
はやとから購入した人限定 

購入特典 
 

こんにちは！はやとです。 

 

アフィリエイト外注化教材「脱獄」を僕から購入してくれた方には特別な特典

を準備しております。 

 

僕のブログのレビュー記事内から購入してくれた方には特典として 

「脱獄 Advanced class」という追加コンテンツを提供しています。 

 

 

僕自身、脱獄を購入して稼げない時期がありました。 

だからこそ僕から購入してくださった方には迷うことなくビジネスを進めて

もらうために特典を作りました。 

 

さらに今回の特典を作るにあたり、僕のコンサル生やメルマガ読者などから

ヒアリングを行っています。 

 

なので、脱獄で悩んでいる人のリアルな悩みを解決するコンテンツに仕上が

っています。 

 

実際、先方購入者からもかなり評判がいい特典に仕上がりました。 

是非僕からの特典を利用してスタートダッシュを決めましょう! 

 

 



【メルマガ登録者限定!豪華特典の内容】 

メルマガ登録者に提供される豪華特典は下記の通りです。 

 

◆脱獄のノウハウを進めていく上で重要なこととは? 

脱獄はとても情報が多く、濃い教材になっています。 

しかし、そんな教材を進めていくうえで注意すべき点があります。 

ここを理解して脱獄を進めていくのとそうでないのでは知識の定着率にも雲

泥の差が出ますし 

理解している人は早い段階で成果を出すことが出来ます。 

  

  

今回の企画に参加していただいた方には限定の動画を配布して理解を深めて

いただきます。 

  

◆稼ぐ上での肝になる「脱獄の戦略」って何? 

ビジネスで成果を出していくためには必ず戦略が必要になります。 

この戦略の部分を理解しておけばサイトアフィリエイトだろうがトレンドブ

ログだろうが Twitter だろうが場所は関係なく応用することが出来ますし、稼

ぐこともできます。 

  

逆に戦略を知らない人はびっくりするくらい成果が出ません。 

  

戦略というのはいわゆる設計図の部分です。 

脱獄などのノウハウは箱にあたる部分ですね。 

  

設計図である戦略思考を手に入れることができれば、 

後は箱に当てはめていくだけで仕組みが完成します。 

今回の特典では脱獄に合うような戦略セミナー動画を配布しています。 

  

他の脱獄実践者は戦略を知らない人がほとんどです。 



今回の企画に参加してくれた方は、設計図と箱の両方を手にすることが出来

ます。 

そしてその設計図は一生使えるスキルです。是非戦略を学んで一気にライバ

ルを抜き去りましょう。 

  

  

◆稼ぐために必要なコンテンツの役割と作り方とは? 

無思考にブログに記事を貯めていっても成果は出ません。 

ブログに投稿していく記事や動画には必ず意図や役割があります。 

闇雲に記事を外注化していくだけでなく、きちんと意味を理解した上で作業

しなければなりません。 

  

さらに外注化した方がいい記事と、外注化しない方がいい記事についても話

していきます。 

ここを理解できていない人はまず稼げないと思ってください。 

  

適切な場所に適切なコンテンツを配置するという意識が大事になってきます

し適切なコンテンツの作り方も重要になってきます。 

今回のセミナーではそんなコンテンツの作り方や役割について解説していき

ます。 

  

◆稼げるサイトの構成要素を完全暴露。真似するだけで成果が出るサイトが

作れます。 

実際にサイトアフィリエイトで稼いでいるサイトの構成要素を暴露します。 

  

  

僕もこの構成要素に則ってサイトを作っていますし検索上位に表示されてい

るアフィリエイトサイトも必ずこの法則に則ってサイトを作っています。 

  

いわゆるサイト構築の型になります。 



  

この型さえ知ってしまえば後はその型に当てはめるようにコンテンツを作っ

ていくだけになります。 

1 からライバルサイトを分析して「あーでもない、こうでもない」といって試

行錯誤している人を横目に、先に稼げるサイトの答えを知りましょう。 

  

  

これを知って作業するかしないかでは全く結果が変わってきます。 

稼ぐサイトを作るための最短ルートを動画で解説していきます。 

  

  

◆外注化した記事を”売れる記事”に変化させる方法 

僕が外注化してアフィリエイトサイトを作る場合は、記事の外注+自力でコン

テンツを作っていきます。 

もちろん完全に外注化してサイトを作ることもできるんですが 

僕があえて自力でコンテンツを作るのにはある理由があります。 

  

外注化+自力でコンテンツを作ることにより、少ない記事数で多くのＰＶ数や

売り上げを出すことができます。 

外注化して記事数を増やしていくよりも省エネでサイト構築ができます。 

重要なのは記事数ではありません。 

  

セミナー動画の中では、僕が自力でコンテンツを作る理由と、その方法成果が

出やすい記事の型について語っています。 

  

  

◆収益化の要。脱獄キーワード戦略 

アフィリエイトにおけるキーワード戦略についてお話しています。 

このキーワード戦略では脱獄に特化して動画を撮りました。 

  



脱獄実践者がミスしやすい部分を掘り下げて解説しています。 

コンテンツを作るためにはキーワードが必要になってきます。 

動画内では各コンテンツ作成に必要なキーワード戦略についてお話していま

す。 

  

ただ闇雲にライバルが弱いキーワードを狙えばいいというものではありませ

ん。 

売れるキーワードの見つけ方。サイト内のマーケティング。アクセスの入り口

と出口。 

  

超本質的な部分ばかり語りました。 

特に、サイト内のマーケティングは超重要概念です。 

マーケティングを知らずにサイトを作っても成果は出ません。 

  

最短で成果を出してほしいので、マーケティングついても語りました。 

是非マーケティングを学んで最短でゴールを目指してください。 

  

◆脱獄を実践しても稼げない人がやりがちなことをまとめてみた。 

脱獄を実践して稼げない人がやりがちなことをまとめました。 

「脱獄を実践しているのに稼げない!」という人はこのセミナーを見てもらえ

れば稼げない原因が分かります。 

稼げない原因さえ分かれば後は原因を 1 つ 1 つ潰していくだけです。成果が

出ない人はぜひこの動画を参考にしてください。 

  

◆脱獄の中で特に重要な動画とは?この動画を抑えておくだけで今後大きく

差が出る 

脱獄本編の中でも特に重要な動画について語っています。 

この動画を重要視できるかできないかで今後の成果に大きく差が開いてくる

ことでしょう。 

ちなみに、その動画の内容をマスターすればサイトアフィリエイトに限らず、



インターネットを使ったビジネス全て。 

そして、私生活にも応用が効くようになります。 

  

◆脱獄のノウハウを使って実践すべきアフィリエイトは「○○アフィリエイ

ト」一択! 

脱獄は「外注化」のノウハウですが、使い方を間違ったらせっかくいいノウハ

ウも台無しです。 

そこで僕が脱獄を使って最大限に成果を伸ばすためにやるべきビジネスにつ

いて解説しています。 

仮に同じアクセス数でも、僕が解説する方法を知ってるか知らないかで収益

に大きな差が生まれます。 

「少ないアクセス数で大きく稼ぐ。」そんなビジネスモデルを解説しています。 

  

◆脱獄でやってはいけない手法とは? 

僕はこの教材を作るにあたり、僕のメルマガ読者さん、コンサル生、ライティ

ング受講生などにアンケートを取りました。 

そこで脱獄を購入していた多くの人が「非効率的」なビジネスをしていたので

す。 

感覚的にはアンケートを取った内の 7 割くらいは間違った方向でビジネスを

進めていました。 

もちろんそれで成果が出ているのか?というと出ていなかったので 

今回この教材の中でやってはいけない手法と、正しいビジネスについて解説

しています。 

  

◆インターネットで稼ぐ上で絶対に必要になるスキルとは? 

インターネットを使ったビジネスで稼いでいく上で、絶対に避けては通れな

いスキルについて動画で語りました。 

正直、脱獄購入者さんとお話しているとこの部分をかなり軽視している場合

が多いです。 

特にビジネスでまだ稼げていない初心者であれば、このスキルを今後鍛えて



いくことで 

外注だけに頼っている人とはかなり差がつきます。 

  

◆絶対に選んではいけない広告の種類とは? 

大きく稼ぎたいのであれば絶対に選んではいけない広告というものがありま

す。 

もしその広告を選んでビジネスをしてしまうと、 

ひたすらアクセス数を負うだけの労働になってしまったり 

最悪の場合、収益化が難しくなってしまいます。 

また、サイト設計段階で広告選びをミスると後から修正が難しい場合もあり

ます。 

選んではいけない広告を理解しておくことで稼げないリスクを大幅に減らす

ことが出来ます。 

  

◆コンテンツで最も重視すべきことは○○!巷のアフィリエイトサイトは参考

にならない。 

動画や記事などのコンテンツを作っていく上で最も意識すべきことがありま

す。 

それが出来ていないと全く面白くないサイトが出来上がるので 

売れないサイトが出来上がってしまいます。 

巷のアフィリエイトサイトを見てもそれが出来ていない場合がほとんどです。 

ここを抑えるだけでライバルを無視して一人勝ちすることも容易になります。 

  

◆ブログと組み合わせることで爆発的な収益を生み出すマーケティング手法

とは? 

巷でよく聞く「ブログで 100 万円」という文言ですが、大きく稼いでいる人

が必ずといっていいほど使っているマーケティング手法があります。 

今回のセミナーではそのマーケティングにも触れています。 

僕もそのマーケティング手法を使ってたった 2日で 60万円以上の収益を出す

ことが出来ました。 



  

◆コンテンツを細分化して伝授!アフィリエイトで稼ぐうえで重要な記事とそ

の事例を紹介 

アフィリエイトサイトを作る上で必ず作らなければならないコンテンツがあ

ります。 

今回はそのコンテンツの種類と、その書き方、そして具体例までも紹介しまし

た。 

コンテンツには自分の○○を含めていく必要があります。 

これはほとんどのアフィリエイトサイトがやっていないことです。 

今回は事例もお話しているので是非自分のアフィリエイトに往々してみてく

ださい。 

  

◆稼ぐサイトの構成要素って?戦略に則ったサイト構成を解説しています。 

当然のことながら、ただ記事をサイトに入れているだけでは収益は出ません。 

記事にも必ず役割があります。 

記事に役割を持たせて適切な場所に配置することで初めてサイトから収益が

生まれます。 

また書く役割を持たせたコンテンツをどのように作っていくかも解説しまし

た。 

ここを理解しておくことで「無思考に」記事を作り続けるということもまずな

くなるでしょう。 

  

◆上位表示必至の記事とそうでない記事の違いとは? 

記事には必ず SEO で上位表示を狙わなければならない記事と、 

上位表示できなくてもいいけどとても重要な記事があります。 

  

僕は過去に「成約と関係のない記事」ばかり量産していて 

アクセスだけ集まって商品が売れないという失敗をしました。 

戦略を理解した上で成約に結び付く記事を作ることで収益が生まれます。 

そのために必要な記事作成と役割について解説しました。 



  

◆サイト内でお客さんが迷子にならないためのサイト構築法 

僕がサイトの添削をしていて思うことが 

「これって商品どこにあるの?」 

という点です。 

  

サイトを作っている本人は商品を適切に配置しているらしいのですが 

はたから見ればそうでない場合も多くあります。 

集めたアクセスはきちんと商品まで誘導しなければなりません。 

  

ということで、アクセスを効率よく広告まで誘導するマーケティングについ

てお話しています。 

  

◆外注化するなら絶対にすべき○○の自動化について 

これも僕のところに来る相談でよくあるのですが 

「外注さんが上手く機能しません」 

「外注さんにバックレられました」 

「外注さんの記事が上達しません」 

というたぐいの質問。 

  

これらはあることをすれば一気に解決していきます。 

そのあることを行うために必要なことを解説しました。 

外注さんを効果的に使うことが出来ればスマホさえあれば外注を効果的に使

えるようにもなります。 

  

◆ライバルサイトのリサーチをするときにチェックすべき項目は? 

サイトや記事を作っていくときに必ずリサーチが必要になります。 

このリサーチの部分が出来ていないと何をやってもうまくいきません。 

「でも、リサーチってどういうところを見ればいいの?」 

というところが疑問に思う声が多かったのでリサーチでチェックすべき項目



もお話しています。 

  

◆脱獄本編では解説されていないサイトの高額マネタイズ(収益化)法 

実はアフィリエイトサイトのマネタイズ方法ってアフィリエイト以外にもあ

ることを知っていましたか? 

実際に僕が知っている人はこのやり方で一気に数十万円~数百万円の利益を

出している人がいました。 

サイトを作って○○するという方法を教えていきます。 

  

◆Google に評価されやすいサイト構築方法とは? 

Google に評価されやすいサイトの構築方法を解説していきます。 

一口にアフィリエイトといっても様々なサイトの形態があります。 

その中でも最も Google に評価されやすいサイト構築についてお話します。 

  

Google からの評価が上がるということはすなわち 

記事の上位表示にも繋がります。 

記事が上位表示されるということはそれだけ収益化も簡単になってきます。 

  

◆記事作成に必要な思考法とは?○○思考と○○思考を活用する訓練法とは? 

記事作成に必要な思考法について解説しています。 

よく「記事ネタがない。」「何を書けばいいか分からない。」という人がいます。 

そういう人はいわゆる「記事を書くための思考法」を知りません。 

  

記事を書く思考法さえ身に付けてしまえばどんな記事でも書けるようになり

ます。 

そんな思考法について説明します。 

  

  

◆ライバルが弱い市場からアクセスを引っ張るための○○○思考とは? 

一見するとライバルが強い市場に見えても、あることをすれば 



ライバルが弱い市場からアクセスを集めることが可能になります。 

ライバルが弱い市場からアクセスを集められるということはすなわち 

記事の上位表示も可能になります。 

  

◆記事を○○することでさらに成約率を高めたり、直帰率を低下させ SEO 効

果を上げる方法 

成約率の高い記事を作ったり、SEO 効果の高い記事を作るためには 

記事に”あること”をする必要があります。 

僕自身、自分のサイトに”あること”を施したことでサイトの滞在時間が上がっ

たり 

直帰率が低下するなど SEO に大きく効果をもたらしてくれました。 

その”あること”をお教えします。 

  

◆無思考な外注化は意味なし!やってはいけない記事の○○とは? 

外注化を覚えたからといって、むやみやたらに記事を外注化すればいいとい

うわけでもありません。 

記事作成も必ず戦略に則って行うことで初めて意味を持ちます。 

そこで、今回は外注化する上でやってはいけない○○についてお話します。 

  

無駄な外注化を避けるということは、外注費の削減にも繋がります。 

効果的に記事を作っていきましょう。 

  

◆記事作成において 2 種類のキーワードを選ぶ必要があります。その 2 種類

のキーワードって? 

実はキーワードには種類があります。1 つは○○キーワード。もう一つは○○

キーワードです。 

この 2つを広告から抽出したり、市場をリサーチしながら見つけていきます。 

さらにはこの 2 つのキーワードの役割や性質、記事を書く目的についてもお

話します。 

これを理解することで「自分が今何を目的に記事を作っているのか?」をしっ



かり理解することが出来ます。 

  

◆記事の上位表示に必要なリサーチについてお話しています。 

記事の上位表示にはリサーチが欠かせません。 

記事が上位表示しないということはそもそもアクセスが集まらないというこ

とです。 

アクセスが集まらなければ商品が売れる訳もありません。 

上位表示に必要なリサーチとライバルチェックについてお話しました。 

  

◆動画コンテンツで学習する上での超大前提である動画の○○とは? 

こちらは動画コンテンツにはしておりませんが、会員ページで説明しており

ます。 

これは今回の教材に限ったことではなく 

知識を定着させるために必要な勉強方法です。 

  

これをする人としない人では知識の定着率に雲泥の差があります。 

知識を使うためには覚えなければなりません。 

知識を覚えるために必要な勉強法を専用ページに書きました。 

  

◆利益が上がりにくいビジネスとその広告の種類とは? 

アフィリエイトの中にも収益が上がりにくいものがあります。 

広告案件を選ぶ場合にも注意しなければならないことがあったり、広告の種

類によっては記事内容もそこまで自由に書けない場合があります。 

規約をなるべく気にせずに、収益化しやすい広告の種類とビジネスモデルに

ついて解説しています。 

 

 

メインコンテンツで以上です。 

さらに、上記を解説したコンテンツに加えて 

特別フォローコンテンツを贈ります。 



 

【特別フォローコンテンツ】 

◆1 時間の無料コンサルティング 

この企画に参加してくれた方には、僕が Skype で 1 時間の無料コンサルティ

ングを行います。 

1 時間でとは言っていますが、その人の状況に応じて柔軟にアドバイスを行っ

ていこうと思います。 

コンサルティングでは主に「あなたが挑戦したいジャンル」や「脱獄で稼ぐた

めの戦略」をメインに話していこうと思います。 

その他質問も受け付けますよ。 

  

◆脱獄-Advanced Class-参加者専用ページへの案内 

 
脱獄-Advanced Class-参加者専用のページに特別招待します。 

パスワード保護されたページをいつでも閲覧可能になります。 

  

このページでは脱獄で成果を上げるために必要なセミナー動画を配布してい

ます。 

  



◆脱獄での迷いをなくす”スペシャルメールサポート” 

いくらコンテンツがあるといっても 

「進め方はこれであっているのかな…?」 

っていう不安はあると思います。 

  

ということで、スペシャルメールサポートも準備しました。 

脱獄-Advanced Class-参加者限定のメルマガを準備してますので 

その中で脱獄で成果を上げていくために必要なことや 

コンテンツの補足などを話しています。 

  

また、定期的にメールが届くことからモチベーションの維持にもつながるで

しょう。 

 

 

 

以上が僕から贈られる特典です。 

これだけの大ボリュームのコンテンツを 

僕から脱獄を購入してメルマガに登録するだけで入手可能です。 

 

もちろん、脱獄の購入費以外に費用は発生しません。 

 

 

【メルマガ登録者限定特典の受け取り手順】 

 

ということで、僕から特典を受け取る手順についてまとめます。 

 

1. はやとの無料メールマガジンに登録する。 

メルマガには下記リンクより登録できます!(登録には一切料金が発生しませ

ん。) 

https://bit.ly/2OSFoHJ 

https://bit.ly/2OSFoHJ


 

 

2. はやとから脱獄を購入する。 

下記リンクより脱獄を購入してください。(下記リンク以外からの購入では特

典請求が確認できません) 

https://business001.com/l/c/dqhXBGEi/3F7CVONO 

 

 

3. 脱獄決済後に送られてくるメールをはやとのメルマガに転送する。(メール

の件名は『脱獄購入特典の請求』でお願いします。) 

 

 

4. こちらで決済確認後、特典をお送りします。 

 

※メールマガジンに登録したメールアドレスと、特典請求するメールアドレ

スは同一のものでお願いします。 

 

※僕からの購入が確認できない場合は特典をお送りすることが出来ません。 

 

 

 

僕からの特典は会員ページでいつでも見ることが可能です。 

さらに、メルマガ読者さんの要望に応えて今後もブラッシュアップをしてい

く予定です。 

 

特典は動画のコンテンツになっているので、移動中に聞き流して学習するこ

ともできます。 

 

 

脱獄は正しい方法で使用してこそ真価を発揮します。 

https://business001.com/l/c/dqhXBGEi/3F7CVONO


僕自身間違えた脱獄の使い方で実践していたことで、半年～1 年くらいの時間

を無駄にしてしまいました。 

 

正しい知識のもとに脱獄を活用して 

労働者から経営者への道を歩みましょう! 

 

また、特典の 1 時間コンサルティングでは僕と Skype で話すこともできるの

で 

是非、あなたとお話出来るのを楽しみにしています! 

 

それでは後は特典の中でお会いしましょう。 

 

はやと 


