
『新世界アフィリエイト』とその購入特典について 
!
まずは、こちらのセミナー動画をご視聴ください。 !!
進化型アフィリエイター養成セミナー【前編】 
http://youtu.be/W_Lje_HgnGg 
※スマートフォンの場合はアドレスをコピーして、Safariなどのブラウザで開いてください。 

このセミナー動画をご覧頂けば、僕がどういう意味合いで 
『アフィリエイト』という言葉を使っているのかがわかって頂けるかと思います。 !!

コミュニティとは何か？ 
!!
優れたブランド力をもったビジネスは、強固なコミュニティをつくっていきます。 !
『コミュニティ』というのは、単に、購入者や 
利用者、ユーザーの集まり、という意味ではなく、 !
その商品やブランド『だからこそ』選ぶ、という人の集まりです。 

http://youtu.be/W_Lje_HgnGg


!!
そういう『熱烈なファン』たちは、自然と、あなたのビジネスやブランドを、 
他の人に広める役割を担ってくれます。 !!!
appleの熱烈なファンは、MacBookやiPhone、iPad、iPodなどを 
自分たちのライフスタイルの中に巧みに取り入れ、 !
周りの人たちに『憧れ』を抱かせ、appleの 
コミュニティに、他人を巻き込む存在になります。 !!
そういう意味で、『熱烈なファン』というのは、 
自然に『アフィリエイター』の役割をこなしています。 !
逆に言えば、こういったアフィリエイターと 
しての役割をこなす人たちが生まれない限り、 !
そのビジネスは『コミュニティ化』することは 
できない、ということでもあります。 !!!

あなたがアフィリエイトを学ぶ理由 
!!
今後、個人でビジネスを展開する上で、『アフィリエイト』という 
ビジネスモデルを、自分のビジネスの構造の中に柔軟に採り入れる、 !
ということが、一つの鍵になってきます。 !!
自分は（一般的な意味合いでの）アフィリエイトを 
やるワケではない、というのはあまり関係ありません。 !
ビジネスを展開する上で、アフィリエイトの本質論、 
アフィリエイト的な考え方を学ぶことは、もはや、 
時代的に『必須』だと言える時代がやってきています。 



!!!
そういう観点で、『アフィリエイト』という 
切り口で、ビジネスの本質論を学ぶのに 
最適な教材が、この『新世界アフィリエイト』です。 
!!!
【新世界アフィリエイト】 
http://www.infotop.jp/click.php?aid=197731&iid=50001&pfg=1 !
※スマートフォンの場合はアドレスをコピーして、Safariなどのブラウザで開いてください。 !
この教材の販売者である新田祐士（みんてぃあ）さんは、 
現在、この業界でも随一の実力者です。 !
この業界には、大きな実績を出している成功者が 
他にもたくさんいますが、新田さんは恐らく、 
純粋な『販売力』で考えれば、日本一の実力者です。 !!
国内最大のアフィリエイトASPであるインフォトップの 
ランキングの上位にいる、他の実力者たちは、 !
たとえば、広告費をたくさんかけてリストを集め、 !
高額の商品のセールスを繰り返して 
売上の数字をつくっている、とか、 !
ひっきりなしに新しい商品を紹介して、 
数にものを言わせるやり方をしてる人が 
多かったりもします。 !!
最も販売力があり、教えるのがうまい人から学ぼう 

!!
それに対し、新田さんは基本的に、自分が価値を認め、 
『売りたい』と思ったものしか紹介しません。 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=197731&iid=50001&pfg=1


!!
ですが、彼が本気で紹介（アフィリエイト）したものは、 
数千本という単位で売れてしまい、必ずヒットしてしまうんです。 !!
そういう意味で、国内のアフィリエイターで 
有名な実力者を比較してみても、彼の『販売力』は 
ずば抜けている、と僕は思っています。 !!
おまけに彼は、もともと塾講師などのバイトを 
していたこともあって、人にものを教えるのがうまく、 
クライアントを稼がせる、ということにも長けています。 !!
新田さんが、どういう人なのかをもう少し詳しく知りたい方は、 
こちらのレポートを読んでみるといいかもしれません。 !!
【ネットビジネスで成功する為の３つの条件】 
http://mintia01.info/s3.pdf !
※スマートフォンの場合はアドレスをコピーして、Safariなどのブラウザで開いてください。 !
単純に、コンテンツとしてもものすごく勉強になるし、 
役立つ情報なので、ぜひ読んでみることをおススメします。 !!
ということで、この『新世界アフィリエイト』は、 
現状、ビジネスやアフィリエイトを学ぶ上で、 
最も質が高く、バランスの良い教材の一つだと思ってます。 !!
ビジネスの上級者が学べば、すぐに大きな結果につなげられるような教材でもあるし、 !
初級者が最初にこういう『本質的』な教材を学ぶことで、 
今後の回り道（ロス）を減らせる、というメリットもあります。 !
（特典として『初心者向けマニュアル』がついている、ということもポイントです） 

http://mintia01.info/s3.pdf


上級者から初級者までどんなレベルの人が 
学んでも、『価値』を感じることができる、 !
というのがこの教材のバランスの良さです。 

!
!

どんなことが学べる教材なのか？ 
!!
教材の詳しい内容は、リンク先のレターを 
読んでもらえば、一通りわかるかと思います。 !!
レターの真ん中より少し上から始まる、 
『「新世界」の中身』という箇所を読めば、 !
この教材で学ぶことのできる内容が、 
かなり詳しく、具体的に列挙されています。 !!!!
ビジネスを始めるにあたって、最初はどういうことから 
取り組めばいいのか、といった初歩的なところから始まり、 !
自分のビジネスのしくみの構築、コミュニティの構造をつくりあげ、 
自動化していく流れも一通り身につけられます。 !!
また、この教材で学べる目玉のノウハウ、 
『プロモーションアフィリエイト』は、 !
数百万～数千万など、大きな実績を出して 
成功する人をたくさん輩出している、 
ホンモノのビジネスメソッドです。 !!!!



学びを深める特典を用意しました 
!!
このように、教材単体でも非常に価値の高い内容になっていますが、 
この教材を僕経由で購入してくれた方には、さらに、 
僕の方からも『特典』をいくつかご用意しています。 !!
特典は、僕の自宅で開催された４本のミニセミナー、 
及び、【進化型アフィリエイター養成セミナー】 !
というタイトルのセミナーの動画・音声ファイルとなります。 !!!
【進化型アフィリエイター養成セミナー】は、 
このレポートの最初で紹介しているものと同じですが、 !
特典の方では、メイン講義を行っている 
【後編】の方も受けとることができます。 !!!
かなりのボリュームですが、どのセミナーも、僕が配信している !
【進化型アフィリエイター覚醒講座】（EA講座） 
http://yoshi0329.com/biz/ea_kouza.pdf 
!
※スマートフォンの場合はアドレスをコピーして、Safariなどのブラウザで開いてください。 !
というタイトルの無料メールレクチャーの内容とも連動していて、 
ちょうどいい予習・補講教材となります。 !
※EA講座では、必修教材（テキスト）として、この 
『新世界アフィリエイト』を同時に学ぶことを推奨しています。 !!
内容をかいつまんでおくと、 
４本のミニセミナーは、 !

http://yoshi0329.com/biz/ea_kouza.pdf


【01　後発組が最短で結果を出す方法】 
!
後発組、まだ大きな結果が出せていない時点の人がとるべき戦略とは？ !
多くの人はこの戦略を間違えているため、 
ムダなところに時間やお金、エネルギーをかけてしまいます。 !
押さえるべきポイントがわかれば、大きな結果を 
得るためにやるべきことはそんなに多くありません。 !
集中すべきことに集中すれば、あなたも 
最小の努力で最大の結果を出せるようになります。 !!
【02　ネットでセールスを成功させる秘訣】 
!
アフィリエイターやセミナー講師、コーチングや 
セッションなどをネット上でセールスしている人の 
ほとんどが、『セールスの本質』を理解していません。 !
だから、努力の方向を間違ってしまってるんです。 !
コピーライティングやセールスのテクニックで 
ものやサービスが売れる、と思い込んでいる方は、 
このセミナーを受講すれば、視界が大きく開けるはずです。 !!
【03　自分のステージに合わせたリスト収集法】 
!
リスト収集に関しても、『誤解』が蔓延しています。 !
初級者がすべきこと、中級者がすべきこと、 
上級者がすべきことは、まったく違ってくるんです。 !
つまり、自分のステージに合わないリスト収集法を 
学んで実践しても、一向に結果がついてこないんです。 !
また、これからの時代、『リストの数』よりも 
『リストの質』の方がはるかに重要になってきます。 !



質の高いリストを収集するための、誰にでも再現できる 
『王道』のプラン、初級者から上級者になるための 
ロードマップをここで説明していきます。 !!
【04　投資効果の高い教材選択法】 
!
最近、高額の塾が流行っていることもあって、教材にやたらと 
お金を使ってしまう人（中には数百万円以上）もいるようです。 !
実は、和佐さんもみんてぃあさんも、そして僕も、稼げるように 
なるまでに買った教材は、せいぜい数万円分でしかありません。 !
『効率のいい学び方』を身につければ、お金を使うべきポイント、 
そして、お金を使う必要のないポイントも観えてきます。 !!
学習塾時代も、要領のいい生徒は、必要以上に、ムダな 
講習などには参加せずとも、自分の実力を伸ばして、 
志望校に合格していきました。 !
自分の成長のための『自己投資』は大事ですが、 
その前提として、自分に必要な学習環境をきちんと 
判断するための力が必要なんです。 !
このセミナーを受講すれば、今後、必要のない学びのために、 
ムダにお金を使ってしまうことはなくなるはずです。 !!
という感じの内容になってます。 !!
で、【進化型アフィリエイター養成セミナー】の方は、 
!!
【前編】 !
・進化した自由人、『リバタリスト』の育成 
・リバタリストの定義 
・今後のビジネスにおいて最強の存在が進化型アフィリエイター 



・従来型のアフィリエイターとは？ 
・従来型の情報起業家（コンテンツホルダー）とは？ 
・進化型アフィリエイターとは？ 
・進化型アフィリエイターの定義 
・マネタイズマインドの確立 
・価値と価値のかけ算ができる 
・自分のお客さんを正しく教育できる 
・自分の得意ジャンルを持っていてコモディティ化しない 
・『教育家』のステージに立つ 
・マネタイズマインドを確立し、価値を移動させる 
・セールスマインドの確立と相手への教育 !!
【後編】 !
・価値というエネルギーの循環 
・自分の持つリソースをお金に変える（マネタイズ） 
・意識のステージの変化 
・ステージと収入の理論 
・意識のステージと現実のステージ 
・行動によって現実は変わる 
・お金を払うことによる効果 
・セールスしないと相手は損をする 
・コストをかけないと『価値』は受け取れない 
・未来を具体的にイメージさせる 
・自分を信頼してもらう 
・やる気スイッチを押す　理性と感情のスイッチ 
・『価値』の生み出し方 
・『経験』をマネタイズする 
・価値を説明できるようになる 
・価値の移動をマスターする 
・価値の翻訳 
・相手の言葉を理解する 
・ポジショニング理論 
・価値の移動の必殺ワザ【ストーリー】 
・使えるストーリーの３例 
・価値のかけ算をマスターする 
・縦軸と横軸 
・専門家ではなく翻訳家を目指す 
・ユニークネスの生み出し方 



!!
といった内容になります。 !!
６本合計で４時間半ほどのセミナーになるので、かなりボリュームがあります。 !!
このセミナーは、【新世界アフィリエイト】の 
購入特典としてしか配布する予定はないので、 !
どうしても欲しい方は、特典のためだけに 
教材を購入してもらっても十分に価値は 
受け取ってもらえるかと思います。 !!!
さらに、ここで、もう一つ【特典】をつけます。 !
僕経由で購入して頂いた方には、 
【Cyfons Baseic Project】という、 
特別メールレクチャーの参加権をプレゼントします。 !
こちらのメールレクチャーは、僕自身が執筆しているものではありませんが、 
新田さんが監修しているものなので、内容は折り紙付きです。 !
こちらのメール講座では、ネットビジネスを学び、 
実践していく上で、必要最低限の具体的な作業の説明 
（無料ブログ、Wordpressの設定や、サーバーの設置の仕方など）や、 !
ビジネスを進める上で必要なマインド、基礎知識などを学ぶことができます。 !
また、メンバーサイトでは、各種マニュアルやツールなども無料で配布しています。 !!
【新世界アフィリエイト】 
http://www.infotop.jp/click.php?aid=197731&iid=50001&pfg=1 
※スマートフォンの場合はアドレスをコピーして、Safariなどのブラウザで開いてください。 
　↑↑↑ 
こちらのリンク経由で購入して頂けば、僕からの特典も受けとることができます。 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=197731&iid=50001&pfg=1


!
また、この【新世界アフィリエイト】を教科書として、 
次世代の主流となる進化型アフィリエイターを目指す 
無料メール講座を受講したい方は、こちらのレポートをお読みください。 !!
【進化型アフィリエイター覚醒講座】（EA講座） 
http://yoshi0329.com/biz/ea_kouza.pdf 
!
※スマートフォンの場合はアドレスをコピーして、Safariなどのブラウザで開いてください。 !
では、このレポートの内容は以上になります。 
最後まで読んで頂き、どうもありがとうございました＾ー＾

http://yoshi0329.com/biz/ea_kouza.pdf

