
月１０万円アフィリエイトで超えたことない・・・。 

 

アフィリエイトで伸び悩んでいる・・・。 

 

アフィリで稼げるイメージが全くわかない・・・。 

 

 

 

 

こういったことに当てはまる方のみ、 

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。 

 

そして、あなたの想像をはるかに超えた報酬が近い将来に 

もたらされ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。 

 

先日産まれたばかりの第三子の「おんぎゃぁ、おんぎゃぁ」という力強い 

泣き声を聞きながら、家のリビングでこの手紙を書いています。 

 

僕はこれまで、「ずらし」というＳＥＯに頼らない、徹底的に訪問者の視点

に立つという集客方法で稼ぐアフィリエイトをこれまで自分でやってきまし

た。そして、そのずらしについて塾やコンサルなどでお伝えしてきました。 

 
※塾の東京勉強会の様子 

 



この手紙は、不特定多数の方にお見せしてる手紙では 

ありません。僕のメルマガを普段からご覧頂いてる読者さん、 

そして僕の塾でずらしを学んだ久我さんの読者様のみにお届け

しています。 

 

普段から貴重なお時間を割いて僕のメルマガをご覧頂いてる読者 

さん、そしてずらしを駆使して稼がれている久我さんの読者様のみに、

「ずらし」の威力を体験して頂きたく思っての案内のお手紙です。 

 

これまで、塾やコンサル以外でも僕のメルマガや無料レポートを通じて

「ずらし」を駆使した稼ぎ方、集客の仕方などをお伝えしてきました。 

 

 

「メルマガで紹介されてたネタで記事書いて見たらアクセスが 

たくさん来て本当に稼げた。」 

 

「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、今一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。 

 

一方で。 

数多くの悩み相談も頂いてきました。 

 

「頭が固いのか、ずらしたキーワードが思い浮かばない」 

 

「アフィリ初心者なので、ずらしと聞いてもピンと来ない」 

 

「ずらして集客しようと思ったけど、アクセスがほとんど来ない」 

 

「ずらしたキーワードでアクセスが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。」 



 

「どのようなアフィリ広告を扱えば良いのかわからない。」 

 

「ずらしをえいじさんの元で学びたいけど、お金がないから 

コンサルとか申し込むことが出来ない。」 

 

 

もし、ここでお伝えしたのと同じような悩みをお持ちでしたら・・・ 

 

今回僕が提案させて頂く新企画が、 

その悩みの解決の糸口になるかもしれません。 

 

 

企画の内容を詳しく説明する前に。 

これまで僕の塾やコンサルを受講いただいた４人の方の声を 

ご覧ください。 

 

文字通り、人生を激変させた方もいらっしゃいます。 



  



まず、トップバッターは、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して稼いだＭさんを 

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、ずらしによる月の報酬額が

たしか月に数千円とかいった感じでした。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ています。 

■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。 

 

いかがでしたでしょうか？ 

ＭさんはＰＰＣを使わないでも、ものすごい金額を稼がれています。 

税金が８桁来たとなげかれてたので、相当稼いでるはずです。 

 

僕が昨年お聞きした時点では、月の報酬額が８桁（１千万円）に手に届き 

そうな額でした。その８桁に届きそうになるまでにかかった時間。 

 

ずらしの報酬額が月数千円とか言ってた時から、１年経ってないです。 

 

短期間で文字通り人生を激変させたＭさん。 

 

ずらしは、それだけの短期間での爆発力を秘めているということです。  



続いての声は、キング・オブ・マシンガントーク。 

喋り出したら誰にも止められない、北海道小樽在住の主婦。 

まい２４さんです。 

 

まい２４さんは、僕のずらしコンサルで１期、２期と 

サポーターを務めてくださっています。 

こんにちわ、まい２４です 

 

えいじさんにサイト診断を受けた白髪染めのサイトは、 

１ヶ月に２～４記事ずつ増やし続けて、４年間ほど、 

未だに報酬が発生し続けています。 

 

現在、制汗クリームと消臭スプレーのサイトに取り組んでいます。 

白髪染めの時は、自分と母で実際に体験したことを 

記事にして、アクセスを集めることができました。 

 

ところが、脇汗に関しては、自分自身や親戚にもワキガ体質の 

人がいませんし、選択出来ない衣類の臭いに悩まされることも 

なかったので、３０記事ほど作ったところで手が止まってしまいました。 

 

レビュー記事で、よく検索されるのは、実際に買ってレビューした 

汗取りインナーだけでした。 

 

しばらく、悩んでいた時に、えいじさんの「ずらし」がふと 

頭をよぎりました。 

 

それからは、市販の制汗クリームをレビューして、○○使用感などの 

売りたい制汗クリームをずらして市販のクリームを記事にしたり、 

雨の日 汗 ベタベタ、セーラー服 脇 黄ばみ、胸汗 臭う、 

手汗 スマホ 水没、など、日常の汗をかいて困ることを思い浮かべました。 



夏場なんかは、キャンプ 汗対策、旦那の実家 帰省 汗対策、など、 

売りたい制汗クリームと消臭スプレーに関連した日常にずらして 

記事を増やしていきました。 

 

こうして、記事が１００記事を越えたあたりに、狙っていた商品で 

３件の報酬が発生しました。 

 

えいじさんから日常の生活はネタの宝庫、ずらしてライバルの少ないところ 

で、勝負する、という発想を学ばせたいただき、脳に汗をかいた 

結果だと思います。 

 

まだまだ、大きな報酬にはなっていませんが、汗取りインナー以外に 

アクセスがなかったサイトに、色々なキーワードで、毎日 60アクセス 

以上が訪問してくれています。 

 

こうして、サイトの体力をつけて、息の長い報酬が発生するサイトに 

育てていきます。 

脇に汗かかず、脳に汗を書いて結果を出されたようですね（笑） 

 

まい２４さんが書かれてる白髪染めのサイト、僕がまい２４さんに出会った

頃に拝見させて頂いたのですが、僕に会う前は月５千円程の報酬でし

た。１００記事以上の記事があるにも関わらずです。 

 

で、僕がずらしの視点も交えてサイト修正、サイトのテコ入れをアドバイス

させて頂いたところ、記事数増やさずとも月の報酬額が１０倍以上にな

り、多い時で月２０万円以上を稼ぐサイトになりました。 



こういった、既存のサイトのテコ入れにも活用できるのがずらしの 

良いところです。 

 

続いての声は、北海道網走在住のＫさんです。 

Ｋさんは筋金入りの超が付くノウハウコレクターの状態からずらしを 

ＰＰＣアフィリに活用し、大きな金額を稼がれています。 

私は全然稼げないノウハウコレクターでした。 

 

ノウハウにざっと 500万以上は使っています。 

 

そんな私ですが、 

ずらしの発想を確立できるようになってからは、 

一つの案件でも数十万単位で 

稼ぐことができるようになりました。 

 

その後、コンテンツ販売もすることができました。 

 

ずらしの発想ができるようになったおかげで、 

今まで使ってきた 500万以上のノウハウ代を 

１ヶ月で回収できるようにまでなりました。 

 

マイナス 500万から 

一気にプラスに持っていくことができたわけです。 

 

ずらしって凄いですよね。 

 

ずらしの概念を知ったのは、 

今から数年前のことになりますが、 

えいじさんのリアルアフィリ塾でです。 

 



もしあの時、リアルアフィリ塾に入っていなかったら、 

ずらしの概念を知ることは無かったと思いますので、 

今でも稼げないノウハウコレクターだったかもしれませんね。 

５００万円をノウハウにつぎ込んだって凄いですよね（＾＾； 

しかし、それもずらしを活用したことで１か月で回収出来るように 

なったそうです。Ｋさん、すごいですね。 

 

さて、最後のずらし体験の声は僕のずらしコンサルでサポーターを 

務めてくださってるＡさんです。 

ずらしの視点を身につけることで良かったことは、 

わざわざライバルが多いフィールドで戦わなくていいということです。 

 

そして、一つの案件でなく、様々なアフィリエイトの案件を扱うことができるようになり

ます。 

 

例えば「銀行口座」の案件 

 

真正面から攻める場合、「〇〇銀行口座開設 申し込み」もしくは「〇〇銀行口座開

設」のキーワードで検索エンジンに上位表示（１ページ目）に表示させなくてはなりま

せん。 

 

すでにライバルアフィリエイターがひしめいていますので、 

今から参入したとしても、報酬を得るまでにかなりの時間がかかります。 

 

でも、「銀行口座を開設する人はどんな人なのか？」 

 

銀行口座を開設する目的、理由を考えていくと、 

 

「初めてアルバイトをするときにお給料の振込みで銀行口座が必要」 

 



「オンラインカジノをするので、ジャパンネット銀行口座が必要」 

 

初めてアルバイトをする人に向けて「アルバイトの案件」を紹介することもできますし、 

「オンラインカジノ」であれば、「情報商材」の案件を紹介することもできます。 

 

このようにほんの少し視点をずらすだけで、ライバルが少ないフィールドで戦うことが

できます。 

 

視点をずらすことで、 

 

ほんの少し「視点」を変えてみるだけで、自分の視野も広がりますし、 

日常の生活全てがアフィリエイトネタになります。 

 

また、外から情報収集することにより、 

ライバルが知らないキーワードで集客することができるようになります。 

 

商品名を思い出すことができなくとも、 

〇〇テレビで紹介された商品、〇〇芸能人が愛用している化粧品 

 

などなど、商品名キーワードが激戦だとしても、雑誌などから情報収集することによ

り、ライバルが気付かないキーワードを知ることができるのです。 

 

「ずらし」とは「俯瞰」するとも言われていまね。 

普段から情報収集する癖を身につけておくとアフィリエイトに活かすことができるよう

になります。 

 

数年前にブームなった「速読」も同じ考え方です。 

 

「速読」のキーワードで集客ができなくとも、「速読」をマスターしたい方はどんな人な

のか？ 

 

「速読」を「試験勉強」にずらすことで、一気にライバルが減ります。 

 

試験勉強といっても、「大学受験」、「司法試験」、「TOEIC」などいろいろな試験勉強が

ありますよね？ 

 



「ずらしの視点」を身につけることにより、 

いち早くライバルよりも違ったところで勝負をすることができますので、 

楽しんでアフィリエイトの作業をすることができますよ。 

Ａさんの体験談、プチずらし講座みたいでしたね（笑） 

Ａさんはずらしの視点をマスターされてる方なので、様々な案件で成約

を取って稼いでらっしゃいます。 

 

速読の話が出て来てましたが、僕も以前速読の教材をずらしキーワード 

で集客して成約させてました。 

 

その時集客に使ったキーワードは、野球のバッティング関連です。 

 

「なんで、バッティングで集客して速読が成約するの？」 

 

それは、ちょっと調べればわかります。 

 

多くの人は知らないけど自分は知ってる。 

 

  



これによって、ずらして集客してライバルがごそっと減った場所で 

こっそりとほったらかしで稼ぎ続けるといったこともずらしは可能に 

します。 

 

ずらしを使えば、アフィリで月に数万円程度の報酬であれば、 

ある程度ほったらかしても稼ぐというのはそんなに難しいことではありま

せん。 

 

月に数万円稼げるというのは、けっこうとんでもないことでは 

あるんですけどね。 

 

不動産投資で月に数万円の報酬をほったらかしで得ようと思ったら、安く

ても１千万以上はかかることでしょう。 

 

しかし、アフィリエイトは元手がほとんど必要ないです。 

 



ずらしアフィリエイトできちんと手を動かせば、アフィリエイトでなく不動産

投資を選んだ人なら１千万以上は投資しないと入ってこない報酬が、元

でもほとんどかからず手が入る可能性があるわけです。 

 

すんごいラッキーなことだと思います。 

 

アフィリエイトの存在を知ってて、さらにライバルアフィリエイターと 

戦わずにすむずらしという方法があるのを知れたということは。 

 

例えば、こんなずらしキーワード。 

「神社名＋初詣」関連のキーワードで集客し、楽天のクリック数を 

これだけ獲得。 

 

初詣で本気で集客なんてのをやってるアフィリエイターは 

ほとんどいないのではないでしょうか。 

 



所詮、正月の５日間位しか稼げないキーワードですしね。 

しかし、ずらしの視点を用いれば、正月期間だけＰＰＣ出してさくっと稼い

でお年玉ゲット♪なんてことも出来るわけです。 

 

正月関連でいうと、こんなキーワードでも 

以前成約けっこう取りました。 

 

「紅白歌合戦 視聴率」 

 

これ、１月１日にアクセスが爆発するキーワードです。 

このキーワードで集客しておいて、アドセンスでそこそこ稼いでおき、 

本命の占い案件を成約させました。 

 

正月ってのは、占い案件が決まりやすいんです。 

なんでかはわかりますよね。 

 

正月絡みのキーワードで集客しておき、このキラーワードを 

用いて占い案件を紹介するんです。 



 

「今年の運勢、無料で試しに占ってみちゃいましょう♪」 

 

あとは、トレンドを絡めたずらし的なものだと、テーマパークの 

イベント名なんかも成約取れます。 

 

これ、今はＮＧになってしまいましたがＵＳＪ（ユニバーサルスタジオ 

ジャパン）のイベント名で集客してチケット案件を成約させたものです。 

 

 

ＵＳＪは転売チケットＮＧですが、ＵＳＪ以外ではチケット転売しても 

別にＯＫなテーマパークとかイベントもあるわけですよね。 

 

イベント名は、新しいモノがどんどん出てくるのでそういったキーワードで 

集客してチケット案件のアフィリを紹介するというのもありですね。 

 

年末なんかは、ディズニーリゾートをはじめとしてカウントダウンイベント

なんかのチケットがよく売れますので、良かったらチャレンジしてみてくだ

さい。 



あと、以前僕が書いた無料レポートで反響の大きかった 

ずらしネタで、海外粉ミルクの特化サイトで集客して 

ウォーターサーバーを決めに行くというものがありました。 

 

この時は、「キャッシュポイントをずらす」という 

ずらしパターンを使いました。 

 

海外粉ミルクは釣りでいうところの撒き餌。 

おびき寄せるためのエサです。ちょっと例えがあまり 

よろしくないかもしれませんが（＾＾； 

 

海外粉ミルクに興味ある人を集客して、ウォーターサーバー 

を成約させてたわけです。 

 

なんで海外粉ミルクで集客したかというと、２０１１年の原発事故の 

影響で、粉ミルクから放射性物質が検出されたってニュースが出てた 

んですね。 

  



僕の妻はその当時妊娠してたわけです。 

 

「国産の粉ミルク大丈夫か？」と心配になって、海外から 

粉ミルクを取り寄せたんですね、僕。 

 

産まれてくる子供のために、ドイツとオーストラリアのタスマニアから。 

 

取り寄せた海外粉ミルクの写真を何枚も撮って、 

僕は特化型サイトを作りました。 

 

で、ＧｏｏｇｌｅでもＹａｈｏｏでも僕のサイトは１年以上 

「海外粉ミルク」というキーワードで１位でした。 

 

当時、海外の粉ミルクで検索するなんて人は、僕のように 

放射性物質の心配をしてた親だと思うんです。 

 

そこで、海外粉ミルクの特化型サイトで放射性物質未検出の 

ウォーターサーバーを紹介したわけです。 



粉ミルクでミルクを作るのには、水が必要です。 

 

放射性物質を気にして海外粉ミルクを検討してる人に、 

放射性物質未検出の水のウォーターサーバーを紹介する。 

 

相性抜群だと思いませんか？ 

 

ずらしでは、こういったつながりなんかも考慮に入れられる 

ようになると、よりライバルがいないキーワードで集客できるように 

なったり、成約率が上がったりします。 

 

粉ミルク関連では、「調乳ポット」の関連ワードで集客し、 

ウォーターサーバーなんかを成約させたりもしました。 

 

調乳ポットもウォーターサーバーもミルクを作るのに必要なもので、 

調乳ポットで不便な部分をウォーターサーバーなら解消出来るよという 

流れで成約させてました。 

 



ずらし例をちょっと紹介しましたが、ずらしがどんなものか、 

まだイメージがいまいち出来ないようであれば、これまで僕が 

メルマガでお配りしてきたずらしの無料レポートをファイルに 

まとめたので、よろしければご覧ください。 

http://bit.ly/2d5F7hO 

 

先ほど紹介させて頂いた４人のずらし実践者の声を見てみても、 

ずらしには大きな可能性があるというのはお分かり頂けたかと 

思います。 

 

「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。 

 

http://bit.ly/2d5F7hO


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。 

  



先ほどご紹介した、海外粉ミルクからウォーターサーバーという 

流れを考えつくというのは、ずらしを学び始めたばかりでは 

かなり難しいと思います。 

 

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。 

 

 

「覚えるだけで稼げるんだったら、誰でも稼げてるわ」 

 

そうです。 

稼げます。 



覚えたことを、きっちり実践すればという前提条件は 

もちろんありますけどね。 

 

でも、「よく出るパターンを覚えれば稼げる」という 

アフィリの教材、手にしたことありますか？ 

 

ないのではないでしょうか。 

僕も、見た事ないですからそういった教材は。 

 

パターン、型を覚えるというのは、実は 

絶大な威力があります。 

 

これ、僕は学生時代に経験しました。 

 

アフィリにも通じる話なので、僕が学生時代に「パターンを 

覚えることによる威力」を感じた経験をお話させて頂きます。 

  



僕が中学３年生の時。 

友人に誘われ、とある進学塾に入りました。 

 

その当時、僕の英語の成績は学校の中間テストや期末テストであれば 

コンスタントに９０点オーバーは取れる位の力がありました。 

 

進学塾に入ってしばらくして、「早慶合判テスト」という 

実力テストが塾でありました。 

 

この英語のテストを受け、返ってきた答案用紙に書かれた点数を 

見て僕はがく然としました。 

 

 

「え！？」 

 

 

驚きましたよ、本当に（笑） 

 



 

何点だと思いますか？ 

 

 

なんと、 

 

 

「７点」 

 

 

学校では、英語ではコンスタントに９０点以上は取ってた 

僕ですから、何かの間違いだと思いました。 

 

しかし、間違いではない様子。 

７点は正しい。 

 

しかも、この７点。 

１００点満点中の７点でなく、２００点満点中の７点です。 



早稲田や慶応に受かる奴ってのは、どんだけ 

すごいんだと、その時思いました。 

 

で、７点なんて点数取ったら悔しいじゃないですか。 

 

黙ってへこんでるのもしゃくですから、塾の先生に 

聞いたわけです。 

 

「英語の実力伸ばしたいんだけど、どうすればいいですか」と。 

そうしたら、言われたわけです。 

 

「お前は英語の型を知らなすぎるから、まずはそこを覚えろ。」 

 

ということで、勧められたのが「英語の構文１５０」という本でした。 

 

構文というのは、英語の文章を構成する英語の型（パターン） 

みたいなものです。 

 



塾の先生に勧められた参考書は、 

英語のパターンが１５０個載ってる本でした。 

 

これを読みこみました。 

 

何度も何度も読みました。 

余りにも覚えられないので頭にきて、壁になげつけて 

参考書がバラバラになったこともありました。 

 

バラバラになった参考書をセロテープで補修し、また 

投げつけてバラバラになって補修といったことを繰り返してたので、 

参考書はぼろっぼろになりました。 

 

７点しか取れなかった不甲斐なさ、悔しさを思い出しては、 

ひたすら英語の型（パターン）を覚えていきました。 

 

するとどうでしょう。 

 



高校受験では、あの与沢翼が秒速で退学した高校に 

全受験生の中で２番目の成績で合格。 

 

ちなみに、当時偏差値６０位の高校です。 

 

Ｚ会という通信講座の実力テストでは、英語で全国７位。 

 

そして、大学受験。 

中学３年生の時点ではエベレストかって位高すぎる壁だった 

早稲田大学に合格。 

 

これら、パターンを覚えたおかげです。 

 

英語の文章を構成するパターン（構文）を徹底的に覚えたおかげで、 

エベレストのごとき高き壁だった大学にも合格出来たわけです。 

 

たいして考えてないんです。 

力技で覚えただけなんですね。 



暗記したパターンを当てはめていっただけなんです。 

それぞれの事例に。 

 

パターンを覚える威力は凄まじいです。 

 

大学受験時には、構文の他にパラグラフリーディングというパターンも 

マスターしてたので、受験した早慶の英語はどこも試験時間が大幅に 

あまるという、楽勝レベルにまでなってました。 

 

アフィリでも、同じことが当てはまると思うんです。 

 

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入る可能性が高いです。 

 

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、「ずらしの書」。 

 

 

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―ト等をメルマガ形式でお届けする 

「ずらし便り（だより）」。 

 

 

「ずらしの書＋ずらし便り」 

 

今回ご提案させて頂く僕の新企画は、この２つを 

セットにした通信講座的なものです。 

 

今回の企画では僕が作って収益を上げてるサイトを 

お見せしたり、これまでお配りしてきたようなずらしレポート 

などをどんどん配布していきます。 

 

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。 

 



今回の企画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・・・ 

 

・実例を見ながらどういった記事を書けば稼げるのかわかる 

・文字通り、作ってほったらかしで報酬が入り続けるサイトの作り方と 

実例がわかる 

・トレンドネタで報酬を大幅に増やす方法が学べる 

・ずらしのパターン（型）がわかる 

・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 

・年末商戦＋ずらしで、年末に稼ぐ方法が学べる 

・アフィリネタ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 

・リアルタイムに稼ぎ出しているサイトを見ることが出来る 



・日常生活をお金に変えるスキルを習得できる 

・手持ちのアフィリエイトサイトをテコ入れして報酬アップが狙える 

・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 

・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、ずらした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１０万円を達成したことの 

ない方、アフィリエイトで伸び悩んでる方です。 

  



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。 

 

まずは、ずらしのパターンをある程度覚えて、 

パターンを当てはめて稼ぐところから始めてみませんか？ 

 

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、ずらし便りやレポートでずらしの思考を 

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。 

 

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から。 

 



今回の企画への参加費は、これまで僕がやってきたような塾や 

コンサルに比べたらかなり安い価格です。 

 

参加された方は、ずらしで月数万とか稼ぐのは 

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。 

 

結果を出せるのはすぐに行動に移す人です。 

 

なので、今回は結果を出す可能性の高い、すぐに行動する人に 

手にして欲しいので販売期間を短くしました。 

 

販売期間は、今日を含め９日間だけです。 

  



さらに、行動が早い人には早期行動特典を 

付けさせて頂きます。 

 

 

◆早期申し込み特典その１ 

「Ａさん執筆のずらしレポート」 

先ほどのずらしの体験者の声でも登場して頂いた 

Ａさんに執筆して頂いたずらしのレポートをお付けさせて 

頂きます。 

 

先日、僕のメルマガでポケモンＧＯで月２０００万稼いだ人の 

話を書きましたが、この稼ぎ方がＡさん執筆のレポートに 

書かれています。 

 

また、今大ヒットしてる新海 誠監督の映画「君の名は。」を 

ネタにして稼ぐ方法のレポートも書いて頂きました。 

  



あと、Ａさん自身ワンちゃんを飼ってらっしゃるのですが 

ワンちゃんをテーマにずらして稼ぐ方法のレポートも書いて 

頂きました。 

 

Ａさんには、体験談をお願いしただけなんですが、 

ずらしネタの数々のレポートを書いて送ってくださりました。 

 

かなり参考になる部分があると思いますので、ぜひ 

先行販売期間の素早い行動で手に取ってご覧ください。 

 

◆早期申し込み特典その２ 

「日記飯ネオ」 

僕が以前１万円以上で販売してた教材で 

「日記飯」というものがありました。 

 

文字通り、日記を書いて飯を食うというコンセプトのもとに作った 

教材で、僕のコンサルで配布している最新バージョンの教材を特典 

としてお付けさせて頂きます。 



日記飯のノウハウで書く記事は、季節ネタ、テレビネタ、 

流行のネタから自分が経験したことや気になったこと、 

悩んだこと。 

 

様々なネタを記事で書いていき、お金を稼ぎます。 

 

また、日記飯ネオのネタとなるトレンドネタについては、 

僕の方で「ずらし便り」で頻繁に垂れ流して行きます。 

 

どういったネタがアクセス集めやすいのか。 

ずらしてお金になりやすいのか。 

 

僕の「ずらし便り」を見ればつかめます。 

日記飯ネオでは、１つのサイトで月１０万円以上 

安定して稼ぎだすことを目標に掲げてやっていきます。 

 

日記飯ネオで、月３０万以上とか稼ぎだす人も 

出てくると思います。 



日記飯ネオの実践に当たっては、最低でも 

１日３記事は書いて頂きたいところです。 

 

これから始めても、年内には３００記事近くになります。 

これだけの記事があれば、まずいくら少なく見積もっても 

１サイトで安定して月数万は継続して稼げます。 

 

僕のメルマガをご覧頂いてたらご存知かと思いますが、 

僕は日常でもあらゆることをキャッシュポイントに結び 

つけられる視点を持ってます。 

 

持ってる稼ぎネタの数が膨大にあります。 

その、僕のずらしの視点（フィルター）を通した情報を 

「ずらし便り」でどんどんお届けしていきます。 

  



◆早期申し込み特典その３ 

「早期申し込み価格」 

すぐに行動された方には、すぐに実感できるメリットを 

提供させて頂きたいので、早期申し込み価格というのを 

設定させて頂きます。 

 

今回の僕の新企画。 

募集期間は９日間だけですが、特典を受け取れる 

早期申し込み期間は本日２４日（土）～２８日（水）いっぱいまで 

とさせて頂きます。 

 

販売終了は１０月２日（日）の２３時５９分となります。 

 

２９日（木）になると早期申し込み期間は終了してますので、 

特典は受け取ることは出来なくなり、価格も早期申し込み 

価格から通常価格に戻させて頂きます。大幅に割引してるので、 

実質けっこうな値上げになります。 

  



さて、今回の企画の気になる価格なんですが、今回の 

募集対象者は、月１０万円をアフィリで行ったことない方、 

アフィリで伸び悩んでるという方々です。 

 

もしかしたら、資金的にそんなに余裕が 

ない方々かもしれません。 

 

それらを考慮すると、これまで僕が塾やコンサルで設定させて頂いてた 

高額な価格設定を今回はせず、お手に取りやすい価格に設定することに 

しました。 

 

すぐに教材費を回収して頂き、月１０万の壁を 

年内にでも突破して頂きたく思っております。 

 

そして、月１０万からさらに伸ばして行きたいといった時に。 

 

僕のコンサルを活用して頂けたら幸いです（＾＾） 

 



今回のえいじの新企画への参加料金は、 

先行販売期間に限り１６８００円とさせて頂きます。 

 

 

決済方法は、２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（分割する場合は各カード会社にて対応） 

 

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「１６８００円の３．６％＋４０円」を１６８００円に 

上乗せした価格（１７４４４円）となりますことをご了承ください。 

 

企画参加へのお申し込みフォームにご入力頂いた後に、 

記入して頂いたメールアドレスに２４時間以内に、決済方法を 

詳しく記した案内を送付させて頂きます。 

 

決済は、お忙しいところ大変申し訳ありませんが、決済方法のメールを 

受け取った日を含めて３日以内にお願い致します。 



お申し込みは、こちらのリンク先からお願い致します。 

http://bit.ly/2cOGDHx 
 

■Ｑ＆Ａ 

◆アドセンスアカウントがないのですが、日記飯ネオは出来ます 

でしょうか？  

回答： 

アドセンスアカウントがあった方が良いことは良いのですが、仮になくて

も様々な広告を視点をずらしてサイトに設置していきます。 

 

アドセンス以外でも稼げるノウハウですので、ご心配 

なさらないでも大丈夫です。 

 

◆パソコン自体も初心者なんですが、稼げますでしょうか？ 

回答： 

文章が書ければ大丈夫です。 

文章力に自信がないとかでも大丈夫です。 

初心者というのは、実は大きな武器になります。 

http://bit.ly/2cOGDHx


自分が「わからない」と思ったことは全て記事ネタに出来ますので。 

 

初心者だからと気後れすることなく、 

「初心者というメリットが自分にはあってすごいラッキー♪」と 

思って取り組んでみると良いかと思います。 

 

 

◆上手い文章書けるか自信がないのですが・・・・ 

回答： 

上手い文章は書く必要がありません。 

ただ、読む人がわかりやすい文章を書く必要はあります。 

 

 

◆１日、どれくらいの作業時間が必要ですか？ 

回答： 

これはよく聞かれる質問の１つです。 

 

たくさん稼いで頂きたいので、あればあるほど良いのですが、 



１日１時間～２時間程は欲しいところです。 

 

記事書くのに慣れてくれば、作業時間が短縮されて作業量も 

どんどん増えていって成果を上げていけるかと思います。 

 

通勤とか移動時、すき間時間を活用して記事を更新 

したりアフィリ作業する方法もお伝えしていきます。 

 

以前、眼科で３時間待たされたんですが、その時も眼科の 

待合室で僕はｉＰｈｏｎｅ（スマートフォン）使って 

ガシガシ記事をサイトに投稿してました。 

 

ラーメン屋の行列並んでる時とかでも僕は記事投稿 

したりしてます。 

 

すき間時間使えば、けっこうアフィリの作業時間は 

取れます。 

時間の有効活用については、堀江貴文さんの「本音で生きる」という 



書籍の第四章「すべてを最適化せよ」というところがかなり参考に 

なりますので、ぜひご覧になることをおススメします。 

 

◆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、 

やり切っ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。 

 

 

◆月にどれくらい稼げますか？ 

回答： 

稼ぐ人は、それこそ相当な金額を稼ぐと思います。 

ただ、僕がいくらずらしで稼ぐための環境を整えても、 

手を動かさない方を稼がせることは出来ません。 

きちんと手を動かす覚悟がなければ、申し込むことは 



確実にやめておいた方が良いです。 

 

手を動かして頂ければ、月に数万程度の報酬は 

年内にでも十分達成可能かと思います。年末商戦に 

突入することで稼ぎやすくもなりますので。 

 

 

◆サポートはついていますか？ 

サポートはついていません。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、ずらし便りなどで回答させて 

頂きます。 

  



■追伸 

今回の企画は、これまでメールで相談を頂くことがけっこう 

多かった、お金がなくて塾やコンサルに参加出来ないという 

方にも、ずらしによるアフィリを学んで頂きたい、成果を出して 

頂きたいという思いから立ち上げた企画です。 

 

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ほったらかしでも 

入ってくる収入源を生み出すことが出来たりします。 

 

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北海道に引っ越しましたし、 

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。 



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。 

 

 

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。 

 

 



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、人生というものを何倍にも伸ばす力にも成り得ます。 

言い換えれば、寿命を延ばす力があるとも言えます。 

 

人生を充実させる力、自分や大切な人に幸せをもたらす力 

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、 

本腰入れて掴みとりませんか？ 

 



 

「ずらしの視点」という、一生モノの強力なスキルを 

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、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。 

http://bit.ly/2cOGDHx 

 
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。 

  

http://bit.ly/2cOGDHx


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。 

ｅｉｊｉｓａｎｚｏｕ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 

 

 

えいじ 

 

特商法取引に関する表示 

http://bit.ly/1KDfLkd 


