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アフィリエイト＆２ティア制度のご説明資料 
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＜ご注意点＞ 
 

2018/2/3～2018/5/初旬まで、【1 万円 LP】という登録ページのご紹介キャンペーンにおい

て、「メールアドレス登録 1 件 1 万円＋お試し 0 円登録で 3 万円の基礎報酬」というキャン

ペーンを行っていましたが、【1 万円 LP】は、2018/5/1～個人事業主型という報酬体系に

変わっています。 

 

『個人事業主型』制度について詳しくは、１件最大 30 万円を実現する個人事業主制度 

https://f.zbp.jp/mc/file/pdf/20180501aff_keiei.pdf 

をご覧ください。 

 

本資料は、2018/5/15 に更新されました。本来は 2018/5/2 の段階で更新したかったのです

が、アフィリエイト報酬支払いを優先する中で更新が遅れました。お詫びします。 

 

 

さて、2018 年 2 月～4 月の【セミナーLP】と、現在も続く【セミナーLP】には、【承認率】

という概念が存在します。 

 

【承認率】とは、弊社は全ての登録を認める訳ではなく、顧客リストの質や、売上などの

貢献度を判定して報酬単価に傾斜を付ける制度です。 

 

【セミナーLP】においては 2017 年 10 月以降に導入し、高い【平均承認率】を保ってきま

した。【平均承認率】とは、個人に適用される【承認率】ではなく、アフィリエイター全員

の承認率を単純平均したものです。例えば、承認率 50％・70％・90％というアフィリエイ

ターの平均承認率は 70％です。セミナーLP においては 5 ヶ月間運用し、高い平均承認率

になることから、過去の平均承認率推移と共に 2018 年 2 月より、【1 万円 LP】という別の

入り口でも、同種のキャンペーン(但しメールアドレス 1 件あたり最大 4 万円)を展開しま

した。 

 

結果として、【承認率】には、２つの問題がありました。 

 

１．【承認率】の存在そのものが知られていない 

※隠していた訳では無いが、存在とリスクについてより明確化すべきだった 

 

２．【承認率】は顧客の質によらず、高い数値が達成されるという誤解があった 

 

この件により、2018 年 2 月度～4 月度のアフィリエイト報酬は、高い報酬を獲得する方が

いる一方、そうではない方もいました。現在これらの方とは対話により解決を試みていま

す。 

 

そのため【承認率】の存在についてより周知徹底し、期待と報酬のずれを無くす努力を続

けます。尚、本資料は、ことさらに本キャンペーンの報酬の高さをアピールしたいのでは

なく、アフィリエイトと２ティア制度そのものの解説を主眼としています。 

https://f.zbp.jp/mc/file/pdf/20180501aff_keiei.pdf
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＜アフィリエイトに関するリスク説明＞ 
※2018/5/15 に作成しました。 

※全てのリスクが網羅できていない可能性もあるので、詳細はアフィリエイトセンターの

利用規約 https://affiliate.kato-premium.com/info/rule を参照してください。 

※弊社のアフィリエイト活動は、誰でも・いつでも行える訳ではなく、いわば、弊社が間

接的に雇っている(紹介を委託)している営業の代理人のようなものです。弊社の代理人であ

る自覚と責任を持って紹介活動を行えない方には、ご紹介活動そのものをご遠慮頂きます。 

 

【セミナーLP】※起業家属性にピッタリです 

●１件最大 7,000 円(2018 年 1 月度～一時的に最大承認率を 143％、全アフィリエイター

平均は 2018 年 4 月末で 102％)ですが、今後の承認率を保証するものではありません。 
 

●最低登録件数が５件です。４件以下の場合５件に達するまで翌月に持ち越されます 
 

●報酬は、「１件あたり 7,000 円×承認率」がかかります。場合により保留(活動不十分の

ため支払いが行われない)・０％になるリスクがあります。 
 

●承認率は最初は安定しないかもしれませんが、続けると安定する傾向があります。但し

毎月の承認率を保証するものではありません。詳細は、アフィリエイトセンター内に報酬

単価ランキングなどを公開していますので、参照してください。 
 

●広告費をかけると赤字になる場合がありますが、赤字補填などはしません 
 

●弊社独自で顧客の質を判定しています。これまでのアフィリエイターさんの努力で承認

率は非常に高く保たれていますが、特に新参のアフィリエイターさんが混じってくると今

後の承認率は分かりません。 
 

●セミナーLP の紹介において「1 万円が貰える」という言及を固く禁止します。1 万円だ

けを取るように誘導した場合はアカウント凍結＆未払いのアフィリエイト報酬を含めて全

て没収します。 

 

【１万円 LP(個人事業主型)】※さまざまな属性を呼び込みます 

※2018 年 5 月 1 日以降の【1 万円 LP】の登録は、全て『個人事業主型』となります。 

本制度について詳しくは、１件最大 30 万円を実現する個人事業主制度 

https://f.zbp.jp/mc/file/pdf/20180501aff_keiei.pdf 

をご覧ください。 
 

●個人事業主型の LP は、認定されたアフィリエイターのみ活動できます。 

※条件：「（１）または（２）」及び（３） 

（１）自分自身が、1 万円 LP から同一メールアドレスで登録→起業センス→お試し 0 円登

録→初月課金(3 万円、但し奨励金も最低 2 万円貰えるので実質 0～1 万円)をしている 

（２）2018 年 2 月以降 1 万円 LP において有料移行ユーザー数が 1 である 

（３）当社が活動継続を認めている(容認している)アカウントであり、赤字幅が当社の想定

内に収まっている(アカウントの赤字が続くと、紹介の停止などのリスクがあります。) 
 

●規約に違反した場合、アカウントの凍結や、報酬が支払われない場合があります。 

https://affiliate.kato-premium.com/info/rule
https://f.zbp.jp/mc/file/pdf/20180501aff_keiei.pdf
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ご紹介の内容・報酬発生の額・タイミング 

  
セミナーLP 

(特別編 LP) 

１万円 LP 

(4月 30日迄の登録全て) 

１万円 LP 

( 5月 1日以降の登録全て ) 

メールアドレス 

登録 1件 

7,000円 

(承認率 100％を超える事

あり。詳細は過去履歴参

照) ※最低登録件数５件 

10,000円 

※最低登録件数５件 

なし 

(何件あっても関係ありません) 

お試し０円 

登録 1件 

- 

(アカウント評価に加

える) 

30,000円 

なし 

(但し、アカウント評価に入れます。

赤字でも構いませんが、基本的にお

試し 0円ばかりで全然有料会員に移

行しないアカウントは評価が下がり

翌月の粗利配分率等に影響しま。) 

有料会員移行 

- 

(アカウント評価に加

える) 

- 

(アカウント評価に加える) 

ある月の登録全部のお試し 0円後 70

日以内の全ての売り上げに対し 

粗利４万円まで…100％ 

４万円を超えた分…規定の％ 

承認率 

あり 

(顧客の活動内容から

総合的に決定する。) 

あり 

(承認率 100％を超える事あり。

詳細は過去履歴参照) 

原則なし 

(売上の規定の％を配分) 

承認率／粗利

配分率の決定

タイミング 

『承認率』を 

振込の直前に決める 

(登録の翌々月末に

顧客の活動内容とア

カウント評価を総合的

に加味して決定) 

『承認率』を 

振込の直前に決める 

(登録の翌々月末に顧客の

活動内容とアカウント評価を

総合的に加味して決定) 

紹介を開始する前、原則、その

月の月初に、その月の粗利配分

率が決定され原則変更はない 

(原則、紹介開始の月の 5日頃まで

にアフィリエイトセンターで開示。

2018年 5月度は当月登録分 4万円

まで 100%、当月登録分 4万円超分

30%からスタート。以後登録月毎に

30%部分が変動) 

報酬振込 

登録発生の翌々月末 

(報酬増額を目的に 

1 ヶ月持越制度有) 

登録発生の翌々月末 

(報酬増額を目的に 

1 ヶ月持越制度有) 

登録発生の翌々月末までに振込があれ

ば一旦全額振込。以後追加売上があれ

ば翌月以降も追加振込(別の月と合算) 

注記事項 

単価×登録件数×承認率

と、従来の意味での無料オフ

ァーですが、やはり有料会員

に移行しそうな顧客かどう

か、実際に移行したかは厳

密に見ます。紹介記事が分

かるブログ等の URL も目視

チェックしますので必須です。 

リストの質がいかなるものでも、承認率

が上位の方と同じになるとの誤認(そ

れはオプトインアフィリではなく自己ア

フィリです。オプトインアフィリは必ず承

認率を伴います。また単価相場は

200-2000円です)。またリストの質が荒

れた際に紹介側が紹介の工夫を試行

錯誤するプロセスも必要であり、より透

明性が担保できる右記に形態をシフト 

全ての売り上げがダイレクトに報酬に反映さ

れるので、機会損失が無い。 

全ての活動が透明化されており、価値提供

を弊社が、広告活動とサポートを紹介者が

行う事で完全に分業でき、非常に透明性が

高い。配分率が各月ごとに最初に決まって

おり、承認率待ちで、何％になるか、やきも

きすることも少ない。アカウント赤字幅拡大

にだけ注意。 
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今回ご紹介いただくキャンペーンの 

「入り口」ページ(登録ページ)【仮】 

 
 

 

 

今回のキャンペーンは、 

入り口が違うだけで、 

最終的にご紹介するのは 

上場企業(ドクターシーラボ)の 

元社長の池本さんも推薦＆監修

を務めていただいている、 

オンライン起業家・経営者の 

育成スクールです 

(１ヶ月無料お試しあり) 
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キャンペーン参加者が無料で 

もらえる【８つ】のプレゼント 
 

登録者(お客様)が今回のキャンペーに 

登録するともらえる 8 つのプレゼント 

■１：仮想通貨リップルまたは現金１万円(セミナー視聴者全員) 

リップルは簡単にいうと、銀行間の国際送金のために作られた仮想

通貨です。 

すでに、世界の大手銀行や、日本でも三菱東京UFJ銀行やSBIホー

ルディングスは、将来的にリップルネットワークを使うことを表明してい

ます。 

もしリップルが世界経済の国際送金で使われるようになれば、リップ

ルの価格は現在の数十倍の価格になることは間違いありません。（も

しかしたら、プレゼントした１万円のリップルが５年後には、100万円

になっていることも･･･）加藤将太は、仮想通貨の未来を予想していま

す。 

■２：抽選で毎月 1名様世界旅行一周または、現金 100万円  

抽選で１名様に、世界旅行一周をプレゼントします。 

アメリカの大自然、砂漠の夜の満天の星空、ヨーロッパ

の美しい街並みなど、日本では味わえない絶景の数々

をご堪能ください。 

また、世界一周は、思い出づくりだけではなく、日本で

植え付けられた「価値観」や「常識」を破壊することも醍

醐味の一つです。プレゼントするセミナー映像を見なが

ら今までの「価値観」や「常識」を破壊しまくってください 

 

■３：抽選で毎月 10名様新型MacBookまたは、現金 10万円  

抽選で 10名様に、新型MacBookをプレゼントしま

す。1kgを切る軽さと、わずか 13mmという薄さ、バッ

テリーも９時間持続するので、外出時でも簡単に持ち

運びできます。新型の MacBookを手に入れて、お洒

落なビジネスライフを満喫しましょう。 

尚発表はサポートサイト上でお試し登録時のパーソナ

ルアカウントに紐付けて行いますので誰が当たったか

毎月一覧で追跡できるよう透明性を確保します(世界

一周も同様)。尚毎月当たります。 
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※カラーはご希望があればお選びいただけますが、発送は国内のみとさせていただきます。 

 

■４：仮想(デジタル)通貨セミナー[完全版]（約 11時間）  

最先端の仮想(デジタル)通貨の知識を"無料"で学ぶ

ことができます。 

あなたが現在、仮想(デジタル)通貨初心者であっても、

最短 1日で仮想通貨のプロに比肩する程度の知識を

得ることができます。これだけの情報量を網羅したセミ

ナーは日本初（もしかしたら世界初かも？）だと思いま

す。 

ブロックチェーンの成り立ちから、コンセンサスアルゴリ

ズムなど、仮想通貨には欠かせない知識はもちろんのこと、仮想(デジタル)通貨銘柄の選び方や、こ

れから値上がりするであろう仮想通貨の銘柄やその根拠、そして、これから訪れる未来について解説

しています。 

第５章の「仮想(デジタル)通貨の真の用途は人工知能が人類に課金することだ」は、"一見の価値あ

り"です。 

＜Tips：仮想通貨迷惑メール判定について＞ 

※メルマガで仮想通貨と書くと迷惑メール入りするため、仮想(デジタル)通貨と書くことがオススメです 

 

※同じく、「無料」という単語は迷惑メール入りするため、「無償」または「0円」と書くことがオススメです 

 

※その他、タイトルに「キャンペーン」と入れると Gmailで「プロモーション」タブに分類されることがあ

るため、大量にメール配信する際は必ず自分で Gmailアドレスにテスト送信してみることが必要です 

 

※Gmailに到達チェックをするには、新規Gmailアカウント作成→「開封」も「迷惑メールから救い出

す」こともせず、ただ到達チェックをするのがオススメです(開封・返信や迷惑メールから解除するとパ

ーソナライズされて通常の挙動とは違う挙動をすることがあります)。思わず開封したらまた作り直し

(笑)。 

■５：スーパー魅力的人生セミナー（約 16時間半）  

スーパー魅力的人生セミナーとは、誰でも人生を楽しく豊か

に送れるようになってもらうことを目的として開催されたセミ

ナーです。セミナーの概要は、 

第０章：コピーライティングにも応用できる人間心理・男女の

理解へ応用できる人生フレームワーク等(ﾋﾞｼﾞﾈｽ) 

第１章：新規の異性にモテる方法(恋愛) 

第２章：付き合った異性にフられない＆結婚の方法(結婚) 

第３章：家庭関係及び親子関係を良好にする術(家庭) 

第４章：スパルタ教育なしに子供が天才になる方法(子育て) このセミナーを見る前と見た後では、あ

なたの見ていた世界（景色）が変わることは間違いありません。また、このセミナーは一見、ビジネスと
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は関係のないセミナーに見えますが、次世代起業家育成セミナーと一緒に見ることで、実は、高度なビ

ジネスセミナーであることにも気付くかもしれません。 

■６：次世代起業家育成セミナー[特別編]（約 12時間）  

起業に興味がある、あるいは既に経営しているなど、

すべての方を対象とした初心者向けのセミナーです。 

起業初心者は、起業に欠かせない知識が身に付き、経

営している人は、時短起業（システム化）というコンセプ

トを知ることで、今の事業に応用できるアイディアを、必

ず何かひとつ以上得られると思います。 

これから、副業・本業など、規模に関わらず、何らかの

形で「起業・経営」を考えているあなたに、起業・経営に

関する疑問点を解決し、成功するための最初の１歩の知識を授けるセミナーとなっています。 

起業家・経営者はもちろんのこと、サラリーマン、学生の方であっても学びの多いセミナーであることは

保証します。その１セミナーを見る前にどうぞ。 

 

■７：次世代起業家育成セミナーその１（約 7時間半）  

１億円事業を創るための基本セミナー。 

事業を構造化し、システム化を組み込む事で、暇になり

ながらも売上を 10倍にする方法を示した画期的なセミ

ナー。 

実際にセミナー来場者の事業を構造化し、その場で１

億円事業を創り上げた手腕に多くの経営者や医者など

の専門職から、コンサル依頼が殺到したほど。 

加藤将太が提唱する時短起業というのは、「システム化」のことですが、これはシステム化の基本をよ

り深く覚えるためのセミナーです。次世代起業家の入り口へようこそ！ 

 

■８：７分でできる起業センス測定～あなたの起業センスはいく

ら？成功した先輩方と比べてみよう～（5,400円相当）  
あなたの「起業センス」「行動力」「メンタルヘルス」を

数値化。今回のセミナーを見るに際してオススメの、

効果的な学習法をアドバイスするのに用います。 

そのため、最初に測定していただきます。 

ビジネスに成功した諸先輩方と数値比較し、セミナーを

見る上で、有益なアドバイスが得られます。 

行動力や、メンタルヘルス等もついでに測定可能です。 

(測定はメールアドレス以外の個人情報を収集しません。心配なら偽名でご登録ください)。・・・その他多数

以上、スクールの宣伝のためにお配りしている８つのプレゼント(全て無料) 
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■アフィリエイトとは？２ティアとは？ 

 

(以下、メルマガから抜粋、一部内容に合わせて改変) 

 

いきなり紹介を受けてびっくりしていますよね f^^; 

 

無理もありません。 

これは法に触れる案件ではないし、これを読んでいるあなたに、何かの請求も発生しないのでご安心ください。 

 

紹介してくれた人も、悪意があって紹介した訳ではありません！ 

 

この PDF では、それをご説明しますね。 

 

→アフィリエイトとはズバリ、「紹介」という意味です。 

アフィリエイターは「紹介者」です。 

 

僕は、次のページのような『オンラインスクール』を運営しています。 

 

今回、このオンラインスクールを、 

あなたが気に入った方に紹介していただければ、と思います。 

 

と言っても、 

 

『いきなり見ず知らずの人のオンラインスクールを紹介しろとか言われても無理(ヾﾉ´д｀)㍉㍉』 

 

という感じだと思います。 

 

今はそれでいいです。 

 

僕はこのスクールの内容には、大変自信があって、興味がある人でれば、 

参加すると１００％満足してもらえる自信があります。 

 

しかし、当然、良く知らないスクールの紹介には誰も登録しないので、 

 

『登録してセミナーを見てくれたら 1 万円進呈するよ』とか、 

 

『51 時間分のセミナーや色んな特典をプレゼントするよ』とかで、 

 

色んな人に【スクールを０円でお試し】して欲しいのです。 

 

これは、ある見方をすれば、確かに、メリットだけ強調されて 
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『登録したら 1 万円もらえるらしい』とか、 
『紹介した人にも 1 万円、更にお試し登録者が発生したら 3 万円もらえるらしい』 

 

とか、知らない人が聞いたら怪しいようなキャンペーンになるのですが、 

 

(実は高額な報酬を払えるというのはそれだけ良い商品で良く売れるという 

商品が良くないとできない性質のものなので、逆に健全なのですが)、 

 

要はあなたに、どんな方法でも良いので、 

『セミナーをみたら 1 万円くれるってよ。興味あったら登録してみたら？』 

というような活動をして欲しいのです。 

 

 

■２ティアって何？…私に一体何が起こった？ 
 

ご質問したくなる意図は、分かります。 

 

アフィリエイトすら良く分からない状態で、 

いきなり２ティアとか言われても分からないと思います。 

 

２ティアとは『２段目の人』、という意味です。 

 

あなたが１番目、あなたを紹介した人は２番目です。 

(あなたが一番、紹介した人は二番と考えてください。 

実際報酬も紹介を直接する人つまりあなたが一番多いです) 

 

まず、アフィリエイトとは、 

何かの商品の宣伝の広告代理店のようなものであり、 

誰でも小規模な広告代理店になれる。 

 

Amazon や楽天もアフィリエイトをやっていて、 

アフィリエイターを募集しています。 

 

(但し大企業のため、強気で、報酬は安いです。 

売り上げの１％とか２％とか。 

僕は経営努力により、１５％以上を広告費にかけています。 

紹介料は多すぎても少なすぎてもダメです。 

多すぎるということは中身の無い商品であり、 

安すぎると紹介する側にメリットが少ないからです。 

ちなみに弊社の商品は口コミをメインで広げていただいてる関係上、 

(一般的に)Amazon や楽天よりは割が良いですよ。) 

 

さて、あなたに、宣伝を代行してもらうことで、 
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報酬が支払われる、という事をご説明しました。 

 

（紹介された側：セミナー見るだけで 1 万円、 

紹介した側：ご紹介メールアドレス１件につき 1 万円、 

更に、０円お試しスクールに登録が１人あるごとに更に 3 万円。 

詳細は下記の図を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、この右側の「アフィリエイター」を、 

「あなたが」連れてくるという制度、それが２ティアです。 

 

 

・・・難しいですよね f^^; 

 

あなたはアフィリエイターであり、 

アフィリエイターを連れてくるアフィリエイターでもあります。 

(別にアフィリエイターを連れてきてくれなくても、 

自分一人がアフィリエイターとして、登録者(お客様)に商品を紹介してもいいです。) 

あなたは、『キャンペーンの紹介ページ』 

 

この人(右側の人＝アフィリエイター) 

を、あなたが連れてくるという制度 

＝２ティア制度 
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キャンペーンの紹介ページ(１万円 LP) 

 

と、『アフィリエイター募集ページ』 

アフィリエイター募集ページ(２ティア募集ページ) 

 

という、２種類のページのご紹介権利があります。 
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(詳細はアフィリエイトセンターの中で。) 

 

もう一度言いますと、あなたは、 

 

『キャンペーンの紹介ページ(登録したら４つのセミナーと 1 万円進呈)』 

キャンペーンの紹介ページ(１万円 LP) 

 

というのと、 

 

『アフィリエイター募集ページ(２ティア募集ページ)』 

アフィリエイター募集ページ(２ティア募集ページ) 

 

 

の２種類のご紹介の権利があります。 

 

自分でキャンペーンの紹介ページに登録して、 

1 万円プレゼントを受け取ることもできます 

(但し自分で自分を紹介して、紹介報酬である 

１万円(最大４万円)を受け取る行為(セルフアフィリと言います)は不可)。 

 

 

『キャンペーンの紹介ページ(登録したら４つのセミナーと 1 万円進呈)』 

 

『アフィリエイター募集ページ(２ティア募集ページ)』 
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今回、『アフィリエイター募集！(アフィリエイターの募集ページ)』から、 

あなたのご紹介で新しいアフィリエイターが参加して、 

またその人がキャンペーンを紹介してくれると、 

あなたに、そのアフィリエイターが生涯発生させる 

全報酬の１５％が支払われます。 

 

 

 

わかりやすく言うと、 

 

例えば、あなたがご紹介してくれた 

アフィリエイターの人が 100 人紹介して、 

100 万円がその人に支払われるとします 

(実際には、承認率というのがあり、厳密に 100 万円ではないのですが簡略化)。 

 

で、そのアフィリエイターに、私は 100 万円をお支払いする訳ですが、 

その時に、そのアフィリエイターの紹介者であるあなたにも、 

15％の 15 万円を、お支払します。 

 

 

これが２ティア制度です。 

 

これら全ての、アフィリエイトの仕組みをわかりやすく図で説明すると、 

冒頭でもご紹介した、こちらの図になります。 

 

 

 



Copyright (C) 2018- Kokodeglobal Inc., All Rights Reserved. 

16 



Copyright (C) 2018- Kokodeglobal Inc., All Rights Reserved. 

17 

２ティア、と言うと、アムウェイとかの 

「MLM(マルチレベルマーケティング)(←これはまぁ詐欺じゃないです)」とか、 

「ねずみ講(←これは詐欺です)」 

と勘違いされがちなのですが、 

 

ねずみ講：無限に報酬が発生します(２段目、３段目、４段目・・・無限に続く) 

 

MLM(アムウェイ等)：一応、違法ではありませんが、２段目、３段目、４段目、５段目・・・くらいまであ

ります 

 

 

MLM だと、「ラインを育てる」とか「ものを売る」とか、 

何かと友達を失いがちなのですが、今回は全然違います。 

 

まず、アフィリエイト制度なので、 

普通に商品を紹介するだけです 

 

(まだ商品の事を良く知らないと思いますが、 

 

●商品＝起業家スクール(セミナーなどが見られます)、 

●キャンペーンの内容＝スクールのセミナーの一部を無償で見てもらうことと引き換えに、1 万円をあげる 

 

ということです。 

 

キャンペーンの内容を正しく理解しないと、 

あなた自身、半信半疑で商品を紹介することになり、 

詐欺？と質問された時に答えられなかったりするので 

ゆくゆくはちゃんと理解した方がいいですね)。 

 

で、２段目、３段目・・・・とかそういうことではなく、 

 

存在するのは、『２ティア(２段目)』の人だけです。 
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簡単に言うと、僕がアフィリエイターに 100 万円を払う時、 

実は 115 万円のお金を用意しています。 

(100 万円は大金なので、10 万円でも 1 万円でもいいですが、 

100 という単位が扱いやすいので仮に 100 万円としているだけです) 

 

で、アフィリエイターに 100 万円を払う時、 

「そのアフィリエイターの紹介者」がいれば、 

一緒に 15 万円を払うことにしています。 

 

この「アフィリエイターの紹介者」が２ティアです。 

 

・・・ややこしいですかね f^^; 

 

つまり、あなたは誰かの紹介された訳なので、 

あなた自身に 100 万円が払われる時、 

必ず僕が誰かに 15 万円を払う訳です。 

 

(ちなみに紹介者を省略して、115 万円全額を貰う事はできません。 

関係する２者以上の自分や仲間内で『相互に』２ティアを受け取る行為は禁止させていただいております。) 

 

ということで、僕が例えば、広告予算を 115 万円取っている時、 

 

その予算配分は、必ず、 

アフィリエイター：100 万円、 

アフィリエイターの紹介者：15 万円 
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となっています(アフィリエイターを自社で募集していた場合、 

紹介コードは 00002 となっています)。 

 

このコードを後でご紹介するアフィリエイトセンターに 

入力することで、あなた自身は 

「スーパーVIP」というアフィリエイターになり、 

少し早く優先的に紹介できたり、 

何より受取報酬が２倍(通常 5,000 円→1 万円)になります。 

 

つまり、あなたは、紹介者なしには１件１万円じゃなくて 

5,000 円しか貰えないのです。 

 

紹介者がいることで不利になることはありません 

(100 のうちの 15 は必ず紹介者に払うという【制度】なので。 

紹介者があなたを騙そうとしたとかそういうことは一切ありません。 

あなたは必ず誰かの紹介を受けないと 

スーパーVIP アフィリエイターにはなれません。) 

 

 

 

■ここまでのまとめ 
 

●アフィリエイトとは「紹介」という意味です。 

楽天アフィリエイトとか、Amazon アフィリエイトとか、 

大企業であってもネット系の会社はだいたいアフィリエイト制度があります。 

 

僕の場合は、小規模ではありますが、やはりネット系の会社なので、 

アフィリエイト制度を使っています。 

 

アフィリエイターとは、「紹介する人」のことであり、 

小規模な「広告代理店」みたいなものです。 

 

広告代理店なので、商品を売りたい人(僕)から、 

紹介料(＝アフィリエイト報酬)を受け取る権利を持っています。 

 

やり方ですが、後でご紹介するアフィリエイトセンターで、 

銀行口座を登録しておいて、後で紹介者がいた場合は、 

紹介の翌々月末日に振り込みを得ます 

(翌々月末払いはアフィリエイトでは普通にあることです)。 

 

※ちなみに紹介者有りで銀行口座を登録すると、 

VIP アフィリエイターまたはスーパーVIP アフィリエイターになれます。 
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VIP でもスーパーVIP でも、得られる報酬は同じ２倍ですが、 

スーパーVIP の方が早く紹介できるなどの特典があります。 

 

例えば 100 万円のアフィリエイト報酬を払う時、僕の会社は必ず 

【115 万円】の報酬を用意しており、紹介者に 100 万円、 

２ティアである、アフィリエイターの紹介者に 15 万円を払うので、 

アフィリエイターが損したとか得したとかはありません。 

 

必ず 100 万円を誰かに払う時、15 万円は誰かに払われます。 

 

これは MLM とかねずみ講(犯罪)とかとは違うものです。 

 

ねずみ講は無限に拡大を前提としており、しかも商品の実態がありません。 

 

そこで、 

 

◯お願い：無理な紹介をしない 

(特に、キャンペーンの直接紹介は良いのですが、 

２ティアの勧誘を積極的にやり過ぎると、詐欺とかうざいとか思う人がいるかもしれませんので、 

良く分からない人は『キャンペーン』の紹介をしてください。 

Twitter 等で有力なアフィリエイターに声をかけるというのも、 

全く面識が無い方にはよした方が良いでしょう(既に何度か声をかけられていたら尚更ウザい)。) 

 

尚、２ティアとしてあなたの紹介で登録したアフィリエイターがキャンペーンの LP に登録した場合、 

あなたに１万円(＋３万円)も発生します。 

 

紹介者(代理店)としての活動は、 

全て、「アフィリエイトセンター」で行えます。 

 

代理店としてアフィリエイトセンターを利用するのはずっとタダです 

(代理店に無料で提供しているシステムなので)。 

 

スーパーVIP として登録しても０円です。 

お金は取りません(代理店に０円で提供しているシステムなので)。 

 

また、あなたは、メールアドレスを登録しましたが、 

２ティアの紹介者に報酬とかは発生していないのでご安心ください。 

(セミナー視聴で 1 万円もらえるキャンペーに賛同し、登録したり、 

アフィリエイターとして活動した場合のみです。) 

 

以上がまとめです。ご精読、ありがとうございました。 

※これはアフィリエイトセンターの紹介資料です。メルマガから抜粋しました。 
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■よくある質問（FAQ） 

Q.1 銀行口座の登録方法は？ 

アフィリエイトセンターの右上メニューをクリック → “振込先登録”を選択 

キャンペンコード（5桁の英数字）をお持ちの方は、振込先登録ページの下方より、 

ご入力ください。キャンペンコードを入力しないと、スーパーVIPになりませんので、 

ご注意ください。 

 

Q.2 どのようにキャンペーンを紹介すればいいですか？ 

アフィリエイトセンターにあなた専用の URLがあり、それぞれ下記のようになっています。 

【登録ページ(1万円 LP)】        https://jisedai.me/alpcr/?a10=***** 

【アフィリエイター(2ティア)募集ページ】 https://jisedai.me/alpaf/?a10=***** 

【仮想通貨ブログ(上記の両方にバナーから誘導しており、そこから成約があれば上記からの登録と同じ)】 

https://thecryptocurrencyseminar.com/?a10=***** 

（*****の部分には、あなた専用のアフィリエイトコードというものが入っています。また、アフィリエイタ

ーを募集するのと、登録ページ(1万円 LP)を募集するのでは意味が違うので注意してください。） 

これらの URLのうち、目的のものを、アフィリエイトセンターでコピーして、それを知り合いに紹介してくだ

さい。メルマガの文例、LINE文例・Facebook文例・Twitter文例などを多数用意しています(一部文例はペー

ジ内でシェアボタンや送るボタンを押すと初めて表示されます)。 

また、アフィリエイター(2ティア)を募集する場合、この

PDF( https://f.zbp.jp/kokode/file/pdf/whatisaffiliate.pdf )を印刷／友人に伝えても構いません。 

 

●拡散の方法１：Facebookでシェア 

自分のアフィリエイトリンクから「1万円 LP(登録ページ)」や「仮想通貨セミナーブログ」に移動し、[イ

イネ！]ボタンを押した後、[シェア]ボタンで Facebookでシェアしてください。 

 

●拡散の方法２：Twitterでつぶやく 

自分のアフィリエイトリンクから「1万円 LP(登録ページ)」や「仮想通貨セミナーブログ」に移動し、

[Twitter]ボタンを押し、つぶやいてください。 

 

●拡散の方法３：口コミ・LINE で友達に伝える 

自分のアフィリエイトリンクから「1万円 LP(登録ページ)」や「仮想通貨セミナーブログ」に移動し、[LINE]

ボタンを押し、友人に URLをそのまま送信して下さい 

 

●拡散の方法４：ブログに書く 

自分のアフィリエイトリンクを含む記事をブログに書いて、「1万円 LP(登録ページ)」や「仮想通貨セミナ

ーブログ」に誘導して下さい。各種バナー素材はアフィリエイトセンター内に設置しています。自作バナ

ーでも構いません。ブログ記事例は後でアフィリエイトセンターに用意の予定 

 

●拡散の方法５：メルマガで紹介する 

自分のアフィリエイトリンクを含む記事をメールに書いて、「登録ページ」や「仮想通貨セミナーブログ」

に誘導して下さい。メール文例をアフィリエイトセンターに用意していますので、それをご活用ください。 

https://f.zbp.jp/kokode/file/pdf/whatisaffiliate.pdf

