
わずか”５０記事”ほどしかないブログ。 
そのブログたった１つから半年で803万円の報酬を発生させ 

そんなブログを複数所有し今も作り続けている男 
その方法の全てを今からお話しします。 

情報商材は嫌という程買った。高額塾にも入った。 
それどころか高額なセミナーや書籍も大量に購入した。 

・・・・それなのに１円も稼げない。 
もう自分にはネットで稼ぐこと、 

自分自身のみの力で稼ぐことは無理なのか。 
でも次こそは絶対に稼げるようになりたい！ 

そんな強い思いを持ったあなただけに聞いてほしいこととは。 

「それにしてもこのノウハウの威力は凄まじいものがありますね。 
　だって今まで数年間１円も稼げなかった私がたった1年間で 
　月収100万を楽に稼げるようになっているんですから。」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根本コンサル生　竹中さん 

「今までにどんなノウハウを購入しても"続けることすら"できなかった僕が、 
　今ではパソコンの前に座って作業することが楽しくて楽しくて 

　仕方ありません。もちろんそんな状況ですから収益も右肩あがりです。」 
　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根本コンサル生　坂本さん 

「アフィリエイトってものすごくわかりにくく、答えの見えないビジネスだな 
　と思っていましたが、根本さんのこのノウハウは手に取るように 

　アフィリエイトで稼げる答えがわかります。」 
　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根本コンサル生　青山さん 



これらの方々は、僕のコンサル生でありその人たちで形成される 
アフィリエイトコミュニティに所属するアフィリエイターさんたちです。 

今でこそ、アフィリエイトで稼げるようになった方たちですが 
元々はどれほど情報商材を購入し、 
どれほど高額塾に入塾しても１円も稼げないような方達でした。 

そんな彼らが1年後トップアフィリエイターになった理由、 
それをあなたは知りたくはないですか・・・・？ 

しかも、「結局何を言っているのかわからない」「稼げるメカニズムがわからない」 
そんなノウハウではなく「自分がすべきことの道筋がはっきりしている」 
「何をすればお金が稼げるのかが明白」そんな方法がここにはあるのです。 

その答えに興味が少しでもある場合のみ、このお手紙はあなたのこれまでのネットビジネス人生
で読んだどのようなものよりも最も有益な手紙となるでしょう。 

とにかくそんなあなたには、騙されたと思ってこのお手紙を最後まで読み薦めることをオススメ
します。きっとあなたのビジネス力は飛躍的に向上するはずです。 

欲しいものは全て手に入れ、何にも縛られない 
「自由気ままな人生を送りたい」 

そんな強い想いを持っているあなたへ。 

こんにちは、申し遅れましたアフィリエイト戦略論の管理人、根本武です。 

このお手紙は 



何がなんでもお金を稼ぎたい 

そんなあなたの熱く強い願望を叶えるお手伝いをさせてもらうために書きました。 
そして、この手紙を読み終えた結果、コミュニティのメンバーの一員として僕やその他の大勢の仲
間とともにアフィリエイト及びビジネス力を磨いていきたいと思って下さったのなら、これほど
嬉しいことはありません。望外の喜びと言っていいでしょう。 

その場合アフィリエイトに対して真剣であり、なおかつ僕が考えるアフィリエイト論に共感して下
さったというわけですから、あなたを新しい「仲間」として大歓迎したいと思います。 

そして必ずや、あなたを高いステージつまりアフィリエイトのその先に押し上げて 
みせます。 

ただ、今はこの手紙をあなたへの"プレゼント"だと認識しておいて下さい。 

ちなみにこの手紙の内容は、僕が考えるアフィリエイト、厳密に言えば"情報商材アフィリエイト"
で稼ぐ方法の全てを書いたと言っても過言ではない内容になっています。 

何より、未だにあなたがネットビジネスで稼げない"理由"、"根拠"、そしてその"解決方法"をお伝
えしようと思います。というかそういうことが書いてあります。 

あなたがこれからネットビジネスを学び続けるにあたり、目的地を明確に指し示した「地図」と
なってくれるものになるでしょう。 

それゆえに、長くなってしまったのですが。。。 

しかし、もしもあなたが"本気で"ネットビジネスを極めていきたいのならば、あなた様の有限で貴
重な時間を少しばかりかけて読み進める価値はあるものに仕上げました。 

当然、そのような人にとっては読む価値のあるものだと確信しています。 



それゆえに、僕も魂を込めて"本気で"書きましたので、一度だけではなくこれからネットビジネス
でつまずいた時には必ずこの手紙を読み直してほしいなと真剣に思ってます。 

必ずにあなたに大きな気づきをもたらすことになるでしょう。 

ただ、もしこの手紙の内容自体に納得いかないことであったり、腑に落ちないことがあれば、申
し込む必要はおろか読む必要はありませんので、そう感じた瞬間にページを閉じて下さい。 

あなたの有限で貴重な人生の時間を無駄にしたくはありませんので。 

では、早速読み進めてみて下さい。 

“好きなことだけをして生きる人生を現実的に実現させる” 

まず最初に、質問をさせて下さい。質問と言っても簡単なものです。 

Q：なぜ、あなたはネットビジネスでお金を稼ぎたいのですか？ 

経済的な不安を解消したい 
借金を返済したい 
子供の教育費にしたい 
豪遊したい 
豪華な私生活を送りたい 
世界旅行したい 
高級車に乗りたい 
女性にモテたい 
会社に束縛される人生は嫌だ 
自分の思い通りにの人生を送りたい 
自由な時間が欲しい 



考えれば色々とあると思いますが、間違いなく言えることはネットビジネスでお金を稼げるよう
になれば充実した人生が送れる。 

それは間違いのない事実だということです。 

はっきり言ってこれからあなたにお知らせするDRMを土台とした、情報商材アフィリエイト戦略
を習得すれば今まででは考えられないような世界が待っています。 

それこそ、寝ている間に旅行している間に、その仕組みがガンガンお金を稼ぎ続けてくれる。 

あるいは、そんな仕組みを複数作りそれを連結させていけばその収入も倍々になっていくなんて
ことは日常茶飯事で起こります。 

それどころか、よく高額塾の謳い文句であるような「たった一通のメールで一億稼ぎ出す」みた
いなことが現実的に起こるのがこの世界なのです。 

噓いつわりは一切ございません。 

いつでも好きなだけお金を自由自在に稼げることは現実的にあり得る世界なのです。 

しかしながら、あなたの今現在の現実はどうでしょうか？ 

恐らく自分の理想とは懸け離れた日常を送らなければならず、あなたにとって望ましくないものに
なっているのではないでしょうか？ 

・ひたすら作業を続けても一切成果が出ることがない毎日を過ごす。 

・簡単に稼げるツールといわれるものの蓋を開ければ難しすぎて手につけれない 
　あるいはすでに飽和しきっている。　 

・コピーライティングを極めれば億万長者になれると言われて勉強し始めたはいいものの、知識
ばかり貯まっていき肝心のお金は一切稼げない。 



・いつ使うかもわからないような心理学の知識だけ頭の中に溢れかえっている。 

・中途半端で一銭のお金も稼ぎ出すことができない媒体をいくつも持っている。 

・とにかく作業自体が苦痛で仕方がない。 

・頭の中ではいい案が浮かんでも、実際にキーボードを使って作成していくと頭で描いたものと
は全く違う低レベルのコンテンツしか作れない。それによって自己嫌悪に陥る日々。 

・頑張ってはみたものの、結果散々。また新たな教材で心機一転頑張ろうと決意するが、同じよ
うな現実を繰り返す。 

・お金を増やすために始めたネットビジネスなのに、気づいてみると始める前の貯金額よりもは
るかに貯金が減っている現実を見て愕然とする。 

・ネットビジネスを始めてからの方が生活が厳しくなる。 

このような現実に出会った経験はございませんか？ 

というかネットビジネスやアフィリエイトを実践している人のそのほとんどが、このような状態
に現在進行形で向き合っているのが実際なのです。 

そんな「ネットビジネス業界」に苦しめられているあなたは、今どのような印象を持たれていま
すか。 

高額塾はもちろんのこと情報商材なんてものは全て詐欺だ。 

このように思っている人も一人や二人ではないでしょう。 

しかし、そんな感情になっているのにも関わらず"これはひょっとすると本物の情報かもしれない"
と少しの期待を抱くからこそ、完全にこの世界から足を洗うことはしないのだと思います。 

ただ、残念ながらそんな淡い期待を抱くあなたに僕は今から非情な現実を突きつけなければいけ
ません。 



それは、今この業界に出回っているものの中で本当に価値のあるものというのはわずかばかりし
かないという紛れもない事実。 

もちろん、全部とは言いませんが本当に稼げることができる価値のある情報というのは"ほとんど"
と言っていいほど存在しません。 

あなたに現実を突きつけると言いましたが、おそらくこの事実にあなたも薄々勘付き始めている
のではないでしょうか。 

そもそもこの業界のスタンスは「お金を稼げる方法を教えます」というものではなく、そのほと
んどのものが「あなたにお金を稼がせます」というものが王道的なスタンスになっています。 

しかし、お金を稼がせるということ自体、教材だけで簡単にできることではないのです。 

（もちろん中にはそのような教材もありますが） 

ただ、今のこの業界を俯瞰して眺めてみるとそんなことが、いとも簡単にたやすくできるかの如
き文面で販売されている高額な情報商材や高額塾が溢れかえっています。 

そして、そんなあなたを稼がせることができない教材や塾に今日もまた一人、大金を投げうって
いる人がいるという事実。 

しかし、冷静になって考えてみて欲しいのですがそのような教材を販売して、高額塾を運営してい
る人たちは決してその方法でお金を稼いでいるわけではなく"お金の稼ぎ方を教えてお金を稼いで
いる"のです。 

仮にそんなものであっても、実際にやれば稼げるノウハウを提供してもらえるのであればまだマシ
なのかもしれません。 

しかし実際はただお金だけを巻き上げられ、ノウハウの再現すらできずに終わっているのが実際
だと思います。 



「稼げません。」 

そんな質問を投げかけようものなら、さらに高額なオファーを提示され、挙句の果てには「あな
たの頑張りが足りないから」「そもそもビジネスなんてそんな甘いもんじゃありませんよ」「と
にかく続けて下さい」そんな言葉で片付けられてしまう。 

結局大金だけ巻き上げられ、本質的なネットビジネスで稼ぐ方法など一切教えられることなく抽
象的な自己啓発論しか教えられない。 

中には「根性論」だけの情報に数十万円ほどのお金を払わされた、などという事例も一つや二つ
ではないようです。 

そして、そんな"被害者"とも言える人たちで溢れかえっているのが今のこの業界の縮図のような気
がします。 

そこで、今回ネットビジネス界の常識として語られるまことしやかな嘘を、ここで暴露しようと
思います。 

“なぜあなたはいまだにネットビジネスで稼げないのか” 

もうご存知の方もたくさんおられると思いますが、僕の根本という名前はペンネームであり元々
は違う名前で活動していました。 

というか今でも色々な名義で媒体を複数所有しています。 

ネットビジネス歴自体もかなり長く、もうかれこれ10年ほどになります。 



しかも、某ネオヒルズ族の人間とも一時期は交流もありこの業界の裏側という裏側は完全に熟知
していると自負しています。 

そういう意味でもこのお手紙では、情報業界の真実を暴露していこうと思うのです。 

そこで今回暴露していくのは「情報業界の嘘」という部分。 

その顕著な嘘は大きく分けて２つあります。 

僕もこれまで、本当にたくさんの「情報商材難民」の方たちから膨大な数の相談を受けてきまし
た。 

その数、のべ2000人以上。 

これだけの人数の方から相談を受けているアフィリエイターは早々いないはずですし、その数も
現在進行形で伸びて言っています。 

ですのでこれからするお話の中には、きっとあなたが現時点で稼げない理由が含まれているはず
です。 

是非、集中して聞いてほしいなと思います。 

では、準備はいいですか？ 

１、高額塾やセミナー、情報商材を購入してノウハウをインプットすれば稼げる 

このお手紙を読んで下さっているあなたは、おそらくこれまでに高額塾であったり情報商材を購
入してきた人でしょう。 

そこで一つ、僕から質問させて頂きたいと思います。 



「その塾や情報商材を購入した結果、稼げていますか？」 

という単純な質問。 

仮に「ワンクリックで100万」そんなセールスレターの内容ならば、最低でも50万以上は稼いで
ないとおかしいですよね？ 

どうでしょう？ 

おそらくほとんどの人が1万円も稼げていないのではないでしょうか。 

でもね、それが普通だと思います。 

なぜなら、塾や情報商材で語られるノウハウだけでは残念ながら稼げないからです。 

信じがたいことかもしれませんが、これが事実。 

というか稼いでいるアフィリエイターはこの事実を知っていますし、あなたに大金を払わせた人も
もちろんこの事実を知っています。 

ただ、それを語りたがらないだけ。 

じゃあ、なぜ彼らはそれを語りたがらないのでしょう。 

それは、先ほども申した通り今のこの業界の人間のほとんどは「稼ぎ方の情報を売って稼いでい
る」からです。 

つまり、その真実を暴露してしまうと自分達が食えなくなる。 



だからこそ、その真実をひた隠し続けているのです。 

はっきり言って大半の高額塾やセミナー、情報商材で伝えられるノウハウなんて本当に知れていま
す。 

というのも、塾や情報商材ってそもそもたくさんの人に向けて発信される情報だからです。 

だからと言ってはなんですが、その性質上の問題でできるだけたくさんの人に 

「なるほど」 

と思ってもらうようなことをコンテンツにしないと、顧客満足度という点において成立しないの
です。 

つまり、個ではなく全体の満足度を常に考える必要がある。 

もちろん、それ以外の思惑もあるのでしょうが基本的に高額塾や情報商材という 
ものは「個の人間が抱える問題にコミットできない」のです。 

まぁ、そもそもその塾の講師や主催者であったり、情報商材の製作者自身に個の問題も解決でき
ない人もたくさんいるのですが。。。 

つまり、何が言いたいのかと言うと塾や情報商材で伝える情報やノウハウというのはどうしても
「大衆向け」にならざえるをえないということと、「大衆の満足」を考えなければいけないので、
それ以上のことはできないのです。 

はっきり言ってそれが塾や情報商材の限界であり宿命なのです。 

だからこそ、そのノウハウを一生懸命に勉強しインプットしてそれをそのまま実践するだけでは稼
げないんですね。 



というか、そもそもそれを"ノウハウ"というのかすら疑問に感じてしまうのですが。 

そしてさらにあなたに認識してほしいことは、そのノウハウの概念。 

そもそもノウハウというものは、どれほど素晴らしいものであったとしても世に出た時点で「陳
腐化」し始めます。 

例えば、あなたが持っているスマホ。 

ついに最新のものが・・・という言葉につられて購入したはいいもの、程なくしてまた新しいも
のが出てがっかりしたみたいな経験ってありませんか？ 

つまり、それはまさに商品の「陳腐化」を意味しているのです。 

商品を世に出しても、その技術は一歩先さらに一歩先に進み続けている。 

そういう意味でも塾や情報商材のノウハウも同じであり、あくまでもそれらはノウハウとして活用
すべきではなく、 

・テクニックの一環 

・ヒント 

・きっかけ 

として使うべきであり、それ以上でもそれ以下でもないのです。 

結局世に出ているほとんどのお金で買える情報なんて、その程度だと僕は思っていますし、そんな
情報をいくら学んで実践しても直接的な稼ぎには繋がらないのです。 

しかも、もっと言えばあなたがお金を払った高額塾の講師や主催者、あるいは情報商材の作者っ
て本当に実力者でしたか？ 



もう一度振り返って考えてみて下さい。 

はっきり言えることはこの業界。 

有名＝実力者、という図式は全く当てはまらない珍しい業界です。 

むしろ、この業界の有名人ほど"怪しい人"と思った方がいいと思います。 

なぜならそういう人は「自分の名前を意図的にアピールしなければ稼げない人」だからです。 

僕はそういう売り方をする人は決して「実力者」とは呼べないと思うわけです。 

有名と言っても、自分だけが儲けるために自分の名前を必死になって売り込んでいるだけ。 

そして、自分が作成する情報商材やノウハウを情報弱者に対して煽りまくって売る。 

そんな方法でしか儲けられない人を実力者と呼べるでしょうか。 

彼ら自身、本当に「実力」があるのなら、いちいち自分の名前なんか売る必要はないし、塾なん
て開く意味すらありません。 

実際、人に教えること自体をビジネスにすることほどデメリットが大きいことはありませんから
ね。 

それなら淡々とコンテンツを作り、それ単体で売った方がはるかに稼げます。 

しかも煽り倒してしか売れない人間が作った情報商材が購入者を稼がせることができるでしょう
か。 



どう考えてもありえませんよね。 

もうあなたは理解されているはずです。 

今まで入塾して聞いた話であったり、次こそはと意気込んで購入した情報商材に書かれていること
が「大したものではない」ということを。 

この事実がすべてを物語っています。 

実際に彼らのセールスレターを読み直してみて下さい。 

「たった1週間で数百万円稼いだ」 

これってそもそも「売上」なのか？それもと「利益」なのか？ 

仮に1週間で500万円稼いだとしましょう。 

その場合、本当の利益を出そうと思えば経費等を差し引く必要があります。 

例えばアフィリエイト報酬しかり、外注費やその他の関係各所への手配などです。 

その辺の経費を色々と差し引いて計算すると、実際に製作者の手元に残るお金は正直それほど残
りません。 

しかし、稼いだというのであれば純粋な「利益」を公表しなければおかしくないですか？ 

ただただ、数字を誇大に見せるために「売上」の数字を「稼いだ」という事例がこの業界には非
常に多いように感じるのです。 



おそらくそう感じている人は僕だけではないはず。 

実際ある税理士さんや有名な起業家の人の話を聞くと、公に言われている数字からは程遠い額し
か稼いでいないネット起業家というのはかなりの数になるようです。 

単純に数字をごまかしているケースと、一瞬だけ稼げた月の売上を広告として使っているケースな
ど。 

そういうものを僕は"詐欺"と言うんだと思います。 

こういう事実はほんの一部ですが、きちんと１つ１つ冷静に正しく見ていけば、この業界にはい
かに怪しい人と怪しいものが多いのか、しかもそれをまんまと購入してしまっている人がたくさ
んいるという事実が理解できるのではないでしょうか。 

そんな怪しい人が出す怪しい塾や情報商材を残念ながら、あなたは今まで「稼げる」と信じてし
まっていたわけです。 

残念ですが、それが真実であり実態。 

なので、もし心辺りがある人はこれを機に一度振り返ってみる必要があるでしょう。 

２、高額塾に入れば稼げるという嘘 

これも、今お話ししたことの続きになるのですがもう少しその核心部分に触れていこうと思います。

というのも、ネットビジネスに参入する人のその大半は「まず高額塾に入ってみた」という割合
が思いの外多かったりするからです。 

実際、僕のところくる相談者や質問者の方でも「〇〇さんがやっている塾に入っていました」と
か「〇〇さんのコンサルを受けました」みたいな人はかなり多い。 



だいたい有名なネット起業家の人たちは、みなさん個々に私塾を持っていますよね。 

半年で数十万円とか、個別コンサルで数百万円とか。。。 

はっきり言って、情報商材なんかよりもはるかに高い金額であることは間違いありません。 

それゆえに、その値段に期待して 

「きっと凄いノウハウが提供されるに違いない」 

「おそらくあの〇〇さんの直接サポートが密にあるんだ」 

「これで僕も億万長者の仲間入りだ」 

そんな感情になった人もこのお手紙を読んだ中にはいらっしゃるかもしれません。 

しかし、そんなあなたにも残酷な真実を今からお伝えしなければいけません。 

ちなみに、そういう有名ネット起業家が主催にする塾に入って実際に稼げるようになれた人と稼
げていない人との割合ってご存知ですか？ 

もっと言えば、もともと稼いでいる人間がその塾に入って「〇〇によって稼げた人」の中にカウ
ントされている場合がかなり多いということを。 

あるいはサポート面に関して。 

「年収〇〇億円の私が徹底してあなたをサポートします」 

そんな謳い文句を上げながら、塾生を募集しすぎた結果、ほとんどの場合がサポートに手が回っ
ていないという現実をあなたは知っていますか。 



それどころか、そもそも〇〇稼いでいますという人間の実力が並以下という実態すらあります。 

自分の危機的な状況を救ってもらおうと必死に書いた相談メールに対しての返答がわずか３行程
度、しかも結局何が言いたいのかわからない、そんなアドバイスが返ってくるだけという。 

直接収益に直結するアドバイスは０。 

塾生を募集する際のセールスレターなんかを見てみると、その塾に入って成功した人の事例なん
かが5人から10人程度紹介されていますよね。 

実際、そういう事例を見れば自分にもできるかもと人間は思うものです。 

現にセールスレターの書き方次第では、その数名の成功例が膨大な人数の成功事例に見えてしま
う場合もありますからね。 

でも、冷静に考えてみてほしいのです。 

そもそも、その有名起業家が主催している塾の会員数の母数は一体何人ぐらいなんでしょう。 

ざっくりではありますが、有名なネット起業家の塾であるのなら1000人は下らないと思います。 

中にはもっと多い人数の塾生を抱えているところもあります。 

で、そんな膨大な塾生の中で稼げた人間はわずか数名。 

仮に1000人の塾生の中で10名稼げたとして、残りの990名はどうなっていると思います？ 

一度想像してみて下さい。 

想像して見て下さいと言っても、簡単に想像できますよね。 



その悲惨な現実を。 

それがいわゆる有名起業家が主催している塾の実態なのです。 

そして、さらに一般の人間には決して明かされない真実をここで暴露しましょう。 

それは、有名ネット起業家の塾を現在進行形でやめていっている人間がかなりの数に上っている
という真実。 

なぜ、そのような現象が起こっているのでしょう。 

その理由は簡単です。 

よく無料オファーなどで大人数を集まっているセミナーの光景や、懇親会の動画ってありますが
その時に塾生ではなくスタッフの数を注視してみて下さい。 

その会場の広さと参加者数とその現場にいるスタッフの人数を。 

仮に100人集まった塾に対して、スタッフは５名だった場合あなたの悩みに対してしっかりとした
アドバイスがもらえると思いますか？ 

しかも、そのスタッフもどのような人間か全くわかりませんし、その年に〇〇億円稼ぐ？塾長か
ら直接アドバイスをもらえる可能性だってそれほど高いわけではありません。 

しかも、大抵の塾はそんなスタッフに勇気を振り絞ってアドバイスを求めても、さらっとかわされ
て終了です。 

これは僕の勝手な妄想なんかではなく、実際に僕自身が過去にある有名ネット起業家の塾に講師
として参加したことがあり、その際に僕が受け持った塾生さんとの会話の中で生で聴いた話なの
です。 



というのも、その塾生さんの中には数名掛け持ちで他の塾に入っている方と他の塾に元々入って
いた人がいたのです。 

で、その時にリサーチの意味も込めて他の塾はアドバイスや相談にきちんと乗ってくれるのかとい
うことを聞いてみたんですね。 

そうするとその内情はひどいもので 

「こんな手厚いアドバイスや相談に乗ってもらったのは初めて」 

「メールでの質問もいつも３行程度の返信しかありませんし、具体的なアドバイスはほとんどあ
りません」 

「そのアドバイスにで直接的に収益につながったことは一度もなかった」 

そんな声が返ってきたわけです。 

つまり、実際にそのような対応を受けた人間から直接聞いた真実をそのままあなたにお伝えして
いるだけなのです。 

そんな"チンケ"な体制の塾にあなたの大切なお金を払うのはもったいなとしか言いようがありませ
ん。 

要は、いくら有名なネット起業家が主催している塾だからと言っても、それがそのままイコール
になって「自分も同じように稼げる」とはならないのです。 

そのような大規模な塾が主催されるたびにお金だけをむしり取られ、稼げない人が量産されてい
るという事実。 

稼げないどころか、まともな対応すらされない事実。 



そんなサポート体制に嫌気がさして、どんどんとやめている人が増えているという事実。 

これらは絶対に語られることのないこの業界の実態なのです。 

さて、どうですか。 

情報業界の嘘として大きく２つの嘘を暴露しましたが、あなたが今だに稼げていない大きな理由
として、心当たりはあったでしょうか。 

肝心なことは、これからあなたがこの魑魅魍魎はびこるこのネットの世界で大きなお金を稼いで
いくために気をつけなければならないことは、ネット起業家たちが放つこの２つの嘘に騙されな
いようにすることです。 

“じゃあ、実際に何をしていけばアフィリエイトで稼げるの？” 

「アフィリエイト」と言ってもそのジャンルは多岐にわたりますが、今回ここでお伝えさせて頂く
アフィリエイトのジャンルは「情報商材アフィリエイト」についてです。 

ネットの世界だけで完結するアフィリエイトであるのなら、間違いなく一番稼げるのが情報商材
アフィリエイトであることはあなたもご存知でしょう。 

現に有名ネット起業家たちはこぞってこの情報商材アフィリエイトによって大金を稼いでいる事実
が存在しますし、もれなくトップアフィリエイターはこの情報商材アフィリエイトで稼いでいる人
間が多いということは間違いのない事実です。 

そんな情報商材アフィリエイトですが、典型的な稼ぎ方はここまでで述べてきた、自身の顔をだ
して、実名も出し、自身の存在自体をプロデュースして自分をブランディングしていく方法。 



自らの顔をさらけ出し、メディアに露出して 

「私はこれだけ稼いでいます」 

「一晩でこれだけのお金を使います」 

「高級車を〇台所有しています」 

これらはまさに自分をブランディングしていくために手法なのです。 

そして何より、今の日本人が情報商材ビジネスに対する信用度の問題から見ても実名を公表し、
顔をメディアに晒して大金を稼いでいくことにメリットはほとんどなかったりします。 

僕は、そういう人たちを見ていると本当に「自ら地獄へと突っ込んでいこうとする変質者」にし
か見えません（笑） 

実際、大金を稼げるから一度出演してみないと勧誘され、実名で顔を出しプロダクトローンチに出
たことがきっかけでその後就職もできない、保証人にもなれないんて人もこの業界には多数存在
します。 

つまり 

「一度失敗したら終わり」 

これがほとんどのネット起業家が行っている稼ぎ方なのです。 



いつの時代も大金を稼いでいる人間はその実態を見せない。 
それが世の真理 

これから僕があなたにお伝えする方法は、一切自分は世に出ず実名、顔だしはおろか声すらも外
に出さない、それでいて５０記事程度のブログで800万程度の報酬を稼ぎ出すことができる「ア
フィリエイト戦略」を解説させていきます。 

実際、今からお伝えする戦略を知っているあるいは実践しているアフィリエイターは今の日本では
それほど多くありません。 

しかし、本当に稼いでいるアフィリエイターというのは共通してこの方法を実践し100%に近い確
率で成果を出しています。 

その方法を今からあなたにお伝えしようと思うのですがその前に、僕のその戦略やノウハウは本
当に耳を貸すことに値する価値のあるものなのかどうか、それをあなたにまず判断して頂ければ
なりません。 

なので、ここでは僕の簡単な実績を公開させて頂こうと思います。 

僕個人としては、あまり「俺はこれだけ稼いだぞ」というの性に合わないのですが。。。 

ちなみにここで公開させて頂く実績は、このお手紙の最初の述べたように「根本名義のブログ単
体の報酬」となっております。 



そして、これもお伝えした通り約５０記事程度のブログでの成果になっています。 

（2月28日現在の報酬額です） 

※公式ブログ記事数、約５０記事程度 

（2月28日現在の報酬額です） 

 

（現在当ブログではインフォトップの情報商材は扱っておりません。） 

ちなみに、僕はアフィリエイト戦略論という公式ブログとは別に「アフィリエイト戦略論　別館」
というブログも運営しているのですが、こちらの方が外注さんに頼んだり自分で指示をして会社
の従業員に書いてもらったり、時に自分で書いたりしてる部分もあるのでカウントには入れてい
ません。 



仮にこのブログの記事をカウントしたとすれば、100記事程度になりますが仮に100記事であっ
たとしても800万円程度の報酬が上がれば十分な成果ではないでしょうか。 

ただはっきり言って、こんな成果が大切なのではありませんしこんなもので
僕を判断されるのも正直どうかなと思います。 

また、僕のこのアフィリエイト戦略論というブログの趣旨は「アフィリエイトの先」を見据えたビ
ジネス総合ブログにしていますので、今回の僕からの提案である情報商材アフィリエイトで稼ぐと
いうことはあくまでも通過点でしかないと思って頂きたいのです。 

そういう意味でも、僕の実績などではなく"僕の話"に納得して共感してもらえるかどうかの方がは
るかに大事だと思っています。 

なので、僕の話だけに集中してその話の内容で価値があるかどうかを判断して頂ければなと思いま
す。 

もちろんこの段階で僕の話に違和感や反感を持っている方は、きっとこの先も僕の話に共感して
もらえることはないと思いますので、ここでページを閉じることを勧めさせて頂きます。 

そうでない方は、いよいよここから本題に入っていきますのでどうか集中して僕の話に耳を傾け
てもらえればなと思います。 

で、その本題に入る前にまずこのノウハウを実践した僕のクライアントさんの声を一度お聞き下
さい。 

「僕は今まで200万円程度情報商材を購入してきましたが、せどりで数千円稼げた程度です。も
ちろんアフィリエイトの教材もたくさん持っていますが成果が出たことは一度もありません。と
いうか根本的によく理解できないものが多いのです。しかし、そんな私ですが根本先生のノウハ
ウによってこんな変化がありました。何よりこの方法なら失敗がないし、仮に失敗する事態に万

が一陥っても何度でも再起できますね。 

・どうすればアフィリエイトで稼げるのか、その道筋が明確に分かる 
・道筋がわかったがゆえに、やるべきことがわかりモチベーションが上がる 
・作業自体が楽しい。 



・その結果始めて報酬が発生し、いまだに右肩あがりで報酬が伸びている 

今度こそ、アフィリエイトで稼ぐということを成功させることができそうです。 

このノウハウさえあれば、今後食いっぱぐれることはありませんね。」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R.Kさん　コンサル生 

「まだ流し読みをした程度ですが、僕がイメージしていた世界と全く違い、なぜ今まで自分がア
フィリエイトで稼げなかったのか明白になりました。そりゃ稼げないよって。ほんと今まで無駄
な作業を続けてきたなと思います。ただ闇雲に記事を更新しているだけではやはり稼げないんです

ね。」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本さん　コンサル生 

「情報商材アフィリエイトで稼ぐなら、このノウハウ以外にない！そんな感じの印象を持ってい
ます。」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田さん　コンサル生 

「とにかく読むたびに発見があります。僕も今まで色々なノウハウを手にしてきましたが始めて「こ
れなら稼げそう」という感覚になっていますし、実際に始めて報酬が発生しました。いやー間違

いなくこれを1年きちんと継続すれば月収100万円はかたいですね。」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本さん　コンサル生 

みなさん、共通しているのは短期間で変化が見られていることとネットで稼ぐための"普遍性"をこ
のノウハウによって発見されたということです。 



“完全匿名で自分の世界を構築する” 

もう勘の鋭いあなたは気づいてしまっているかもしれもしれませんが、僕があなたにお伝えする
お話というのは「完全匿名で自分の世界を構築する」と言うアフィリエイト方法です。 

しかし、完全匿名で稼ぐ方法ってどういうことなのか、完全匿名でアフィリエイトを実践していく
とどんないいことがあるのか、普通のアフィリエイト方法と何が違うのか、そのあたりはまだよ
くわからないでしょうから簡単に説明させて頂きます。 

そもそも、アフィリエイト初心者の人やアフィリエイトで稼いだことがない人ほど 

「実績がないと稼げない」 

こんな認識をしています。 

しかし、実際はそんなことは全くないのがこの世界です。 

逆に「俺はこれだけ稼いでいる」という自分の実績をひけらかす人間ほど、実は全然稼いでいな
いというケースの場合が多く、中には出汁に使われているだけなんてことも全然あるわけです。 

冒頭で僕のコンサル生及びコミュニティ参加者のアフィリエイターさんの例でも言いましたが、僕
のコンサル生にはもともとノウハウコレクターで何をやっても稼げなかったみたいな人はかなり
の数に上ります。 

では、なぜ僕の指導を受ける前の彼らは稼げなくて、僕のコンサルを受けてからは稼げるように
なったのでしょうか。 

答えは驚くほど簡単です。 



それは 

・顧客心理を理解する 
・アフィリエイトというビジネスモデルの本質を理解する 
・ネットビジネスというものの本質を理解する 
・それに見あったユーザーのアクセスを引っ張る 
・全てのことに共通する成功法則を学ぶ 

これを学んで実践したからです。 

やったことは端的にこれだけ。 

というか、もうお気付きの通りこれはネットビジネスに限らず全てのビジネスに共通する点であ
り、この視点が習得できればどのようなビジネスを行っても間違いなく成功するようになるとい
うことになります。 

結局のところ、多くの人間が稼げない大きな要因は 

「アフィリエイトをビジネス的な観点で考えていない」 

ということであり、アフィリエイトで稼いでいくには何か特殊の能力が必要なのではという誤解
を持った人が多いからだと僕は考えています。 

しかし、現実問題アフィリエイトというネットビジネスはリアルの世界のビジネスと比較をすれ
ば恐ろしいほど難易度は低いです。 

そもそも売れなくても赤字が出ないなんて、ネット以外のビジネスではありえません。 

もちろん、小遣い稼ぎとか趣味感覚とか甘い認識の人は話になりませんが自分はビジネスをして
いるんだという認識を持てさえすれば稼げないわけがないのです。 



とにかく上記の５つのことだけを理解して、実践していけばアフィリエイトで結果が出ないなんて
ありえません。 

そして何より、それができればパソコン一台あるだけで一般人には想像できないようなお金を手
にいれることができます。 

それこそ、やればやるだけお金が集まるようなイメージです。 

そして、匿名でやるからこそそのようなブログやサイトを量産できるのだと思いますしそれが僕が
匿名で稼ぐ最大のメリットだと思います。 

月に100万円稼ぐブログを10個作れば単純に月収1000万円です。 

しかし、仮にこれが顔出しをし実名を公表している人間であるのなら、月収100万しか稼げない
人は誰かの助けを借りない限りそれ以上のお金を稼ぐことはできません。 

匿名で稼ぐ力を身につけることができれば、その収益を積み上げていけるということは紛れもな
い事実なのです。 

そんな収益を積み上げていけるノウハウを 
あなたにお伝えしようと思うのですが 

ただ、その前に１つだけ先にお伝えしておきますが僕のアフィリエイト戦略は「ワンクリックで」
とか「コピペだけで稼げる」とか「ほったらかしで稼げる」とかそんなありえない話ではありま
せん。 

僕が提唱するアフィリエイト戦略はしっかりとした"戦略性"のあるものであり、きちんとした基盤
を作っていくからこそ決して揺るぎない仕組みを構築できるというものです。 



なので最初に断っておくことは「とにかく楽をして稼ぎたい」という思考の人であったり「努力
をしたくない」という人または「小遣い稼ぎ感覚」の人の要望には全く意に添えないということ
です。 

なぜなら、僕の戦略は紛れもない「ビジネス」であり、本質路線をいくものに他ならないからです。

というかはっきり言って「楽して稼ぎたい」「お小遣い稼ぎ」という思考の人が、仮にまぐれで
大金を手にしたとしても、宝くじの当せん者の末路が悲惨なように不幸な人生が待っているだけ
だと思います。 

また、そういう考えでこの業界をウロウロしている限りいつまでたってもインフォプレナーやアフィ
リエイターの餌食にされるだけだということを自覚した方がいいです。 

だいたい、「ネットビジネスは詐欺だ」という人ほど上記の思考の人が多い傾向にあり、それが
稼げない大きな原因だと僕は感じています。 

ただ一つ言えることは僕のノウハウはそこまで多くの「時間」は取らなくてもいいということ。 

もちろん、仕組みを作り上げる最初の段階はそれなりの時間を要することになります。 

（スキルの習得に関しても同様です） 

しかし、一度でもその仕組みを一つ作り出すことができればあとはどんどん作業時間自体は減っ
ていくのは間違いありません。 

もちろん、時間を最大限使って稼いでいきたいのであればその時間を全て仕組み作りに投入して
いけば単純にその収益は倍々に増えていくことになります。 

たった１つの仕組みで年間億越え！？ 

と言いたいところですが、残念ながらそれは不可能です。 



一つの仕組みを構築できれば、また次の仕組みを構築していく。 

そのような戦略をとっていくことでいつの間にかそれぐらいの額のお金を自分のネットの世界で
生み出すことは、この戦略ではそれほど難しいことではありません。 

僕を例にあげると仕組み一つ一つの単独売り上げは数十万程度のものから1000万程度のものまで
色々あるのですが、それらを戦略的に連結させていけばそのポテンシャル以上の世界が構築され
るということになります。 

ある意味で僕が現在所有しているスーパーカー「ランボルギーニ」に似ている。 

ランボルギーニのパーツを一つ一つ分解していったところで、そのパーツ単体ではあれほどのスー
パーカーが出来上がるなど想像もつかないでしょう。 

ところが、そのパーツを全てうまい具合に連結させていくことであのランボルギーニが出来上が
る。 

僕があなたにお伝えする戦略はそのようなイメージでしょうか。 

もちろん、一つのパーツとなるブログを強力にすればするほどより稼げるのは言うまでもありま
せん。 

だからこそ、今回お伝えするノウハウでも一つ一つのブログを強力にしていくために必要な要素を
余すことなく解説するつもりです。 

事実、冒頭でもお伝えした通りこの根本名義のブログ単体でも半年間の期間で約800万程度の収
益を確保していますので。 

僕は多くのトップアフィリエイターと呼ばれる人間が、毎日毎日これでもかと作業をし続けている
中、本業を別に持ち時間も限られている状況でそれぐらいの収益を確保し続けているということ
になります。 



それも実名や顔を外にを出すこともない完全な匿名で・・・。 

この完全匿名で行うアフィリエイト戦略を一言で表すと 

「ネットビジネスでの実績が０であっても関係なく稼げる唯一の手法、それでいて失敗という概
念がないアフィリエイト戦略」 

という感じでしょうか。 

そんな戦略を、もしあなたが望むのであれば僕から全て提供させて頂こうと思います。 

“なぜそんなノウハウを公開するのか” 

おそらくあなたは純粋にこのような疑問を抱いたと思います。 

それは当然のことです。 

そんな現時点で利益を出せているノウハウをわざわざ見ず知らずの人間に公開するなんてどう考え
てもおかしい。 

まして、すでにその手法によって大きな額のお金を稼げているのにです。 

仮にあなたが僕の立場ならば、この戦略を他に公開するなんてことはおそらくせず、現状のままで
独占的に稼ぎ続けるのではないでしょうか。 

普通に考えればそうなると思います。 



では、なぜ僕があえてこの戦略を公開しようと思ったのか。 

それは今後僕自身、ネットビジネスにおいてさらに大きな収益を発生させるために仕込んだ"仕掛
け"があるからです。 

そしてその仕掛けは、僕のこの戦略を学び実践し稼げる人間が増えることで僕にさらなる大きな
収益をもたらしてくれる仕組みだからです。 

要するに僕がこのノウハウを公開する理由は僕自身の利益の追求以外の何物でもないということ
になります。 

つまりあなたがこのノウハウを手に入れた瞬間に僕との間に"利害関係の一致"が生まれるわけであっ
て、その利害関係の一致こそがお互いの本気度につながるわけです。 

まぁ、普通に考えて自分に全くメリットがないのにも関わらず自分の身を投げ打って人を助ける
なんて人はマハトマ・ガンジーのような聖人君子ぐらいであって、残念ながら僕にはそのような高
貴な精神は持ち合わせていません。 

逆に、そんなことを平気で口にできる人ほど疑うべき人間であり、自分のことしか考えていない
人間なのだと思っています。 

少なくとも僕は僕自身の利益のために、僕の全てのノウハウを公開しあなたを稼がせようと思い
ます。 

それがそのまま自分の利益になるからこそ、自分の全身全霊をかけてあなたが稼ぐためのサポー
トをするのです。 

あなたに僕の全てのノウハウを惜しむことなく公開し、あなたを稼がせるという理由がこれ以上
あるでしょうか。 

本当にそんなこと自分にできるのか・・・・ 



そんな不安とも言える声があなたから聞こえてきました。 

それも仕方ないことだと思います。 

なぜならこの業界の現状は、アフィリエイトというものに期待を寄せて教材を購入したはいいも
のの、思うような結果を出せない人で溢れかえっているからです。 

仮にあなたもその中の一人であるのなら、その不安も大きいのは仕方のないこと。 

そこで僕は考えたのです。 

一体どうすればこのノウハウを受け取った「全ての人」に結果を出させることができるのか。 

100%の成功率を誇るノウハウ。 

おそらくそんなノウハウは後にも先にも存在しないと思います。 

しかしだからこそ僕はそれを目指し、僕の全てを今回の企画に詰め込んだのです。 

その教材の内容をご覧下さい。 



アフィリエイトスターターマニュアル 
 

　　　アフィリエイトスターターマニュアル　　　　　　　　　　　　　　　　　3 
　　　取り扱うテーマを選定する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 
　　　自分指標でテーマを決める際のポイント　　　　　　　　　　　　　　　　5 
　　　ブログの作成とメールマガジンの設置　　　　　　　　　　　　　　　　　12 
　　　ブログ管理人の名前に関して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18 
　　　ブログコンテンツの作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21 
　　　記事の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51 
　　　ブログ記事を書いていくポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61 
　　　教育のための記事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66 
　　　マインドシェアを獲得する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70 
　　　一貫性の原理を利用する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74 
　　　集客用ブログの使い方及び、集客方法　　　　　　　　　　　　　　　　　76 
　　　集客用ブログの作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77 



　　　実際に集客用ブログを作成していく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81 
　　　高額塾のレビュー方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85 
　　　情報商材のレビュー方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88 
　　　アフィリエイト記事の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90   
　　　プロモーションアフィリエイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99 
　　　プロモーションアフィリエイトの流れとポイント　　　　　　　　　　　　　102 
　　　あとがき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　118 

特典コンテンツ 

準備編～ワードプレス開設編～ 
ワードプレス初心者講座 
独自アドレスの作り方 

構造と戦略 



　　　構造と戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 
　　　そもそも情報商材アフィリエイトとは何なのか？なぜ稼げるのか　　　　　　5 
　　　情報商材アフィリエイトが圧倒的に稼げる理由　　　　　　　　　　　　　　12  
　　　なぜ大半の人間が情報商材アフィリエイトで稼げないのか～理由１～　　　　15 
　　　なぜ大半の人間が情報商材アフィリエイトで稼げないのか～理由２～　　　　22 
　　　なぜ大半の人間が情報商材アフィリエイトで稼げないのか～理由３～　　　　25 
　　　人気塾講師を分析する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28 
　　　DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）を理解する　　　　　　　　　31 
　　　顧客との信頼関係を構築する上で一番重要になるのは価値ある情報を提供することにあり  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33 
　　　相手に価値ある情報を提供する上での必須事項　　　　　　　　　　　　　　34 
　　　DRMにおける正しいマーケットとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35 
　　　DRMにおける正しいメッセージとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37 
　　　DRMにおける正しいメディアとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39 
　　　正しいマーケット、正しいメッセージ、正しいメディアの事例　　　　　　　　41 
　　　戦略の説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45 
　　　ライバルの少ない情報商材をアフィリエイトしていく　　　　　　　　　　　　46 
　　　1つの媒体の形ができれば次の媒体を構築していく　　　　　　　　　　　　　51 
　　　マーケティングファネルという概念　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61 



マインド 

 

　　マインドセット～アフィリエイトで成功するために必要なこととは～　　　　4 
　　全ての成功者に共通するポイント「人間力」とは　　　　　　　　　　　　　8 
　　人間力とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15 
　　人間力を高める方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17 
　　経験量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18 
　　知識量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 
　　葛藤量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23 
　　探求量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25 
　　人間力を停滞させるしてはいけないライフスタイルとは　　　　　　　　　　27 
　　支配者の視点を持つ重要性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 
　　アフィリエイトで結果を出すために必要な条件　　　　　　　　　　　　　　34 
　　アフィリエイトはたくさん書く力を身につければ稼げたも同然　　　　　　　35 



　　量が質を作る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42 
　　文章を書いていく上で日常から注意してほしいこと　　　　　　　　　　　　45 
　　そもそも練習できないアスリートは成長できない　　　　　　　　　　　　　48 
　　ライティングにおける「フロー状態」　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 

時間術 

　　ネットビジネスで成功するための時間術～成功するための時間投資法～　　　4 
　　“忙しい”という言葉はどんな人が使うのか　　　　　　　　　　　　　　　　6 
　　“忙しい”をなくすアクションプログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　11 
　　時間から始める　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13 
　　時間から始めるためのアクションプログラム　　　　　　　　　　　　　　　17 
　　より作業に集中するために反応するのをやめる　　　　　　　　　　　　　　19 



ターゲティングと顧客心理 

　　ターゲティングと顧客心理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 
　　ターゲティングと顧客心理は表裏一体　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 
　　ターゲットのリサーチ方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 
　　一番簡単なターゲットリサーチ方法とは～自分視点のリサーチをする～　　　12 
　　客観的なリサーチ方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14 
　　もっとも確実なリサーチ方法～ダイレクトに反応をもらう～　　　　　　　　17 



ブログ構築 
 

　　　自身のメディア媒体の価値を高めるには、いかにネット上で存在感を出せるかどう 
　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 
　　　競合をリサーチする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 
　　　マーケティングの正解とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 
　　　ライバルが多い市場の狙い目とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13 
　　　何をリサーチすればいいのか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17 
　　　競合のリサーチ方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19 
　　　競合が強い場合の対処方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 
　　　ブログタイトルについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22 
　　　ブログにおける「カラム数」について　　　　　　　　　　　　　　　　　24 



演出、ブランディング 
 

　　　ブログにおける演出とブランディング　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 
　　　何をブランディングしていくのか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 
　　　自分自身によってブランディングする　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 
　　　ネットというフィルターを活用する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 
　　　コンテンツによってブランディングする　　　　　　　　　　　　　　　　　17 
　　　初心者がとっていくべき戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22 



記事作成 

　　　記事コンテンツの作成方法、書いていくべき記事　　　　　　　　　　　　　　4 
　　　記事が書けないという悩みの根本的な問題　　　　　　　　　　　　　　　　　7 
　　　記事のネタを探す方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 
　　　ベンチマークブログから記事ネタを探す　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 
　　　レビュー記事（集客記事）の書き方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14 
　　　集客用レビュー記事を書く際のポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　16 
　　　中身を確認せずに質の高いレビュー記事を書く方法　　　　　　　　　　　　　20 
　　　質の高いレビュー記事を書いていく上で一番ベストな方法　　　　　　　　　　21 
　　　教育記事の書き方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22 
　　　アフィリエイト記事の書き方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28 
　　　アフィリエイトというビジネスモデルのスタンス　　　　　　　　　　　　　　30 
　　　アフィリエイト記事の構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34 
　　　セールスする際のマインドとイメージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36 
　　　自身が買いたくなったアフィリエイト記事を分析し参考にする　　　　　　　　38 
　　　3つのNotを適応する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39 
　　　特典の書き方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42 
　　　どのような特典をつけていくのかの説明をきちんとする　　　　　　　　　　　44 
　　　商品の内容はどこまで見せるべきなのか　　　　　　　　　　　　　　　　　　46 



特典、企画の作成 

　　　　唯一無二の魅力的な特典、企画を作る方法　　　　　　　　　　　　　　4  
　　　　特典と企画どちらを作るべきか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6  
　　　　特典の作成方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8  
　　　　企画の作成方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10  
　　　　コンテンツの作成方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12  
　　　　サービスの提供について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15  



DRMメルマガ戦略 

　　　ダイレクトレスポンスマーケティングの本質とは　　　　　　　　　　　6  
　　　ダイレクトレスポンスマーケティングにおける「リスト教育」とは　　　8  
　　　なぜユーザーはあなたのメールマガジンに登録するのか　　　　　　　　9  
　　　メールマガジン登録者が価値を感じる情報を知るためには　　　　　　　12  
　　　見込み客にとって価値のある情報＝信頼関係の構築　　　　　　　　　　14  
　　　理解者、共感者を作る方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16  
　　　DRMにおけるメールマガジン及びステップメールの意味とは　　　　　　18  
　　　ステップメール構築の原則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21 
　　　メールマガジン登録時に抱いた興味　　　　　　　　　　　　　　　　　24 
　　　メールマガジンの件名で抱く興味　　　　　　　　　　　　　　　　　　26 
　　　メールマガジン読了後の満足感からくる次回への興味　　　　　　　　　28 
　　　メルマガ発行者自身へのファン化　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 
　　　シナリオ構築の仕方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32 
　　　価値を感じるとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34 
　　　ステップメールシナリオ構成の事例　　　　　　　　　　　　　　　　　36 
　　　メールマガジンの配信頻度について　　　　　　　　　　　　　　　　　39  



　　　感覚的に反応してしまうメールの件名のつけ方とは　　　　　　　　　　42  
　　　ブログ記事とメルマガ記事とを重複させても問題はないのか　　　　　　45  

テクニック 

　　　メール対応によって成約率を飛躍的に向上させる方法　　　　　　　　　　　5 
　　　メディアを運営していて読者から最も多い質問とは　　　　　　　　　　　　7 
　　　成功事例がない場合の対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 
　　　必ず質問で終わる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14 
　　　さらに読者とラポールを築いき成約率を引き上げる方法　　　　　　　　　　17 
　　　返信しなくていいメール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23 
　　　自分の顧客とJV（ジョイントベンチャー）を行う方法　　　　　　　　　　　25 
　　　記事が書けない人の改善方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29 



メディア量産戦略 
 

　　　メディア媒体を量産する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 
　　　新メディア構築のタイミング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7  
　　　自分が育てた媒体に自分が作成した情報商材を販売する　　　　　　　11  



そしてそれぞれの章で書かれている内容は以下のようなものです。 

・わずか２つのブログ運営のみで月収100万円を超えることができる、”超”シンプルなブログア
フィリエイト戦略とは（ブログアフィリエイトで成果を出すには長い時間を掛けてコツコツ運営
する必要があるという今までの概念を完全に覆す戦略。この戦略が業界で最も最速最短で結果が
出せるものです。） 

・匿名だからできる、圧倒的なブランド力を構築できる”裏技”とは（結果や実績がないとアフィ
リエイトでは稼げない。他でもないその思考が最も稼げない理由です。ここではその概念がいか
に間違いであり実績がない初心者が稼げる理由を暴露します。） 

・ビジネスを通じて、使いきれないぐらいのお金を稼ぐために最も必要になるスキルとは（ビジ
ネスにおいての成功と失敗の一体なんのか？それは決して難しいスキルや知識ではありません。）

・どんな初心者であっても、凄腕アフィリエイターになれる匿名だからできる演出方法とは（初め
てアフィリエイトをやる初心者アフィリエイターがベテランアフィリエイターを出し抜く方法。そ
れこそ僕が提唱する匿名戦略の肝とも言える部分です。その全容を余すことなくお話しします。） 

・ほとんどのアフィリエターがおろそかにしてやっていない重大なこととは（やれSEOだ。やれ
コピーライティングだ。やれSNSだ。しかしそれらを実践しても稼げない人は物凄く多いのは事
実です。その理由を掴めば一気に収入を飛躍させることはそれほど難しいことではありません。）

・既存のSEOの概念を完全に覆す「購買意欲の高い顧客のみ」を徹底して集めるアクセス戦略と
は。（「これ買って下さい」そんな一言で即座に購入を決断してくれるアクセスをたくさん集める
方法というものが実は存在するのです。） 

・現在のアフィリエイト市場で大きく稼いでいくには、絶対にしてはいけないサイト構築とは（毎
日毎日頑張って記事を更新しているのに一向に収益が出ない。このポイントを外していれば今後
もそんな地獄のような日々を送り続けることになるかもしれません。） 



・日本人だけが知らない”あるアフィリエイト戦略”とは（95％のアフィリエイターが月に五千円
も稼げない。その大きな理由はこの点にあります。あなたがこの中に入っているのなら即座に抜
け出せるきっかけになるかもしれません。） 

・１つの作業で10の効果が現れるコンテンツ作成方法（記事投稿）とは（たった1記事の投稿で
即座に収益がでる一石十鳥コンテンツ作成方法。そんな超レバレッジ術があるとしたら。。。） 

・ブログ、メールマガジンを構築していく上で大切なテーマとは（これを知ればあなたは今後永続
的にネットビジネスで稼ぎ続けることができます。） 

・絶対目標を達成させることができる、行動原則とは。根本が成功者100人を実際にこの目で見
て感じた共通点（自分は本当にネットビジネスで稼げるようになるのか？そんな人は絶対に成功
できるある行動原則に一刻も早く気づくべきです。） 

・決して、顧客が枯れることがない人間がこの地球上にいる限り無限にお客さんを増やしていく
あるテクニックとは（ある視点を変えることで、自分の顧客を無限に増やす続けることができま
す。） 

・人間心理を巧みに操ることができる購買心理とは（実はそのテクニックをこのセールスレター
でも使っています。） 

・悪用厳禁！？読者を一気に信者レベルまで引き上げて、あなたのいうことは何でも聞いてしま
うある心理テクニックを利用した洗脳レベルの教育テクニックとは（これはあまりにも危険なテ
クニックです。ただこれを語らずして僕のアフィリエイト戦略を語ることはできません） 

・市場の中で「唯一無二」の存在になれるブランディング戦略とは（脳科学、心理学、行動経済
学、政治学というものを徹底して学んだ僕特有のテクニックです。） 

・必死に売り込まなくても、1人でに商品が売れていくシステムを作るために必要なこととは（こ
の基本的な土台となるのはDRMです。的確な方法でDRMを活用することができればあなたがそ
れほど必死に売り込みをしなくても自然と売り上げがあがるようになるはです。） 



・完全にバリアを張った読者の心を溶かして、信頼関係を結ぶことができる方法とは（このテク
ニックは心理学者顔負けのテクニックです。） 

・これだけ詐欺だと言われ続けている情報商材市場が、ますます稼げるようになっている理由
（「情報商材ビジネスはもう稼げない」そんな人が増えれば増えるほどますます僕の貯金額は増
えていく。その理由とは。） 

・９割以上の成約率を誇る、根本独自のラポール構築メール術とは（アフィリエイターは役割は集
客、教育、販促だけではありません。このメール術を学ぶことでブランディングとセールスを大
きく飛躍させることができます。） 

・やるとやらないとで大違い！？そのサイト構成とは（読者から反応の取れないメディアはもれ
なくこの過ちを犯しています。サイトビジネスでお金を稼いでいきたのならこのサイト構成は必
須です。） 

・実績０でも稼げる根本独自のオリジナル戦略とは（典型的な情報弱者。ネットビジネス歴15年
生涯収益ゼロのコンサルを瞬く間に年収2000万のアフィリエイターに育てた根本独自のブランディ
ング戦略。その全てをここで公開させて頂きます。） 

・なぜAKB48はアイドルビジネスとしてこれだけ爆発的な成功を収めたのか？（なぜAKB４８
は一世風靡するまでのアイドルとなれたのか？その成功の秘密を解き明かす最も明確な答えはま
さにこれです。） 

・その戦略をそっくりそのままアフィリエイトに応用する方法とは（AKB48が大成功したそのメ
ソッド、それはまさに我々アフィリエイターのためにあるような方法でした。） 

・超ブルーオーシャンなあるアフィリエイト市場とは。（市場参入者のほとんどが稼げない理由
は強力なライバルがいるジャンルに初心者が参入していくからです。しかし、誰もいない宝の山は
視点を変えればいくらでも見つけることができます。） 

・売れるべくして売る商品を簡単に見つける方法（稼げるアフィリエイターはなぜ売れる商品を見
つけることができるのか？その商品発掘方法をここではお伝えしていきます。） 



・紹介したアフィリエイト商品を買わずにはいられなくなる誰でも簡単に活用できるコピーライ
ティングのテクニックとは（このテクニックを知るだけで、あなたのメールボックスは商品の成
約通知で溢れかえることになります。） 

・記事が書けないという悩みを一瞬で解決できる方法とは（僕もかつては文章を書くことが本当
に苦手でした。しかしこの方法を実践することで僕の文章が書けないという悩みは一瞬で解決さ
れたのです。） 

・稼げない人が稼げる人に変身するあるテクニックとは（情報弱者とトップアフィリエイターは
紙一重。つまり今稼げていないあなたも来月には月収100万稼げている可能性もあるということ
です。） 

・大半のアフィリエイターが間違いを犯すこととは（トップアフィリエイターでさえこの過ちを犯
しています。あなたが今後死ぬまでアフィリエイトで稼いでいきたいのならこの原則は必ず守らな
ければいけません。） 

・これさえできれば、アフィリエイトで稼げないわけがない。そのたった一つのスキルとは（イン
ターネットの普及とテクノロジーの発展によって我々アフィリエイターがインプットしなければい
けない情報量は格段に増えました。しかしビジネスによってお金を稼いでいくために必要なスキ
ルはいつの時代もたった１つなのです。） 

・仮にサイト構築を失敗したとしても、そのサイトを再利用しその後に大きな成功を収めること
ができるサイト運用方法とは（「もしも実践して失敗したらどうしよう」そんな心配している時
間こそが稼げない理由だと心から思える、絶対に失敗しないサイト運営方法をあなたに教えたい
と思います。） 

・ライバルがいないニッチを狙いすぎるとほぼ間違いなく失敗する。その理由とは（ブルーオー
シャン戦略。確かにこれは稼げる戦略です。しかしその市場がブルーオーシャンになっている理由
を的確に掴むことができなければ絶対に稼げることはありません。） 

・たとえ右も左もわからないネットビジネス初心者であろうが、圧倒的な権威を纏うことができ
る方法とは（あなたはネットビジネスで成功するためには実績が必要不可欠だと思っていません
か？多くのアフィリエイターが犯す過ちにあなたも一刻も早く気付いて下さい。） 



・単なるノウハウコレクターだったコンサル生が、あることを意識した途端に一気に報酬が跳ね
上がることに・・・・そのあることとは（結局アフィリエイトで稼げるか稼げないかはこの一点
にかかっています。） 

・高額塾にも参加した、情報商材も山のように購入した、もちろん様々なブログやメルマに無料
レポートも読み込んだが一切稼げない・・・それほどまでに勉強熱心だった彼がなぜ一銭も稼げ
なかったのか？その本当の理由とは？（そもそもネットビジネス、アフィリエイトとはどのよう
なビジネスなのか。その部分をあなたもきちんと理解して下さい。） 

・ノウハウコレクターだからわかる、ノウハウコレクターが稼げない本当の理由とその打開策と
は。（これが理解できれば、稼げたも同然。そう思える原理原則をここではお伝えしていきま
す。） 

・ほんの数分の作業で売り上げが倍に伸びるあるセールステクニックとは（ここが普通のアフィ
リエイターで終わるのか、トップアフィリエイターになれるのかの分かれ道です。） 

・記事ネタがエンドレスでなくならないたった一つの方法とは（そもそも記事が書けないという
悩みはなぜ生まれるのか？その根本原因の追究とその解決方法をあなたにお伝えさせて頂きま
す。） 

・一気に読者を惹きつけることができるブログ記事のタイトルのつけ方とは（読み手の心理を的
確に把握するからこそ、反応せずにはいられないタイトルをつけることができるのです。） 

ちなみにこの内容はほんの一部です。 

ただ、今ご覧頂いた通り今回配布させて頂くコンテンツの中には、 
アフィリエイトで稼いでいくために必要なことは全て詰め込まれています。 

月収100万円越えのアフィリエイターを次々と排出した、 
そのノウハウを体感できるということです。 



「このコンテンツ"さえ"携えていれば、今後情報商材を買う必要がない」 

この企画はまさに"あなたがノウハウにお金を払う最後の日"そんなイメージを持ってもらっていい
ものに仕上がっています。 

ちなみにですがこの内容をご覧になられて、あなた自身コンテンツボリュームをどう感じられま
したか？ 

「多いな」 

あるいは 

「こんな少ないの」 

おおよそ、このどちらかの感情だと思います。 

ただ、僕がこの企画を開催するにあたり一番重視したことは何より「わかりやすさ」と「取り組
みやすさ」そして「再現性」の部分です。 

何より「稼げない人間」を「稼げる人間にする」というこの一点に全てを掛けました。 

さらに、コンテンツに関しては参加者の方とのやりとりを行いながらアップデートしていくつもり
をしています。 

とにかく、この手紙をご覧になっているあなたに意識してほしいことはこの企画で僕がやろうと
していることは、 

「自分の手の内を全て見せる」 

ということに他ならないということです。 



そのためとは言っては何ですが、今後この企画の参加者様が増えればいずれかのコンテンツを削
除させて頂く可能性もございます。 

その点に関してはどうかご了承下さい。 

今ご紹介させて頂いた本企画のコンテンツが基本パッケージになります。 

“実はここからが本題となる「ご案内」です。” 

さて、実はここからがこの企画の本当のご案内になっていきます。 

今までのご案内は、ただ企画内容の説明をつらつらと行っただけにすぎません。 

つまり、先ほど僕が申した「この企画に参加した人全てを成功させる」ということに関しては言
及していないということです。 

そして僕自身、本当にそのような現実を達成するためにはどうすればいいのか真剣に考えました。
いえ考え抜きました。 

その結果、僕はその目的を達成するために一番必要なことは何であるのかわかりました。 

参加者すべての人を成功に導くために必須のこと、それは緊密なサポート体制を確立することで
あると。 

よって下記のようなサポートプランをご用意させて頂きました。 



・企画期間、回数無制限のマンツーマンスカイプコンサル 

これはあなたと僕の一対一で行うスカイプコンサルティングになります。 

今企画でアフィリエイトを実践していくにあたり、必ずうまくいかないことがでてくると思います。

その際、実際にあなたの「お声」を僕自身に届けて頂き、それに答える、そんな環境を作るべく
マンツーマンスカイプコンサルを用意しました。 

実際にメールでは説明できない「感覚」の部分をあなたとの一対一のスカイプでサポートさせて
頂きます。 

※本業の業務の都合上、時間帯によっては電話になる場合があります。 

※スカイプの日時は予約制に致します。前もって申請して頂き日程合わせていきましょう。 

・メールサポート（回数無制限） 

メールサポートに関してましては、基本的に期限というものは設けません。 

スカイプ期間が終了したとしても引き続きこちらでサポートさせて頂きます。 



ただ、「半永久的に」などといった条件を出してしまうと無責任になってしまうのでこのメール
サポートの保証期間は「ネット上に根本武名義のブログが存在している限り」とさせて頂きます。 

※日程によってはフル稼働であなたのサポートができる時があると思います。 

普通の売り方をするのであれば、 
僕はネットビジネス界から足を洗います 

この企画を世に出すにあたって、心に決めた戒めです。 

と言いますのも、「普通の売り方」であるのならこれだけのコンテンツに期間内であれば無制限
に利用できるマンツーマンスカイプサポート、通常ならこの内容のコンテンツの場合おそらく50
万円は下らないと思います。 

仮に格安だとしても30万円は下らないでしょう。 

基本的に今の情報業界は教材販売者と直接声を通してやりとりする際、かなり大きな障壁があり、
スカイプサポートがついた時点で値段は大きく跳ね上がる傾向にあります。 

それが今のこの業界の常識なのです。 

しかし、はっきり言って使えないノウハウを膨大な量配布し、実力がない販売者がサポートしよ
うが、結局のところ稼げなければ意味がないという事です。 

さて、気になる今企画の提供価格ですが・・・。 



自分で言うのもなんなのですが、今回のこの企画には僕の今までのアフィリエイト人生、もっと
言えばビジネス人生の全てを投下したコンテンツになっています。 

それだけに、このコンテンツの値段が仮に100万円であったとしても安いのではと思います。 

実際、僕がこの企画に費やす時間と年収を考えれば、100万円であってもボランティア同然だと
思って頂いていいと思います。 

現にお金のことだけを考えれば、今回の企画の開催のみで入ってくる収益だけをみれば赤字は間
違いありません。 

それが仮に100万円のオファーであったとしてもです。 

とは言え、今回の企画の最大の目標は全ての人を稼がせること、もっと言えば"今まで稼げないこ
とで苦汁を舐め続けた人を成功に引っ張り上げる"そんな目的で作らせて頂きました。 

当然、先ほど申した通り僕は決して人道主義者ではありません。 

なので、あなたを稼がせることによって僕にも利益があるからこそこの企画を本気で行うのです。 

要は、ここであなたが稼ぐ、もっと言えば僕があなたを稼がせることによって僕自身の利益がど
んどん膨れ上がる仕組みになっているのです。 

あなたが稼げれば、僕も稼げる。 

この利害関係の一致こそが、綺麗事を抜きにした僕の本心です。 

考えても見て下さい。 



常識的に考えて、赤の他人に血の滲む思いで獲得してきた、スキルやノウハウを自分の側の利益が
全くゼロの状態で全て提供する人なんているわけがありません。 

仮にいたとしても、それは単なるお人よしか本当の詐欺師かのどちらかです。 

少なくとも、僕の場合自分の積み上げてきたノウハウやスキルを全て公開し、あなたが稼ぐサポー
トをすることによって大きな利益が僕自身にあるということです。 

だからこそあなた自身にも、実際にアフィリエイトで稼いで欲しいし僕は全身全霊をかけてあなた
を稼がせる努力をするのです。 

もちろん、そんな目的を掲げましたのでたくさんの人を抱えてしまっては到底サポートしきれま
せん。 

ですので参加人数が一定数に達しましたら募集を打ち切らせて頂きます 

もっと言えば、自分の利益に支障が出る可能性が出てきた瞬間に企画自体を終了することになる
と思うので、そのあたりはご了承下さい。 

ということで今回の企画の価格ですが３つのプランをご用意致しました。 

プランA：コンテンツ+マンツーマンスカイプサポート3ヶ月（サポート期間実質4ヶ月）+メール
サポート⇨49800円 

プランB：コンテンツ+マンツーマンスカイプサポート1ヶ月（サポート期間実質2ヶ月）+メール
サポート⇨29800円 

プランC：コンテンツのみ（メールサポートはあり）⇨19800円 

での販売とさせて頂きたいと思います。 



企画で行うカリキュラムの流れとしては、最初の1ヶ月間はノウハウをどんどんあなたに配信して
いきます。 

あなたは配信されるノウハウを、インプットしながら実践し始めて下さい。 

おそらく、配信する全てのノウハウをインプットしある程度内容を理解するのに一ヶ月程は要す
ると思います。 

ですので、最初の1ヶ月はノウハウのインプット期間、アウトプット期間とさせて頂きますのでマ
ンツーマンスカイプコンサルは企画開始1ヶ月後からの開始とします。 

もちろん、1ヶ月目で全ての作業が終わられた方はスカイプコンサルを開始します。 

これだけでは終わりません。 
さらにあなたにこのような特典をお付け致します。 

参加者限定メールマガジンの配信 

ここでは、もともとシークレットの場でのみ僕が直接指導しているコンサル生とのコミニュケーショ
ン向けに発信しているメールマガジンです。 

内容的には、コンサル生からのお悩み相談からノウハウ的なことまで幅広く情報発信する形になっ
ているものになっています。 

はっきりいってこのメールマガジンでは外には絶対に出ることがない超裏情報のみを公開して行
くことになります。 



ちなみに、このメールマガジンではコミュニティ限定の企画などの告知もさせて頂くものになって
いたりスペシャルなプレゼントを受け取れる権利もあるメルマガになっております。 

よくある質問 

Q、本当に稼げるようになりますか？確実に稼げますか？ 

A、諦めずにしっかりと努力し続けることができれば 
　　成果を出していくことができます。 
　　どのような努力をすればいいのかということまで 
　　指導させて頂きますので、アフィリエイトについて 
　　いまいち知識がない人でも大丈夫です。 

Q、初心者でも取り組めますか？ 

A、初心者であっても全く関係ありません。 
　　1からアフィリエイトを始める方であっても 
　　問題なく理解し実践できるマニュアルを配布します。 
　　また他のアフィリエイターにはない、 
　　濃度の高いサポートもついていますので 
　　問題ありません。 

Q、スカイプサポートの延長は可能なのですか 

A、 要相談となりますが原則可能とさせて頂いております。 
　　ただ先ほど提示させて頂いた 
　　3つのプランを見てどれにしようか 
　　悩まれているのであれば 
　　最上級のコンテンツの方がお勧めです。 

Q、企画参加費用以外にもお金はかかりますか？ 



A、原則かかりません。ただ今回の企画の主な 
　　ビジネスモデルはDRMを土台にした 
　　情報商材アフィリエイトなので 
　　有料ブログのドメイン、サーバー代 
　　メルマガスタンド契約料金などの経費が掛かります。 
　　ただそれら全てでも月1万円を超えることは 
　　ないと思います。 
　　 

Q、1日どれぐらいの作業時間を実践していけばいいのですか 

A、これに関してはなんとも言えない部分があります。 
　　ただ間違いなくいえることは、たくさんの時間を 
　　掛けた方がより稼げるのは間違いありません。 

Q、何かグレーゾーンに突入するような行為はありませんか？ 

A、そのような手法を用いることは絶対にありません。 
　　 

Q、文章を書くのが苦手なのですが大丈夫でしょうか？ 

A、これに関してもそれほど大きな問題ではありません。 
　　ただ今回の企画はブログアフィリエイトを軸に行っていく 
　　ビジネスモデルなので文章を書いていくことは 
　　避けて通れませんが、それほど 
　　高いレベルを要求されるものではありません。 

Q、返金保障はありますか？ 

巷にある購入すれば確実に稼げますというようなノウハウでは、ありませんので保証などはつけ
ておりません。 



ここまでの内容とこの値段なのにも関わらず、 
「納得できない」という人がいるのなら・・・ 

最後にはっきりと申しておきましょう。 

もしも、僕の提示した条件でも「参加を躊躇する」とうのであれば、これははっきりいって「ビ
ジネスセンスがない」としか言いようがありません。 

これだけの内容とサポートがついて、この価格は今の情報業界では考えられないレベルの金額設
定です。 

もはやこれは"破格"という以外の表現では表すことはできないものではないかと思います。 

何より今回のこの企画は"いかにして結果を出していくのか"に最大限コミットしたものです。 

コンサル生の声を聞いて頂いてもわかる通り、かなり早い段階で結果を出す人も恐らく出てくるで
しょう。 

しかし僕が本当に提供したいものはそんな一時の収入ではありません。 

机上の空論のような商材ではなく、生きた事例と本物の教材を元に、あなた自身がより高いビジ
ネス力、アフィリエイト力を身につけ、今後周りの環境がどうなろうと「自分1人の力で稼ぎ続け
られる力」を獲得して欲しいのです。 

アフィリエイトのノウハウは、今現在、膨大な数の量が世に出回っています。 



しかし、残念ながらその全てがほんの数年で使えないノウハウとなってしまうことは、この流動
化の自体、特に時代の流れが異常に早いインターネットの世界では明白な事実だと誰もが納得す
るのではないでしょうか。 

そんな、線香花火のようなノウハウにどれだけの人が無駄なお金を払い続けているのでしょう。 

何より本当に致命傷なのは、そんな一時的にしか稼ぐことができないものに頼ってしまうという
マインドを植え付けられて、そんなノウハウを身につける事にあなたの有限で大切な人生の時間を
奪われているということだと僕は思います。 

僕が自信を持って言えることは、誰が何と言うおうと、このアフィリエイトノウハウは数年先はも
ちろん、10年先でも20年先でも、あなたを導き守るものになるはずだということです。 

そのようなノウハウこそ、人生を通して成功し続けるために一番大切なものだと僕は思うのです。 

それでもこの企画の価値を感じてもらえないのなら、それは仕方がありません。 

ただ、もしあなたがこの企画に参加を決意しなかったとしても、このお手紙で僕がここまでお伝
えした事実に気づかれたのなら、それだけでもあなた自身大きな気付きになったのではないでしょ
うか。 

ネットビジネス業界の真実に気づいてもらうこと。 

それがこのお手紙の一番の目的であり、企画のご提案の方はその事実を踏まえての僕からの一方
的な贈り物でしかありません。 

よって、その提案を受けるかどうかは、あなた次第であるということです。 

もちろん、その選択はあなたの自由です。 

しかし、それでも僕は最後の最後まであなたの背中を押したいと思います。 



　"この企画を機に、これを縁として、僕と共にスキルを磨いていきませんか？そして今後決して
なくなることがない普遍的な実力を身につけませんか？" 

あなたがその行動を起こす時は、まさにこの瞬間なのではないでしょうか。 

それでは、あなたの参加心よりお待ちしております。 

＞お申し込みはコチラ 

※クリック後登録フォームが表示されます。その項目に参加希望のプランと支払い方法を記述の
上で送信して下さい。確認でき次第決済ページをこちらから配布させて頂きます。 

※お支払い方法は銀行振込とペイパルによるクレジット決済のみとなっております。　 
　またご不明な点などございましたら以下よりお問合せて下さい。 

＞お問い合わせ 
　 

“覚悟を決めましょう。” 

あなた自身が一体どれぐらいのお金を求めているのか、その額はわかりません。 

ただはっきりと言えることは、自分1人の力でいつでも自立できるスキルを携えておくことは人生
を有意義にする意味では物凄く重要なことだと僕は思うのです。 

年収数億円稼ぐトップアスリート、大企業の社長や幹部、テレビに引っ張りダコの有名芸能人な
どなど。 
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この中に、全てを奪い取られてゼロになった時そこから自分の力のみで這い上がり、自立できる
人間がどれほどいるでしょうか。 

もちろん、僕がこれから教えるアフィリエイト戦略にそのスキルの全てがあるとは言いません。 

ただ、その原則を正しく学んでいくことで、普通の凡人がそういったスキルを手に入れられるの
が「アフィリエイト」なのは僕は間違いのないことだと思っていますし、事実間違いないことです。

僕もそうですが、実際この業界には社会的には底辺と呼ばれる位置から、このスキルのみで年間
数億円稼げるようになった人間が現実に存在します。 

だからこそ、僕は「自分でお金を稼いでいくには何を一番最初に学ぶべきなのか？」という問い
かけに対して、一切迷うことなく"アフィリエイト"という回答を出しているのです。 

そして、より高い収入を"上限なく"得ていくのなら 

「情報商材アフィリエイト」 

をやっていくべきだと。 

ただ、そこで「じゃあ情報商材アフィリエイトをどのようにして学べばいいのか」と言われた時
に、今まではこの問いに関してすぐに返答できるものがありませんでした。 

確かに、世間にはこれだけのノウハウが溢れ帰っていますので、探せばいくらでも情報商材アフィ
リエイトのノウハウは販売されています。 

また、情報商材で稼いでいるアフィリエイターも一定数いることから、そのアフィリエイター自身
がノウハウを情報発信しているケースも多々見られます。 

ところが、そういった情報に僕自身目を通して見ても、稼げない人が稼げる人に変わるイメージ
がどうしても持てなかったのです。 



しかし、今は違います。 

"情報商材アフィリエイトを学ぶならこのノウハウ以外、ありえない" 

今はマニュアルを作り終わり、心の底から声を大にしてそう言えることができます。 

そして、現在進行形で稼げていない人あるいは今は実践していないけど、稼ぐために挑戦したい
という人の羅針盤となれば、苦労した甲斐があったというものです。 

この機会に是非とも「本当に稼げるアフィリエイトノウハウ」を体感していってもらえればなと思
います。 

そして何より、あなた自身が1日でも早く、自分が望む思いどうりの人生を取り戻すための経済的
な基盤を手にして欲しいと願う次第です。 

ではここからは企画の中でお会いしましょう。 

＞お申し込みはコチラ 

※クリック後登録フォームが表示されます。その項目に参加希望のプランと支払い方法を記述の
上で送信して下さい。確認でき次第決済ページをこちらから配布させて頂きます。 

※お支払い方法は銀行振込とペイパルによるクレジット決済のみとなっております。　 
　またご不明な点などございましたら以下よりお問合せて下さい。 

＞お問い合わせ 
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「追伸」 

「とにかく結果を早く出したい、スキルの向上はそれからでいい」 

「ある程度の「経済的自由」を手に入れた上でネットビジネスに専念できる環境を整え、そこか
ら本格的なステップアップをしていきたい」 

恐らく、この業界に参入している方はそのような考えをお持ちの人が決して少なくはないと思いま
す。 

また、だからこそそういった願望のお持ちの方ほど様々な情報商材を購入する傾向にあるのだ
と。。。 

何より、その点を考慮した上で今回提示させて頂く企画内容は 

「いかに情報商材アフィリエイトで結果を出すか」 

ここに特化しているものになっています。 

よって、僕が情報商材アフィリエイトで"結果を出し続けてきた"全てのノウハウをここで公開する
つもりをしています。 

また、それだけに先ほどあげた「いかに結果を出していくか」ということを中心にマニュアルは構
成されておりますので、参加者の多数のニーズを満たす内容だと思います。 

ただ勘違いして欲しくないのは、今企画では手取り早く稼ぐ方法ではなく情報業界の荒波に決し
て負けることなく、今後も永続的に稼ぎ続けられる"実力"をつけることにあります。 

それゆえにこのプログラムは、「簡単かつ楽に結果を出せるもの」では御座いません。 



もちろん、情報商材アフィリエイトもっと言えばアフィリエイトというビジネスモデルで稼ぐ本質
を学んでいったあなたが、結果的に「ネットビジネスで稼ぐのって簡単だな」と感じてしまうこ
とはあるかもしれません。 

しかし、どう考えても「楽に稼げるのなら参加します」「簡単に稼げるのなら参加します」とい
うビジネスに対して安直な考えの方が自らの手によってお金を掴みとっていけるようになるとは
到底思えないのです。 

まして、成功"し続ける"結果を"出し続ける"ことを考えると、そんな考えの人にはっきりいって不
可能でしょう。 

しかし、あなたが「最大限の努力を前提として、情報商材アフィリエイトを学んでいき、収益を構
築していく仕組み作りに取り組んでいく」のならば。。。。 

その努力の最大効率化と同時に、驚くほどの成果へとつなげていくとは、それほど難しいことで
はありません。 

本企画は、実際にそんなスキルとノウハウを、あなたの血肉に変えていってもらい最終的には「自
分1人の力で」収入を増やし続けていってもらうプログラムに他ならないからです。 

そこにきて、マンツーマンスカイプによって緊密な指導をさせて頂くことによってより成果をあ
げていける磐石な体制を整えています。 

「情報商材は嫌という程買った。高額塾にも入った。 
それどころか高額なセミナーや書籍も大量に購入した。 
・・・・それなのに１円も稼げない。もう自分には 
ネットで稼ぐこと、自分自身のみの力で稼ぐことは無理なのか。」 

このお手紙で僕があなたに提案しているものは、そんな絶望とも言える感情を抱いている方へ記
した「成功への明確な道筋」であり、時代がどう変わろうが自分自身の力で道を切り開いていけ
る「力」を与えるものに他なりません。 

「あなたが購入する最後の情報商材」 



そんなコンテンツに仕上げたつもりです。 

この最後のチャンスとも言えるものに賭ける覚悟がある方ならば、僕の全身全霊の力によって、あ
なたを全力でサポートさせて頂きます。 

結果として、それが僕にとってもあなたにとっても最大のメリットになると思うからです。 

そして、アフィリエイトのその先のステージで共に活躍できることを願っています。 

もし、このお手紙を読んで少しでもあなたの心に響くもの、あなたの未来に響くからもしれない
ものを感じられたのであれば、是非企画への参加を検討して頂ければこれほどの喜びはありませ
ん。 

共にビジネスを作り上げていくことができることを楽しみにしています。 

追伸２　今企画で配布するノウハウ実践者の声、 
コンサル生の声 

では最後に、今回配布するマニュアルと僕のサポートを受けたコンサル生の声を一部掲載し結びと
させて頂こうと思います。 

・40代　男性　会社経営者　山田様 

自分の会社が行き詰まり、なんとか打開策を探していたところ 
根本様のブログに行き着きました。 

藁にもすがる思いで根本様にコンサルをお願いしたところ、 
ネットで稼ぐ本質を教えてもらい今ではネット事業の方が 



弊社の軸となりつつあります。 

もちろん、当初の赤字は完全にクリアできました。 

根本先生には感謝してもしきれません。 

何より、スキル的なものについても非常に勉強になるのですが、 
一番肝心なことはやはり仕事に向き合う姿勢というか、 
マインドの部分にあるんだなとコンサルによって 
改めて感じました。 

特にコンサル中におっしゃって頂いた 

「経営者ならばピンチの中からチャンスの顔を探す努力をする」 

「目先の利益ではなく、きちんとしたヴィジョンを描いた上で行動する」 

という趣旨のお話は私の救いになりました。 

本当にありがとう御座いました。 

今後ともどうかよろしくお願い致します。 

・20代　男性　アフィリエイター　及川様 

根本様 

先日はコンサルティング誠にありがとうございました。 

お礼の意味も込めてメール送らせて頂いております。 

今回根本さんのコンサルを受けたことは、 
これまでの人生で最大の転機になったと言っても過言ではないくらい、 
本当に多くの「学び」を得る事ができ、感謝しています。 

コンサル時常に根本さんが仰っていらした、 
どれだけノウハウを表面上でインプットしても、 



それを実践しなければ意味がない 
とは本当にそうで、今まで頭であーでもないと 
考えるだけに終わっていて 
全然手を動かせていなかったなと反省しております。 

僕自身、その実践の部分で甘い点があるなと感じていて 
今後より一層、高い意識で学びと実践を行っていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

正直申しますと、僕がネットビジネスを始めた動機は、 
単純に「人よりもお金持ちになりたい」というもので、 
本当にそれだけが目的で今まで実践してきました。 

そして、運良くアフィリエイトなどで 
月収100万は軽く超えるようになっていたのですが、 
根本さんのブログやメルマガを読んでいて 
今のままではいけないと感じ 
さらに上を目指そうと思うようになりました。 

お金ももちろん大切ですが、それ以上に 
いかに人間としてレベルの高い人間に 
なる事ができるかを意識していきたいと思います。 

それができれば結果的にお金の面でも 
大きな成功を収めることができるのではと 
自分で勝手に思っています。 

お金で手に入らないものもたくさんあると思いますが、 
お金があればほとんどのものが手に入るのも事実だと思います。 

また自分に経済的な余裕が出てくれば、 
今まで助けれなかった人も助けられるかもしれません。 

とにかく人間としてのレベルを高めるのと同時に、 
それと比例してたくさんのお金を稼いでいきたいです。 

そうなるために自分に鞭をうって 
行動力を高めていきたいなと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。 

本当にありがとうございました。 



・30代　男性　営業職　大槻様 

根本さん 

僕は何より、このマニュアルに出会えたことが 
本当によかったなと感じていてとても満足しています。 

当然といってはなんですが、学んでいくだけではなく 
実践の作業に反映させていきたいと思います。 

ただ、こうして根本さんから直接指導をお受けして頂いても、 
いざ自分1人で実践しようと思い、パソコンの前に座ると 
手が止まってしまって作業を進めることができません。 

これではいけないと、なぜそうなるか考えた時に 
わかったことなのですが、恐らく頭の中でできたアイデアや 
やる気と言うものを現実世界に反映させていくには 
それなりの作業量が必要であるという現実を 
きちんと認識していなかったということが原因だと思います。 

手が動かない原因が掴めたので、 
あとはそのことを解決するために 
ただただ頑張って作業をするしかないと思っています。 

やはりこうして根本さんと関わらせて頂いて 
強く感じることは、その作業量の膨大さです。 

なんというか、絶対的な作業時間が 
他の方とは違いすぎるということです。 

根本さんが以前お話して下さった昔話で、 



二日連続で徹夜して作業をしていたということを 
聞いた時「自分には無理だ」と思いましたが、 
できるだけそれに近づこうと頑張りたいと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。 

・20代　男性　ネットビジネス専業　Ryo様 

根本様 

この度はコンサルティング誠にありがとうございました。 

率直にいうと、本当にコンサルを受けてよかったと思っています。 

あとは根本様の手から離れても、自分自身で行動に移して 
いくことができるかどうかだと今は感じています。 

ただ、コンサルを受ける前の自分と 
今の自分とでは全く見える視点が違っていて、 
稼げる感覚しかありません。 

コンサルを受ける前から、 
アフィリエイトで月収200万程度は 
稼げていたのですが、何かこのままでは 
いけないという思いとなぜ自分が今稼げているのか 
わからないというモヤモヤした気持ちがあったのです。 

しかし、コンサルを受けてからというもの 
そのモヤモヤ感が全くなくなり、 
「これからやっていくベき明確な道筋」 
「なぜ今まで稼げていたのか」 
がはっきりと見えてきました。 

実際、コンサル期間に1ヶ月の収益が倍程度に 
なったのをみると間違いなく実力が向上したことは 
自覚できます。 

一番の"気付き"はアフィリエイトと言うものは 
顧客を意のままに誘導していき商品を買わせるだけ 



買わせるという認識では 
稼ぎ続けられることはできないということです。 

いかに顧客の「悩み」を解決し 
「願望」を叶えてあげるかを真剣に考え 
それを実現するためのコンテンツを 
考えるからこそ稼げるのだと。 

どうしても情報業界に長くいると、 
怪しさばかり目立ち悪どい稼ぎ方の方が 
稼げるのでは？と思いがちですが、 
それもこれも自分次第であるということを 
今回気づけたのが本当に大きかったです。 

今後とも引き続きよろしくお願い致します。 

・50代　男性　自営業　T様 

根本様 

お世話になっております。 

Tです。 

コンサルティング誠にありがとうございました。 

今回のこのコンサルを人生のターニングポイントと 
できるように最大限努力していこうと思います。 

ちなみに、引き続きコンサルを受けさえて 
頂こうと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。 



・30代　女性　主婦　松本様 

根本様 

コンサルティングでは本当に色々な学びと、 
気づきを頂きありがとうございました。 

この学びを生かして必ず家族を養っていきたいと思います。 

家族のためにも引き続き必死で稼ぎ続けていきます。 

＞お申し込みはコチラ 

※クリック後登録フォームが表示されます。その項目に参加希望のプランと支払い方法を記述の
上で送信して下さい。確認でき次第決済ページをこちらから配布させて頂きます。 

※お支払い方法は銀行振込とペイパルによるクレジット決済のみとなっております。　 
　またご不明な点などございましたら以下よりお問合せて下さい。 

＞お問い合わせ 
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