
 
 

超パソコン音痴だった私がブログで 

月 50 万円稼いだ秘密を完全公開！ 

 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」 で 

あなたの未来を叶えてみませんか？ 
 

 

こんにちは！ 

自宅でブログアフィリエイトを 

実践し月 50 万円を稼いでいる 

ゆいゆいです！ 

 



いつもメールを読んでくださりありがとうございます♪ 

 

今回の企画 「ゆいゆい MIRAI AFFILIAT」は、 

 

 

あなたに、 

 

✔ 「時間的な自由を手に入れてほしい」 

✔ 「精神的な自由を手に入れてほしい」 

✔ 「経済的な自由を手に入れてほしい」 

 

そして、私が実現できたように、 

あなたにも夢を叶えて欲しいと思い立ち上げた企画です。 

 

 

なぜ、私が見ず知らずのあなたに、 

手を差し伸べようとしているのか、 

不思議に思われていませんか？ 
 

 

私はメールでもお伝えをしましたが、 

「ブラック保育園」の元保育士でした。 

 

書類などを保育園で作っていると激怒されるので、 

自宅に持ち帰り、毎日のように朝 4 時に寝るような生活… 

 

睡眠時間は毎日たったの 3 時間で、 

休日もほとんどないような保育園に勤務していました。 

 



それだけ働いているにも関わらず 

私の手取りはたったの月 18 万円… 

 

しかも、発表会など子どもたちの衣装代 7 万円を 

私が自腹で支払うことがあったのも謎でした… 

 

もちろん給料は月 18 万円から増える気配は全くなく、 

私の精神は限界に達しようとしていました。 

 

そして、 

 

今よりも自由な環境で精神的な負担が少なく、 

もう少しお給料のいただける仕事に転職したい 

 

という考えが日に日に強くなり、 

私は転職するために「ブラック保育園」を退社しました。 

 

メールでもお話ししているので 

ここからの話しは少し飛びますが、 

 

その後、私はブログアフィリエイトに出会うことで、 

月 50 万円というお金を稼ぐことができるようになることで、 

 

✔ 「時間的」 

✔ 「精神的」 

✔ 「経済的」 

 

自由を得ることができるようになりました。 

 

そして、過去の私と同じ苦しみを抱えている人を救いたい。 

アフィリエイトの素晴らしさを伝えたい。と思うようになりました。 



超パソコン音痴の初心者さんが、 

ブログアフィリエイトで月 50 万円を 

自動的に稼ぐために必要なことは？ 
 

 
 
※これは実際に超パソコン音痴だった「ゆいゆい」が稼げるようになった道のりです。 

 

 

① トレンドアフィリエイトを実践する 
 

ブログアフィリエイトの手法には色々なものがあります。 

その中でも初心者さんが最も成果を出しやすいものが 

トレンドアフィリエイトです。 

 

実際に「ゆいゆい」も色々なアフィリエイトを実践しましたが、 

トレンドアフィリエイト以外の手法では、 

なかなか上手くいきませんでした。 

 

ゆいゆいが自動化により月 50 万円を稼げている理由は、 

トレンドアフィリエイトを実践しているからです。 



② 稼いでいる人にアドバイスを貰う 
 

実際に「ゆいゆい」もトレンドアフィリエイトでいきなり 

成果を出すことができたわけではありません。 

 

自分よりも成果を出されている方から 

アドバイスをしてもらうことで大きく稼げるようになりました。 

 

実践したばかりはノウハウ通り実践しているつもりでも、 

全く違うことをやっていたりするんです。 

 

間違いを間違っていると指摘してもらえる 

環境がなければなかなか自力で稼げるようにはなりません。 

 

実際にゆいゆいの事例だと、 

 

〇 アドバイスを貰える環境に入って１か月目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,838 円 



〇 アドバイスを貰える環境に入って 2 か月目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,494 円 
 

〇 アドバイスを貰える環境に入って３か月目 

 

 

362,088 円 

 



③ 自動化により報酬を伸ばす 
 

アフィリエイトで報酬を得られるようになれば、 

ある方法を使って自動化の仕組みを構築していきます。 

 

そうすることで作業効率が上がり、 

より安定的に、より大きな報酬を得ることが可能です。 

 

 

〇自動化 1 か月目 

 

 
 

364,788 円 

 



〇自動化 2 か月目 
 

 
 

552,827 円 
 

 

実際にパソコン音痴だった「ゆいゆい」が実践した、 

 

① トレンドアフィリエイトを実践する 

② 稼いでいる人にアドバイスを貰う 

③ 自動化により報酬を伸ばす 

 

これらの手順をモノマネするだけであなたも、 

サラリーマンの月給以上もの報酬をアフィリエイトで 

得ることが可能になります。 

 



アフィリエイトで成功するためには、 

正しいやり方をただ実践するだけです 

 

しかし… 

 

多くの初心者さんは稼げずに挫折します 
 

業界では「ノウハウコレクター」という言葉があるくらい、 

アフィリエイトに挫折をして次々に教材を買い漁ってしまう 

悲しい人たちがたくさんいます。 

 

月 5000 円以下の報酬の人「全体の 95％」 

 
 

 



なぜ、稼げるはずの素晴らしい 

ノウハウを手にしても成果を出せない 

人が全体の 95％なのかというと… 
 

その理由は簡単です。 

ノウハウというのは言ってみれば参考書です。 

 

参考書を購入して実践するだけで 

志望校に合格する人ってそんなに多くないですよね？ 

 

それはアフィリエイトも同じで 

多くの方は以下のような悩みを持ってしまい 

自力で解決することができなくなります。 

 

✔「一人で作業をしているので継続できない」 

✔「一つのノウハウを信じることができない」 

✔「本当に正しく作業ができているのか不安で手が止まる」 

✔「教えてくれる人がいないので疑問が解決しない」 

✔「何が分からないのか分からない」 

 

これらの問題を解決するためには、 

すでに同じノウハウで成果をだしている人に 

質問できる環境を手に入れることが必要です。 

 

「ゆいゆい」は偶然その環境に巡り合うことができましたが、 

これから先、あなたが同じような環境に 

巡り会えるという保証はどこにもありません。 

 

それは 95％の実践者が稼げていないデータからも明白でしょう。 

 



そう考えたからこそ、 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」を 

企画させていただきました！ 
 

✔ 「時間的」 

✔ 「精神的」 

✔ 「経済的」 

 

これらの自由を得たいと、 

過去の私と同じような悩みを持っている人を救いたいと思います 

 

一緒に実践して、こんな夢を叶えましょう！ 

 

･いつでも旅行に行けるような自由な時間がある 

・誰かに指図されることもなく楽しく生きられる 

･貯金ができるようになる 

･美容院に好きに行ったり好きな化粧品を買ったりできる 

･両親に恩返しできる 

･トレンドアフィリエイトが分かってきて、成果が上がるようになる 

 

あなたの夢を叶える「ゆいゆい 

MIRAI  AFFFILIATE」の全貌はこ

ちらです。 
 

ノウハウコレクタ―の間違い、あなたの悩みも、「ゆいゆい 

MIRAI AFFILIATE」ですべて解決できるように、 

特別なサポートを用意しました。 



ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE  企画その① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私ゆいゆいが、あなたを 3 か月間、 

チャットワーク上で添削サポートをします。 

 

 
 

ブログアフィリエイトでは、 

正しいやり方で早く結果を出すことが大切です。 

 

月 50 万円稼いでいるゆいゆいが、あなたに稼げる記事ネタ、 

記事タイトル、記事の書き方が分かるよう添削していくので、 

遠回りすることなく最短で成果をだせるようになるでしょう。 



 

現在ブログアフィリエイトで月 50 万円稼いでいるゆいゆの 

最新のアクセスが集まるキーワードや記事ネタについても 

しっかりお伝えしていきます。 

 

どのネタを狙っていけば成果がでるのか分かるようになるので、 

自分自身の力で稼ぐスキルを身に付けることができますし、 

 

ここをマスターすることで全自動化で稼げるようになります。 

 

私自身、ブラック保育園で働くパソコン音痴でしたが、 

正しいやり方を知ることで、稼いで楽しい未来を 

最速で叶えていけるようになりました。 

 

ですから、あなたにも正しいやり方を知ってもらい、 

最速で稼いでいってほしいと思っています。 

 

ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE  企画その② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」完全フォローメールに 

登録させていただきます。 



 
 

１つのノウハウを信じて継続できない… 

という問題も解決できます！ 

 

信じられないのは、 

ノウハウを正しく理解していないから起こります。 

 

私ゆいゆいから、あなたの作業をフォローする 

メールを送っていきますので、ノウハウを深く理解して、 

正しくブログアフィリエイトを実践できるようになります。 

 

「次はこれをやるべき」と具体的な作業の進め方が分かりますし、

最新の手法についても随時お知らせしていくので、 

手が止まるといったことはなくなります。 

 

また、「生活とアフィリエイトを両立する方法」 

などの時間管理法などもお伝えします。 

 

フォローメールは、音声、動画などを含めていきますので 

これだけでもかなりの価値を感じていただけることでしょう。 

 



ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE  企画その③ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」の skype チャットのチー

ムに参加できる権利です。 

 

 
 

Skype チャットチームに参加することで、同じような悩みをもつ他

の人がする質問を見て、「私もここ悩んでた！」と自分の疑問が

わかるようになります。 

 



そしてその解決法を知ることができるので、 

あなたの疑問が解決し、稼げる記事が書けるようになります。 

 

「こんなこと聞いてもいいのかな…」という 

こまかい質問も遠慮なくどんどん聞いてください。 

 

私や、他の仲間たちがあなたの疑問に即座に 

回答をしてくれるので手が止まることがなくなります！ 

 

私もそうやって稼げるようになったので 

今、初心者でも全く問題ありませんよ。 

 

さらに！あなたを最短・最速で 

成功させてしまう総額 30 万円の 

非常に特別な特典をご用意しました！ 
 

企画の内容だけでも、 

ありえないレベルのサービスなのは伝わったと思いますが、 

この三大特典は本編にも負けないくらいヤバい特典です。 

 

何度もお伝えをしていますが、 

ゆいゆいは、本気であなたに成功者になってほしいです。 

だからこそ、その本気度が伝わるような特典をご用意しました。 

 

ぶっちゃけ… 

 

この特典だけでも単体で販売をすれば、 

1 個 10 万円とかでも販売できるレベルのものです。 

 



ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE  特典その① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何と！私ゆいゆいの裏ブログを公開します！ 

 

「自動で簡単に月５０万円を稼げている秘密」を話した音声、 

 

月 50 万円稼ぐゆいゆいの現在の時間管理法について話した音

声、ブログ作成時間を短縮できるゆいゆいお気に入りサイトの紹

介、など… 

表のブログやメール講座、フォローメールなどでは話していない

内容を裏ブログの記事にしています。 

 



これを知ったらあなたも月 50 万円を稼いでいけるようになりま

す！ 

 

ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE  特典その② 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・月 150 万円を稼ぐアフィリエイター 

・月 70 万円稼ぐアフィリエイター 

 

 
 

 

 



ブログトレンドアフィリエイトで、 

 

子育てをする主婦でありながら、 

月 150 万円を稼ぐアフィリエイター。 

 

ブラック企業の本業との副業として、 

月 70 万円を稼ぐアフィリエイター。 

 

とのそれぞれの対談音声２本です。 

 

現在もブログアフィリエイターとして 

活躍されている方たちとの対談なので、 

体験談が役に立ちます。 

 

中でも、特に女性のアフィリエイターの対談は珍しいです。 

 

主婦として、激務の本業の合間でできる「アフィリエイト×生活」

の時間管理術についてや、子育てとの両立法、女性が検索しや

すい記事ネタ、稼げるようになるマインドなどについて、あなたが

即実践して稼いでいけるように、しっかり聞いてきました！ 

稼げる記事ネタ、モチベーションの保ち方、時間管理法がばっ

ちりわかるので、これを聞けば、稼げるようになっていけます♪ 

 

ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE  特典その③ 
 

 

 

 

 

 

 



 

・ゆいゆい×主婦アフィリエイター 

 

 
 

物販アフィリエイトでも稼ぐ、私ゆいゆいと月 150 万円稼ぐ主婦

アフィリエイターの経験をもとに、最新おすすめＡＳＰサイトや、そ

こでの実際に行ったお金の稼ぎ方について対談しました。 

 

（ＡＳＰとは自己アフィリエイトでも出てきたように、アフィリエイトの

広告を提供するサービスをしている会社のことです。） 

 

物販アフィリエイトの報酬が 2 倍になれば、あなたの報酬は何倍

にもなっていきます！ 

 

今から使えるお得な物販アフィリエイトのコツをたくさん話してい

るので、このスペシャルな対談音声を手にし、ぜひあなたの記事

でお試しください♪ 

「ゆいゆい MIRAI  AFFFILIATE」の 



気になる参加使用は？ 
 

ここまで見てきた「ゆいゆい MIRAI AFFILIATE」の価格ですが

…最初は 20 万円で販売しようかと思っていました。 

 

通常これだけのサポートであれば、 

20 万～30 万円というのが業界の相場です。 

 

実際、私自身も月 30 万円程度の投資をして、 

アフィリエイトのコミュニティに入り、 

それにより稼いでいる人にブログを見てもらえた結果、 

月 30 万円が稼げるようになりました。 

 

 
 

ですから、「ゆいゆい MIRAI   AFFILIATE 」は最低でも 

20 万円はいただきたいなというのが本音です。 

 

しかし… 

 

アフィリエイトを始めたばかりの初心者の段階で、 

20 万円を投資する人はどれだけいるのか…。 



 

 
 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」を企画した理由は、 

私ゆいゆいに出会ってくれた人に、 

 

アフィリエイトを身近に感じてもらい、稼げるようになって 

楽しい未来を叶えてもらいたい。 

 

その思いだけで立ち上げた企画です！ 

 

ですから… 

 

思い切って価格を大幅に下げて提供をさせていただきます！ 

 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」の 

価格はなんと無料です！！ 
 

但し… 

 



「下克上∞」というアフィリエイトの教科書を 

ゆいゆいから購入をしていただくのが条件です。 
 

つまり、「下克上∞」だけを購入していただければ、 

「ゆいゆい MIRAI AFFILIATE」に無料で参加できるのです。 

「下克上∞MUGEN」の代金は 16,800 円です。 

 

 

この価格であればメールマガジンのほうでご紹介した 

自己アフィリエイトで買える金額なので金銭的リスク 0 ですよね。 

⇒自己アフィリエイトの方法はこちら 

 

 

下克上∞MUGEN とはこんな内容です！ 

 

 

数多くの初心者さんを成功者へと導いた、

アフィリエイト王道教材とは？ 
 

今回の企画は、企画と相性の良い「下克上∞MUGEN」という、 

初心者からアフィリエイトを学べる動画マニュアルの教科書を 

ベースとして進めていきます。 

 



 

この「下克上∞MUGEN」、販売実績は 12,000 本以上で、 

トレンドアフィリエイトを学ぶ人なら誰もが知っている 

超王道教材です。 

 

私もこの「下克上∞MUGEN」を購入し、 

初めてトレンドアフィリエイトについて学んだのですが、 

 

パソコン音痴・アフィリエイト初心者で 

何もできなかった私でも、 

 

しっかり理解できて月 50 万円を稼げるようになりました。 

 

その「下克上∞MUGEN」には、 

これだけのコンテンツが入っています。 

 

【序章】ここから始めよう 

【第 1 章】下克上マインド編 

【第 2 章】トレンドアフィリとは？ 

【第 3 章】ごちゃまぜブログ編 

【第 4 章】特化型ブログ編 

【第 5 章】物販アフィリエイト編 

【第 6 章】独自ドメイン×ＷＰ編 

【第 7 章】基本スキル×レバレッジ 

【第 8 章】成功するための視点講座 

【第 9 章】ラストメッセージ 

 

この中には、 

 

 ・ブログアフィリエイトを稼げるまで継続する方法 

 ・アクセスの集まる記事ネタ探しの方法 



 ・アクセスの集まる記事の書き方 

・お客さんがブログ内で色々な記事を見るための方法 

 

他にも過去のセミナーの内容も含まれており、 

…その他本当にたくさん、ブログアフィリエイトについて学べます。 

 

下克上を制作・販売者さんは、 

年商５億のトップアフィリエイターです。 

 

（現在、6 社の経営に携わり、アフィリエイト以外にも、 

映画を制作されたり色々な事業展開をされています。） 

 

この下克上∞は実際に稼げるようになった 

実績者をたくさん生み出している安心の教材なんです！ 

 

そして、この下克上∞をベースにして 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」を活用してもらうことが、 

あなたが成功するための最短・最速の道となるはずです！ 

 

徹底サポート×初心者のための安心で王道の教材 

「ゆいゆい MIRAI AFFILIATE」で成功しましょう！ 

 

 



 
 

何度もお伝えしていますが今回の企画は 

下克上∞（16800 円）の費用だけで参加することができます！ 

 

この金額であれば学生さんでも払えてしまう値段ですし、 

自己アフィリエイトをすれば簡単に 1 日で稼げてしまう 

料金ですね… 

 

⇒自己アフィリエイトの方法はこちら 

 

3 か月間の完全サポートなので、計算すると… 

 

1 か月あたり、5,600 円 

1 日あたり 186 円 

 

ということになります。 

 

参加するかしないかの判断はあなたの自由です。 

もしも、参加しないのであれば、ここから先を読むのは、 

時間のムダですので… 

 



どうぞこのページをすぐに閉じられてください。 

そして、今までのサポートや特典のことは、 

忘れるようにしてください。 

 

参加するともう決めているあなたは、 

以下のボタンをクリックして参加をしてくださいね。 

 

 

 
 

 
 

※必ず「ゆいゆい MIRAI AFFILIATE の特典」付での申し込み

をしてください。 

 

※すでに「下克上」をお持ちの方は、InfotopID を再取得し、再

度購入をお願いします。 

 



返金保証があるので、 

参加費用は実質無料です。 
 

購入していただく「下克上∞MUGEN」ですが、 

稼げなかったときのために返金保証がついています。 

 

取り組んでみて稼げないということはまずないと思うのですが… 

 

あなたに今回の購入のリスクはまったくないということですね。 

 

しかも、返金したとしても、この「ゆいゆい MIRAI AFFILIATE」 

で得た特典はあなたのもののままです。 

 

…ということなので、 

 

「本気で稼げるようになりたいから、本気で取り組む」 

あなただけ参加するようにしてください。 

 

ブラック保育園から、月 50 万円稼いで自由になるために、 

私も本気で取り組みました。 

 

なのであなたが本気で取り組むと決めたら、 

私は全力でサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 



ひょっとしたら… 

あなたは参加できないかもしれません… 

 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」に 

あなたは参加できないかもしれません。 

 

今回の企画は、人数限定、販売限定となっています。 

 

「ゆいゆい MIRAI  AFFILIATE」は、 

チャットサポートや skype コンサルなどを 

私一人でするので、当然限界があるからです。 

 

その期間と人数ですが、 

 

3 日間、20 名限定とさせていただいています。 
 

なお、3 日間のうちでも、20 名に達した場合、 

受付終了とさせていただきます。 

 

夢のために本気で取り組み、ゆいゆいから全力で学んでいこうと

考えるあなたには、ぜひ乗り遅れないでチャンスをつかんでいた

だきたいと思います。 

 

 

Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ.新しいことを続けるのが苦手なのですが継続できますか 

 

Ａ.どんなことが苦手なのか、私ゆいゆいにチャットで教えてくださ



い。あなたが継続できるように一緒に計画を立てたり、対策を考

えたりしていきます。 

 

Ｑ.仕事が終わるのが遅く、夜中までかかります。それでも稼げま

すか。 

 

Ａ.あなたの生活状況を聞いて、あなたに合った時間の作り方を

提案させてもらいます。一緒に考えていきましょう。 

 

Ｑ.人見知りで、skype チャットチームでうまくコミュニケーションが

できるか不安です。 

 

Ａ.私にチャットサポートでそのことについて話してくだされば、他

の仲間にも紹介しますし、質問の仕方なども教えるので大丈

夫です！それでも難しそうならまた相談してください。対応しま

す。 

 

私は勇気を出して一歩踏み出したので、

月 50 万円稼げるようになり、好きなことが

できるようになっています。 
 

私は…自分のことも大切に、丁寧に生活する。 

 

そしてその上で挑戦もしていく、 

という毎日を送って生きていきたいと思っています。 

今、それを実現できています。 

 

ブラック保育園で働いていたことを思うと… 

月 50 万円自動で稼げるようになって自由を手にしている今は、 



本当によい未来を叶えていったなと思います。 

 

 
 

それは、一歩勇気を出して 

新しい世界に飛び込んだので、できたんです。 

 

一度しかない人生なので、後悔したくない、と進みました。 

 

先ほども言いましたが、今回の「ゆいゆい MIRAI    

AFFILIATE」には素晴らしいのサポートや特典がついています。 

 

このようなチャンスは二度とないかもしれません。 

 

 

少しだけ想像してみてください。 

今回のチャンスを逃さなければ… 

あなたは自分の力で、好きなものが買えるようになれます。 

そして、毎日自由な暮らしを満喫できることでしょう。 

 

 

 



 
 

あなたの大切な人にプレゼントをあげたり、 

恩返しをしたりすることもできるようになります…。 

 

 
 

これらが全てあなたの力でできるようになれば、 

どんなにいいと思いますか？ 

 



 

ぜひ乗り遅れないよう、今回の特別なチャンスをつかんで 

一緒に夢をかなえていきましょう。 

 

 

 
 

 

 
 

※必ず「ゆいゆい MIRAI AFFILIATE の特典」付での申し込み

をしてください。 

 

※すでに「下克上」をお持ちの方は、InfotopID を再取得し、再

度購入をお願いします。 

 

 

 

 



購入の際に気を付けることがあります。 
 

※購入の際は必ず「ゆいゆい MIRAI    

AFFILIATE の特典」の表示を確認してください。 

 

この表示が無く決済を完了しても、ゆいゆい MIRAI   

AFFILIATE に参加することができませんのでご注

意ください。 
 

 
 

(クリックで拡大表示します) 

 

 

 
 

※必ず「ゆいゆい MIRAI AFFILIATE の特典」付での申し込み



をしてください。 

 

※すでに「下克上」をお持ちの方は、InfotopID を再取得し、再

度購入をお願いします。 

 

＜問い合わせ＞ 

 

なんでも購入前にご相談くださいね。 

⇒ゆいゆいに質問・相談する                         

 

ゆいゆい 


