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 １．はじめに 

 〜⾃⼰紹介〜 

 レポートをダウンロードいただき、有難うございます︕ 

 杏と申します。 

 このレポート執筆時点で、アフィリエイト歴2年⽬の アフィリエイターです。 

 運営サイト「50歳⼥の副業【実践記】」にも、実績を掲載し ていますが、情報商材 

 セールスをメインに、アフィリエイト報酬を得ています。 

 ⇒  50歳⼥の副業【実践記】 

 現在は、１⽇ 30 分の作業で稼ぎながら、SNS での個⼈配信など、「⾃分の好きな時間 

 で、副業で稼いでいる」 ⽣活を送っています。 

https://anne-net50.com/




 さて、今回のレポートでは、 ⾃動で報酬が上がり続ける、⼿法、 「  資産構築型アフィ 

 リエイト  」 について、その理論と実践⽅法を、徹底的に解説しています 

 私の実績が⽰しているとおり、 この⼿法は、これからアフィリエイトを始める⼈には 

 きわめて有益な⼿法 で、もちろん、あなたにも簡単に実践していただけます。 

 また、あなたがアフィリエイトを実践していて、 

 ・セールスをしているが、成約率が低い･･･ 
 ・即効的に報酬を上げる⽅法が知りたい︕ 

 ・“労⼒”でモノを売るアフィリエイトでなく、 ”⾃動的”にモノが売れてしまうアフィ 

 リエイトをしたい︕ 

 このように考えているのなら、正に最速・最短の⼿法になります。 

 このアフィリエイト⼿法は、他の⼿法とは違い、 作業や労⼒を続ける必要はなく、 

 「作業は⼀度きりで、あとは報酬が⾃動で上がる」という、 とてつもないメリットも 

 備えています。 

 レポートを読んだ後は、ぜひ実践していただき、 あなたの“毎⽉ 30万円の⾃動報酬“を 

 必ず実現していきましょう︕ 

 〜このレポートを読んで得られるもの〜 

 まず、このあとに続く「アフィリエイト報酬を 10 倍に伸ばす基本セオリー」 をお伝え 

 します。 

 私達アフィリエイターは、 そもそも、なぜモノが売れるのか︖ 



 ということを正しく知る必要があります。 

 ここを知っているからこそ、 

 ・セールスをすれば、モノが売れていく 

 ・コンテンツを作れば、読者の満⾜が得られる 

 ・集客をすれば、集めたいターゲットが集客できる 

 というように、「コンテンツを作ればスグに、報酬を上げる」ことが出来ます。 

 反対に、「モノが売れる原理」を知っておかないと、 

 ・読者から嫌われるセールスをし続けたり、 

 ・⾃⼰満⾜で、記事やメルマガを書いたり、 

 ・デザイン修正に夢中になったり、 

 することになるので、 作業をしているはずなのに、報酬が伸びないことになります。 

 私も、売上が上がらない時期は、 「サイトの購⼊ボタンを緑⾊にすれば、売上が上が 

 るかな︖」 と、せっせと緑⾊ボタン作りにいそんしんだ事があります。 

 これは悪い例の典型ですね。 

 ほかにいくらでも成約率を上げる改善箇所があるのに、 重箱の隅をつついているよう 

 な状態です。 

 本レポートを読むことで、こういった無駄な作業を避け、 もっと本質的に売上を上げ 

 そして、「⾃動でモノが売れていってしまう」ような、 サイトやメルマガの作り⽅が 

 わかるようになります。 

 次に、本レポートの主題である、  「資産構築型アフィリエイト」  の基礎理論として、 



 ・資産型アフィリエイトとは何か︖ 

 ・なぜ、ブログを構築しなければいけないのか︖ 

 ・私がブログを構築し・アフィリエイトを⾏い、 

 30 万円の報酬を獲得した実例 の順で、解説していきます。 

 続いて、いよいよ、  “あなたのブログを構築するための３STEP メソッド  について解説 

 します。 

 実は、ブログ構築のために、 新規でサイトを構築したり、あなたの既存のサイトを捨 

 ててしまう 必要はありません。 

 既存のサイトでも、たった３つのポイントを改善するだけで、 ブログ構築が可能で 

 す。 

 これを私は、３STEP 式メソッドと呼んでいます。 

 この３つの改善⽅法をお伝えしますので、 ぜひ、実践していきましょう。 

 最後に、  資産構築型アフィリエイトで⼿に⼊る  、 「５つの未来」について、紹介しま 

 す。 

 資産型アフィリエイトは⼀度構築してしまうと、 売上が下がることなく⾃動で上がっ 

 ていきます。 

 ・なぜ、そんなことが起こりえるのか︖ 

 ・なぜ、他のアフィリエイト⼿法と違うのか︖ 

 そこが明らかになります。 



 資産型アフィリエイトは、ブログを構築することで、⼤きすぎるメリットを知ると、 

 やってみようというモチベーションが、グッと上がると思いますの で、ぜひ、楽しみ 

 にしておいてください。 

 〜このレポートを読んで欲しい⽅〜 

 このレポートは、特に、次の２つのいずれかに当てはまる⽅に、効果が⼤きい、と考え 

 ています。 

 ・ブログアフィリエイトを実践している⽅ 

 ・どうしたら成果がでるか悩んでる⽅ 

 資産構築型アフィリエイトは⼀⾔で⾔ってしまえば、  「構築の仕組み化」  、というこ 

 とになります。 

 独学でアフィリエイトに取り組んでいる⽅は、  何をどう進めていいのか迷ってるので 

 はないでしょうか︖ 

 この場合、もはや⼀般的な悩みなんですよね。 

 ということで、 ⾰新⼿法である資産構築型ネットビジネスを知ることで、  “圧倒的に” 

 進め⽅がわかり、1 ⼈勝ちの売れ⽅を⾝に着けられるようになっていきます。 

 そして、アフィリエイターとしても「報酬額」、 ということも、リアルに実現してい 

 きます。 



 以上を踏まえながら、早速、  「何をどうすれば良いか」  、具体的に⾒ていくことにし 

 ましょう 

 ２．アフィリエイト報酬を 10 倍に上げるために、 まず知っておくべき基 

 本セオリー 

 では、解説に⼊っていきますね。 

 まずは、  「何をすれば、アフィリエイトの売上は上がっていくのか︖」  そこの理解を 

 深めましょう。 

 私⾃⾝も、この考え⽅を知ることで、アフィリエイトのやり⽅が スッと変わり、売上 

 が⾒違えるようになったことを記憶しています。 

 ネットビジネスを⾏う上で、必ずインプット、そしてアウトプット すべき内容なの 

 で、確実におさえていきましょう。 

 〜１．売上アップの絶対公式とは︖〜 

 ここは、アフィリエイトに限った話ではなく、 広い概念の話になりますが、⼤事なと 

 ころなので、 しっかり解説しますね。 

 では・・・、 



 どんなビジネスをやるにしても、  「究極的にはこの２つだけ、やれば良い」  という、 

 絶対の公式があります。 

 「価値の提供」×「ターゲットの集客」 

 モノが売れる理由というのは、この２つに集約される、 という、シンプルにして深い 

 公式です。 

 ・売る側が買う側に、  「価値を提供」  するほどモノは売れる。 

 そして、 

 ・  「狙うターゲット」  が  「集客できる」  ほどモノは売れる 

 ネットにせよ、リアルにせよ、いろいろなビジネスがありますが、 

 ・モノが売れる時は、この２つが必ず揃っている 

 ・モノが売れない時は、この２つが必ず揃っていない 

 ということなんですね。 

 この２つの内、  「ターゲットの集客」  が必要、の⽅は、 ⾮常に分りやすいと思いま 

 す。 

 集客数が増えれば、成約する可能性や売上数が増えるのは、 ⽬に⾒えて把握しやすい 

 ですからね。 

 では、もう１つの⽅、  「価値の提供」  とは、どういうことなのか︖ 

 こちらは⽬に⾒えにくいので、よく理解する必要があります。 



 ゆっくりと、集中しながら読み進めてくださいね。 

 アフィリエイトにおいては、 モノを売る側が、アフィリエイターで、 モノを買う側 

 が、ネットユーザー（読者）になります。 

 この公式で⾔うと、売る側から、買う側に  「価値の提供」  が出来た 時、売る側に報酬 

 が発⽣する、ということを表しています。 

 アフィリエイターから、読者に価値を提供する必要がある、と いうことです。 

 では、買う側、 つまり、  読者にとっての「価値」とは何でしょうか︖ 

 Web サイト、PPC 広告、メルマガ。 

 これらを読む読者は、“共通する１つの欲求”を持っています。 

 それが、  「情報を知りたい」  ということです 

 「暇つぶし」から、「緊急で解決したい」ということまで、 程度に差はありますが、 

 ネットを使う読者の共通項としては、 この  「情報を知りたい」  ということがあるわけ 

 です。 

 そうすると、  「価値の提供」  とは、 読者にとって知りたい情報の提供、ということに 

 なりますよね。 

 ここまでは宜しいでしょうか︖ 

 そうすると、 

 ・ブログ・アフィリなら、サイト記事で、 

 ・ＰＰＣ・アフィリなら、広告記事（ランディングページ）で、 



 ・メルマガ・アフィリなら、メルマガで、 

 「読者にとって知りたい情報の提供が出来た」時に、 価値が提供できたことになり、 

 売上につながりやすい、 ということですね 

 「当たり前」  のことを⾔っているようですが、 実は、  ここは重要なポイント  ですよ。 

 繰り返しますが、ブログ記事や、メルマガを読んで、 読者にとって、 「知りたい情報 

 が⼿に⼊ったときに、購買につながりやすい」 ということです。 

 ここが、  多くのアフィリエイターが、 報酬を得られていない原因の本質  です。 

 つまり、売れないアフィリエイターは、売上を上げるためには、  「モノを売り込む」 

 ⽂章を書くことだ、 と誤解してしまっているからです。 

 ⼀⽅で、売れるアフィリエイターは、売上を上げるためには、  「読者の知りたいこ 

 と」  を⽂章に書き、提供することだ、と理解しています 

 ここに、⼤きな違いがあります。 

 この違いが、具体的にどのように出るかというと、 売れないブログ、メルマガの⽂章 

 は、 

 ・セールスする商材のメリット 

 ・これを買ったほうがいいよ︕ 

 という  売り込み⽂句この２つしか書いてないのです。 

 そうするとどうなるか︖ 



 結果的に、セールスする商材の販売ページと「全く同じ」 ⽂章が並んでしまう、とい 

 うことですね。 

 販売ページに「このツールを使うと、作業がすぐ終わります」と 書いていたら、 ア 

 フィリエイト記事にも、「このツールを使うと、作業がすぐに終 わります」と同じよ 

 うに書いてしまう。 

 セールスする商材の販売ページと、同じような説明の アフィリエイト記事を書いて、 

 その商材が売れていくでしょうか︖ 

 はい、ここまで読まれた⽅にはお分かりだと思いますが、 

 売れるわけがない  、のですね。 

 何故か︖ 

 読者側の⾏動と⼼理を追っていくと･･･、 

 まず、読者は、商材が売られていることを知ります。 

 で、販売ページを⾒ます。 

 でも、 

 ・この商材は、本当に効果があるんだろうか︖ 

 ・他の商材で、内容の良いものがあるんじゃないか︖ 

 といったように、 販売ページだけでは  「情報が⾜りない」  と判断するからわざわざ検 

 索をするんですよね。 

 わざわざ検索し 



 ・商材をリアルに使っているところのイメージ、動画 

 ・使った後の、継続的な実践記で辿り着いたサイトや、購読していたメルマガに、 販 

 売ページと同じようなメリットや、売り⽂句しか書いてなかった としたら･･･。 

 読者にとって、情報が⾜りない状況は、何も解消されず、 価値の提供が、何も⾏えな 

 かったことになり、 他のサイトに移動されたり、読み流されたりするので、成約しな 

 いんですね。 

 では、売れているサイトやメルマガには、 何が書いてあるかというと、 

 例えば、 

 ・販売者の、過去の実績、経歴 

 ・商材をリアルに使っているところのイメージ、動画 

 ・使った後の、継続的な実践記 

 ・使い⽅のコツ ・他の商材と⽐較しての機能、効能 

 ・⼝コミや評判 ・デメリット、不満 

 こういったものは、販売ページには書いていないですよね。 

 しかし、こういった事柄を知ることで、「なるほど、分った。この商材、買っても安 

 ⼼だな」と、 知りたかった情報が満たされ、 そのサイトやメルマガで購⼊しやすくな 

 る、ということです。 

 補⾜しておくと、提供した情報によって、買わない⽅が良いことが 分った場合、その 

 場では買われないこともあるでしょう。 それはそれで良いのです 

 なぜかというと、その買わずに済んだ、という 「客観的な情報を提供してくれた」サ 

 イトには、 “参考になったな“という満⾜度が残り、 

 その後も「あのサイトの評価はどうかな︖」と、 





 アクセスが０件でもないのに  、全く売れていないとしたら、 読んだ読者さんが、その 

 サイトやメルマガに価値を感じなかった、  ということです。 

 ・販売ページと同じようなこと、書いていないか︖ 

 ・売り⽂句ではなく、読者の知りたい事を書けているだろうか︖ 

 ここをチェックいただくだけでも、 あなたのアフィリエイト報酬は、確実に伸びてい 

 きます。 

 「アフィリエイトは、モノを売る⽂章を書く事」と、 誤解したまま、サイトや 

 メルマガを作ってしまうと、 いつまで経っても、成果が出ない 

 アフィリエイトとは、  モノを売る⽂章を書くことではなく、 価値ある情報を提供する 

 こと。 

 価値ある情報とは、  「販売ページには書いてない、読者が知りたい事」  です。 

 これを書いて提供することで、読者さんが満⾜し、リピート訪問し てくれたり、メル 

 マガ登録をしてくれたり、購買してくれたりする 確率が上がるということです。 

 〜ブログは「最初に、構築を作る」ことが⼤事〜 

 前項で、  「価値を提供する」  ということを話しました。 

 成果をだす、というのは、突き詰めると、 これをやることだけなんですね 

 「価値の提供が出来ている」ブログは、  ５％未満である  ので、 （95％のアフィリエイ 

 ターが無報酬、という事実が⽰しています） 





 反対に、⼊った化粧品店が、 

 ・商品が少なく、陳列も適当 

 ・値段も、いらっとするぐらい⾼い 

 ・店内は汚く、雑然としている 

 ・おまけに、接客態度も、限りなく無愛想 

 だったとしたら︖ 聞くまでもないですよね。 

 誰だって、⼆度といかないと思います 

 つまり、「瞬間的な」＝満⾜度というのは、 最初の 1 回で⼤きく決まる、ということ 

 です。 

 特に、ネットビジネスの世界では、情報にすぐアクセスできるので、 情報の取捨選択 

 は、速いスピードで、シビアに⾏われます。 

 ・最初のアクセスに、⼤きな価値を感じれば、その後、 何度もリピートされる。 

 ・最初のアクセスに、価値を感じなければ、すぐに離脱。 

 当然、再訪、再読されない。 

 これが、  最初にブログ構築を作るべき、という理由です。 

 ここまで、 

 ================================== 

 ・モノが売れるということは、価値を提供した時、発⽣する 

 ・提供するには、最初はブログ構築をすべき 

 ================================== 

 この２つを解説してきました。 





 さて、 ここまでで  「最初にブログを構築し集客をする」  こと  「価値を提供すれば、モ 

 ノが売れる」  ということは、しっかりイメージが出来たと思います。 

 となると、あとは「どうやるか︖」ですよね。 

 先に述べたように、 

 ●  ブログ記事を、ただ書くことでなく、 

 読者の知りたい内容を追加して書き直す、とか、 

 ●  キーワード選択をし、Googleに評価される記事を書く 

 ということも、ぜひ、即実践して欲しいことです。 

 そして、もう１つ︕ 

 読者さんに⼤きな価値を提供する⽅法として存在するのが、  「ブログの構築」  という 

 ことです。 

 ●  ジャンル選択 

 ●  キーワード選択 

 ●  価値ある内容 

 といったようなスキルが必要になるのです。 

 で、こういったことが、ブログで構築できれば、価値も増⼤してくるのです。 

 ただ･･･、 

 アフィリエイトをしている⽅で、  「ジャンルやキーワード選択」  は、やってるよ︕ 





 そうした⼿法⾯のところは、この後を読み進めていただくことで、明らかになってい 

 きますので。 

 この  基本的なブログ構築は、 80％のアフィリエイターが出来ていない  ことです。 

 「ブログ構築とは、本質的にどういうことか︖」 

 そこを理解して、実践できている⽅、というのは少ないのです。 

 だからこそ、あなたは、そこに向けて改善するだけで、 アフィリエイト報酬に繋がっ 

 てきます。 



 ３．⾃動で報酬が増加し続ける 資産構築型ネットビジネスの理論 

 〜仕組み・⽅法を図解で解説︕〜 

 早速、本題に⼊りましょう。 

 まず、  資産構築型ネットビジネス  とは、 「資産構築型アフィリエイト」の⼀種です。 

 ⽂字通り、ブログを作りあげることで、それが  資産となり稼ぎ続けてくれるアフィリエ 

 イト  のことです。 

 記事を書いてアフィリエイト商材そのものだけ を売るのではなくて、アフィリエイ 

 ターとして⾃動化を取り⼊れることで報酬を得ることです。 

 では、  「⼀般的なアフィリエイト」  と、  「資産型アフィリエイト」  は、何が違うの 

 か︖ 

 次の図をご覧ください。 



 同じアフィリエイトを⾏っていても労働型のアフィリエイトや、裏技ばかりを追い求め 
 ていては全く楽にならないし⾃由を⼿にする事はできません。 

 ⼤事なのは、ネット上に資産を構築して、その資産があなたの代わりに２４時間３６５ 

 ⽇不眠不休で働いてくれる仕組みを作り上げる事です。 

 上のアフィリエイターは、「毎⽇のブログネタに必⾄」に対し、下のアフィリエイター 

 がやっているのが、 「仕組みを作り⾃動化」しながら報酬を得る⼿法です。 

 仕組みを作り⾃動化をやっているのが、これが、  「資産構築型ネットビジネス」  で 

 す。 



 つまり、価値の順番で⾔うと、  「報酬＞記事を書く」  のが普通ですが、 資産構築型の 

 場合、  「構築＜＜報酬」  というように、 稼げる仕組みを構築することで⾃動化にて価 

 値を提供するのが、 資産構築型、ということです。 

 はい、実は、  資産構築型ネットビジネス  、とは 難しい⼿法ではなく、本質的には、 

 たったこれだけなんですね。 

 ですが、ここでは、基本の仕組みを理解するために、 解説を進めます。 

 ===================================== 

 ⼀度、この仕組みをを作ってしまうと、 

 毎⽉、⽉収 30万という⼤きく、⾃動的な報酬が上がってしまう 

 ===================================== 

 というのは、冒頭の⾃⼰紹介で説明したとおりです。 

 そこを理解いただくと、この⽅法がより魅⼒的に感じられると 思いますし、「取り組 

 んでみよう︕」というモチベーションも 湧いてくると思います。 

 〜資産構築型ネットビジネスで稼げる５つの理由〜 

 ここでは、資産構築型で稼げてしまう、５つの理由について解説します。 

 1.  “価値を⾃動化することで、 労⼒や時間を使わず効率よく読者さんに価値を提供 

 することができる。 

     





 そうすると、コンテンツを、 何度も企画して作っていくことになるので、 

 ・コンテンツ制作の⼒が付く 

 ・ターゲットのニーズを探る⼒が上がる 

 ・ライティング・スキルが上がる 

 ・アイデアを仕⼊れるために、質の⾼いインプットを、 継続して⾏えるようになる 

 ・ 情報発信の実⼒が、どんどん上がっていきます。 

 これは、仕事と全く同じで、コンテンツを作るという アウトプットを⾃分の⼿で繰り 

 返すからこそ、⼒が付くんですね。 

 反対に、 

 ・コンテンツ作りをめんどくさがったり、 

 ・ノウハウなかりで実践しなかったり 

 ・⼈のパクリばかりしていたり 

 している内は、 アフィリエイターとしての⼒は、全く伸びません。 

 よく、 

 「まだ初⼼者だからから、記事作りに労⼒は…」 

 「副業でやっていることだから、記事を作る時間が･･･」 

 と、⾃分の⾏動のハードルを上げることを嫌う⽅もいますが、 何もしなければ、スキ 

 ル⼒、報酬はずっと上がらないままです。 



 情報のアウトプットを、 

 どこかで  「よし、やろう︕」と  意識してやらなければ、 

 モノが売れる＝「価値を提供できる」  アフィリエイターになれずに、ずーっと現状維持 

 のまま、になってしまう、ということです。 

 ・どんどん価値ある情報を提供してくれ、 読者の成功を実現しようとしてくれるア 

 フィリエイター、 

 ・記事も、「とりあえずやりました」感満載の、 全く情報を提供しない、⼩⼿先ア 

 フィリエイター、 

 あなたは、 どちらから、モノを買いたいですか︖ 

 という当たり前のことを考えると、  アフィリエイト報酬を伸ばすために、何をやれば 

 良いかは、 明⽩ですよね。 

 そうすると、普通のアフィリエイターが考えてしまうような、 

 ・実績あるアフィリエイターになってから、 価値のある記事作りをすればいい 

 ・アフィリエイト初⼼者の内は、記事作りは適当でいい 

 というのは、誤った考え⽅であることが分りますよね。 

 資産構築型アフィリエイトでよくある誤解が、 

 ・「価値の⼤きい記事を作るなんて、 上級者のアフィリエイターがやっている事で、 

 今の⾃分には無理だよな…、 もっと売り上げが増えてからで良いか」 



 というものなんです。 

 順番が逆なんです。 

 世にいるトップ・アフィリエイターというのは、 売れるアフィリエイターになったか 

 ら、価値ある記事を作ったのでなく、 初⼼者のうちから、価値ある記事を作っていっ 

 たからこそ売れるアフィリエイターになっているんですね。 

 つまり、 

 ===================================== 

 実績の無い内から、価値ある記事作りにトライするからこそ、 

 情報発信の⼒が付いて、ファンや、アクセスが徐々に増えていって、 

 売上も増えていく ⇒ ⼤きな実績になる 

 ===================================== 

 ということなんです。 

 確かに、いきなり「質も量もＭＡＸの、完成形の記事を作る」、というのは、難しい事 

 です。 

 ですが、記事作りにトライしながら、徐々に、価値ある記事を増やしたり、 荒いとこ 

 ろを改善していくことは、可能ですよね。 

 その価値ある記事作りのトライを、いつ始めるか、というと、 実績の無い内から始め 

 るべきですし、 記事づくりを始めた時点から、記事（＝価値）の作れるアフィリエ イ 

 ターにどんどん成⻑できる、ということです。 



 資産構築型ネットビジネスのやり⽅を学ぶと、 記事制作の⽅法だけでなく、 情報発信 

 の⼒が格段にアップするので、 「実⼒」でモノを売るアフィリエイターになることが 

 できます。 

 〜１セールスで報酬 30万円獲得の実例解説〜 

 ここまで、 

 ・  資産構築型アフィリエイトの仕組み 

 ・資産構築型アフィリエイトが稼げる５つの理由 を解説してきました。 

 「資産構築型ネットビジネスを初めて知った」 

 という⽅も、 少しずつ、イメージが掴めてきたのではないでしょうか︖ 

 では、私が⾏った資産構築型アフィリエイトの実例を紹介します。 

 これで、「何を、どうやる」ということが、さらに分り易くなると思います。 

 私は、教材販売ジャンルのアフィリエイトをメインにしていて、 これから話す実例は 

 ●  アフィリエイト情報商材︓価格 3.9万円（アフィリ報酬は 2.4 万円） をセールス 

 した時のケースになります。 

 ●  ジャンル ･･･初⼼者向けアフィリエイト⼿法 

 ●  商品 ･･･３.9万円の情報商材 

 ●  ターゲット･･･アフィリエイト・初⼼者向け となります。 

 ターゲットとは、誰にでも向けて商品を売るのではなく、 「その商品が⼀番必要とな 

 る購買者層」の事を指します。 



 結論から先に⾔うと、 この情報教材では、半年で「2本」売れ、「48.000 円」のア 

 フィリエイト報酬になりました。 

 このブログに  「資産構築型アフィリエイト」  を 使ったわけですね。 

 つまり、 「ただ記事を書いていなかったこと、構築を積み重ねた結果として、価値の 

 ⾼い記事を作って、経験した実績を付け加えることで、 それを購⼊者に付けてセール 

 ス」した、ということです。 

 では、どんな記事を作ったか︖ 

 まず、Googleに評価される記事を作りました。 

 今はSNS発信もありますが、価値ある記事を提供する場合は、  Googleに評価されなけ 

 れば意味がありません。 

 理由は、⾃動化するためです。 

 お伝えしたように、毎⽇必死に記事やSNSで発信しながら集客していては「⾃動化」に 

 は、ほど遠くなります。 

 また、多くの記事を書いてアクセスを増やす、 と考える⽅も多いのですが、意外に思 

 われるかもしれませんが、  「記事の数」は、まったく重要ではありません。 

 それよりも「質」です。 

 「価値があるか、ないか」それだけが重要です。 

 たとえ、数が多くても、使えない記事であれば、意味はありません。 



 購⼊者の⽴場になって考えると、記事数が多くても中⾝がゼロといったものに 価値が 

 あるかないか、というのは、すぐに分ります。 

 「価値ある記事を作るのはめんどくさいから、数増やして、これでいいでしょ」 

 という思考では、意味がありません。 

 私は、「教材3.9万円」のアフィリエイトに対し、 始める前のアフィリエイトの悩み 

 や、きっかけ、⼿順などをありのまま記事にしました。 

 実践したきたことは、 

 1.  ジャンルの選択 

 2.  ターゲット層の選択 

 3.  Google評価 

 4.  カテゴリー 

 5.  トップページ 

 といったブログの構築でした。 

 重点を置いたのは、「アフィリエイトで悩んでる初⼼者に向けて」分かりやすい内容と 

 ブログの配置、 

 これだけ。 

 その結果、半年で、成果がでたわけです。 

 何度も⾔っているように、  「アフィリエイトをするのなら、 資産構築型アフィリエイ 

 トをやらない理由が無い」 

 ということです。 





 また、この資産構築型アフィリエイトは、 新規でメディアを⽴ち上げても結構です 

 し、既存のメディアの、 この 3TEP に関わるポイントを修正いただく形でも⼤丈夫で 

 す。 

 〜1.ジャンルを決める 〜 

 まず、  ジャンルとは、あなたがセールスを⾏う分野の  ことです。 

 例えば、 

 ・稼ぐ系︓アフィリエイト（サイト、PPC、メルマガ）･･･ 
 ・投資系︓ＦＸ、株式、先物、オプション、ビットコイン･･･ 
 ・転売系︓せどり、輸⼊、･･･ 
 ・恋愛系︓恋愛、結婚、復縁･･･ 

 といったものですね。 

 このジャンルの決め⽅ですが、あなたの情報発信したい分野に なりますので、あなた 

 の中にイメージが、もうあると思います。 

 ⼀応、ジャンルとして適したものの条件を⽰すと、 

 ・マネタイズしやすい（収益に結び付きやすい、最重要） 

 ・あなたに実績がある（説得⼒がある） 

 ・あなたに興味がある（コンテンツを継続して作れる） 

 の 3 点です。（３つとも揃っていると、なお良し） 





 そして  「あなたの実績の出た商材、評価の⾼い商材」  であることも⼤事ですね。 

 セールスする際の説得⼒が違いますから。 

 ⾃分が使っていないもの、調べたりしていないものを セールスしていいかどうかは、 

 本レポートをお読みの⽅はお分かりですね。 

 モノが売れるのは、価値の提供をした時だけでしたよね。 

 当たり前ですが、  ⾃分で使っていないものや、 質が低いと分っているものを⾼評価し 

 たり、セールスしたりすると、 読者さんは、もう⼆度と来なくなりますから。 

 売上やアクセスが増えることはありません。 

 以上が、商材の選び⽅です。 

 〜2. ターゲットを決める〜 

 次に、「ターゲット」の決め⽅です。 

 ターゲット（読んでほしい読者）というのは、 明確に絞って決める必要があります。 

 資産構築型アフィリエイトをやるにしても、 その他のアフィリエイトをするにして 

 も、  これが⾮常に重要  です。 

 「ターゲットを明確に絞って、決めましょう」 

 ターゲットの明確でないブログというのは、 売上は上がりません。 

 ターゲットが明確でないブログの例としては、 



 ・商材を、なんでもかんでも売ろうとしている 

 ・初⼼者向け記事や、経験者向け記事が混在している 

 ・記事に⼀貫性がなく、前に⾔った事と違う事を書いたりする 

 というものがあります。 

 特に、こういったブログは良く⾒かけると思います。 

 これは、 

 「こういう読者に、この商材を使ってもらって、実績を挙 げてほしい」 

 という信念（＝価値を提供するという考え⽅）がないから、結果的にターゲットを絞れ 

 ていないのですね。 

 要は、いろんなモノを売りつけて、 アフィリエイターが稼ぐことだけを⽬的にした 

 い、 だから、 ターゲットを絞ったサイトにすると損だ、という発想です。 

 でも、 

 こういったアフィリエイトの仕⽅だと、 ファンやリピーターが増えたり、⻑期の売上 

 が安定したりしない のは、ご理解いただけると思います。 

 「ターゲットの絞れていない」 

 つまり、 「ターゲットを明⽰していないブログ」というのは、 

 看板を出していないお店と同じ、ということです。 

 ●  あなたは、看板の出ていないお店に⼊ろうと思いますか︖ 

 ●  何のお店か分からないのに、買い物をしようと思いますか︖ 



 つまり、看板の無いお店に興味を惹かれますか︖ 

 ということです。 

 「アフィリエイトに関する情報発信をしているブログです」 

 こういったブログも良く⾒かけますが、 ターゲットを決めている、とはいえません。 

 ●  アフィリエイトの何が学べるサイトなのか︖ 

 ●  初⼼者が対象なのか︖経験者なのか︖ 

 ●  他のブログと何が違うのか︖ 

 ということが、全然わからないですよね。 

 「何の価値があるブログなのか︖」 

 そこが分からないと、誰も価値を感じないし、 訪問もしないし、買い物もしない…ので 

 すね。 

 ターゲットを明⽰しているからこそ、 それに合致するターゲットの⽅が、価値を感じ 

 るんです。 

 「ターゲット」と「価値」、 

 これは密接に関連しているわけです。 

 では、ターゲットをより明確にしてみましょう。 





 「Amazon 新品せどりを修得したので、中古せどりに 拡⼤する⽅法の知りたい⽅」 

 というように、明確に絞るようにしましょう。 

 何度も⾔って恐縮ですが、  ターゲットが明確でないと、売上が上がらなくなります。 

 〜ブログを構築する〜 

 いよいよ、資産構築型アフィリエイトの本丸となる、 ブログの構築について、です。 

 最初に１つだけお伝えしておきたいのが、 「価値ある記事を作る、って難しいことで 

 はない」 この意識を持って欲しいのですね。 

 記事を書くには、 

 ・読者にとって「悩み」「困りごと」「有利」な情報を書く。 

 ・「記事タイトル」は、必ず「検索キーワード」を使って書くこと。 

 ・「1記事」に対し「1つの情報」を書くこと。 

 何も難しいことじゃないですよね。 

 もっと⾔うと、塾形式のコンテンツとか、レベルの⾼い記事であっても、パーツを構成 

 しているのは、 こういった 記事の積み重ねになりますので、 

 「単純に、１つ１つ簡単なコンテンツ（⽂字を書くだけ）を 積み上げていけば、いず 

 れ価値の⾼い記事になる」 

 と思って、取り組めばいいだけです。 



 ９割のアフィリエイターが、  「⾃分には価値ある記事作りなんて、ムリムリ︕ 

 だって、知識がないもん」  と思考停⽌している間に、私達は、読者さんに役⽴つ記事 

 を、コツコツと作って⾏きましょう。 

 まず、前提においてほしいのが、 「そもそも、価値ある記事って何のために必要なん 

 だろうか︖」 ということですね。 

 「ブログの差別化のため」 

 これは売り⼿（アフィリエイター）側の視点ですよね。 

 そうではなく、買い⼿（読者さん）側が 

 「なぜ、あなたの記事を⾒に来るのか︖」 

 ということなんですが、これは、 

 「情報そのものを⼿に⼊れるのと同時に、 さらに悩みを最短で解決したいから」 

 ということです。 

 つまり、  「情報の価値」  であるわけです。 

 これに沿った考え⽅で、記事を構築するには、 

 （１）「成功体験記」 

 ・実際に商材を⼿にし、そこから利益が上がるまでの記録 

 ・読者さんがこれから⾏動をイメージしやすいことがあると、分りやすいですね。 

 例えば、 



 アフィリエイトであれば、「商材に沿って作ったサイト」 の公開などでも良いし、 

 投資系ジャンルであれば 

 「リアルトレード」を記録して提供する、という要領ですね。 

 同じような⽬的で、 

 （２）「失敗体験記」 

 ・商材の学習途上での、つまずきや失敗を記録 

 ・読者さんの失敗を防ぎ、成功を早める材料となる もいいでしょう。 

 成功体験・失敗体験をそれぞれ分けて提供すれば、 読者さんにとっても、より便利と 

 なります。 

 たまに⾒かけるのは、体験をしないで「ノウハウ」で固めてる記事を⾒ますが、これだ 

 けでは読者からの「信⽤度」から外されやすくなります。 

 すなわち  ノウハウコレクターだけでは、価値ある記事にならないということです。 

 （３）「検索キーワード」 

 ・Google、yahooの検索エンジンに使われているキーワードをタイトルに使うことで 

 す。 

 例えば、 

 「50代⼥性のお⾦の悩み」の記事を書く場合は、検索を1度してみることで、どのワー 

 ドを使って、悩み解決の記事が書かれているのかを⾒ることができます。 



 検索ツールでよく使われているのが 

 ●  ラッコキーワード 

 ●  Google検索 

 ●  yahoo!検索 

 などがあります。 

 ラッコキーワードは、有料版でないと検索ワードが出てこないことが多いので、「 

 Google・yahoo」検索でリサーチする⽅がいいですね。 

 ただ、そのままのキーワードを使った場合、すでに同じ記事を書いている上級者（ライ 

 バル）がいるケースがあるので、必ずライバルリサーチをして記事を書いていくことで 

 す。 

 この  ライバルリサーチ作業ができないと、上位表⽰されることが無いので読者の⽬に⽌ 

 まるようなブログにならないのです。 

 （４）ライバルリサーチ 

 ・同じキーワードを使って記事を書いている⼈の数をリサーチすることです。 

 初⼼者の場合、同じ記事を書いても、上級者の記事には勝ち⽬はありません。 

 勝てない勝負はしないことです。 

 「では、どうすればいいのか︖」 

 回避法としては、同じキーワードを使わずに、複合されたキーワードをリサーチしてい 

 きます。 



 例えば、上記の例でいくと、 

 「50代⼥性のお⾦の悩み」の場合の複合ワードを調べると、８ワード出てきました。 

 ８ワードを検索し、ライバルが１番少ないワードを使って記事を作成していくのです。 

 簡単に⾔えば  「勝てない⼟俵には⽴たない」  のようなものです。 

 厳密に⾔うと、こういった記事の書き⽅は、  Googleに最短で評価されるため  なんです 

 よね。 

 価値ある記事が積み重なってきたら、勝負にでてライバルと戦ってみるのも有りです。 

 このように、ブログは戦略を考え、価値ある記事を積み重ねていくことが⼤事なんです 

 よね。 

 （5）カテゴリー 

 ●  記事の振り分けとして使うのが「カテゴリー」です。 

 しかし、なんとなく振り分けてる⼈が多くいるんです。 

 カテゴリーは、ブログの構築には重要なポイントになるので、きっちり作ってお 

 くことが⼤事です。 

 また、カテゴリーを整理していくと、不⾜している情報が⾒えてくることも多く 

 あります。 

 要は、整理整頓をすると「要らない」「⾜らない」ことが明確になってくるんで 

 す。 



 この作業は、価値ある情報が⾒やすくなるので、きっちり整理をしておくことで 

 すね。 

 （6）トップページ 

 ●  トップページは、ブログの「顔」となるページです。 

 読者が⼀⽬で分かるように、  どのような⼈に向けて、どんな内容の情報を提供している 

 のかをトップページで表現していく必要があります。 

 トップページは、アフィリエイターの好みで作られてるケースが多いのですが、ほとん 

 どのアフィリエイターは、トップページで「⾃分のブログ」を簡潔に表現しています。 

 もし、トップページがテーマの初期状態「記事⼀覧」になっている場合は、カスタマイ 

 ズしていくことです。 

 （7）固定ページ 

 ●  固定ページは、「問い合わせ」「運営者情報」「トップページ」などの１ 

 クリックで⾒やすくするページです。 

 トップページと同様に、⾒やすくするためもありますが、次の⾏動に促すための 

 ページでもあります。 

 ブログのジャンルによって、固定ページの内容も変わってきますが、基本的には 

 強調したい内容や⾏動をしてもらいたいことなどに使うことが多いですね。 

 例えば、 



 ●  メルマガ登録 

 ●  オススメの商品 

 ●  運営メディア 

 など、読者に⾏動をしてもらいた内容などですね。 

 トップページのカスタマイズは 

 ●  どのような⼈に向けて 

 ●  どのような情報を提供して 

 ●  カテゴリー別に記事を設置したり 

 ●  固定ページを設置したり 

 ●  商品購⼊へのリンク設置したり 

 １ページで、読者に分かりやすいようにするのがポイントとなってくるんですよね。 

 このように、ブログは、ただ記事を書いてアフィリエイト広告を設置するだけでは無い 

 のが理解できたのではないでしょうか︖ 

 ブログそのものは「1つ1つの構築」から作りあげていきます。 

 ですから、ネット上で良く⾒かけるノウハウコレクターのように、 

 ●  記事を増やそう 

 ●  継続が⼤事 

 ●  記事数は5.000⽂字以上 

 など、発信していますが、はっきり⾔えば  「適当な発信」  だと思っています。 

 そもそもノウハウコレクターは、実践していなくても情報発信だけしている⼈がたくさ 

 ん要るからなんですよね。 



 そのため、同じ内容の情報を発信していることに気づきませんか︖ 

 「ブログの構築なんて、出来るかな･･･」 

 という不安もあるかと思いますが、 

 やってみないことには、ブログの経験値が増えませんからね。 

 価値ある情報を提供しているアフィリエイターも、 最初は、まったくの経験が無いと 

 ころからスタートしています。 

 ということで 

 以上、7つの構築を紹介しました。 

 ======================= 

 １．成功体験記 

 ２．失敗体験記 

 ３．検索キーワード 

 ４．ライバルリサーチ 

 ５．カテゴリー 

 ６．トップページ 

 7. 固定ページ 

 ======================= 

 この7つを意識しながら構築するだけで、Googleの評価はグングン上がってきます。 

 いかがでしょうか︖ 

 適当な記事や、設定をしているブログよりも、読者さんに向けて、⾒やすく理解されや 

 すい、価値を提供しよう、という姿勢が⼗分出てきますからね。。 







 1年半後には、20万円として報酬が返ってきています。 

 基本的なことができなければ、報酬は発⽣しないことも理解しました。 

 また、  ⼀度作った記事は、価値あるブログに成⻑した時にGoogleがさらに評価を上げ 

 てくれるので、勝⼿に上位表⽰をしてくれるんですよね。 

 また、  あなたがステップアップしながらスキルを上げることで、⾃社商品販売に取り 

 組むこともできるので、⼤きく稼ぐことができるのです。 

 この項⽬では  「ブログの構築」  について、解説しました。 

 ポイントは、「難しく考えないこと」。 

 取り組みながら⽂字を書き、構築していけば⼤体のブログは成⻑していきます。 

 そして、コツコツ作っていくと、 価値の⼤きなコンテンツになっていきます。 

 作るべきブログの構築としては、 

 ======================= 

 １．成功体験記 

 ２．失敗体験記 

 ３．検索キーワード 

 ４．ライバルリサーチ 

 ５．カテゴリー 

 ６．トップページ 

 7. 固定ページ 

 ======================= 

 が基本的なもので、情報発信の⼒も どんどん上がっていきます。 









 スキルが上がることは、収益化に繋がってくるのです。 

 他のアフィリエイターが、頻繁に記事を書き続けるのに対し、 あなたは、本当に役⽴ 

 つ価値を必要な⼈に提供していくわけですから、 感謝と、感謝の対価としての報酬が 

 ⼊ってくるのは当然なんです。 

 あなたは、 「時間と労⼒を使いながら運営していく」⼈間と、 「1度の仕組みを作り 

 上げて後は⾃動化していく」⼈間、 どちらになりたいですか︖ 

 （4）⼤きく稼ぐ仕組みが分かることで安定してきます。 

 「広告単価⾼騰、新規ライバル参⼊で、ＣＰＡが悪化」 「アドセンスが停⽌され 

 た︕」 ⼀般的なアフィリエイト⼿法では、売上は環境に依存するため、 「すぐに、ま 

 た売れなくなってしまった」という経験をされた⽅も 多いでしょう。 …私もその１⼈ 

 です。 

 しかし、この⼿法は、仕組みのスキルを上げることで、あなたの実践体験や⼈柄で、本 

 当のファン、リピーターがつくようになります。 

 極端な話、リピーターがつけば、価値を提供してくれる 「あなたの名前」で検索して 

 れます。 

 リピーターは、すなわち収益を上げていくための⼤事なお客となるのです。 

 このように、ただ単に「ブログ運営」だけではなく、 さらに「売上が⾃動的に増え、 

 リピーターを増やす」のが、資産構築型アフィリエイトだからこそ、⼿に⼊る 「4つの 

 未来」です 

 〜最後に〜 



 ここまでお読みいただき、有難うございます。 

 最後に、 アフィリエイト報酬を最終的に⽉ 30万円まで伸ばしてくる中で、 私がたった 

 １つ確信していることをお伝えして、 結びとしたいと思います。 

 それは･･･  「アフィリエイトに必要なのは、“作業量”ではない。 アフィリエイトに必要 

 なのは、“正しい戦略”である。」  という事です。 

 アフィリエイトで実績を出している上級者の⽅でも、 

 ・とにかく気合で記事を書き続けるべきだ 

 ・⼈より時間をかけて、寝ずに作業すればいい 

 ・根性で続けていれば、その先に報酬が増える 

 ということを⾔う⽅は多いです。 

 でも、私は、そうは思いません。 

 正しい取り組みと戦略を練り、それを反映さえすれば、 報酬が増える、 ということを 

 経験したからです。 

 そして、その  「正しい取り組みと戦略」  こそが、  資産構築型ネットビジネス  であり、 

 本レポートをお読みいただいたあなたは、 もう実践することが出来ます。 

 私も⻑い間、間違った⽅法、作業に固執した結果、  「数百円」の報酬  で留まっていま 

 した。 

 でも、たった１つの「正しい取り組みと戦略」が頭に⼊った時に、 売上は⼤きく変 

 わっていきました。 




