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■この度は、私ままどおるのレポートを手にして頂き、ありがとうございます♪ 

 

再配布権について  

このＰＤＦには受け取った方ならどなたでも、再配布権がくっついております。  

受け取ってなくても再配布していいですが。(ぇ  

全く改変されないことはお願いしますが  

・アフィリエイトの特典  

・メルマガの特典  

・２ティア登録の特典  

・誕生日プレゼント  

・合格祝い  

・卒業祝い  

・結納品  

・引き出物  

・結婚・出産祝い  

・結婚記念日のプレゼント交換  

・お見舞い  

・快気祝  

・旅行のお土産  

・闇鍋の具材  

・理由なしの特典  

などにご活用下さい。  

ただし、「こんなものプレゼントされても邪魔なだけで役に立たない」  

などと苦情があっても責任取れません。汗 
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このレポートの作者は……？ 

 

 

 

ままどおる（本名：草場 香織）と申します。  

１９７２年２月２０日生まれ  

川崎生まれの横浜育ち  

 

★本業（ぇ★  

ポストペット  

ラジオ(FMヨコハマ)  

音楽  

漫画  

 

★特技★  

絶対音感  

楽しいことを見つけること  

 

★特徴★  

バツ２  

障害２級  

ニートになりたくてもなれない年齢(３４歳までしかなれないそうです)  

借金返済中(リボ払いに注意しましょう)  

 

★詳しくはこちら★  

http://tretresensen.blog81.fc2.com/blog-entry-2.html  

 

現在、ブログとメルマガで、楽しく情報商材アフィリエイト中です♪  

てなわけで、よろしくお願いします♪ 
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はじめに 

 

情報商材アフィリエイトを始めて、そろそろ半年なままどおるですが、 

この半年間で、うれしいこともたくさんありましたが、 

後悔しまくりな失敗も、かな～りしてきました。 

 

 

自分の判断が間違っていることに気付く度に、 

落ち込みまくってなかなか立ち上がれないまま、 

アフィリエイト活動もストップしてしまったことも何回あったことか…… 

 

 

2009/08/09現在も、判断間違いをしたばかりだったりします。涙 

情報商材の世界って、動きが激し過ぎるんですよね。 

それを考えずに行動すると、私のように痛い目に会います。 

 

 

このレポートでは、私のような悲しい失敗をする方が少しでも減るように、 

との思いで書かせて頂きました。 

 

 

特に情報商材アフィリエイトを始めたばかりの方、 

くれぐれも私のような失敗はなさらないで下さいね。 

 

 

少しでもこのレポートが参考になったらうれしいです。 
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第１章：ままどおるが後悔したこと 

 

まずは、恥ずかしながら私が失敗してしまったことをお読みください。 

読んでも真似しないで下さいね。(笑) 

 

（１）情報商材アフィリエイトの存在を早くに知らなかったこと 

 

情報商材に魅力を感じるようになったのは、確かもう３年くらい前でしょうか。 

その時は「これ買って、読みたいな」と思っても、 

お金をそこまで払うほどの勇気がなくて…… 

 

 

その分、目的とか考えずに、無料レポートはざくざく読んでました。 

 

 

「アドセンスってナニ？」などなど、知らないこと満載のレポートを、 

無料レポートを紹介しているメルマガを参考にして、 

選んでいましたね。 

 

 

そうすると、有料の情報商材の紹介メルマガも来まくったわけです。 

最初はメインのメールアドレスで登録していたし。汗 

 

 

それらのたくさんのメルマガを読んで、ほしくなりつつ、 

「情報商材の作者さんってたくさんいるんだなぁ」と、 

大きな勘違いをしてました。 

 

 

あれは「情報商材のアフィリエイト」と言うお仕事だったのですね。 

それを知ったのは、去年の暮れくらいです。 
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「読みたい情報商材を、仕事の経費と言う名目で読めるお仕事だぁ」 

と、とってもやりたくなりました。 

 

 

もっと早くに気づいていれば、 

もっと早い時期から楽しい日々が過ごせたのに、と後悔しています。 

 

 

（２）軸にする教材以外に、すぐ他の教材も買ってしまったこと 

 

情報商材アフィリエイトをやりたいと思いつつ、いろいろ調べていたら、 

サト愛さんの「スローライフアフィリエイト」と出会うことができました♪ 

「これでやりたいお仕事ができる！」と大はしゃぎでしたよ☆ 

 

 

それはとても良かったのでいいのですが…… 

 

 

購入直後に誕生日があり、 

父からプレゼントとして３万円もらっちゃったんですね。 

その使い道が間違っていました。 

 

 

スロアフィ買ったのに、次は夢リタって。 

 

 

今はもう販売されていない夢リタですが、 

もちろんとても良い教材ではありました。 

でも、買った時期、間違ってましたよね。汗 

 

 

もっとスロアフィを実践しやすくなるようなことに、 

お金を使えば良かった、と後悔しています。 
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（３）お金の使い方の優先順位を間違えたこと 

 

「仕入」と称して、障害年金が振り込まれる度に、 

生きていくために必要なお金以外は、いろんな商材を購入してました。 

でも……買う順番が大間違いだったのですね。 

 

 

すぐにその時ほしい教材を買ってしまっていたので、 

それ以外のお金はほとんど使えなかったわけです。 

 

 

でも、情報商材の世界って、 

急に販売停止になったり、販売期間が激しく短かったりってことが、 

これでもかってくらい頻繁に起きますよね。 

 

 

ああああ！あの時まだ販売を続けていることが確実なアレを買わずに、 

今しか買えないソレを買える体制にしておけば良かった、と。 

ものすごく後悔しまくりました。 

 

 

（４）メルマガを始める時期が遅すぎたこと 

 

メルマガを始める時期が遅すぎたことも後悔しています。 

スローライフアフィリエイトは、ブログだけでも稼げるノウハウと言うことで、 

ずっと先延ばしにしていたんですね。 

 

 

でも。 

ある教材の実践者さんたちのメルマガが面白すぎて、 

自分もやりたくなってきてしまったのです。 
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そしてその教材を買ったことは私のことだから言うまでもありません。 

 

 

でも、代理登録ってお金かかりますよね。 

なので「次の収入でメルマガ始めます」と自己紹介しました。 

そしたら「代理登録なしでまぐまぐを始めよう」とのアドバイスを頂きました。 

 

 

その時から今まで、完全無料でメルマガを出したり、 

代理登録しないのに、無料レポートを出したりしてみたのですよ。 

 

 

そしたら……メルマガも無料レポートも、なんて楽しいの？ 

と感動してしまいました。 

 

 

こんな楽しいことを、すぐに始めなかったのは、本当に後悔です。 

夢リタの代わりに代理登録代にすれば良かったですよ…… 

 

 

「無料レポートは面倒だなぁ」と、 

作ってもみないうちから勝手に避けていたのも本当におばかなことでした。 
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第２章：こうすれば良かった！行動の優先順位 

 

こんな風に失敗・後悔だらけの私が、 

「こう動けば良かった」と思うことを書きますね。 

 

（１）ネットで稼ぐ方法はどんなものがあるか調べること 

 

情報商材アフィリエイト、と言うお仕事があることを、 

無料レポートを読みまくりだったのに知らなかったのは、 

今となっては不思議な話ですね。 

 

 

当時は、アドセンスのレポートばかりが山ほどあったからかしら。 

かと言って、アドセンスをやったわけでもないのですが。 

なんか魅力を感じなかったんですね～。 

 

 

そんな適当な調べ物をしないで、 

「ネットで稼ぐにはどんなものがあるんだろう」と言うことから、 

しっかり調べておけば良かった、と思っています。 

 

 

あの時に情報商材アフィリエイトと言うものの存在を知っていたら、 

絶対に飛びついていたはず。 

 

 

後発組だから稼げないってことはないけれど、 

楽しくておいしいことは、もっと早くからやっておけば良かったですね。 

 

 

何しろ当時も病気で、無職だったのだし、ネットは好きだったし、 

やらなかった理由は「知らなかった」ということだけだったのでした。 
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（２）メルマガをアフィリエイト開始と同時に発行すること 

 

メルマガは、本当に早めに始めれば良かった、と心から思います。 

アフィリエイトを始めたその時から、始めていれば良かったです。 

 

 

もちろん、当時から始めていたら、 

何を書いていいかも分からなかったかもですが…… 

それはブログも同じことでしたしね。 

 

 

結局ブログの記事ネタがなくて困ったことは今まで一度もなかったのだから、 

メルマガも、なんだかんだと書けていたと思います。 

 

 

そして、メルマガのためと称して、無料レポートも、早く挑戦すれば良かったです。 

こんな楽しいことを私はなぜ、面倒そう、なんて思っていたのかしら…… 

アフィリエイトを始めてすぐから、ネタだってたくさんあったのに。 

 

 

ちなみに、メルマガを早く始めれば良かったと思った理由は、 

より稼げるからと言うことではないです。 

いや、確かに稼げますが。 

 

 

そんなことより、メルマガはもじもじしちゃうくらい楽しいからです。 

 

 

これを読んでいるあなたは、メルマガ発行されてますか？ 

まだだったら、是非是非早めに開始することをお勧めします♪ 

ほんっっっっとうに、メルマガは楽しいですから♪ 
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第３章：こうすれば良かった！お金を使う優先順位 

 

この章では、お金の使い方をこうすれば良かった、 

と思ったことを書きますね。 

 

 

はう～、パソコンの前にいすぎてちと疲れました。 

ずっと座っているからおしりが痛いです。 

ちょっと休んでから書きますので、しばしのお待ちを（？）。 

 

 

ふぅ。コーヒー入れて、飲みながらプカプカしています。 

なぁんてことを書けるくらい、 

気がついたら無料レポート作りに慣れてきてますね。 

いいことです♪ 

 

 

（１）まずは軸にする教材しか買わないこと 

 

ホント、ブログメルマガアフィリエイトの王道商材を、 

いきなり２つ購入って、何をやっているのやら。 

しかも、方向性も違いますしね。 

 

 

まぁ、方向性が違うからこそ、活かせた部分もありますけれども。 

両方を一度に読み込んで、自分に落とし込むって、 

アフィリエイトを始めたばかりの人ができるわけないわけで。 

 

 

まずは、スローライフアフィリエイト１本で良かったと思います。 

実際、夢リタは未だに落とし込みが終わってないくらいですしね。 
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商材を購入するのなら、 

まずはスローライフアフィリエイトのマニュアル通りの順番で、 

購入して実践してレビューをすれば良かった、と思っています。 

 

 

そうでなければ、メルマガにお金を使えば良かったと思います。 

 

 

もちろん夢リタも、これからどんどん活かしていくし、 

販売停止のお知らせまでに買ってなくても、 

知らせですぐ買ったとは思いますが。 

（現時点でブログメルマガ情報商材アフィリの教材を４つ所有） 

 

 

やっぱり教材の購入の優先順位を間違えていたと思います。 

 

 

まずは軸になる教材を一本、マニュアルを繰り返し読んで、 

マニュアルの通りに実践すれば良かったのに、と思います。 

フラフラしてしまったのは、良くなかったですね。 

 

 

（２）お金を使う優先順位を間違えないこと 

 

最初に王道商材を２つ買ってしまったこと以外にも、 

お金を使う優先順位を間違えまくりました。 

 

 

１１月いっぱいで販売停止になる教材をあわてて買ったら、 

「８月に買おう」と思っていた教材が６月いっぱいで販売停止になったり。 

（親に借金して買っちゃいましたけどね） 
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販売停止はまずなさそうな教材を買ってしまった後に、 

とっても有利な条件の商材が先行販売されたり。 

しかも、一般販売ではその条件がなくなりそうだったりします。 

 

 

ああ……本当にアレ、先行販売で購入したかったですよぉ。 

くすん。 

 

 

情報商材の世界は、動きが読めない上めまぐるしいですね。 

これからは、なんとかその動きについていけるように、 

お金の使い方を変えることを決意しました。 

 

 

具体的には。 

 

 

どーーーしても今買わなくちゃならない商材以外は、 

次の収入があるまで買わずに、 

緊急なことがある場合に備える、と言うことにしようと思っています。 

 

 

備えをウッカリ焼き肉とかに使わないようにしなければっ。 

って書いたら食べたくなってきました。 

 

 

あなたも、お金の使い道の優先順位には、 

気をつけて下さいね。 
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おわりに  

 

私の情けないお話を、最後までお読み頂き、ありがとうございます♪ 

 

 

このレポートを書いたことで、 

悔しい気持ち、悔やむ気持ちが発散できたような気がします。 

 

 

でも、ご自身は真似なさらないで下さいね。 

反面教師にして頂けると幸いです。 

 

 

それでも失敗してしまったことがあったら、こんな風にレポートを作られたら、 

と思います。 

 

 

また、このレポートについてなど、何でも良いので、 

メールを頂けるとうれしいです♪ 

できる限りの頭を絞って、お返事させて頂きますね。 

 

 

メールフォームは下記のとおりですので、わくわくしながらお待ちしています♪ 

 

http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/ 

 

 

  

http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/


情報商材アフィリエイトをこれから始める方へ♪ 

１０万円は損したかも（涙）な失敗をしないために、 

後悔しない行動やお金の使い方の優先順位のヒント♪ 
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最後に。 

 

私ままどおるのメルマガでは（ほぼ１日１通・予定は未定）、 

当レポートに書ききれなかった、 

アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐための情報や、 

調べたり考えたりしたノウハウを発信しています♪ 

 

 

また、今後ざくざく作成する予定のままどおるの無料レポートは、 

全てメルマガから直送でとれたて新鮮のものをプレゼントしてます♪ 

（無料レポートスタンドで、いらないメルマガを取らなくて良くなります） 

 

 

即解除も出来ますので、少しの期間でも、 

ご自身の普段お使いのメールボックスにお届けさせて頂けませんか？ 

 

 

メルマガ登録はこちらです。↓ 

 

情報商材アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ 

http://www.mag2.com/m/0001001708.html 

 

メルマガでもまたお会いできるのを、楽しみにしています♪ 



メルマガ：情報商材アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ 

ＵＲＬ；http://www.mag2.com/m/0001001708.html 

ブログ：情報商材アフィリエイトで世界一楽しく稼ぐ方法 

ＵＲＬ：http://tretresensen.blog81.fc2.com/ 

連絡先：http://my.formman.com/form/pc/J0ZCTnWueD4Kav6i/ 

今日の体調が良いことが、どれだけ気持ちのいいことなのか、 

それを知っているだけで世界は楽しいことで溢れています。 

人生、楽しみましょう♪ 


