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著作権について
『レバリエイトキャンペーン　３つのレバレッジ（見込み客・報酬・作業時間）を効かせて報酬を
最大化できる「レバリエイト」プロジェクト』（以下、「本マニュアル」と表記）は著作権法で保
護されている著作物です。
本マニュアルの使用に際しましては、以下の点にご注意下さい。
本マニュアルの著作権はCatch the Web（以下、「当方」と表記）に属します。著作権者の事前
許可を得ずして、レポートの一部または全部を、あらゆるデータ蓄積・手段（印刷物、ビデオ、
DVD、テープレコーダー及び電子メディア、インターネット等） により複製、流用および転売
（オークション含む）することを禁じます。

使用許諾契約書
本契約は、あなたと当方の契約です。 閲覧することを持って、あなたはこの契約に同意したこと
になります。
第1条 本契約の目的：この契約書は、本マニュアルに含まれる情報を、本契約に基づきあなたが
非独占的に使用する権利を許諾するものです。
第2条 一般公開の禁止：本マニュアルに含まれる情報は、著作権法によって保護され、また秘匿
性の高い内容である事を踏まえ、あなたは、その情報を当方との書面による事前許可を得ずして
出版及び電子メディアによる配信等により、一般公開並びに転売してはならないものとします。
第3条 契約解除：あなたがこの契約に違反した場合、当方は何の通告もなく、この使用許諾契約
を解除することができるものとします。
第4条 損害賠償：あなたが本契約の第2条の規定に違反した場合、あなたは本規約の解除に関わ
らず、直ちに当方に対して、違反金として、賠償金を支払うものとします。
第5条 免責事項：本マニュアルの記載情報についての実践については、自己責任で行うものとし
ます。 マニュアルの情報を実践し期待通りの結果が得られなかったり、何らかの不利益・損害 は
生じたとしても、当方はその結果に一切責任を負うものではありません。 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Lesson１
今の報酬を10倍、20倍、30倍にも膨れ上がらせる、アフィリエイト戦略「レバ
リエイト」とは？

松井：
こんにちは。
株式会社Catch the Webの松井でございます。
今回の無料講座にご登録いただきまして、ありがとうございます。
今回の無料講座では超少数の見込み客でもレバレッジを効かせて報酬を最大化させるノウハウ、レ
バリエイトというものについてお伝えしていきます。
今回はともさんとレバリエイトについてお伝えしていくのですが、ともさんはレバリエイトの創始
者でプロ中のプロになりますので、色々切り込んで質問をしていきたいと思いますので、宜しくお
願い致します。

いつもともさんと呼ばせていただいていますので、今日もともさんと呼ばせていただきます。
ともさんはレバリエイトのプロということで超少数の見込み客で、普段は顔出しはされていませ
んが年収でいうと大体3千万円くらいを手にしています。
ともさんは当然ご自身でレバリエイトを実践しつつ、さらに直近ではそれを人に教えながらビジ
ネス方法を展開されています。
2016年の6月にともさんのレバリエイトのノウハウをお伝えする講座を開講しておりました。

ちょうど一期が無事に終わりまして、物凄く結果が出ているのでその辺りもじっくりお伝えして
いきたいと思いますが、そういった非常に再現性の高いノウハウになりますので、是非楽しみに
していただければと思います。
今回は全4回のレバリエイト無料講座の中で最後にレバリエイトを具体的に実践していく講座のご
案内もありますので、是非楽しみにしていただければと思います。

今日は第1回目ということでお伝えしていければと思いますが、そもそもレバリエイトとは何なの
か、何故レバリエイトが良いのか等重要なことをお伝えしていきたいと思いますので、無駄なこと
は極力省いて重要なことだけお伝えしていくのですが、どうしてもお伝えしたいことが多くありま
すので時間が長くなるかもしれませんが、桜と富士山の見える絶景の場所からお伝えしてますの
で楽しみながらご覧いただければと思います。
それでは改めまして、ともさん宜しくお願い致します。

ともさん：
宜しくお願いします。

松井：
まず1番最初にお伝えしないといけないところですが、何故レバリエイト無料講座として無料でお
伝えする理由が大きく3つありまして、レバリエイトを具体的に実践している方が圧倒的に物凄く
結果が出ています。
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再現性も高いノウハウの為、無料講座の中でも盛り沢山なことをお伝えしていく予定ですが、無
料講座に参加していただくだけで物凄くメリットがあります。

2つ目にGoogleやFacebookなどのプラットホームに依存することがない方法になるので、ご自身
で収入を得る力が身につきます。
レバリエイトが具体的にどういうものかはこれからお伝えしていくのですが、結局プラットホーム
に依存してしまうと何かの拍子で、ルールや規約が変わってしまっただけで報酬が何百万円あっ
たものがゼロになってしまうという。
ある程度のレベルにいってる人はそこから戻すことは当然できると思いますが、ビジネスとして
安定しない部分がありますので、そういう事とは違った自分で積み上げていくことができるノウ
ハウだということが重要になりますので、この点につきましても後ほどお伝えしていきたいと思い
ます。

3つ目にともさんと私はお付き合いもだいぶ長くさせていただいておりますが、ビジネスに対する
考え方が近いこともあり、ともさんとであれば一緒に楽しく講座ができると思ったので一緒に公
開させてもらっているという大きく分けると3つの理由があります。
ノウハウのところや、特にプラットホームに依存しない収入の得かた等に関して、しっかりとした
ノウハウというものがなかなか世の中に無いので、今回は実績も出ているノウハウになりますの
でそこをしっかりともさんとお伝えできればと思います。

今回は私がナビゲーターとしてお伝えさせていただきますが、今日ご覧いただいているあなたが気
になるようなことを上手くともさんに切り込みながら進めていければと思いますので、宜しくお
願い致します。
では早速レバリエイトと出てきていますがレバリエイトって何なの？と。
ネットで検索してもそんな言葉は出てこないと思われた方もいらっしゃると思いますが、それも
そのはずでレバリエイトという言葉は造語で作り出した言葉になります。

どういう意味があるのかというと、レバレッジという言葉とアフィリエイトというものをくっつ
けて作った言葉がレバリエイトという新しく生まれた言葉ですが、名前の通り少ない労力少ない
見込み客でレバレッジを最大限に効かせて大きな報酬を得るという手法の造語になります。
少数の見込み客からでも大きな収益を得ることもできるのですが、見込み客が多くなれば当然収
益も多くなるので、そこはこういった形のものだとご理解いただければと思います。
大枠は私の方からお伝えしましたが、レバリエイトマスターのともさんからそのあたりについて
具体的にご回答いただいた方がいいと思いますので、このレバリエイトについてもう少し詳しく
お聞かせいただけますでしょうか。

ともさん：
ようやく出番がきたという感じですね（笑）
レバリエイトについて説明させていただきます。
今回のレバリエイトですが、名前の通り非常にレバレッジが効くノウハウになります。
具体的にいうと3つレバレッジが効くノウハウがあるのですが、1つ目が見込み客数に対してのレ
バレッジ、2つ目が時間に対してのレバレッジ、3つ目が報酬に対してのレバレッジということで、 
3つレバレッジが効くのですが、それぞれ詳しくお話しますと、1つ目の見込み客数に対してのレ
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バレッジに関しては、基本的にインターネットビジネス、アフィリエイトの場合も当然そうです
が、売り上げが「アクセス数×成約率×単価＝売り上げ」がそのまま出る公式があるのですが、報
酬単価に関しては自分で調整できるものなので今回省いたとして、基本的には報酬を出すためにア
クセス数を上げるか成約率を上げるかのどちらかになると思います。

多くの人はこの見込み客数に特化して増やしていこう、その先で売り上げを伸ばそうとするのです
が、今回お伝えするリバリエイトというのは、そこではなくて成約率を圧倒的に高めて行えるノ
ウハウになりますので、少ない見込み客数で大きな売り上げがでるというところのレバレッジが
効くというところです。
2つ目の時間に対してのレバレッジに関しては、ビジネスをする時間、作業をする時間に対してか
けた時間は少ないけれど圧倒的に成果が出るというところのレバレッジです。
3つ目の報酬に対してのレバレッジは、今ビジネスをやられていてビジネスで上がっている売り上
げ、アフィリエイトでも転売でも何でも大丈夫ですが、そこに対してレバリエイトを掛け合わせる
ことで圧倒的に報酬が増していくレバレッジです。
この3つのレバレッジが効くというのがレバリエイトになります。

松井：
ありがとうございます。
成約率とアクセスのところで、成約率を最大化してアクセスの見込み客は大きくなればなるほど良
いですけど、最初から見込み客が多いというのは今のご時世なかなか難しいところがあるので、
王道というか本質的なノウハウだと思います。
実際にともさんの成約率が高いというところはあるかもしれませんが、本当に高いんです。
どのくらい高いのかというと、弊社も色々ツールの販売をしているのですが、そこで一般の人の
成約率が5％、6％が平均値とすると、ともさんの成約率は40％だったりします。
本当に意味がわからないくらいのレベルの成約率の高さなのですが、今回の無料講座もそうです
し、他の有料のサービスも弊社から発売させていただく時にともさんも取り組んでくださって、
その時は他の人の3倍くらいの成約率が出て、有料無料どんなものでも高い成約率を誇っています
ので、全然一般的な方と成約率のレベルが違うのでそこのノウハウを紐解いていけたらと思います。

ともさん：
始めにやった時が3,40％で、直近でも全く変わらない状況でできているので廃れるノウハウでは
ないですし、継続していつの時代でも使えるノウハウになると思います。

松井：
私もまだここまでお話をさせていただいていて、レバリエイトが具体的にどのような方法かをお伝
えせずに話すのがなかなか難しいところがありますのが、感の良い方は気付かれているかもしれ
ませんが、レバリエイトの方法はメールマーケティングです。
メルマガアフィリエイトも大きく1つですし、例えば自社商品や自社サービスをお持ちの方であれ
ば当然購入者の方に対してメールでマーケティングをされていくと思いますが、そういう方もお役
立ていただける内容です。

ともさん：
あとはセミナー講師の方やコンサルタントの方とかですね。
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松井：
本当に多くの方がメリットを享受できると思いますので、メルマガをやってみたけれど思うよう
に成果が出ないような方や、メルマガはやっていないけれど今アフィリエイトや転売などのネット
ビジネスの副業的なものをやられていて、月に5000円以上とか数千円の結果が出ている方であれ
ばこのメルマガをやることによって大きく結果を伸ばしていけますので、自社商品サービスをお
持ちの方の成功事例もあったりしますので、そういった方に是非ご覧いただきたいと思います。

メルマガという言葉を聞くとやったことはあるけれど自分の思った通りにいかなかったという方
もいらっしゃると思いますが、そういった方にこそこのレバリエイトというものを知っていただ
いて実践して頂きたと思います。
先ほどもお話した去年開講したともさんの講座では、もともと取り組まれた方が大きく結果を伸
ばせているのはもちろん当然なところではありますが、ゼロから始めた方でも着実に成果を積み
上げていって収入の柱になっていますので、是非普通のノウハウとは違ったすごく確立されたノウ
ハウですのでご注目いただきたいと思います。

ともさん：
メルマガに関しては初挑戦という方がほとんどでしたし、今までずっとやってきたけれど全く成果
が出なかったという方が1番伸びていたという現実があるので、そういう方も今回のノウハウだと
今までと少し違うかもしれないということで見ていただければ幸いです。

松井：
ではここまでお話させていただきましたが、自己紹介を含めて今までどのような経緯があって今
の状況になっているのかというのをざっくり自己紹介をお願いします。

ともさん：
初めての方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきますと私の場合は
大学を卒業した後すぐにアパレルの会社に入ってサラリーマンとして働いていました。
十数年勤めましたが会社にサラリーマンで勤めていると結局は会社の中でどれだけ偉くなるか、
部下をどれだけつけてどれだけ成果を上げて出世するのかが全てになり、仕事も好きでしたので
ずっと続けていたのですが、十何年もやっていると自分ではもっとやっているつもりなんだけど
見返りが少ないな、朝から夜中まで働いて本当にこの位の給料なのか、と色々なマイナスの面が見
えてくるようになって、元々はアパレルの会社を作って独立したいという願望が比較的あった方で
したが、やはり飲食店をやるにしてもアパレルをやるにしてもお店をやるとなると何百万円、何千
万円という初期投資がいるのと、人件費でランニングコストがずっとかかっていくという不安が
あってどうしても独立には踏み切れずにいたところ、たまたまネットで検索していた時にアフィリ
エイトという言葉を知って、その時には自分の給料も下がってきている、首になっているスタッフ
もいるという感じで危機感があったので、スキルもついて報酬も稼げるのであればアフィリエイトっ
て凄い良いなと。

調べていくと在庫も持たないで人件費もかからない、家でできるのも最高だったのでこれしかな
いと思い始めたのですが、初めはアフィリエイト初心者に優しいと言われているトレンドアフィリ
エイトやサイトアフィリエイトですぐに報酬が出るものから始めて、3ヶ月程度で月10万円くら
い
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稼げるようになって、結構トントン拍子でいけるな思っていたら結局Googleのアドセンスという
プラットホーム依存に近いと思いますが、広告を扱っていたアカウントを止められてしまって稼い
でいた報酬がゼロになってしまいました。

松井：
結構ショッキングな出来事ですよね。

ともさん：
そうですね、その時は本当にこれしかないなと思ってやっていて睡眠時間も2、3時間でずっと頑
張っていたのがゼロになるので、その時は初心者の状態で復活もできる見通しもないという時に
辞めようと一瞬思ったのですが、もともとアフィリエイトを知った時にメルマガでアフィリエイト
ができると聞いてきて、いずれはやってみたいと初めから思っていたのですが、報酬がゼロになっ
た段階で後がなくなり、メルマガを始めてみようという感じで今メールマーケティングをやってい
る形になります。

松井：
最初から50万円、100万円という実績があって始めたのではなくて、10万円も受け取る前に無く
なってしまわれた状態でメルマガを始められたというので、数千円でも結果が出ていればできる
ということですよね。

ともさん：
自分自身もそうですが、周りも今まで教えてきた方々も数千円、数万円いってない方でも報酬が
上がるのでその辺は大丈夫だと思います。

松井；
とは言えメルマガを始めるにしても不安とかは無かったのですか？

ともさん：
メルマガに対してですか？
無かったら初めからやっていたと思います。
ただメルマガはサイトを作って記事を書くというよりは、ハードルが高く感じました。
結局イメージの問題ですが、ノウハウもそうですが初めはどうやって読者さんを集めればいいの
かも分からないじゃないですか。
知ったとしても読者さんが集まるイメージも全くつかないですし、配信を頑張ってしたとしても商
品が売れるイメージが全くつかなくて初めは挑戦できずにいましたが、そんなこと言っている場
合じゃ無かったのといずれはやりたいというのが初めからあったので結局は難しいというのは初
めてみなければ分からないなと思いそのタイミングで始めました。

松井：
やるなら早くやった方が良いという感じで始められたと思いますが、そこから始められて今は年
収3千万円くらいになるまでにどのような推移で報酬が積み上がっていったのですか？

ともさん：
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まずメルマガを始めた時は全くイメージがつかないまま勉強を始めて、まず準備を1ヶ月くらい色々
頑張ってやったのですが、いざメルマガを発行したら初月で25万円くらい上がったんです。
それまで3ヶ月やっていたトレンドアフィリやサイトアフィリがようやく頑張って10万円だったの
が初月で上がって、その2ヶ月後には35万円、また2ヶ月後に60万円、3ヶ月後に100万円超えた
のでどんどん積み上がっていったイメージです。
初めて1年、2年経つ頃には2、300万円までいけて、途中で会社を辞めて独立することができた
のですが、200万円いく前月までは会社員でずっとやっていました。

松井：
報酬もずっと出続けていますし、プラットホームに依存しない方法になるので、これが入ってこな
いという心配もないわけですよね。
独立された時には2、300万円になって、当然メルマガなので多少月によって変動はあると思いま
すが、それでも色々戦略的にやって今は安定的ということですよね。

ともさん：
あとで説明しますが、ステップメールといってセットしておけば自動的に流れるメールもあります
し、メールマーケティングを覚えていくと自分のメルマガを書くだけではなくて色々な仕事が出来
るようになるので、今はありがたいことにそういう仕事もいただいてやっています。

松井：
どういう経緯でアフィリエイトを始めたのかというところと、始めてから今に至るまでの具体的
な金額もともさんが教えてくれたので、イメージがつきやすかったと思います。
今の作業時間も本当に短いですよね。

ともさん：
作業時間が少ない少ない言われると楽をしていると嫌われてしまうのであまり言いたくないので
すが、1日に2、3時間仕事をしているか、していないかくらいでそれくらいはいけるようになるの
で。

松井：
それはやはり積み上がるメルマガのところとレバリエイトのノウハウがちゃんとあるので、最大効
率できているということですよね。
後はご自身でもアフィリエイトを当然やられていますが、メール1、2通で100万円200万円とか。

ともさん：
1通でいく時もありますがちょっと大げさとしても数通書けば100万円200万円というのは全然い
きます。

松井：
今は教える側として指導もしていると。
ではこれでともさんの自己紹介とさせていただきます。
私はCatch the Webという会社の人間ですが、アフィリエイトの各種スクールの運営と広告代理
業の2本柱でやらせてもらっています。

Copyright © 2018 Catch the Web All Rights Reserved.



4月から12期目になる会社になります、宜しくお願いします。

ともさんご自身でもやられながら人にも指導しているとありましが、指導した方が具体的にどの
ような実績が出たか、いくつか代表的なものを教えてください。

ともさん：
私がメルマガを教えてきた方は多数いるのですが、中にはメルマガの実績が完全にゼロだったと
ころから月収30万円以上稼げるようになった方もいますし、実際にもうやられていて月3、4万円
くらいが限界で半年、1年やられていた方が、月収65万円と20倍に安定してきた方もいますし、
すでに月収30万円くらい安定して報酬が出ていた方は368万円まで数ヶ月で伸びていたり、その
方も300万円から30万円に戻るのではなくて、ずっと100万円以上150万円200万円300万円の
ところでずっと推移していたり、完全に未経験で始めた方でも2ヶ月目で初報酬、そこから2、3ヶ
月後には2万円くらいの商品だったら数本から10本くらいは成約できるようになった方もいます
し、他にも大手のASPの売り上げランキングで元々は圏外の方でしたが、ずっと上位を取れるよ
うになった方もいます。

売り上げの額は私はあまり聞かないのですが、反応を聞いた時にメルマガを初めて始める方や、
今まで出していたけれど反応がなかった方々が読者さんからすごくアクションが来るようになっ
たという報告をよく聞きます。
オファーも何もしていないのに「コンサルティングを受けてくれないですか」と問い合わせが来た
という方が何名もいらっしゃるので、良いメルマガが書けているのかなと思います。

松井：
コンサルの依頼が来たというのもありますし、金額的なところでいくと今までの報酬に対するレ
バレッジの話になりますが、30万円の方が368万円になったということで12倍くらいですが。

ともさん：
そうですね、ベースが高ければ高いほどあまりいかないと思います。
3千万円稼いでいたのが3億円とはならないので、それは上下あるのですが、始めたばかりで数千
円しか稼げていなかった方が10万円といったら何十倍の話になりますので、大体10倍から30倍
くらいの目安にはなるかと思います。

松井：
最初に数千円とかであったら何十倍に。

ともさん：
数万円でも何十倍なので、数十万円くらいならすぐにいけると思います。
1年間やって累計が数百円だった方が何ヶ月目かにもう1万数千円の成約をしていたので。

松井：
あまり瞬間最大風速的なところだけを捉えても全く意味がないのですが、今ご説明頂いた通りか
なりレバレッジが効くということです。
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ともさん：
最大瞬間風速の話でいうと極端な話、1千万円のやり方とか2千万円のやり方もお教えすることは
できるのですが、あまり意味がないのでずっと積み上がるようなやり方でやって頂いてこの結果
というところにはなります。

松井：
そこが本当に一番大事ですよね。
一瞬だけ収入を得るというのはやろうと思えばやり方次第でできると思いますが、人生長い訳な
ので長く続くものでないと結局お客様に喜んでいただけてない証拠ですよね。

ともさん：
そうですね、売り上げは立つけど継続しないというのはビジネスとしても成り立たないので。

松井：
短期的に終わるのはうわべだけのものだったりすることが多いので、そういった意味でも本質的
で間違いがないものがともさんのこのレバリエイトという方法だと思います。
逆に目先の大きい金額だけ欲しくて長くやっていくつもりはないという方は、もしかしたらこの
先見ていただいても難しいかもしれませんが、しっかりやりたい方は是非このまま見ていただけ
ればと思います。

レバリエイトというのは超少数の見込み客からできるというのがありましたが、結局それは時代
背景というのも結構あると思います。
これからメルマガを始めるという方が読者さんをいきなり何千人や何万人集められるのかという
と現実的ではありません。
1件の見込み客のメールアドレスを獲得するのにジャンルによっても違いますが、1000円から
1500円です。
高い強豪の激しいジャンルになると3000円や4000円を出して獲得している方もいるくらいなも
のになります。

それで仮に1500円だとしても1万人の見込み客を集めるとしたら1500万円になります。
それをいきなり出せるかと言われたらできないと思うので、超少数の見込み客からでもちゃんと
報酬が積み上がって、そこで余裕ができたら見込み客を一気に増やすようなことをやればいいと
思うのですが、そういう意味ではこれから始める人がやっていけばいいかなというところです。

あとはリンクのSEOや色々なSEOの方法、リスティング広告やソーシャルメディアを使った方法
はプラットホームに依存してしまっているのがあり、もちろんそれはそれで素晴らしいと思います
がただプラットホームに依存している怖さという部分もあって、安定しないですし、その方法だけ
だと5年後10年後にどうなっているか分からない怖さはあると思います。

うちもSEOの講座や色々な講座を運営しておりまして、それはそれで凄く素晴らしいのですが、
ただやはり長く太くやっていくのを考えれば、やはりこのメルマガというものは他のプラットホー
ムが全部なくなったり、メルマガ配信スタンドがなくなった場合は自分で作ればいいですし、そ
こだけはできるので、メルマガはやるべきなんですよね。
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ただそういったことは分かっているという意見もあると思います。

それでもやっていない人やどうしてもメルマガを始められない、どうしても難しい感じがするとい
うような方も多かったりしますし、ともさんと運営させてもらっている講座の実績者の方やとも
さんを見たりしていると、これだけレバレッジが効くのに勿体ないと思いますし、アフィリエイト
の中でLTVアフィリエイトというような形で、ここも詳しくまた説明はしたいと思いますが、ずっ
と自分のお客さんを唯一持つことができる手法というのがメルマガになりますので、そこができ
るメルマガをやらないと本当に勿体ないですし、怖いですし、やらない理由がないくらいのもの
かなと思います。

それでも何故増えないのか考えると、皆正しいやり方を知らないだけなのではないかと凄く感じ
ます。
ともさんと一緒に講座を運営させてもらって本当にやっている人は皆結果が出ていますよね。
ほとんどの人が無料でメルマガ読者リストの集め方も分からなかったりしますし、読者さんがい
てもどうやってアフィリエイトすればいいのとか、メルマガ読者もどういったところから集める
のかとかそういったところもありますが、そこが分からないけどともさんに教えてもらってそう
やってやればいいんだというところで結果が出ているのを考えると、メルマガをやるのであれば
このレバリエイトという方法は多くの方に知っていただきたいというのがあって今回の無料講座
に繋がる形にはなるのですが、レバリエイトであれば法人化していない個人の人でも当然できる
訳ですし、顔出しなしでもできます。

ともさんはメルマガ上では顔出ししてないわけですよね。
難しい知識とかはどうですか？

ともさん：
始める前の段階の方と始めた後の方って悩みが別だったり、あれだけ悩んでいたけどやってみた
ら結構簡単だった話とか絶対出てくると思いますが、難しいというところでいうとイメージがつか
ないと先ほども言ったように、これはやってみないとというのと教えてもらってみないとイメージ
がつかないのは当然ありますし、報酬を出すという点に関してはライティングやテクニックは不
要だとは言いませんが、おまけみたいなところはあります。

当然そういうところも教えていくのですが、その前のベースができてしまえば何も怖いことはない
かなというところがあって、難しそうだとかどうやってやるんだという声は凄く聞くのですが、
そこは正しいやり方のノウハウがそんなに出回ってないので知らない人が多いのかなと思います。

松井：
ともさん的にはどうですか？
正しいやり方を教えているところが少ないとありましたが、メルマガ市場と言いますか同じ業界
の中でどのようなことが現状になっているかはどのように感じていますか？

ともさん：
基本的に正しいやり方がないというのは無いんです。

Copyright © 2018 Catch the Web All Rights Reserved.



少ないという表現が正しいと思っていて、ただ私もそうですが、皆さんが受け取るメルマガとい
うものが本当にスパムメール的なものを想像される方も凄い多いと思いますし、そういうのって
どこかで教えているというよりは教材を読んで独学でやってしまっていたり、人がやっているのを
見て自分なりにやってみる方が成果が出ないでどんどんスパム化しているというのが多いと思っ
ていて、そことの違いを出せれば比較的長く続くというか感謝されながらずっとやっていけると思
います。

松井：
ともさんのレバリエイトの場合であれば今回の無料講座もメールアドレスを登録したら参加できる
という形のいわゆる無料オファーと言われるタイプですが、方やこの商品が9800円するみたいな
有料オファーの場合、無料オファーは成約するけど有料オファーは成約しないという方は結構い
ますよね。

ともさん：
すでにやられている方だとそういう方が多いかもしれません。
無料のコンテンツは紹介できるけど有料になると全く反応が出ない、自社の商品も売れないとか、
またその逆もあって信頼度がつきすぎてと言いますか、ファンになられすぎてしまって自社の商
品は売れるけど人のものを紹介しても全く売れないとか両極端になる可能性があるのですが、そ
れはノウハウ的なものを追っていけばそうなってしまいますが、私の場合はメールマーケティング
と言っているのもある通りメールを使っての商品の販売の仕方までしっかりやるので、正直無料
のものも有料のものも自社のものであろうが他社のものであろうが全く関係なく成果が同じよう
に出るというところが最大の違いだと思います。

松井：
本当にそうですよね。
弊社の企画したものを紹介してくださったりもしていただいてますし、自社の商品やサービスの
時も全部成約が早いですよね。

ともさん：
そうですね、変わらないですね。
教えている方たちもそうじゃないですか、自社の商品を持っている方もいれば通販企業の方もい
ればアフィリエイターの方もいれば転売の方もいればというところで全く同じような成果が出るの
で、基本的なことで裏技はないノウハウですね。

松井：
そういったところを考えても他の手法のアフィリエイトとは違った良さがありますよね。
売り上げも自分でコントロールできますし、プラットホーム依存はないですし。
あとは信頼関係が構築しやすいですよね、先ほどもお客様からの反応があると。
お互いのキャッチボールができた上で初めて成約したりするので変に押し売りする必要もないで
すし。

ともさん：
自動的にリピーターができるような感じです。
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松井：
色々なメルマガのやり方を独学で実践してしまったりとありましたが、どのようなところが失敗し
てしまうポイントであったり原因になりますか？

ともさん：
一般的にメルマガはやることは少なくて、読者さんを集めてメルマガを発行して信頼関係を作って
そこでセールスをする流れになるのですが、その流れを鵜呑みにしてしまうというか、表面上だ
けを捉えてメルマガを始める時に急に読者さんを集めだしたり急にブログだけ書き始めたりする
人が凄く多いです。
私がやっているのもそうですし、教えているのもそうですが、集める前に何も考えずに始めてしまっ
ても全く意味がなく続きません。
何も考えずにスタートしたり、何も考えずに読者さんだけを集めれば稼げる、何も考えずにメルマ
ガを書いておけばセールスしたら売れるのではないかと設計なしにやってしまうのが一番失敗す
る原因だと思います。

松井：
ここが重要なポイントですよね。
今すごくシンプルに話してくださいましたが本当に重要なポイントなのでまた何度か詳しくお伝
えしていければと思います。
今のようなうまくいかない方のポイントがある中でレバリエイトを改めてお伝えするとどのような
ノウハウとまとめることができますか？

ともさん：
一言でまとめてしまうと、レバリエイトとは正しいノウハウを戦略的に実践することで最大限レバ
レッジを効かせて報酬を得る方法です。
正しいノウハウを設計なしではダメなので、戦略的に行うことで最大限レバレッジが効くというこ
とです。

松井：
それがアフィリエイトであろうが自社商品の販売であろうがどのようなものでも結果がしっかり
出るということですね。
さらによくある煽って汚い言葉を使ったりして心理戦ばかりするようなものではなくて、ちゃん
と関係値を構築しながら収入を得ることができたりとか。

ともさん：
理由とやり方も講座でお話ししようかと思っていますが、変に当然煽って買ってもらおうという
のもいらないですし、「紹介してくださりありがとうございます」というように感謝されながら
自分も報酬が後から帰ってくるものなので、そういった稼ぎ方が一番良いと思います。

松井：
メールも毎日毎日…
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ともさん：
書かないですね。
書くのが一番良いのですが、書かなくても上がるという方法も当然あります。

松井：
ともさんがメルマガを始められた副業の時は一日メルマガに費やした時間はどのくらいでしたか？

ともさん：
副業の時は、アパレルって朝も早いのですが夜も遅いので、帰ってきたら23時とか遅い時だと24
時くらいになる時もありましたが、夜中2、3時間くらいですかね。
それを週3、4くらいですね。
毎日やらなきゃというのはありましが、どうしても副業でとなると難しいので。

松井：
そんなレバリエイトですが今から始めるタイミングはどう思われますか？

ともさん：
私が始めたのは3年前くらいでしたが、その時も後発組と言われてましたが、今始めようとしてい
る方もそれを心配される方も多いと思いますが、今って逆にか昔よりも環境が整ってい流ので、
凄く報酬が得やすい環境なのかなと思います。
インフラという点では無料のものは成約するだけでも報酬がいただけたりするので案件に困らな
いです。
情報発信自体注目されているジャンルではあるので。

松井：
メルマガを始められるタイミングとしてはともさん自身もそうだったというお話を先ほどしてい
ただきましたが、どっちにしろやるのであれば早い方がいいです。

ともさん：
やるのであればやりたいと思った時が一番ベストなタイミングだと思います。

松井：
来年やろうと思っている人は大体やらないですし、うまくいかない人の共通パターンですよね。
判断材料も必要だと思いますので、このレバリエイト無料講座をご覧いただいて本当のメールマー
ケティングがどのようなものなのかを知っていただければと思います。

今までのところで取り巻く環境や自己紹介を含めて色々話をさせていただきましたが、そろそろ
具体的な話も聞きたいという声も聞こえてきそうですのでレバリエイトの具体的なステップのお話
をお願いできますでしょうか。

ともさん：
具体的なステップの話に入っていきます。
レバリエイトは3ステップがあります。
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1つ目のステップが情報発信用のレバリエイトマップを作る。
2つ目がサイトマップを元に無料で読者を集める。
3つ目がノウハウマップとセールスマップを元にメールを書いて商品をセールスするという3ステッ
プになります。

松井：
レバリエイトの3ステップは凄くシンプルになりますが、今新しい3種類のマップという言葉が出
てきたと思いますが、サイトマップ、ノウハウマップ、セールスマップという3つが出てきました
が、ともさん自身もこの3つのマップを使われていますか？

ともさん：
はい、使っていますし、実践者の方も同じように使ってやられています。

松井：
それで先ほどもご説明していただいたような実績がしっかり出ていると。
再現性が高くなっているということですね。
ご覧いただいている方はこのマップのところを詳しく知りたいと、そこがレバリエイトの核の部
分というべきところですので気になると思いますが、長くなってきてしまったので具体的な3ステッ
プがこの3つというところと、マップという考え方があってその3種類が大事なポイントになって
くるというところまでご理解いただいて、このマップの説明は次回詳しく…

ともさん：
詳しく話をしていこうと思っています。

松井：
マップを使いこなしていただくことでしっかりこのレバリエイトをマスターできる方へ近づいてい
きますので、次回その辺りもしっかりお伝えしますので楽しみにしていただけたらと思います。
繰り返しにはなりますが、このレバリエイトはまだメルマガを取り組んでいなくて、現在プラット
ホームに依存していて将来不安だから自分で収入を得る力をつけたいという方ももちろんですし、
もう取り組んでいるけどまだ結果が出ていない方や、自社商品、サービスをお持ちの方もメール
を使って売り上げに繋げる方であれば誰しもメリット享受できる方法になりますので、次回はど
んどん具体的な話になっていきますので是非楽しみにしていただければと思います。

長くなってしまいましたので、一旦1話目はこの辺りで終わりにしようと思いますが、メルマガで
ともさんとして改めて最後に伝えたいことがあれば。

ともさん：
細いことはこれからゆっくり話していこうと思っていますが、結局メールマーケティング、メルマ
ガと言って難しいと思っている方がいるかとは思いますが、ビジネスをやる上で市場に存在する
のは買い手か売り手しかいない訳なので、売り手が買い手に物を売るからこそ報酬が得られて世
の中が回る。
買い手と売り手しかない中で売り手にならないとビジネスは報酬が得られないんです。
買い手はお金を払うだけなので。
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そこで売り手になる方法は、Webでいうとメルマガしかないのかなと思います。
結局サイトで物を売るにしても、待っていて物が売れる待ちの体勢になってしまうので、自分から
紹介して物を売っていくのはメルマガしかなくて、ビジネスをやりたいのであれば早くそっち側に
回らないと成り立たないと思います。
難しいとか色々あるとは思いますが、やった方が絶対に良いものではあるので是非今後も無料講
座を見てやりたいと思っていただける方が増えることを祈って1話目を終わりたいと思います。

松井：
今回冒頭でもお伝えしましたが、最初にしっかりお伝えしたいことがありましたので長くなりま
したが、次回2話目3話目とより重要なことを具体的に尚且つコンパクトにお伝えしていければと
考えてますので、是非2話目以降もご期待いただければと思います。
以上で第1話目を終わりとさせていただきますが、動画をご覧いただいてコメントを下の方にいた
だけると非常に嬉しく思います。
プレゼントも用意させていただいておりますので、動画を見てしっかりご自身でアウトプットして
いただくことと、尚且つ特典ももらっていただいて次に繋げていくことで今後も続けていければ
と思いますので宜しくお願い致します。
それではレバリエイト無料講座第1話目をこれで終わりにしたいと思います。
ご静聴いただきましてありがとうございました。

松井：
こんにちは。
株式会社Catch the Webの松井と申します。
今回の無料講座では超少数の見込み客でもレバレッジを効かせて報酬を最大化させるレバリエイ
トについてお伝えをしていきます。
今回はレバリエイトの創始者というか考案者というかレバリエイトマスターというべきか、こちら
にいらっしゃるともさんと一緒に無料講座をお届けしていきたいと思います。
宜しくお願い致します。

ともさん：
宜しくお願いします。

松井：
いつもともさんと呼ばせてもらっていますので、この講座の中でもともさんと呼ばせていただけ
ればと思います。
ともさんは超少数の見込み客でも、今日は顔出しはしていますが普段は顔出しなしで年収でいう
と3千万円くらい、売り上げでいえば当然もっとあるのですが、そのくらいの報酬を手にされてい
るということでよろしいですか？

ともさん：
はい。
初めての方もいるので自己紹介を。
ともさんと申します。

Copyright © 2018 Catch the Web All Rights Reserved.



今は自分でレバリエイトを実践しながらもそれを教えるということもしています。
今回は無料講座で松井さんと一緒にお届けしていきたいと思いますので宜しくお願い致します。

松井：
（笑）
これは私なのですが実はともさんのレバリエイトの無料講座も今回が2回目になりまして、前回が
2016年の6月くらいですので約1年弱前くらいですが、その時にともさんとレバリエイトを具体的
に実践する講座もやっておりまして、今回が2回目になります。

自分自身これが約1年半前の自分なのですが、体重も15キロくらい変わりまして自分も生まれ変
わって尚且つレバリエイトの具体的に実践する講座の塾生さんに関しても、レバリエイトを実践す
ることで報酬が10倍20倍30倍と物凄く大きな金額を得る方も現れたり、自分も会員さんも生ま
れ変わって、ともさんはますますご自身の実践されているところは継続してメルマガをやってらっ
しゃるのですが、人に伝えるということをやってどんどん進化されています。

物凄く沢山の成功事例が出ておりまして、再現性の高いノウハウなので具体的に実践された方の
事例も踏まえてより具体的に、尚且つ詳しいところをお伝えしていけると思いますので、是非楽し
みにしていただければと思います。

今回のレバリエイト無料講座は全4回の講座になっていますが、最後にはレバリエイトを具体的に
実践する講座の募集もさせて頂きますので是非楽しみにご覧いただければと思います。
各講座の中でできるだけ無駄を省いてシンプルに重要なところをお伝えしていきたいと思います
が、特に1話目はしっかりお伝えしないといけないところが沢山ありますので、時間的にも長くなっ
てしまうと思いますが、全て重要なことですし、しっかりご理解いただきたいところなのでその
点だけご理解いただければと思います。
徐々に2話目3話目にいくにつれて、より具体的なところをコンパクトにより深くお伝えできれば
と思いますので、ともさん宜しくお願い致します。
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