
検索エンジンや PPC のルール変更に翻弄されまくって 

不安でしょうがない・・・。 

 

アフィリエイトで伸び悩んでいる・・・。 

 

月１０万円をアフィリエイトで超えたことない・・・。 

 

手持ちのブログの報酬を、ずらしを使って底上げしたい。 

 

自分が続けられる方法で継続した収入の柱を構築して

いきたい。 

 

ずらし方をもっと知りたい・・・。 

 

 

 

こういったことに当てはまっている方のみ、 

この先ご覧ください。 



 

現状を打破するきっかけが、読むだけでも 

つかめる可能性があります。 

 

この手紙をご覧頂きありがとうございます。 

えいじです。 

 

ずらしについて情報発信をするようになり、 

早いものでもう７年ほどになります。 

 

 

この７年の間に、ずらしの塾やずらしの教材販売、コンサルなどで 

ずらしについてお伝えしてきました。 

  
※塾の東京勉強会の様子 



この７年で、アフィリを取り巻く環境はより厳しいものに 

なっていっています。 

 

Google のアップデートがあり、報酬が激減するアフィリエイターが続出。 

そんなのはアップデートの度の恒例行事となる始末。 

 

 

更に、今年の６月からは Yahoo で PPC を使ってのアフィリエイトが 

ほぼ出来ないようになります。 

 

 

Google 広告や Facebook 広告も、今はまだアフィリエイトでも出すこと出

来ていますが、今後出来なくなる可能性もあります。 

 

 

動きの早いネット業界。 

昨日通用したことが、今日から通用しなくなる。 

 

 

Google や Yahoo、Facebook などのプラットフォームのルール変更で一気

に稼げなくなる。 

 

 

これは、今後も起こり得ます。 

 

 

Google や Yahoo に翻弄され、アフィリエイトからの撤退を余儀なくされた 

方も数多く出てきてしまっている状況となっています。 

 

 

そんななか、徹底した訪問者目線を本質とするずらしの重要性はより高

まってきていると感じます。 



これまで、塾やコンサル、教材、メルマガなどを通じて 

「ずらし」を駆使した稼ぎ方、集客キーワードの選び方や 

リサーチの仕方などをお伝えしてきました。 

 

 

「ずらし便りで紹介されてたネタで記事書いてみたら 

アクセスが来て稼げた」 

 

「売り込みばかりのメルマガが多い中で、本当に貴重な 

情報が数多く提供されてて、今１番楽しみにしているメルマガ」 

 

「目からウロコが落ちた。こんな稼ぎ方があったとは。」 

 

数多くの嬉しい感想をこれまで数多く頂いてきました。 

 

ずらしについて僕が書いた教材「ずらしの書ネオ」をリリース 

してから、これまでおかげさまで７００名以上の方に手を取って 

頂きました。 

 

 

本当にありがとうございます。 

 

 

こちらは、ずらしの書の購入者通信である「ずらし便り」を現在購読頂いて

る方の人数ですが、現在でも７１０名もの方にご購読頂いております。 

 
 

 

これだけ多くの方に、ずらしの必要性を感じて頂けてとても 

嬉しく思うと同時に、もっとずらしについて伝えていきたいと 

いう思いも出てきました。 

  



というのも、多くの方に「ずらしの書ネオ」を手にとって頂き、 

嬉しい感想を頂く一方で、悩み相談も数多く頂くようになった 

からです。 

 

「頭が硬いのか、ずらしキーワードが思い浮かばない」 

 

「ずらして集客したいけど、キーワード選びが難しい」 

 

「ずらしたキーワードでアクセス来たけど成約しない」 

 

「どのような記事を書いてアフィリリンクに誘導すれば 

良いのかわからない」 

 

「ずらしてどのような案件を紹介すれば良いのかわからない」 

 

「Google や Yahoo の変動に左右されて報酬が安定しない」 

 

 

多くの悩み相談を頂いてきました。 

 

 

前作の「ずらしの書ネオ」をリリースしてから数年が経ちますが、 

動きの早いネット業界。 

 

 

「教材＋ずらし便り」という形式でやってきた「ずらしの書ネオ」を、 

もっと時代の流れに則したタイムリーな要素も取り入れたい。 

 

 

長期に渡って報酬を生み出すような、変動に左右されにくい 

ブログの作り方、キーワードの選び方なんかもお伝えしたい。 

 



そのように思い、「ずらしの書ネオ」の後継作である「ずらしの書２」を 

リリースすることにしました。 

 

 

これまで、ずらしの塾やずらしの書を通してずらしを既に活用されてる 

多くの方々から感想を頂くことが出来ました。 

 

 

ずらしの持つ可能性を、送って頂いた方々の感想から 

感じてもらえたら幸いです。 

 

 

これまでずらしを僕がお伝えしてきて報告を頂いた方の中で、 

１番ずらしを有効活用された M さんの感想をまずご紹介させて 

頂きます。 

 

 

M さんは、ずらしの塾にいらっしゃった時は、月のアフィリ報酬が 

たしか月に数千円とかいった感じでしたが、そこからずらしを活用 

されて報酬額が急角度の右肩上がりとなったそうです。 

 

■ズラシを始めたキッカケ 

ズラシを始める前は、商標キーワードをメインにサイトを量産していました。 

 

商標はライバルが多いため上位表示させるのが難しく、また運良く上位表示が出来

たとしても、すぐサイトの順位が落ちたり、グーグルからのペナルティを受けたりして、

収入が安定せずに常にビクビクしながら作業を続けて、心休まる日がありませんでし

た。 

 

そんなある時、全サイトが芋づる式にペナルティを受けてしまい、月に 20 万前後稼

げていた収入が一気に 0 になりました。 

 



SEO だけに頼ったサイト作成は常に不安定で、グーグルのサジ加減 1 つで売上が、

何の前触れもなく突然 0 になるという事を体験し、極力 SEO に頼らないサイト作成が

したいと思うようになりました。 

 

そんな時に、たまたまえいじさんのズラシ塾と出会いました。 

 

■ズラシ塾に入って・その① 

ズラシ塾に入ってから私のアフィリエイトの考え方は 180 度変わりました。 

 

今までは、グーグルのことばかりを考えてサイトを作ってきましたがズラシのアフィリ

エイトを始めてから、画面の向こうにいる「人」の気持ちを考えてサイト作成をするよう

になりました。 

 

無味乾燥したリンクを貼るだけの作業から、人の気持ちを考えて、どう記事を書けば

伝わるか?どういった商品を紹介すればその人の悩みを解決できるだろうか?という考

え方が出来るようになりました。 

 

キーワードを探す時はまるでお宝探しをするような感覚で「アフィリエイトって面白い!」 

と心底思えるようになりました。 

 

■ズラシ塾に入って・その②(良かったこと) 

 私がズラシ塾に入って良かったことは、一言で言えば無敵になれたということです

(笑) 

 

無敵というのは、強いという意味じゃなくて、「周りには敵がいない」という状況で、い

わば一人勝ちです。 

 

ライバルと争うこともなく、こっそりと稼ぎ続けることが出来ています。  

 

実際に 2 年前に作ったサイトが、順位変動を受けることなくずーっと上位表示されて

いて、今でも月に 150 万前後稼いでくれています。 

 



その間、一切 SEO はしていません。完全に資産型サイトです。ライバルが気づかない

キーワードなので、本当にコッソリと稼ぎ続けてきます。 

 

SEO は椅子取りゲームで、誰かが上位表示して稼げば、言い換えれば別の誰かが稼

げなくなる、殺しっこゲームですが、ズラシは周りと競うことがないから、平和主義の

私にぴったりです。(笑) 

 

よくアフィリエイターは稼げるキーワードを聞くと、亡者のようにグワーッと群がり検索 

結果を荒らしますが、よくやるなぁと毎回、関心しています。 

 

そんなライバルとの血で血を洗うような争いで、順位が上がった下がったと心が疲弊

することもありません。 

 

以前のように GRC(順位検索ツール)を眺めて一喜一憂するのがバカらしいとさえ思

います。 

 

ズラシを覚えてから、ライバルを出し抜いてコッソリと稼ぎ続ける事ができますし、余

った時間とお金を使って、新しいビジネスや新しい手法に挑戦できています。 

 

ズラシを覚えてから、僕の人生は変わりました!本当にえいじさんには、感謝しても、し

尽くせません。ありがとうございます。 

 

ライバルのいないところで、こっそりと稼ぎ続ける。 

M さんは、ずらしの真骨頂を体現されています・ 

 

M さんは、アフィリ報酬が月数千円と言ってた時から、 

１年も経たずしてとんでもない報酬を稼ぐようになっています。 

 

ずらしは、短期間での爆発力を秘めているということが 

M さんの体験からもうかがえます。 

  



続いて、既に「ずらしの書２」を手にしてくださった K さんからの 

感想を紹介させて頂きます。 

 

 

K さんが仰ってくださってる半不老収入ノウハウ、これはかなりオススメ

な方法です。 

 



楽天のルールが変わってクッキーの期間が３０日から２４時間へと 

２０１９年４月から変わりましたが、ずらしの書２でお伝えしてる「楽天＋ず

らし」の手法を活用することで、検索エンジンの変動にも影響されにくい

報酬の柱を構築することが可能となります。 

 

 

K さんが「アイデアを思いついた」と感想の中で語ってくださっています

が、これがずらしの書で僕が狙ったことの１つでもあります。 

 

ずらしの書をきっかけにして、ずらしの視点が身につき、アイデアが止ま

らなくなる。 

 

これまでなにげなく過ごしてた普段の生活の中に、アフィリに結び付けら

れるネタがどんどん見つかるようになる。 

 

ずらしの書をしっかり活用すると、それが普通になってきます。 

  



続いて、ずらしの書ネオを手にしてくださった M 子さんの感想を 

紹介させて頂きます。 

 

こちらの画像は、以前 M 子さんから頂いた１月の報酬画像です。 

 

 

  



そして、こちらがその翌月の報酬画像です。 

 

 

 

左側が M 子さん、右が僕のコメントです。 



購入者の方とは、LINE でこのようにやり取りなんかも 

させて頂いております。 

 

ちなみに M 子さんが「ネオ」と書いてるのは、 

「ずらしの書ネオ」のことです。 

 

M 子さんのように、ずらしを活用すると PPC で広告費を安く 

抑えて成果を上げるといったことも可能になります。 

 

M 子さんは、PPC で他にもたくさん実践されてるようなので、今後報酬が

大きく伸びていくのではないかと思います。 

  



続いて、ずらしの書を参考にして法人コンサル契約などを 

受注出来るようになったという S さんからの感想を紹介 

させて頂きます。 

 

S さんは、ずらしをアフィリに活かすのみならず、別の方面で活用して飲

食店やその他のジャンルの法人からコンサルの契約を受注されていま

す。 

 

素晴らしいずらしっぷりですね（笑） 



法人契約なので、けっこうな金額のコンサル代を頂いてると 

話に聞いています。 

 

法人からのコンサルを取るなんてのは、検索エンジンのアップデートなど

とは無縁の世界です。 

 

ずらしの視点が、アフィリのみならず他のビジネスにも通用し報酬アップ

に役立つということを S さんの事例が証明してくれてますよね。 

 

 

続いて、I さんからの感想を紹介させて頂きます。 

これまでいくつか高額塾に入ったり、数え切れないほど商材を購入したり、つい最近

まで筋金入りのノウハウコレクターだった 63 歳の男性です。 

 

過去形にしたのは、最近どうやら脱出できたよう（？）だからです。 

そのきっかけとなったのが、えいじさんの「ずらしの書」との出会いです。 

 

購入後、すぐにプリントアウト（モノクロで 2P 分を１P に印刷）して何度も読み返しまし

た。最初は黄色の蛍光ペンで、次は青色の蛍光ペンでと、色を変えてラインを引きな

がら。 

 

そうすることで稼げるイメージというものがなんとなく湧いてきて、やがてスマホ対策

した PPC 出稿により報酬が発生。その後、順調に徐々に売上を伸ばしつつあります。 

 

今思えば、私が長年ノウハウコレクター状態だった理由。それは、とにかく一日も早く

稼ぎたいという焦り、確実に稼げる道筋ができないと前に進めないという性格、これら

が大きな要因だったように思われます。 

 

でも、このずらしの書を何度も読んでいくうちに不思議と自然に焦りが消えました。そ

して、インプットからアウトプットへシフト。ようやく稼げるイメージというものがつかめ

るようになってきたのです。 

 



そして、他の塾や商材とずらし通信との大きな違いは、“売って終わりではない”という

えいじさんの姿勢にあると思います。 

むしろ、購入後の方が学べると言っても過言ではないかもしれません。 

 

実際、このずらしの書を手に入れたらすぐに LINE＠の「ずらし便り」と「えいじ通信」に

登録してみてください。この２つに日々送られてくる情報の有用性とその価値はホント

半端ないです。 

 

えいじさんの稼ぎの着眼点やパターンをほぼリアルに学び取ることができます。もち

ろん、その素材は、私達の日常生活の中にあるものばかりです。 

 

しかも、「よかったらこんなキーワード＆こんな文章で記事を書いてみてください！」と

超具体的に教えてくださるので、それをもとにブログ記事を書いたり、PPC 広告を出

稿したりすることができます。私のようにめんどくさがり屋には、本当にありがたい限り

です。 

 

このずらしの書ネオ、「とにかくノウハウコレクターから脱出したい！」と強く思っている

人は、ぜひ検討してみてください。 

I さんも仰って頂けてますが、「売って終わりではない」。 

 

この点について、とある方のブログに書いてあった言葉が頭に残り、最近

その言葉を特に意識して行動するようにしています。 

 

「売った時をゴールにしてないか？ 

お客様は買ってからがスタートなのに」 

 

買ってからより学べる、ずらしの書ネオもそうですが、今回のずらしの書

の新作でもこの点は常に心がけていきたいと思っております。 

  



他にも、多くの方から感想を頂戴しております。 

 

こちらから頂いた感想の全てをご覧頂けますので、ぜひご覧 

頂けましたら幸いです。 

 

◆ずらしの書２を手にしてくださった方の感想 

http://bit.ly/2HG5NsV 

 

◆ずらしの書ネオを手にしてくださった方の感想 

http://bit.ly/2Hs5yBN 

 

 

あと、以前僕が書いた無料レポートの何本かをまとめた 

ファイルがありますので、こちらもお手すきの際にでもご覧 

頂けましたら幸いです。 

http://bit.ly/2d5F7hO 

 

「ずらしには可能性があるのはわかったけど、自分がずらしを 思いつい

たり、ずらしを駆使してアフィリに活かせる自信がない・・・。」 

 

 

そのように不安を感じる方もいらっしゃると思います。  

 

ずらしには様々なずらし方がありますが、実はよく使うパターン(型)みた

いなものがあります。 

 

 

この事例にはこのパターンのずらし。  

このジャンルにはこのパターンのずらし。 



 

頭が固くてずらしが思い浮かばないとお嘆きの方でも、 ずらしたアフィリ

がある程度は出来るようになるテンプレートみたいなものが実はありま

す。 

 

こういったずらしのパターンをある程度覚えておけば、 様々な場面で 

ずらしパターンを当てはめてアフィリすることができます。 

 

 

ずらしを「考える」ということに関して言えば、 

個人差が大いにつきやすいです。 

 

 

これは、残念ながら事実です。 

 

      

しかし、ずらしのパターンを「覚える」ということであれば、  

個人差はつきにくいです。 

 

 

アフィリ初級者とかでも、十分にずらしアフィリでの成約を 

狙えるということですね。 

 

 

考えるのではなく、覚える。 

 

 

しかしながら、関連キーワードツールなんかでリサーチしてる 

アフィリエイターが拾えないキーワード、思いつかないような 

キーワードで集客するといったことが可能になります。 

 

 



パターン、型を覚えるというのは、 

絶大な威力があります。 

 

 

攻め方をパターンとして覚える。 

ずらしのパターンをある程度覚える。 

 

そうすれば、パターンを個々の事例にあてはめて、 

様々な角度から集客したり、成約へと結びつけることが出来る 

ようになります。 

 

ライバルが思いもつかないキーワードで集客して成約させる。 

 

ずらしのパターンをある程度覚えると、そういったことが可能に 

なってくるわけです。 

 

 

「ずらしの書ネオ」を手にしてくださった方々の感想を紹介させて 

頂きましたが、感想をご覧頂ければわかるはずです。 

 

 

ずらしが様々な場面で効果を発揮してるということを。 

 

 

ずらしを考えずに、ずらしパターンを覚えて当てはめる。 

 

これだけでも、多くのアフィリエイターが達成出来ていない 

月数万円という報酬は手に届く可能性が高いです。 

 

きちんと手を動かすという前提ではありますが。 

 

 



これまで、僕がずらしで稼げてきたパターン。 

ずらし方の数々のパターン。 

 

これらをまとめた、前作の「ずらしの書ネオ」。 

 

この「ずらしの書」に加えて、教材(テキスト)という形式では紹介出来な

い、これから出てくる未来のタイムリーな時流に乗ったネタ(トレンド)でず

らして攻める方法や、ずらしのパターンだけでなく、ずらしの考え方も磨く

ためのレポ—ト等をメルマガ&LINE でお届けする「ずらし便り(だより)」。 

 

 

「ずらしの書+ずらし便り」 

 

 

ずらしの書ネオでは、 この 2 つをセットにした通信講座的なものでした。 

 

 

今回新たにリリースする新作の「ずらしの書２」では、ずらしの書ネオ

での「ずらしの書＋ずらし便り」という形式はそのまま残しつつ、さらに 

「ずらし部屋」という会員サイトを新たに発足します。 

 

 

こちらのずらし部屋では教材のダウンロードを出来るようにしたり、ずらし

便りのバックナンバーの閲覧、ずらしについてのコラムの閲覧、無料で使

えるお役立ちツールの紹介、ネタやキーワードの収集に使えるサイトやツ

ールの紹介などなど。 

 

ずらしアフィリを行う上で、ここに来れば必要な情報が揃う 

場所にしていきます。 

 

ずらし部屋はこんな感じのサイトになっております。 



 
 

さらに、、、 

 

 

「ずらしマネタイズ」という教材もお付けします。 

 

ずらしマネタイズは、ずらしをどのようにブログ（サイト）に落とし込んで 

いったら良いか、メンテナンスをどのようにすれば良いのかというやり方

を解説したものとなります。 

 

 

また、変動の激しいアフィリ業界において今後長く生き残るにはどのよう

な運営をしていけば良いのかといったこともお伝えしております。 

 



また、ずらしマネタイズのサンプルブログとして 

物販アフィリを中心としたずらしブログも公開させて頂きます。 

 

 

この物販ブログは、Amazon アソシエイトや楽天、ASP アフィリで 

稼ぐためにどんな記事を投稿していけば良いのか、どのように 

アフィリ広告に誘導していけば良いのかなどの参考にして頂けたら 

と思います。 

 

 

この物販ブログでお伝えしてるようなやり方できちんと記事を投稿 

していけば、月に数万円のアフィリ報酬を得ることはそんなに難しいこと

ではないです。 

 

 

ずらしの視点は、数多くの事例、パターンを見ること、覚えることで 

感覚が磨かれていきます。 

 

 

前作のずらしの書ネオでも様々なずらし事例をお伝えしましたが、 

今回の「ずらしの書２」でもずらしの書ネオではお伝えしていない様々な 

ずらし事例をお伝えしていきます。 

 

 

今回の「ずらしの書２プロジェクト」に参加された方には、ずらしの 

シャワーを浴びて頂きます。 

  



今回のえいじの新企画に参加することで得られるメリットの一部を 

列挙すると・・・ 

 

・検索エンジンの変動に左右されにくい報酬の構築を学べる 

 

・手持ちのアフィリエイトサイトをずらしを取り入れてテコ入れして報酬アッ 

プが狙える 

 

・トレンドネタで報酬をアップさせる方法が学べる 

 

・ずらしのパターン(型)がわかる 

 

・視野が広がり、様々な角度から集客して成約に結び付ける 

ことが可能になる 

 

・ずらしをどのように活用すれば良いかがわかる 

 

・えいじのずらしフィルターを通したトレンドネタや稼ぎネタが提供される 

 

・えいじが書いたずらしレポートをもらえる 

 

・アフィリネタやずらしたキーワードをどうやって探せば良いかわかる 

 

・アクセスの集まりやすい記事タイトルの付け方がわかる 

 

・日常生活をお金に変えるスキルを習得できる 

 

・縦方向(深堀り)、横方向(展開)、縦横無尽に思考できるようになり、ずら

しをサイト作りに存分に活かせるようになる 

  



今回の企画へ参加するメリットの一部だけを紹介しましたが、 

ここに挙げてるメリットだけでもアフィリエイトで結果を出すために 

かなり役立つものになるかと思います。 

 

 

今回の企画の対象者は、月 10 万円をアフィリエイトで達成したこと 

のない方やアフィリエイトで伸び悩んでる方です。 

 

 

教材の内容も、対象者に合わせた内容となっております。 

 

 

前作のずらしの書ネオを手にしてずらしのメリットを体感頂いた方 

17 名から、またずらしの書２を既に手にしてくださった方からご感想を 

頂いております。 

 

今回のずらしの書２を購入するかどうかの参考材料として、 

良かったらご覧ください。 

 

◆ずらしの書２を手にしてくださった方の感想 

http://bit.ly/2HG5NsV 

 

◆ずらしの書ネオを手にしてくださった方の感想 

http://bit.ly/2Hs5yBN 

  



ずらしは、簡単とは言いません。 

 

簡単とは言えないからこそ、身に付けることが出来たらとんでもない 

武器となり、それこそ人生を激変させるような可能性を秘めています。 

 

 

ずらしのパターンをある程度覚えて、パターンに当てはめて 

まずは稼いでみる。 

 

 

ずらしの企画によってずらしのシャワーを浴びて、ずらしの視点を磨いて 

さらに実践に落とし込む。 

 

 

ずらし、始めてみませんか？ 

 

 

そして、ゆくゆくは縦方向(深堀り)、横方向(展開)、縦横無尽にずらしの 

思考を駆使して稼げるように、ずらし便りや配布するレポートなどでずら

しの思考を一歩ずつ着実に磨いていきませんか? 

 

 

ずらしを使った集客スキル、販売スキルというのは 

一生モノのスキルとなり得ます。 

 

 

この手紙でも紹介させて頂きましたが、ご購入者の中には ずらしの書の

内容を参考にして、飲食店や法人などからコンサル契約を取ってきてる

方などもいらっしゃいます。 

 

 



集客、販売。 

 

これはアフィリエイトに限らず商売の根幹を成すものです。 

 

アフィリでも、アフィリ以外でも様々な場面でずらしが活用できることを 

ご購入頂いた方々が証明してくださっております。 

 

 

今回の新企画に参加された方は、ずらしで月数万とか稼ぐのは 

そこまで難しくないことなんだなと思ってもらえると思います。 

 

 

それだけのものを提供させて頂きます。 

 

 

今回の「ずらしの書２」という新企画の内容をまとめます。 

 

◆ずらしの書２（令和バージョンアップバージョン） 

今回、新たに書き下ろす教材です。 

 

前作「ずらしの書ネオ」でお伝えしていない内容をお伝えして 

いきますので、「ずらしの書ネオ」をご購入頂いた方はぜひ手にして 

頂けたら幸いです。 

 

「ずらしの書ネオ」と「ずらしの書２」、この２つを手にして頂くことで 

よりずらしの視点が磨かれていきます。 

 

 

３００ページ弱のボリュームの教材となっております。 

  



◆ずらし便り 

メールマガジンと LINE@の２つの媒体を使って、日々生まれる 

トレンド的なネタでずらして稼ぐ方法や、日常生活からずらして 

稼ぐ方法、ずらしの視点を磨くのに役立ちそうな情報などを 

お届けしていきます。 

 

 

◆ずらしマネタイズ 

ずらしマネタイズは、ずらしをどのようにブログ（サイト）に落とし込んで 

いったら良いか、メンテナンスをどのようにすれば良いのかというやり方

を解説した教材となります。 

 

また、ずらしマネタイズのサンプルブログとして 

物販アフィリを中心としたずらしブログも公開させて頂きます。 

 

この物販ブログは、Amazon アソシエイトや楽天、ASP アフィリで 

稼ぐためにどんな記事を投稿していけば良いのか、どのように 

アフィリ広告に誘導していけば良いのかなどの参考にして頂けたら 

と思います。 

 

この物販ブログでお伝えしてるようなやり方できちんと記事を投稿 

していけば、月に数万円のアフィリ報酬を得ることはそんなに難しいこと

ではないかと思います。 

 

 

また、長くアフィリ業界で生き残るためにはどのような運営をしていけば

良いのかということについてもお伝えしています。 

 

  



◆ずらし部屋 

今回新たに設置する会員サイト「ずらし部屋」では、教材やレポートの 

配布、ずらし便りのバックナンバーの閲覧を出来るようにします。 

 

ずらしのコラムなんかも、ずらし部屋に投稿していきます。 

 

また、ずらしの記事を作成する際に便利な無料のツール類や 

便利サイトなどの情報をまとめたものを設置します。 

 

記事書く時にこちらのずらし部屋にアクセスしてもらえれば、 

サイト作成や記事書くのに必要なリサーチが効率よく行えるかと 

思います。 

 

 

今回のえいじの新企画への参加料金は、２１８００円です。 

 

 

販売期間は、２０１９年９月８日（日）１２時〜９月９日（月）２３時５９

分までの３６時間限定販売です。 

 

 

 

  



決済方法は、３つご用意させて頂いております。 

 

・銀行振り込み一括払い 

・クレジットカード払い 

・クレジットカード払い（３回） 

クレジットカード払いの方は、決済代行会社の手数料がかかって 

しまうために「２１８００円の３．６%+４０円」を２１８００円に上乗せした 

価格２２６２５円となりますことをご了承ください。 

 

 

今回の企画参加へのお申し込みフォームにご入力頂いた後、 記入して

頂いたメールアドレスにすぐ〜1 時間以内には、 決済方法を詳しく記し

た案内を送付させて頂きます。 

  

  

※クレジット決済の場合は、すぐにペイパルでの決済ページが 

表示されます。 

 

※クレジットの分割払いの場合、決済ページで「ずらしの書２」という教材

名の部分が高確率で文字化けしてしまいますが、決済はきちんと出来ま

すのでそのまま決済を進めて頂けましたら幸いです。 

 

申し込み後 1 時間経ってもメールが届かない場合、決済完了後にメール

が届かないという場合は、恐れ入りますが 下記のアドレスまで問い合わ

せお願い致します。  

 

info@zurashi3.com 

 



クレジット決済の場合は、決済完了後すぐに自動返信で 

教材のダウンロード URL が、申し込み時に入力頂いた 

メールアドレスに 送られるようになっています。 

 

銀行振込の場合は、振込をこちらで確認した後、教材のダウンロード

URL を記載したメールをお送りさせて頂きます。 

 

決済は、お忙しいところ大変申し訳ありませんが、申し込み日を 

含めて、３日以内にお願い致します。 

 

 

お申込みは、こちらのリンク先からお願い致します。 

https://prohst3.com/p/r/s1Lg3gzd 

 

 

また、今回「ずらしの書２」の販売に合わせて、前作の「ずらしの書ネオ」も

特別価格で提供させて頂けるようにしました。 

 

 

前作のずらしの書ネオは、通常１９８００円でしたが、今回のずらしの書２

の販売期間は１４８００円でご購入頂けるようにしました。 

 

 

ずらしの書ネオをご購入希望の方は、下記のメールアドレスまで「ずらし

の書ネオ購入希望」というタイトルでメールを送って頂けましたら幸いで

す。 

 

info@zurashi3.com  



■Q&A 

◆「ずらしの書ネオ」と「ずらしの書２」の違いは？ 

 

回答：「ずらしの書ネオ」と「ずらしの書２」の違いは、ずらしのパターンに 

ついてお伝えしてる点は同じですが、ずらしの書ネオで紹介した広告案

件とは違う案件をずらしの書２で扱ったりしています。 

 

例えば、「前後でずらす」というずらしパターンについて、ずらしの書ネオ

では「引っ越し案件」の前後でずらすということをお伝えさせて頂いて 

おりましたが、ずらしの書２では「バイト案件」の前後でずらすなど、 

同じずらしパターンでも違う案件に当てはめて紹介しております。 

 

ずらしの書ネオ、ずらしの書２、両方を手にして頂くことで、よりずらしの 

視点が磨かれるはずです。 

 

 

◆返金保証はありますか?  

 

回答: 

ありません。 

 

情報という商品の性質上、返金には応じることが出来ませんので、 

しっかりとずらしの書を活用して絶対稼いでやるという気持ちがない場合

は、絶対に申し込みをしないでください。 

 

 

◆サポートはついていますか? 

サポートはついておりません。 

サポートがついてないからこそ出来る価格です。 

サポートはコンサルの範囲になります。 

 



ただ、個人個人の事例に詳細な回答は出来ませんが、 

「こういった時にどうすれば良いですか?」といった相談は 

メールで送って頂ければ、ずらし便りやずらし部屋などで 

回答させて頂こうと思っております。 

 

 

購入者通信のずらし便りやずらし部屋の方でも、稼いで頂くための情報

や作業のコツなんかなどをお届けしていきますので、参考にして頂けたら

と思います。 

 

 

■追伸 

今回の企画「ずらしの書２〜時代を超えて〜」は、 

平成から令和へと移り変わった今。 

 

世の中や検索エンジンの変動に対応し、時代が変わっても残り続けるよ

うなサイト、記事。 

 

 

そういった長く生き続けるコンテンツを生み出す軸となる視点として、 

ずらしを活用して頂きたいと思い企画しました。 

 

 

訪問者の思いに適切に応えるようなサイトでないと、長く生き残り 

続けることは出来ません。 

 

 

そして、長く生き残るような記事を書いていかないと、 

アフィリで稼げない状況や悩み続けるという今の状況が 

変わることはありません。 

 

 



アフィリというのは、本当に素晴らしいビジネスだと思います。 

 

アフィリというのは、元手をほとんどかけずにある程度放置しても 

入ってくる収入源を生み出すことが出来たりします。 

ただ、その領域に行くまでは積み上げる必要があります。 

土台を築く必要があります。 

 

 

その土台を築くために、ずらしの書の内容を活用して 

頂けましたら幸いです。 

 

アフィリは、時間や場所問わず報酬を生み出してもくれます。 

 

家族や大切な人と過ごす時間を増やしてくれ、住む場所も 

仕事する場所さえも自由になったりします。 

 

 

実際、僕は 30 年以上暮らした東京からいつか住んでみたい 

と思ってた北海道に移住しましたし、事務所で仕事したり、カフェで仕事し

たり、働きたい場所、働きたいタイミングで仕事をするといったことが可能

になっています。 

 

 

現在、3 人の子育て真っ最中ですが、子ども達と過ごすために多くの時

間を取ることが出来ており、アフィリをやってて本当に良かったと思ってい

ます。 

 

 

毎年、子どもたちの長期休暇の度に２〜３週間旅したりしていますが、 

そんなことしてても生活出来るのはアフィリエイトをビジネスの軸として 

取り組んできたからだと思います。 

 



アフィリという素晴らしいビジネスに取り組み、世の中を自分の足で切り

拓いていく能力。 

 

 

この機会に、一緒に身に付けてみませんか? 

 

 

誰か自分以外の人間に自分の人生の手綱を握られてる。 

そんな状況の社会人は、本当に多いです。 

 

 

そんな心苦しい状況に、今まさに置かれているのだとしたら・・・。 

一秒でも早く脱するために、足を踏み出してみませんか? 

 

  

僕はアフィリエイトで人生が激変しました。 

次は、あなたの番です。 

 

 

お金があれば時間が買えます。  

お金を使って、他人の時間を買う(外注など)ということも出来ます。 

 

 

当たり前のことですが、人生は時間で出来ています。 

お金は、人生という時間で出来たものを何倍にも伸ばす力 

にも成り得ます。 

 

 

言い方を変えれば、寿命を延ばす力があるとも言えます。 

 



お金があれば、人生を充実させる力、自分や大切な人を 不安から解き

放ち、幸せをもたらす力にもなり得ます。 

 

 

お金を得る力。 

 

 

そして、お金を使い自らの人生を思うようにコントロールする力。 

 

ここらで、本腰入れてつかみとりませんか？ 

 

 

「ずらしの視点」という、時代を超えて通用する強力なスキルを 

 

 

ぜひこの機会に身に付けましょう!! 

 

 

今回、ずらしで稼いで頂くために僕が用意する環境。 

この環境で、僕と、そして同じ志を持つ仲間と共に頑張って行きましょう! 

 

 

今回の企画への参加申し込みは、こちらよりお願い致します。 

 

◆ずらしの書２（新作）の決済リンク 

https://prohst3.com/p/r/s1Lg3gzd 

 

貴重なお時間を割いて最後までご覧頂き、 

本当にありがとうございました。 

 

  



新企画でお会い出来るのを心より楽しみにしております。 

 

お申し込みに際して、リンクが開けないなど何かありましたら、 

こちらまでご連絡お願い致します。  

info@zurashi3.com 

 

 

えいじ 

 

 

特商法取引に関する表示 http://bit.ly/2p87LF3 


