
ブログアフィリエイト 
メリットとデメリット-総まとめ- 

赤星です。 

この手紙では、あなたが 
【なぜブログアフィリエイトをやる必要があるのか？】 
のについて感覚的にではなく、実質的な理解をすることができるように 
筆を取らせていただきました。 

僕がブログアフィリエイトは最強である。 

と断定的に豪語する理由、 
そして、ブログアフィリエイトに取り組むことによって 
あなたにはどんなメリットがあるのか。 

これらの答えを明確に知ることができるようになっています。 

しかし、その具体的なノウハウについては、 
別途、他に手紙をお送りいたしますので 
あなたが既にブログアフィリエイトに「真剣」に取り組まれている 
という状況であればこの手紙は読まなくても良いかもしれません。 

ただ、もしもブログアフィリエイトが上手くいっておらず、 
この先のアフィリエイトに不安を感じているのであれば、 
改めてそのメリットを認識することで結果が加速することもありますので 
あなたの状況に合わせて読み進めていっていただければと思います。 

この手紙が、 
あなたにとってブログアフィリエイトに取り組むべきかそうではないかの 
ご判断材料になりましたら幸いです。 
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まずこの手紙の内容をご紹介させていただきます。 

-目次- 

１章：ブログアフィリエイトのメリット 

・「人生」において　～圧倒的な自由度～ 
・「経済力」において　～大半の人間が抱くお金の問題～ 
・「スキルアップ」において　～世の中で価値ある人材に～ 

２章：ブログアフィリエイトのデメリット５つ 

３章：ブログアフィリエイトのメリット・デメリット-総括- 

それでは、早速、第1章からいってみましょう。 

第1章　ブログアフィリエイトのメリット 

この手紙をあなたにお送りするために、 
ブログアフィリエイト（以下、ブログアフィリ）のメリットを書き出した際 
自分でもびっくりするくらい多くのメリットが出てきました。 

まるで、ただ立ち寄った公園で最高に感動する噴水ショーが始まったかのよ
うな感覚です。（改めてブログアフィリの魅力を感じたということです） 

書き出したメリットを整理し、それらを一度に羅列するのも 
その圧倒的な量から魅力を伝えることができると思ったのですが、 
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それでは読みにくさ、理解しにくさが出てきてしまうと感じたため 
羅列を避け、あなたが理解を深めやすいように 
３つの項目に分けて紹介する方向性で書いていこうと思います。 

３つの項目とは、「人生」「経済力」「スキルアップ」になるのですが、 
特に「なぜ」それらにしたのかについての深い理由や根拠はありません。 

ただ、ブログアフィリのメリットを書き出した際に 
カテゴリー分けをしていたら、 
上記３つでまとめるのが好ましいかったから・・・ 

という理由ですので、 
そこへ深く「疑問」を抱く必要はありませんのでご安心ください。 

それでは、早速１つ目の「人生」におけるメリットについて 
ご紹介していきますね！ 

「人生」において　～圧倒的な自由度～ 

まずブログアフィリを行なっていく上で、 
人生そのものが良くなっていくというメリットがあります。 

これだけでは「は？どういうこと？？」と意味が分からないですよね笑 
その意味が理解できるように今から解説します。 

まずは人それぞれ、どんな人生が「良い人生」なのかは 
異なってくるということを認識しておいてください。 

「そんなの当たり前じゃん！分かってるよ！！」 

と感じると思うのですが、 
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実は多くの人が、自分が良いと思っていることは、 
相手も良いと思っていると思い込んでしまう癖があります。 

だから、自分の思い込みには気をつけて欲しいのです。 
人の人生は、その人しか価値をつけることができないんですね。 

まあこういうと簡単に聞こえると思うのですが、 
結構大事なポイントなので最初に言わせていただきました。 

つまり、僕が、最高の人生っていうのは、 

「金持ちになるのが良いんだよ！」とか「健康第一でしょ！」 

みたいなことを言ってもあなたにとっては意味がないということです。 

だから、具体的にどんな人生が良いのかは 
あなた自身が心から湧き出てくる願望に耳を傾けていただければと思います。

とはいえ、我々には様々な共通点があります。 

それは人間の生態メカニズムや歴史的背景、 
日本人という生まれ育った環境などです。 

これだけの共通点があれば、 
人生に対する考え方に関しても「普遍」のものっていうのが 
あると思います。 

その普遍といえるものの１つに、 

生きていく上での「悩み」や解消したい「問題」などで 
大きな割合を占めているものとして 
「自由」が少ないというものがあるのではないでしょうか。 
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それは、「時間的自由」「経済的自由」が主なものになってくると 
思います。 

時間的自由に関連する例えを出すならば、 

我々は、会社に拘束されている時間が長すぎて、 

「家族との時間が持てない」「昔からの趣味に時間を使えない」 
「恋人と満足な時間を共にできない」「ゆっくりと旅行に行けない」 
「常にストレスに覆われている」「病気になっても仕事をしないといけない」

などなどです。 

他にも、 

会社や家族というコミュニティーの中で仕事を全うしていく中で、 

「自分を隠しながら生きている」「いつも我慢して人に貢献している」 
「素の自分を出すことが許されず息苦しい」 

などなど、多くの「人間関係」に関連する問題もあると思います。 

これら以外にも色々な「自由でないことによる問題」を 
抱えている人はかなり多いはずです。 

それでは、何故ブログアフィリに取り組むことによって 
これらの問題を解消できると言えるのか。 

インターネット上にあるほぼすべての情報、 
そして数十万円のコンサルティングや数多くの教材、商材、自身の実践、 
本屋に出ている数多くの書籍などにアクセスした経験をもとに論証していき
ます。 
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圧倒的な自由度を得られる理由その１ 
素の自分をさらけ出してもOK！ 

ブログアフィリに限らずですが、 
ネットビジネスは何にも縛られることなく 
素の自分を表現することが許されます。 

要は、ブログ上での情報発信（主に記事の執筆）は 
誰にもルールを定められていませんし、 
その情報発信に対して誰もあなたを咎めないということです。 

極論を言えば、閲覧にパスワードなどを設定し、 
自分だけしか見られないような状態にしていたら 
ストレス発散のために誰かの誹謗中傷を書いてもOKなわけです。 
（注：誹謗中傷を推奨しているわけではありません） 

まあ、インターネット上に公開しなければ 
マネタイズ（収益化のこと、お金を得ること）をすることはできませんが、 
それらでさえも書き出してもOKというくらいに 
「自由」に表現することができます。 

インターネット上の情報などを見ていると、 
「必要のないことはブログに書いてはいけない」 
と言ったことも書いているので勘違いを起こしている人もいるかもしれませ
んが、本当はブログ上には何を書いても大丈夫なのです。 

むしろ「自分の色」をガンガン出していった方が、 
ブログにファンがつきやすいですし、 
結果的に「あなただけにしか作れないブログ」が出来上がりますので 
「誰にも真似されない世界に一つだけのブログ」を所有できるということで
す。 
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事例があった方がどんな個性的なブログが世の中にあるのかを 
イメージしやすいと思いますので、 
個人的に僕が参考にしたり、好きなブログの中から 
クセの強いブログを３つほど紹介させていただきますね！ 

【クセが強いブログその１：アフィリエイター小雪さん】 

ブログURL：http://koyuki9.jp/ 
 

まず１つ目は「メルマガ」を武器に情報商材をアフィリエイトする 
アフィリ歴10年を迎えていらっしゃるという 
専業アフィリエイターの小雪さんです。 

なぜ、このブログを参考にあげたのかというと、 
僕が初めてアフィリエイトを開始した際の”きっかけ”となったブログだから
です。 
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本当に懐かしいのですが、 
このブログからインフォトップでも常に上位にランクインしている 
「アンリミテッドアフィリエイト」（略称：アンリミ）という商品を購入し
ました。 

ちなみに、僕が書いたアンリミのレビューはこちらになります。 
→http://maeeeesuke.com/affiriate/archives/150 

ご興味がありましたら覗いて見てください。 

で、なぜ小雪さんのどんなところが個性的なのかというと、 
「マジで自分の素をさらけ出しているところですw」 
下図は小雪さんのブログの一部（URL：http://koyuki9.jp/profile）で、 
メルマガのことを書いている部分なのですが、、、 
（まずは下図をご覧ください） 
↓ 
↓ 

僕は数年間、小雪さんのメルマガを購読しているのですが、 
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送っていただいている内容自体は 
有料教材以上に余裕で内容の濃いものから 
日常的な生活感のある、ちょっとした愚痴まで書かれています。 

過去のメルマガで面白いのないかなと思ってメールホルダーを見てみたら 
小雪さんの面白さを１つのキャプチャに収めることができましたので 
ちょっと載せておきますね笑 

下図をご覧いただくと分かると思うのですが、 
毎日配信していると思いきや、 
いきなり連絡が途絶えて一ヶ月後にメルマガが来ることもあります。 

しかもメールの内容がいきなり 
走り回ったりしてるwww 

小雪さんは実績を公開していらっしゃらないので、 
どれくらい稼がれているのかは定かではありませんが、 
メルマガ内でメールで販促したら数百万円は稼いでいると 
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おっしゃっていました。 

こういった自由な感じでやってもいいんだよってことを 
あなたに知ってもらいたくて 
小雪さんを紹介させていただきました！ 

まあ、本業でかなり稼がれているアフィリエイター目線の 
日常的な生活っていうのは非常に参考になりますので、 
女性の方なんかは小雪さんのメルマガを登録しておくのは 
かなりオススメですね。 

普通、ビジネスというと、 
毎日スケジュール管理をして、そのスケジュールに沿って作業をして 
といったようなイメージがあると思いますが、 
アフィリエイトはそういった感覚ではないというのが特徴です。 

それでは次々といきますね！ 

【クセが強いブログその２：コピーライティング至上主義者の会】 

ブログURL：http://copyrighting-supremeprinciple.net/ 
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こちらは、フリーライターとして活動していらっしゃる 
宇崎恵吾さんが運営している 
コピーライティングをテーマに発信しているブログです。 

コピーライティング：人を動かす文章を書くスキルのこと 

小雪さんのブログとはうって変わって、 
かなりビジネス色の強い内容になっています。 

コピーライティングという売れる記事を書くためのスキルを 
ビジネス講座と題して情報発信をしているという感じです。 

ネットビジネスで稼いでいます！ 

みたいなアピールしている多くのブログでは、 
フェラーリやタワーマンションなどを所有してます系の写真で 
アピールしたりしているのですが、 
このブログではその写真どころか実績すら一切公開していません。 

実は、僕は宇崎さんや宇崎さんが師匠と呼ばれている方 
（匿名を希望されているので名前は明かせません） 
と一緒に食事に行ったことがあります。 

その時に聞いたのが、 
コピーライティング至上主義者というブログからは 
月間で３００～９００万円の利益が出ているとのこと。 

これはメルマガも合わせた内容にはなりますが、 
それでもすごいですよね。 

ちなみに３００～９００万円っていう幅があるのは、 
５０万円する商材を販売しているので 
その売れ行きによって左右しているといった理由からだそうです。 
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まあ、５０万円の商品が定期的に売れているところが 
すごいと思いますが笑 

このコピーライティング至上主義者の会を見ていただいて 
僕があなたに感じていただきたかったことがあります。 

それは、コピーライティング至上主義者の会のように、 
かなりビジネスライクな発信は結構ファンができやすいというです。 

しかも「コピーライティング」なんて情報業界の人しか知らなさそうな 
単語（キーワード）ですら月に３００万円以上が売れているという現状。 

さらに、「コピーライティング」というキーワードで 
上位表示もしていないのにも関わらずです。 
（僕が調べた時は１ページ目にもいなかったです） 
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要は、何かのスキルに特化した内容っていうのは 
非常にニーズがあるので、ファンがつきやすいということです。 

ファンがいれば、売上も上がりやすいのですよね。 

で、なぜ僕がビジネスライクな情報発信を推進しているのかというと、 
こうやってこの手紙を読んでいるようなあなたは 
きっと社会人として真面目にやってきていらっしゃるからだと 
思っているからです。 

社会人になって、副業でアフィリエイトをやるっていうのは 
かなり大変だと思いますし、僕も経験しているので 
並大抵の気持ちでは、ここまで勉強する人なんていません。 

あなたは既に周りの人よりも一歩以上も先をいっているわけです。 

そんなあなたはきっと会社で身につけた 
あなただけのスキルや知識っていうのを持っていると思います。 

だから、それを同じ会社の新人さんに教えてあげるように 
ブログで発信していけば、 
それは多数の人にとって非常に価値のある情報になるのです。 

価値のある情報を世の中に提供したら、 
その分、収入として跳ね返ってきますので 
こんなに面白いことはありませんよ。 

ここでは、「今のあなたのスキルや知識」を 
情報発信することで稼ぐことも可能であるということを 
解説してきました。 
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【クセが強いブログその３：アフィリエイト戦略思考】 

ブログURL：http://affiliate-review-blog.com/ 

こちらは、副業アフィリエイターの山本一郎（ハンドルネーム）さんが 
運営していらっしゃるアフィリエイトレビューブログです。 

ご覧いただくと分かるのですが、 
実績報告をしていらっしゃって、 
このブログのみの累計で１億を超えています笑 

山本さんは副業ということもあり、 
メルマガを発行していらっしゃらないので、 
本当にブログのみで１億を稼いだという猛者です。 

一つひとつの記事がかなり参考になりますので 
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あなたも是非ブックマークされて、 
時間のある時に読まれることをお勧めいたします。 

この手紙を読まれている「あなた」はきっと副業からスタートしていかれる
と思いますので、 
このブログは結構参考になるのではないでしょうか。 

・副業でアフィリエイトをやっている 
・顔出し一切なし 
・毎月１００万を安定して稼いでいる 
・更新頻度は月に１、２回 

といった特徴があり、 
まさにブログアフィリのお手本っていう感じですね。 

以上で、クセの強いブログ事例は終了となりますが 
いかがでしたでしょうか？ 

あなたにとって参考になるブログや何かブログアフィリに対しての 
意識が変わってき初めていたら嬉しい限りです。 

１点、「素の自分を晒し出してOK！」における 
ブログアフィリのすごいところを追記させてください。 

それは、例えアフィリエイトする商品がなくなったとしても 
あなたのファンがいれば、あなたが商品を出すという方向性にシフトするこ
とでガンガン物は売れていくということです。 

AKB48がどんなCDやタオルなどのグッズを出しても売れるように 
熱狂的なファンは、その人やグループが出した商品に価値を感じて 
購入していきます。 
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だから、一応稼ぎやすいので「アフィリエイトブログ」という名目で 
その魅力をお伝えしていますが、実はブログを構築すること自体が 
あなたの資産を構築していることと同意義であるということを 
認識しておいてくださいね！ 

少し話が逸れてしまいましたが、 
この「素を晒し出してもOK！」の項目をまとめると、 
「素」の自分自身をブログ上に自由に表現することができるということです。

しかも、その自分のことを好きなってくれる読者さんが１人できて、 
また１人と増えていき、毎日「感謝のメールやコメント」が 
あなたのメールボックスに入ってくるようになった時の 
人生が充実している感じや喜びはひと塩ですよ。 

でも、中にはこんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

「実名や自分の顔を公開するのは何だか気が引けるな・・・」 
と思われる方です。 

そんな方にとっておきがありますので、 
早速２つ目のブログアフィリのメリットをご紹介しますね！ 

圧倒的な自由度を得られる理由その２ 
「匿名」「顔出しなし」でも全く問題なし！ 

先ほど紹介させていただいた３つのクセの強いブログを 
ご覧いただいた場合には、何となくお気づきだと思いますが 
実は、全員「本名」「顔出し」をしていません。 
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（宇崎さんもコピーライティング至上主義者の会ではK.Uzakiと名乗ってい
ます） 

それでも月に１００万円以上を稼ぐことができているのです。 

要は、ブログアフィリは「匿名」「顔出しなし」に対して 
何の欠落もなく稼ぐことができるということです。 

こんなことができるのは、 
はっきりいってアフィリエイト業界以外には知りません笑 

だから、自分なんか情報発信なんてできないよ・・・ 

とか 

自分が発信しているものを知り合いが見たら恥ずかしいな・・・ 

とかそういった後ろめたさは一切感じなくてもOKです。 

なぜなら、「匿名」「顔出しなし」でブログを運営したら 
その情報があなたのものなんてことは誰にも分からないですので笑 

むしろ知るよしがないというか・・・ 

だから、情報発信ができないならば、 
そのやり方は今後解説していきますので、 
それに従って徐々に慣れていけばよいですし、 

気に入らなかったら、ある程度自分のスキルに自信がついた時に 
新しいブログを開設して１からやり直すこともできます。 

だから、思い切って情報発信というステージに踏み出してほしいなと思いま
す。 
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で、「匿名」「顔出しなし」ということは 
つまりブログは幾らでも量産が可能だということです。 

現実的に可能なことなのですが、 
例えば月収１００万円のブログを構築し終わって、 
月に１～２回の更新でも「売上」がそこまで変わらないという状態になった
ら、 

これまでそのブログに使っていた時間を別のブログ構築の時間に回していけ
ば、２つ目の収入源を得ていくことが可能になります。 

これは、あなたが今後どれくらい稼ぎたいのかによりますし、 
どんな人生にしていきたいのかによって 
ブログ運営の方向性っていうのは変わってくると思いますが、 
実際問題、ブログ量産によって収入は青天井だということです。 

ただ、スキルも知識も何もない状態からいきなり２個、３個と同時運営するっ
ていうのは結構大変だと思いますし、報酬が出るのが遅れてしまうと思いま
すので、最初は１つのブログに集中して１万円でも５万円でも報酬を上げる
ということを優先されることを推奨しています。 

でも、あなたが一度ブログアフィリで稼ぐことができるスキルと知識を 
手にした暁には、幾らでも収入を増やすことができるということを 
認識しておいていただければなと思います。 

「稼ぐ力」があるっていうのは 
それだけでサラリーマンの安定収入を上回るほどの 
「安心感」を得ることができますので。 
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圧倒的な自由度を得られる理由その３ 
時間や場所に囚われない働き方！ 

自由を心の底から欲している状況の場合には、 
このメリットはかなり響きますよね。 

僕もお金を稼ぎたいと思ったきっかけは、 
サラリーマンを辞めて、個人事業主としてパソコン１台で 
自由に世界を旅しながら働きたいという欲望からでしたので笑 

まあ、これについては説明するまでもないと思いますが、 
ブログアフィリに限らず、ネットビジネスは基本的に 
パソコンとネット環境さえあれば”どこでも”仕事をすることができます。 

何故なら、全ての仕事がパソコン一台で完結するからです。 

だから、ある程度余裕のある生活ができるくらいの収入を稼げるようになっ
たら、自分の家を持たずにホテルを転々として 
色々なところを回りながら仕事をすることだってできるようになります。 

実際に僕の知り合いで、ホテルや知り合いの家を転々としながら 
アフィリエイトをやっている人がいるので、 
旅好きの人には本当の意味で天職ですよね。 

また、ブログアフィリの場合、 
実は働く時間も自由に選ぶことができます。 

要は、朝は遅くまで寝て、 
世のサラリーマンが会社内でパソコンをカチカチと動かしている時間帯に 
外で気持ちよくランニングや散歩や静かなランチをして、 
ざわつき始める夜に自分の部屋で仕事をするってこともできますし、 
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逆に朝早く起きて、一気に仕事を終わらせてしまって 
昼からは自由に自分の好きなことに没頭することだってできます。 

要は、やることさえやるための時間を確保したら、 
あとは本当の意味の自由時間だということです。 

子供との時間に使うのも良いですし、 
好きな人と時間をかけてデートっていうのも良いですよね。 

ブログアフィリの場合、アクセスが極端に変わるわけではないので 
数日くらい放置していても売上にはそこまで響きません。 

そのため、１週間くらいパソコンも開かずに 
ゆっくりするっていうことも選択できるわけです。 

人生に選択肢が増えるっていうのは「自由人」にとっては 
かなり嬉しいことですしワクワクしますよね！ 

それでは、以上が「自由」のカテゴリーに当てはまる 
ブログアフィリのメリットになります。 

まだまだ他にもたくさんあるので 
紹介したものはほんの一部だと思っていただければと。 

「百聞は一見にしかず」という言葉がありますが、 
きっと実際に体験して分かることの方が多いので 
ワクワクしながらブログアフィリに取り組まれてみてください。 

それでは、次のカテゴリーに移りますね！ 
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「経済力」において　～大半の人間が抱くお金の問題～ 

次は「経済力」のカテゴリーに属する 
ブログアフィリのメリットについてご紹介していこうと思います。 

アフィリエイトに興味がある方にとっては 
最も興味が湧くテーマではないでしょうか。 

早速お伝えしますと、 
ブログアフィリの「経済面」における最強のメリットは、 
これに尽きます。 

【ある程度放置でも長期的な報酬が発生する】 

です。 

じゃあ実際にどれくらい放置できて、 
どれくらい稼ぐことができるの？ 

という疑問が出てくると思いますが、 
それはあなたも既にご覧いただいている 
山本一郎さんの「アフィリエイト戦略思考ブログ」が参考になります。 

→http://affiliate-review-blog.com/ 

下の２つの図はアフィリエイト戦略思考ブログから 
抜き取ってきた報酬画像になります。 

下の２つの図はアフィリエイト戦略思考ブログから 
抜き取ってきた報酬画像になります。 

上側の写真が月ごとの報酬額です。 
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ほぼ毎月１００万円を超えていることが分かります。 

この報酬画像における詳細な解説は、 
ブログアフィリにあまり関係ないので割愛しますが、 
一度構築が完了したら月１００万円は安定して稼げるということです。 

では、一体どのような更新頻度なのでしょうか？ 

それが下図にてご覧いただけます。 

ご覧いただくと分かるのですが、 
今年の２月以降の更新頻度は月に１、２回です。 

ちなみにブログ立ち上げ当初も月の更新頻度は４～１０記事などでした。 

巷の一日に５記事は書かないと稼げないと主張している起業家とは 
全く異なりますよね。 
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↓ 
↓ 

 

と、まあこんな感じでブログを一度成熟させたら 
今後は２つ目のブログを構築させていけば 
また一つ月収１００万円の収入源が増えるわけです。 

しかもたった６ヶ月で１００万円を超える報酬を稼ぎ出す 
ブログに仕上げています。 

このスピード感は、知識やスキルが全く無かったら 
難しいかもしれませんが、 
１年間で月収１００万円のブログを構築し、 
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それを１つ、また１つと増やしていけば・・・ 

ブログアフィリで得られる「経済力」の魅力を 
感じていただけましたでしょうか。 

ちなみに、ブログとメルマガを組み合わせたら 
宇崎さんのように１つのブログから月収３００万円以上の 
報酬を得ることができるようになります。 

ただ、メルマガを推奨される起業家さんも多いのですが、 
メルマガは媒体を資産を構築するという面においては 
ブログよりも弱いため、僕としてはブログアフィリから開始することを 
推奨しているって感じです。 

それでは、最後のカテゴリーのメリットに移っていきますね！ 

「スキルアップ」において　～世の中で価値ある人材に～ 

スキルアップ。 

この言葉に対して、「ワクワクする人」と「大変そうだと思う人」と 
２通りに分かれると思います。 

しかし、僕が出会ってきた大半の人は、 
表面上では「大変そう」「面倒くさそう」と言いながらも 
実際に何の物事に取り組みスキルを身につけていった際には 
顔をニンマリさせて喜びの表情を浮かべていた方が多かったです。 

この時に、「あ、人間ってきっとスキルを身につけることは嬉しいことなん
だ」と感じました。 
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確かにスキルを身につけるまでに掛かってくる「時間」や「労力」を目の前
にした際には、少し大変そうだなという気持ちが前面に出てきて、 
重い腰が上がりづらかったりするものだと思います。 

でも、人間は誰しもが、 
何かしらの「スキルアップ」を経験しているのではないかと。 

そして、それを実感した際には、 
「喜び」や「充実感」を感じていたのではないかと思います。 

僕がブログアフィリを推奨する上でメリットを書き出している時に 
感じたことが、 
アフィリエイトの中でブログアフィリが最もスキルアップに繋がる 
アフィリエイト手法だなということです。 

もちろん、「スキルを身につけないといけない」と言われると 
多少の「不安」を感じられる場合や、 
「もっと早く稼げるもの」を知りたいと思われることも少なくないと思いま
す。 

しかし、「スキル」は「一生もの」ですし、 
ブログアフィリに限っては、一度身につけたら幾らでもお金を稼げるように
なるという最高のメリットがあります。 

そして、僕がブログアフィリを推奨している最も大きな理由が、 
【ブログアフィリは、スキルを磨いていきながらでも収入が発生する】 
ということです。 

どういうことかというと、 
ブログアフィリで報酬を発生させていくためには、 
最低限「記事を書く」という作業をしていかないといけません。 
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むしろ、記事を書くという作業だけに集中することができたら 
１ヶ月もしないうちに報酬を発生させることができるのですが、 

いざブログアフィリに取り組んでみると 
ブログのデザインが気になってきたり、 
こんな文章で「公開」してもいいのか後ろめたさを感じたりして 
色々なことに気が散ってしまうということを経験されると思います。 

でも、そのブログデザインや文章っていうのは、 
「実践時間」と「勉強時間」に比例してどんどん分かってくるようになって
きて、徐々に「売れるブログ」そして「売れる文章」を書けるようになって
いくはずです。 

「え、本当かな～、勉強とか大変そうだし、自分には・・・」 

と思われるかもしれません。 

しかし、本当にそこまで難しいことでしょうか？ 

僕たちは、小学校、中学校を出て、そして多くの人は 
高校、大学、そして社会人を経験してきて、 
その中でたくさんのことを学び身につけてきました。 

あなたが今頑張っていらっしゃるサラリーマンなどの仕事も 
新人時代には覚えることが多かったのではないでしょうか。 

でも、数ヶ月、数年も経つと 
最初は難しかったことが「無意識状態」でもできるようになっているはずで
す。 

で、ここで一点ポイントなのですが、 
僕たちはそれぞれ別のことを学び、そして身につけているということです。 
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僕はECのコンサルタントとして、 
ネット上で売上を上げる方法から事務作業から 
お客さんとの会話や交渉術などを勉強し身につけてきました。 

でも、僕は例えば電気会社などで行われている仕事なんて 
想像もつかないし、今の自分にはできないと断言できます笑 

しかし、僕が電気会社に入社したら、 
きっとその仕事もできるようになっていたはずです。 

要は、誰でも「学ぶための環境」があれば 
しっかりと身につけていくことができるということです。 

だから、もしあなたが「自分にできるのかな？」という不安を抱いているの
であれば、それは「問題をクリアできる能力」は身についているので大丈夫
ですので、是非、飛び込んでいただければと思います。 

で、面白いことは、「実践時間」と「勉強時間」に比例して 
どんどんあなたのスキルはアップしていき、 
併せて記事のクオリティーもガンガン上がっていきますので 
あなたの記事にたどり着いた読者さんの「反応」も変わってきます。 

「反応が変わる」ということは、 
「報酬」が上がってくるとうことです。 

つまり、「実践時間」と「勉強時間」に比例して 
あなたの報酬が上がってくるといえます。 

これを一度体験したらもうやめられませんよ。 

何だって、その「報酬が上がってくる」という体験は、 
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・自分がやっていることは正しかったのだと思える 
・自分の努力が身になったという達成感がある 
・個人の力（自分の力）で直にお金を得ることができたという充足感 
・これからさらに頑張ろうというモチベーションアップ 
・自分がやっていることが世の中に価値を与えているという充実感 

という多くの良い感覚を得ることができるので 
一言で表すのであれば「たまらない」ですね • • • • •

ブログアフィリにおける「スキルアップ」のカテゴリーにおいての 
メリット１つ目は「スキルアップをしながら稼ぐことができる」 
ということでした。 

でも、一体どういったスキルが身につくの？ 
逆に身につけていかないといけないの？ 

というのはきになる部分でもあると思いますので、 
ブログアフィリによって身につくスキルの一部を紹介していきますね！ 

【ブログアフィリによって身につくスキル紹介】 

ネットビジネスの経験が全くなく、 
知識もスキルも「０」といった場合、 
本当に多くの、しかも生きていく上でためになるスキルが身につきます。 

それを羅列したならば、以下のような感じです。 

・必要最低限のITスキル 
（パソコン操作、タイピング、インターネットの使い方やリサーチ力、 
メール操作、スカイプやチャットワークの使い方、サーバーやドメインの取
得、ワードプレス運営などなど・・・） 
・ファンを作るライティングスキル 
・売れる文章を書くためのライティングスキル 
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・「企画」や「コミュニティ作り」などのプロモーションスキル 
・見込み客や顧客とのコミュニケーションスキル 
（コミュニケーションスキルはリアルな世界でも凄く役に立ちます） 
・人を動かすための心理学 
・メディア構築スキル 

などなど・・・ 

ちょっと上げだしたらキリがないのでこの辺でやめておきますが、 
ライティングスキルやコミュニケーションスキルを始め、 
より深く細分化していくとあなたも「それは身につけたい！！」と感じるも
のがきっとあると思います。 

まあ、これらのスキルをブログアフィリを行なっていく上で 
身につけていくことができるとしたらいかがでしょうか？ 

もしかしたら上記のように「羅列」していくと、 

「え、こんなにあるの？！もう絶対に無理やん」 

って尻込みしてしまうこともあるかもしれません。 

でも、これらは、ブログアフィリで成果を出すということに 
フォーカスを充てていたら「自然」と身についていくものがほとんどです。 

また、上述していますが、 
いきなり全てを身につけていくのではなく 
ステップバイステップで１つずつ身につけていきます。 

いきなりプロモーションスキルなんていらないですしね笑 

ブログアフィリで結果を出すという意識のもと、 
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少しずつ知識を蓄え、スキルを身につけていくことによって 
あなたのブログから報酬は徐々に上がっていき、 
月収１００万のブログを自由自在に作れる食いっぱぐれることのない 
「稼ぐ力」を身につけることができるのです。 

だから、改めてあなたに理解して欲しいことは、 

「地道に進めていくことで大きな成果、 
　そして圧倒的なスキルと知識も手に入る」 

ということです。 

そして、その「時間」や「労力」をかけた分のリターンが 
最も大きいのがブログアフィリだというのが僕の意見になります。 

それでは、先ほど挙げさせていただいたスキルの中から 
幾つかピックアップして具体的にどんな感じのスキルなのか？ 
ということを解説いたしますので、 

自分はどのようになれるのかについて、 
より明確なイメージを掴んで頂けましたら幸いです。 

今回は「ライティングスキル」と「マーケティングスキル」について 
一歩踏み込んだ内容を解説させていただきます。 

ライティングスキルを身につけるメリット 

そもそもライティングスキルっていのは、 
文章を書くということになりますが、 
では、ただ単に何も考えずに文章を書いてブログの記事を 
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増やしていけば良いというわけではありません。 

それは、あなたもご経験があるかもしれませんが、 

何の意味もなさない、読んでいて面白くない、つまらない、 
意味が分からないなど 

といった文章は読んでいても、ページを閉じるか 
「戻るボタン」をカチッとクリックして他のページに移るだけだと思います。

ブログアフィリをやっていく上で、 

お客さんに文章を読んでもらえない＝紹介している商品が売れない 

ということに繋がりますので、 
僕たちにとっては死活問題になってきますよね。 

だから僕たちは最低限「読まれる文章」を書かないといけません。 

そして「読まれる文章」っていうのは具体的にどんなものかというと、 
「面白い文章」です。 

人が面白いと感じる時には、 
そこへ何かしらの「興味」が湧いているということですので 
より簡略化すると、 
読んでいて「興味が湧く」ような文章が良いということですね。 

「やっぱり何だか難しそうだぞ・・・」 

と感じると思いますが、そう思う必要はありません。 
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大前提、僕たちは万人にウケる文章なんて書けませんので 
１００人中１００人が興味の湧く文章を書かなくていいんですね。 
とはいえ、１００人中１人にはウケる文章を書きたいところです。 

もちろん、これが１０００人に１人、１万人に１人ウケるということでも 
問題はないのですが、 
ビジネス上の「効率面」ということを考えると 
やはり「反応率」っていうのは高い方が良いに決まっています。 

要は１００人に１人よりも１０人に１人から反応を取れる方が 
良いということです。 

しかし、文章っていうのはいきなり高い反応を取ることは 
非常に難しいです。 

ただ文章っていうのは実は「型」があり、 
そして上達する方法があります。 

要は勉強して練習していけば、 
どんどん上達していくということです。 

で、ここで発想を転換していきたいと思うのですが、 
上達するということは、反応率も上がっていくということですよね。 

つまり、最初は１０００人に１人しか反応が取れなくても、 
「練習」をしていくことで１００人に１人から反応が取れるように 
なっていきます。 

まあ、どこまで反応率を上げることができるのかは、 
人それぞれライティングにどこまで重きを置くのかによるのですが、、、 
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例えば、あなたが１００人に１人から反応を取れるような記事を書けるよう
になったとして（僕の経験上、初心者の方は平均して３～６ヶ月くらいでそ
れくらいのクオリティーの記事を書けるようになっていくと思います）、 
その記事に将来的に１万人が訪れたらどうなるでしょうか？ 

１万　➗ 　１００　＝１００ 

ですので、１００人から反応を取れるわけです。 

そしてアフィリエイトしている商品の単価が１万円でしたら 
その１つの記事から１００万円が生み出されたということになります。 

何が言いたいかというと、 
あなたが１００人に１人から反応を取れるようなレベルの 
ライティングスキルを身につけるだけで 
１記事から１００万円を生み出せる可能性が出てくるということです。 

「そんなこと、ただの煽り文句なんじゃないの？」 

って思われるかもしれませんが、 
このネットビジネス業界を見てもらうと分かりますが、 
年に１億円という金額を稼いでいる人も 
やっていることは「文章を書く」ことが９割以上なのです。 

だから、信じるか信じないかはあなた次第になりますが、 
現状を変えたいなら、「試しに信じてみる」というのは 
良い選択なのではないでしょうか？ 

と、それほどにライティングスキルには 
価値があるものだということをお伝えしてきました。 

じゃあどうやったら読んでいる人が興味の湧くような 
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面白い記事が書けるようになるの？ 

っていうさらに踏み込んだ具体的な話は、 
ここですると追加で２０～４０ページくらいになりますので、 
またの機会に解説させていただきますが、 
ちゃんと紹介する予定ですのでご安心くださいね。 

以上がライティングスキルを身につけるメリットや価値になりますが 
いかがでしたでしょうか？ 

その価値を感じていただけたならば、 
僕もこのページを作っていて嬉しく感じます。 

それでは、早速２つ目のマーケティングスキルを身につけることのメリット
について解説していきますね！ 

【マーケティングスキルを身につけることのメリット】 

そもそもマーケティングって何？って思われるかもしれませんね。 

マーケティングには様々な意味が混じっていて、 
例えば、 

「マーケティングとは集客のことです」 
「マーケティングとはブランディングをすることです」 
「マーケティングとは商品が売れるまでの仕組みの流れのことです」 

などなど、色んな人が様々な主張をしていますので 

「一体マーケティングって何なんだ？？」 

と混乱されている場合もあるかもしれません。 
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マーケティングの定義っていうと、上記のように様々ですので、 
ここではブログアフィリにおけるマーケティングとは何なのかについて解説
していきます。 

では、ブログアフィリにおけるマーケティングで 
主に意識した方が良いことは何なのかというと、 

それは、コンテンツ・マーケティングになります。 

既にアフィリエイトを経験している方の中には、 
ダイレクト・レスポンス・マーケティングの方が良いのではないですか？ 

と思われるかもしれませんが、 
それはブログにメルマガを掛け合わせていく際に取り入れることで 
より大きな成果を出していくことができるものになります。 

ブログアフィリに特化していくならば 
僕はコンテンツ・マーケティングを推奨します。 

じゃあコンテンツ・マーケティングって何ですか？ 

というと、「価値を提供し続ける」という意味だと 
捉えていただければ問題はありません。 

より突き詰めると、お客さんの求めている情報に対して 
適切な価値のある情報（コンテンツ）を提供し続けることで 
お客さんの興味を引き、信頼を得て、購買意欲を高めることで 
成約に至らせるための一連の手法です。 

といったように解説していくことはできるのですが、 
いきなりこんな文字の羅列をされたとしても 
理解しにくいと思いますので、 
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コンテンツ・マーケティング　＝　価値を提供し続けること 

と認識しておいていただければ問題はありません。 

でも、なぜコンテンツ・マーケティングがブログアフィリに向いているの？ 
って疑問に感じる場合もあると思います。 

それには２つの理由がありますので 
それぞれ解説していきますね。 

１つ目は基本的なことなのですが、 
「人は価値を感じたものにお金を支払う」からです。 

逆に価値のないものにはお金を出さないですよね。 

例えば、少し長い例え話になりますが「価値提供」について 
以下の文章を読んで見てください。 
・・・・・ 

錦織のテニスに影響を受けて、 
初めてテニスをやってみようかなと思った３０歳の男性がいたとします。 

この男性は、まずテニスラケットを手に入れようと思って、 
グーグルの検索窓に「テニスラケット　初心者　おすすめ」と 
検索しました。 

そこで幾つか出てきたサイトのうち一番上のサイトをカチッと 
クリックします。 

そのサイトには、「初心者にオススメのテニスラケットはこちら！」と 
いくつかテニスラケットが推奨されていました。 
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男性は、「なるほど、なるほど」と色々知識を得たのですが、 
一通りみたところで戻るボタンをカチッと押して 
グーグル検索の１ページに戻りました。 

そして、上から２番目のサイトをカチッとクリックして 
サイトの中身を見ていくと、、、 

・３０代男性が初心者から始める時にオススメのテニスラケットはこれ！ 

と書いてあります。 
そしてそのサイトを中身を見ていくと、 
「初心者に必須のテニス道具」「３０代男性がテニスを始めた体験談」 
「錦織モデルの初心者専用のテニスラケットはこちら！」 

などなど、初心者の人のために色々な情報が書いてありました。 

結果、男性はそのブログ内の初心者コーナーなどの記事を読み漁り、 
色々な情報を勉強した上で、自分にあったラケットを選び、 
クレジットカードで決済を完了しました。 

・・・・ 

このストーリーを読んでいただくと、 
何となく「価値提供」の重要性や価値提供とは何なのか？が 
認識できるのかなと思います。 

価値提供は少し難しい概念になりますので 
この時点で完璧に理解できている必要はありませんよ！ 

先ほどのストーリーは、３０代男性がみた２つのサイトのうち、 
その男性にとって価値が高かったのは、 
上から２番目のサイトだったということですね。 
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その理由としては、「初心者向け」のコンテンツが充実していたり、 
「３０代男性向け」のコンテンツや自身が興味を持っていた錦織のコンテン
ツがあったということがあります。 

要は、その男性にとって価値の高い情報がたくさんあり、 
その男性が、そのブログに興味を持ち、信頼して購入に至ったということで
す。 

これは作り話ですので、 
話が出来すぎていて、自分にできるのかな？ 
と思われるかもしれませんが、 
ここでは「価値提供の概念」を知って欲しかったので解説しました。 

実際はお客さんの「心理状態」はイメージすることしかできませんので、 
あくまでも価値提供におけるファーストステップは、 

自分のお客さんになるであろうターゲットの人たちが求めていそうな情報を
提供し続けるということです。 

なぜ、最初からピンポイントで価値提供をしていかないのですか？ 

ときっと多くの人が疑問に感じると思います。 

その質問にお答えすると、 

初めて価値提供をする場合には、 
お客さんが一体何を求めているのかが 
あまり分からないことの方が多いからです。 

それに、ある程度経験がある人でも最初からピンポイントで 
価値提供をしていくことは難しいと言われています。 
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でも、それだったら検討違いのことをしてしまうかもしれないのでは？ 

と感じるかもしれませんが、 
この辺については、「ブログ分析」というテクニックで、 
実際にそのブログにどんな人が来ているのか、そしてどんなことに興味があ
る人が多いのかを調べることができます。 

つまり、徐々にそのブログのターゲットを明確にしていくことにできるとい
うことです。 

このテクニックは、ブログにある程度のアクセスが集まってきてからになり
ますので、また別途解説させていただく機会をいただければと思います。 

要するに、初心者にとっての価値提供の原則としては、 
最初は漠然としたイメージからターゲットを描いて徐々に狭めていくという
方法がベストだということです。 

そして、その価値提供のターゲットが明確になっていけばいくほど、 
先ほどの例のようにお客さんに価値を感じてもらえるので 
より売上が伸びていくということに繋がっていきます。 

以上が、「人は価値のあるものにお金を払う」という理由の解説になります。

２つ目の理由は、コンテンツ・マーケティングを意識するだけで 
あなたのスキルがグンっと上がるからです。 

「え、スキルアップよりも早く稼げる方法を知りたいです！」 

と考える方って本当に多いと思います。 

僕も実際そうでした。 
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しかし、お金を追い求めると、お金が逃げていく。 

という話がありますが、 

僕はこれを実際に体験しているので 

スキルアップ（実力をつける）ということにフォーカスを充てることが 
”最速で収入を得ることができる方法” 

だと確信しています。 

だから、僕はあなたが効率的にスキルアップすることができるノウハウと 
併せて、お金を稼ぐことができる手法をお伝えしていますので、 
「スキルアップよりも早く稼ぎたい」と思う気持ちを一時的にでも抑えて、 
まずはお読みいただきたいです。 

・・・はい、読み進めていただき、ありがとうございます。 

それでは、コンテンツ・マーケティングを意識するだけで 
スキルがグンっと上がるという理由について解説していきます。 

まず、コンテンツ・マーケティングを組んでいく際の具体的に意識していく
べきこととしては、 

「他の記事よりも良い記事を書く」 

ということです。 

要は、既に存在しているものよりも良いものを 
クリエイト（創造）していくといった意味になります。 

この「意識付け」の何がいうかというと、 
それだけで「インプット」と「アウトプット」が鍛えられる点です。 
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例えば、あなたが「ネットビジネスで稼ぎたい人」をターゲットにして 
「マーケティング」の記事を書く場合には、 

「ネットビジネス　マーケティング」とグーグルで調べて、 
検索結果の１ページ目に出てきた記事を一つずつインプットしていき、 
知識を蓄えると同時に、「ネットビジネスで稼ぎたい人」は一体どんな情報
を求めているのだろうか？と想像しながら情報をまとめていくということで
す。 

（なぜなら、ネットビジネスで稼ぎたくて、マーケティングについて勉強し
ようと思っている人は、基本的に「ネットビジネス　マーケティング」と検
索するからです） 

（また、検索エンジンで上位表示されているということは、そのキーワード
で調べた人たちに読まれている（評価されている）ということですので、そ
の記事には読者が求めている価値がたくさん散りばめられていると認識して
いただいて問題はありません） 

そして、そのインプットしてまとめた情報をアウトプットしていく（記事を
書く）という流れになります。 

インプットのスキルが低ければ、情報の取りこぼしがあったり、 
アウトプットのスキルが低ければ、あなたの伝えたいことが上手く伝わらな
かったりします。 

だから、「他の記事よりも良い記事を書く」という意識のもと、 
これらを実践していくと確実に「インプット」「アウトプット」の 
スキルは向上していくのです。 

最初は大変に感じるかもしれませんが、 
これも自転車の例えと同じように「慣れてきたらできるようになる」ので 
ぜひ、歯を食いしばってスキルアップをしてください！ 
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「インプット」「アウトプット」に関するテクニック論や知識などは、 
僕もかなり勉強しているので、あなたに為になる情報をご提供できると思い
ます。 

ブログアフィリに特化したノウハウや理論をこのレポートでは 
お送りしているので、こういった場では割愛させていただきますが 
メルマガの方ではそういった「知能向上」といった部分にも触れていますの
で興味があれば登録しておいてくださいね！ 

で、この「インプット」「アウトプット」のスキルって 
実際どのように活かせるのか？ 

ってところなのですが、 
実は「インプット」は知識を取り入れて整理するというスキルになりますの
で、あなたの学習能力がグングン上がっていきます。 

つまり、スキルを身につけるためのスキルの習得に繋がるわけです。 

例えば、あなたが今度は英語を話せるようになりたいと思ったならば、 
英語を話すために必要な情報を取り入れて、 
そして頭の中で整理していくことができます。 

普通の人はインプットのトレーニングをしていないので、 
英語を勉強したとしても、その情報をだけを取り入れるので 
特に頭の中では整理されていない状態です。 

「整理された情報と散らかっている情報」 

頭の中が、これらのどちらの方が英語を習得するのが早いかというと 
「整理された情報」になるのはいうまでもないですよね。 

このような形で「インプット」のスキルっていのは 
あなたの人生において非常に価値あるものになっていくと思います。 
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一方で「アウトプット」の方は「ライティングスキル」に似通った部分があ
りますので、詳しい解説については再度ライティングスキルを身につけるメ
リットの部分をお読みいただければと思います。 

そのうちの一部をあえて挙げるとするならば、 
「取り入れた情報を分かりやすく教えてあげる」ことができるようになりま
すので、あなたは「教え上手」になることができます。 

要は、「先生」という役割を担うことができるようになりますので 
色々な人から尊敬されたり慕われるような存在になれるということです。 

これは奥が深いので、また改めて詳しくご紹介していきたいと思います。 

ひとまず以上が、コンテンツ・マーケティングが 
ブログアフィリに適している理由とそのメリットになります。 

いかがでしたでしょうか？ 

マーケティングの話は少し難しい部分もあったかと思いますので、 
もし分からない部分がありましたら気軽にご連絡くださいね！ 

２章：ブログアフィリエイトのデメリット３つ 

それでは、これまでブログアフィリのメリットについてお伝えしてきたわけ
ですが、メリットがあればそれに伴うデメリットがあることが普通だと思い
ますので、これからは僕がブログアフィリをやる上で感じるデメリットにつ
いてご紹介していきます。 

と、誤解されるかもしれませんので、先にお伝えしておきますが、 
デメリットの数はメリットの数に比べて圧倒的に少ないです。 

その理由は単純明快で、 
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何事も行動を起こして学べるものは多いからですね。 

要は、行動を起こして得られるものはたくさんあるので、 
ブログアフィリをやれば得られるメリットは多いけど、 
ブログアフィリをやることによるデメリットは少ないということ。 
（なぜなら、実際に起こしているから） 

また、僕はブログアフィリを推奨していますが、 
何もあなたもブログアフィリに固執する必要はありません。 

ブログアフィリが自分には到底無理！絶対無理！思うのであれば、 
別の何かに取り組んでください。 

絶対にやってはいけないことは、 
お金が欲しいとは思っているのに立ち止まる事です。 

人は、行動を起こした時に大きく成長するということは 
周知の事実だと思いますが、 
行動を起こさないまでも何かを勉強するなどの行為は起こして欲しいです。 

そのタイミングが来たら、あなたがやるべきものは何なのか、 
きっとその答えは自分の中で見つかると思いますので、 
ぜひ、よちよち歩きでも前進してくださいね！ 

それでは、ブログアフィリにおけるデメリットについて 
解説していきます。 

まず僕はブログアフィリに取り組むデメリットは３つあると思います。 
以下の３つです。 

A.初報酬が出るまでに「時間」と「労力」が必要になるので、 
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　ネガティブな心情になった時に「この時間や労力は無駄なのでは？」と 
　弱気になりやすい 

B.ブログアフィリを継続していくと、読者さんからお問い合わせや 
　購入者さんへのサポートを行うことがありますが、 
　その際の対応が悪ければ批評を言われることがある 

C.ブログアフィリ成功のための環境を手に入れるのは困難 

それでは、それぞれ解説していきますね。 

A.初報酬が出るまでに「時間」と「労力」が必要になるので、 
　ネガティブな心情になった時に「この時間や労力は無駄なのでは？」と 
　弱気になりやすい 

こちらはブログアフィリ否定派の方々がよく言われていることです。 

ブログアフィリのキャッシュポイント（収益が発生するコンテンツ）は記事
になるのですが、ブログが成熟していないうちは、 
その記事が上位表示されにくいのでアクセスが少ない期間が少なからず発生
します。 

よって、その期間は報酬が発生しにくいです。 
（ライティングスキルも低い状態でアクセスも少なかったら売れる可能性が　　
低くなるのは当たり前のことなのですが。。。） 

で、これは僕も経験したのですごく分かるのですが、 
記事を継続的に更新している中で、やはり何か「結果」が見えてこないと、 
「本当にこんなやり方で大丈夫なのかな？」と不安になって来ると思います。

心理学の本によく書いていることですが、 
人間は「損をするくらいなら得を捨てる」という行為に走りやすいみたいで
す。 
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だから、自分のやっている行為は無駄なのでは？ 
（要は、自分は無駄な行為を繰り返していて、時間を損しているのでは？） 

という心情が働くことによって、 
無駄な時間を過ごすくらいなら、他のことにこの時間を使おう 
（損をするくらいなら、他のことに時間を使おう） 

ということですね。 

だから、ブログアフィリをスタートされた方の中には、 
１週間足らずで記事を更新することをやめてしまった人もいらっしゃいます
し、 

逆に僕は人間の当たり前に働く心理が、 
ブログアフィリに限らずネットビジネスで多くの挫折者を出しているのでは
ないかと思っています。 

さらに残念な方向へ走ってしまうのは、 

「ああ、自分は何も継続できない人間なのだ」 

と言って、自己嫌悪に陥って、 
そのままネットビジネスを諦めてしまう方ですね。 

僕は、ネットビジネスを始めた当初は、 
とにかく稼ぎたいという気持ちが強かったですし、 

特に奥さんがいるとか子供がいるとかそういう状況ではありませんでしたの
で、必然的にブログアフィリで結果が出なくて萎えて更新が止まった際でも 
再度、再開していくことができたりして、 

結果が出なくても試行錯誤しているうちに結果が出て来たという感じです。 
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だから、挫折する人の気持ちや諦めたくなる気持ちっていうのは 
正直痛いほど分かると自負しています。 

しかし、その気持ちが分かるからこそ、 
諦めずに進むことで結果が少しずつ出てきて 
それが大きな結果になるということをお伝えしたいわけですが、、、 

とはいえ、やはりブログアフィリで初報酬を得るためには 
それなりの「時間」や「労力」が掛かる時がありますので 
これはデメリットに入れさせていただきました。 

ただ、ブログアフィリのコミュニティに入っていると 
様々な方がいて、中にはアクセスたったの３で成約を決めた猛者もいらっしゃ
います笑 

あれは確かブログアフィリを開始して２週間目くらいに出た成果だったと思
いますが。。。 

また、僕独自のアダルト系のノウハウでは、 
ブログ開設１５日目で初成約を取ることもできました。 

アダルト系はあまりパッションが湧かなかったので、 
結局１５記事くらいしか入れずにそのまま放置なのですが、 
一応月に１～２本は成約が取れています（１本２０００～４０００円の報酬）

まあ、何が言いたいのかというと、 
ブログアフィリは初成約に最低３ヶ月掛かるといっている人たちがいる一方
で、実はブログアフィリ開始初月から初成約を決めている人もいるよ、 
ということです。 
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話は少しずれますが、大切なことなので、語らせてください。 

それは、この情報業界は「お金を稼ぐ」ことを目的として参入している人が
全体の９割以上（全員だと思いますが）ですので、 
やはり「嘘」や「誇大表現」をされている方も多くいます。 

しかし、あなたはこの市場の中で稼いでいくために 
きっと様々なブログや教材に目を通していくことになるでしょう。 

その際、その目にした情報を鵜呑みにされる方もしれば、 
いやいやそんなわけないでしょと斜めから見られる方もいらっしゃると思い
ます。 

どちらが良くて、どちらが悪いという話ではありませんが、 
大事なことは、「自分で判断していくこと」です。 

最初は怖くて、自分で決断できないかもしれませんが、 
その判断に失敗をしても生きていくことはできますし、 
そこまで大きな借金を背負うこともないと思います。 

だから、まずは自分が取れるリスクの範囲内で 
ガンガン自分で決断して失敗と成功を繰り返して見てください。 

それがあなた自身の「判断力」を高めることに繋がり、 
失敗と成功を繰り返した経験こそが、 
あなたの将来のお客さんに勇気を与えることになりますので。 

と、少しおこがましいと言われそうな内容を書いてしまいましたが 
こういうこともたまにはいいですよね？笑 

それでは、早速僕がブログアフィリにおいてデメリットだと思うことの 
２つ目について解説していきます。 
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B.ブログアフィリを継続していくと、読者さんからお問い合わせや 
　購入者さんへのサポートを行うことがありますが、 
　その際の対応が悪ければ批評を言われることがある 

次は、実際にブログアフィリを実践していく時の注意点のようなものになり
ます。 

それは、読者さんからの「お問い合わせ」や購入者さんへの「サポート」に
ついてです。 

ブログアフィリの実践というのは、イコール（＝）、自分メディアの構築と
もいえますので、お客さんとの距離が近く、直接的な対応をすることになり
ます。 

しかし、今はお客さんのサポートなんて出来るかどうかは気にしなくても大
丈夫です。 

なぜなら、あなたがまだブログアフィリを開始したことなければ、 
あなたの知識はまだ０に等しいからです。 

しかし、このページで何回かお伝えしていているように、 
ブログアフィリは実践していく過程で多くの知識をインプットし 
実践することでスキルが定着していきます。 

そのため、お客さんや購入者さんよりも、 
あなたの方が知識はあるので比較的何でも回答することが出来るようになっ
ていきます。 

もし分からない場合には、自分で調べるか、 
もしくは分からない旨を伝えて他のアフィリエイターさんを紹介するか、 
もしくは直接、その商品の販売者さんへ問い合わせてもらうように 
促せば問題はありません。 
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僕は、購入者さんへのサポートでトラブルになったという話は 
一度も聞いたことがないので、 
この辺についてはご安心いただければと思います。 

まあ、もし聞く宛てがないといった場合には 
僕に聞いていただいても問題はありません。 

僕も答えられる範囲内でサポートさせていただきます。 

問題は、もし購入者さんや読者さんへの回答に手を抜いたり、 
何か批判的な言葉を言ってしまうことです。 

今の時代、誹謗中傷系のネタはSNS系のメディアで拡散されたら 
一気にその酷評は広まってしまいますし、 
信頼がなくなってしまえば、売上が下がる可能性が高いことは 
想像に難くないと思います。 

よく購入者サポートに手を抜く方が多いと耳にしますし、 
僕も多くの教材を購入した経験があり、 
その中でアフィリエイターさんや販売者さんへ質問をさせていただいたこと
もありますが、やはり気持ちの良いサポートとあまり快く思わない対応って
いうのはあります。 

これについては、あなたも実際にアフィリエイターさんや販売者さんへ 
問い合わせてみると分かると思いますので、 
機会があればやって見てください。 
（今すぐにじゃなくても、機会があればでOKです） 

受け手の気持ちがわかると思います。 

ぜひ、気持ちの良い対応を心がけてくださいね。それを意識しておけば、きっ
とあなたのファンが徐々に増えていくと思いますので！ 
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以上が、ブログアフィリのデメリットの２つ目になります。 
それでは、最後、３つ目のデメリットについて解説していきます。 

C.ブログアフィリ成功のための環境を手に入れるのは困難 

これまで、散々ブログアフィリの魅力について語ってきましたが 
実は、ブログアフィリを自分一人で試行錯誤を繰り返しながら成功させてい
くのは「時間が勿体無い」です。 

これは、僕があなたに対して「コンサルを受けろ！」という意味で 
お伝えしていく内容ではないので誤解をしてほしくはないのですが、 
ブログアフィリに取り組む上で「先生」「メンター」「師匠」と呼ばれるよ
うな、いわゆる「指導者」をつけずに成功させることができるのは稀だと思
います。 

何故ならば、今の時代は、「やれば稼げる」という時代ではないからです。 

ひと昔前は、アフィリエイトをしたら成約が取れる。 

という何とも羨ましい時代があったようですが、 
業界の知識レベルが上がっていくにつれて、 
それなりの高品質なノウハウ、 
そして情報発信者自身の実力が必要になっています。 

だからこそ、数十年前からアフィリエイト業界で 
蓄積されてきたノウハウをお金を払ってでも手に入れるのは 
合理的であり、メリットしかないというのが僕の意見です。 

で、どうせお金を支払うなら、 
その出費は少ない方が良いじゃないですか。 

ページ / 51 57



僕は既に２５０万円ほどを教材やコンサルティング受講に使ってきましたが、
やはり成功しやすいのは「教材」を購入するよりも 
圧倒的に「コンサルティングを受講する」ことだと思います。 

なぜなら、今の時代に沿ったアフィリエイトの成功法則を 
リアルタイムに教えてもらうことができるからです。 
（人にもよりますが） 

教材はロングセラーと呼ばれているものも多くありますが、 
はっきりいって、それだけで成功する人っていうのは稀です。 

だから、お金を手にしたいのであれば、 
数万円の教材を幾つも購入して無駄な知識をつけて 
ノウハウメタボリックになるよりは、 

数十万円を支払ってでも、リアルタイムに使える 
高品質なノウハウを直接教わることができるコンサルティングを受けること
を推奨しますね。 

まあ、一人で地道にコツコツとやっていくということは、 
多くの人が頭に汗をかいて作り上げてきた成功ノウハウを 
自分一人で改めて作り上げていくので普通に時間が勿体ないです。 

なぜなら、答えが既に出ているものに対して、 
わざわざその答えを見つけるためのトライ＆エラーを繰り返す 
「時間」と「労力」がもったいないと言えますよね。 

ビジネスでは、成功していくにおいて、 

・必要な失敗 
・必要のない失敗 
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とよく表現されることがあるのですが、 
既の成功ノウハウを無視して一から自分で失敗を繰り返していくのは 
僕からすると、「必要のない失敗」に当てはまると思います。 

だから、ある程度のお金を支払ってでも、 
成功ノウハウを手に入れるべきというのが僕の見解です。 

要は、ここでいう「必要な失敗」というのは、 
成功ノウハウを正しく実践することができるようになるための 
「知識」と「スキル」を磨いていく際に繰り返す失敗のことだと 
認識していただければと思います。 

やっぱりどう考えても、 
多くの人が作り上げてくれた成功ノウハウを入手せずに、 
それに対して自分一人で挑戦するっていうのは無謀ですからね。 

で、その最も効果的なノウハウの仕入れ方は、 
「現在進行形」でブログにて稼いでいる人 
から直接学ぶこと。 

このアフィリエイト業界では、それをコンサルティングとか 
販売者側からするとプロモーションなどと表現しています。 

ただ、やはりこういったコンサルティングを受けるのは 
それなりに高額です。 

相場は６ヶ月間のコンサルティングプランで３０万円程度ですね。 

ただ、販売者さんの時間をとって直に人生において優先順位の高い 
「お金を稼ぐ方法」を月に５万円程度で受けれるのであれば、 
僕はそこまで高いとは思いません。 
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何故なら、はっきり言って６ヶ月も直接的にアドバイスを受けて 
愚直に実践したら大抵は３０万円をペイすることができるからです。 

しかも、ブログアフィリの場合は、 
その３０万円が継続していくのではっきり言って 
”どんだけお得やねん”て感じですね。 

ただ、ブログアフィリを学ぶための環境を手に入れることは困難と 
書かせていただいたように、 
実際はブログアフィリのコンサルを受けている人はそこまで多くはありませ
ん。 

その理由として、 

・ブログアフィリをコンサルできる実力者が少ない 
・ブログアフィリは記事の添削などに時間が掛かるのでコンサルをしたくな
い人が多い（コンサル受ける側に労力が掛かる） 

などが挙げられます。 

だから、はっきり言って最高の環境を手にするっていうのは 
難しい傾向にあります。 

そんな中で僕はあえて、その環境に飛び込んでいこうと思い 
今は、その実力をあなたに判断してもらっているような感じなのですが、 
この手紙をここまで読まれているあなたはもしかしたら 
「今すぐ」にブログアフィリへ挑戦したい！ 

と思われているかもしれませんね。 

その場合は、僕のブログアフィリを確立してくださった「先生」が 
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ちょうどコンサルティングを受け付けているので、 
一度、どんなものかを覗いてみてはいかがでしょうか？ 

３章：ブログアフィリエイトの 
メリット・デメリット-総括- 

さて、ここまでかなりボリュームになってしまいましたが、 
ブログアフィリの魅力を感じ取っていただけましたでしょうか？ 

最後に、ブログアフィリのメリットとデメリットに 
どんなものがあったのかを箇条書きでまとめましたので 
参考程度に読み返してみてください。 

そして、 

「あれ？これって具体的にどんなメリット（デメリット）だっけ？」 

っていう部分がありましたら、 
その部分へ戻って見直していただければと思います。 

それでは、以下、ブログアフィリのメリット・デメリットのまとめをご参考
になさってください。 

ブログアフィリのメリット 

「人生」におけるメリット 
⇒圧倒的な自由度 

・素の自分をさらけ出してもOK 
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→参考になるクセのあるアフィリエイター 
　（小雪さん、K.Uzakiさん、山本一郎さん） 

・「匿名」「顔出しなし」でも全く問題なし！ 

→ブログ量産によって収入が青天井 

・時間や場所に囚われない働き方 

→全ての仕事がパソコン一台で完結する 

「経済力」におけるメリット 
⇒大半の人間が抱くお金の問題 

・ブログアフィリは、ある程度放置でも長期的な報酬が発生する 

「スキルアップ」におけるメリット 
⇒世の中で価値ある人材に 

・ブログアフィリは、スキルを磨いていいきながらでも収入を発生する 

・ブログアフィリによって身につくスキルはたくさんある 
（最低限のITスキル、ライティング、マーケティング、心理学、コミュニケー
ション能力・・・） 

・ライティングスキルを身につけるメリット 

→１記事から１００万円を生み出す可能性がある 

・マーケティングを身につけるメリット 

→「コンテンツ・マーケティング＝価値を提供し続けること」でスキルアッ
プする 
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→より良い記事を書くことで「インプット」「アウトプット」の能力が底上
げされる 

ブログアフィリエイトのデメリット３つ 

A.初報酬が出るまでに「時間」と「労力」が必要になるので 
　ネガティブな心情になったときに「この時間や労力は無駄なのでは？」と 
　弱気になりやすい 

B.ブログアフィリを継続していくと、読者さんから 
　お問い合わせや購入者さんへのサポートを行うことがありますが 
　その際の対応が悪ければ批評を言われることがある 

C.ブログアフィリ成功のための環境を手に入れるのは困難 

といったことでした。 
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