
もりりんの「自分ワールド構築」プログラム

THE　WORLD

今から、知っておかないとまずいことになる

ちょっと強烈な話をします。

一旦、今の作業の手を止めて、

必ず最後まで読んでください。

こんにちは。もりりんです。

今回は、今、このアフィリエイト業界で何が起きているのか、

そして、ごく近い将来やってくる、ちょっと恐ろしい波のこと、

その波に飲まれないための対処法について、今からお話します。

必ず、一旦手を止めて、じっくり読んでくださいね。

今、アフィリエイト業界は次の変化を起こし始めている

2012年、アフィリエイト業界の勢力図は一気に塗り変わりました。

これまで、月 100万稼ぐアフィリエイター、といえば、もう、

押しも押されぬ「大成功」と言われていたし、

「アフィリエイトははじめの 3ヶ月、無報酬期間があります（ｷﾘｯ」

なんてことが当たり前に言われていたのですが、



2012年、新規参入からわずか 1ヶ月、2ヶ月でいきなり数百万、

中には 1000万クラスで報酬をたたき出す方が続出。

今では、100万円なんて序の口だ、

みたいな風潮すら出来上がりつつあります。

さらに、ここ数ヶ月で、

「新規参入から 1年以内に月収 1000万稼ぐ、個人の、

　しかも大きな後ろ盾を持たないアフィリエイターが続々出ている」

という現象も起きているんです。

アフィリエイトをやっていたら一度は名前を聞いたことがあるような、

有名人だとか、キャリアのある人、とかじゃなくって、

「アンタ誰？」ってレベルの無名な状態の方が、

いきなり数百万、1000万レベルの報酬をたたき出しているんです。

そういう新規参入からいきなりドカッと稼ぐアフィリエイターの 100%が、

裏で「あること」をやっていて、

逆に、今すぐこの「あること」に着手しないと、

稼げない人は永遠にこのまま稼げず、

今、稼げている人でも、多分今年中に消えてしまう、

それくらい、強烈な新しい波が今まさに押し寄せようとしています。

「プロモーションアフィリエイト」の破壊力

ろくなコネも資金もない、ごくフツーの、あなたと同じ新規参入者でも、

いきなり数百万とかってレベルの報酬をたたき出すことができる、



その「あること」とは、ズバリ新世界アフィリエイトで提唱されている

「プロモーションアフィリエイト」という手法です。

これまで、アフィリエイト業界は、

「ブログメルマガやるなら断然『アンリミテッドアフィリエイト』だ！」って、

アンリミ至上主義みたいな状態だったんですよ。

で、アンリミテッドアフィリエイトっていう教材は

商材のレビューサイトを作って SEOで集客するという

ブログメルマガアフィリエイト手法なもんだから、

「さぁ！アンリミを買ってアンリミをレビューしてアンリミを売ろう！」

「稼ぎの道はレビューから！新商材はじゃんじゃん買おう！」

「再配布権付特典を大量につけてライバルと差別化しよう」

みたいな、本来のアンリミの手法とはかけ離れた、

まるでマルチレベルマーケティングのような図式がはびこっていたんです。

こうなると、みんながみんな、先を争って

「こんな商材出ました　⇒　アフィリリンク」みたいな、

中身も何もないメルマガをせっせと送り始めるし、

第一、「さぁ、どんどん知らせて稼ぎましょう！」的な、

今となってはちょっとアレな手法が、

逆に推奨されていた、といいますかね。

先輩からはそれしか教えてもらえなかったというか。。。

でね。新世界アフィリエイト以降、

「どうせ誰が書いても似たり寄ったりのレビューしか書けないんなら、

　んなもんに一生懸命になるんじゃなくって、



　自分にしかできない企画を打ち出して、

　企画に参加してもらうマージンとして教材を買ってもらおう」

って感じで、紹介する、ではなく、

もっと販売者寄りな立場でアフィリエイトをする、

という図式が出てきました。

この「プロモーションアフィリエイト」の破壊力はすさまじくて、

参入から間もない新人アフィリエイターだろうが、

知識なし、コネなし、資金なし、

ついでに学歴や職歴だっていばれるようなもんじゃないってレベルでも、

誰でも、いきなり莫大な稼ぎを生み出せるようになったんです。

「すごい人ブランディング」はもはや崩壊している

今なら誰でも短期間でいきなり何百万って稼げる、

それが今のブログメルマガアフィリエイトっていう市場なんだけど、

そこには大きな落とし穴があって、

逆に言えば、もう、「参入 2ヶ月で 100万稼ぎました！すごいでしょ？」ってのが、

当たり前、というか、ありきたり、というか。

今さら「すごい」って思われなくなってきているんですよね。

もっと言うと、月に 1000万稼ぎました！という

すごすぎる実績ですら、

もう珍しくもなんともなくなりはじめている、

という現象が起きはじめているんですね。



あまりにすごい実績が立て続けに出すぎてしまって、

読者さんの感覚が、麻痺を起こしかけているんです。

月に 1000万ですら「よくあること」「またかよ･･･」みたいな、

『すごい』ってことへの反応が鈍ってしまっているんですね。

このままいけば、月に 5000万だとか、1億だとか、

もう天文学的な報酬実績を出したとしても、

「すっげーーー！！ぱねぇぇぇぇっっっ！！」とは思われにくくなっていく、ってこと。

つまり、報酬実績を全面に出して、

「私、こんなに稼いだのよ！すごいでしょ？

　これ全部教えてあげるから買ってよ」

というスタイルで自分をブランディングできる時代ではなくなった、ってこと。

そして、私は個人的に、

この事態は非常にまずい、と思うんです。

いやいや、私はそんなに稼がなくてもいいんだけど

そりゃ、お金って無いよりあったほうがいいとは思うけど、

むちゃくちゃ苦労し続けて 1000万稼ぎ続けたりするより、

暮らしていけるだけのお金を稼ぎながら、

自由を満喫できたらそれでいいんだ、

今より、ちょっとだけいい暮らしが手に入ればそれでいいんだ、

そう考えることってないですか？



もっと言えばさ、

1000万円とかって金額じゃなくてもいいから、

月 10万とか 20万でも稼げるようになれば、

今の切羽つまった暮らしからなんとか脱却できるんだ、みたいな、

この仕事を始めるきっかけが、「アフィリエイトでどうにか稼がないと」って、

そういう切実な気持ちからだったりするじゃない？

私にとって、「すごい人ブランディング」の崩壊がまずいなって思う最大の理由が、

そういう、「マイペースを守りたい」とか、

「少しでもいいから今の生活を何とかしたい」って人にまで、

影響を及ぼしてしまうってことなんですよ。

初月から 100万だの、参入 1年で 1000万だの、

そんなすごすぎる数字が当たり前に踊り始めた今、

「トレンドで 5万稼いだ方法を教えますよ」

「せどりで 10万稼いだ方法を教えますよ」

みたいに、小さな実績を少しずつ積み上げて

徐々に大きく稼げるようにしていこうね、という手法が通用しにくくなっていく、

これが、私自身、すごく「まずいな」と思う部分。

今までなら、

「2ヶ月で 5万稼げるようになったよ」ってのでも、

実績として十分通用してて、

その 5万稼いだノウハウを教えることで 5万が 10万になり･･･って、

膨らませていくことができたのに、



こんだけ輝かしすぎる実績がドッカンドッカン出てきたら、

5万だの 10万だのって数字では太刀打ちできないじゃないですか。

このままでは、新規参入者が最初の 5万、10万を稼ぐことが、

どんどん難しくなっていってしまうんです。

今問われる「コミュニティ形成力」

じゃぁ、今、どこからともなくニョキニョキっと出てきて、

いきなり何百万って稼ぐような新人アフィリエイターが、

一体何をしているのか、と言えば、ずばり、「コミュニティ」なんですよ。

去年まで稼いでいたのにぷっつりと消えてしまった

大物アフィリエイターの末路と、

逆にキャリアもコネも資金もないのに

いきなりドカンと稼ぐ人の一番の違いが

「コミュニティを作っているかどうか」なんです。

要は、

「チームなり、塾なり、人を集めて  徹底指導  することで  参加者を稼がせている  」  

からなんですよね。

「こんなに稼いだんだよ、すごいでしょ」でもなく、

「俺は業界の有名人だぜ」でもなく、

「マンツーマンであなたを稼がせるために全力で指導しますよ」

って、参加者に対して積極的に関わっているんです。



そしてこの「コミュニティ」こそが、

今後のアフィリエイトを左右するキーワードなんですよ。

遠くから眺めるしかないステージの上のアイドルになるのではなく、

隣で中腰になって教えてくれている家庭教師のような距離感ですね。

これを作り出せる人は間違いなく稼げます。

で、じゃぁってことで、

新世界アフィリエイトで「プロモーションアフィリエイト」が提唱され、

そこから一気にあっちでもこっちでも出てきたのが、

「チーム運営」という手法です。

けれど、まぁこれは以前メルマガやブログでも書いたんだけど、

残念ながら、多くのチームが中途半端に立ち枯れて、

空中分解してしまいました。

うまく波に乗った人は、それこそ 1000万レベルで稼ぐ一方で、

ハンパなチームを空中分解させて逆に信頼を失った人も少なくないんです。

でね。

勘違いしないで欲しいんだけど、

チームなり、塾なり、そういうコミュニティがうまく機能しなかった、ってのは、

管理人のレベルが･･･とか、人としての能力が･･･って話じゃないんだよ。

もっと単純に、

「コミュニティを作る方法を教えてもらえなかった」からなんだ。

これは、ほら、

アンリミの時、マルチっぽい図式で、



「アンリミを買ってアンリミのレビューを書いてアンリミを売ろう！」みたいな、

そういう短絡的なことしか教えてこなかったのと同様、

自分が稼げればそれでいい、先輩アフィリエイターの責任だと思うの。

コミュニティが稼げる、

だからチーム作ったり塾を開いたりしたらいいよ、

ってとこまでは教えても、

「じゃぁ、チームってこう作るんだよ」

「コミュニティを作るときのポイントってね」

こういう、肝心なところを教えないまま、

「時代はチームだ！」みたいなアオリをやっちゃっている、

そんな先輩アフィリエイターたちの責任だと思うんだ。

だから、「THE　WORLD」なのだ！

そんなアフィリエイト界の現状を見て、

今、私が提供できる「価値」ってなんだろうって考えたとき、

どこからどう考えても、この「コミュニティ化」だろうな、と。

実際、うちのコンサル生さんに

コミュニティ化ってのを教えたら、

あっという間に 150人も塾生を集めて、

1ヶ月で数十万円の利益を生み出したんだよ。

さらにそこであっという間にアクセスを集められるようになって、

報酬がザクザク入り始めた生徒さんも出はじめてね。



そこから、情報商材が売れはじめているんだよ。

それも、もう結構な金額。

あぁ、やっぱ、こりゃ、ちゃんとやれば稼げるな。

ってのを痛感したんだ。

だから、そういう、「コミュニティ化」ってのを、

今回コンテンツにしてお届けしますよ、ってーのが、

私の新企画「THE　WORLD」ってわけ。

THE　WORLDのコンテンツは

今回、「コミュニティ化」に特化した、唯一の教材、

私の「THE　WORLD」ですけど、

メインコンテンツはこんな感じで進みます。

１．一瞬で「この人に習いたい」って思わせる魅力的なブログを作る方法

２．ファンにならずにはいられない自分キャラクターを作る方法

３．買わずにはいられない「強烈プロモーションアフィリエイト」

４．よそに行くのがイヤになる「自分ワールド」の作り方

５．稼がせて買ってもらう「みんなでハッピーなコミュニティ」の作り方

これからブログメルマガアフィリエイトをはじめますって状態から、

じゃぁ、読者を引き込むようなブログを作るコツって何？とか、



「この人に習いたい」って思ってもらえるような、

自分の見せ方や記事の書き方、

いきなり数百万レベルの報酬をたたき出す

「プロモーションアフィリエイト」で、

成功する人しない人の違い、

じゃぁ、どうやれば強烈な報酬を叩き出せるのか、とか、

当たる企画ってどう作ったらいいのか、なんかも解説します。

で、「もりりんワールド」ならぬ、

「あなたワールド」の作り方。

お客さんを引き込んで、

別にあなたがお客さんを囲うとかじゃなく、

お客さんの方がよそに行くのはイヤだってついてきてくれるような、

そんな「自分ワールド」の作り方。

さらに、参加者さんをあっという間に稼がせ、

自分が勧めた時にいつでも買ってくれるような

そんなWIN-WINなコミュニティの作り方。

教材を読むだけでは教えてもらえない、

ちょっとしたコツやテクニック、

あと、知る人ぞ知る「抜け道」「裏技」も含め、

あなたを筆頭に参加者全員で稼ぎまくる、

「最強のあなた軍団」を作るノウハウを全部、詰め込みました。



当然、完全サポート付＋THE　WORLD塾加入権

あなたワールド、最強の稼ぐあなた軍団、

こういうのって、当然ながら、

ケースバイケースで手法も進み方も違います。

ですから、180日間のメールスカイプサポートは、

もちろん完備しています。

＜追記＞

ただ、ですねー。

これ、むちゃくちゃ迷っていたんですけど、

私、右も左も分からないっていう初心者さんに一番必要なのって、

「今日もがんばろうねー」「ねー」的な

ぬるくて学びのない「横のつながり」でもなければ、

「アフィリエイトで成功するにはこういうマインドが必要です（ｷﾘｯ」

みたいな精神論でもなく、

ましてや、

「気合だ！気合だ！気合だ！」的な根性論でもなく、



「君は今、全体像からみて、このレベルにいるから、

　これを作業することで、まずはあのレベルに到達しよう」

という、分かりやすい「手順」、

つまりチュートリアルこそが、
一番、必要だと思っているんですよ。

だから、ある程度個別指導ってのがどうしても必要になってくるし、

一人ひとり、コミュニティの形は違うので、

あなたに合わせた、という部分に主眼を置くことに変わりはないのですが、

自分の個性とか、「売り」って、

ある程度、客観的な視点から見て

初めて見えてくる部分も大いにあるじゃないですか？

ほら、「あなた、人懐っこいわね～！」

「え！？そうですか･･･言われてみれば･･･」的な。

だから、THE　WORLD塾ってーのを新たに開設しました！

塾の期間は 3ヶ月。

3ヵ月後、キッチリ育って卒業してもらいます。

この THE　WORLD塾は、チャットワークを使った

グループチャットを主体にしていて、

そこで個別指導を行いながら、全体講義なども行います。

ですから、THE　WORLDのメインコンテンツも、

この塾内でどんどん配布していくカタチを取っていきます。

これなら、誰が今、どんな作業をしているのか、を、



参考にさせてもらったり、

逆に、「あなた、これはすごい売りですよ！」ってのを、

お互いに発見しあったりしながら、

仲良し幼稚園児みたいな学びのないチームではなく、

お互いに良い高めあい方をしながら、

本当の意味で仲良くみんなでがんばって、

参加者全員で稼ぎまくるチームと化していく、

そのベースの基地となるような塾ができるなぁ、と思うわけですよ。

とはいえ、いきなり見知らぬ人ばかりのチームに入って、

ついていけるかしら･･･とかって不安になる方もいるでしょう。

ですから、最初はまず、基礎講座を受けていただき、

一定の知識が身について、じゃぁ、さぁ実践だ！となったタイミングで、

加入していくような仕組みにしています。

＜追記ここまで＞

まぁ、今、うちのコンサル生さんも、

3ヶ月目で 50万くらいは軽く稼いでいるし、

6ヶ月以内に 100万アフィリエイターには軽く手が届く算段はついてますしね。

あなたも、THE　WORLD塾と 180日コンサルで、

集中してさっさと稼げるようになりましょう。

気になる参加条件は？

今回、もりりんが業界初のコンテンツを盛り込んだ、

この「THE　WORLD」ですが、



参加いただく条件は、2月 1日 18時解禁の

「新世界ミリオネアセミナー」を
もりりん媒体からお買い上げいただくことです。

ここまでつらつら話してきた、

経験なし、コネなし、資金なし、のごくフツーの新人アフィリエイターが、

いきなり何百万、稼ぎ出したというそのご本人によるセミナー動画教材です。

んで、この 5人の講師陣のうち 3人はね。

先月、今月で、なんと月額報酬 1000万オーバー！

アフィリエイト暦 1年未満とかね。

そんな、「アフィリエイトの真の可能性」ってのを、

地でやってのけちゃったという 5人が、

自分が実践したことをありのまま話している動画です。

つまり、だ。

あなたとさほど変わらない条件で、

一気に突き抜けちゃったその生の体験を、

あなたがまるまる手に入れられるチャンスなんですよ。

なんせ、つい数ヶ月前まではほぼ無名で、

ろくに稼げなかった人が、

つい先月、先々月とかね。

一気に何百万、1000万レベルで稼いだ、

その軌跡を、5パターンも用意してあるの。



で、これ、当然「新世界アフィリエイト」の作者、

みんてぃあさんによる完全プロデュースセミナーなので、

話の内容、話題のバランス、成功事例のバランスとかも、

全部、計算ずくなのです！

ふっふっふ･･･

もりりんは結構裏でそのあたりの情報は見ていたのだよ。

で！
まぁ、それで終わりではないのです。

もりりんがはじめて、

「あぁ、アフィリエイトで稼ぐってこういうことだったのね！」って、

こう、報酬がバンバン入ってくる、

あの感触をはじめて教えてくれた、

私の師匠だいぽんさんの教材、

「銀河鉄道プロジェクト」

が、なんと特典でついてくるんですよ！

たった 2週間しか募集されなかった、

本当にマボロシの教材なんだけど、

ブログメルマガアフィリエイトをこれからはじめるなら、



「アンリミテッドアフィリエイト」とか、

「新世界アフィリエイト」も非常に優れているんだけど、

私は「銀河鉄道プロジェクト」を断然お勧めしますね。

なんせ、具体事例が豊富だから

「こうすればいいんだ」っていうイメージがつきやすい、

余計な作業手順は全部削って、

本当に必要なものを必要な分だけ教えてくれるから

いらない遠回りをしなくていい、

「こうするんだよ、なぜならね･･･」って、

手順とともに示された「そうする理由」が

むちゃくちゃ分かりやすくて、

作業を進めていくうちに、

どんどん自分で考えられるようになっていく、

そんな、今のあなたにとって一番必要なものが、

バランスよく網羅された教材、

それが「銀河鉄道プロジェクト」なんですよ。

まぁ、今回の「新世界ミリオネアセミナー」ですが、

正直、セールスレターはパッとしないんです（笑）個人的に。

ここが残念だなぁ、と思うんですけどね。

こうね。

コンテンツのすごさが伝わりにくいというかね。

こんだけすごいわりには･･･って感じです。

だから、セールスレターはじっくり読まなくてもOK。



その代わり、購入後はまず、「銀河鉄道プロジェクト」を

じっくり読んでください。

で、もりりんの「THE　WORLD」に申し込んだら、

あとは私が講座内で今後の教材の進め方を指示していきます。

もりりんからのお申込特典

私の「THE　WORLD」にお申込いただいたら、

さらに私から特典があります。

●　もりりんの持っているすべての特典がダウンロードし放題♪

　　「もりりんのご購入者様専用サロン　ダウンロード広場」のパスワード

今まで「いくつまで」って選んでいただいていた

もりりんの「総額 100万円以上の選べる通常特典」をリニューアル。

もう、好きな時に好きなものを好きなだけ、

今後追加されるものも含めて、未来永劫ダウンロードし放題！

で、もう 100種類どころじゃなくたくさんあるので、

優先順位をつけてまとめています。

必要になったとき、必要な分だけ、いつでも、

ダウンロードしに来てくださいね。

このページにある特典を使えば、

最新の超高機能ワードプレステンプレートも、

クリック数やクリックされた日時が分かるツールも、



無料レポート用のワードテンプレートも、

読者プレゼント用の再配布権付特典も、

大概のものは全部手に入ります。

●　もりりんのオリジナルレポート

• 通りすがりの見込み客を「常連さん」に変える魔法のテクニック（再配布不可）

• ●●させるだけで読者を圧倒させる禁断のテクニック（再配布不可）

• 一喜一憂するのがバカバカしくなるランキング攻略法（再配布不可）

まぁ、まともにやってたら時間と労力がいくらあっても足らない、とか、

あぁ、狙うのはあっちじゃなくってこっちだよ、みたいな、

知る人ぞ知る裏技レポート 3種類。

●　だいぽん×もりりん【３つの感情を生々しくかきたてろ】

「銀河鉄道プロジェクト」の作者だいぽんさんに聞いた、

ライティングが上手になるテクニック。

もりりんがだいぽんさんに特別にインタビューさせてもらった音声です。

生々しくってえげつないテクニックを

こっそり聞いてきたので、

今日から「書き方」が変わる、その全貌を、

しかと聞いてください。

･･･あとはまた、作りかけの「もりりんのご購入者様専用サロン」に、

どんどんコンテンツをアップしていくので、

購入者通信などでご案内していきますから、

好きな時に好きなだけダウンロードしてくださいね^^



あなたは優れたリーダーにならなきゃいけない

これからのアフィリエイトは、

「コミュティ」がカギ。

あなたは、これから、「コミュニティ化」をマスターすることで、

いつでも、自由に、稼ぎを生み出すことができるようになるのです。

そして、あなたが作る最強のあなた軍団のメンバーは、

あなたに莫大な稼ぎをもたらし、

メンバー全員がどんどん稼げるようになって、

弟子、孫弟子、と続々仲間が加入していくのです。

その中心にいるのは他でもないあなた自身。

そのステップはすべて、私の講座で案内します。

どうか、安心してついてきてください。

お申し込みの際は、インフォトップの決済画面で、

私からのメッセージが出ているか、

必ずご確認くださいね。

では、本編でお待ちしています。

＞＞＞お申し込みはこちら

http://www.infotop.jp/click.php?aid=187874&iid=53429&pfg=1

