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レポートをダウンロードしていただき ありがとうございます。  

【秘伝の書】の鈴木です。  

早速ですが、本題に入りましょう。  

今日は、後発組でも簡単に稼げるASP 活用法をご紹介します。  

と言っても特別な方法ではありません。 

アフィリエイト先駆者達が、よくやっていた方法をマネただけなのです。  

 

 

 

 



最初は、ダイレクト出版の小川さんが、やっている 

１２３アフィリエイトというASP に登録したのが、キッカケでした。  

僕達、後発組みって結果が出ないと 

気落ちして辞めてしまいますよね？  

１２３アフィリエイトに登録して 

最初に管理画面を見たら 

ビックリするくらいに、いろいろなアフィリエイト支援ツールが 

用意されていました。  

それで、使い方など読んでいるうちに 

とにかくメール用の原稿が用意されているので 

とりあえず駄目もとと思ってメルマガで紹介してみました。 

 



すると、わずか2000 部のメルマガなのに  

8 月２日から8 月8 日にかけて以下の画像の結果が出たのです。ビックリ！  

 

そして、ビックリは、このようなメールで知らせてくれること。 

他じゃ、いちいちメールで知らせてくれませんよね？  

なんでも小川さん流に言えば、 これもアフィリエイターのモチベーションを維持する

手法だそうです。ん～なるほど！気に入った＾＾  

 

 



僕は、毎日、大物アフィリエイターのメルマガチェックを欠かしません。  

そんな、ある日 

こんなレポートを発見しました。  

 

▼『【田渕式】ほったらかしアフィリエイトで１日１万稼いでいる私の方法』  

http://mailzou.com/get.php?R=1709&M=6893  

まあ、知る人ぞ知る「田淵さん」なんですが 

このレポートで、田淵さんが、2ティア戦略で 

２ティアを1000 人獲得したというのです。  

そして、今では、毎日１万円の２ティアからの不労所得を得ていると！ビックリ！ 

勿論レポートを書いている当時で、毎日1 万円ですから、 

現在は、３万や５万は稼いでるのではないか？（想像ですが） 

 

 

  



今でこそ、田淵さんのメルマガは、15万部以上ですが 

最初は、部数もゼロ！勿論、２ティアもゼロからのスタートですよね？  

なら、俺も将来は、田淵さんくらいには、なろう！ 

と決めて、２ ティア戦略を真似てみました。  

勿論、２ティア獲得のテクニックなんかありません。 

メルマガで、これいいよ～と言っただけです。  

そしたら、下の画像みたいにパラパラと２ティアの申込があるんです。  

 



2 ティアは、サブアフィリエイトとも呼ばれており 

サブアフィリエイトを獲得した時も、このようにメールで知らせてくれます。  

モチベーションアップ！！！！  

勿論、２ティアが販売すれば、サブコミッションが入りました。  

とメールが届く訳です。  

いつしか、喜びは・・・楽しみへ！  

ん～面白い！もしかすると将来は、田淵さんのようになれるかも？  

という事で、２ティア戦略を勉強したのです。  

ちなみに、その時、参考にしたのは、以下の３つの無料レポートです。  

▼『【さとし式】無名の僕がインフォトップ２ティアを３００人集めた方法』  

http://mailzou.com/get.php?R=12542&M=6893  

 

▼『今からでも遅くない！２ティアを根こそぎ集める方法』  

http://mailzou.com/get.php?R=4949&M=6893  

 

▼『インフォスタイル ２ ティア合戦勝利法！』  

http://mailzou.com/get.php?R=4238&M=6893  



その後、次々と新しいASP が出来るたびにやってみました。  

こんな感じで、１週間くらいで２ティアが集まります。 

 

そして、ついでに、売上げも追加されます。  

 

これって、嬉しいですよね？  

そう、喜びは・・・楽しみへ！  

いい言葉ですね。お気に入りです。  

 



僕のメルマガは、日々読者が増えているので 

１ヶ月に数回にわけて、定期的に紹介すると２ティアを獲得できます。  

■新規ASP には、３つの戦略が隠されています。  

 

【１】 成約率の高い商材が用意されているので売れやすい。 

【２】 2ティア戦略をやっても遅くない！知らない人が多い！  

【３】 大物も意外と出遅れていてやってない人が多い。  

 

この３つは、後発組にとって本当に助かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ちょっと詳しく説明しますね。  

もともと新規ASP（ プライベートASP とも言う）が増えた理由は？  

なんでやろう？と考えていましたが  

答えは簡単でした。 

先ほど登場したダイレクト出版の小川さんが原因でした。  

１２３アフィリエイトの登録画面にも商品として 

掲載されていますが、以下のような商品を発売したのが原因です。  

ＤＲＭaffiliate （ 独自アフィリエイトプログラム）  

こいつは、なにものじゃ？  

 
 

 

 



簡単にいうとこのアフィリエイトプログラムは、 

アフィリエイト業者が提供しているアフィリエイトシステムとは 

根本的な仕組みが違います。 

そして、直ぐにアフィリエイトセンターを開設できるのです。 

具体的には、下記の機能を搭載しています。  

■ 自社のアフィリエイト組織を作ることができる  

■ アフィリエイトセンターを作れる  

■ 他社のアフィリエイトプログラムと 比較される事がない  

■ “スーパーアフィリエイトコミッション”を使って、 

   一部のアフィリエイターを特別待遇  

■ “ターゲットメール”で一部のアフィリエイターに簡単にアクセスできる  

■ 商品をいくつ登録しても OK ！  

■ 決済システムとの連携  

■ 世界で１億人以上が使うカード決済システム、ペイパルとの連携  

■ 簡単動画マニュアルで素人でも簡単設置  

■ 自動的にコミッションを計算  

 

などなどです。  

 

 

 



★詳しくは、↓ここを参照↓ 

http://www.123affiliate.jp/jv/index.php?jvcd=13155 

商品さえ持っていれば、誰でもASP ができます。  

最初は、数十万から数百万すると思っていたら 

なんと、たったの月1 万円以下の使用料というから、驚きです。  

こんな素晴らしいシステムがあるので、 

簡単にASP を設立することができるようになった訳です。  

もっと詳しく知りたい人は、下記の無料レポートも参考にしてくださね。  

▼あなたの商品をバンバン売るアフィリエイト組織を作る方法 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=23914&rf_mb_cd=4177  

これで、あなたも、ご理解頂けましたか？  



■では、次に新規ASP の活用方法です。  

新規ASP は、とにかくアフィリエイターに対して 

とても待遇がいいのです。  

そして、提供する商品もいいものばかりです。  

いいものとは、売れやすい商品ばかりということです。  

InfoTOP やインフォカートなどの大手と違って 

設立した当初は、どこも商品数が少ないのが現状です。  

だから、成約率が高い商品を用意しています。 

でないとアフィリエイターが集まらないからです。 

逆に売れる商品を用意して 

アフィリエイターにメリットを与えると 

アフィリエイターが次々と２ティアのアフィリエイターを獲得してゆきます。  

たったこれだけで、雪達だるま式にアフィリエイターが増え続けます。  

 



大手のASP であれば、アフィリエイターが数万人いたとしても 

それは、インフォプレナーのアフィリエイターではありません。  

気に入った商品があれば、すぐに乗り換え  

売れなければ、直ぐに諦め  

新製品がでれば、全員そっちへいってしまう。 

これは、インフォプレナーには辛い事実ですね。  

しかし、独自ASP で、独自に集めたアフィリエイターは  

そのASP の商品を積極的に売ってくれるメリットがあります。  

一言でいえば、独自の販売ルートを持ったのと同じ訳です。 

 



だからこそ、まずは、売れる商品を用意します。  

具体的に言えば 購入者にリスクを与えない商品が多いということです。  

■無料DVD の配布 

 

■無料お試し30 日間 

 

■キャンセルOK 

 

■購入後も365 日返金保証など  

 

これなら、購入するお客様にリスクはありません。だから成約率もアップします。 

そして、もう一つアフィリエイターにメリットがあります。 

 

 



通常キャンセルOK なので、お客様がキャンセルされれば 

当然、アフィリエイター報酬もキャンセルされると思いますよね？  

ところが、全てではありませんが 

キャンセルされても、報酬が支払われるASP が多いのです。  

これは、アフィリエイターにとっては助かりますね。 

このように新規ASP の商品は成約率が高いものが多い。  

そして、なによりも後発組へのメリットは  

大物と言われるアフィリエイター達が扱っていないこと。 

 

僕の経験から言っても、本当に極一部の大物しかやっていません。  

当然、自分が発行しているメルマガでは、自分の読者と思っていても  

 



読者は複数のメルマガ読んでいますから 

間違いなく自分の読者は、大物アフィリエイターのメルマガも読んでいます。  

同じASP の同じ商品を扱っていたら勝てません。  

★新規ASP のサービスは、こんなものではありません。  

例えば１２３ アフィリエイトの例で言えば・・・ アフィリエイター

を支援するツールが凄いの一言です。  

■読者獲得用無料レポートの提供。 

 

■メルマガ用原稿２～３通分 

 

■ブログ用記事広告 

 

■テキスト広告 

 

■お客様の感想文  

 

などが自由に使えます。  



アフィリエイト登録した3 分後に 

メルマガ原稿をコピペして メルマガ配信して即、報酬ゲットってこともあるのです。  

例えば、読者獲得用の無料レポートは１２３アフィリエイトの商品を

紹介した無料レポートです。  

▼あなたの商品をバンバン売るアフィリエイト組織を作る方法 

 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=23914&rf_mb_cd=4177  

 

▼アフィリエイトプログラムで稼ぐために、やってはいけない３つの間違い 

 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=21422&rf_mb_cd=4177  

 

▼【世界で通用するノウハウ】売上げを倍増させる７つの顧客心理 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=21420&rf_mb_cd=4177  

まず、このレポートは、商品のメリットを紹介したセールス用の 

無料レポートで、読者が興味を持てば、セールスレターへ誘導されます。 

 

 



まず、あなたがダウンロードした時点で、セールスレター誘導用の 

アフィリエイトリンクが、あなたのID に全て書き換えられています。  

これは凄いことですね？  

そして、このレポートの活用法のビデオが提供されます。  

活用法は、以下の２点について解説されています。  

１．レポートスタンドに登録する方法  

 

なんとこの無料レポートをレポートスタンドに登録して、メルマガ読者を 集めて、メル

マガでセールスする方法です。  

 

２．ランディングページで配布する方法  

さらに独自で、無料レポート配布サイトを作って、メルアド取得の 

変わりに無料レポートをダウンロードさせて、その後、ステップメールで 

自動アプローチをセッティングする方法です。  

 



確認してもらうと解りますが、すべてのレポートに 

僕の名前入り、アフィリエイトリンクは、全て僕のID です。  

こんなサービスのASP なんて見たことありませんよね？ 

 

さらにアフィリエイト・トレーニングにも力を入れています。 

 

■ツールを使いこなす為の動画マニュアル 

 

■ テレセミナーや音声対談 

 

 

そして、究極のメリットは  

■無料ステップメールサービス  

これだけ、アフィリエイターを大切にしている 

アフィリエイトセンターは、ここ以外にありません。 



とにかくＤＲＭaffiliateというシステムを販売しているので 

アフィリエイトセンターを作る人達の手本となっている 

ことは、間違いありません。  

小川さんは、アフィリエイターの 

力を本当に上手く引き出してくれる天才です。  

★そして、もう一つのメリット２ティア戦略です。  

前半でも述べましたが  

２ティア戦略は、田淵さんの戦略を参考にしています。  

ただ、田淵さんの時と状況が変わり 

断然、有利になっていることを知ってください。  

 



田淵さんの２ティアは、殆どがインフォカートです。  

インフォカートの２ティア報酬は、殆どが２～３％です。  

数百円の世界ですよね？  

しかし、新規ASP の２ティア報酬は高いですよ。 

1000 円なんて当たり前。 

多いところでは、16000円というのもあります。  

そして、先ほど言ったように、成約率が高いので 

初心者でも売れる訳です。  

知っていますか？ よく９５％のアフィリエイターが、毎月5000 円も稼げない！ 

これと同じで、infoTOPなどのASP で２ティア獲得しても 

全く収入になりません。 



ところが、新規ASP では、それが当てはまらないことを知るべきです。  

 

■成約率が高い  

■報酬率が高い 

この条件が、揃っている今こそ２ティア戦略が有効です。 

これは、間違いなく先行者利益になるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



では、最後に、僕のお気に入りのASP をご紹介します。 

【１】１２３アフィリエイト 

http://www.123affiliate.jp/jv/index.php?jvcd=13155 

ダイレクト出版の最強プライベートASP です。報酬は勿論、成約率の高さが売り 

です。さらにトレーニングツールやアフィリエイト支援ツールの充実は、サスガ！  

【２】ブレイナーズ・アフィリエイト・プログラム  

http://www.e-brainers.com/affiliate.php?pid=5d644319 

なんと高額報酬５０％で、紹介プログラム数も豊富です。あなたが、すぐに使 

えるプロモーションツールもバッチリ揃っています。  

【３】オレンジアフィリエイトセンター  

http://123direct.info/tracking/subaf/30658 

１件4万円など高額報酬が売りのプライベートASPです。２ティアでも1万円と 

勿論、魅力の高額報酬。今は商品数が少ないが、今後期待できますよ。 
 

 



【４】Mr.Cats Affiliate Center  

http://123direct.info/tracking/subaf/25080 

脅威の技術集団が作る、想像を超えたツールが次々と開発されています。

他の人が扱わない商材を紹介すると効果抜群です。  

【５】宮川明.comアフィリエイトセンター  

http://123direct.info/tracking/subaf/15904 

やはり成約率の高さは、No.1です。約10％の成約率は、商品の質が高いのは勿

論 アフィリエイト支援システムも凄い。超お薦めです！  

【６】メルマグアフィリエイト  

http://123direct.info/tracking/subaf/16799 

こちらも高額報酬が売り！なんと32000円の報酬で、2ティアでも16000円なん

て、ありえないサービスがあります。無料レポート１件ダウンロードされると50円 

もらえるユニークなサービスもあるんですよ。 

 

 



【７】アフィリエイトセンター  

http://123direct.info/tracking/subaf/13604  

仁鬼流で有名な（株）ア・ベロン・アフィリエイトプログラム！ 

高額報酬で売りやすい 商品が次々と発売される予定。  

【８】アクロサーブ・アフィリエイトセンター  

http://123direct.info/tracking/subaf/15906 

8月20日オープンの新規アフィリエイトセンター！ 

本当に成約率の高い商品ばかり！無料お試し、365日返金保証、高額報酬な

ど購入者には安心の商品が多い。超お薦めAS P。 

土屋さんのメルマガも説得力あります。  

次々と新しいASPが出現していますので、 

情報には敏感になってくださいね！  

以上で、このレポートは終了です。 

 

最後まで、お付き合いくださり、ありがとうございます。  

あなたも、ぜひ、試して見てください。   




