
 

 

 

 

 

 

元お笑い芸人大田が教える 

「インパクトブランディングアフィリエイト術セミナーパック」 
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こんにちはルークです！ 

 

今回のインパクトブランディングアフィリエイト術セミナーパックの中身の話 

これをする前にこの商材って何？って話からさせてもらいます 

 

「たった１つのブログで稼ぎ続けるには？」 

 

これをコンセプトとして作成された数少ないブログアフィリエイト系王道商材 

「超インパクトブランディングアフィリエイト術」ってご存知ですか？ 

 

８００ページ以上に渡って 

ブログの基礎、作成からアクセスアップ、アフィリエイト戦略 

「たった１つのブログで稼ぐため」 

この最初から稼ぐまでの全てが詰まった商材！ 

 

このマニュアル商材があるのですが今回紹介しているセミナーパックの方は 

マニュアル内容をセミナーで語られたセミナー動画商材！ 

 

そこで気になってくるのが 

「セミナー画像とマニュアルで違いってあるの？」こんな疑問！ 

 

「セミナーではどこまで語られているのか？」 

これを知りたいという方が非常に多く 

 

「それならばセミナー内容をレポートにまとめてしまえ！」 

ということで完成したのが今回のこのレポートというわけです！ 

 

マニュアル商材とセミナー動画商材 

この２種類が存在しているということをまずはご理解ください！ 

 

ちなみにルークの方では両方を入手して 

レビューページも立ち上げていますのでそちらもご覧ください＾＾ 

 

マニュアル版 

超インパクトブランディングアフィリエイト術のレビューと特典 

 

セミナー動画版 

インパクトブランディングアフィリエイト術セミナーパックのレビューと特典 

 

マニュアル→比較的高額 

セミナー動画→あり得ない格安 

 

http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00249.html
http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00248.html
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本編セミナー第１部 
 

まずは第１部！ 

ここではスクリーンにプレゼン用画像が映し出されその内容に沿って 

大田さんの講義が行われる！ 

 

「たった１つのブログで稼ぎ続けるには？」 

 

マニュアルにも書かれている稼ぐ仕組みがしっかりと語られています！ 

 

それではセミナーではどのようなことが話されていたのか？ 

ルークのコメントも含めてお読みください＾＾（ルークのコメントは緑色） 

 

 

 

●自己紹介 

こんな pdf の使い方があるのかと驚きました！ 

ただの自己紹介ですけどこのテクニックはブログ記事やレポートで使えそうです！ 

（特に学歴のところ何度も笑いました・・・また見たら笑いますね＾＾） 

 

●アフィリエイトとは？ 

ここでの説明の仕方はわかりやすい！あなたが誰かにアフィリエイトを教える時 

このように教えてあげることで伝わりやすいでしょうね！ 

 

●アフィリエイトの種類 

情報配信をするならしっかり説明できるようになっておきましょう！ 

 

●大田さんが選んだアフィリエイトの種類とその理由！ 

やっぱりこれを選ぶべきとルークも思います！ 

 

●アフィリエイトのリアルな現実 

ここをしっかり意識できていないとすぐに挫折します 

 

●何故？９５％のアフィリエイターは月に５０００円も稼げないのか？ 

思い当たる節はある方は要注意！ 

 

●しっかりと基礎を学んで長く稼げる仕組みを構築する方法 

 

インパクトブランディングアフィリエイト術とは？ 

↓ 

インパクトのあるブログを作って自分をブランディングして稼ぐ方法 
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●ブログで稼げないパターンとは？ 

ブログで稼げない９つの要因が語られる！１つでも心当たりがあったら直しましょう 

 

●長く稼ぎ続けるためにやるべきこと！ 

これを出来ていない人からあなたは買いたいですか？ってこと！ 

もちろんルークもこれはやってます 

 

●ブランディングとは？ 

これまでブランディングという言葉を説明し難かったですが 

大田さんの説明でより深く理解できるようになりましたし伝えやすくもなった 

 

無名な人が売るより有名な人の方が売れる 

↓ 

自己ブランディングに成功すれば稼げるようになる 

↓ 

自己ブランディング＝有名になることではない 

↓ 

では自己ブランディングとは？ 

 

自己ブランディングを形成するためにブログからはじめる 

 

●何故ブログから始めるのか？５つの理由！ 

ブログを築いてからメルマガをやる 

ルークは逆の発想でしたが理由を聞いて納得しました 

 

●ブログとメルマガの違い 

この違いがわかっていないとブログ・メルマガを活かせません 

 

●大田さんが３年経った今でも稼ぎ続けているインパクトブログ形成法 

 

現在のブログの現状 

 

数あるブログ中から訪問者が辿りついたときに必要なもの 

↓ 

インパクト 

 

●インパクト TOP ページ 

魔の３秒ルールを回避するための TOP ページカスタマイズ 

 

●インパクトタイトルの付け方 

キーワードも大事ですが１番は？？？ 
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●インパクトプロフィール写真 

置く場所、これが重要！でもただ撮れば良いわけではない！ 

どちらがインパクトがありますか？ 

２枚の写真の比較ですが普通にやっちゃっている人多し 

 

どちらが怪しくないですか？ 

爆笑！！！ 

 

●プロフィール画像のちょっとズルい裏技 

これはズルいけどかなりインパクトありますし何より簡単！技あり！ 

 

●顔出しできない人は？ 

アバターとか使うくらいなら絶対にここで紹介されているものの方がいい 

てか意外と使ってる人少ないですよね？もったいない・・・ 

 

●どんな記事を書くのか？ 

この考え方が出来れば初心者の方でも記事に困らなくなります 

 

●信頼してもらえる記事とは？ 

４つの要素があるのですがルークは全て厳守しています！逆に厳守してない人は？ 

 

●情報商材を無料でもらうためには？逆に商材が勝手に送られてくる媒体って？ 

 

●より信頼してもらえる記事とは？ 

メルマガではやってますけどブログでもやるとは・・・新鮮かも 

 

●ブログ記事で絶対に言ってはいけない NG ワード 

超超超重要！これを言った瞬間に売れません！ 

 

●ブログのアクセスアップ 

本当の意味でのコメントまわり。５つの重要な理由 

 

本当のコメントまわりの意味がわかれば 

文章力が上がり訪問者が増えモチベーションもアップする 

 

●その他の細かいアクセスアップ 

全て無料で出来る８つの方法 

 

●パワーブログにまで育てた結果１日２０００アクセス（証拠画像付） 

 

●ブログが成長し自己ブランディングが成功すれば１年前に書いた記事からも売れる 

本当の意味でのほったらかし 
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１部の終盤では稼ぐために必要なマインド的な話しが続く！ 

こういう所が１番大事だよなあ～と再認識！ 

 

 

１部のセミナーで話された内容になりますが 

もしあなたが「たった１つのブログで稼ぎ続けたい」こう思っているのなら 

何度も何度もしっかりと見直して欲しい！ 

 

マニュアルの方でもしっかりと丁寧に書かれている内容ですからね！ 

 

ルークも現在２度見ましたが「さすがは大田さん！」 

繰り返し見ても退屈しません！ 

 

楽しく見れて大事なことがしっかり学べる！ 

 

ブログ、メルマガの媒体と一緒でとにかく楽しませる！ 

セミナーも一緒！人に伝えるという部分でルークは勉強になりました！ 

 

これなら「この人に教わりたい！」って思えるもんね＾＾ 
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本編セミナー第２部 
 

第２部前半はパワーポイントを使ったセミナーではなくスクリーンで実演！ 

 

活字ではかなり伝わり難い内容ですが中身は濃いです！ 

 

超インパクトブランディングアフィリエイト術には 

カスタマイズ系のノウハウが多いくせに動画マニュアルはないので 

マニュアル商材をお持ちの方にはより理解しやすく実演されています！ 

 

マニュアルを見たときには難しそうでしたが 

このセミナー実演を見たらいかに簡単かが伝わりましたね＾＾ 

 

マニュアルを読んだけれども難しいと感じてしまい作業できていない方！ 

 

第２部をしっかりと見てください！「作っちゃおう！」って思えます！ 

てかルークはこれを見て「作っちゃおう！」って思いましたから＾＾ 

 

 

●TOP 画像カスタマイズの実演 

普通のテンプレートをオリジナルの画像を 

ウェブアートデザイナーを使ってカスタマイズ 

 

ヘッダー作成 

↓ 

ブログテンプレートにセット 

 

たったの１５分ほどでオリジナルのヘッダー画像が 

無機質なノーマルテンプレートに当てはまってしまいました・・・簡単じゃん・・・ 

 

●ブックカバー作成の実演 

 

●音声作成の方法（実演なし） 

 

●動画作成の方法（実演なし） 

カメラの紹介→デジカメでも問題なし 

ブログ画像撮影に適したカメラの紹介（めちゃ安い） 

 

●生放送による動画配信方法 

無料で出来る動画生放送配信方法！セミナー風景の生配信あり！ 

これがやれたらかなりの差別化になりますね！ 
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第２部後半は再びセミナー講義に戻ります・・・ 

 

●アフィリエイト特典について 

初心者でも対談音声特典を作るためのオファーの仕方と方法 

 

●売りたい商品がある時の訪問者の誘導方法 

ルークもこの方法を採用しています！ 

 

●アフィリエイトを成功させるために重要な感想文をもらうための戦略 

これをやることで意味不明なほどに褒められた感想が集まりますね＾＾ 

 

●やってはいけない特典の自動配布 

これをやってしまうと稼ぎ続けることが難しくなります！ 

 

 

 

 

最後は質疑応答があり２時間半に及ぶセミナーは終了！ 

 

レポートで流れを書いた感じではボリュームが伝わっていませんが 

実際の講義は項目ごとに１つ１つ内容の詰まった話しまで及んでおり 

初心者の方であればメモすべき部分も非常に多いでしょう！ 

 

結論を言わせてもらうと 

「マニュアルの内容はしっかりと話されています！」 

 

ではセミナーだけ見れば全てを理解出来るのかどうか？ 

そのように言われるとちょっと疑問は残る！ 

 

というのも 

現在のレベル次第でセミナー動画のみでわかるか？わからないか？ 

人それぞれで変わってしまうんじゃないかと思ってます！ 

 

全くの初心者で情報商材すら購入したことがない方 

↓ 

ルークだったらマニュアル版を進めます 

 

「たった１つのブログで稼ぎ続けるノウハウって？」そう思っている方 

↓ 

まずセミナー動画を見て流れを知っておくのも１つの方法 
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ルークとしてはやっぱりメルマガをやるべきだと思います！ 

 

しかしメルマガを発行できないという人の声は嫌というほど聞いていますので 

そういった方にはブログアフィリエイトってことになるわけですけど 

ブログアフィリエイトで稼ぎたいというならば 

マニュアル版にせよセミナー版にせよこのノウハウは知るべき！ 

 

このノウハウの肝をまとめます！ 

 

「たった１つのブログで！」 
 

量産ブログで稼いでいる人たちの真実を知っていますか？ 

数千のブログを量産しているんですよ！ 

 

稼ぐブログ、サテライトブログ、インデックスブログ 

様々な役割を持たせ、複雑な構造を構築し・・・管理だけでも大変です！ 

 

たった１つのブログで稼ぐとしたら大田さんのノウハウが王道ですし 

これ以外でって言われてしまうと正直思い浮かびません・・・ 

 

しいて浮かぶとすれば 

あなたが有名人になって芸能人ブログを運営する！ 

これくらいしか思い浮かびませんね！ 

てかここまで行ったらアフィリエイトやってる場合じゃないしね・・・汗 

 

あの世界もいろいろ大変だぜ～（元モデル・ルークより） 

てか大田さんの芸人時代の話しが身に染みるようにわかったし・・・ 

 

 

「稼ぎ続ける！」 
 

「稼ぐ」のではなく「稼ぎ続ける」 

この違いを忘れないでくださいね！ 

 

稼ぎ続けるために必要なもの！ 

 

これがインパクトブランディングには詰め込まれています！ 

逆に言えばこれが掛けていると 

稼ぐことは出来ても稼ぎ続けることは出来ません！ 

 

「稼ぐ」と「稼ぎ続けたい」この違いがわかるだけでも世界が変わります！ 
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では「稼ぎ続けるには？」知りたければ？？？ 

 

 

 

マニュアル版 

超インパクトブランディングアフィリエイト術のレビューと特典 

 

セミナー動画版 

インパクトブランディングアフィリエイト術セミナーパックのレビューと特典 

 

 

 

「どっちが良いんだろうか？」 

先ほども話したように個人の現在のレベルで変わってきます！ 

 

お気軽にご相談してくださいね＾＾ 

 

相談はこちらをクリック↓ 

http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P16334444 

 

 

＜後記＞ 

 

今回セミナーパックを仕入れて 

自分でまずは見て、このレポートを作るために見てレポート作成！ 

 

アフィリエイトするためにって思われるかもしれませんが 

ルークはアフィリエイトをするのと同時に 

このセミナーの内容の理解をより深めている！ 

 

そりゃそうでしょ！ 

 

見て勉強するために見て、レポートにするために見て 

自分のブログを成長させるために見て 

 

同時にアフィリエイトして稼ぐ！ 

 

この仕組みがわかりますか？ 

インパクトブランディングにも書かれている仕組みを採用しないと 

ドンドンと差が付くのはわかりますよね？ 

 

アフィリやるならいつまでもこの部分がチンプンカンプンなのは時間の無駄です！ 

http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00248.html
http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00249.html

