
 

◆特典１．地雷屋チーム「挫折しないぜ連合」参加権 

＋メール＆スカイプサポート権 
 第一は、サポート件です。なぜこれを一番に持ってきたか？ 

     はっきりいいます。新世界アフィリエイトをサポートなしで買うのは、非常に危険だからです。 

 この仕組み化はレビューでも言いましたが完成するまで長いし大変です。 

 

 だいぽんさんもみんてぃあさんも、かなり長い期間、色々検証したり、こまめに追加したり変更したりして 

 今のところまできました。一朝一夕に完成するもんではないです。 

 

 仕組み化を完成させてる人は、だいぽんさんとみんてぃあさん以外に、ほとんどいません。 

 それはつまり、その重大さを理解してる人が少数だから……というのもあるけど、 

 「片手間では完成しないから」というのもあります。 

  

 なので、サポートない場合、買ってみたはいいが、労力と要求される LV の高さの前に撃沈。 

 よくわからないので、結局だいぽんさんやみんてぃあさんのを丸パクリ。 

 そして、売れない……なんてなりかねないです。 

 

 なので、僕が支援します。僕は、「モチベーション管理も教える側の仕事」と思ってますので。 

 いや、これは本当ですよ。何かを教えるときに、伝わらないなら、教える側が 100％悪いんです。譲っても 99％ぐらいですかね。 

 貴方が理解できない時、僕は貴方のせいにしません。貴方は僕のせいにしていいです。 

 何をやればいいか迷うなら、１つだけに絞ります。「具体的にどうすればいい」という LV まで落とします。 

  

 出来ないことを出来るようにする、というのが、教えると断言した側の責任であり、仕事です。 

 相手のせいにするぐらいなら、最初からお客として取らなきゃいいのです。あんたは買うなってね。 

 それか、金ごと突っ返すことです。教わる側のせいにしすぎです。この業界は。 



 ま……最悪の場合、販売者のお二人になんでも聞きに行きますのでね。 

 実は、対談音声とってくれるという言質もこっそりありますしね。 

 販売と同時にそれやると、不公平になってしまうので、他の人の手前、おおっぴらにはやりませんが……。 

ちょっと祭りが落ち着いたらやってこようかと思います。 

 

 あーあとですね、チームというのも勿論意味がありますよ。 やっぱり、この業界、なんだかんだで「人脈」は馬鹿にできないです。 

 やっぱり、家で一人じっと作業してると、気が滅入ってきますんでね。どうしても。 

 また、些細な事でよく壁にぶつかります。 

 でも、そんな時も、チームとか、横の繋がりがあると、本当に救われやすいですね。モチベ下がりにくいです。 

  

 ↓みたいな感じで、最近作ったばかりですが、中々盛り上がってます。情報交換……というか僕が垂れ流しまくってます。 

 
  



  ↑という感じで、通話してたりするので、是非購入したら参加して欲しいですね。 

 

 それに、横の繋がりだけじゃなくて。 

 単純に、こっちの形式のほうが「僕が情報を渡しやすい」というのがあります。 

 

 ある情報を入手した。一言で言えば終わるけど、大事な情報だ。 

 でも、そんなの毎回メールで流してられないですよね？スパムになっちゃいますんで。 

 なので、こういう場を作りました。 

 

 表には出せない情報を垂れ流しまくってるし、このところの会話で、 

 じゃあ読者さんの要望のコンテンツつくろーとかいう流れもよくあるんで。 

 双方にとって得、だということです。 

 

 これが第一の特典、チーム参加権＆メールスカイプサポート権利、です。 

 

 是非一緒に仕組み化を構築していきましょー。 

 

 

※ いや実際アドバイスしますが、他人から買うとしても、最低でもサポートはついてる人を 

選ぶことをオススメします。本気で。 

     見た目の豪華特典に釣られて巨大プレナーさんから買っても、多分使いこなせないですよ 

 

 勿論、人脈を期待して入ってもらっても結構です。 

 

 人は凄く「些細なこと」「下らない事」「小さいミス」でコケます。それが致命傷になります。 

 絶対に軽視しないで下さい。 

  

 僕を頼ってくださいね。忘れないでください。 

 モチベ管理も教える側の仕事であり、そして、理解できないなら伝える側に 100 の責任があると。 

 少なくとも、僕はそれを信条としてることを。 

 



◆特典２．「どんなにカリスマ性がなくても成功できる、身近ライティング術」 
  

 「これなかったら、挫折してます」という意見を頂きました……。 

何が？この音声を聞いてみてください（2 分ほどです）→http://ziraiya01.com/up/minisouko/ziraiya_hanawa_nukidasi.mp3 

 

 新世界アフィリエイトが指し示す路線の中に「ブランディング論」があります。 

 まあ簡単にいうと自分のキャラ付けですね。 

 

 しかし、新世界アフィリエイトの示す路線は、僕が「すごい人」ブランディングと呼んでるものです。 

 または、アイドル路線と言い換えてもいい。 

 でもはっきりいって、この路線は危険性もはらみます。理由はシンプル。「凄くない人」が大半だから。 

 その場合はどうする？凄くみせかける？演技を続ける？大抵の場合、そうしてしまうんですよね。 

 

 実際に凄くなれればまあ一番いいんですが、現実というのは厳しいわけで。 

 

 「凄い人」路線でいって、コケたらどーする……？ 

 そもそも、凄い人として読者さんに接するのに、性格的に無理がある人は……？ 

 絶対にいますよね！？ 

 

 

 

 それに、新世界は戦略的な話も多いしね。じゃあ「実際どういうふうに書いてけばいいの？」という。 

 超現場的なライティングのお話です。購入してくれたら、絶対に目を通して下さいね。本当に大事なんでこれ。 

 

 ブランディングは「すごい人路線」だけじゃないんです。 

 無理矢理その路線に行くと、コケたら消えます……悲しいことに。 

 僕はそういう人、何人も見てきました。身の丈を超えた演技ほど、自分を苦しめるものはないです。 

 

 貴方には、そうなってほしくないと思います。 



◆特典３．「癒し系。超！挫折回復法セミナー」 
 

 僕は貴方に言いたい。こんなことはないですか？ 

 

 「スムーズに成功していく他人をながめて、自分に稼ぐ才能はないと、気後れしていませんか？」 

 「やらなきゃと思いつつもやれなくて、それが原因でまたやる気なくしてませんか？」 

 「上手く行きかけたところで頑張れなくて、根性がないなと、嫌になっていませんか？」 

 「周りの、スピードだせ！頑張れ！投資しろ！動け！ラストチャンスだぞ！という声に、もう疲れてきていませんか？」 

 「やる気ないとか失敗したのを周りに知られたくなくて、表の露出が思い切り減ったりしていきていませんか？」 

 「自分を凄く、凄く、凄くみせよう、そんな路線に無理を感じていませんか？」 

 「もう逆転のチャンスはないと、恐怖を感じたりしていませんか？」 

 

 凄くわかります。あえて言いたい……何でもかんでも追い詰めすぎなんだよこの業界。 
 

 さて、ご存知の方は知ってるかもしれませんが、僕は一度、ブログを半年間放置して、失踪したことがあります。 

 成果が全然でないころとか、そんなんではないですよ？むしろ５万とかでて、伸びざかりの頃です。 

 全くほめられたものではないですが……ｗ 

 

 普通の人なら、そこで諦めたかもしれないです。 

でも、僕は元々６年ニートしていて、そこから復活した経験があったので。 

その時も、その経験をいかして、戻ってきて……結局、今ここにいます。 

 

 なにが言いたいか？ 

 

 そうですね……。そんな人間でも、成功できるって言いたいのです。 

 

 

 

 



  

 「失敗」をどう捕らえてますか？ 

 「実績」が落ちるともう絶望的ですか？ 

 「売れない」ことがあると、死にたくなりませんか？ 

 「ダメ人間」であることに嫌気がさしますか？もう、成功できない気がしてますか？ 

 

 僕は言いたい。誰だ？そんな下らないことを事実っぽく言ってる奴は。 

 

 あのですね。人生ってのは、ですね。長いのですよ。商売の道もね。 

 何度失敗しようとも、立ち直れます。僕がしたいのは、お説教でもなければ、精神論でもない。そんなものに価値はない。 

僕は頑張れ、で頑張れたら人間苦労しないというのをよーく知ってます。 

 

 やる気なんかで人の価値は決まらない。そんなものはどうってこと無い問題なんだってのを。 

 僕はニート時代から含めて、やる気を回復させる「技術」を２００記事以上は書いてます。 

 おそらく、僕以外で「失敗する人間の目線」でこれだけ語れる人は、いないでしょうｗ 自分で言うのもなんですがｗ 

  

 僕はあやふやなマインド論は好みません。「明日から使えない話」は好きじゃないので。 

 だから、徹底的に現場的な話をします。後々響く、という話はしません。 

 「明日から仕える現実的なマインド論」を、お届けしましょう。 

 

 なお、スカイプセミナー形式でお話します。 

 

 開催は週末を予定しています。直接参加は、先行２０名まで！ 

 その方には、リアルタイムで質問にもお答えするし、細かいことも色々しゃべっちゃいますね。 

 後の方は、そのセミナーの、レジュメと、音声の配布になります。 

 

 それまでは、配布はされません！一週間後をまってね。 

 

 



◆特典４．新世界アフィリエイトの音声１～７通目の目次。 
 

 教材は、何回も聞き返してこそ意味がある……。 そう思いませんか？ 

 僕はそう思います。ボリューム多すぎる教材は「読者が一回で全部覚えると思ってんの？」とマイナス査定するぐらいですので。 

 

 それに、長い音声ってかったるいですよね。ぶっちゃけ。 

 ですので、僕は基本的に、音声には目次を作って渡しています。 

  ※僕のコメントつきで。どの情報が重要。重要でないなどと解説つきです。 

  

 まあ、これがあるから買うって人はいないでしょうが……。 買った人には凄く役立つはずなんで、是非読み返したい際にはご活用くださいね。 

 

 あと、こういう「教材補足特典」は今後も、教材を見て必要だと思ったら追加していきます。もしくはチームで要請してくださいｗ 

 

 

◆特典５．「読者１００人で１８万売り上げた記事の書き方レポート」 
 

 レポートでもいいましたが、全てはライティングあってこそです。 

 それがない場合。 

 

 「簡単に集客できるはずの場所で、全然集客できない；」 

 「がんばって仕組み作ったのに、全く反応がない」 

 「というか自動化以前に手動で稼げない」 

 

 なんてなりかねないんでね。そのためのレポートをお渡しします！ 

 ライティングは一生モンなんで。 勉強すればするほど、人生で得します！ 

 副業に限らず、会社でも家でもガンガン働きますんで。 

 

 是非よんでいってねー。 

 



◆特典６．みんてぃあさんが語る「DRM×SNS 攻略セミナー」 
 

実は、みんてぃあさん以前でも、ツイッター攻略に乗り出した人はたっくさんいました。 

でもみんな撃沈していきましたｗ  スパムを垂れ流すみたいな感じになってね。 

 

 なぜみんてぃあさんが、その中で成功できたのか？ 

 なぜ、みんてぃあさんは、ツイッターで一回つぶやくだけで３万円とかになるのか？ 

 なんで、ツイッターにそんな濃い読者がいるの？ 

 その手法を、１時間以上に渡り、レジュメ PDF＋音声で解説したセミナーです。 

 地雷屋もリアルで参加してましたｗ 

 

 新世界はこれと非常に相性がいいというか、これは元々組み込んでいいんじゃないか？と思える内容です。 

 ぶっちゃけこれ、みんてぃあさんに５万円以上支払った人でないと聞けないセミナーだったしね。 

  

 中身は……いやーすげーなって感じです。まあちょっと高度だけどね。 

 

 これ、DRM ってのは、ダイレクトレスポンスマーケティング……。 

 つまりはメルマガみたいなので稼ぐ手法の事です。 

 手紙ができた頃に、発明された稼ぐ手法です。今でも超現役ですね。個人で爆発的に稼ぐにはこれに限ります。 

 

 そして、SNS ってのはソーシャルネットワークサービス。ツイッターやミクシィ、フェイスブックなど、人が集まるサービスのこと。 

 アメンバーとかもこれにあたりますかね。 最近出てきた手法です。 

  

 みんてぃあさんがツイッターで爆発的に稼ぐのは、この両者を「組み合わせたからだ」というね。 

 彼曰く、この手法は、恐ろしく爆発力を秘めてるそうです。まあ、だろうね。片方だけでも凄いもんね。 

 

いやーこれ、滅茶苦茶 LV 高い話ですよ。まあ大抵の人は聞いてもすぐ実行できないでしょうが。実行できたら爆発します。 

 たかがアフィ教材……とか思ってる人は、死ぬほどビビるんじゃないかな。僕は会社にいてもここまでの話聞いた事無いです。 

 レジュメ＋音声というのも優しいしね。  普通に入手するとばか高いので、是非受け取って下さい。 

 



◆特典７．EFFICIENT アフィ、クリックスコープ２などの再配布特典。 
 

 共通特典ですね。あとはマーケティングインサイダーや、キラーテンプレート２などもお渡ししてます。 

 まあ持って行って下さい。全部たして４万円ぐらいなり。 

 特に。EFFICIENT アフィとクリックスコープ。本気で使いましょう。マジで優秀な商品です。 

 

 

◆特典？．その他もろもろ  

 

 時期に応じて追加を考えてますｗ まあ、地雷屋式ステップメール攻略法……みたいなのはやるでしょうね。 

 僕もまだ走りだしたばかりなんで、今すぐには渡せませんけど。絶対にお渡ししていきます。 

 これで全部ではなく、新世界アフィリエイトの宣言同様、どんどん特典追加していきますんで。是非期待してくださいね。 

 

…………。 

 

さて、いかがでしたか？ 

 

あらためていいますけど、新世界アフィリエイトは、戦略的、根本的な話が多いです（後々直接的な話も増やすそうですが、あくまで今は）。 

ですが、僕のスタイルは「現場重視」です。戦略も確かに超大事なんだけど……。 

「具体的にどうするの？」「実際どうすんの？」そこをクリアしてはじめて意味があると思ってます。 

 

また、高 LV です。そこにいくまでに挫折する可能性も低くないです。 

なので、そこを、フォローする特典を準備しました。 

はっきりいって、新世界を全然よまなくてもなんとかなる……ぐらいに。 

 

……とはいえ、なやんでる人もいると思います。 

大丈夫か？と。 

 

その気持ち、分かります。とゆーわけで、最後の保証を用意しました。 



◆特典８．完全返金保証（5/21 までの購入者のみ。以後は半額返金） 

 

 まあ、当然……っておもってますけどね。 

 そもそも、相手にあわないのを紹介するこっちが悪いんで。 

 

 ああ、返金保証は別に条件ありません。「１か月後以降、１年以内」それだけです。 

 というか、返金保証なんて「ほぼ無条件」以外は返金保証といいません。 

 

 特に実行してないけど……とかでもいいです。値段分ないと思ったらご自由に。 

 実行させる気にできるかどうか、も含めて教材なんでね。 

流石に、最初からタダ見のつもりで買うのはやめて欲しいですけどね（笑 

あと、役にたったけどリアルでお金ピンチだから、返金とかね。いや、返金保証はそのためにつけたんじゃないから； 

 いないと信じてるので、こーゆーことをします。 

 「合わない教材に金つかって、いい教材に使うお金がなくなった」とか。そういうのの保証のためにつけると思ってね。 

  

 別に返したからといって、地雷屋との関係が悪くなることも無いです。それは保証します。 

 合わない人に売った地雷屋が悪いんで。むしろスイマセン的な。僕のファンだろうが大丈夫。存分に利用してください。 

 機嫌悪くしたり、怒ったりとか絶っ対しないんで安心を。むしろ、僕が謝りましょう。売ってすいませんと。 

  

 まあ後学のために、買った時の心境と、今の返金理由ぐらいは聞きたいかな？ 

  

・ 「１か月後以降、１年以内」 

・ 「理由説明（どんな理由でも気にしません）」 

 

 この２つを条件に、依頼後１週間以内に銀行とかで返金します。 

 一ヶ月後ってつけてるのはなぜか？いや、だってステップメール教材じゃん。だからです。 

 いやあ、いうて 16800 円は高いですからね。マジで。 

 

 「ローリスクハイリターンを繰り返す」それが僕の成功哲学です。 

 



いかがですか？ 

 

これで、多少は気が楽になったんじゃないかと思います。本当に返金しますのでご安心を。 

 

もう、情報は出しつくしました。貴方は、既に判断できるはずです。 

僕のもみていいし。もしくは聞いていい。不安に思ったらメールでもなんでも下さい。 

※ここに登録すれば、より詳細なレビューも来ますし→http://ziraiya01.com/sinsekaimail.html 

他の人のレビューもガンガンみていいです。まあ見るなといっても見るでしょうからね。 

 

16800 円。決して安くはありません。貴方はじっくり考えるべきなんです。 

「今いらないのは今買わない。後で必要は後で買う」……僕の標語です。 

 

ただしかし、……貴方に判断を丸投げしてるわけではないです。 

外れても、貴方が決めたことだから～とか逃げを打ってると思われるのは、超不本意です。 

 

なので、僕の、スタンスと最終的な結論は断言しておきます。この商材は……、自分は。 

 

断固、 自信をもって、オススメします。 

 

今まででた教材の中で、一番にオススメします。 
 

 

僕に、1 つだけならどれを買うといいですか？と聞いてきたなら、 

これを買うべきです。と勧めます。 
 

 



僕には、その薦めた責任を全て取る覚悟もあります。 

 

僕が認める数少ないアフィリエイターの、だいぽんさんとみんてぃあさんの教材です。 

これを推さずして、僕に他に何を押せというのです？ 

 

 

今更コメント周りとかですか？ 

そういう、大局観のないことはしてほしくないです。 

 

フロントエンド、バックエンド。集客、教育、販売。 

DRM の基礎。販売の基礎。それらをきっちり勉強してください。 

わからないなら聞いてください。サポートします。 

 

それが出来る教材です。 

 

16800 円の教材というより、塾だと思ったほうがいいですね。 

 

普通だったら 10 万か 20 万取りに来るのが、16800 円でくる。 

そんぐらいの価値があります。 

実際、これの 10 倍の値段で、これの 1/10 以下の価値の塾なんて、くさるほどありますよ。 

これよりコストパフォーマンスのいいものが、1 万円でも 2 万円でもあるなら、教えてください。 

 

 

…………。では、最後にお伝えすることがあります。 

そう、もしここまで読んでくれて。ここでよし、買おう！となってくれた人に。 

感謝の意味をこめて…… 

 

さらなる特典です。 



◆ 「期間限定」特典：（5/21 までの一週間） 

「地雷屋の二刀流アフィリエイター成功論出し尽くしセミナー」 
 

 トライデントマーケティングという商材の時に、作った特典です。レジュメ＋音声セミナーです。 

 トライデントマーケティングとは、「まず実績を作り、その実績でアフィし、そしてプレナーへ」という趣旨の教材なんですがね。 

 

 これは、僕の辿ってきた道そのまんまだったんで。せどらーの人は特に参考になるかもね。 

 

 1 から 10 まで、全部解説しました。1 時間半以上にわたって。もう何から何まで。教材の代わりのつもりで。教材無視でｗ 

 

 ・何もないときはどうすべきか！？ この時期で一番気にかけることは？ 

 ・実績できたらどうする？ ○○をひたすらやるべきである。 

 ・最も鍛えなければならない力は何か？ ライティング力、いや、まだ優先すべきものがある。 

 ・リーダーとしての秘訣は何か。心折れないためにどうすべきか etc…… 

 

 はっきりいって、14800 円のトライデントマーケティング無くても、これだけで全部解説しました！ 

 

 ぐらいにしゃべりきりました。実際、購入者さんの中には、こっちは繰り返し聴いたけど 

 本教材はあんまみてないって人もいるようです。いいんだか悪いんだか……。 

 貴方に、これだけで 14800 円は得させてみせようじゃないか。 

 ただし、期間限定、です。1 週間……。5/21 までです。まあ、早めに買ってくれた人だけにサービス、です。 

  

 

 どうせ買うならば、今買うという人に、絶対の自信をもって届けますね。 

   

 



◆特典１．地雷屋チーム「挫折しないぜ連合」参加権＋メール＆スカイプサポート権 

  ※チームで人脈作り＋こまめに連絡とりあって、挫折を防ぎましょう。何、挫折しなけりゃいつか成功します。 

◆特典２．「どんなにカリスマ性がなくても成功できる、身近ライティング術」 

  ※地味じゃなく、困るんじゃないかな。ブランディングミスると、本当に死にかねないですよ。 

◆特典３．「人間だもの。挫折回復法セミナー」 

  ※挫折は回避するものじゃない。回復するものだ的な。ま、成功街道爆走できれば苦労はないからね。 

◆特典４．新世界アフィリエイトの音声１～７通目の目次。 

  ※目次は地味に大事だよね。 

◆特典５．「読者１００人で１８万売り上げた記事の書き方レポート」 

  ※僕が基本的に渡すレポートです。是非読んでね。 

◆特典６．みんてぃあさんが語る「DRM×SNS 攻略セミナー」 

  ※こいつぁー凄いぜ！です。よくこんな発想できるわ。本気で。 

◆特典７．EFFICIENT アフィ、クリックスコープ２などの再配布特典。 

  ※持ってない人はこれを機会に有効活用してね 

◆特典８．完全返金保証 

  ※要らないのを売る奴が悪いんだよ。 

◆ 「期間限定」特典：（5/21 までの一週間）「地雷屋の二刀流アフィリエイター成功論出し尽くしセミナー」 

  ※もはや教材不要ぐらいにまで語りつくしましたよ。成功論はこれが超鉄板です。 

◆特典？．その他もろもろ 

  ※まあ、あと適当に追加してきます。ステップメール攻略法が本命。 

 



 

 ……さて！ 

 

 決断は終わりましたか？期間限定特典も考慮しましたか？ 

 

 これで、地雷屋からお伝えすることは全部です。 

 

 僕の意見は変わりません。 

 今あるアフィリエイト系あるいは 

ビジネス系教材の中で、 

 

一番に推します。1 人に１つ。その LV で推します。 
  

 

        ↓のリンク経由で、新世界アフィを入手できます！ 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=164736&iid=50001&pfg=1 

 

 

 ※ クッキー確認はお願いします。クッキー有効でない場合、特典は渡せません。→ http://paypal.siyo.org/cookie/ 

 ※ 購入後は地雷屋の購入後に入手できる PDF を参照に、お名前・商品名・ID・購入日などをご連絡くださいね。 

 

  

（地雷屋からの購入です、と表示されれば正しいです） 

 

 

 



追記：それでも考えがまとまらないあなたへ。 
 

何でなやんでるのでしょう？ 

 

地雷屋のことを知らない？→それならプロフィールへ http://ziraiya01.com/profile.html 

   →過去記事一覧へ      http://ziraiya01.com/index.html 

地雷屋のレビュー基準が信用できない、分からない？ → それならこの 30 種以上の一括レビューへ http://ziraiya01.com/sokuhou.html 

新世界をもっと知りたい？ → 新世界詳細レビューへ http://ziraiya01.com/sinsekaimail.html 

   ※↑はステップメールで届くので（全 4 日ほど）。その間に期間限定が終わってもしらない。 

なんとなくなやんでる？→ メールボックスへ http://my.formman.com/form/pc/vVTm1c2OIlLPQzvh/ 

一応レビューページに戻る？→レビューページへ  

 

……色々あるかもしれませんね。 

 

 

しかし、貴方が決断するのは、結果的にはたった一つ。 

 

「今買うか、あとで買うか、買わないか」。それだけです。それ以外はありません。 

 

複雑な考えになったときは、シンプルに考えるのが、コツですよ。 

ではでは。購入者さんは、チームでお会いしましょー。 

 

新世界の扉を入手はこちらからをクリック！↓ 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=164736&iid=50001&pfg=1 
 


