


はじめに

この本に興味を持っていただきまして、ありがとうございます。

私は、まだアフィリエイトを始めて１年足らずですが、

毎月１０万〜２０万円のお金をコンスタントに稼がせて

もらっています。

 

この本では、アフィリエイトをやっている多くの人が陥りがちな「罠」

知っておかなければならない事をわかりやすく書いていきますので

どうぞよろしくお願いします＾＾

 

 

 

 



１．アフィリエイトは、ビジネスです

まず知っておいて欲しいことがあります。

 

アフィリエイトは楽して、簡単に、

小手先のテクニックでお金を稼ぐことは出来ません。

仮にお金を稼げたとしても一時的なもので終ってしまい、

継続的にお金を稼ぎ続けることは不可能です。

それはなぜでしょう？

それは、アフィリエイトはれっきとした「ビジネス」だからです。

考えてみてください。

現実の社会で、楽して、簡単に、

小手先のテクニックでお金を稼ぎ続けている

会社や団体ってありますか？　無いですよね＾＾

でもなぜかネットビジネスになると、

楽して簡単にお金を稼げると信じてしまっている方が本当に多い。

インターネットの中の出来事だからと言って、現実とは別のものだと

思い込んでいる方が非常に多いんです。

 

笑っちゃうかも知れませんが、事実です。

 

これだけは覚えておいてください。

アフィリエイトなどのネットビジネスは、活動する媒体がネットなだけであって、

リアルなビジネスとやっていることはなんら変わらない。ということを。

あなたの収入はどこから来るのか？それは、

あなたの紹介した商品を買ってくれたお客さんや、

紹介した商品を売っている販売者の方からです。

 

インターネットがくれるわけではありません。

画面の向こうには人がいます。あなたと同じように、

何かに対してうれしくなったり、腹を立てたり、



泣きたくなったり、共感したり、反論したり、

切なくなったり、感動したりする、普通の人間がいるんです。

商品の紹介をする文章を書くときや、

ブログの記事を書くときや、

メルマガを発信するときなど、

いつも、画面の向こうには人がいるということを忘れないで下さい。

 

 

 



２．情報に振り回されない

 

いろいろな情報を吸収して、自分のものにするのと、

いろいろな情報に振り回されるのはまったく違います。

アフィリエイトを始めてもう何ヶ月も、

何年も経つのに、一向にお金を稼ぐことが出来ない‥

いろんな情報を集めて勉強し、

自分の知識にして頑張ってるのになんで？

結局アフィリエイトなんて稼げないんじゃないの？

と思っている方も多いんじゃないでしょうか？

　　　

例えば、数々のアフィリエイト系の

情報商材を購入したけど、

全然稼げていない方などですね。

いろいろな情報商材を持っていると、

現時点で実践している商材がちょっとでもうまくいってないと

「この商材はダメだな、こっちに切り替えよう」と、

すぐに作業を投げ出してしまいがちになります。

購入した商材が多ければ多いほど、

手にした知識が多ければ多いほど、

その傾向は強くなります。

実践している商材が一つしか無くて、

他に情報商材を買うお金も無いなら

自分の持っているその商材だけを信じて実践しますよね？

でも、複数あるとどうでしょう？

あっちのほうが稼げるんじゃないか？

あっちのほうが楽なんじゃないか？と、

いらない誘惑が出てしまいます。

アフィリエイトに関してまだ経験も

知識も無いのなら特に、です。



こんな状況では一つの作業に

集中することなんて出来ないですし、

自分の持ってるポテンシャルを

最大限に発揮することも出来ません。

もし、あなたが複数の商材を持っていて、

どれもよさそうだなと思っていても、

同時進行で実践するのはやめましょう。

まずは、一つだけ、３ヶ月だけでもいいので

一つだけ集中してやってみましょう。

一つのことを集中して実践し、

その商材の内容も把握し、

自身の経験や知識にして

ある程度自分のものにしたという状況になれば

新しい情報商材を実践しても

振り回されることは無くなります。

その商材に書かれている意見や

考え方が以前実践していた商材と違っても

自身の経験から判断できますから。

むやみやたらに知識をインプットしても

混乱するだけです。

どの情報が正しいのか？

ということは自分自身でしっかり実践して、

経験してみないことにはわかりません。

いろいろな成功者たちが成功するために

必要な事として挙げている要素が人によって

バラバラなのは彼らが実践、経験してきたことが

人によってバラバラだからです。

誰が正しくて、誰が正しくない。

ということではないんですね。

実際に彼らは結果を出しているんですから。



　　　

情報に振り回される前に、

一つのことだけを集中して実践しましょう。

たとえそこでお金が稼げなかったとしても、

本当の意味での知識になります。

ただ単に知ってる、というだけでなく、

実際に経験したからこその知識になるんです。

 

 

 



３．ものまねは自分の首を絞めるだけ

アフィリエイトでお金を稼いでいくには、

紹介する商品を魅力的に伝えられる

文章力が必要になってきます。

いい記事が書きたいとか、

内容の濃いメルマガを発信したいとか、

売れる文章が書きたいとか

アフィリエイトをやっている人なら

誰もが思うことですよね。

やはり、初心者の方にとって

一番参考になるのは売れてる

アフィリエイターさんの文章です。

あなたも実際に結果を出している

アフィリエイターさんの発信している情報から

情報商材の購入の検討をしたことがあるとおもいます＾＾

あなたが買ってみようかな、と思ったのならば、

他にも買おうかなと思っている方がいそうですよね？

そういった文章には、

人をひきつける何かがあるので、

参考にするべき文章なわけです。

　　　

ただ、参考にするというのは、

まねをするということではありません。

ものまねをすることは自分の

首を絞めているのと変わりません。

著作権の侵害という行為

にもなってしまいますし、

人のモノマネでは売れません。

売る力が身に付かないんです。

他人の文章をまるパクリして

運良くちょっとは売れたとしても

継続することはほぼ不可能でしょう。



いずれはメッキがはがれます。

自分で考えて作った文章でもないのに

説得力を持たせることができるのか？

ということもあげられますし、

何よりモノマネばかりしてると

「クセ」がついてしまいます。

売れてる文章があるのなら

それを使ったほうが手っ取り早いし、

頭を使わなくて済むので楽ですよね？

楽なほう楽なほうへと流されていくといざ、

頭を使って自分の言葉で文章を

作ろうと思っても、苦痛でしかなくなります。

しかも、いつもいい文章を発信していただけに

勝手にハードル上がっちゃってますよね？

いつも配信していたようなレベルの高い

内容を考えないと‥っていう風になっちゃいます。

ずっとものまねを続けててきた人が、

いざ、自分の言葉で人々に

読んでよかった、ためになった。

と思ってもらえるような文章を書く。

‥まず無理ですよね＾＾

下手でもいいから自分の頭で考える

っていうのはよく言われてる事ですが

本当に大事なことです。

ブログの記事にしても、

メルマガの内容にしても商品のレビューにしても、

無料レポートの紹介にしても、

とにかく、自分の頭で考えましょう＾＾

楽して、モノマネするクセをつけるのと



つらくても自分の頭で考えるクセをつけるのと、

どっちが将来的にお金を稼げそうでしょうか？＾＾

ここまで読んでくれたあなたなら、

答えはもうわかりますよね？＾＾

 

 

 



４．くだらない事に悩んでいる人が多すぎます

私はよくQ＆Aサイトを見て

人々はどんなことに不安や悩みを抱えているのかを

よくチェックしているんですが、

■ブログかメルマガならどっちのほうが

　集客できますか？

■メールはテキスト型と、HTML型、

　どちらが効果が高いですか？

■情報起業とアフィリエイト

　どっちが稼げますか？

■メルマガ配信スタンドの広告サービスは

　どこが一番効果がありますか？

など、自分でやってみなければ

わからない質問をしてしている方が

非常に多いことに気づきました。

ほとんどの質問に言える答えが、

「やってみないとわからない」です。

お金を稼ぐ仕組みをどこにおいているのか

どんなジャンルでお金を稼ぐのか

ビジネスを始めてどのくらいなのか

副業でやっていくのか本業でやるのか

得意なことはなにかetc‥

人それぞれバラバラで、

同じ人は一人もいません。

自分に一番あった方法や場所や

手段は実際に試してみないことにはわかりません。

ブログのほうが集客出来ている人もいますし

メルマガのほうが多い人もいます。



メールはテキスト型のほうが反応がいい人もいますし

逆にHTML型のほうが反応がいい人もいます。

情報起業ではうまくいかなかったけど、

アフィリエイトを始めて結果が出た人がいます。

また、逆の人もいます。

人によって結果は違います。

どっちがいいのかなぁ〜と

悩むくらいなら、とにかく試してみましょう＾＾

とにかくやってみましょう＾＾

本当に自分にあった方法なんて

自分の経験や体験からしかわからないんです。

 

悩むだけ時間の無駄だということに気づいてください。

　　　



５.設計図を作る

　あなたは、アフィリエイトでお金を稼ごう！

と、決めたとき実際にどういった仕組みで

お金を稼いでいくかイメージできていますか？

ブログを作ったり、メルマガを発行したり、

無料レポートを作ったり、今やってる作業は

何のための作業なのか？

しっかり理解できているでしょうか？

大雑把に言ってしまえば

「いずれお金を稼ぐため」

ということで間違いないんですけども、

それだけでは不十分ですよね？

まず、お金を稼ぐためには

キャッシュポイントを作らなければならない　　　　　　　　

　　　　　　　　　↓

キャッシュポイントを作ったら

そこにアクセスを集めなくてはならない

　　　　　　　　　↓

アクセスを集めるために、

日々ブログの更新やメルマガの発信、

無料レポートの作成をしていく。

　　　　　　　　　↓

キャッシュポイントにアクセスが集まり、

あなたの紹介している商品やサービスが　

購入されればあなたの収入になる。

 

少し具体的に言えばこういった感じですよね？

もちろんもっとステップを細かく分けていけますが、

私が言いたいのは、自分が今やってる作業は、

何をするためにやっているのか？

ということを理解したうえで実践できているか、

ということです＾＾



何のためにやってる作業なのか

わからないとモチベーションが上がりにくいですし、

なにより、収入を得る仕組みを作るのに時間がかかってしまうか、

そういった仕組み自体作れないでしょう。

アフィリエイトを始める際は、まず、

自分が収入を得るための仕組みをイメージし、

設計図的なものを作ったうえで作業に取り掛かりましょう。

自分のやりたいことを紙に

書いていって壁に貼っておくだけでもいいですし、

頭の中で思い浮かべてもいいと思います。

作業していく中でいろんな

アイディアが思いついて、やることが増えていっても

設計図があれば目標がブレなくなります。

　　　

例えば、メルマガの読者を増やすために

いいアイディアが思いついたので、

その作業をしていくうちに

メルマガの読者を増やすことに熱中し、

お金を稼ぐことからメルマガ読者を

集めることに目標がすりかわってしまう。

といったことがよくあります。

しかし、実際には自分の紹介する

商品の成約数を増やすために、

読者さんを集めているんですよね？

ここを意識していないと、

自分の紹介したい商品と

属性の合っていない読者さんを

集めることに必死になってしまったり、

どうでもいいことにお金や時間を無駄にかけて、

目標から遠ざかってしまいます。

属性の合っていない読者さんを



集めることというのは、具体的に言うと

アフィリエイト関係のメルマガを書いているのに

アフィリエイトに興味があるのかも

わからない読者さんを

集めているいうようなことです。

こうならないためにも、

きっちりと設計図を作って、

自分が今やってる作業は、

何をするために行っているかを

考えながら作業しましょう、ということです。

　　　

ここがしっかり理解できていれば

今やってる作業がのちのち

自分の収入につながるんだ

と思えるので、モチベーションも続きやすいです＾＾

自分のやりたいアフィリエイトの形が

見つかったら、その仕組みを理解し、

収入を得ている自分をイメージし、

日々、必要な作業をこなしていく。

まずは収入を得るための仕組みを把握しましょう＾＾

 



さいごに

お金を稼ぐためのテクニックや

方法を期待されていた方にとっては

正直、期待はずれだったと思います。

　　　

もっと、他の

「初心者が一ヶ月で３０万円稼いだ方法とは！？」

「アクセスを一日で何千もの集めた驚愕のテクニックとは！？」

といったようなレポートを読めばよかった

と思った方もいるでしょう笑

しかし、ここまで読んでいただけたのなら、

もう少しだけ私に付き合ってください。

　　　

実際に上記のようなレポートや

商材を読んで稼げましたか？

実際に一日に何千ものアクセスを

集めることが出来たでしょうか？

答えは、NOですよね？

これは、そのレポートや商材の

作者様が悪いわけではありません。

どんなに優れた情報でも、

読む人によって結果は変わります。

失敗する人もいますし、成功する人もいます。

しっかりとしたアフィリエイトに対する知識、

考え方を持っていないと

どんなにいい情報を手に入れたとしても

それを生かすことは出来ないんです。

　　　

私が作成したこの本は

成功している方にとっては必要の無いものです。

成功した人はすでに出来ていることだから。



しかし、それ以上に、

出来ていない人がものすごく多い。

私がこのレポートを作ったのはそんな理由からです。

すぐにでもお金を稼げる情報、

テクニックが欲しいといっているような方なら

最初の部分で読むのをやめたと思います。

　　　

しかし、最後まで読んでくれたあなたは

アフィリエイトに対するマインドや考え方に

対する意識が高かったのでしょう。

私もそういった方たちと共に

アフィリエイト業界で

頑張って行きたいと思っています。

 

ＰＳ

私が毎月６桁のアフィリ報酬を稼ぎ出すために

やっている事を現在、「無料メール講座」

という形で、意識の高い人達にシェアしています。

 

私がアフィリエイトでお金を稼げるように

なった秘密をメールでお伝えしています。

 

興味のある方は読んでみてください。

 

完全に無料ですし、

解除もいつでも出来ますので

ご安心ください。

 

http://dailydeliciouscake.com/mail/

 

さいごまで読んでいただきまして、

まことにありがとうございました。

 

 

 

http://dailydeliciouscake.com/mail/

