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はじめに

僕は、このアフィリエイトで人生を変えることができました。

心にもお財布にも余裕が生まれるようになったアフィリエイトに、

心から感謝しています。

そんなアフィリエイトを通じて、

あなたの人生が変わるきっかけになれば幸いです。

１：アフィリエイトとは？

最近よく聞くアフィリエイトって何！？仕組みとか意味とか本当に稼げるのか知りたいな。

と言った疑問にお答えしていきます。

まず、アフィリエイトとは成果型報酬広告のことになります。

名前の通り、成果が出てから報酬がもらえるということになります。

＊アフィリエイトの仕組み解説図



こんな仕組みになっています。↑

広告主（企業）が売りたい商品をアフィリエイターが代わりに売っていくイメージです。

売れたら、報酬がもらえるといった感じになります。

商品によって、報酬が変わってくるところも魅力的ですし、やりがいを感じます。

『アフィリエイトの業界用語集』

最初はこれだけ知っていればOK。

・アフィリエイター：アフィリエイトをやる人のこと。

・ASP（Affiliate Service Provider）：アフィリエイターと広告主の仲介をする企業のこと。

・SEO（Search Engine Optimization）：検索エンジン最適化して、検索上位を狙うこと。

１−１アフィリエイトのメリット・デメリットは？現役アフィリエイターが解
説

メリット

・初期費用ゼロ

・場所を選ばない

・自動化ができる（寝てても報酬が発生する）

・webマーケティングのスキルが身につく

・パソコン一台で稼げる

・突然報酬が爆伸びする



デメリット

・売れないと報酬がゼロ

・時間がかかる

・アルゴリズムに左右される＆依存する

・1人作業で寂しい

・世間的に怪しいと思われる

とこんな感じです。

１−２アフィリエイトは本当に稼げるの？【全然余裕な話】

結論としましては、「稼げます！」

理由としましては、インターネットで商品を買うという行為がなくならない限り、物が売れるからで

す。

もしくは、文字としてのコンテンツがなくならない限り、大丈夫です。

１−３アフィリエイトの始め方【３つのステップで完結】

手順はシンプルです。

● 手順①：サイトを作る

● 手順②：ASP登録
● 手順③：記事を書く

しっかり取り組めば、月３万程度なら余裕で達成できます。

手順①：サイトを作る

まずはサイトを作らないと何も始まりませんね。

サイト作成はWordPressが圧倒的におすすめ。有料ですが、月1000円程度で手に入ってしまい
ます。

サイト作成の手順は、

サーバー契約→ドメイン契約→サーバー内からWordPressをインストール。

たったこれだけです。



問題は、どのサーバーにするのか？

おすすめのサーバーは、

・XServer
・ロリポップ

・mixhost

ドメインは、『お名前ドットコム』でドメインを取得すればいいと思います。

この辺はサクッといきましょう！

手順②：ASP登録

次にやるべきことは、”商品を選ぶ”ですね。

どうやって選ぶかと言いますと、ASPに登録をしなくていけません。

審査に時間がかかりますので、早めに済ませておくのがいいですね！

おすすめの商品は、

「悩み系、コンプレックス系、アダルト系、金融系、クレジットカード系」

です。

・店舗で買うのが恥ずかしいからネットで買う。

・店舗で買えない物だからネットで買う。

・ネットが便利だから買う。

お客さんはこのような考えでネットで買うので、こういったものを選ぶを稼ぎやすいです。

最後に僕が月40万円を稼いだ方法を本当はどうしても教えたくないのですが、
読んでくれた方には特別にお伝えしようかなと思います。

手順③：記事を書く

サイトを作って、ASPに登録したら、次はいよいよ記事作成ですね！

アフィリエイトの記事作成方法は、モデルとなるサイトを一つ見つけて「真似をしながら書く」が初

心者さんにはおすすめです。

そして、プラスで本読みながら記事作成するとなかなかいい記事がかけちゃったり、、、とこんな

感じに自分の成長を感じられますよ。



２：アフリエイトに必要な知識は、2つだけ。

アフィリエイトに必要な知識ってどんなことがあるんだろう？あったらいい知識とか、モチベーショ

ンを保つ方法を知りたいな。だ、誰か教えて...
と、こんな疑問にも答えていきます。

結論は、

１：マインド

２：ライバル・仲間

２−１マインド
はっきりいってしまうと、マインドが整っていない人は稼げません。

しかし、答えは簡単。

知っているか・知らないか、この差だけなのです。

答えは、『諦めずしかし諦めてる』です。

要するに「結果を期待していない状態」ということになります。

多くの人は未来に期待しすぎているからこそ、思うような結果が出ず、やめてしまう。

初めからそんな簡単に結果が出ない知っているだけで、

あとから物凄い結果がついてくるのです。

２−２ライバル・仲間
この事実も知識として知っておいて欲しい。

なぜかというと、1人で情報収集するよりは大勢いた方がたくさんのいい情報が入ってくるから。
そして、仲間は自然といい意味でライバル意識を持ちます。



「負けたくない」この気持ちがあれば、自然と全てを向上しようとします。

２−３モチベーションを保つ方法
結論は、稼いでいる人に会う。

いわゆる、メンター的な存在がいるをと最強ですね。

具体的な方法をしては、

①コミュニティに入る

②イベントに参加する

③Twitterで連絡してみる

①コミュニティに入る

今では、オンラインサロンなど格安で入れるところが数多くありますので、

1ヶ月だけ入ってみるのもいいですね。

②イベントに参加する

有名なのがA8.netのイベントです。
日本中のアフィリエイターが集まるみたいでとても盛り上がっています。

僕は大勢の人がいるところは苦手なので行ったことはありませんが、、、つながりを作るにはいい

場所だと思います。

③Twitterで連絡してみる
僕も実際に数名をTwitter経由でお会いしています。
中には会社の社長さんともお話しさせていただく機会もありました。

普段では聞けない裏話的な話も聞けるのでおすすめですね。

３：実は９割の人が稼げていない。その理由とは？
アフィリエイト続けてきたけど、これって難しいというか無理じゃない？

稼いでる人の割合はどれくらいなの？何か解決策ないかな...？
といった、疑問にも答えていきます。

僕は残念ながら天才ではなかったので、毎日10時間くらいやっていましたね。



そうしたら徐々に成果が出始め、めちゃくちゃ楽しくなってしまいました。

そのことから、やはり作業時間も大切なことがよくわかりますね。

こういった経験からお話していきます。

３−１まず、作業量がたりてない

まずは500記事を書け！！！とは言いませんが、100記事くらいは書きましょう。
しんどいと感じたら、自分が好きなネタを扱ったり、好きなことに繋げつつ作業がとてもいいです。

あっという間に時間が過ぎていきます。

ちなみに、夢中になることができたら最強です。

効率化するにはテンプレを作る

そんなに記事書けない...といった方は、100記事くらい書くと自分の型みたいなのができるので、
それに従ってテンプレートを作ってしまうのです。

その際におすすめのプラグインがありまして、TinyMCE Templatesで簡単に記事投稿できるよう
になります。

これは、僕自身も使っているプラグインです。

試しに使ってみてくださいね。

３−２稼げていない人ほど、「分析・改善」ができていない

まあとりあえず500記事とかメンタル面的な事を言ってきたけど、
同時に「分析・改善」はしなくてはいけないです。

・分析→自分が狙うキーワード上位の記事を見まくる
・改善→上位記事と自分の記事の違う点を取り入れてみる

まじでこれだけでめちゃくちゃ変わりますよ。

新たなアイディアや違った視点も取り入れられます。

そして、実は1000記事あっても稼げる記事は10~20記事くらいなので、
全てが稼げる記事になるとはいかないのです。

これを知っているのと知らないのでは、大きな差になります。

気が楽になりますよね。



４：【確実に1万円稼ぐ】自己アフィリエイト

知る人ぞ知る、とっておきの方法稼ぎ方をご紹介します。

結論、自己アフィリエイトです。

簡単にいうと、自分で商品を購入してその紹介料を自分でもらうという方法です。

え？自分で買うの？

と思った方もいるかもしれませんが、無料で買える商品を購入して、紹介料をもらう。という方法も

あります。

1番稼げるのは、「クレジットカード」です。
一枚、高いもので15,000円くらい稼げます。

1ヶ月に２枚やるだけで、3万円稼げるといった具合です。

ちなみに、僕のおすすめの方法は、

自分が普段買っているものや商品で自己アフィリエイトをする方法です。

この方法なら、いつも買っていたもの＋アフィリエイト報酬がもらえます。

これを知っているか知らないかでとても大きな差になります。

是非今から使えるので、使ってみてくださいね。

５：無料登録案件で40万円稼いだ話

この方法は、本当に教えたくありません。

ですから、この方法を知ったら、密かに実践して稼いじゃってください。

今読んでいるあなたには、今回特別にお伝えさせていただきます。

僕が40万円稼いだ方法は、



VOD案件です。（ビデオ・オン・デマンド）

映画・漫画・アニメなどですね。

では、VOD案件はどんなサービスがあるのか？

【VOD 一覧】

・FOD
・dTV
・Hulu
・DMM.com
・TSUTAYA TV
・NHK オンデマンド
・WOWOW
・Amazon プライム
・U-NEXT

かなりありますね。

そしてこれら全て、アフィリエイトをすることが可能になります。

しかし、あなたがこれから挑戦するとしたら、 『U-NEXT』一択でOK。

なぜ、『U-NEXT』でいいのか。

その理由は、

「最も成約しやすく」

「最も売りやすく」

「最も飽和しづらい」

からです。

それでは続いて、『U-NEXT』がなぜ上記の3つの条件を満たしているのか についてご
紹介していきたいと思います。

2、『U-NEXT』が VOD 案件の中で最もおすすめの理由

では一体、なぜ『U-NEXT』が、

「最も成約しやすく」

「最も売りやすく」

「最も飽和しづらい」



という3つの条件を満たしているのか、その理由を1つずつご説明していきます。

1 最も成約しやすい理由

『U-NEXT』は、月額 1,990 円の有料サービスへの登録をしてもらったら、
その時点で成約とみなされます。

もしかしたら、今、

1,990 円の有料サービスへの登録って結構難しくない!?
と思いましたよね？

しかし大丈夫です。

『U-NEXT』は、それでもも簡単に無料登録してもらうことができます。

と、いうのも『U-NEXT』って普段、加入特典として、

初月31日間無料キャンペーンを行なっているんですよ。 そしてさらに、その初月にサービスを解
約してしまえば、

何百、何千と動画を視聴したとしても、結果的に料金は0円。

なので、そのことについて記事を訪問してくれたユーザーに対して、

しっかりと教えてあげることができれば、すぐに登録してくれます。

なぜなら、好きな映画・ドラマ・漫画を好きなだけみても、キャンペーン中に解約すれば無料だか

らです。

正直、利用者からしたらメリットしかありませんよね。

なので『U-NEXT』は、他の VOD案件を比べると、圧倒的に制約しやすいんですね。

2 最も売りやすい理由

『U-NEXT』が゙最も売りやすい理由の一つとしては、
その配信本数の多さや取り扱いジャンルの豊富さにあります。



まず、『U-NEXT』では現在、

U-NEXTは見放題作品数No.1の動画配信サービスです。
18万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、

公開・放送されたばかりの最新作を含む2万本以上のレンタル作品、
さらに57万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。

実際に僕も登録していますし。(笑)

そしてなんと、『U-NEXT』のストロングポイントはこれだけではないんです。

『U-NEXT』はレンタル配信よりも早く最新作の視聴が可能なんです。
しかも、その最新作を無料で視聴すできるんです。

なぜそんなことが可能なのか？

それは登録時に 600 円分のポイントを無料でもらえるからなんです。

最新作ですら、無料で見れてしまうんです。

しかも、他のサービスよりも早く。

もう意味わからないくらい、最高なんです。

3 最も飽和しづらい理由

『U-NEXT』が飽和しづらい理由としては、先ほども紹介しましたが、

18万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、
公開・放送されたばかりの最新作を含む2万本以上のレンタル作品、
さらに57万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。

と、物凄い数があるからなんですね。

しかも、映画・漫画・アニメ・ドラマが毎日次々と増えていくのです。

そのため、頑張って飽和させようにも、不可能ということになります。

つまり、『U-NEXT』は、ライバルがいくら増えようとも、次々を新しい作品が配信されていく限り、
絶対に飽和することがないというわけです。

なので僕は、圧倒的なコンテンツ量を誇る『U-NEXT』を 実際に狙っていて、それでもあなたにお
伝えしているわけなんです。

以上が、『U-NEXT』が 「最も成約しやすく」「最も売りやすく」「最も飽和しづらい」 理由でした。



ぜひ、実践してみてください。

あとがき

アフィリエイトに真剣に取り組むことで、

どん底であろうが地獄にいようが、

「人生は変えられる」と信じています。

ですが、乗り越えなくてはいけない壁が多いのもまた事実です。

しかし、乗り越えた先に、

・時間に縛られない

・どこでも仕事ができる

・お金に余裕がある

・好きな人と濃い時間を過ごせる

こんな本当の幸せが待っています。

本書が少しでもお役に立てたら、大変嬉しく思います。

それでは、以上になります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。


