
 
2012 年のお年⽟企画。⼤好評だったアフィリエイトキャンペーン復活です。 

 
 

無料オファーよりはるかに稼げる 
最⼤報酬率 183%のアフィリ案件 

↓↓↓ 

キャンペーンは 1 月 22 日(日)まで！ 急いでご参加を！ 
 
 
はじめまして。一瀬と申します。 
年明けでお忙しいところだと思いますので、単刀直入にご提案します。 
 

報酬率が最⼤ 183%という謎の数字に達する、 

前例のないアフィリエイトキャンペーンに参加しませんか？ 
 
 
いえ、［83%］の前に［1］が入ってしまったわけではありません。 
 
人間ですからタイプミスをすることはありますが、 
今回はちゃんと、PDF を仕上げる際に、誤字脱字を細かくチェックしています。 
 
 
正真正銘、教材の価格の約２倍である【183%】を、 
アフィリエイト報酬としてお支払いするキャンペーンへのお誘いです。 
 
 
キャンペーンの主役を張る教材は、 
「パーフェクトアフィリエイト」という 3000 円の王道教材です。 
 
教材の詳細はこちらでご確認いただけます。 

 → http://mail-marketing-club.com/pa/ 
 



 

3000 円の教材を１件販売すると 
 最⼤ 5500 円の報酬が手に入るカラクリ。 

 
 
これは魔法でもなければ、ごまかし、詐欺でもありません。 
 
僕はこの教材を１人でも多くの方に届けたいと思っているので、 
そのお手伝いをしてくれた⽅に、⾝銭を切ってお礼をしようとしているだけです。 
 
 
販売ページを軽く読んで、教材の内容を確認してもらえれば、 
価格とのバランスが、⾒事に崩壊していることに気づいてもらえるでしょう。 
 
僕が、この教材を販売することで利益を得ようとしているわけではないことを、 
⾔葉ではなく【数字】で、客観的に理解してもらえるのではないかと思います。 
 
 
すでにお話ししたように、 
１人でも多くの方に手にしてもらえるのであれば、 
教材を販売することで利益など出なくてもいいのです。 
 
 
それを証明するもうひとつのポイントに、【88%】という報酬設定があります。 
 
この教材は Infotop という決済代⾏会社で販売しているのですが、 
アフィリエイト報酬を設定できる MAX の⾦額(88%)に設定しているのです。 
 
これは、決済手数料などの販売にかかる費用を含めると、 
１本販売するごとに、少しずつではありますが、赤字が出る設定です。 
 
 
これも、きれいごとではなくて、数字から判断できる［事実］です。 
 
 
今回のキャンペーンでは、この報酬額に加えて、 
さらに、キャンペーン期間中の成約数に応じて特別報酬をご用意しました。 
 
たくさん成約するほど、２次関数的にボーナスがアップします。 
 



 
成約数とボーナスの相関図は、下記の表を⾒てください。 
 

 

   ０５件成約 → ボーナス【3000 円】(１本あたり 600 円) 
   １０件成約 → ボーナス【8000 円】(１本あたり 800 円) 
   １５件成約 → ボーナス【15000 円】(１本あたり 1000 円) 
   ２０件成約 → ボーナス【24000 円】(１本あたり 1200 円) 
   ２５件成約 → ボーナス【37500 円】(１本あたり 1500 円) 
   ３０件成約 → ボーナス【60000 円】(１本あたり 2000 円) 
   ５０件成約 → ボーナス【125000 円】(１本あたり 2500 円) 
 
  ※最⼤、3000 円の教材を１件成約することで 5500 円の報酬です。 
 

 
 
【】で囲まれた額が、実際にあなたに支払われるボーナスの額。 
そのあとの()で囲まれた額が、成約数１本あたりのボーナスの額です。 
 
１５件成約すると、通常報酬の 39600 円(2640 円×15)に加えて、 
15000 円のボーナスがあるので、トータルで 54600 円を受け取ることができます。 
 
だから、１本あたり 3640 円の報酬ということです。 
 
 
たくさん成約すればするほど、 
１本成約あたりのボーナスが高額になることが一目で分かると思います。 

 
 ※あ、ちなみに、１０件成約した際に得られるボーナスは 8000 円です。 
  3000 円＋8000 円＝11000 円ではないので、間違わないようにしてください。 
 
 
驚くべき数字が並んでいますが、これらは全て事実です。 
 
また、【成約】というのはイメージしにくい数字だと思うので、 
ここで、もっと分かりやすい数字に置き換えて考えてみましょう。 
 
そのために… 
 



 

 アフィリエイター経由の成約率を暴露。 
 
この画像を⾒てください。 
注目してほしいのは、赤枠で囲まれている部分の数字です。 
 

 

 
【アフィリエイトサイト購入率】 
 
つまり、アフィリエイター経由での成約率を⽰す数字です。 
 
この数字には、販売者のアフィリエイトリンクでの成約も含まれているので、 
純粋な【アフィリエイター経由】の数字ではありません。 
 
しかし、純粋なアフィリエイター経由でも、 
少なくとも 10%くらいの成約率は出ている印象があります。 
 
 
この数字から［客観的に］考えると、 
あなたが紹介した WEB ページに 300 アクセスを流せる媒体をもっていれば、 
30 名の⽅が、パーフェクトアフィリエイトという教材を購入することになります。 
 
(複数回紹介することで 300 アクセス流せる方は多いと思い、この数字で例を挙げました) 
 
 



 
ここで再度、上の特別ボーナスの表を⾒てください。 
 
30 件の成約を獲得すれば、75,000 円の特別ボーナスを獲得できるので、 
報酬額は、88%の通常報酬(2640 円×30＝79,200 円)と合わせて、154,200 円です。 
 
これで、１アクセスあたりの⾒込み報酬が計算できるわけですが、 
あなたは、この数字が信じられるでしょうか？ 
 
 

 １アクセスあたり、514 円の報酬。 
 
 
無料オファーの申し込みに対してではありません。 
 
あくまで【⾒込み】という冠は付きますが、 
間違いなく【１アクセス】に対して 514 円の報酬が発生するのです。 
 
 
ちなみに、アフィリエイター経由で 10%というのは、 
高い成約率だと思うかもしれませんが、実際にレターを⾒てもらえれば分かるでしょう。 
 
10 ⼈に１⼈が購入してしまう理由が。 
 
それくらい訴求⼒の高い販売ページになっていますし、 
教材の価値がはっきりしていて、購入することに高い費用対効果を感じるのです。 
 
 
まぁ、成約率というのは紹介する人によっても変わるわけですが、 
万が一、平均的なアフィリエイターの半分の成約率しか出なかったとしても… 
 
「１アクセス」あたりの報酬は驚異的な数字になるとは思いませんか？？ 
 
 
 
さて、ここまで読んで、興奮してくれていると信じて続けましょう。 
 
もっと驚いてもらいます。 
 
 



 

さらに、最⼤ 1,000 万円を参加者さんに還元。 
 
 
こちらもタイピングミスではありません。 
それを明らかにするために、⾦額に「,(カンマ)」を打っています。 
 
 
このキャンペーン期間に、パーフェクトアフィリエイトが売れた本数×1000 円を 
上限を 1000 万円として、参加してくれた全てのアフィリエイターさんに還元します。 
 
 
⾦額は１人に対して３万円。 
 
つまり、この期間中に 1000 本のパーフェクトアフィリエイトが売れたら、 
還元額は 100 万円となり、33 名の参加者さんに３万円が当選するということですね。 
 
2000 本売れたら 200 万円、5000 本売れたら 500 万円の還元です。 
当選者の数は、それぞれ 66 名、166 名ということになります。 
 
(当選者は、厳正なる抽選で選出します。) 
 
 
あなたは「自分はそういうの当たったことないから…」と思うかもしれませんが、 
実はこういったキャンペーンに参加する人数というのは意外に少ないもの。 
 
たとえば、1000 人が参加して 3000 本売れたら、 
当選者数は 99 名なので 10 ⼈に 1 ⼈の割合で【3 万円】が受け取れるのです。 
 
 
しかも、参加者さんが増えれば増えるほど、 
当選確率は減りそうに⾒えるかもしれませんが、これも誤解です。 
 
参加者さんが増えるほど、パーフェクトアフィリエイトの販売本数も増えるので、 
当選者数という「⺟数」も⽐例して増え、当選確率は下がらないという仕組みです。 
 
 
これはやってみなければ分かりませんが、 
僕は、当選確率は 10%〜15%くらいになるのではないかと思います。 
 



 
これがとんでもない数字だということが分かってもらえるでしょうか…。 
 
 
ただ、もし 1 万本以上売れても、還元額は 1000 万円、 
当選者数 333 名で頭打ちということにさせていただきます。 
 
これが、【最大 1,000 万円を参加者さんに還元】という⾔葉の意味です。 
 
 
ちなみに、このような還元を⾏う際、 
いつもは「１本以上売れた人」などと条件をつけるのですが、 
今回は完全に無条件で【抽選権】を差し上げようと思います。 
 
キャンペーンに参加し、パーフェクトアフィリエイトを紹介してくれさえしたら… 
万が一１本も売れなかったとしても、３万円が当たる「チャンス」が等しく還元されます。 
 
 
ただ・・・ 
 
ここで１つ、あなたにとって、 
「ちょっと残念」なお知らせをしなければいけません。 
 
 

「パーフェクトアフィリエイト」 
 アフィリエイトできるのは購入者だけ。 

 
 
そうなのです。 
 
今回のキャンペーンうんぬんではなく、 
もともとこの教材は購入者限定アフィリエイトを採用しています。 
 
 
アフィリエイター経由でも 10%の成約率が出る上に、 
報酬率が限界値の 88%に設定されている 3000 円の超優良教材です。 
 
通常の時でも、200 アクセスで 20 件成約し、 
52,800 円(１アクセスあたり 250 円以上)の報酬が⾒込めます。 
 



「ものすごく稼ぎやすい」という側面を持っているので、 
これを購入者への利権・特権として提供している状態というわけです。 
 
 
いずれ一般のアフィリエイターさんにも解禁するつもりはありますが、 
少なくとも今はまだ、購入者さんのみにアフィリエイトしてもらっています。 
 
そして、他社が販売している教材や無料オファーだけではなく、 
この教材自体のアフィリエイトでも、たくさん稼いでもらっています。 
 
 
今回、このパーフェクトアフィリエイトに関する 
超大々的なアフィリエイトキャンペーンを企画し、その全容を説明してきましたが、 
こういった事情があるので、キャンペーンに参加できるのも購入者さんのみとなります。 
 
 
ですから、あなたがまだパーフェクトアフィリエイトを持っていなければ、 
このキャンペーンに参加するためには、まず購入することが必要になります。 
 
購入して初めて、アフィリエイト権利、 
ひいては、今回のキャンペーンへに参加する権利を得ることができる。 
 
 
「無条件で参加できるわけではない」というのは、残念なお知らせだと思います。 
 
 
ただ、僕は先ほど、「ちょっと」残念なお知らせと⾔いました。 
 
無条件じゃない時点で、少なからず残念だとは思いますが、 
この条件は、冷静になって考えてみれば「たいした条件ではない」からです。 
 
あらゆる可能性をイメージしてみてください。 
 
 

「元」が取れないわけがありません。 
 
 
レターをよく読んでもらえれば分かると思いますが、 
まず、この教材は、教材単品としても価格が崩壊しています。 
 



14800 円とか、19800 円とかで売ってもバカ売れするでしょうし、 
それでも購入者は大満足する、充実のパッケージ内容になっているのです。 
 
というか、過去に 29800 円で販売されていた教材です。 
 
 
前提条件として、教材としての価値が 3000 円をはるかに超えています。 
 
 
さらに、購入することで、キャンペーン関係なく、 
報酬率 88%というかなり有利な条件でアフィリエイトできます。 
 
すでにお話ししたように、多くの人にとって魅⼒的に映る教材なので、 
たくさん成約して、たくさん報酬を手に入れることができるでしょう。 
 
 
そもそも、報酬率【88%】というのは、 
⾔い換えれば「１本売れればほぼ元が取れる」ということなのです。 
 
しかも、これに期間制限はありません。 
今後、一生かけて［たった２本］販売できれば【得】をするのです。 
 
アフィリエイトするための商品としての価値も、3000 円にはとどまりません。 
 
 
さらに別の視点もあります。 
「キャンペーンへの参加料」という視点です。 
 
このキャンペーンは、参加料が 3000 円だったとしても、 
十分、収益的にはプラスになる企画だとは思いませんか？？ 
 
参加することで得られる、10%〜15%の確率で３万円が当選する権利。 
この期待値は 3000 円〜4500 円ですから。 
 
 
だとすれば、あなたが万が一、この教材にまったく興味がなくても… 
 
パーフェクトアフィリエイトの購入代⾦ 3000 円は、 
このキャンペーンへの参加費だと割り切ってもいいのではないでしょうか。 
 
 
 



 

無理にはお誘いしません。が… 
 
参加しないと「損」ではないですか？ 
 
もともとのルールとは⾔え、 
アフィリエイトしてもらうため、キャンペーンに参加してもらうために、 
3000 円で販売している教材を買ってもらう必要があるので、強くは誘いませんが… 
 
 

僕なら、⾷事を２〜３⾷抜いてでも、 

3000 円の現⾦を用意して参加すると思います。 
 
回収率が異常に高い投資になるのは明らかですから。 
 
 
自分にとって本当に価値のある判断をしてくださいね。 
 
参加をお待ちしています。 

 

 

 

参加手順 
 
【１】パーフェクトアフィリエイトを購入(未購入の場合) 

 → http://mail-marketing-club.com/pa/ 
 
【２】購入者通信に従い、報酬引き上げ申請を⾏う(未申請の場合) 
 
 
【３】下記のキャンペーン参加フォームを送信する(必ず購入者名で) 

 → http://break-style.com/zeroone/PA/ 
 



 

 

 

この企画、あらゆる人に取って喜ばしい企画だと思いませんか？ 
 
 
あなたの紹介でパーフェクトアフィリエイトを購入する方は、 
自分が興味のある分野の優良教材を安く手に入れることができて嬉しい。 
 
僕は、渾身の教材がより多くの人に広まって嬉しい。 
 
あなたは、たくさんの広告宣伝費、告知協⼒費をもらって嬉しい。 
 
 
⾦銭的に⾔えば、一番損をするのは僕ですが、 
それ以上に精神的な満足感があるので、気にしなくても大丈夫です。 
 

 

 

 

 

 
30 件販売するアフィリエイターさんが 100 名いて 3000 本売れた場合… 
 
決済手数料、通常報酬、特別ボーナス、還元額合わせて、 
900 万円の売上げに対して、1350 万円の経費がかかる計算です。 
 
想像しただけでも恐ろしい⾦額ですが、 
この教材が 3000 人の手に渡るのでしたら、 
450 万円の持ち出しも、まぁ悪くないかなと割り切れます。 
 
 
ただ、精神的な満足感があるとは⾔え、 
5000 本以上売れることは、正直想像したくないですね。 
 
ものすごいジレンマです。(苦笑) 
 
 
 



 

 

 
「精神的に満足できるならお⾦を出してもいい？ 
 そんなお人好しがいるわけない！何を企んでるんだ！」 
 
と思われるのもイヤなので、 
この企画に込めた［ウラの狙い］も暴露しておきましょう。 
 
 
僕たちは、この教材を多くの方に販売することによって、 
買って稼げるようになった方に、【恩】を売りたいのです。 
 
ちょっと想像してもらいたいのですが、 
「安いな」と思える⾦額で購入した教材で稼げるようになったら… 
 
販売者に対して感謝の気持ちがわきませんか？ 
信頼という感情が生まれるのではないですか？？ 
 
 
そうなったら、そのうち他の商品を買ってくれたり、 
いつか別のことで恩を返してくれたりするかもしれませんよね。 
 
「渾身の教材を１人でも多くの人に届けたい」 
「１人でも多くの人が稼げるようになるきっかけを提供したい」 
 
これらの気持ちも、嘘偽りない気持ちですが、 
ちょっと裏側を覗くと、そんな打算的な感情がないわけではありません。 
 
 
まぁ、要は、お客さんとは⻑期的に付き合っていきたいと思っているのです。 
一生の付き合いができれば最高ですよね。 
 
また、それはお客さんだけではありません。 
 
アフィリエイターの方々ともいい関係を築けるように、 
こんな、頭がおかしくなったのではないかと思われるような企画をするのです。 
 
僕たちと知り合えて、関わり合えてよかったと思ってもらえたら嬉しいです。 
 



 

参加手順 
 
【１】パーフェクトアフィリエイトを購入(未購入の場合) 

 → http://mail-marketing-club.com/pa/ 
 
【２】購入者通信に従い、報酬引き上げ申請を⾏う(未申請の場合) 
 
 
【３】下記のキャンペーン参加フォームを送信する(必ず購入者名で) 

 → http://break-style.com/zeroone/PA/ 
 


