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高校を卒業してからずっとフリーターで、

日々、少ない時給で毎日バイトをしていました。

「いつか会社を建てたい」とか「いつかビッグになってやる」とか、

そんな事を考えてはいても、特にコレといった方法もなく、

不完全燃焼の日々を送っていました。

 

そんなときにバイト仲間のS君から

「パソコンいる？」と言われ、初めてマイパソコンを持ちました。

２３歳の秋だったと思います。

自宅でインターネットを使えることがこんなに便利な事だったなんて、

と、感動した私は日々、パソコンをさわっていました。

 

そんな中、いつも目に入ってくる「ネットビジネス」という言葉。

なんじゃそら、怪しいな。と思いつつも日に日に興味がわいてくる自分。

ネットビジネスのおかげで自由な時間を手に入れ、

趣味に没頭できる自由な生活を手に入れました。とか、

ネットビジネスで会社を建てる事が出来たし、年収も３０００万を超えました。とか

「いつか会社を建てたい」とか「いつかビッグになってやる」とか思っていた私は、

コレだ！と思いました。

 

ネットビジネスって、自分にとって一番望んでるライフスタイルなんじゃないか？？

そう思い、ネットでお金を稼ぐ方法について、調べ始めました。

そこで出合ったのが、情報商材というモノ。

 

お金を稼ぐ方法、ダイエットを成功させる方法、恋人を作る方法、

スポーツや音楽や自己啓発まで…

ありとあらゆるジャンルの「情報」がネットでは

販売されていると言う事を知りました。

 



高いな…とは思いつつも、販売ページを見ると、この商品を買ったら

自分はお金を稼ぐ事が出来るかも、と思わされます。

マジであやしいな…とは思いつつも、もし、本当にここに書かれている事が

実現したらどうだろう！？

 

そんなことを毎日考えながら日々は過ぎていきました。

買いたい、でも怖い。という感情がぶつかりあっていました。

さすがに毎日悩んでいては疲れるので、

もうきっぱり忘れるか買うしかない！と思った私は

ある日、思い切って情報商材を買う事にしました。

 

その情報商材は、誰でもネットで月に２０万円くらい稼げますよ。というもの。

ネットビジネスについて何も知らなかった私は縦長の販売ページに書かれている

長文を読みながらお金を稼いで日々自由に暮らしている

そう遠くない未来をイメージしていました。

 

ここから新しい人生が始まるかも…

お金に不自由しなくなれば好きな事をいっぱいしながら毎日を過ごせる…

散々悩んだ末の行動でしたから、そんな事しか考えたくなかったんでしょう。

 

そして、商品をダウンロードし、中身を確認したとき、

 

「…何コレ？」

 

愕然としました。



騙されまくってきた過去　２

 

 

その情報商材の内容は、あるポイントサイトで商品を買ったり

クレジットカードの入会とかをすれば

後で現金に変換できるポイントがたまるよ。

それだけ。

 

 

そんで、このポイントサイトを他の人にも

紹介すればその人のポイントの

一割くらいもらえるよ。

それだけ。

 

 

泣きそうになりました。

 

「こんな情報に９８００円も取るの！！？？」

 

「お前、こんなんネットサーフィンしてればすぐに見つかる情報じゃん！！」

 

パソコンに向かってキレました。

その後も、たまたま今回は運が悪かっただけかもしれない、と、

違う情報商材を買ってしまいました。

 

次に買ったのは、毎月１０万の固定報酬が得られるビジネス

とかいう商材。これは確か５万位したと思います。

内容は、カンタンなデータの計算で、

中学生でも電卓があれば出来るとか何とか

書いてありました。

 

 

これは、本当に限られた人しか

たどり着けない、とてもシークレットな内容なので

５万という大金とも思える金額をつけているのです。

それほどの価値があると思ってください。



 

のようなうたい文句にだまされ、

まんまとお金を払ってしまいました。

９８００円の元を取らなければ、

とポイントサイトで作ったクレジットカードを使って…

 

実際にマニュアルをダウンロードして

読み始めたものの、内容が難しすぎてわからず、

記載されている電話番号に電話してみました。

 

 

電話に出た相手は、めんどくさそうに、

「マニュアルを見てください」としか言わない始末。

その後、情報商材のレビューサイトで、

その商品に書かれている書き込みを発見しました。

 

 

「だまされた…」という内容のものでした。

もしかして…という気持ちが駆け巡り、

他のレビューサイトも見てみましたが、

どのサイトも「こんなカンタンに稼げるなんて！」「コレはオイシイ」

ということしか書いてありませんでした。

 

 

どういうことだろう！？

あんなんでカンタンに稼げるわけねえだろと思った私は

ずっとそれらについて調べていると驚愕の事実を知ってしまいました。

 

私が商材を買ったインフォ○タイルで扱ってる

商材のほとんどは詐欺商材で、それらを絶賛している

レビューサイトの人たちはアフィリエイト報酬が

欲しいために、絶賛しているとの事。

くそ商材だ、稼げるわけない。などの書き込みは普通に削除して

のうのうと販売していると言う事だったんです…
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「ありえねえええええええええええええええええ」

お前…５万ですよ！！５万！！
 

こっちがどれだけ不安抱えながら無い

お金無理やり振り絞って、手震わせながら

「購入する」ボタン押したと思ってんの！？

 

「ネットでお金を稼げるって情報は、

全部嘘でバカみたいなやつらが

だましてお金巻き上げてるだけのくそ業界か…」

「あぁ〜あみんな死んでくれないかな…」

一人でぼそぼそつぶやきました。

何もかもやる気が無くなって、

一週間くらい死んだ魚の目をしながら毎日を過ごしていました。

 

毎日毎日、負の感情でいっぱいでした。

友達に向かって「俺、これからたぶん超お金稼ぐ人間になるよ！」

「そのうち高級寿司でもおごってあげるよ」

そんな話をしていた自分が本当に情けなくなりました。

 

やっぱ、そんな話あるわけ無いよね…

コツコツ働いてればそのうちいいことあるかもな…

よっぽど精神的ダメージが大きかったのか、

昔から「普通の人生はいやだ」

「一生会社に雇われて働く人生なんてやだ」

常にそう思っていたのに、普通に就職して

サラリーマンになるのも悪くないかもな…

そんな感情になっていました。

 

この一件があってからパソコンを使う機会が



この一件があってからパソコンを使う機会が

極端に減り、日々普通の生活を送っていました。

パソコンを触るのは調べものをするか

メールを見る時くらいでネットビジネスの事は

完全に忘れていました。

 

 

たまに「一日５分の作業で月３０万稼げるのですが…」とか

「小学生でも稼げます！」とかそんなタイトルの

迷惑メールが来ると本当にイライラしました。

 

「こいつも、こいつも、こいつもみんな死ねぇ〜！」

 

はたから見たら私のほうがよっぽど死んだほうがマシな人間だった事でしょう。

 

 

 



ちょっとした転機

 

だまされてから半年が経ったころ、

ひょんなことから私は無料レポートという存在を知りました。

無料レポートってなんだ！？

メールアドレスを入力するだけでほんとにお金を稼げる情報がもらえるの？？

 

「あやしい…」「絶対あやしい…」

 

完全にネットに対して不信感を持っていた私は

 

「無料レポート　被害」とか「無料レポート　詐欺」とか

「無料レポート　後からお金を請求される」

 

みたいな検索ワードを打ち込みまくりました。

 

でも、私が恐れているような情報は一つも出てこない…

検索結果で出てくる人たちのブログではみんな無料レポートについて

 

「それはこの前読んだよ」

「あのレポートは確かにいいですよね」

「あれはいまいちだったな」

 

みたいに、普通に読んでいるのが当たり前みたいな感じだったので、

意味がわからないながらも恐る恐るメールアドレスを入力して

無料レポートを請求しました。

 

一番初めに見た無料レポートは

確かオークション関係の無料レポートでした。

そこに書かれていたのは、ある場所でブランド品を安く購入して、

オークションで売れば稼げますよ。という内容のもの。

 

「へぇ〜、こんなお金の稼ぎ方もあるんだ〜。」

「無料でこんな情報を流して一体何になるんだろ？？」

そのときは無料レポートが配布されてる意味がわかりませんでしたが、

とにかくここに書かれている内容を実践すれば稼げるかもっ



と思い、ブランド品を買いに行きました。

資金源はもちろんポイントサイトで仕方なく作ったクレジットカードです。

 

 

もうショッピング枠が８万円くらいしか残っていなかったので全部おう、と

後先考えず、ブランド品を２点購入したんです。

その後、オークションに出品して、２点とも落札されましたが、結局２つあわせて

マイナス７０００円くらいでした。

 

 

でも、不思議と落ち込んだりはしませんでした。

もちろん大金を払ってとんでもない詐欺商材を買ってしまったことに比べれば

落ち込むような事じゃ無いですけど、

無料のものなのにしっかりと有益な情報を発信している人もいるんだ。

という事がわかったのがすごくうれしかったんです。

 

 

「今度はもうちょっとオークファン使って

しっかり事前に利益が出そうなものを調べておくべきだな。」とか、

「次はあのブランドで攻めてみようか？？」とか、

やる気が出てきたし、前向きに考えられるようになっていました。

 

 

一方でとんでもない事をやってるやつもいるけど、

しっかりと人のことを考えている方もいる。

少しだけ、消えかかったネットビジネスに対する期待が心の中で復活していました。

それから、無料レポートを読むのが日課になりました。

 

 

最初の三ヶ月くらいはオークション関係の

ものばかりをダウンロードしまくっていました。

日々ひたすらオークションの事を考える日々が始まりました。

 

友達とアウトレットに行こうものなら

すかさず値引きセールの商品を見つけ

落札相場をチェックし、ハードオフなんかには

週に３日位通って携帯電話片手に店内をうろうろする。



途中から「せどり」なんかにも興味を持ち、これまた

携帯電話片手にブックオフをうろうろ。

 

 

頑張れば頑張っただけ成果が出る！

やっと、誰にも縛られず、自分のやりたいようにやってお金をもらえる

すべを見つけた。

少しづつ自分に対して自信が持てる様になり、

毎日が少しづつ楽しくなっていきました。

その甲斐あってか、オークションであわせて

４０万くらいの利益を出す事が出来ました。

 

 

 



オークションから、アフィリエイトへ

 

私がアフィリエイトを知ったのは、１年くらい前の事です。

そのときは、どんな感じのビジネスなのか？

という事をさらっと理解したくらいで、特に興味を持っていませんでした。

 

そんな中で私がオークションからアフィリエイトに興味が移っていったのは、

やはり、オークションはいつまで経っても労働収入だから。

という事に他ならなかったんです。

 

 

結局、商品を仕入れるためにいろいろなお店に行かなければ

ならないですし、商品の梱包、発送などで手間もかかる。

バイトもあるし、やりたいこともいっぱいある私としては

もうちょっと時間をかけずに出来るネットビジネスは無いのか？

という事を考えていました。

 

 

そんなときに、以前読んだ無料レポートが頭をよぎりました。

ブログと、メルマガをつかって、

「人に感謝されながら稼ぐ」というコンセプトの

レポートでした。

 

生半可な気持ちでやっても稼げないが、

しっかりとした方法で実践すれば、アフィリエイトは

いつから始めたって必ず稼げるようになる、というもの。

 

「そうだ、もう一度あのレポートを読んでみよう！」

 

一番最初に読んだときは、「めんどくさそうだな」

という気持ちしか生まれなかったのですが、

久しぶりに読んだとき、なぜか、「アフィリエイトをやってみたい！」

という気分になったんです。

半年くらい経ってからのこの心境の



変化には自分でもびっくりでした。

 

 

アフィリエイトというビジネスの概要をなんとなく理解し、

無料レポートをみんなが出している

理由もこの時点でようやくわかりました。

「そういうことだったのか」

そして無料レポートを今度は自分が作っていかなければならない、

という事にも気づかされました。

 

 

そうなのか…無料レポート作らなきゃいけないのか…

出来るかな？？いやいや、無理だろ？？

でも、家で出来るって、相当なメリットじゃないか？？

悩みました。

 

「自分が人々のためになる情報を発信していく」

 

これが、とてつもなくハードルが高い事に思えたんです。

でも、やるしかない！

どれほど大変な事かなんて、想像だけじゃわからないので

実際やってみたら意外といけるかも知れない。

無理やりそう思い込みました。

 

それからは無料レポートでアフィリエイトについて

基本的なことから学んでいこうと思い、

アフィリエイト関係の無料レポートを読み漁りました。

 

 



完全ど素人のアフィリエイトの日々が始まりました。

完全素人による、無料レポートに書いてある

情報を頼りにアフィリエイトでお金を稼ぐための

日々が、始まりました。

 

最初の頃はブログにどんな記事を書けば

いいのかわからない…

具体的にどんなことをしていけばいいのかわからない…

 

ほんと、わからないことだらけでした。

 

ブログを更新しても更新しても

一向に訪問者さんが増えることは無く、

どうすればいいのか完全にわかりませんでした。

 

無料レポートに書いてある事はみんな、

ブログは書き続けることが重要。

 

と、そんなことを言っていたので

とにかく書き続けていましたが

一向になんのアクションも無い…

 

「なんだ？」

「何がいけない？？」

「単純にブログを書いている日が浅いだけか？」

 

なんにもわからなかったので、

心配性の私としては

このまま続ける意味があるのか？

とそんなことを考えてしまう日も

少なくありませんでした。

 

それでも、詐欺に会い続けてきた私は

「人に感謝されながらお金を稼ぐ」

というお金の稼ぎ方が魅力的でしょうがなかったので

やめようとは思いませんでした。

 



ブログを２ヶ月くらい書き続けたある日、

やっと、ブログに始めてのコメントが

つきました。

 

ＦＣ２ブログというブログサービスを

使っていたのですが、ＦＣ２ブログから

「コメントのお知らせ」という

メールが来て、

「おおおおお〜」

と、声を出して喜びました。

 

やった、自分のブログを見て

わざわざコメントをしてくれた人が

いる…！！

 

早速コメントの内容を確認しました。

 

そこに書かれていたコメントは…

 

 

 



どん底に叩き落された気分から、少しづつ這い上がってきました。

「そんなことすでに知ってんだよ」
 

と、一言書いてありました。

 

ほんと、泣きそうになりました。

 

相手のＵＲＬはかいておらず、

名前も意味不明なものでした。

 

完全なる、ただの嫌がらせだったんです。

 

 

ずーっと頭の中で

「そんなことすでに知ってんだよ」

がループしていました。

 

日に日にイライラしてきました。

 

「こっちだってなんも知らないなりに

日々、勉強して調べて何とか

ブログの記事を書いてんだよ！」

 

誰にもぶつけることの出来ない怒りは

自分の中でだけぐるぐると回って

気がおかしくなりそうでした。

 

このとき、初めて一回だけ

アフィリエイトをやめようか…

と思ってしまいました。

 

 

でも、「継続を続けていれば必ず稼げるようになる」

という言葉を思い出し、何とか踏みとどまったのを

覚えています。

 



 

それからまたブログを書き続ける日々が

始まりました。

 

アフィリエイトでお金を稼ぐために

必要だといわれていることも

少しずつ、理解して実践し続けました。

 

初めてアフィリエイトでお金を稼ぐことが出来たのは、

始めて３ヶ月がたったある日、

「２０００円」という金額でした。

 

そのときは本当にうれしかった。

 

始めてお金を稼げた日のことは

今でもリアルに覚えています。

 

その月を皮切りに、

毎月稼げる額は増えていきました。

 

お金を稼げる喜びから、

モチベーションも上がり、

毎日やる気が出ているのを感じました。

 

そして、気がついたら月に１０万円以上もの

お金を稼げるようになってしまいました。

 

 

 

 

 

 



本当に遠回りをしてきました

私は月に１０万円以上稼ぐのに

２年以上もかかってしまいました。

 

詐欺に会うことからスタートし、

大分遠回りをしてきてしまいました。

 

始めから人に感謝されながら

アフィリエイトでお金を稼いでいくという

方法を知っていれば…

と、悔やんだ数も数え切れません。

 

でも、今はそんな気持ちは一切ありません。

 

今は詐欺被害にあってしまった人、

詐欺被害にあってしまいそうな人、

ネットでお金を稼ぐために本当に必要な

情報を知りたい人…

 

そういった人達に、より、

「本物の情報」を届けることのほうが先決なんです。

過去を悔やんでいる暇はありません。

 

この業界がこのままの状態で行くと、

どんどんイメージは悪くなっていきます。

 

私は、微力ながらも、

そういったこの業界のネガティブな部分を

少しでも排除し、多くの方に

詐欺師ばっかりじゃないんだ

という事を知ってもらいたく、

こうして本を作り、配布している次第です。

 

本当にくだらないとしかいいようがなかった

私を変えてくれた、ネットビジネス、アフィリエイトで

人々に感謝されながら稼ぐ方法…

 



それを多くの人に伝えていきたいと思っています。

 

私は現在、

人々に感謝されながらアフィリエイトで月に１０万円

稼ぐ方法を、無料メール講座という形で

人々に提供させていただいています。

 

興味のある方は読んでください。

 

http://dailydeliciouscake.com/mail/

 

迷惑メールなどが送られてくることは

ありませんのでご安心ください。

 

さいごまで読んでいただき、

まことにありがとうございました。

 

この本があなたにとって有益なものに

なることを祈って、さいごのあいさつとさせて

頂きます。

 

 

 

 

 

http://dailydeliciouscake.com/mail/

