
拘束時間わずか20分、初期費用1円から開始可能！ 
開発費用217万円のセールス特化型テンプレートに 

カチカチと必要事項を記入するだけで 
月利35万円の不労収入が確定される 

PPCアフィリエイト戦略を全部システム化した 
”ラウド・マイノリティーアフィリエイト”の秘密… 

From:山口祐樹 
マレーシア、クアラルンプール 
Friday,6:05 am 

どうも、山口です。 

この度は僕のPPCアフィリエイト企画に 
興味を持ってくださり本当にありがとうございます。 

巷のネット起業家が得意気にスーツ姿で腕を組みながら話している 
貧乏だったあの頃…とかの下らない話は一切抜きで、手短にいきます。 



ブログ内のコチラの記事でも話しましたが、 
結論から言うと僕は、 

「PPCアフィリエイトが一番稼ぎやすいビジネス」 

だと確信しています。 

理由は上記の記事でも解説しましたが、 
転売ビジネスという在庫持ちの貧弱ビジネスモデルではなく 
在庫を一切もたなくて赤字になるリスクが極限まで低い 
「アフィリエイト」の方がビジネスモデル的に優れているからです。 

それにしても一体なぜ山口が行う 
アフィリエイト戦略だけが稼げるのか 

http://yaaachi.com/blog/archives/797


（実際の報酬画面の一部） 

一応、僕はここまで稼ぎを増やしてきましたが、 
実勢の作業時間は「一ヶ月（30日）」で「10時間以下」です。 

正直、１日あたりの作業が20分もかかりません。 

なぜ働かずにここまで利益を増やせるかと言うと、 
PPCアフィリエイトの特徴として一度仕組みを作ってしまえば、 
あとはそれを簡単なメンテナンスをするだけになるから。 

また、、、 

なぜ山口流のPPCアフィリエイトで収益が発生するまでに 
時間がかからないのか？ということなのですが、 

多くの人が集客→教育→販売という面倒な作業をしているのにも関わらず、 
僕は集客→販売だけでセールスをほぼ完結できているからです。 

このPPCアフィリエイト戦略を駆使しているからこそ、 
たぶんですが他の人の1/2（半分）以下の労力で 
僕は月利143万円まで達成しています。 

まあ、僕の労力が半分以下だからこそ、 
21歳という比較的若い年齢で稼げたというのもありますし、 
これからも更に稼ぎが増え続けると確信しています。 

教育を一切行わず、緊急性が高い見込み客だけを 
無駄なく集めてサクサクと販売していく戦略。 

この戦略を僕はラウド・マイノリティーアフィリエイトと名づけました。 

ラウド・マイノリティーとは、 



政治的行動、社会活動に熱心で、実態は少数派にもかかわらず存在が誇張さ
れて見える存在。 
（wikipediaより抜粋） 

という人の事を指します。 

人数は少数だけど圧倒的に購入意欲が高い見込み客を集めていく戦略。 
つまり、 

いちいち見込み客を「教育」する必要はなく、 
もう既に商品を買う前提で検索してくる 
濃い見込み客だけを集めていき、 
必要な商品をポンっと目の前に置いてあげるだけのシンプルな仕組みです。 

馬鹿みたいにブログで無駄に凝った良い記事を書かかなくても 
僕のように”戦略”だけで月利100万円以上売れるわけなんです。 

つまり、、、 

このラウドマイノリティーアフィリエイトは文章力・セールスが一切不要。 
ただただ濃い見込み客を集めて、目の前に商品を置いてあげるだけ。 

例えるなら砂漠にいる人を見つけ、 
水を差し出してあげるだけのアフィリエイト戦略が 
この”ラウドマイノリティーアフィリエイト”です。 
 

わざわざまだ悩みが浅い人を集めて教育するよりも 
もう既に死にそうなくらい悩んでいる人だけを集めてアフィリエイトしてい
く。 

それだけで現に僕は月利100万円以上の報酬を安定して獲得しています。 



（わざわざ教育する必要がない人だけを集客） 

これが今回あなたをご招待している、 

「ラウド・マイノリティーアフィリエイト」 

です。 

ラウドマイノリティーアフィリエイトの 
実例とその裏側… 

まずは論より証拠ということで僕が 
ラウド・マイノリティーアフィリエイトで 
利益を生み出している例を紹介しますね。 

下記の画像は実際に僕が広告費を流していたサイトの１つです。 



 

（実際に僕が作成したサイト） 

ちなみにこのページの現物はコチラです。 
（この楽天カードのペラページの現物を見る※現在は放置中） 

このページは実際に今回「あなた」にお渡しする予定の 
”セールス特化型テンプレート”を使って5分でつくったサイトです。 

本当に決められたとおりに入力すれば、 
こういったサイトが完成します。 
なので、 

・サイト作り（テンプレート化済み）・・・５分 
・文章構成を考える＆入力・・・１０分 

総合で掛かった時間は15分程度です。 
このサイトから発生した報酬は… 

http://yaaachi30.xsrv.jp/rousie30/archives/887/


 

（実際の報酬画面） 

で、楽天カードの売上が77760円に対して 

広告費が、、、 



（僕のヤフー管理画面） 

わずか1738円になります。 

楽天カードの確定報酬額が「７７７６０円」に対して 
その月の広告費がわずか「１７３８円」というかなりの成功例の商品。 

ま、これは僕なりオリジナル手法を交えていますので、 
フツーでは考えられない利益率を獲得できています。 

７７７６０円ー１７３８円＝７６０２２円の純利益。 
  

これがわずか数分で作ったサイトを一度作るだけで 
後はほぼ放置で約７万円を稼げているという証拠になります。 

で、僕はこんな商品を楽天カード以外にも 
こういった商品を”数十個”ほど所持していますので、 
もちろん全体では後何倍もの利益が放置で出ています。 

もちろん全部が楽天カードほど 
上手くいっているわけではありませんし、 
当然何度も失敗していますが、 
ここまで費用対効果が高いビジネスが他に存在しないと僕は確信しています。

これ以上簡単に稼げるビジネスを、僕は正直知りません。 

なので、もしあなたが「まずはとにかくお金は欲しい」と思うのであれば、 
是非今回の企画に参加していただきたいと思っています。 

手始めにまずは、 



今回「あなた」をご招待する 
ラウド・マイノリティー 
アフィリエイトの全体像 

を公開しようと思います。 
以下、全体像です。 

=========== 
コンテンツ1. 
=========== 
山口がたった2ヶ月で月利37万円を獲得できたラウドマイノリティーアフィ
リエイト戦略の全貌 

まあこの手の特典は論より証拠だと思うので、 
実際に僕のコンサル生が稼いだ証拠を添付しますね。 

ラウドマイノリティーアフィリエイトを実践したコンサル生の画像 

↓ 
↓ 
↓ 



 

他にもこっちの画像も彼の報酬画面です。 

↓　↓　↓ 



そういえば彼はちょっと特殊なASPでも稼いでました（笑） 
↓　↓　↓ 



（大学生がラウドマイノリティーアフィリエイトを開始した結果...） 

彼はコンサル開始わずか4ヶ月程度だったと思うのですが、 



最低でも月利40万円はでていたと思います。 

そんなラウドマイノリティーアフィリエイトは 
下記のようなことを解説していく予定です。 

◯集客→教育→販売ではなく、集客してすぐに販売して成約できる、 
山口流PPCアフィリエイトならではの手法の全貌 

◯グレーゾーンも駆使した手段を選ばない方法で 
更に早くあなたの利益を確保する”ある”戦略 

◯山口が使っていた高反応広告文テンプレート完全版 

◯ASPの担当を専属として付いてもらい、 
売れる商品をコッソリと教えてもらう方法 

◯参加者同士の”競合”を避けてあなただけの市場を構築する戦略とは？ 

=========== 
コンテンツ2. 
=========== 
1つの商品だけで一ヶ月で「2823万円（約二千万円）」稼ぐ 
伝説のPPCアフィリエイターが現在進行形で扱っている 
具体的な「商品名」と「販売ページ」と「戦略」を全部暴露…！ 

◯もはや生きる伝説並のアフィリエイターが実際に構築したアフィリエイト
サイトをこっそり公開 

◯実際に彼はどんな商品を売って月に2823万円も稼いでいるのか？その驚
くべき商品とは… 

◯彼が使っている戦略、そしてツールの正体とは…？ 



（30万円セミナーで公開されていた内容です） 

=========== 
コンテンツ3. 
=========== 
★独自入手したA8.netで売れている案件”200件”（高額報酬＆確定率8割超
えのみ） 

お渡しするPDFの一部 
↓ 
↓ 



↓ 

◯大手ASPのA8.netから独自入手した現在進行形で売れている「案件200件」
をまるごと暴露！ 

◯確定率8割超えの案件のみを採用させ、ガンガン利益を伸ばせる環境を完
備 

◯どのPPCアフィリエイト教材にも書かれていない”ある”案件とは…？ 

=========== 
コンテンツ4. 
=========== 
★たった3~5分でPPCアフィリエイト専用サイトが構築できる 
セールス特化型ワードプレステンプレート（開発費17万円以上）の譲渡 

◯僕がデザイナーさんに数十万円払って完成させたWP（ワードプレス）テ
ンプレートをあなたにシェア 

◯既に217回万円以上ものテストを繰り返して完成したセールス特化型ペー
ジとは？ 

◯必要な時間はわずか5分間！テンプレートに当てはめただけで完成したサ
イトが毎月7万円の利益を出す理由 

=========== 
コンテンツ5. 
=========== 
★山口が実際に販売していた商品「20」選 
（コチラの商品だけで利益80万円を出していました） 

◯そのままパクるだけで利益確定する商品ラインナップ20選 

◯季節によって売上が爆発的に変わる●●とは？ 



◯利益80万円を出していた”ある”ジャンルの商品 

=========== 
コンテンツ6. 
=========== 
★山口のラウドマイノリティーアフィリエイター限定メルマガへ招待（僕の
PPCアフィリエイトの購入者限定メルマガへの招待状） 

◯あなた一人だけで作業はさせません、僕らが一丸となってあなたを成功さ
せる秘密のグループへ招待 

◯24時間いつでも質問できる最高品質の環境 

=========== 
コンテンツ7. 
=========== 
★JANETで売れている案件50件（※EPC上位50件）も暴露 

◯1クリックあたりに期待できる報酬額（EPC）が高いトップ50件の案件を
独自シェア！ 

◯承認率と報酬のバランスがとれたトップレベルの案件のみをASP専門担当
者から入手 

◯現在進行形で山口が扱っている案件も多数搭載中… 

=========== 
コンテンツ8. 
=========== 
★山口が選ぶ、Best of PPCアフィリエイトセールスページ集 

◯このままパクるだけで利益が確定するページ集をあなたに特別シェア 

◯どんなキーワードで出稿しているのか？まで網羅できるあるツールの紹介 



◯ライバルがいない市場で独占的にアフィリエイトする人を発見する方法 

=========== 
コンテンツ9. 
=========== 
★わずか3円の広告費で1万円の情報商材を叩き出す無限増殖テクニックと
は？ 

コチラも論より証拠ということで画像を添付しておきますね。 
僕のPPC手法は「情報商材アフィリ」でも応用が可能です。 

↓ 
↓ 
 

更に僕がこの手法を試した場合のが画像が下記です。 
コチラの記事でも紹介していますが、一応添付しておきます。 

↓ 



↓ 
↓ 



コンプレックス系でも売れますし「稼げる系」でも売れました。 
情報商材は利益率がめちゃ高いのでガンガン利益が入ってきます。 
↓　↓　↓ 



（僕が実際にこの手法を試した時の画像...） 

◯1円PPCで稼ぎを出していく具体的な方法とは？ 

◯赤字が一切怖くない1円PPCのテクニックを公開 

=========== 
コンテンツ10. 
=========== 
★山口のスカイプ直接コンサル権利 
 



◯マンツーマンの失敗不可避な環境であなたにPPCに関する知識を全部シェ
ア 

◯僕が20歳で月利143万円稼いだ裏側を全部暴露...！（実は僕が◯◯だった
秘密) 

◯人脈紹介やアフィリエイトに関する知識の120%サポート体勢 

どのビジネスから開始すべきなのか 
わからない人”限定”のプログラム 

僕も含めてネットビジネスを開始して最初は、 

「まずはとにかくお金を稼ぎたい」 

という気持ちが強いと思うんです。 
そんな「あなた」の要望を一瞬で叶えるために 
この企画を用意しています。 

あらかじめ先に言っておきますが、 
このラウドマイノリティーアフィリエイトは 
基本的に稼ぐための手法を一切問いません。 

まあ、時には非難を浴びることはありますが、 
僕の考え方として、 

「自分が満たされていない状態では絶対に相手を満たすことは出来ない」 



と思っています。 

例えば食事。 

仮に今「あなた」が3日くらい何も食べて無くて 
ガリガリにやせ細って肋骨も浮き上がっているお腹ペコペコ状態で 
もう今日食べないと明日死ぬって感じだったとしたら、 
他人に気遣いしている余裕なんて絶対に生まれないと思います。 

だからこそ、 

まずは金。 
とにかくお金。 
自分に余裕を持つためのお金。 

そんなマネタイズに特化したPPCアフィリエイト企画を考案し、 
まず何よりも最初に「あなた」に経済的な余裕を持って欲しいんです。 

ラウドエイター（ラウド・マイノリティーアフィリエイター）は、
世界一自由な特殊な職業 

今回のラウドマイノリティーアフィリエイトには 
僕が217万円以上テストを繰り返して完成させた 
「セールス特化型テンプレート」を用意しています。 

最初、あなたは従ってカチカチと必要事項を 
入力するだけで大丈夫です。 

そして一度仕組みを構築すれば、 
あとは１日20分程度の簡単なメンテナンスだけでOK。 



一応、目安としては1日の拘束時間は60分、 
週に5時間（土日はホリデー）で 
月収35万円を確定させる予定です。 

あなたの口座に報酬を支払われてくるための準備である 
「商品ラインナップ」はもう既に準備してありますし、 
”参加者同士の競合を完全に避ける手法”もシェアしていきます。 

くだらない集客作業に頭を悩ませる必要は一切ないのです。 

またラウドマイノリティーアフィリエイトは 
匿名でビジネスができますので 
サラリーマンにもお勧めです。 

あなたの名前が表に出る事は一切ありません。 

またクレームも一切ありませんし、商品の発送や 
カスタマーサポートの必要もありません。 

完璧に決まったテンプレートにカチカチと情報を入力していき、 
そこに広告を投下して簡単なメンテナンス作業を行うだけで 
あなたの銀行口座を増やしてくれます。 

実績ゼロ = 報酬確定 

既に有名な起業家やアフィリエイターは、 
過去のやり方にこだわって仕事をします。 

既に稼いでいる人は、やっぱり 
そのスタイルを崩すのを恐れるんです。 



無意識で僕が用意するセールス特化型テンプレートを 
使用するのを嫌がります。 

そのためゼロから何も考えずにスタートする人の方が吸収が早く、 
月利35万円の不労収入を得やすいというのが正直なところです。 

この企画では「初心者」の方が成功する不思議な現象が起こっています。 

だからまだ実績が無い人ほど 
このPPCアフィリエイトを実践してほしいんです。 

環境は全てこちらで整えてありますので、 
肩の力を「ふっーー」と抜いたリラックス状態で 
サクサクと稼いでほしいと思います。 

真面目に生きるのは今日で卒業 

1円でもラウドマイノリティーアフィリエイトで稼げたら、 
是非一度真面目に生きるのをやめてみてください。 

あなたは今まで真面目に働き過ぎています。 
もうちょっとくらい不真面目になってもいいと思います。 

あなたが毎月3５万円も自動的に稼げれば、 
もうあなたは会社員みたいに毎日決まった服装で 
同じような作業をする必要性は皆無になります。 

ご飯もあなたがお腹が空いたタイミングで 
パクパクと好きなモノを食べていいですし、 
多少他人に強気で文句を言われても実力で黙らせることもできます。 



もしかしてあなたはネットビジネスで思うように稼げない所為で、 
今我慢ばかりしていませんか？ 

もうこの企画を通じて「あなた」には、 
いい加減リラックスした状態で生きて欲しいんです。 

月収35万円を自動的に稼げる 
仕組みを構築して平日の昼間から 

一緒に海外旅行に行く 

この企画の僕の最終ゴールは一緒に 
人生を楽しめる仲間作りをすることです。 

もちろん強制は一切しませんが、 
僕らが一緒に遊べたら本当に楽しいと思うんです。 

ちなみにですが、 

東南アジア（特にマレーシア）だと日本人はやたらモテます。 

僕は今、マレーシアに住んでいますがやたらモテます。 
日本では絶対にありえないですが（笑） 

171cmの長身美女（巨乳）に結婚してくれと 
言われるような不思議な体験を経験したことがあります。 



（ベトナム人美女…） 

おまけに物価も超安いです。 

ベトナムの物価なんて日本の10分の1くらいです。 
タクシーを30分くらい乗り回しても300~400円くらいで乗れます。 

日本で月に35万円の自動収入があれば、 
東南アジアではまるで”王族”の様な遊び方もできます。 

あなたがラウドマイノリティーアフィリエイトで 
稼げたら是非一緒に遊びに行きましょう。 

まず最初に僕があなたが月収35万円の不労収入を達成させてみてますので、 
是非一緒に楽しめればなーと思います。 

ラウドマイノリティーアフィリエイト
を入手するためには？ 



ラウドマイノリティーアフィリエイトを入手するためには 
当サイトでレビューしている商材を僕を経由して購入することで 

特典として無料（タダ）で差し上げます。 

僕のブログで公開されていない商品であっても、 
アフィリエイト報酬が8000円以上のものであれば、 
全てラウドマイノリティーアフィリエイトの特典を付けさせて頂きます。 

例えば投資系商材や、英会話商材、アダルト商材、恋愛商材など、 
どんなジャンルの商材でも、アフィリ報酬8000円以上であれば 
僕のラウドマイノリティーアフィリエイトを「特典」として 

あなたに「無料」でご提供させていただきます。 

当サイトで紹介していない商材購入で特典をご希望される場合は、 
こちらからメールにて「ご希望商材名」をご連絡してください。 
メールの件名は”特典希望”でお願い致します。 

コチラから山口に連絡して特典をGETする！ 

ラウドマイノリティーアフィリエイトを再度まとめると… 

======= 
特典#1 
======= 
・山口がたった2ヶ月で月利37万円を獲得できたラウドマイノリティーアフィ
リエイト戦略の全貌 

======= 
特典#2 
======= 
・1つの商品だけで一ヶ月で「2823万円（約二千万円）」稼ぐ 

http://yaaachi.com/blog/page-15


伝説のPPCアフィリエイターが現在進行形で扱っている 
具体的な「商品名」と「販売ページ」と「戦略」を全部暴露…！ 

======= 
特典#3 
======= 
・独自入手したA8.netで売れている案件”200件”（高額報酬＆確定率8割超
えのみ） 

======= 
特典#4 
======= 
・たった5分で作ったサイトで約7万円を生み出した 
セールス特化型ワードプレステンプレート（開発費17万円以上）の譲渡 

======= 
特典#5 
======= 
・山口が実際に販売していた商品「20」選 
（コチラの商品だけで利益80万円を出していました） 

======= 
特典#6 
======= 
・山口のラウドマイノリティーアフィリエイター限定メルマガへ招待 
（僕のPPCアフィリエイトのメルマガへ特別招待） 

======= 
特典#7 
======= 
・JANETで売れている案件50件（※EPC上位50件）も暴露 

======= 
特典#8 
======= 



・山口が選ぶ、Best of PPCアフィリエイトセールスページ集 

======= 
特典#9 
======= 
・広告費1円から開始できる山口流PPCアフィリエイト戦略 

======= 
特典#10 
======= 
・山口のスカイプ直接コンサル 

下記全てのリンクにラウドマイノリティーアフィリエイトの 
特典がついていますので、今すぐ好きな教材をクリックしてください。 

下記リンクから購入すれば上記１０個全ての特典を入手できます。 

>>PPCアフィリエイトで稼ぐ方法90日サポートコース 
>>PPCアフィリエイトで稼ぐ方法60日サポートコース 

上記３つの内好きな商材をクリックして 
ラウドマイノリティーアフィリエイトを無料でゲット！ 

”特典をGETする方法” 
アドモールの場合… 

ステップ1.新規登録で情報を入力 

http://admall.jp/af.php?shn=10000176&aff=10013640
http://admall.jp/af.php?shn=10000175&aff=10013640


（既に登録してある人はOKです) 

ステップ2.特典を確認して決済へ 



 

追伸.1 
今回あなたにご提案している僕のオリジナル企画の 
「ラウドマイノリティーアフィリエイト」はPPCアフィリエイトで 
あなたが月利35万円を稼ぐために必要な要素を全て取り入れています。 

その全ての要素を上記のPPC教材を僕経由で買うことで 
「無料」でお渡しする企画です。 

まずは僕があらゆる手段を駆使しして 
あなたを最短で稼がせてみせます。 

そのためにセールス特化型ワードプレステンプレートや 
僕が稼いだ実例、また僕の師匠が稼いだ実例を全てお渡しします。 



そして、 

あなたをラウドマイノリティーアフィリエイトチームに入れるので、 
万が一わからない所があれば1つ残さず全部僕に聞いてください。 

従来の使い古されたアフィリエイト戦略を全部ゴミ箱に捨てて、 
見込み客を集めるだけで完結してしまう、 
全く新しいアフィリエイト戦略を今すぐ僕と一緒に始ましょう。 

集客から教育して販売などの3ステップの超面倒で退屈なことはせず、 
集客→販売の流れで本来の1/2以下の労力であなたを稼がせてみせます。 

追伸2. 
あなたの目の前には2つの選択肢があります。 

ひとつ目はこの企画に参加せずに、 

①自分だけの力でビジネスをしようとして、1年後も何も残せないまま中途
半端な状態を迎える。 

というのと 

この企画に今すぐ参加して、 

②これまでの中途半端な状態を一旦全て捨て、 
全く新しい世界である「ラウドマイノリティーアフィリエイト」を 
実践し、確実に稼ぎ始める。 

という1,2の選択肢があります。 



まあ、どちらを選ぶかは全てあなたにお任せします。 

「明日もう一度考えてから参加しよっかな…」 

と思う人もたまにいるのですが、 
もう既に昨日まであなたと同じレベルだった人が 
ラウドマイノリティーアフィリエイトを通じて 
格段にレベルアップしていることを忘れないで下さい。 

のんびりしている人は無い、という事です。 
決断するなら今しかないんです。 

追伸3. 
僕はまじめな人が大好きです。 

なので、 

このページを見てから12時間以内に 
ラウドマイノリティーアフィリエイト企画に 
申し込んでくれた方には、 
”ある”音声をプレゼントしようと思います。 

「PPCで長期的に稼ぐために必要な要素をまとめた音声」 

をあなたに無料で差し上げます。 

まとめ、と言っても僕がまとめるものですので、 
他人がまとめたものとは一味ちがった角度で 
細かくステップバイステップで説明していったので、 
是非ご期待ください。 

>>PPCアフィリエイトで稼ぐ方法90日サポートコース 

http://admall.jp/af.php?shn=10000176&aff=10013640


>>PPCアフィリエイトで稼ぐ方法60日サポートコース 

上記３つの内好きな商材をクリックして 
ラウドマイノリティーアフィリエイトを無料でゲット！ 

最後に… 
あなたが月利35万円を自動的に稼ぐ仕組みを構築する、 
ラウドマイノリティーアフィリエイトの準備はできていますし、 
僕を含め、先輩参加者共にあなたを心からお待ちしています。 

ここまで読んで頂きありがとうございました。 

山口

http://admall.jp/af.php?shn=10000175&aff=10013640

