
再配布用

ここがわかれば今年の加速は間違い無しっ！

ほとんどの方が間違っているココにそろそろ気付いて

気持ちよい作業のスタートを切れる大吉ＰＤＦ



お約束
今回お受け取り頂きましたこちらの

ここがわかれば今年の加速は間違い無しっ！

ほとんどの方が間違っているココにそろそろ気付いて

気持ちよい作業のスタートを切れる大吉ＰＤＦ

は、ごくごく限られた超特別な方だけが再配布できる権利を持っている

限定品のレポートになります。

なので私から直接この「再配布用」のレポートを受け取られた方以外は

再配布できませんのでお気をつけ下さいね



こんにちは

小雪です

突然なんですけどね。

ちょっと聞いていただきたい話があるんですがその前に

今、あなたの頭の中に思い浮かぶ

「イケメン芸能人を３人あげるとしたら？」と聞かれたら

あなたは誰を思い浮かべますか？

歌手でも、俳優さんでも、なんでもいいんですが

「イケメン芸能人」としてパッと思い浮かぶのは誰と誰と誰ですか？



そう。

今、この質問をした際に

たぶん８割以上の方が頭に思い浮かべた３人の中に

ほぼ必ず入っているであろうその

「イケメン芸能人」さん

（イケメン芸能人・・・ちょっと今ここで名前を書くのは

　さすがにまずいので仮名で「たろうさん」としますね）

その「たろうさん」の大大大ファンの

「ひかるちゃん（仮名）」って子がいましてですね。

この「ひかるちゃん」。

学生時代はずっとその

「たろうさん」がライブをすれば日本全国を追っかけまわし、

「たろうさん」がドラマに出れば当然DVDBOXを買い、

「たろうさん」が写真集を出せば当然３冊買い。

もう、「たろうさん」が好きで好きで、

とにかく全力で応援をしまくっていたんですね。



そして月日は流れ、そんな「ひかるちゃん」も

進路を考える時期になりました。

そう。

今まではバイト代など全てを注ぎ込んで・・・というか

全てを注ぎ込む為にバイトをしているような状態だったひかるちゃん。

当然、ライブがあればバイトは休み

ツアーが始まればバイトを辞めてまでおっかけ。

でも、社会人になればそうはいかないですよね？

「ライブだから仕事休みます！」とも言えないし

「全国ツアーについて回ります！」と言って有給が取れまくれるほど

会社って甘いもんじゃないだろうな～

ってくらいは呑気なひかるちゃんにだってわかります。

困った・・・どうしよう・・・・

あ。

間違ってはダメなんだけど、

ひかるちゃん、確かに「たろうさん」の大ファンなんだけど

でも、彼氏は彼氏でちゃんといて、結婚も意識していたので



「たろうさんのお嫁さんになりたい！！！」とか

　そういう感情ではなく

どちらかと言えば、辛い時とかに「たろうさん」の

　曲を聴いたりドラマを見たりで励まされた事が何回もあったとかで

「たろうさんを応援したい」という気持ちが強いような・・・

そんな感じだったようなんですけどね。

でも、就職をしたらもう、今までのようにたろうさんを精一杯

応援し続ける事ができなくなってしまうかも・・・・

と、ひかるちゃんはすごく悩みました。

ってまあ、この程度の話はそんなに珍しい話でもなく

「あるあるネタ」というか、多かれ少なかれ「誰かのファン」って

こういう気持ちになったり、こういう状況になったりって場面が

この「ひかるちゃん」に限らずあるんだろうなとは思うんですけどね。

今で言えばAKBの総選挙で CDをたくさん買うファンの人とかね

きっとそんな感じですよね。

でも、この「ひかるちゃん」はそこからがちょっと違ったんですね。



今のままでは、今後「たろうさん」の応援が思うように

できなくなってしまう。

普通に就職をしたんじゃお給料もそんなに稼げないし

休みも取れないし、こうやって人は徐々に子供から大人になって

「ふっ・・・昔は私も結構無茶したもんなんだけど・・・」と

遠い目をして語るくらいしか出来なくなってしまう・・・

それは絶対に嫌だ！

そう思ったひかるちゃん。

なんと・・・・

その後、

とある事を徹底的に調べだしたんですね。

色々調べて、その為に勉強もして努力して

なんとかコネも作って・・・

そう。

この「ひかるちゃん」、今、あの「たろうさん」の付き人やってます



　　就職したら応援する休みもお金ももう無理だ・・・

そう思ったひかるちゃんは、「じゃあどうしたら？」を

超現実的に考えて一つ一つの解決策をきちんと計算して計画し、

今はなんと「お金」を得ながら正々堂々と「たろうさん」の

一番近くと言っても良いくらいの立場できちんと応援して支えている。

これを「仕事」にしてしまったんです。

これ、すごくないですか？
絵に描いたようなというか

少女マンガ・・・なら「付き人」ではなく

「お嫁さん」になるんだろうけど・・（笑

ちょっとやそっとの芸人さんとかではなく

「イケメン芸能人と言えば」と聞かれれば

多くの方が思い浮かべるという

そのくらいのレベルの大物さんの超側近になっちゃったんですよ？

いや～　成せば成るってこういう事を言うんでしょうかね（笑



で
私、この話を思い出す度にいつも思うんだけど。

確かにね

ファンっていいですよね。

無償の愛を贈るというか、見返りを求めず応援したり

誰かを応援するってなんか楽しいですね。

自分の事より応援したい「誰か」が居るって凄いですよね。

でも、そこをグイッと発想の転換で

CDを買ったり、ライブに行ったり、ツアーを追いかけて回っり・・

という「応援」ではなく

「応援して支えること」を仕事にしちゃうというこの発想の転換。

ひかるちゃんの中でたぶん色々考えた結果として

「そうだ！同じ会社に入って付き人とかになればいいんだ・・」

と思って、その為に自分の努力の方向性をくるっと変えてみた

「分岐点」

があったんでしょうね。



で、ついつい私は思う訳ですよ。

今ね。

今というか、ずっとだけどね。

「アフィリで稼げるようになる事が夢です！」とか

「アフィリ稼いであんな事やこんな事を・・！」とかね。

なのに売り上げも出ないで何ヶ月も何年も・・・・

もう「見返り」すら求めず延々と同じ事を繰り返して

なんとなくブログを更新してみたり、

なんとなく教材を買ってみたり・・

の

「アフィリエイトのファン」みたいな人が

すごくたくさん居るでしょ？

そう

「アフィリエイターのファン」とかじゃなく

まるで「アフィリエイトのファン」みたいな方ね。



　　報酬も無いのに何故かこの業界にだけはずっと関わっていて

色々な情報だけは人一倍知っている耳年増で

新たなファンにはちょっと上から目線で

「ふふふ・・・まだまだね・・」と思ってみたりで

何故かそれがなんとなく・・・

居心地がよくなってしまっているような。

まるで

「アフィリで稼げるようになる事が夢です！」とか

「アフィリ稼いであんな事やこんな事を・・！」とか

が

「大島ゆうこちゃんと結婚できたら・・・」とか

「亀梨君とデートできたら・・」とか

そういう感じの「夢みたいな出来事」となってしまっているような。

「まゆゆのファン」として「見返りも求めず応援したい！」

ってな感じと同じように

「ただのファン」として「この業界を応援したい」

とかならいいんですよ・・・？

でも、そんな奇特な方いないはずですよね？



ね。
この仕事で結果を出そうと思ったら

「ただのファン」みたいな行動をしててもどうにもならないんですよ。

ある日をきっかけに「ひかるちゃん」と同じように

現実を見て、その現実を向き合って

「じゃあどうすればいいんだろう？」を

気持ち悪くなるほど具体的に考えてゴールまでの道筋を

徹底的に計算していかないと結果なんて出ないですよね？

だから私、いつもメルマガなどでも超しつこいくらい

→　アフィリエイトの作業の目安

の話をしたりするんだけど。

で、個別サポートなどでもこの辺りの話を結構するんだけど。

その手の話をしてもね、

もう、ほんと、ほとんどの方が必ずその後

「読みました！」で、

http://koyuki-afiri.com/rise/c/00299.html


「自分なりに計算してみてダメだなってわかりました」

とか

「自分の場合で計算したらとんでもない数字になったので・・・」

とか

私に言われるまでこういう事を

「考えた事も無かった」とかだったり、

そしてじゃあ・・・とせっかく考える機会を作ったとしても

なんとなく自分なりにチャチャッと計算して

「あーー難しいなーー」とか

「わーーー大変だなーー」とか

ってトコまでで終わって

「ま！なんとかなるか！」とか

「やるしかないしな」とかで

すごーーーーーーーーーく適当に自分に都合よく解釈して

まるで「無かった事」みたいにしちゃうんですよね。



「溝端淳平君とデートできたら夜景を一緒に見て・・・・」

とか

「石原さとみちゃんと二人っきりになったら何話そう・・・」

とかベッドであれこれ考えてニヤニヤしてそして疲れて

「まあ、現実にそうなる訳じゃないしなね」で終わる妄想と同じ感覚。

もうね

それじゃ稼げる訳ないですよね。

だって、目指すべき道のゴールすらわからないのに

「こっちの道でいいのかな・・・」

「まあ走っていればそのうち着くっしょ！」

って感じで無駄に妄想で走り回って

余計な体力だけ消費している状態なんですからね。



そういう方がよく言います

「頑張っているつもりなんですが何故か結果が出なくて・・・」

と。

何故かって・・・ねえ。

お花畑で釣竿垂らして

「２年も頑張っているのに魚が釣れません・・」

みたいなね。

　「そ・・そっか。釣れたらいいね～♪」

としか言えないですよね。



だから「今」

このレポートを読んでくれている方の中でも多くの方はこの時期に

【今年はアフィリエイトで○万円稼ぐぞ！】とか

【アフィリエイトで稼いで会社を辞めるぞ！】とか

【アフィリで稼げたら○○を買うぞ！！！】とか

その程度の事は思ってみたり、

もう少し頑張る方だと

「その為にブログをいくつ作ろう」とか

「その為にメルマガを発行する準備をしよう！」とか

そういう作業の目標を立てたりもされているかもですが。

でも、こんなのは

「綾瀬はるかの出る番組は全部見るぞ！！」とか

「西野カナのライブに行く時、何着ていこう・・・」

とか程度の「ファン」としての計画と

ほぼ変わらないですからね



ファンの状態ではなく

きちんと「ひかるちゃん」のように現実を見て

自分の将来を決める為の計画や目標となれば

もっと具体的に自分が何をどう頑張らなきゃいけないのかを

嫌というくらい考え抜かなきゃ見えてくる訳無いですよね。

例えばですけどね

今このＰＤＦを読んで下さっている方はほぼ全員こちらの

→　小雪が脱いだ

のレポートは読んで下さっていると思うんだけど。

このレポートを読んでよく

「すごい作業量ですね！」とか

「こんなに頑張っったんですね！」とかの感想頂くんだけど・・・

見て欲しいのはそんな部分ではないし、

その感想はおかしいと思うんですよね。

結果を出す為にいかに無駄な事をしないで

「何を今するべきなのか」を考えて「私なりの最低限の作業量」

を考えてやった結果があれですから・・・・ね。

http://koyuki-afiri.com/rise/c/00055.html


アフィリスタート半年で独立した訳ですから

作業量で見たらアフィリ暦２年とか３年の人の方が

トータルしたら絶対多いでしょうし、

私以上に作業はしてるのに結果が出ていない方も多いと思います

「すごい作業量」ではなく、

「あの程度の作業量」で済んだのは無駄な事をしなかったからです。

たまに

「アフィリ暦２年の初心者なんですが・・」とか

「アフィリ暦７年で売り上げの無いままで・・」

とかのメールを頂きますが

もう、これは完全に「アフィリエイトのファン」ですよね。

ファンでもない限り、結果も出ない（見返りも無い）状態で

そんなに続けられる訳ないですよね

私なら３ヶ月死ぬ気でやって売り上げ 0ならきっと

とっくに飽きて辞めていると思います

そうなりたくないから「何をどうしたらいいのか？」

を徹底的に考えて「答え」を出さなきゃだと思うんですよね。



結果が出なきゃ「仕事」じゃないですしね。

その「結果」を出すにはどうしたらいいか？

そこを考える事を放棄するって事は

「雇われて働く」しか無いって事ですし。

とにかく手を動かせ！とか

一生懸命やれば結果は後からついてくる！！

とかも「一理」はあると思いますが

それはその作業の先がきちんと「ゴール」に繋がっていればこそで

間違ったやり方や、ゴールの無い作業をしていれば

一生懸命やろうが、ガムシャラにやろうが

「無駄な努力」と「無駄な時間」

を積み重ねるだけで

「いつか売れればいいな」で気付けば早数年・・・とか

なっちゃうから。



という事で

今回、この PDFを手にされたという事は

何かしら新しい教材などの購入をされて

今、「今後の計画や目標」を立てたという方も多いと思います。

だからこそのこの「今」

もう一度改めて

「あなたの立てたその目標や計画はただのファンレベルではないですか？」

そこを考えてみて見つめなおしてみてください。

ここをきちんと考えるか・考えないか・・・

の「差」が

一年後の今頃の状況を雲泥の差にする「分岐点」になる「場合」

もあるんじゃないかなと。

来年の今頃、熱狂的なアフィリエイトのファンに

なってしまっていないように・・・・・・・と、

お互いにとってここからの一年が素晴らしい加速の

一年になるように心から祈ってかなり愛情込めて

このレポートを今１月２日ＰＭ２３時５６分に書いています（笑



という事で

このレポートが何かしらのお役に立てて頂けましたら幸いです

最後まで読んで下さってれてありがとうございました

それではまたっ！

　　　小雪のブログ

　　　小雪のメルマガ

　　　小雪へのお問い合わせフォーム

http://koyuki-afiri.com/
http://koyuki-afiri.com/rise/c/00010.html
http://www.koyuki-ok.info/


あ！！
もし、今回のレポートが何かしらであなた様の

お役に立てて頂けたようであれば

　　　　　　感想メールなど頂けると私、とっても喜びます

　　　もし良かったらですが・・・

　　　こちらにご意見・感想受付専用の

　　　メールフォームを用意してありますので。。。

→　感想メールを小雪に送るフォーム

　　一言でも感想など頂ければ私はとても嬉しいです♪

http://koyuki-afiri.com/energy/


素晴らしい一年になりますように♪

　　　　　　　　　　　　　　　小雪


