
初めまして、アフィリ暮らしと申します。

このたびはレポートをダウンロードしていただきまして、

ありがとうございます。

今回のレポートでは、アフィリエイトを始めてやる人でも
簡単に確実に毎月お金を稼ぎ続けるブログの作り方を紹介します。

アフィリエイトを始めるなら毎月の収入を確実に増やしたいですよね。

アフィリエイトは 1度稼げる仕組みを作ってしまえば、後は自動的に毎月のお金を稼ぎ続けてくれます。

この章では、アフィリエイトで稼げる仕組みや稼げるブログにするための方法を紹介する前に
まずはアフィリエイトでお金を稼ぐために具体的な目標を解説します。



３万円稼ぐための具体的な目標数値

アフィリエイトで毎月３万円稼ごうと思ったら最低でも１日１０００〜２０００PVが必要です。

今回のレポートではAmazonアソシエイトとGoogleアドセンス、２つのアフィリエイトサービスを使って毎月 3万円
稼ぐブログにしたいと思います

まずは私の AmazonアソシエイトとGoogleアドセンスの売り上げを紹介します。

こちらの画像は作って半年の私のサイトの収益です。



Amazonアソシエイトでは1ヶ月に4,5237円の収益があり、Googleアドセンスでは2,7535円の収益がありま
す。

２つの収益を合わせると、7,2808円になります。

ブログを一つ運営するだけで
毎月これだけのお金があなたの口座に振り込まれるとしたらスゴく嬉しくないです
か？

今回このレポートで紹介するアフィリエイト方法は

趣味のブログを作り毎日作業をするだけで

文章を書くのが苦手な人や作業の時間が取れない人でも

確実にお金を稼ぐことができる方法です。

もし３ヶ月後あなたの口座に7,2808円振り込まれたとしたら何に使いたいですか？

旅行？貯金？

みなさんそれぞれ使い道があると思いますが
今回私のレポートで紹介する方法は



1度稼げる仕組みを作ってしまえば
後は何もしないでも毎月まとまった収益を手にいれることが出来ます。

それでは具体的な目標について話しましょう。

１ヶ月に７万円稼いだ時は大体 1日 4000〜5000PVぐらいのPVがありました。

ブログを作り始めて半年もあれば 4000PV集めることもできますが
そのためには、しっかりキーワードを狙って記事を書いたり
アクセスを集めるためにSNSを使って宣伝したりしなければいけません。

アフィリエイト初心者の人には、
毎日キーワードを探して記事を書いたり
SNSを使って宣伝するのは作業時間的にも大変だと思います。

なので、最初は焦らずに目標は毎月３万円稼ぐことにしましょう。

３万円稼ごうと思ったら１日２０００〜２５００ PVのブログがあれば良いので
初心者の人でも３ヶ月から半年ぐらいの時間があればそのぐらいPVが集められるブログが作れます。

１日２０００PVもあるブログなんて私作れないって思う人もいるかもしれません。
１日２０００PVのブログや１日３０００PVのブログを作るのは大変と思う人は
１日１０００PVのブログを 2つ作って、２つ合わせて２０００PVを目指すのが良いと思います。

まずは最低でも１日１０００ PVのブログが作れるように頑張りましょう。



今回のレポートでも使うGoogleアドセンスは他のアフィリエイトサービスに比べて収益が発生しやすいです。

Googleアドセンスはクリック成果型アフィリエイトといって、自信のブログに広告貼り、その広告がクリックされれ
ば報酬を支払わられる仕組みになってます。

１日１０００ PV以上あればGoogleアドセンスのクリック率は安定します。
毎日ブログに１０００PV以上安定して集まっていれば毎月の収益が安定します。

確実に毎月 3万円稼ぎたいと思う人は 1日１０００ PVのブログを２つ作ることを目的に
しましょう。

１日 2000PVなら三ヶ月〜半年ほどの時間があれば集める事ができます。

次の章でも詳しく説明しますが

AmazonアソシエイトはPVに関係なくしっかりブログのジャンルが絞れてて
１日５０〜１００回ぐらい検索されているキーワードで上位表示されていれば
毎月安定してお金を稼ぐことが出来ます。

Amazonアソシエイトは画像でもわかるように、商品が売れる確立（コンバーション）は大体２％です。



１００クリックされれば２つ商品が売れる計算になります。

この時は１ヶ月で１０３６４クリックされていて売れた商品の数は２３３個でした。

Amazonアソシエイトは売れた商品の数によって紹介料が 3.5%〜8%
に変わります。

１００〜３００個の商品が売れた場合は 4.5%の紹介料がもらえます。

ブログのジャンルによって売れる商品も変わってくるので、売り上げが上がりやすいジャンルだったら１日１０００
PVでも毎月３万円稼ぐことも可能です。

アフィリエイト初心者の人は１日１０００PVのブログをまずは１つ作ることを目標に頑張りますよう。

次の章ではアフィリエイトでお金を稼ぐ仕組みに付いて

詳しく説明します。



アフィリエイトでお金を稼ぐ仕組みとは

アフィリエイトで稼ぐために必要な具体的な祖業を紹介する前に
アフィリエイトでお金を稼ぐ仕組みを簡単に紹介したいと思います。

アフィリエイトでお金を稼ぐには、ブログのアクセス数を増やす必要があります。

当たり前ですが、アクセス数が少なければ、売り上げは少なくなります。
レポートの最初の方でも説明していますが、３万円稼ぐには最低でも１０００PVは必要です。

なので、アフィリエイトを始めたら、PVを増やすために作業をしましょう。

知っている人もいると思いますが
ブログのアクセスのおよそ８割は検索エンジンからです。

なので、ブログのアクセスを増やそうと思ったら
自分のブログの記事を検索結果で上位に表示させなければいけません。

検索結果で上位表示されることがなければ、アフィリエイトでお金を稼ぐことできません。

自分のブログが検索結果で上位表示されることで



悩みを持った人がブログに訪れてくれるようになります。

悩みを持った読者の悩みを解決する為に必要な商品などを紹介することでお金を稼ぐ頃ができます。

例えばあなたがサッカーのブログを運営しているとします。

たくさん記事を書いたおかげで、

『スパイク　種類』

ってキーワードで検索結果で上位表示されたとします。

きっと『スパイク　種類』で検索している人は
小学生ぐらいの子供がサッカーを始めて、どんなスパイクを買えば良いかわからない親御さんだと想像できます。

そんな人があなたの記事を読んで
スパイクにはどんな種類があるのか
小学生ならどんなスパイクが良いのか
中学生ならどんなスパイクが良いのか
ポディション別のオススメのスパイクなどが書いてあれば

子供のプレゼントで失敗したくないと思っている親御さんの悩みは解決されて
スパイクを購入しようって気になれますよね。

１日１００人の人が『スパイク　種類』で検索していて、毎日あなたの記事を読んでいたとしたら

１００人がスパイクを購入することはないけど
１日５人ぐらいはあなたの記事のリンクからスパイクを購入してくれるます。

スパイクが１足３０００円だったら５人で１５０００円売上げることになります。



そこから紹介料として、Amazonなら大体 4.5％の報酬が貰えるので
６７５円の報酬を毎日稼ぐことができます。

１つのキーワードで上位表示されるだけで１日５００円以上お金を稼ぐことができます。

アフィリエイトを初めて、記事を書き続けて、２つの記事で検索上位になることができれば
毎月３万円お金を稼ぐことができます。

アフィリエイトでお金を稼ぐためになにより大切なことは検索結果で上位表示されること
です。

そのためにはキーワードを探してたくさん記事を書き続けることが大切です。

検索上位になるために、SEOを勉強しようって思う人もいると覆いますが
しっかりジャンルを絞って、キーワードを探して記事を書いていれば
SEOを意識していなくても検索上位になることは可能です。

ムダに勉強をするよりは、しっかり作業をして
検索上位になってお金を稼ぐのが良いと思います。

次の章ではアフィリエイトでお金を稼ぐために必要な具体的な作業について紹介します。



アフィリエイトでお金を稼ぐために必要な作業

アフィリエイトで稼ぐために必要な作業は

ブログのジャンルを決める

ブログを作る

キーワードを意識して記事を書く

の３つだけです。

ブログの設定や、アフィリエイトサービスに登録するなどの
小さな作業はたくさんありますが大きく分けるとこの３つです。

作るブログは無料ブログでOKなので初心者でも簡単にアフィリエイトが始められます。

それではそれぞれの作業について具体的に紹介します。



ブログのジャンルを決める

ブログを作る前には、必ずどんなジャンルでブログを作るのか決めましょう。

自身のブログの記事を検索上位に表示させるためには
専門的なブログを作って記事を上げ続ける必要があります。

ブログのジャンルを絞っておいた方が、検索上位になる確立も上がるし
ブログのブランディングもできて、ファンもつきやすくなります。

なので、ブログを作る前には必ずどんなジャンルでブログを作るのかを決めましょう。

ブログのジャンルを選ぶときの基準は

・記事が書きやすいこと
・ブログのジャンルが絞られていること

の２つです。

アフィリエイトを初めたばかりで、記事を書くのに慣れていない場合は
なるべく自分が記事を書きやすいジャンルを選んでください。



こっちのジャンルの方がお金が稼げそうだと思って
自分が興味のないジャンルや全く知識のないジャンルでブログを作ると
記事を書くのが大変になって、ブログ運営ができなくなってしまいます。

なので、ブログのジャンルを決めるときは

何よりも、記事が書きやすいかどうかで選ぶようにしましょう。

どんなジャンルのブログでもお金を稼ぐことはできます。

なるべくニッチなジャンルでブログを作った方がライバルも少ないので検索上位になる確立が上がります。

また、ブログのジャンルを決めるときは
ダイエットのブログ、料理のブログなど大きなジャンルでブログを作らないで

しっかりジャンルを絞るようにしましょう。

ダイエットブログなら・・・

どんなダイエットか、どこを痩せたいのか、誰が運営しているのか、をしっかり決めましょう。

３０代のメタボの男性が運営する、ぽっこりお腹がやせる、○○ダイエットみたいな感じにしましょう。

タイトルは『３０代メタボ男性が教えるぽっこりお腹が痩せる○○ダイエット』見たいな感じでしょうか。

料理なら、日本食やイタリアンなど、様々なジャンルがありますよね。



ただの料理ブログよりも、簡単にイタリアンが作れるレシピを紹介するブログなどの方が、ライバルがせくなくなる
ので、アクセスが増えやすいです。

ブログのジャンルを決めるときは、しっかりジャンルを絞って

ニッチなジャンルでブログを始めるようにしましょう。

ブログのジャンルを絞るときは、関連のキーワードはなるべくたくさんノートに書き出してみましょう。

料理なら、料理から連想する単語を色々ノートに書き出してください。

弁当、野菜、食料、缶詰、レトルト、簡単、マナー、お裾分け

など、思いつくことを取りあえずたくさんノートに書き出してください

思いつく限り、たくさんのキーワードが出せたら
料理とキーワードを組み合わせて面白いジャンルにならないか考えてみましょう。

マナーなら料理に関するマナーを紹介するブログとか
缶詰を使った時短レシピなどブログのアイディアが思いつくと思います。

しっかりジャンルを絞れば、検索上位になりやすいし
記事の内容も面白くなります。

缶詰を使った時短レシピのブログってちょっと面白そうですよね。

そういうアイディアをたくさん出す為にも
なるべく関連のあるキーワードをノートにメモして行きましょう。



ここを適当にやって、適当なジャンルでブログを作ってしまうと

記事を書いていてもなかなか検索上位にならなかったりして挫折してしまいます。

まずは自分の好きなことや興味のあることノートに書き出してみて
その中から、１番興味があるジャンルや１番記事が書きやすいジャンルを選んでからジャンルを絞ってみてください。

どんなジャンルが良いのかわからない人はメールを頂ければ一緒に考えるので
よかったらメールで質問してみてください。

ブログのジャンルが決まった人は、さっそくブログを作りましょう。

アフィリエイトでお金を稼ぐには、やっておいた方が良い設定や知っておいた方が良い知識がいくつかあるので紹介
します。



ブログサービスは何がいいのか？

ブログを始めるときは、どんなブログサービスで始めれば良いのか迷いますよね。FC2などの無料ブログや、
WordPressといった有料のブログもありますよね。

有料のブログなら、自分のドメインを作ることができるし、SEO的にも有利になるので、すごくアクセスが集めやすい
です。ただ、ブログの更新が面倒だったり、設定が面倒です。

無料ブログの場合は初めてブログを始める人でも、簡単にブログを更新できるし、設定もすごく簡単なので、ブログを
運営するのもらくだと思います。

WordPressの方がアクセスが集まりやすいですが、どっちのサービスでブログを始めるにしても、根気よく記事を書き
続けなければアクセスは増えないので、今まで 1度もブログを作ったことがない人や、ブログの運営が大変だと思う人
は、無料ブログから始めることをお勧めします。

無料ブログの方が運営は楽なので、アフィリエイト初心者の人は無料ブログから始めましょう。

独自ドメインのブログの方が、アクセスが集まりやすいですが、運営が大変になってしまうので
アフィリエイト初心者の人は無料ブログから始めるのが良いと思います。

FC２ブログなら、何かわからないことがあっても、私が解説できるので
設定などが不安に感じる人は、FC２ブログでブログを作るようにしましょう。

ping送信設定をした方が良い

ping送信とはブログの更新を、ブログランキングやGoogleといった、各種サーバーに伝えることができます。ping送
信の設定をしておくだけで、検索エンジンにインデックスされるスピードが速くなります。

検索エンジンにインデックスされるスピードが早くなると、検索上位になるスピードも速くなるので、普通にブログを
運営するよりも、ping送信の設定をしておいた方がアクセスが増えるのが早くなります。



また、各種サーバーにブログの更新を伝えて、新着の記事一覧にブログの記事が載るので若干のアクセスアップになっ
たり、若干の被リンク効果があります。

WordPressでも無料ブログでもping送信の設定はできるので、ブログを始める時はぜひ設定をしておきましょう。

Ping送信の設定方法

FC２ブログなら、ブログの管理画面から
各種設定をクリックして、ブログの設定→更新情報（ping) 設定をクリックしてください。

クリックしたら ping 送信先に各種サーバーのURLを貼付けてください。

したのURLをコピーして貼付けてください。

http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2
http://api.my.yahoo.com/RPC2
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://blog.with2.net/ping.php/
http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://bulkfeeds.net/rpc
http://hamham.info/blog/xmlrpc/
http://jugem.jp/?mode=NEWENTRY
http://ping.amagle.com/
http://ping.blo.gs/
http://ping.blogoon.net/
http://ping.blogranking.net/
http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc
http://ping.dendou.jp/
http://ping.exblog.jp/xmlrpc
http://ping.fc2.com/
http://ping.feedburner.com
http://ping.freeblogranking.com/xmlrpc/
http://ping.myblog.jp/
http://ping.namaan.net/rpc/
http://ping.rootblog.com/rpc.php
http://ping.sitecms.net
http://ping.speenee.com/xmlrpc
http://pingoo.jp/ping/
http://ranking.kuruten.jp/ping
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://rpc.pingomatic.com/
http://rpc.reader.livedoor.com/ping
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://serenebach.net/rep.cgi
http://taichistereo.net/xmlrpc/
http://www.accelanavi.com/anavi/ping.php
http://www.bloglines.com/ping



http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://www.i-learn.jp/ping/
http://xping.pubsub.com/ping/

コピーして貼付けるだけで、ping送信ができるサーバもありますが
ブログランキングなどのサイトは個人専用の ping送信用のURLに ping送信をしなければいけません。

大体のブログランキングはマイページに自分用の ping送信URLがあるので、
同じようにコピーして貼付けてください。

ブログランキングへの ping送信の方法は各種サイトで解説しているので
そちらを確認しながら、送信設定をしてください。

ブログの設定ができれば、あとは見やすいように、ブログのテンプレートを変えたり、
トップ画を作れば大体は完成です。

Fc2ブログの場合は、共有テンプレートから自分好みのテンプレートを選びましょう。
seoで検索すれば、seoに強いテンプレートも探せます。

トップ画も、そんなに凝ったものじゃなくても良いし、面倒だと思う場合は別に必要ありません。
ただ、ブログ全体がごちゃごちゃしていると、記事も読みづらくなるので、スッキリと見やすいブログにしましょう。

ブログの設定などが終わって、ある程度完成したら、後は記事を書くだけで、お金が稼げるブログが完成します。

次の章では、記事の書き方を紹介します。

記事の書き方

アフィリエイトでお金を稼ぐために１番大切な作業は記事を書くことです。

アフィリエイトは記事さえしっかり稼げれば誰だってお金を稼ぐ事ができます。



アフィリエイトでお金を稼ぐために必要な作業のうち、およそ８割は記事を書くことです。

アフィリエイトでお金を稼ぐには、SEOを勉強しなければいけないとか、コメント回りをしなければいけない、被リ
ンクを集めなければいけないなど、色々と言われていることがありますが、アフィリエイト初心者が何よりやらなけ
ればいけないことは記事を書くことです。

アフィリエイトでお金を稼ぐためには、大体２００本は記事を上げなければいけないので、１日何本ぐらい記事が書
けるか考えて、Todoリストを作って計画通り作業を勧めるようにしましょう。

アフィリエイトを始めたばかりだと２００本記事を書くのは大変だと思います。私も、アフィリエイトを始める前は、
小学校の頃の読書感想文か、反省文を書いた経験しかなかったので、記事を書くのがすごく大変でした。

アフィリエイトでお金が稼げない人のほとんどは、２００本記事を書く前に諦めてしまいます。記事を書くのが大変
だから、SEOに時間を割いたり、被リンクを集めることに時間を割いたりする人がいますが、そんなことをしていて
もお金が稼げるようになりません。

確かに記事を書くのは大変ですが、アフィリエイトでお金を稼ごうと思ったら、記事を書くことは避けられません。
そんなに記事は書けないよって思う人もいるかもしれませんが、慣れてしまえば誰だって記事を書くことはできます。

記事を書く時はいくつかのことを意識しておくと、スムーズの記事が書けるようになるので、作業時間が短くなるの
で、アフィリエイトでお金を稼ぐことが楽になります。



記事の書き方と記事を書くときに意識することさえ知っていれば、誰だって簡単に記事を書くことができます。

記事を書くときに意識すること

記事を書くときに意識することは、わからなくても書く、自信がなくても書く、取りあえず書くこと
です。

何もしなければ先に進むことはできません。

良い記事が書けない、手が進まない、自分の記事に自信がないって思うかもしれませんが、アフィリエイト初心者が
始めから質の高い記事を書こうと思ったって不可能です。

有名な漫画家さん達は絵を上達させるには、取りあえず書きまくるしかないと言っています。アフィリエイトの記事
も同じです。

１００点の出来じゃなくてもいいので、８０点でも６０点でも良いので、どんどん記事を書いてブログに上げて行く
ようにしましょう。

アフィリエイトでお金を稼ぐには、１５００文字以上の記事を２００本以上ブログに上げなくてはいけません。すべ
て１００点の記事を書こうと思ったら、お金が稼げるようになるまで、すごく時間がかかってしまいます。

そんなに出来のいい記事を書かなくても、アフィリエイトでお金を稼ぐことはできます。何回も言うようですが、ア
フィリエイトでお金を稼ぐために大切なことは、たくさんの記事を上げることです。



今も自分の書いている文章に自信はないですが、自信がなくても取りあえず書くことを意識すれば、誰だって記事が
書けるはずです。

自分の文章に自信がなくても、取りあえず書くんだってことを意識して、毎日記事を書くことを習慣にすれば、だれ
だって簡単にお金を稼ぐことができます。

最初は記事を書くのは大変かもしれませんが、どんなに出来が悪くても毎日記事を書いていれば、少しずつ記事も良
くなってくるし、記事を書くのが簡単になります。

取りあえず記事を書くってことが意識できたら、記事の書き方を覚えましょう。

机に座って、パソコンを開いて、メモ帳を開いて、さぁ記事を書こうって思っても、手は進まないし何を書けば良い
かわからないと思います。

何の準備もなくただ記事を書こうとするだけでは、時間もかかってしまうし、作業がとても大変になってしまいます。
記事を書く場合は、しっかり準備をして、順番通りに作業を進めていく必要があります。

準備がしっかりしてあって、効率よく作業をすることができれば、記事を書くのはとても簡単になります。アフィリ
エイトでお金を稼ごうと思ったら、SEOの知識などを勉強するよりは、文章の書き方、記事の書き方を覚えるように
しましょう。

記事を書くときの手順は・・・

１、記事のネタ orキーワードを探す



２、構成
３、下書き
４、清書

それでは、それぞれの手順ごとにやらなければいけないことを紹介します。

１、記事のネタ orキーワードを探す

どんな記事を書けば良いのかわからなければ、記事を書くことはできません。

アフィリエイトでお金を稼ごうと思ったら、２００本は記事を書かなければお金はかせげません。
２００本記事を書くためには、それだけの量の記事のネタをみつける必要があります。

上手に記事のネタが探せないと、何を書けば良いのかわからないし、どんな記事を書けば良いのかわかりません。記
事のネタを探すには、自分の頭で考える方法と、雑誌や本から探す方法と、キーワードから探す方法があります。

・自分の頭で考える

記事のネタを探すには、自分の頭で考えるようにしましょう。雑誌を読んだりすればある程度ネタを探すこともでき
ますが、自分の頭で考えた方が、多くのネタが見つかります。

記事のネタを考える時は、ブログのジャンルに関係のあるキーワードや思いついた言葉をどんどんノートに書き出し
てみましょう。



例えば、料理のブログを運営しているなら、料理に関係のあることでも関係のないことでも、なんでも良いので、思
いつく単語をどんどんノートに書き出してみてください。

例えば・・・

キッチン、収納、節約、缶詰、インスタント、ラーメン、カレー、魚、外国、スパイス、時短、魚、肉、包丁、健康、
まな板、細菌

など・・・

料理に関連する単語や、何となく思いついた単語をどんどんノートに書き出せば、ノート１面に色々な単語が書ける
と思います。

料理だけでは、関連の単語が全然思い浮かばない場合は、次は料理から連想したキッチンって単語から新しいことが
を連想するようにしてください。

何回も連想ゲームを続けて、思いついた単語はどんどんノートにメモしていって、ある程度溜まってきたら、ブログ
のジャンルと組み合わせたらどんな記事が書けるか考えてみましょう。

料理×キッチン
料理×インスタント
料理×スパイス

自分のブログのジャンルと組み合わせることで、記事のイメージがわいてくると思います。

料理がしやすいキッチンの収納法を記事にしてみようか
凝った料理を、インスタントを利用して簡単に作る方法を記事にしようか
料理のスパイスについて解説した記事を書こうか

など、色々な記事のアイディアが思いつくと思います。



たくさんの単語をノートに書き出せば、それだけ多くの記事のネタが思いつきます。

雑誌からネタを探したりするよりも、多くのネタを短時間で探すことができるので、自分の頭で考えるようにしま
しょう。

・雑誌から探す

自分の運営しているブログに関係のある雑誌って必ず販売されていると思います。自分の運営しているブログに関連
のある雑誌は、毎月１〜３冊ぐらいは読むようにしましょう。

雑誌を読むことで最新の情報をキャッチできたり、これから何が流行りそうなのかもわかってきます。トレンドの情
報を記事にすると、検索上位にもなりやすくなります。

自分が知らないだけで、流行っているものはたくさんあります。流行り始めたばかりだったら、ネットの情報も少な
いので、すぐの検索上位になることができます。

新しい商品が発売された、問題を解決すつ新しい方法が紹介されているなど、新しい情報は敏感にキャッチするよう
にしましょう。

・キーワードから探す

アフィリエイトでお金を稼ぐには、ブログにまとまったアクセスを集めなければいけません。ブログのアクセスのお
よろ８割はGoogleやYahoo!の検索サービスからです。

ブログのアクセスを増やそうと思ったら、絶対の書かせないのが、自分のブログの記事を検索上位にさせることです。



検索上位にさせる日は１５００文字以上の記事を２００本ぐらいブログに上げなければいけません。

ただ、適当に記事を上げるよりも効率よくアクセスを集めるためには、キーワドを探して記事を書く必要があります。

Googleアドワーズを使って、１ヶ月に平均してどのぐらい検索している人がいるのかを調べて、そのキーワードで検
索上位になるのはどのぐらいの難易度なのかを調べて、難易度の低いキーワードで記事を書くようにしましょう。

なので、Googleアドワーズを使って記事のネタを探す方法もあります。ただ、２００本すべて、キーワードを意識し
て書くのは難しいと思います。自分で考えたネタと、雑誌から拾ってきたネタ、キーワードから見つめたネタでバラ
ンスよく記事を書くようにしましょう。

キーワードの探し方を長くなるので、またの章で紹介します。

記事のネタをある程度ストックしておけば、記事を書くのがすごく簡単になります。

エクセルで記事のネタを管理したり、ノートにどんな記事を書くかメモしておきましょう。ノートにメモしたり、エ
クセルで管理しておけば、今日は何の記事を書くか、明日は何の記事を書くか迷わなくなるし、ヒマな時間に頭のな
かで、どんな感じで記事を書こうって考えておけば、記事を書くスピードは格段に短くなります。

なので、アフィリエイトを初めてジャンルを決めたら、どんな記事を書くか、記事のネタをいくつか出しておきま
しょう。



２、構成

記事を書き始める前に、どんな記事を書くか、書き出しはどうするか、記事のなかの見出しはどうするか、どの順番
で説明するかなど、どんな記事を書くのか大枠でいいので、ある程度固めておきましょう。

どんな記事を書くのか決まっていない状態で、さぁ記事を書こうと思ってもなかなか書き始めることはできません。

この記事は誰に向けて、どんな内容の記事にするのかぐらいは、決めておくのが良いと思います。

構成は、パソコンの前にいなくても、メモ帳に簡単にメモしておいたり、家に変える途中に考えたり、お風呂に入っ
ている間に考えることができます。

時間が空いたらメモ帳を開いて、次に書く記事の構成をしていると、記事を書くスピードが速くなって、アフィリエ
イトの作業が楽になります。

学生なら授業中に、主婦なら家事の合間に、会社員なら通勤中に記事の構成をしておきましょう。

頭で何となく、どんな記事を書くか考えておくだけでも、記事を書くスピードは格段に早くなります。アフィリエイ
トの作業は大変なので、時間をムダにしないようにして、必要な作業にはしっかり時間を取るようにしましょう。

３、下書き



記事のネタがある程度たまったら、どんどん記事を書いていきましょう。ただ、最初から記事を完成させようって気
持ちで記事を書き始めると、途中で手が止まって、文章が書けなくなってしまいます。

なので、記事を書く時は、最初は下書きのつもりで、思いつくことを色々と書いてみましょう。

今すぐ上げるわけでもないし、後で内容を削ったり、言い方を変えたりすることもできるので、読みやすいかな？と
か、もっと良い書き方があるんじゃないかなど、余計なことは考えないようにして、取りあえず文章を書くようにし
ましょう。

下書きをする時は、悩まないで思いついたことを書くのがポイントです。

２０００文字以上の文章を書いて、いらない部分を削りながら１５００文字程度の記事にするのがいいので、下書き
の時は、読みやすさわかりやすさよりも。たくさんの文章を書くことを意識して、記事を書くようにしてください。

思いついたことを適当に書いてみれば、２０００文字なんて簡単です。清書をする時のことは考えないで、今取りあ
えず多めの文章を書くことに集中しましょう。

４、清書

下書きが終わったら次は清書です。



清書をするときに、初めて読者を意識して、読みやすい記事になっているか確認しながら文章を直し
ていきましょう。

文章には読みやすい文章や感動する文章など色々とありますが、アフィリエイトで初心者の人は、読みやすい文章を
心がけるようにしましょう。

読者が記事を読んで問題が解決されないと、アフィリエイトでお金を稼ぐことはできません。

記事が読みやすくて理解しやすい方が、問題は解決しやすくなります。

アフィリエイトを始めたばかりだと、どんな文章が読みやすいのかわからないと思います。
ただ、感動する文章に比べて読みやすい文章は簡単に書くことができます。

いくつかの簡単なルールさえ守って文章を書けば、誰でも読みやすい記事を書くことができます。

読みやすい記事の書き方はこちらの記事を読んでみてください。

清書が終わったら、１日か２日時間をあけて、誤字脱字がないか本当に記事が読みやすいか確認するために、声に出
しながら記事を読んでみてください。

声に出して記事を読めば、誤字や脱字には気づけるし、読みづらいところでは、途中で言葉が引っかかってしまうの
で気づけます。



1度か２度声に出して読んでみて、問題なく記事が読めたら完成になります。

以上が記事の書き方です。

アフィリエイトでお金を稼ぐには、記事を書くのが１番重要な作業になります。記事を書かないで、安定してお金を
稼ぐことはできません。

楽しようとせず、しっかり記事を書いた人だけが、アフィリエイトでお金を稼ぐことができます。

キーワードの探し方

ブログのアクセスを集めるためには、キーワードを意識して記事を書かなければいけません。

キーワードを意識して記事を書くことで、GoogleやYahoo!の検索結果で上位表示されるよになります。



どんなに記事を書いていても、検索上位を狙って記事を書かなければ、アクセスが増えることはありません。

ただ、何も考えないで書いた記事でも、検索上位になることはあるのですが、１ヶ月の平均検索数を調べて、検索上
位の記事の被リンク数やページランクを調べて、検索上位になる難易度を調べてから記事を書く方が効率が良いです。

検索上位になれそうなキーワードをいくつも探して、オープオフィスやマイクロオフィスを使って管理するようにし
ましょう。

狙い目のキーワードの探し方とキーワードの管理方法を紹介します。

まずはGoogleアドワーズに登録しましょう。

Googleアドワーズのキーワードアドバイスツールを使えば、１ヶ月にどのぐらい検索されているかを
調べることができます。

料理のブログを運営しているなら、『料理名　作り方』や『時短料理』などで検索してみると、１ヶ月平均でどのぐ
らい検索されているかと、関連のキーワードが出てきます。

月間平均検索数の多いキーワードはライバルが多いですが、検索上位になれば、アクセスがすごく増えます。月間平
均検索数の少ないキーワードは検索上位になりやすいですが、検索上位になってもアクセスは少ししか増えません。



アフィリエイトを始めたばかりの人は、月間平均検索数は少ないけど検索上位になりやすいキーワードを狙って行く
のが良いと思います。月間平均検索数の少ないキーワードなら、被リンクが少なくても、ブログのボリュームが少な
くても検索上位になることができます。

いきなりライバルの多いキーワードで記事を書いても、被リンクも少ない、ブログのボリュームも少ない状態では検
索上位になるのは難しいです。

なので、アフィリエイト初心者に人は、月間平均検索数が１０００以下のキーワードを狙うのが良い
と思います。

私は月間平均検索数が３００ぐらいまでもキーワードでも記事を書くようにしています。

１ヶ月に３００回しかされないキーワードでも、検索上位になれば、１日大体５〜１０人がアクセスしてくれます。そ
ういった記事が１０本でもあればアクセスは１００ぐらい増えます。

月間平均検索数の多いキーワードを狙って記事を書いて、検索上位にならないでアクセスが増えないよりも、コツコ
ツでもアクセスが増えるようにライバルの少ないキーワードで記事を書くようにしましょう。

記事をたくさん書いて、少しずつアクセスが増えてくれば、月間平均３０００ぐらいまでもキーワードなら、場合に
よっては上位表示されることもあります。

また、月間平均検索数に関係なく、狙い目のキーワードをたくさんあるので、そういったキーワードを見つけたら記
事を書くようにしましょう。

ブログのジャンルがニッチなほうが狙い目のキーワードがたくさん見つかります。



ブログのジャンルがある程度まとまったら、どんな記事を書けば良いかキーワードを探して見ましょう。それでは具
体的にキーワードを探す方法を紹介します。

１、アドワーズのキーワードアドバイスツールを使って月間平均検索数を調べる

まずは月間平均検索数を調べましょう。

①の運用ツールをクリックしたら、下から３番目のキーワードプランナーをクリックしてください

そうすると画像と同じ画面になります。

画像と同じ画面になったら、②をクリックしたら
自分のブログに関連のあるキーワードや、悩みなどを色々と検索してみてください。



②をクリックすると上の画像の画面になります。

③にキーワードを入れてエンターキーを押せば関連のキーワードや月間平均検索数を調べることができます。

③にキーワードを入れて検索すれば、上のような画面になります。



④にキーワード入れて検索すれば、色々なキーワードの月間平均検索数を調べることができます。

⑤はキーワードの月間平均検索数数で、去年の検索数を１２で割った数が表示されています。
⑥にカーソルをおけば、月ごとの平均検索数を調べることができます。

色々なキーワードや悩みを検索してみると、たくさんの関連のキーワドが見つかります。自分の頭で考えたキーワド
や関連のキーワードから見つけたキーワードはエクセルで管理してください。

２、検索上位難易度を調べる

ある程度キーワドが見つかったら、ひとつひとつのキーワードで検索上位になるのがどのぐらい難し
いのか調べてみましょう。



SEO難易度チェックツールという、無料のツールがあるので、そのツールを使って、検索上位の難易度を調べてみて
ください。

SEO難易度チェックツールを使えば、検索上位１０サイトの平均被リンク数と平均ページランクを調べることができ
ます。

『料理』とか『有名な料理名　作り方』などでは、検索上位サイトの被リンク数やページランクは高くなるので、難
易度が高くなると思います。

アフィリエイトを始めたばかりなら、ブログの被リンク数も少ないし、ページランクも低いので、難
易度の低いキーワードを探すようにしてください。

ブログのジャンルがニッチだったり、キーワードがニッチだったら、難易度の低いキーワードが見つかりやすきなり
ます。ニッチなキーワードを探して難易度を色々調べてみましょう。

月間平均検索数が少なくても、検索上位になればブログのアクセスは確実に増えて行きます。

アフィリエイトを始めたばかりの人は、月間平均検索数が高いキーワードよりも、難易度が低いキーワードを狙って
記事を書いて行きましょう。

キーワード、難易度、平均被リンク、平均ページランクをエクセルで管理してください。

たくさんのキーワードをストックしておくと、記事を書くのがすごく楽になります。いくつもキーワードをストック
しておいて、難易度の低いキーワードから記事を書くようにしましょう。



アフィリエイトでお金を稼ぐために１番大切な作業はこの２つだけです。

キーワードを探して、記事を書くことを習慣にすれば、誰でもお金を稼ぐことができます。

次は習慣化の方法を紹介するので、キーワードを探して記事を書くことを習慣にしてお金
を稼いでみてください。

習慣化する方法

アフィリエイトでお金を稼ぐには、毎日記事を書き続けなければいけません。お金を稼ごうと思ったら２００本以上
の記事を書いて、毎日欠かさずに記事を上げ続けなければお金を稼ぐことはできません。

毎日記事を書いて、２００本の記事を書き続けるためには、習慣化の方法を覚えて、記事を書くことを習慣にする必
要があります。

アフィリエイトでお金が稼げない人は、２００本以上記事が書けなくて、途中で諦めてしまう人がほ
とんどです。

アフィリエイトでお金を稼ぐには、習慣化の方法を覚えて、毎日記事を書くことを習慣にする必要があります。

記事を書くことを習慣にできれば、誰でも簡単に２００本記事を書くことができます。ブログも作って後は記事を書



くだけだって人は、習慣化の方法を覚えて、毎日記事を書くようにしましょう。

１、毎日続ける

休みの日だけ記事を書くとか、週に３日間だけ記事を書くってルールを決めるよりも、毎日記事を書くようにした方
が習慣化はしやすくなります。

毎日記事を書くってルールを決めて、１日も休まないようにしましょう。たまにサボったり、休んでしまうことはあ
ると思いますが、１日休むと次の日は余計に記事を書くのが嫌になります。

なるべく休まないようにして、毎日記事を書くようにしましょう。

２、最低限の目標を決める

習慣化するには、毎日続けることが大切です。でも、休まずに毎日続けるのは大変だと思います。

調子がいい日があれば悪い日もありますよね。調子がいい日は目標が達成出来ても、調子が悪い日は目標が達成でき
ない日が出てくると思います。

習慣化をするには、毎日目標を決めて目標を達成し続ける必要があります。毎日目標が達成できると、自分に自信が
もてるようになるので、ポジティブな気持ちで努力を続けることができるようになります。

自分は目標が達成できるって自信をもつことで、努力するのが苦痛じゃなくなります。努力するのが苦痛な人は、努
力してもムダだって思っているからです。



毎日自分で決めた目標を達成していると、自信がついて、努力したり作業したりするのが苦痛じゃな
くなります。

１日何本記事を書くか目標を決める場合は、どんなに調子が悪くても達成できる最低限の目標と、調子が良ければ達
成出来そうな目標の２つの目標を決めておきましょう。

目標を立てるときに、調子が良ければ達成出来そうな目標だけを立てる人がいますが、それでは目標が達成できない
日が出てきて、やる気がなくなったり、自分には無理なんだって思って自信をなくしてしまいます。

今の自分でも絶対にできるって思える最低限の目標をクリアしていけば、少しずつ自信がついて努力するのが楽しく
なってきます。最低限の目標を決めて、毎日続けることを意識するだけで、習慣化は簡単にできます。

私がアフィリエイトを始めたばかりの時は、パソコンの前に１０分座るのを最低限の目標にしました。

どんなに忙しくても、パソコンの前に１０分は座って記事を書くようにしました。

１０分だけ記事を書こうと思って記事を書き始めれば、気づけば１本記事を書いていたりします。

アフィリエイトを始めたばかりで、習慣化ができていない人は、絶対に最低限の目標を立
てるようにしましょう。

３、失敗しても落ち込まない



最低限の目標を決めて、毎日続けることを意識しても、サボってしまう日は必ずあると思います。

もし、サボってしまってもあまり落ち込まないで、次の日からまた新しい気持ちでチャレンジするようにしましょう。

どんな人でも最初はうまくいかないはずです。

もし、３日坊主になってしまっても、やっぱりダメだとか、自分には無理だって思わないでまた目標を立てて努力す
るようにしましょう。

失敗するたびに落ち込んでいると、お金を稼ぐまでに時間がかかってしまいます。

多少の失敗は気にしないで、自分はできるって自信を持って、アフィリエイトを続けるようにしましょう。

記事を書くことを習慣化できれば、誰だってお金が稼げます！！

アフィリエイトでお金が稼げない人は、１５００文字以上の記事を２００本以上書けないで諦めてし
まう人がほとんどです。

しっかり記事を書くことができれば、誰でもアクセスを集めることができるし、お金を稼ぐことができます。

記事を上げて続ければ、自然にアクセスは増えていきます。

記事を書くのが面倒だから、自分で被リンクを増やそうとしたりする人もいますが
そんなことをしても、アクセス数が増えることはありません。



効果的にアクセスを増やして、お金を稼ごうとおもうなら、色々なキーワードでたくさんの記事を書きましょう。

記事を書き続ければ、必ずアクセスは増えます。

ニッチなジャンルでブログを作って、狙い目のキーワードを探して、１５００文字以上の記事を書いていれば、２０
０記事を超える当たりでブログのアクセス数は１０００ PVを超えます。

１日５本ブログに記事をあげれば、１ヶ月ちょっとで２００本の記事をあげることができます。

あまりに大量の記事を一気に上げると、スパム行為にあたる恐れがあるので
１日５本を上限にして記事を上げるようにしましょう。

１日５本記事がかけて、ブログに上げることができれば、３ヶ月目にはお金を稼ぐことができます。

もし、１日１本の記事を上げていたら、お金を稼ぐまでに、半年以上の時間がかかってしまいます。

自分は１日にどれぐらい記事が書けるか考えて、しっかり毎日作業するようにしましょう。

最初は焦って大きな目標を立ててしまうかもしれませんが
大きな目標と最低限の目標の両方を決めて、しっかり習慣化するようにしましょう。

記事を書くのは大変かもしれませんが、記事を書き続ける意外にアクセスを増やす方法はないので
しっかりキーワードを探して記事を書くようにしてください。

今回のレポートではアフィリエイトでお金を稼ぐために絶対に大切なことを紹介しました。



あれをした方がいい、もっとこうした方がいいなど、色々な情報に溢れていますが
アフィリエイトでお金を稼ぐためには、絶対に大切なことがあります、

今回紹介したことは、アフィリエイトでお金を稼ぐためには絶対に書かせないことです。

今回紹介したことさえやっていれば、誰だってお金を稼ぐことができます。

色々な情報に惑わされないで、しっかりキーワードを探して記事を書くようにしましょう。

最後までレポートを読んで頂いてありがとうございます。

もし、レポートを読んだけどよくわからないことがある、疑問があるって人は、ぜひメールしてみてください。

どんな些細な疑問でもメールをいただければ、解説したり疑問に答えたりしようと思います。

もし作業が大変だったら、変わりにキーワードを探したりもできるので、困ったことがあればぜひメールしてくださ
い


