
 

 

☆もういい加減、「色々な教材を買っても、稼げない」 

という状態から、抜け出したい！と思いませんか？ 

 

 

アダルトアフィリエイトで 

初心者の方でも、確実に最短で月 10万円以上稼げるようになる、 

おそらく、唯一と言ってもいい「ある方法」をこれからお教えします。 

 

 

もし、僕が今から 

「今までアダルトアフィリエイトで稼いだことのない初心者でも 

順番通りに実践してもらえれば、 

3か月で月 5万円、そして、その後 10万円 20万円と 

稼げるようになる方法をお教えします」 

 

と言ったら、その方法を知りたいと思いますか？ 

 

 

□今まで色々なアダルトアフィリエイト教材を買って、実践したけど、 

 月 5000円以上稼げなかった 



 

□アダルト商品の紹介記事が書けない 

 

□記事を書いてもアクセスが集められない 

 

□稼げるジャンルを見つけられない 

 

□なかなかモチベーションが続かなくて挫折してしまった 

 

□サイトの量産に疲れてしまった 

 

以上のような悩みにいくつ当てはまったでしょうか？ 

 

 

このような悩みを持っているあなたは、 

このレポートを読み終えるころには、アダルトアフィリエイトで 

最短で月 10万円以上を稼ぐ、 

明確な方法を手に入れることになります。 

 

 

☆私はどこに居るのでしょうか？ 

 

 

今までいくつかのアダルトアフィリエイトの教材を買ったけど、 

結果が出せていない、というあなたの今の状態は 

 

”地図やカーナビ無しで、知らない土地をさまよっている” 

 

という感じじゃないでしょうか。 

 

 

このレターを読み進めることで、あなたは、 

アダルトアフィリエイトにおいて、 

 



◎何から始めて 

 

◎どのように商品・ジャンルを選定して 

 

◎どのように記事・コンテンツを書いて 

 

◎どのように集客して 

 

◎どのように展開させて 

 

◎どんな風に稼いで行くのか？ 

 

ということを学ぶことができます。 

 

 

☆稼ぐには『マインド』と『取り組む順番』が重要です！ 

 

僕は今まで、１００以上の情報商材を入手して、 

実践・検証してきました。 

 

最初のころは僕もいろんな教材の手法を試してみましたが、 

月 5000円以上稼ぐことはなかなかできませんでした。 

 

しかし、ふとした瞬間に気づいた「ある秘密」のおかげで、 

まずアダルトアフィリエイトで月１０万円以上を稼げ始め、 

 

それを足掛かりに、情報商材アフィリエイトにも結び付け、 

 

また、その過程で手に入れた「優良商材」の知識も 

取り入れることで、今では、会社に通勤することもなく、 

 

ネットビジネスだけで家族４人を養っていけるようになりました。 

 

 

その「ある秘密」とは、 

 



『取り組む姿勢（マインド）』と『取り組む順番』 

 

だということに気づきました。 

 

 

☆アフィリエイトで今まで稼げなかった理由 

 

アフィリエイトで教材を買って、実践しても 

結果が出せていない理由はほとんどの場合次の 4つの 

理由によると思います。 

 

1、教材自体が良くない 

 

2、実践・作業量が少ない 

 

3、取り組む順番を間違えている 

 

4、マインドがあやふやである 

 

 

そして、これから始める講座では、主に 

 

1、稼ぐためのマインド 

 

2、確実に段階的に稼ぐために取り組む順番 

 

3、簡単に作業量・コンテンツ量を量産するためのコツ 

 

4、取り入れるべき・学ぶべき知識 

 

というものを、細かく、 

 

 

最初にも書きましたが、ドライブの時の「カーナビ」 



のように、順番に案内していきます。 

 

 

☆[重要！]一度想像してみてください！ 

 

ここで、この講座の準備段階として、 

まず、あなたの目標を立ててみてください。 

 

あなたは、アダルトアフィリエイト（ネットビジネス）で 

毎月いくらくらい稼ぎたいですか？ 

 

そして、その収入を手に入れたら、どんな生活を 

送りたいと思いますか？ 

 

 

僕の実体験から言うと、 

まず、仕事に通っていた時は、梅雨や真夏が 

暑くて、汗だくになるので、大嫌いでしたが、 

 

今は部屋で仕事しながら、雨音やセミの声を楽しめるように 

なりました。 

 

また、仕事で遅くて家族との時間が持てない 

というようなこともなくなり、夫婦仲も、最高に良くなって、 

ケンカもほとんどなくなりました。 

 

そして、子供との時間もたっぷりもてるので、 

友達の中でも、珍しがられるほど、子どもが父親好きに 

なってくれています・・・ 

 

また、運動をする時間をしっかりとれるので、 

30代後半にして、たぶん人生で一番体力も体型も 

良くなってきています。 

 

というように、家で、好きな時間に仕事が出来るという 



メリットはかなりいろいろな面でいい影響をもたらしてくれています。 

 

 

ここで、マジで一度、あなたの理想の生活を 

思い描いて、楽しんでみてください！ 

 

これが、まず成功への第一段階です！ 

 

 

☆成功するために重要な「取り組む順番」とは？ 

 

そして、ここからが、本格的に、実践する上で、 

重要な要素になってくるんですが、 

 

 

アダルトアフィリエイトの教材で言えば、 

代表的なものとして、 

 

「ＡＡＭＰ」「アダルトアフィリエイト究極」 

「第３世代のアダルトアフィリエイト 点穴」 

「ダイレクト★アダルトアフィリエイト」 

「AMC」 

 

などなどありますが、個人的にはどれも、 

かなり実践的で、しっかりと取り組めば結果の出せる 

教材だと思うのですが、 

 

特に、それぞれの教材のセールスページほどの結果を出そうと思うと、 

ある程度のアフィリエイトで稼いだ経験が無いと 

 

途中で不安になったり、 

頑張りどころが分からなかったり、 

ジャンル・商品の選定に迷ったり、 

その後の展開が分からなかったり 

 



 

ロールプレイングゲームの、ダンジョン（迷路・洞窟） 

で、一部しかマップが見えてなくて、あとは手探りで 

進んで行かなければならない、 

というような感じじゃないでしょうか？ 

 

 

そこで、今回この講座を 

「アダルトアフィリエイトクエスト[A.A.Q]」 

 

ということで、その見えないマップの部分を 

明るく照らして、 

 

道順通りに進んでいけば、 

ゴールに着ける、結果が出せる、 

 

という状態まであなたを 

連れていきたいと思います。 

 

 

 

☆「どのようにすれば売れるのか？」 

手法だけでは結果が出にくい 

 

 

さて、もう一つ、なかなか結果が出せない理由として、 

 

「売る技術」が伴っていない。 

 

という問題点があると思います。 

 

つまり、先ほどあげたような「優良教材」と言われているものでも、 

教えてくれているのは、「手法」であり、 



 

結果が出せるか出せないかは、結局、実践者の 

文章力であったり、売る技術にかかってくる 

 

という部分も大きいんです。 

 

そして、この「売る技術」というのは、 

人間心理であったり、マーケティング力 

 

ということが関わってきます。 

 

しかし、そういう部分をしっかりと説明している 

教材は（特にアダルトアフィリエイト教材で）あまりないです。 

 

また、触れられていても、あまりそこに重点を 

置いていない場合が多いです。 

 

 

そこで、この[A.A.Q]では、あまり重要でないと 

思われがちな、「買う心理、売れる理由」などの 

部分も取り上げていきたいと思います。 

 

 

☆この講座であなたが得られるものとは？ 

 

さて、ここで一度概要をまとめますが、この講座 

 

「アダルトアフィリエイトクエスト[A.A.Q]」 

 

を受講することで、あなたが学べることを 

書いてみたいと思います。 

 

 

◎アダルトアフィリエイトで最短で稼ぐためのロードマップ 



 

◎稼げるようになるための「マインド」 

 

◎最短で稼げるようになるための作業の順番とは（実践） 

 

◎稼ぐためのジャンル・商品の選定方法とは 

 

◎アダルトアフィリエイト教材の取り組み方とは 

 

◎稼ぐために学ぶべき知識、技術とは 

 

◎すべてのジャンルのアフィリエイトで必要になってくる技術とは 

 

◎安定的に稼ぐために取り入れるべきものとは 

 

◎濃い（買ってくれる）読者を獲得する方法とは 

 

・・・ 

 

これだけの内容をあなたは学ぶことができます。 



 

 

☆この講座の参加方法は？ 

 

さて、ここまで説明してきた、この 

 

「アダルトアフィリエイトクエスト[A.A.Q]」 

 

ですが、僕が持っているアダルトアフィリエイトに関する 

知識はすべて詰め込んだつもりです。 

 

そこで、この講座を受講するための価格ですが・・・ 

 

 

 

ズバリ、 49800円！ 

 

と言いたいところですが・・・ 

 

 

29800円・・・19800円・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



無料ということにします！ 

 

 

ただ、この講座自体は無料ですが、 

条件があります。 

 

 

このレポートを読んでくれているということは、 

僕のメルマガに登録してくれていたり、ブログの読者 

だったり、すでに僕のブログから「アダルトアフィリエイト」教材を 

購入してくれた方だったりすると思います。 

 

 

正直言うと、アダルトアフィリエイトで稼ぐための 

教材を１から作るのであれば、 

 

特に、今回のように、今まであまり稼いだ経験の無い状態から 

稼げるようになるまで、引っ張り上げるとなると、 

 

かなりのボリュームのコンテンツを盛り込まなければ 

不可能になってきます。 

 

それこそ、有料教材として、49,800円くらいは 

もらいたいくらいになってしまいますｗ 

 

 

なので、僕が今回提供するコンテンツとしては、 

今まで、リリースされてきた教材に足りなかった部分を 

 

補って、バラバラだった地図をつなぎ合わせる 

というところに、重点を置きたいので、 

 

 

この講座「アダルトアフィリエイトクエスト」への 

参加条件として、最低限、 



 

「第 3世代のアダルトアフィリエイト 点穴」 

 

「ダイレクト★アダルトアフィリエイト」 

 

「アダルトアフィリエイト 究極」 

 

「AMC」 

 

の 4つのうち、2つ以上を僕のブログから購入されている方、 

ということにしたいと思います。 

 

つまり、すでに、僕のブログから、2点以上 

購入されている方は、自動的に参加できますので、 

 

infotopの注文履歴ページから、ご購入時の「注文 ID」を控えて、 

 

ご購入時のお名前とともに、メールしてください。 

（詳しい参加方法はこの手紙の最後にも書いています） 

 

そして、2点以上を購入されていない（1点だけ持っている）方は、 

基本として、「点穴」か「究極」は持っておいてほしいので、 

 

おススメの組み合わせとしては、 

 

「点穴」+「ダイレクト」か、 

 

「点穴」+「究極」か、 

 

「点穴」+「AMC」か 

 

「究極」+「AMC」 

 

 

 

という組み合わせで持っていない方を購入する 

http://spiralshine.com/?p=541
http://spiralshine.com/?p=571
http://spiralshine.com/?p=209
http://spiralshine.com/?p=750


のが良いと思います。 

 

 

そして、もし、上記教材から、すでに 2点以上、僕以外から 

購入されて、持っているという場合は、、 

 

 

「下克上」 

 

「７Days コンテンツビジネス起業テンプレート「The Contents Maker」」 

 

「新世界アフィリエイト」 

 

「扇動マーケティング」 

 

「風花初芽」 

 

以上の 5点を合わせた 9点の中から、2点を選んでご購入 

してもらって、 

 

「注文 ID」をメールでお知らせください。 

 

 

「アダルトアフィリエイトクエスト[A.A.Q]」 

 

特設サイトへご招待します。 

 

 

また、「下克上」以下の 5点については、 

今後予定しているノンアダルトのアフィリエイト講座 

 

「アフィリエイトロードマップ」 

 

への参加対象教材にもなりますので、そちらの方へも 

参加しやすくなるということで、手に入れておくとお得です。 

 

http://spiralshine.com/?p=130
http://spiralshine.com/?p=297
http://www.infotop.jp/click.php?aid=13389&iid=50001
http://www.infotop.jp/click.php?aid=13389&iid=53712
http://spiralshine.com/?p=451


 

 

P.S. 

 

さて、この講座、参加してもらう以上は、 

必ず結果を出してもらいたいので、 

 

講座参加から、6か月の間は、サポートを 

付けたいと思います。 

 

なので、あまりたくさんの方に一気に参加されても、 

サポートしきらないので、 

 

僕のサポートスケジュールなどと見合わせて 

ある程度の人数に達したら、一度締め切ろうと思っています。 

 

次回の募集は、いつになるかわかりません。 

 

 

 

P.S.2 

 



マジで稼ぐ気があって、 

自主性があるあなただけに参加してもらいたいと思います。 

 

なんでも頼って、わからないことがあったら、 

自分で調べもせずに、すぐに質問するような方は、 

ご遠慮ください。 

 

本当に必要な方へのサポートに力を注ぎたいので。 

 

また、最低、週 3日以上、一日 2時間以上作業時間が 

取れるという方限定にしたいと思います。 

それくらい時間を作り出せる方じゃないと、本気で 

アフィリエイトで稼ぐのは難しいと思います。 

 

 

 

[A.A.Q参加お申込み方法] 
 

アダルトアフィリエイト教材 

 

「第 3世代のアダルトアフィリエイト 点穴」 

 

http://spiralshine.com/?p=541


「ダイレクト★アダルトアフィリエイト」 

 

「アダルトアフィリエイト 究極」 

 

「AMC」 

 

 

ノンアダルトアフィリエイト教材 

 

「下克上」 

 

「７Days コンテンツビジネス起業テンプレート「The Contents Maker」」 

 

「新世界アフィリエイト」 

 

「扇動マーケティング」 

 

「風花初芽」 

 

 

以上の中から、2点を僕のリンクからご購入ください。 

 

そして、下記お問い合わせページから、 

 

http://spiralshine.com/?page_id=23 

 

------------------------------------------- 

 

ご注文商品名 1： 

ご注文 ID： 

ご注文日時： 

 

 

ご注文商品名 2： 

ご注文 ID： 

ご注文日時： 

http://spiralshine.com/?p=571
http://spiralshine.com/?p=209
http://spiralshine.com/?p=750
http://spiralshine.com/?p=130
http://spiralshine.com/?p=297
http://www.infotop.jp/click.php?aid=13389&iid=50001
http://www.infotop.jp/click.php?aid=13389&iid=53712
http://spiralshine.com/?p=451
http://spiralshine.com/?page_id=23


 

-------------------------------------------- 

 

をお知らせください。 

確認後、「A.A.Q」特設サイトへのご招待メールをお送りします。 

 

以前ご注文された方で、注文 IDなどのメールを無くした場合は、 

インフォトップの下記ページ 

 

https://www.infotop.jp/buyer/myorder/listbuy 

 

（「過去に注文した情報を表示させる」にチェックをいれて 

表示をクリック！） 

 

アドモールの下記ページ 

 

https://admall.jp/pcslst.html 

 

で過去の注文を表示させて、ご確認ください。 

https://www.infotop.jp/buyer/myorder/listbuy
https://admall.jp/pcslst.html

