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こんにちは、タケルψです。あなたに最高の提案をしたいと思います。 

長くなりますが、よかったらお付き合いください。 

安定・安心した稼ぎのモデルで収益化を図る画期的な提案をさせていただきます。 

 

私のもとに、来ている人の声を見ていると 

全く稼げない人というよりは、5000円～2万円くらいは稼いだことがあるけど 

稼げないという人が多かったのです。普通だったらそれだけ稼いだのなら 

2倍、3倍の努力をしたら、倍々に増えると思いますよね？ 

 

でも、無理なのです。なぜ無理だったのか？わかりますか？ 
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・アフィリエイトする商品がないから、アフィリ収入が増えない 

大きく稼げるイメージが全く持てないから、行動ができない 

 

・１日２～３時間くらい今の収入を維持する作業で取られているから 

これ以上、時間を増やすことができない 

 

・今やっている作業は、毎月ムラが出ています。大きく稼げる月もあるけど 

稼げない月もあって、いつ稼げない日が来るかわからないです。 

 

・しっかりと教えてくれる人がいないから、行動に自信が持てない 

教材やアフィリエイターのサポートも、期待したものではなかった 

 

・稼いでいるアフィリエイターが消えていくから、このアフィリエイト業界に 

未来はないのかと、不安になり手が進まない 

 

・上流で稼いでいるアフィリエイターは、先月は△△ジャンルが稼げる、 

今月は○○ジャンルが稼げると、一環性がない人が多いので信頼できない 

 

たしかに、タケルψも 

このような気持ちは、言われずともありました。でも、声に出して言ってくる人がいるので 

2012年 3月から、メルマガアフィリエイト１本で、猪突猛進に頑張っていましたが 

 

収入には、こういうムラがあったのです。 

暴露させていただきます。 
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※メルマガアフィリエイト（情報商材のみ）の内訳の経緯図 

 

メルマガアフィリエイトでは、わたしは 

売り込みはしたくないので、3 ヶ月に１度大きく動く 

スタイルで収入を得ていました。 

ただ、この曲線は、わたしでも怖いですね。 

 

※ちなみに、なぜメルマガ１本だとこういう波になったのかここから解説しますね。 

 

冷静に考えてもらえばわかると思いますが、 

本当に良い案件をメルマガでオファーしたあと、 

当然ながら、たくさんの人が購入してくれることになります。 

 

買ってくれた人をイメージして、フォローアップするようなメルマガを 

出さなければ、信頼がなくなると思ったので、大きく稼いだ月のあとは、 
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・あなたのその選択は正しい 

・あなたのその選択で稼げるようになろう 

 

こうイメージしてメルマガを発行すると 

どうしても、3 ヶ月周期くらいがベストだろうなという結論に至ったのです。 

 

アフィリエイトをやっている人ならば、よく言われていることですが 

ノウハウコレクターになってしまったら、底なし沼に足を踏み入れたのと一緒です。 

 

トップアフィリエイターですら、ノウハウコレクターになるなといいつつ 

毎月、「アレ買え」「コレ買え」言っているわけです。 

 

そうやってノウハウコレクターが生まれている背景があるし 

タケルψもノウハウコレクターの経験があったので、 

毎月の過度な売り込みは絶対にしないと心に誓っていただけに 

こういう稼ぎのモデルになってしまいました。 

 

 

そして、タケルψは探求の旅に出ることにしました。 

たぶん、メルマガアフィリエイト１本の軸の道で・・・、私が求める 

 

Relieve（安心）はあるのか？と・・・旅に出ます。 
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タケルψの中で、信じてドツボにハマった悪魔の言葉がありました。 

わたしが始めた当初、稼いでいたアフィリエイターが言っていた言葉です。 

※当然、こんな発言を平然とやっている人は、消えていきました・・・orz 

・一度稼いで名前が売れれば後は、楽して売れるようになる 

・何かで実績をつくれば売れるようになる 

・とりあえず実績作りをやればいい 

・ブランディングが大事だ 

・特典をたくさんつければ稼げるようになる 

・安い教材に破格の特典をつければ売れるようになる 

・いまこの手法に乗っかれば稼げるようになる 

 

「確かに稼げる・・・」 

「そして、いずれ稼げなく悪魔の助言」 

これに他ならなかったわけです。 

 

 

わたしが知る限り、月収 100万以上は１度稼いだことがある人も 

活動停止していたり、明らかに市場にマッチしていないおかしな発言をし始めたりと 

わたしが最初にいた世界は、見るに耐えない敵が多すぎました。 

 

旅をした結果、何億と稼ぐ人達の話に紛れ込むことに成功したのですが・・・ 

2年後、３年後に来るであろうインフォ業界に来るであろう恐慌の話を目の当たりにしました 

話は残酷極まるものでした・・・。本当かわからないですが・・・。 
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情報商材系には、法的規制が入る可能性があるという話が 

上流階級の稼いでいる起業家のなかで、騒がれていたのです。 

・「いくら稼がせます」というキャッチフレーズ通りに稼げない人が 

必ず出る事実に法的規制がいずれ入るだろうと予想されている 

 

・今後、表現の規制が入ってきたらプレナーは商品を出しづらくなるだろうから 

どんどん商材系の商品は減る可能性が考えられる 

 

・稼いだ金額だけでブランディングしている人は、稼いだ金額の表現が使えなくなったら 

間違いなくこの業界から消えるだろう 

 

・2年、3年後、このような規制が来る可能性は大いに予想されるので 

生き残れる仕組み作りを行いましょう。 

 

正直言って、タケルψは 

情報商材だけを、稼ぎの柱にすることは 

危ない道であることをこのとき、悟ったのです。 

杞憂かもしれないですけど、一理ある情報でした。 

 

「情弱を狙って」稼げますよ～と甘い誘惑をかけて被害者を出すような 

ビジネス展開をしている起業家が多すぎるのです。 

法的規制がこのままだとかかる可能性が高いと言われています。 

 

Relieve（安心）はないのか？探求の旅はさらに続く・・・ 
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タケルψは、人脈に関しても特に大事なポイントとして 

重きを置いていたので、稼ぎの額をアップしている典型的な事例の 

２つが目立っていたのです。 

 

・サイトアフィリエイト × メルマガアフィリエイトのスタイル 

・せどり × メルマガアフィリエイトのスタイル 

 

この人たちは、安定というか完全な右肩上がりの実績を叩きだしていたのです。 

 

■裏で安定して稼ぐ猛者たちは、次々に現れている事実・・・ 

・3 ヶ月目で月収 80万を突破！その後も、報酬は落ちることなし！ 

・3 ヶ月目で月商 140万を突破！その後も、報酬は落ちることなし！ 

・4 ヶ月目で月収 100万を突破し！その後も、報酬は落ちることなし！ 

 

収益がその後の収益にムラがないということに 

わたしは驚きを隠せませんでした。だって自分がこういうモデルじゃなかったし 

実際にムラがあるアフィリエイターは多いという事実があったからです。 

 

しかも、驚くべき声を、私に言ってきていたのです。 

どんな声かというと・・・・ 
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・商品が豊富だから、やればやるだけ成果があがる 

努力すれば努力した分だけ、成果があがるから面白い 

 

・サイトアフィリエイトに関しては、検索エンジンに自動販売機を設置するようなものだから 

ほったらかし報酬が見込めるから面白い 

 

・やっていることに一環性があるから、なぜかメルマガをやっていると 

ファンが増えているし、メルマガからの収益も多い 

 

・読者にも教えやすいし、成果も出しやすいしなにより教えても 

市場がデカイから、情報商材分野と違って飽和しない（しにくい） 

「類は友を呼ぶ？」 

安定して稼ぎの額を伸ばしている人は身近にたくさんいました＾＾； 

関わりを持ったことで、私自身も 

「サイトアフィリ」×「メルマガアフィリ」の 

スタイルを取ることを決意しました。 

 

これを決意したのが、だいたい 2012年 8月終わりくらいですね。 

そこからは、高額塾だったりコンサルを受けたりするなどして 

勉強もかねて、事項錯誤していました・・・ 

 

そうそう…この背景に至るに当たり、 

タケルψは、ある思いがありました。 

安定化においては、タケルψのいた世界と真逆のことをすればいいという意思です。 
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そうタケルψが、すぐにたどり着く情報は 

短期モデルばっかりだったのです。しかも、簡単そうに見えるからやっかい。 

ということは、逆があると思いませんか？ 

 

「多少なりと厄介だったら、長期モデルなのかな？」と。 

 

タケルψは、サイトアフィリエイト×メルマガの組み合わせで行くというのは 

背景にこういう結論が出ました。 

 

サイトアフィリエイトは、手間暇かかるし稼ぎもすぐ出ないから 

やるべきではないという情報の方が、わたしの見ている世界には多かった。 

 

参入障壁があるってことです。でも…冷静に考えて欲しい 

 

参入障壁の高さは、逆に乗り越えたら 

自分の市場を守る砦になると！！ 

 

簡単なモデルは、確かに稼げるけど 

パクりやすく、みんながやるから市場が飽和しやすいってことです。 

この苦労の道は、乗り越えると自分を守る砦になります。 

つまり、真似されにくいってことです。でも、これが安定化に必要なスパイスなのです！ 
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そうそう、タケルψは旅の過程で、もう一つ 

表で騒がれている情報と裏の行動をとりました。 

 

高額塾・高額コンサルについてです。 

タケルψは、塾で稼いだ身として、サイトアフィリエイトに関しても 

同じ道を歩みました。ここでこっそりネタバレします。 

 

インフォトップに出ないネットビジネス塾は 

優良塾である可能性が、極めて高いというお話です。 

 

特に、２０１３年に入ったサイトアフィリエイトのとある塾に関しては 

３日間だけの限定募集で、ASPに一切でなかった所です。 

 

おかげさまで、サイトアフィリエイトにおける 

無作為に転がっている、矛盾という矛盾の情報がどんどんクリアになりました。 

 

意味不明は、行動を阻害します。 

でも、意味がクリアになれば、行動できます。 

タケルψは、情報過多になっていたので、脳みそがシンプルになりました。 

 

タケルψはビジネス塾に関しても、表で騒がれている高額塾に入るなという 

情報に逆らい続けているのです。その結果、ある秘密にたどり着きました。 
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タケルψ、ある法則を見つけたのです。 

作業をやり続けると面白いですよね。どんなことが起きたかというと・・・ 

作って 3日後のサイトから、7800円の報酬が確定 

作って 7日後のサイトから、月額系の報酬が確定 

毎月 1万～２万稼ぐサイトも、大量にで始めており驚愕!? 

 

作って早期に収益をあげるサイトは、レアケースですが、売れる型だったり 

早期にグーグルから上位表示される鉄板のルール的なものを発見しました。 

 

それまでに、犠牲になったサイトもたくさんありますが(´・ω・｀) 

 

そう、独自のスタイルで稼ぐことで、収益の安定化って測れるんだなって 

一種の悟りを開いたのです。 

 

タケルψが求める 

Relieve（安心）の稼ぎの基盤を身をもって体感しました。 

 

 

タケルチームのメンバーにも、この鉄板の型を元に大きく羽ばたく 

凄腕の人たちが登場しています。そのメンバーを紹介させていただきたいと思います。 
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月商 200万稼ぐ、遠征せどらーのひろきさん 

2012年 12月よりタケルチームに加わった一人です。 

本業ありきで、副業というポジションで、遠征を行っているひろきさんのご紹介です。 

 

ひろきさんは、せどりの強みにさらに磨きをかけつつ 

収益の安定化に向けた大きな企画を動かしながら、活動されています。 

 

わたし自身も、裏方で彼の安定化モデルの補佐させていただきました。 

本気で協力させていただきました。わたしとしても本当に嬉しい限りです。 

 

こうやって、収益の安定化を図り裏で活躍している一人です。 
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サイトアフィリの稼ぎ額が未知数のアフィリエイター：ツトム氏 

2012年 8月に同じくタケルチームのメンバーの一人ですが、 

実績に関しては、かなりの武勇伝を持っています。 

 

・最高で日給 20万の偉業を達成 

・1サイトで月 50万稼ぐサイトを保有!? 

 

サイトアフィリエイトに関しては、本気でやりがいを感じている 

ベテランの方です。タケルψ自身もこういう凄腕の方の姿勢を見ながら 

逆に、学ばせてもらったりしています。 

 

やり続けると、独自の成功スタイルがではじめるんですよね＾＾ 

稼いでいる人は、裏でちゃっかり稼いでいる典型例です。 
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そう、表に出なくても稼いでいる人はたくさんいます。 

タケルψが勝手に裏と思っているだけで、本当は表なのかもですが・・・ 

 

タケルチームで紹介した２名も 

おそらくブログ人気ランキングとか、派手なパフォーマンスをする人たちではないので 

知らない人も多いかもしれませんが、これは事実です。 

 

タケルチームでなくても、安定・安心の稼ぎの基盤を作っている人は 

実はたくさんいます。なにより・・・年に何億と稼ぐ起業家が危惧している 

 

Info業界の表現における 

法的規制が、仮に２、３年後に施行されたとしても 

安心して・生き残れる市場に身を置いて収益を拡大させようと思い・・・ 
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現タケルψチームのメンバーにもすでに再現してもらっていますが・・・ 

実は、ある決まった型で最初にサイトを作ってアップロードすることで 

高確率で、すぐに上位表示して、検索エンジンの安定化を図る方法を 

タケルψがやり込む過程で、発見しました。 

 

すぐに、検索エンジンの上位表示することで 

ありえないくらいモチベーションもアップしますし 

当然ながら、収益もすぐに入る可能性が高まります。 

 

わたし自身も、サイトアフィリエイトにのみでも 

高額の投資をしてきて、実を結んでいる鉄板の方法をお伝えしていきます。 

 

・タケル式、サイトアフィリエイトにおける具体的なテクニック講座 

・作って直ぐに、上位表示する鉄板の法則を提供 

・作って直ぐに、サイトアフィリエイトでも報酬があがった事例の紹介 

・長期的に上位表示する戦略 

・グーグルが求める自然とは何なのかの定義講座！これは随時更新 

※これに関しては、タケルチームの現コンサルメンバーもすでに体現化しています。 

あなたもできるノウハウです。 

ブログではなく、HTMLサイトで作成することに重きを置いています。 

HTMLサイトの特徴としては、上位表示はされにくいが 

一度作ると、ライバルサイトが強くならない限りは、変動しにくいと言われているためです。 

実際に、4 ヶ月近く更新していないサイトからも毎月 1万稼ぐサイトも出てきています。 
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サイトアフィリエイトをちょっと調べると必ず行き着く情報があります。 

それは・・・ 

・テクニックはダメ、自然が一番いいんだよ！ 

・被リンクをつけるのも、自然につけましょう 

・自然、自然、自然・・・・ 

 

自然って結局なんですか？って話です。 

 

「自然にしましょう」と言われて、自然の解釈は１０人いたら１０通りでます。 

でも、自然にだって基準があるわけです。そう、グーグル先生が求める 

自然の理想に合わせて、サイトを作らなければいけないって話。 

 

タケルψの Relieve Projectの第一の使命として 

このグーグルの自然の定義をしっかりと理解してもらい 

 

それに合わせて、タケルψが取り組んでいる事例だったり 

こういう解釈が考えられるなど、自然の定義を見える化していきます。 

 

考えることも大事ですが、結局、わかっていない人の方が多いのです。 

守・破・離であれば、「守」を曖昧化しているようなものです。 

自然になりましょう！とか誰でも言えます。でも定義化できる人はごくわずかでしょう。 
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見てもらったらわかると思うんですけど 

ステップメールで新規読者用の講座を作った上で 

本当に良いと思ったときに、オファーするから、単月で大きく稼げるし信頼も失われないです。 

社会人的にいうならば、年 3～4回の大きなボーナスを狙う形でしょうか。 

 

・収益を大きく作る月をつくりブランディングを図る 

・ステップメールを作って、メルマガでも安定(relieve)の基盤を作る 

 

■サイトアフィリエイトで、地道に右肩あがりの仕組みがある程度できたところで・・・ 

■メルマガアフィリエイトで、ありえないほど稼ぐ月を作る 

 

わたしは、社会人経験者なので、自由な時間を作りつつ 

安定化を図るならば、これが一番だと悟り、わたし自身もこの流れで作業しています。 
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・毎月の収益にムラなく、安定化させることで 2年、３年の市場の動きにも耐えうる力を蓄えること 

・収益の安定化を図ってもらうことで、心に安心を宿してもらうこと 

 

 

※インフォトップのみ。この日時のキャプチャー画像の実績は、 

サイトアフィリ 6割、メルマガのステップメールが 4割です。 

 

2月現在も好調な様子をキャプチャーしました w 2月更新 
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派手に稼いで消えるアフィリエイターがいる事実は 

軽い恐怖でした・・・。明日は我が身ではなかろうかと。 

でも、こういう仕組みの眼がではじめると安心します。 

そして・・・ 

 

心の安心、収益の安定は、あらたな発想を生み出します！ 

 

いろんな人たちと付き合ってわかったのですが、 

真に安定化モデルを持っている人は・・・ 

稼いでいる方法を教えてなんてくれません。これはマジです。 

 

たぶん、ヘタな稼ぐ系アフィリエイターは、自分で自分の首を占めています。 

 

Q：稼いでいる方法を教えてください。儲かっている人いますか！？ 

A：俺めっちゃ稼いでるよ。自分から商品買ってくれたら稼ぐ方法教えてあげるよ 

 

１：自分の稼いでいる方法を暴露して、短期的に実績を作る 

２：自分がやっている手法を暴露しちゃったから、ライバルが続出する 

３：稼げなくなったよ。新しいノウハウどこだー！ 

４：ノウハウコレクター or 消える 
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でも、これって稼ぐ系業界に起こっているだけで 

普通に自分の安定化している世界を築いた人は、こんな返答をします。 

本気でガードが硬いですよ。なかなか教えてはくれないです。 

稼いでいるサイトとか、死んでも教えてくれないですね。 

そう、裏で稼いでいる人は、自分が稼いでいると自慢しないです。 

稼いでいるとアピールしても、真のプロは教えないです。よくよく考えたら当たり前です。 

リアルの会社だったらわかるでしょ？稼いでいる方法とか、「社外秘」のようなものです。 

ライバル会社に、稼ぐ方法をパクられたら死活問題なんですよ。 

社会に出て働いたことがある人ならわかるはずです。 

 

後先考えずに、特典とかで 

自分の稼いでいる方法を『全部暴露する』ようなスタイルを出すから 

長期的に稼げずに消えていくのです。 

 

ネットもリアルも同じです。 

本気で安定して稼いでいる方法があったら、隠すのが当たり前なのです。 
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いい質問、いい指摘をありがとう！ 

確かに、タケルψもコンサルとかで教えるべきでは 

ないのかもしれません。でも、矛盾していないですよ。 

 

 

サイトアフィリエイトって、本気で面白いです。 

その人の個性ある作りが出たり、その人ならではの発想が出て 

やり続けることで、得意分野、売れるジャンルが肌でわかるようになるので・・・ 

 

おそらく、どこかのタイミングで「裏でこっそりモード」になると思います。 

そもそも、稼ぐキーワードの選定方法も「自分で考えさせる」スタイルをとっているから 

『タケル自身』も 1人では、気がつかなかった発想を逆に学べています。 
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何が言いたいかというと・・・ 

 

 

そうサイトアフィリエイトの人達って、1人でやるから表に出ないし 

稼いでいる方法を隠したがるけど 

逆に引きこもったら、自分だけの思考の世界だと何処かで打ち止めが来ます。 

 

そう、Relieve(安定・安心)には、あと 1ピースが必要なのです。 

 

 

情報は、必要不可欠です。 

じゃあ、情報はどこから来るかというと鮮度のいい情報は人から来ます。 

教材の情報だって、人が作ったから誰かの手に渡るのです。つまり人です。 

 

タケルチームのコンサルメンバー達と 

密な意見交換ができる「Relief軍団」ができたら最高だなってのが 

わたしが、この企画をやる動機というわけなんですよね＾＾ 
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■こんな人は大歓迎♪ 

・派手な稼ぎはいらない。2年、3年も生き残る力を身につけて自由を手にしたい 

・タケルψの理念に共感した！一緒の世界を見てみたい！ 

・かならずタケルψと対等になれるようになります。それが恩返しだと思っているから！ 

・「努力量アップ」＝「稼ぎの量アップ」のビジネスモデルで頑張りたい！ 

・「労力＞稼ぎの額」から「稼ぎの額＞労力」になれるよう、わたしも頑張りたい！ 

 

・楽して稼ごうと、ずる賢い思考でなんとかしようと思っている人 

・毎日最低 1～2時間は作業に取り組める人（作業癖がつかないので、できない人はお断り） 

・不平や不満をいうことが大好きな人 

・1人稼げれば良いと、人のことを思いやれる心がない人 

・最低限のマナーや礼儀がない人（わざわざマナーから教えません） 

・言うことを聞かずに、好き勝手にやる人（好き勝手にやって稼げているなら入る必要なし！） 
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・適度に稼ぎ、バランスのとれた幸せを実感できる 

・稼ぎの額と生活のバランスを調整できるスキルを養う 

・適度に笑い、適度な自由を実感できる 

・自分の理想のバランスを維持できるように安定化するための力をつける 

・そんなバランスがとれた安定化の幸せ集団の場所がタケル SNS 

 

こんな風になったらいいなぁというのがタケルψの理想です。 

ちなみに、会社ありきのライフスタイルもあって良いと思っています。 

おそらく、タケルψは、前職の化粧品会社が、大事件を起こさなかったとしたら…を 

想像すると、退職という道はたどっていないです。 

 

前職が事件を起こしてくれたから、退職して今があるという 

現実なため、いま現在の方が、あきらかに幸せですけどね＾＾ 

 

あなたと一緒に、バランスのとれた生活・幸せのモデルで共に成長しようというのが 

Relieve Projectなのです。 
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人数のとりすぎで、タケルとあなたが不幸になることは 

絶対にしたくないので、少数先鋭にする予定です。 

 

タケルψの中で、コンサルのモデルもできあがっているので 

わたしがイメージするバランスが取れた時点で、応募は終了します。 

 

正直に言いますと、人数に若干のムラがでます。 

実績がある人、ない人、センスがある人、ない人 

時間がたくさん取れる人、取れない人 e.t.c 

 

いろんなタイプの人がいるから、集まる人の質を見ながら調整するが正しい表現ですね。 
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・サイトアフィリエイト系の教材を持っているならば、それをひたすら実践しててください。 

・特に何も持っていないなら、この作業をやっておいてください。 

  ⇒ http://junes-life.xsrv.jp/biz/siteafiri.pdf 

   ※初心者ステップ講座で出しているものです。 

 

作業ぐせがつくか、つかないかが最初の課題だと思っています。 

作業癖がつけば、いくらでも挽回できます。いろんな人を見てきて 

これが初手の課題であると実感しました。 

 

タケルチームのメンバーは、全員、安心した生活を送って欲しいです。 

仮に、2年、3年後に、この業界に怖い恐慌が来たとしても・・・ 

 

 

http://junes-life.xsrv.jp/biz/siteafiri.pdf

