
 

新世界アフィリエイト 
 

あなたはいつまでも毎日同じ作業を繰り返す 

「労働アフィリエイト」を続けたいのですか？ 

 

それとも、ほんの少しだけ頭を使って、 

例え寝てても毎月何百万円というお金が 

自動的に入ってくる仕組みを作りたいですか？ 

 

 

こんにちは、みんてぃあです。 

今回は、僕とだいぽんさんが始める新しいサービスについてのご案内です。 

 

僕とだいぽんさんは「ネットを使ってお金を稼ぐ」という事に関しては、 

この業界でもトップクラスの実力がある自信があります。 

 

 

例えば、僕の場合だと、情報ビジネスに本格的に参入したのが２０１１年の春で、 

そこから約１年でアフィリエイト月収４００万円超えを達成、 

更にアフィリエイト以外の収入も合わせたら月収１５００万円超えを達成しています。 

 

また、だいぽんさんは3年でトータル６０００万円を超えるアフィリエイト報酬を叩き出し、 

インフォトップ月間ランキング１位も獲得、この業界の頂点に君臨し続けてきました。 

 

稼いだ額は、ぶっちゃけどうでもいい 
 

ここで注目して欲しいのは、いくら稼いだか、ではなく、何をして稼いだか、です。 

 

 

正直、僕らは稼ごうと思えばいくらでも稼ぐ事はできます。 

 

 

僕らはこれまで、最先端のビジネスを学び続けてきました。 

はっきり言って、知識的にはアフィリエイトのレベルを遥かに超えているでしょう。 

 

 

なので、もっと派手なプロモーションをして人を集めて、 

ガンガン商品を売っていけば、収入自体はいくらでも増やす事はできるのです。 

 

しかし・・・ 



大事なのは、何もやらない事 
 

僕は普段ほとんど商品を売りません。 

僕のメルマガは１回１回が異常に長いのに、 

アフィリリンクの一切無いメルマガを送る事もしょっちゅうあるくらいです。 

 

だいぽんさんも、今やほとんど商品を紹介していません。 

ときどき好きな事を書いて発信してるだけです。 

 

何故ほとんど何も売らないのか？ 

 

簡単な事です。 

僕らは、単発で稼ぐ事にもはや興味が無いのです。 

 

例えば、 

・今から１カ月死ぬほど作業すれば１０００万円が貰える 

って言われても、僕らは全く興味を示しません。 

 

労働をして稼ぐお金なんて、どうでも良いのです。 

 

一方で、 

・今から１カ月そこそこ頑張って作業をしたら、それ以降毎月１００万円が自動で一生稼げる 

と言われれば、僕らは喜んでやるでしょう。 

 

この違いが、僕らと他のアフィリエイターの成長速度を分けつ決定的な要因なのです。 

 

 

 

人生で最も大切なもの 
 

あなたにとって人生で一番大事なものって何でしょうか？ 

 

家族？友人？恋人？ 

 

確かにそういったものが大事なのは当然でしょうが、 

ここでは一般論で話をすると、僕が最も価値が高いと考えているのは「時間」です。 

 

「今、この瞬間があなたの残り人生の中で一番若い」 

なんて言葉をよく自己啓発本なんかで見かけますが、 

 

人間にとって唯一有限なものが時間です。 

 

お金なんて稼ぎ方を学べばいくらでも稼げますが、 

人生における時間だけはどう頑張っても戻ってきません。 

 

 



僕らが目指すべき理想的な生き方 
 

僕もだいぽんさんも、 

「なるべく自由度を高めて生きていく方法」を模索し続けてきました。 

 

だから、僕らは法人化はしてもそれはあくまで節税の為で、 

社員を雇って会社を大きくしたりは一切しません。 

 

そんな事したって、社員皆を食わせていかないといけなくなったり、 

自分も毎日働かないといけなかったりと、 

色々としがらみが生まれてしまいます。 

 

例え年収１０億円稼いだって、 

一日中拘束され続けて時間が奪われたり、 

あるいはいつ会社が倒産して莫大な借金をかかえるか分からないリスクがあっては、 

意味が無いのです。 

 

それよりは、 

例え自分が一切何もせずとも、 

生きていくのに困らない収入が毎月自動で入ってくる、 

そんな状況を作って、自由に生きていく方が、よっぽど安心して暮らせるのです。 

 

 

 

しかし・・・ 
 

今、アフィリエイトを実践している多くの人は、いつまでも労働から解放されていません。 

本来、自由を求めてアフィリエイトを取り組んでいる筈が、 

■毎日記事を書かないと報酬が出ない 

■新商材が出る度に買ってレビューし続けないと報酬が出ない 

■新しい特典を作り続けないと売れない 

■そもそも特典を付けないと売れない 

■「再配布権利付商材は買わないといけない」と思い込んでいる 

■毎日コメント周りをして「応援ポチ」しないとアクセスが集まらない 

■ブログランキングで上位表示しておかないとアクセスが激減する 

■サテライトサイトを作り続けないとアクセスが来ないと思っている 

■メルマガを送らないと１円も報酬が発生しない 

■毎月はじめにインフォトップの報酬が０にリセットされる度に不安になる 

■新商材が発売されないと報酬が激減する 

■定期的に無料レポートスタンドに無料レポートを出さないと読者が集まらない 

■メルマガが宣伝メルマガしか書けない 

■コピぺだけで稼げると思っている 

■商材を購入してくれた人を稼がせる事ができない 

■有名な人と対談音声を撮らないと集客ができない 

などという悩みから未だに解放されていない人ばかりです。 



僕らはもはやパソコンを付けずとも、 

生きていくのに困る事はありません 
 

一方で、僕もだいぽんさんも、普段はメルマガを書く以外の作業は一切しないのですが、 

それすらもせずに、毎日何万円というお金が自動で発生し続けています。 

 

仮に、今から１カ月間、山に籠って一切パソコンを付けなかったとしても、 

最低でも月に１００万～200万円くらいはほぼ自動で稼いでいるでしょう。 

 

つまり、自動で集客し、自動で売れていく仕組みが、 

全て完成されているのです。 

 

また、稼ぐ為に必要な時間も非常に短いです。 

 

例えば僕の場合、1万円が欲しければツイッターで1回呟けばそれでほぼ確実に稼げるでしょう。 

つまり、僕にとって1万円稼ぐ為に必要な時間はわずか30秒程度なのです。 

 

また、数十万円程度なら、メール１通送ればほぼ確実に稼げます。 

だいたい、かかる時間は３０分程度だし、多い時はメール１通で何百万円と売れる事もあります。 

 

つまり、何もしなかったとしても、最低でも月１００万～２００万円程度の収入は保障されているし、 

週に１回、３０分程度あれば、収入は３００万、４００万と、いくらでも伸ばしていけるのです。 

 

 

 

アンタ達だからできるんじゃないの？ 
 

もしかしたらあなたはそう思われるかもしれません。 

 

しかし、実はこれは原理を学べば非常にシンプルな事で、 

誰でも真似できる事なのです。 

 

例えば、僕は自分のノウハウを今まで色んな人に伝えてきました。 

すると多くの人は、非常に短期間で、 

あっさりと月数十万円の安定報酬を稼ぐ事に成功しているのです。 

 

中には、月収１００万円を超える人も何人かいますし、 

たった３か月で月収５０万円を超える人は山の様にいます。 

 

しかも彼らは皆、驚く程作業量が少ないのです。 

まわりの多くの人が、毎日コメント周りをしたり、沢山記事を書いたり、 

ブログを量産したりと、血の滲む様な作業をしている中、 

たまにメールを送るだけで、いとも簡単に毎日何万円ものお金を発生させているのです。 

 



分かったから早く方法を教えてくれ！ 
 

きっと多くの人が気になっている事だと思います。 

 

右肩上がりにどんどん報酬を伸ばしていける人と、 

いつまで経ってもほとんど稼げない状態をさまよっている人の、 

一体何が違うのか？ 

 

僕らがやっている事は、実は非常にシンプルであるがゆえ、 

はたから見れば、何をやっているのか理解できない人もいるかもしれません。 

 

そこで今回、 

僕が実際に、毎月自動的に報酬を発生させている方法を、 

今、この場で解説したいと思います。 

 

みんてぃあの稼ぐ仕組み 

 

これが、僕の稼ぐ仕組み（の一例）を図で表したものです。 

 

稼げてない多くの人は、 

コメント周り、SEO、無料レポートスタンドなど、 

ライバルが多すぎる市場から一生懸命にアクセスを集めようとしています。 

 

一方で僕は、まるで滝のように人が沢山集まっているところから、 

少しだけすくって水（アクセス）を集めてくるのです。 

 

そして歯車の部分が、実際にキャッシュを生むための仕組みです。 

僕の場合、ブログやメルマガですね。 

 

ここにアクセスという水を大量に流す為に、 



ひしゃくと筒の様なものを作ります。 

ちょっとイメージが付きにくいかもしれませんので、 

もっと具体的な例を挙げましょう。 

 

 

 
 

 

まず、僕はツイッターのフォロワーが１つのアカウントで３万人を超えています。 

ここでは、多くのフォロワーさんと非常に仲良くなっているので、 

１回呟くだけで大量のアクセスを流す事ができます。 

また、呟かなくとも、プロフィールに URLを載せておけば、勝手にアクセスが流れてきます。 

 

 

 

 
 

 

アクセスはランディングページと呼ばれる、 

メルマガに登録させるページに流します。 

今では放っておいても、毎日２０人くらいは勝手にメルマガに登録してくれます。 

 

メルマガに登録してくれた人には、 

勝手に１通目、２通目、と、あらかじめ設定しておいたメールが自動で流れます。 

（これをステップメールと呼びます。） 
 



 

そして５通目くらいではじめのセールスがかかります。 

因みに、僕が最初に売っている教材は１カ月でこれくらい購入されています。 

 
 

 

こういった教材を、何個かステップメールに入れておけば、 

月１００万円を自動で稼ぐ事は全然可能であるという事は理解して頂けるのではないでしょうか。 

 

更に、新しい教材なら、1回流すだけでこれくらいの成約は出ます。 

以下の画像は、最近5万円で発売された教材の、1週間の販売本数です。 

 
 

2回メールを流しただけで、この教材だけでアフィリエイト報酬は200万円を超えました。 

 

稼ぐ為に必要な事はたった２つなのです 
 

長々と仕組みについて説明しましたが、 

本当の意味で自由にお金を稼ぎ続ける為に必要な事は、実はたった２つしかありません。 

それは、 

１．仕組み化された媒体を自由に作れる力 

２．情報発信力 

この２つを鍛える事で、 

好きな時に、好きな場所で、好きなだけお金を生みだす事が出来るのです。 

そしてそれは例え自分が全く手を加えずとも、 

自動的にお金を発生し続ける自動販売装置を自由に作る事ができるのです。 

 

また、情報発信力とは、 

単にコピーライティングを学んでセールスをする力を鍛えるというだけではありません。 

 

確かに、セールス力があれば何だって売れますが、 

それだと一生色んな物を売り続けないといけません。 

 

そうではなく、もっと根本的に、 

どうやったら価値を提供し、皆に感謝されるのか 

という事が理解できていれば、別にセールス力なんて無くとも、売れるのです。 

 

感謝されているわけですから、 

そもそも向こうがお金を払いたくて仕方がない状態が作れるわけです。 

何かを売れば、飛ぶ様に売れていくのは当然の事です。 



特典なんて付けなくていいんです 
 

よく、情報商材は特典を付けないと売れないと思っている人がいるようですが、 

極論ですが、特典なんて付けずとも売れる様にならなくてはいけないのです。 

 

僕は特典を付けずに流しても大量に売る事が出来るし、 

そもそも自分が売っていない商品でも、 

「○○という商材を買いたいので、アフィリリンク下さい！」 

というメールがしょっちゅう来ます。 

 

特典とか関係無いのです。 

普段、価値ある情報を提供しているのですから、 

そのお礼として買ってくれる。 

 

これが本来あるべき形だし、 

そもそも特典を付けないと何も売れない人は、 

残念ながら本人に価値が無いという事になってしまいます。 

 

だから、 

「特典を大量に付けないと売れない」 

と思っているのは非常に危険な状態です。 

 

常に新しい特典を仕入れていかないといけないわけですし、 

他と比べて価値の無い特典だと判断された瞬間に、 

売り上げは一瞬で無くなってしまいます。 

 

そして、もし特典を沢山仕入れて売っているなら、 

それは別にあなたがいなくなっても、他の人から買えば済む話です。 

そんな状態に身を置いている以上、 

常にいつ報酬が無くなるか分からない不安から逃れられません。 

 

情報ビジネス業界は、昔と何ら変わらない 
 

情報ビジネスははじまってまだ間もないですが、 

昔も今も全然変わっていません。 

 

未だに 

「頭を使わずに稼ごう」 

「コピペさえできたら稼げます」 

「６０歳のおじいちゃんでも簡単にできる」 

「小学５年生でもできる」 

「あなたに必要なのはクリックする能力だけ」 

「文章力なんて必要ありません」 

「誰でも確実に稼げる」 

などというキャッチフレーズに踊らされ続けているのです。 



そんなノウハウは昔からずーっとあるのです。 

 

手を変え品を変え、何年にも渡って出続けて、 

その度に大量に売れていくのです。 

 

はたして、コピペで稼ぎ続けている人が日本に何人いるのでしょう？ 

頭を使わずにずっと稼ぎ続けている人が何人いるのでしょう？ 

 

確かに、一時だけ頭を使わずに稼げる様な、 

社会のひずみをついたようなノウハウが本当にあるのかもしれません。 

 

でも、残念ながら、ひずみなんてものは無くなるのです。 

海にでっかい穴があいたらすぐに水が大量に入ってくるのと同じです。 

 

 

なのに、 

「ついに出た！」 

「今までにない最新のノウハウです！」 

「今度こそ本物です！」 

などと煽られると、すぐに飛びついてしまう。 

 

そしてまた、新しいノウハウが出たら飛びつき、 

それが使えなくなったらまた新しいノウハウに・・・ 

 

と、ずっと繰り返さなくてはいけません。 

こうして色んな人に搾取され続け、ノウハウコレクターを永遠と続けるのです。 

 

 

せまいパイの奪い合い 
 

今、情報ビジネスをやっている人の多くは、 

せまいパイの奪い合いをいつまでも続けています。 

 

プロダクトローンチなどとうたって、 

無料オファーを繰り返し、リストをころころと転がし合い、 

新しくこの業界に入ってきた情報弱者から常にお金を搾取し続ける。 

 

参加者は、いくらお金を払っても何も本質は学べない。 

ビジネスの楽しさは知れない。 

本当にこれでいいのでしょうか？ 

 

これは何も、プレナーに限った事ではありません。 

多くのアフィリエイターは、一生懸命同じところから集客しようとしています。 

 

無料レポートスタンドにガンガン無料レポートが乱立しているのを見れて分かりますが、 

アフィリエイター同士が、一生懸命売り合っている状態ですね。 

あるいは、毎日コメント周りなどをして、一生懸命アクセスを集めたり。 



 

とある漫画で、こんなセリフがありました。 

「俺たちが知ってる「この世界」は、とてつもなく大きな世界のほんの一部にすぎない」 

まさにこれを、声を大にして言いたいのです。 

 

何故、皆、情報ビジネスの世界だけしか見えていないのか。 

インターネットの世界は、無限に広がっているのに。 

 

もし今のまま、皆が狭いパイの奪い合いを続けたら、 

この業界はどんどん枯れ果てていき、 

ついには今稼げている多くの人が、稼げない状態になってしまいます。 

 

 

 

プラモデル型ノウハウなんて存在しません 
 

多くの人は「稼ぐ仕組み」というものを、プラモデルだと思っている様です。 

説明書が与えられ、その通り作れば、皆同じものができる。 

 

「言われた通りにやれば必ず稼げる仕組み」 

 

確かにこんなものがあったら、 

きっと売る方も、買う方も、全員が幸せになれるでしょう。 

 

でも、残念ながらこんなものは存在しません。 

皆が一斉に同じサイトを作って、同じメルマガ書きだしたら、 

気持ち悪いでしょう。 

 

まるで、 

「街中が全部マクドナルド」 

みたいな状態です。 

 

そんな状態だから、いつまでも「情報ビジネスは怪しい」と言われ続けるのです。 

 

 

 

僕達が教えたいのは、もっと本質的な事 
 

今回、「新世界アフィリエイト」とタイトルを付けましたが、 

別に「今までに無い全く新しいノウハウ」とかそんな事を教えるつもりはありません。 

 

寧ろ、ある意味「原点回帰」と言ってもいいかもしれません。 

 

でも、何故か誰も言っていないので、 

人によっては「新しいノウハウ」に見えてしまうかもしれませんが、 

それは現在の環境があまりに酷い為であると言わざるを得ません。 



 

僕もだいぽんさんも、何ら複雑な事はしておらず、 

ビジネスの根本的な部分を学び、 

昔からずっと行われている事を忠実に実行しているだけです。 

 

勿論、時々テクニックも使ったりしますが、 

そんなものはスパイスに過ぎないのです。 

あくまでベースはシンプルな事を淡々をこなしていて、 

その結果、（ほぼ）不労所得を得る事に成功しているのです。 

 

不労所得とは、本当の意味で「稼ぐ仕組み」を作った先に、はじめて得られるものなのです。 

いつまでもコピペで稼ぐ事を考えるより、 

さっさと仕組みを作ってしまって、寝てても稼げる状態にしてしまった方が楽なのに。 

 

 

 

これから１人１人がすべき事 
 

これから僕達が稼いでいく為には、 

１人１人が独自の価値を提供しつつ、 

更には１人１人が外の世界から人を呼んで来るという事が必要です。 

 

街全体が、独自のお店を開いて活気付けば、 

自然と外から人は集まって来ますし、 

いつしか情報ビジネスが世の中で認められる日も来るかもしれません。 

 

アフィリエイトって単に稼げてそれで「やったー」で終わりじゃないでしょう。 

もっと情報発信を楽しんでほしいのです。 

 

自分が好きな時に好きな事発信して、好きなだけお金が稼げる。 

そして、例え寝てても勝手に稼げる！ 

 

そんな自由な人生を歩んで欲しい。 

 

しかし、それには、ある程度の道筋が無いと難しいと思います。 

そして現状、それを十分に示せているものが無いと感じたのです。 

 

 

 

無けりゃ自分で作ってしまえ！ 
 

量産したり、意味の無いコピペ作業を繰り返したり、 

一時しか使えないテクニックを一生懸命学んだり、 

そんな事を続けるのってしんどいし、モチベーションが続きません。 

 

一生そんな事を続けて稼いでいけると信じているのが、 



いかに危険かという事を、そろそろ認識しないといけません。 

 

もっと、ビジネスの本質をイチから学び、 

多くの人に価値を提供し、感謝されつつ、 

自動的に、指数関数的に、収入を増やしていき、 

稼げて当たり前な状態にする。 

 

例え今ある媒体を全て失ったとしても、 

「脳ミソ」が残ってさえいればいつでも復活する事ができる。 

これが最も安定で、最終的に最も自由になれるのです。 

 

今回、僕とだいぽんさんで、 

あなたが真の自由を手に入れる為の講座を提供しようと思います。 

 

新世界アフィリエイトの内容 
 

今回、僕とだいぽんさんで、会員制の本格ビジネス講座を開こうと思います。 

「ビジネス講座」とか書くと、ちょっと身構えてしまうかもしれませんが、 

本当に基礎の基礎から教えていきますのでご安心下さい。 

 

講座に参加された方には、 

会員限定メルマガ、PDF、動画、音声と、あらゆるコンテンツを作って、 

随時提供していきます。 

 

ブログ、メルマガの作り方、SEO、PPC等のアフィリエイトの基礎的な事項をはじめ、 

ビジネスの基礎知識（マーケティング、コピーライティング、ブランディング etc..）について、 

徹底的に解説します。 

 

また、そしてビジネスをやる上で重要な概念、例えば、 

・戦略と戦術 

・フロントエンドとバックエンド 

・ターゲティングとポジショニング 

・ファネル理論 

・プロダクトローンチ 

・資産と仕組み化 

・ストーリーテリング 

などの、通常であれば何百冊と読まなければ理解できない事柄を、 

全て解説していきます。 

 

更に、月収1000万円以上を目指すレベルの方も対象に、 

発展的なアフィリエイト戦略もどんどん発信していきます。 

 

また、今回の講座は３つの大きな特徴があります。 

 

 



１．今回の講座は、終わりません。 
今回の講座は、永遠に続きます。 

かと言って、月額課金とかにはしません。 

1回払えばそれで永久に会員になる事ができます。 

 

勿論、コンテンツを渡す頻度とかは落ちたりはするかもしれませんが、 

基本的にはずっと続けていくつもりでやっていく予定です。 

そして、コンテンツは随時、追加・修正されていきます。 

 

よくある高額塾とかは、何十万という高いお金を払って、数か月で終了。 

そして結局稼げずに終わってしまう…なんて事がままあります。 

 

そういった形にするのが、もっとも利益が最大化できる事を知っていますが、 

今回はあえて、無期限で続くという形を取りたいと思います。 

 

 

２．今回の講座、参加型講座です。 

今回の講座は、単に僕達が一方的にコンテンツを渡すだけでなく、 

全員で一緒にコンテンツを作っていくという事を考えています。 

 

勿論、基本コンテンツはもう既にできあがっているので、 

そちらを随時配っていきますが、 

やはりそれだけだと面白味にかけると感じたので、 

今回の講座では、会員になってくれた人達に、 

積極的に参加してもらおうと考えています。 

（勿論、参加は自由です。） 
 

これは、稼げてるかどうかに限らず、色々と参加できる形式を取る予定です。 

 

例えば、既に稼げている人をお呼びして、 

僕とだいぽんさんで、なぜ成功したのかを分析してみたり、 

 

あるいは、まだ稼げてない人をお呼びして、 

２人でこれからどうすれば稼いでいけるのかをアドバイスし合う事で、 

稼げる様になるまでを追っていったり、 

こういった企画を随時やっていこうと思います。 

 

稼げている人、稼げていない人、それぞれに理由があります。 

成功者がなぜ成功しているのかを分析していく事で、 

ある特定の「成功パターン」というものが見えてくるのです。 

 

また、オンラインだけでなく、 

会員全員が参加できるセミナーや懇親会をしたり、皆で旅行に行ったり等、 

要望に応じて、色んな楽しい企画ができたらと考えています。 

 

 



びっくりするくらい安い価格 
 

僕らは特に煽って売る気も無いので、 

「本当は２０万円だけど今ならたったの～」みたいな、 

そういった事は一切書きません。 

 

値段は１２０００円です。 

 

先ほど書いた通り、月額とかでもなく、 

一度払えば永久無料で全てのサービスが受け取れます。 

つまり、例えば１年間受講すれば、月額１０００円という事になります。 

 

僕達はセミナー、教材、書籍などに、累計１００万円以上を使って知識を吸収し、 

多くの人にアフィリエイトを教え、これまで数多くの成功者を排出してきました。 

 

 

その上で、 

「あまりに安すぎる」 

と思う価格で提供しているつもりです。 

 

ただし、 

「参加した人全員が、言われた通りの事をそのままやれば必ず稼げる」 

とか、そういった事は約束できないし、 

未だにそういったものを求めている場合は、今回の講座は全くもって価値が無いでしょう。 

 

 

 

そもそも売ろうと思ってレター書いてません 
 

よくセールスレターって、一生懸命煽って、魅力的に見せて、 

様々な演出を入れて、なんとしてでも売ろうとしてきますが、 

今回のレターは別に大量に売ろうなんてもくろみは無いし、 

これで稼いでやろうなんて気もさらさらありません。 

 

大量に売りたかったら、 

「頭使わずに稼がせます！！」 

って言ったり、あるいはそういった匂いを漂わせるのが一番です。 

 

でもそんな事書いて人集めても、ロクな人集まんないし、 

僕らはそんな人と付き合いたくないし、そもそもやってて楽しくありません。 

 

それより、 

１人１人が価値を提供し、面白い情報を自由に発信していき、 

その上で仕組み化して自由に稼いでいける人間を僕達は育てていきたい。 

 

そういった思いから今回のプロジェクトがはじまりました。 



 

だからこそ、有り得ないコンテンツを、有り得ない値段で売ります。 

それでいて、その辺のよく分かんない高額塾に入るくらいなら、 

はるかに価値の高いものにします。 

 

 

 

こんな事しなくても稼げるんです 
 

別に僕らはこんな事しなくても、生きていくのに困る事なんてもはやありません。 

 

僕は毎月ほとんど自動で何百万円も報酬が発生するし、 

今ではアフィリエイト以外の事業にもどんどん手を出しています。 

勿論、全て仕組み化するつもりです。 

 

また、だいぽんさんにいたっては、 

年商数億の企業のコンサルも手掛けているそうです。 

 

ネットビジネスの知識がきちんとあれば、 

一般企業のコンサルなんて容易いものです。 

 

ネット展開ができていない企業をコンサルするだけで、 

恐らくアフィリエイトなんかとは比べ物にならないくらいの利益が出る事でしょう。 

うまくいけば数千万円レベル。 

 

それを何社か見つければ、簡単に億を超える利益が出せるわけです。 

 

だから、この企画で稼いでやろうとか微塵も思っていません。 

それより、僕らも情報発信を楽しんでいきたいと素直に思ってはじめたものです。 

 

単に利益だけ考えたら、 

派手なプロモーションで大量に人集めて、 

月額課金制にして、 

バックエンドも大量に用意して、 

ってやっていけば、いくらでも利益は膨らましていけます。 

 

こんな儲からないプロジェクトをやって稼ごうとする程、 

僕らもバカではありません。 

 

でも、はじめに書いた通り、 

僕らは単発で稼ぐ事に全くと言っていい程興味がないのです。 

それなら、「稼ぐ仕組み」を強化していった方がよっぽど将来の為であるという事を、 

僕もだいぽんさんも理解しているのです。 

 

だから、このセールスレターも、そもそも沢山人を集めようと思って書いていません。 

「本当に値段の価値あるのかな？」とか思っているなら、 

申し込まなくていいです。 



 

「このサービスに申し込んだらみんてぃあとだいぽんが責任を持って俺を稼がせてくれるぞ！」 

とか思っている場合は間違っても申し込まないで下さい。 

 

また、申し訳ないですが、いかなる理由があろうと、返金はしません。 

「これを買ったら元が取れるくらい稼げるのだろうか？」 

とか思っている時点で、そもそも根本的に僕らとは相入れないと考えた方が良いです。 

 

自由を目指す人間の思考ではありません。 

 

逆に、 

「このサービスを待っていたんだ！」 

と思って下さるなら、是非来て欲しいと思っています。 

 

期待はしてもらって構いません。 

最高のコンテンツを提供していきたいと思います。 

 

 

パートナーからのメッセージ 
 

こんにちは、だいぽんです。 

今回みんてぃあさんと一緒にサービスをやらせていただきます。 

 

一応、これまで6000万円以上のアフィリエイト報酬を獲得してきました。 

アフィリエイトで稼ぐために必要なことはひと通り理解しているつもりです。 

 

他のアフィリエイターたちを見ていて、僕は常々不思議に思っていたことがあります。 

 

それは、「仕組を作る」という意識を持っている人が本当に少ないということ。 

 

誰も彼も、その場限りのアクセスや、その場限りの収益を得るために必死になっています。 

もちろんそれでもある程度稼ぐことはできます。 

 

しかしその場合、自分が作業をやめたら途端に収入が激減してしまいますから、 

永久に自分が働き続ける必要があります。 

それこそ一生分のお金を稼いでしまわない限り、自由などやってきません。 

 

「彼らは一生アフィリエイトの作業をするのかな？」と思うこともしばしばです。 

 

 

僕の目標は、時間やお金にとらわれない自由な生活を送ることです。 

なので早い段階から、自動的に収入が発生するシステムを作ることに意識を傾けてきました。 

 

仕組がある程度形になった今、ほとんど働かなくても僕はお金に困ることはありません。 

遊んでいても他のたいていのアフィリエイターたちより大きな金額を稼げます。 

 

 



永久にアフィリエイトの作業をするより、こういう仕組を一度作ってしまって、 

夢や趣味や家族のためにたっぷりと時間を使ったほうが 

人生楽しいと思うのですが、いかがでしょう。 

 

 

もちろん、一生をアフィリエイトに費やしてもいいというくらいアフィリエイトが好きなら、 

無理に僕たちのサービスに申し込んでいただく必要はありません。 

死ぬまでパソコンの前でアフィリエイトをするのもひとつの生き方でしょう。 

 

そうじゃなくて、 

 

「収入を自動化して、たっぷりの自由時間を手に入れたい」 

「アフィリエイトよりも他にもっとやりたいことがある」 

「寝ていても稼げるシステムを本気で作りたい」 
 

そんな希望があるのであれば、ぜひこのサービスに申し込んでください。 

自動で莫大なお金を稼ぐ新しいアフィリエイトの世界へご案内します。 

 

 

もっとビジネスを楽しんで欲しい 
 

今のインフォ業界を見ていると、なんだか悲痛なさけびが伝わってきます。 

 

「なんで稼げないんだろう」 

「作業がつらい」 

「モチベーションが上がらない」 

「やっててつまんない」 

「なんだか怪しい業界」 
 

僕らは、こういった状況が非常に悔しいのです。 

インターネットビジネスというものは、 

ビジネスの中では最先端をいっているものです。 

 

当然、ここで学んだスキルというものは、 

アフィリエイトに限らず、あらゆるビジネスに通じるものがあります。 

 

なのに、本当のビジネスを教えてくれる人なんてほとんどいません。 

多くの人は、何もしらない初心者に、 

甘い言葉を投げかけて、思考停止状態で稼げるとうたって、 

搾取していくばかりです。 

 

こんな状況だと、 

若くしてビジネスをやろうと熱意を燃やして参入する新しい芽が、 

次々と潰されていってしまいます。 

 

情報弱者って、別に悪い事でもなんでもありません。 



ただ、知らないだけなのです。 

 

「稼ぐ」って何なのか？ 

 

稼ぐ事の楽しさを、教えていきたいと思います。 

 

一緒に、この業界を盛り上げていきましょう。 

そしていつか、自由になって、皆で祝賀会でも開きましょう。 

 

それでは、ご参加お待ちしています。 

 

 

 

 

先行募集終了しました。 

一般販売をお待ち下さい。 
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