だからこそ、そういった方にもっと稼いで欲しいから・・・・

僕があなたの師匠となり、そして僕らの仲間に入っていた
だきたいんです！

そのための環境を、あなたのために用意しました！それが今回のPRIDE学園トレンドクラ
スです！！！

この環境、そして2人の先生をしっかり活用して、がっつり稼いで下さいね！

⇒ PRIDE(プライド)・小澤竜太購入リンク

http://www.infotop.jp/click.php?aid=158464&iid=55237&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=158464&iid=55237&pfg=1

