
総額１憶円以上稼いだ男が作った 

アフィリエイトの全く新しい「ノウハウ」 

 

 

土台もなかったサイトがたった３週間で 

２０万稼ぐサイトに生まれ変わった 

「戦略」 

 

そして 

 

人が勝手にお金を落とす仕組みを理解した 

「ライティング技術」 

 

 



この２つを組み合わせた 

 

完全なる新たな手法 

 

 

「桜井戦略」と「ライティング」の新たな組み合わせで 

ジャンルに捉われず暴力的に稼ぐ 

遂に始動 



今あなたがアフィリエイトで 

稼げない本質的な理由はいくつあるでしょうか？ 

 

そして、アフィリエイトって難しいぞ、、 

稼げねーぞ。 

 

と思った時に落胆したご記憶もあると思います 

 

ですが 

その「稼げない理由」がたったこれだけの理論で 

真逆の「爆発的に稼げる」に変わったとしたら、、、 

 

きっとあなたは 

少し理不尽に感じるかもしれません。 

 

 

 

 



これらは、本ノウハウの 

「SEL」の理論を把握した私が言える事です。 

 

◆自分の力だけで記事を書いても仕方ありません 

 

◆戦略もなしにやみくもに記事更新してもアクセス 

が増えるだけで結果はでません              

 

◆初心者でも読者の信用は  

誰でもしっかり勝ち取れます 

 

◆PCで人を操る感覚これが理解出来れば 

 お金は自然と稼げます 

 

◆記事に書く事なんて 

ほんのちょこっとでいいんです 

 

◆記事は４０分あれば１記事かけるようになります 



◆読者の求めている物なんて 

手にとるようにわかります 

 

◆たった１つの「ある事」さえ判れば、 

そのサイトは勝ち組サイトになれます 

 

◆インコのようになれば、あなたは「信用」されます 

 

◆読者の感情の起伏はあなたで操れます 

 

◆記事ネタなんて、無限に尽きる事なく 

読まれ、お金なる記事を書く事ができます。 

 

 

これらは実際に私が経験をした事であり 

魔法でもなく 8年間の経験で作り出した 

「戦略」と「ライティングの技術」の全てです。 

 



 

そしてこれらは 

しっかりした「理由」と「根拠」があり 

実践したから言える 

世界にたった１つ 

「唯一無二のノウハウ」です。 

 

 

 

 

ここにアフィリエイトで 

１０万２０万３０万、、と稼ぐ 

努力をすべき方向 

が書いてあります。 

 



桜井です。 

 

 

 

このレターでは、本格的な 

 

「継続して稼げる 

ライティング技術＆成果報酬を掴む戦術」 

 

についてお伝えしていこうと思っています。 

 

 

 

そしてなによりも、この手法は 

商品とサービスをアフィリエイトする 

「成果報酬型アフィリ」を実践しているあなたは 

ジャンルに関係なく、大きく稼げますし 

現時点で稼げていない方には 



本物の情報である事をお約束します。 

 

 

 

「読者の心情理解」 

「どのジャンルにも当てはまる戦略」 

「中学生でも実践可能な超簡単な手法」 

 

 

この３つの特徴から成り立つ 

 

桜井の月にダブルミリオンを稼ぐ 

「やればやった分間違いなくバカ売れする記事の

書き方＆戦略」をお教えしていきます。 

 

 

 

はっきり言えば、ライティングは 



技術なんか一切関係ありません。 

 

 

バカでも何も知らない素人でも 

小学生から国語系の科目の評価は１か２であった私でも

稼げる訳です。ｗ 

 

 

 

もちろん私は本はもちろん、作文も全く書いた事はなく

て学生の頃は先生に 

「何を書きたいのか伝わらない」と言われていましたｗ 

 

 

おそらく、今でも私の子供よりも文章を書く事は下手く

そだと思います。 

 

ですが、ライティングの視点を 



「戦略」があってこその「伝える手段」と考えるとこれ

が、、全く別の領域の作業になります。 

 

 

そして、その考えこそが 

アフィリエイトに必要な「ライティングスキル」なんで

す。 

  

 

ここで急な質問ですが 

 

おそらくこのレターを見ているあなたは 

アフィリエイトで稼ぐ事を多少諦めてしまっていないで

しょうか？ 

 

・アフィリエイトは、記事を書いても稼げない。 

・記事ネタが全く出てこない 

・時間と労力の無駄使いです。 



 

私の無料サポートでも 

こういった相談や質問内容などが多く 

完全に諦めてしまっていた方も数人いました。 

 

ですが、現実問題として 

ある３カ月間でおよそ私は８０人の方をサポートし 

私の２０回以上連絡のやりとりをした方は６７人 

 

 

その中で１０万以上稼げた方は 

把握しているだけでも５２人 

  

あとの方は５万未満の方がほとんどです。 

これは実績画像を作る事がきなかったので 

嘘だと言われても何も言い返せませんが、、＾＾： 

 

そして、もう１つの事実として 



 

ノウハウさえ理解してしまえば、あとは 

サイト量産で 1 サイト最低でも１０万あたりは 

簡単に稼ぎだす事が可能になります。 

 

つまり、サイトを３つ作れば 

３サイト×１０＝３０万の収益。 

 

しかも、私はのノウハウは 

「継続して稼げる戦略＆ノウハウ」 

になります。 

 

なので、常に世の中の新しい情報にリンクした 

サイトコンテンツに仕上げる事も可能な訳なんです。 

 

つまり、 

１度記事を書けば、廃る事なくその記事は 

長く読まれ続ける記事になるって事です。 



 

これは、不労所得に繋がる大事な 

ノウハウでもあるんですね＾＾ 

 

 

一応 SEL ノウハウを教えたサポート生 

そして私の実績画像を載せておきます。 

 

少し協力いただき実績画像をサポート生からも 

拝借しましたｗ 

↓   ↓ 

アダルト関連、コンプレックス系 

稼ぐ系などのサイト作成２か月以内の収益表 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



こんな感じですね＾＾ 

 

もう一度いいますが、これらは実践開始から１～２か月

で生まれた収益であり私が真剣にサポートを行った結果

です 

 

そして、このノウハウを実践した方が 

このように、結果を早いスピードで取っていく訳です。 

 

 

 これが SEL の「ノウハウ」であり 

そのノウハウを生かすための「戦略」であるんですね 

 

 

 

では、次に少し SELの中身を紹介していきます＾＾ 

 

 



 

「読者の心情理解」で一気にあなたのサイ

トはバコバコ商品が売れるようになる 

 

まず、稼げないサイトを腐るほど見てきた私が思う事とし

て、サイト立ち上げ１～３か月以内で稼げていない共通点

として「読者が欲しい情報」を全く与えていない事が理由

になります。 

 

この結果あなたのサイトは「どうでもいい商品ばかり進め

ているタダのアフィリエイトサイト」って事になるんで

す。 

 

 

逆に言えば、「心情理解」さえできれば 

どんなサイトを立ち上げても進める商品ほとんど 

しっかり売れます＾＾ 



 

ですが、性別も顔も見れない読者の心情理解なんて 

そうそう簡単じゃない！ 

 

キーワード選定や Google アナリティスク解析で 

なんとなくしか理解できない！なんて思っていませんか？ 

 

そう思っているなら、その時点であなたのサイトは 

今のまま頑張っても収益は伸びません。 

 

これは私個人的に言えば断言できます。 

 

運よく、稼げても長く続かないでしょうねｗ 

 

実は読者の心情理解には、PV やその他ツールで得る解析

はそこまで必要じゃありません。 

 

私なんて、Google アナリティスクなんて登録もしませんし 



アクセス確認は１週間に１回程度です。 

ですが、私の場合は常に勧める商品が売れています。 

 

しかも立ち上げ１週間以内のサイトでも、、です。 

 

その理由は読者を無視する事。 

 

なんですね＾＾ 

 

少し矛盾しているし 

疑問に思うと思いますが、これができれば 

あなたもしっかり稼げるサイトを 

速攻で作る事ができるはずです＾＾ 

 

 

 

 

 



「どのジャンルにも当てはまる戦略」 

 

アフィリエイトの結果の有無や成果のスピードなど最終的

にお金に変わる行動の全ては「下調べ」です。 

 

むしろ、下調べに「効率よく」時間をかけていれば 

間違いなく稼げるサイトは生まれます。 

 

その下調べの本質は 

 

ライバル対策、市場チェックなど色々ありますが 

私独自のノウハウとしては 

「どんなジャンルでも適用できる○○の絞り込み」です。 

 

この○○の絞り込みができれば、どんなサイトを立ち上げ

ても暴力的に「金を生むサイト」がつくれますｗ 

 



１０万でも言ってしまえば１００万でも稼げます。 

これは冗談抜きの本気で言っています。 

 

これは稼げていない人にとっては信じがたいと思います

が、ちょっとした事で大きく変わる特徴も 

ネットビジネスのいい所なんです＾＾ 

 

ネットの世界で稼ぐ事は本当にシンプルで簡単なんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「中学生でも実践可能な超簡単な手法」 

 

これは決して中学生の事を軽視している訳ではなく 

中学生から対応できるノウハウって事です。 

 

その理由は「人が求めている事を理解して行動できる事」 

これができる人間であれば、誰でもこのノウハウに適用で

きると思いますよ＾＾ 

 

まぁもちろん、人が求めている物、かゆい所に手が届くだ

けのサイトでは、、稼げません。 

 

それにもしっかりしたビジネス目線の理由があります 

 

ですが、すこしエッセンを加えると 

劇的にアクセスが増え、商品が売れていきます。 



 

朝起きて、会社に行く気なくしますよ。。。＾＾ 

 

毎日、朝起きたら１万から２万つづ稼いでいれば、、ｗｗ 

 

そのエッセンスとは 

あまり全部は言えませんが、、 

 

簡単に言えば「人が動く主な燃料は理論ではない。」って事 

 

この内容、、実は結構簡単な事なんです。 

 

この内容をちゃんと伝えておくと 

みなさん、確かに簡単で 

誰でもできますね！と意見を言ってくれます＾＾ 

 

そして、もう１つ言っておきたい事は 

あなたが考えている「アフィリエイトで稼ぐ」事は 



とても、とても、とても簡単だって事。 

 

これは稼いだ人間にしか解りませんが 

本当に簡単な事、そしてシンプルな事を実践するだけで 

しっかり稼げるようになるんです。 

 

 

ですが、経験上 

本件のノウハウもまったく意味を成さない人もいます。 

 

つまり、本教材を手にしても稼げない。 

 

つまりノウハウコレクターになってしまう人もいるはずで

す。 

 

 

そんな方のある条件として 

 



・１日１～２時間の努力を最低１カ月つづけれない人 

 

・この教材購入で速攻で金が稼げると思っている人 

 

・自分のサイトを作るの面倒な人（今後作るのであれば問題

ありません） 

 

・教材は完璧なものであり、手に入れれば「必ず成功でき

る」と確信している人 

 

 

 

特に 

 

・教材は完璧なものであり、手に入れれば「必ず成

功できる」と確信している人は 

この教材の内容を見てもがっかりするかもしれません。 

 



これは、魔法のツールでも一生楽して稼げる神がかった 

ノウハウでもありません。 

 

この教材で成功するには 

あなたの努力が必要です。 

 

 

 

ここは重要なので 

すこし見る角度を変えて同じ話をします。 

 

私は SEL を購入した全員がこの教材の内容を見ても 

アフィリエイトで成功するとは思っていません。 

 

 

今この教材の購入を考えている「あなた」も 

結果が出せない可能性は十分ある訳です。 

これは、あたりまえですが 



 

SEL ノウハウを知ったからと言って 

アフィリで成功できる訳ではないんです。 

 

 

理由は簡単です。 

 

「作業をしない人がいるから」です。 

 

 

これは、必ずと言っていいほど 

作業を一切しない人っているんです。 

 

 

ノウハウなどの 

教材はあくまでも教科書でしかありません。 

 

 



 

もちろん、私が過去に購入した教材１００点以上 

どの教材にも書いていなかった「独自の方法」は多数収録

されています 

 

 

ですが、私の情報が結局はあなた個人にすべて適している

訳ではありません。 

 

 

今のあなたにとって不要な情報である可能性もあります。 

 

あくまでもこの桜井オリジナルコンテンツは希少な情報が

収録された 

誰にでも当てはまるように作られた教本です。 

 

 

 



なので、そういった場合も含め 

個人に合わせ１つ１つ「教えて」いきたいんです。 

 

 

 

あなたのサイトを私が添削、、、 

つまり、サイトを見て直にアドバイスをしていく形です。 

 

 

もちろん SEL のノウハウだけ見れればそれでいい！ 

って方はそれも OK です。 

 

ですが、私個人としては 

しっかり稼いでもらう為に 

着実にアドバイスを行ってきたいと思っています。 

 

つまり 

この教材を１言でまとめれば 



「あなたが成功する為、私が出来る事は全て教

える教材」 

 

といったところですね。 

 

今までアフィリエイトを始めたかったけど 

成功できないかも、、の恐怖からなかなかスタートできなか

った方。 

 

アフィリエイトをスタートしても 

まったく成果が上がらない方。 

 

なにがなんでも１万から１０万を最短で稼ぎたい方 

 

日々の生活に少しでも「余裕」を作りたい方 

 

大歓迎の教材です。 

 



さっきも大真面目に言いましたが 

１０万稼げば１００万稼ぐのもそこまで難しくありません

＾＾ 

１０万稼ぐサイトを１０個作るだけなんですから＾＾ 

 

是非、夢を見るだけではなく 

その夢を実現にさせてみてください 

 

この SEL なら可能だと思いますよ＾＾ 

 

 

☆SEL コンテンツについて☆ 

PDF３部 全１００P以上 ※（更新型） 

※常に現在のアフィリエイト市場に合わせコンテンツ内容を 

アップグレードをしていきます 

 

【サポート体制について】 

サポート無 ver 

サポート有 ver を用意 



※サポート有の場合 

３カ月間のフルサポート付き 

（スカイプ対応付） 

添削、個人アドバイス等対応可能 

 

 

※サポート無の場合 

コンテンツ提供のみ 

途中サポート有 ver アップグレード不可 

 

 

 

サポート無し ver 購入希望の場合は⇒コチラ 

 

サポート有 ver 購入希望の場合は⇒コチラ 

 

※リンク切れの場合販売中止 

 

http://subarasiiseikatu.info/?p=1300
http://subarasiiseikatu.info/?p=1300


 

そして、SEL を購入していただいた方は 

以下の特典もあります。 

 

桜井の裏サイトに招待します＾＾ 

 

 

  

 

アフィリエイトについての有料レベルのノウハウや即金系で

稼ぐノウハウ 

http://hazime0102.jp/img/jZiQzF_eXgWQuEE1476455522_1476456417.jpg/


そして、暴露可能な桜井が今まで購入した情報商材１００点

以上が公開してあります！ 

 

あなたが欲しかった商材や情報がこのサイトで手に入るかも

しれません。 

（有名どころは全て買ったのでｗ） 

せどりやアフィリエイトに使える有料レベルの商材 PDFも

好きな時に好きなだけダウンロードできます！ 

 

 

これを機に、本気で今の生活を変えたいなら 

一度私と頑張ってみませんか？ 

 

 

あなたの誤っている認識を稼ぐ認識に変えて 

余裕のある生活を送ってみましょう＾＾ 



是非、ワクワクしながら作業に取り組んでみてくださいね 

出来る事はしっかりサポートする所存です。 

 

※販売価格 

サポート無 ver ５０００円 

サポート有 ver １５０００円 

 

※尚、先行予約後（２０１８年４月２７日後）の価格は 

SELサポート有の場合はの価格は２００００円。 

SELサポート無の場合の価格は７５００円。 

に値上がりします 

 

サポート有 ver 購入希望の場合は⇒コチラ 

 

サポート無 ver 購入希望の場合は⇒コチラ 

 

※リンク切れの場合販売中止 

※特商法はコチラ 

https://admall.jp/buy.html?shn=10000797
https://admall.jp/buy.html?shn=10000796
http://subarasiiseikatu.info/?p=1358

