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・著作権について 

本冊子並びに本冊子の表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊子の著作権は発行者にあります。 

本冊子の使用に関して、以下の点を十分ご留意ください。 

 

・使用承諾に関する契約 

本契約は、本冊子を持つ個人・法人（以下甲）と発行者（以下乙）との間での

契約です。 

本冊子を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになりま

す。 

 

第一条 本契約の目的 

乙が本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾する

ものです。 

ただし、使用は非独占的なものに限られます。 

 

第二条 禁止事項 

本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊

子に含まれる情報を、甲は乙の書面による事前許可なくして出版・講演活動お

よびメディア配信などによって一般公開することを禁じます。また、電子メデ

ィアによる配信等によって一般公開することを禁じています。特に当フ

ァイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は自らの所属する会社や

組織においてのみ、本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の二条に反し、乙に損害が生じた場合には、乙は甲に対し違約金を

請求する権利を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと乙が判断した場合は、乙は使用承諾に関する契約を解除

することができるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊子に含まれる情報の使用責任の一切は甲にあり、この情報により甲に損害

が生じても、乙は一切の責任を問われません。 
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はじめに 
 

このたびは華（hana）の無料レポートを 

手に取っていただきありがとうございます。 

 

このレポートは、様々なインターネットビジネスの中で、 

今、最も人気がある「アフィリエイト」について、詳しく

解説したレポートとなっています。 

 

アフィリエイトとは、どんなビジネスなのか 

アフィリエイトは、本当に稼げるのか 

アフィリエイトは、いろんな手法があるけれど、 

どの手法が初心者にとって一番最適なのか 

どの手法が一番早く稼げるのか 

 

といった疑問や不安を持っている方に向けて、 

詳しく解説しています。 

 

私はこのアフィリエイトに出会ったことで、長年続けてき

たＯＬをやめ、アフィリエイトで稼げるようになったこの

ビジネスの素晴らしさを、多くの人に知って欲しいという

思いと、様々なアフィリエイト手法がある中で、 

 

初心者が始めから難しい手法を選んでしまうことなく、 

初心者でも理解しやすく、実践しやすく、しかも早い段階

で報酬を得られる手法を選ぶこと。これが遠回りをせず早

く成果を出すために、とても重要なことだと思いこのレポ

ートを作成しました。 

 

あなたがこれから、アフィリエイトを実践していく上で、 

始めに知っておくべきアフィリエイトの基本から様々な手

法の稼ぎ方まで解説しています。このレポートを最後まで

読むことで、今後あなたが取り組むべき手法が分かります。 

 

ぜひ、コーヒーでも飲みながら読んでみて下さいね。 
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副業にも最適！超ド素人でも出来る 

アフィリエイトってどんなビジネス？ 
 

アフィリエイトとは、すでにある他社のサービスや商品を

あなたが代わりに販売できる仕組みのことです。 

 

あなたが商品を紹介して売れた際に、そのお礼に紹介料（報

酬）をいただけるという仲介業ビジネスです。 
 

具体例で言うと、私があなたに 

「このサプリメントすごくいいよ～」 

と紹介します。 

 

あなたは「じゃあ飲んでみようかな」 

と思って私からサプリメントを 

購入しました。 

 

すると、サプリメントを販売している 

会社から「商品を紹介してくれてありがとう」 

ということで、お礼に私に紹介料を支払ってくれるのです。 
 

 

これは、普段の生活の中にもあることと同じです。 

例えば、あなたがおススメの焼肉屋があるとします。 

友人に「○○っていう焼肉屋さん、すごくおいしいよ！ 

一度行ってみて！」と紹介します。 

あなたは、友人を紹介したことで、お店からお礼に割引券

を貰ったり、１人前のお肉をサービスしてもらったり、こ

のような経験があるかもしれません。 

このような紹介をネット上で行うのがアフィリエイトです。 

 

アフィリエイトする商品は、あなたの周りにある家電や普

段使う必需品など、様々な商品をアフィリエイトできる他、

資料請求や、保険の相談申し込み、車の見積り査定などと

いったサービスへの申し込みなどもアフィリエイトするこ
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とが出来ます。また、物販やサービスの申し込みだけでな

く、教材やセミナーといった情報系もアフィリエイトする

ことができます。 

 

これらのサービスや商品は無限にあり、あなたが紹介した

いものを自由に選ぶことが出来るのです。 

 

商品を紹介するには、ASP（アフィリエイトサービスプロバ

イダーの略）と呼ばれるサイトに会員登録する必要があり、

登録すれば、そのサイト内にある商品を紹介することが出

来ます。 

 

この ASP ですが、いくつもの ASP サイトがあり、それぞれ

に多数の商品が登録されています。ASP登録はほとんどが無

料で出来ますし、やめたくなったら退会も自由です。 

 

商品を紹介する（アフィリエイトする）人のことを通常ア

フィリエイターと呼んでいますが、アフィリエイターが持

つ媒体（ブログやサイト、SNS、メールマガジンなど）を使

用して自由に紹介することが出来ます。 

 

では、この ASP、広告主、アフィリエイター、ユーザーは、 

どのような関係で、どのような流れでお金が動いているの

でしょうか。 

 

その仕組みについて詳しく解説していきましょう。 
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こんな仕組みで、あなたに紹介料（報酬） 

が発生します 
 

 

ASPは商品を販売している会社（広告主）とその商品を紹介 

しているアフィリエイターとの間にある中間業の役割を果

たしています。 

 

ASPには、様々なアフィリエイトできる商品があり、 

それらの商品は、販売している広告主が ASP に「私たちの

商品をアフィリエイターに紹介してね」と広告料を支払っ

て登録しています。 

 

私たちは、「この商品いいですよ」とネットユーザーに紹介

すると、それを求めているユーザーが欲しいと申し込んで

くれることで、広告主に代金が入ってきます。 

 

広告主があなたから商品を買ってくれたユーザーがいるこ

とを確認できれば、報酬がいただけるという仕組みになっ

ています。 

 

もう少し分かり易くこの仕組みを図にすると下記のように

なります。 
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ASPには、紹介できる商品がたくさん集まっていますので、 

ASPに登録すれば自由に見ることが出来ます。 

 

アフィリエイターは、紹介したい商品を見つけると、その

商品を販売している広告主と提携をします。広告主との提

携をしなければ、商品を紹介することができません。 

 

提携完了すると、あなた専用のアフィリエイトリンク（URL）

を貰うことが出来ます。このアフィリエイトリンクをあな

たの媒体に貼り付けて紹介することで、ユーザーがこのア

フィリエイトリンクをクリックして、商品の申し込みをし

た際に、あなたから商品が売れたということが分かるよう

になっているのです。 
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やらなきゃ損？市場がドンドン拡がる 

アフィリエイトの魅力とは 
 

 

ここまでの解説でアフィリエイトの基本的なことが 

理解できたかと思います。 

 

では、アフィリエイトというビジネスはどれだけ認知され

ているのでしょうか。 

このビジネスの実態を調査した記事がありますので、 

抜粋して解説していきましょう。 

 
 

矢野経済研究所の調査によると、ネットで商品やサービス

の申し込みをする人が増え、今後も増加していくとともに、

アフィリエイト市場も比例して年々増進しており、今後、

アフィリエイト市場は更に拡大していくとの発表をしてい

ます。 
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                  <引用元 ECzineニュース> 

 

 

また、MMD研究所の調査では、副業をしている人の約半数が 

インターネットビジネスをやっており、 

その中で上位 3位が「株式投資」「FX」 

「アフィリエイト」とのアンケート結果が出ています。 
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                   <引用元 MMD研究所> 

 

 

 

 



【ネットビジネス初心者必見！】知識ゼロ！人脈ゼロ！経験ゼロ！ 

超ド素人だった子育て中主婦が隙間時間で月収 50万円を達成した 

“最短最速”で稼ぐためのアフィリエイト入門書 

-  – 

Copyright (C) hana  All Rights Reserved.  

11 

上記のグラフを見ていただいた通り、 

アフィリエイト参入者が非常に多いことが分かりますね。 

 

他に人気の株式投資、FX はハイリスクハイリターンビジネ

スですので、しっかりと勉強をしないと大きな損失を 

受ける可能性がありますのでおススメできません。 
 

実際に、私の近所に結構大きな敷地の家があったのですが、

株式投資で失敗し、ある日突然、家を売り払って出て行き

ました。裕福そうなご夫婦で老後をゆったり過ごせしてい

るかのように思われましたが、株であっという間に住む場

所を失い、人生を狂わしてしまったのです。 

その跡地には５件もの家が建っています。 

 

このように株式投資や FXといったビジネスは、非常にリス

クが高いので、一攫千金を狙って初心者が安易にやると 

取り返しのつかないことになってしまいます。 

 

ちょっと話が少し反れてしまいましたので元に戻しますね。 

 

つまり、上記の２社が行った調査で分かるように、今後も

アフィリエイト市場が拡大していくのは確実なのです。 

 

では、インターネットビジネスの中でもなぜアフィリエイ

トが人気があるのでしょうか。 
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アフィリエイトのメリットとして 

次のようなことがあげられます。 

 

■知識がなくても参入できる 

■年齢や性別など関係なく出来る 

■顔出し不要 

■在庫が不要 

■初期費用や維持費用が少ない 

■場所や時間を選ばずいつでもどこでも出来る 

■仕組み化が可能 

■副業でも出来る（会社にバレにくい） 

■利益率が高い 

■リスクがほとんどない 

■いつでも再開が可能 

■短期間で本業の収入を超える可能性がある 

■一人で出来る 

■入院しても体調が悪くても出来る 

 

 

このようにアフィリエイトにはたくさんのメリットが 

あります。では、順番に詳しく解説していきましょう。 

 

 

 

■知識がなくても参入できる 

 

アフィリエイトはすでにある商品をあなたの媒体で紹介す

るだけのとてもシンプルなビジネスです。 

 

もちろん紹介するためのブログやサイトを作成する必要は

ありますが、今では初心者でも簡単に扱えるツールなども

多く、難しい知識がなくても、作業しながら知識を身につ

けていくことが可能です。ですので、初心者でも全く問題

ありません。 
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■年齢や性別など関係なく出来る 

 

シンプルなビジネスゆえ、年齢や性別は関係なく、どなた

にでも出来るビジネスです。アフィリエイト参入者のほと

んどは、副業から始める場合が多いのですが、本業のかた

わら出来ます。 

アフィリエイト参入者は 20 代～70 代と幅広い層で、特に

30代 40代の方が圧倒的に多い市場となっています。 

やはり、子育て世代ということもあり、教育費や今後の人

生に不安を抱えている方が多いからだと思われます。 
 

 

■顔出し不要 

 

アフィリエイトをするのに、顔を出す必要はありません。 

名前も必ず本名を出さなくても屋号をつけたり、ビジネス

ネームで活動することも可能ですので、心配いりません。 

 
 

■在庫が不要 

 

何かを販売する場合は、通常在庫を持つ必要があります。 

店舗経営でも商品を仕入れ、売れるまで保管しておきます

ね。当然、売れなければ在庫となってしまいますが、アフ

ィリエイトの場合は、商品を仕入れる必要がないので、万

が一売れなくても在庫を抱える必要がありません。 

 

また、紹介するだけですので、商品が売れても配送業務等

の面倒な作業が一切ありません。 

 

 

■初期費用や維持費用が少ない 

 

アフィリエイトをする上で、初期費用や維持費用が少ない

というのも大きなメリットです。 
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通常何かのビジネスを始めるには、家賃や人件費、仕入れ

等で数百万、数千万円といった膨大な資金が必要となって

きますが、アフィリエイトは、パソコンとインターネット

が出来る環境さえあれば少しの資金で始めることが可能で

す。 

 

具体的には、アフィリエイトの種類にもよりますが、イン

ターネット上にあなたのサイトを表示させるために必要な

サーバーやドメイン代などが必要な場合がありますが、 

リアルビジネスとは比べものにならないくらい少ない資金

で始めることが可能です。（数千円～数万円） 

 

あまりおススメは出来ませんが中には、無料で始められる

ものもあります。アフィリエイトを始めるということだけ

であれば、無料でも可能です。ただし、無料で稼げるかと

いうと別問題になります。 

 

 

■場所や時間を選ばずいつでもどこでも出来る 

 

先ほども解説したように、アフィリエイトはパソコンとイ

ンターネット環境さえあれば、いつでもどこでも出来るビ

ジネスです。 

 

あなたのやりたい時間、やりたい場所で出来ますので、自

由にビジネスが出来ます。1人で始める人がほとんどですの

で、あなたの都合のいいようにできる為、ネットが繋がる

場所であれば、家でやってもカフェでやっても、旅行先で

も海外でも、いつでもどこでも可能なのです。 

 

 

■仕組み化が可能 

 

もちろん最初から仕組み化することは出来ません。 

どのビジネスにも共通することですが、しっかりと正しい
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作業を継続して続けることによって、ほとんど作業しなく

ても勝手に収入が入ってくる仕組みを作り上げることが可

能になります。 

 

 

■副業でも出来る 

 

アフィリエイトの参入者のほとんどが副業でされています。 

本業を持ちながらでも、隙間時間で出来る上、労働作業も

なく、自宅でパソコンを開けば作業が出来るので、副業に

は持ってこいのビジネスです。会社にバレないかと不安に

なる方も多いですが、ほとんどバレません。 

 

もし、バレるとすれば、よっぽどネット上で名前や顔を露

出しているか、よっぽど稼いでいるかのどちらかです。 

 

稼いでいてバレる人の大半は、会社の給料よりも稼いでい

る場合がほとんどですので、バレても副業を本業としてい

けばいいだけです。 

実際に、副業での収入が本業の収入を超え、本業をやめた

人はたくさんいますよ。 
 

 

■利益率が高い 

 

仕入れの必要がないため、必要な資金は少なくて済みます。 

その為、ほとんどが利益になります。 

また、アフィリエイトする商品によっては、報酬が高いも

のもありますので、そのような商品の場合、さらに利益は

拡大します。 

 

 

■リスクがほとんどない 

 

アフィリエイトを始めるには、多少の資金は必要ですが、
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リアルビジネスのように大きな資金がなくても参入できる

為、万が一、途中で諦めてしまったり、うまくいかない場

合があったとしても、リアルビジネスのような大きな損失

を受けることがありません。 

 

 

■いつでも再開が可能 

 

もし、途中で体調が悪くなったり何らかの事情で、しばら

く作業がストップしてしまっても、ある程度の仕組み化が

出来ていれば、作業していなくても収入を得ることが可能

です。また、いったんアフィリエイトをやめてしまっても、 

いつでも自由に再開することが可能です。 

 

実際に私の周りにも、家の事情でやっていたアフィリエイ

トを何年かストップしていましたが、また再開して収入を

得ている仲間がいます。 

 

 

■短期間で本業の収入を超える可能性がある 

 

これもアフィリエイトの最大の魅力ですね。 

正しいスキルを身に付け、作業量にもよりますがしっかり

と継続することで、たった数ヶ月、１年以内に本業の収入

を軽く超えてしまう可能性があります。 

 

私の周りには、アフィリエイト収入の方が圧倒的に本業よ

り多くなり、サラリーマンをやめた仲間がたくさんいます。 

 

そして自由なお金や時間が増え、好きなことだけで人生を

楽しんでいます。このように、頑張ったら頑張った分、全

て自分に返ってくるのです。 
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■一人で出来る 

 

基本的に１人で出来るビジネスですので、わずらわしい人

間関係に悩む必要がありません。仲間はいた方がいいです

が、あなたの気の合う人、お互いが助け合える人など、自

由に仲間を選ぶことが出来ます。 

 

人間関係のストレスはもうコリゴリだという人には、 

持って来いのビジネスでしょう。 

 

 

■入院しても体調が悪くても出来る 

 

万が一、病気で入院することがあっても、病気の重度にも

よりますが手を動かせる状態であれば、病院にパソコンを

持っていくことでベッドの上で作業が出来ます。 

 

実際に、病気で入院し隣のベッドにいる人のいびきを BGM

にしながら、入院中にバンバン稼いでいた仲間がいます。 

 

入院代の費用を入院中に稼ぐことが出来るのは、本当にあ

りがたいビジネスですね。また、長期入院の場合は、本業

の収入もストップしてしまいますが、入院中でも不安なく

収入を得られるのは、このビジネスの大きな魅力の 1 つで

す。 

 

以上、アフィリエイトには、これら 14個ものメリットがあ

ります。 

 

アフィリエイトの種類により細かいことを言えば、まだま

だありますが、おおまかなメリットとしてはこれらが共通

するメリットではないでしょうか。 

 

これがアフィリエイト市場が拡大する、つまりアフィリエ

イト参入者が増えている大きな理由なのです。 
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では、デメリットはないのかと言えばもちろんあります、 

これから、アフィリエイトのデメリットについて解説して

いきましょう。 

 

 

一応、デメリットもありますが・・・ 
 

 

アフィリエイトにも当然、デメリットはあります。 

ですが、他の手法に比べたら、比べものにならないくらい

少なく、リスクがほとんどありません。 

 

■様々なスキルが必要 

■一人で出来るため、孤独になりがちでモチベーションの 

維持が難しい 

■サボるのが簡単 

■他社商品を扱うため、紹介する商品のリサーチが必要 

 

思いつくだけ考えてみましたが 

これくらいしかありません（笑） 

では、1つずつ解説していきますね。 

 

 

■様々なスキルが必要 

紹介する媒体によって方法が違うので、 

それぞれに稼ぐ為の知識を学ぶ必要があります。 

ただ、これはアフィリエイトに限ったことではないので、 

稼ぐためには正しく学ぶ必要があります。 

間違った知識では稼ぐことは出来ません。 

初めての場合は、覚えることが多く大変に感じるかもしれ
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ませんが、一生もののスキルが身に付きます。 

 

 

■一人で出来るため、孤独になりがちでモチベーションの

維持が難しい 

１人で自由に出来るのは、このビジネスのメリットでもあ

り、デメリットでもあります。自由に出来る反面、身近に

一緒に出来る人がいない為、孤独感を感じてしまう人もい

ます。その為、モチベーションが下がりやすくなります。 

 

■サボるのが簡単 

上記の重複しますが、１人で出来るため、やってもやらな

くても誰にも何か言われることもありません。 

そのため、どうしても楽な方を選んでしまうのが人間の心

理ですので、「今日は疲れたからやめよう」「今度、時間の

ある時にやればいっか」などと自分に甘くなり、サボって

しまう人も多いです。 

 

結局、サボる期間が長くなり、ずっと稼げないままの人が

多いのがこのビジネス参入者のもっとも多い特徴の 1 つで

しょう。 

 

■他社商品を扱うため、紹介する商品のリサーチが必要 

商品を紹介するためには、その商品がどんな商品なのか 

また、どんな商品が売れるのかをリサーチしなければなり

ません。 

アフィリエイトに限らず、どのビジネスでも売上を上げる

には、リサーチは必須作業です。 

売れる商品をリサーチすることで、無駄な労力をかける必

要がなくなる為、リサーチは避けて通れません。 
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以上が、思いつく限りのデメリットでしたが、アフィリエ

イトのデメリットは、他のビジネスと比べるとリスクと言

えるほど、大きな損失がないのがお分かりいただけたと思

います。後は、本気でやるかやらないか、これだけの違い

ですね。 

 

大きなリスクもなく、むしろメリットが多すぎて 

やらない理由が見つからないくらいです。 

このように、メリットが多すぎるビジネスは、アフィリエ

イト以外には、存在しないのではないかと思います。 

 

 

 

最初に知っておくべき 

アフィリエイト手法のメリット・デメリット 
 

 

アフィリエイトと言っても様々な手法があります。 

他社の商品を紹介するということはどの手法でも同じなの

ですが、紹介する媒体によって紹介方法（手法）が違って

きます。そこで、アフィリエイトの中でも、特に参入者の

多い代表的な手法を紹介していきたいと思います。 

 

■YouTube アドセンス 

■ブログアフィリエイト 

■サイトアフィリエイト（SEO） 

■SNSアフィリエイト 

■トレンドアフィリエイト 

■メルマガアフィリエイト（メールマガジン） 

■PPCアフィリエイト（リスティング広告、YDN） 

 

では、順番に解説していきましょう。 
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小学生の憧れ職業ランキング３位にユーチューバーが入る

という人気の高さですが、Youtube に動画を UP することで

収益を得る方法です。アップロードした動画にアドセンス

広告を貼り、広告をクリックされると課金されるクリック

型と一定時間視聴された場合に、報酬が発生する表示課金

型の２種類があります。最初は相当な作業量が必要です。 

また、最低 1万回以上の再生回数がないと報酬はゼロです。 

１クリック 0.1 円程度ですので、例えば、１日に３５０回

再生されて月間１０５００回、この場合の月収は 

１０５０円にしかなりません。つまり、膨大な再生回数が

ないと大きな収入にはなりません。 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

YouTube アドセンス 
 

 

◆1 クリック 0.1円程度しかない 

◆膨大な再生回数が必要 

◆大きな利益が出にくい 

◆アカウント削除のリスク大 

◆動画作成スキルが必要 

 

◆顔や名前を出す必要がない 

◆一度動画をアップすれば放置でＯＫ 

◆再生回数が多いほど収入が増える 

◆難しいスキルは不要 

メリット デメリット 
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ブログに、広告を貼ったり、記事を書いて商品を紹介して

収入を得る手法です。また、メールマガジンへの登録を促

したりと様々な用途で使用されることが多いです。 

ブログはサーバー代やドメイン代が必要ですが、両方合わ

せても月に 1200円前後あれば可能です。 

また、記事を量産していけば、ずっと稼げる資産構築が出

来ます。ただ、始めのうちはアクセスすらありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブログアフィリエイト 
 

 

◆始めのうちは膨大な作業が必要 

◆作業に時間がかかる 

◆収入を得るまでに３ヶ月以上かかる 

◆ペナルティのリスク大 

◆無料ブログの場合、削除されるリスク 

 

◆顔や名前を出す必要がない 

◆少ない費用で出来る 

◆資産構築が出来る 

◆集客が出来る 

 

メリット デメリット 



【ネットビジネス初心者必見！】知識ゼロ！人脈ゼロ！経験ゼロ！ 

超ド素人だった子育て中主婦が隙間時間で月収 50万円を達成した 

“最短最速”で稼ぐためのアフィリエイト入門書 

-  – 

Copyright (C) hana  All Rights Reserved.  

23 

 

 

 

あなたが普段見ている WEB 上のページのほとんどがこの

HTMLで作られており、この HTMLで作成されたサイトで商品

の紹介をしたり広告を貼ったりして収入を得る手法です。

google のアルゴリズム（検索順位を決めるルール）の変動

によってペナルティを受けると、それまで上位表示されて

いたサイトが、いきなり圏外に飛び翌月の報酬がゼロにな

るといったリスクがあり、上位表示させるために SEO とい

う難しい知識が必要で、稼ぐまでに時間がかかるので、挫

折者が多く初心者には難しい手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイトアフィリエイト（SEO） 
 

◆始めのうちは膨大な作業が必要 

◆サイト作成に膨大な時間がかかる 

◆SEO という難しい知識が必要 

◆収入を得るまでに３ヶ月以上かかる 

◆ペナルティのリスク大 

◆Google や yahoo などの検索エンジンに

大きく影響を受ける 

 

◆顔や名前を出す必要がない 

◆少ない費用で出来る 

◆資産構築が出来る 

◆集客が出来る 

メリット デメリット 
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SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略でイン

ターネット上で交流ができるコミュニティツールのことで

す。Facebook や Twitter、LINE といったものを SNS と呼び

ます。ここに、広告を貼ったり集客をして収入を得る手法

です。このようなコミュニティは多くの人が集まっており、 

コミュニケーションが活発な市場です。拡散力があるため、

連鎖的に情報が伝授していきますが、SNSは一過性の要素が

強く、今稼げていても新しいサービスが開始されるたびに

稼げなくなっていくリスクがあるため、長期的に稼ぐこと

が難しい手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNSアフィリエイト 
 

 

◆資産にならない 

◆一時的にしか稼げない 

◆アカウント停止のリスク 

 

 

◆無料で出来る 

◆簡単に多くの人と繋がることができる 

◆異常なほどの拡散力がある 

 

メリット デメリット 
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最新のニュースネタや話題のある出来事を記事にしてアク

セスを集める手法で、主な収入源としては、Google のアド

センス広告です。アドセンス広告とは、サイトにバナーを

貼りクリックされるだけで報酬が発生する仕組みになって

います。常に最新ネタを記事にすれば、大きなアクセスが

見込めます。Google は定期的にサイトをチェックし、不健

全と判断されれば、「Google手動ペナルティ」を受け、検索

圏外に飛ばされることで稼げなくなってしまい、アドセン

ス広告で収入を得ている人にとって死活問題でもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トレンドアフィリエイト 
 

 

◆短期集中型 

◆常にトレンド情報に敏感になる必要あり 

◆１クリック４０円程度しかない 

◆大きな利益が出にくい 

◆ペナルティのリスク大 

◆記事作成に工夫が必要 

 

◆少ない資金で出来る 

◆広告のクリックだけで報酬が得られる 

◆報酬を得るまでの期間が早い 

 

メリット デメリット 
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メルマガとはメールマガジンの略で、メール配信スタンド

というメールを配信するためのシステムを使って集めた読

者にメールで情報提供や商品を紹介して収入を得る方法で

す。読者数に関係なく、一斉にメールを配信することが可

能で、読者数が増えれば増えるほど収入が増えていきます。

また、ステップメールという機能を使えば、自動化が可能

です。読者がリピーターやファンになってくれることもあ

り、収入は読者増しとともにアップし爆発的に稼ぐことが

可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

メルマガアフィリエイト 

 

 

◆集客に手間と時間がかかる 

◆コピーライティングスキルが必要 

◆集客し続ける必要がある 

◆コンテンツ作成スキルが必要 

 

 

◆少ない資金で出来る 

◆読者数に関係なく労力は同じ 

◆自動化が出来る 

◆リピーターやファンを作ることが出来る 

◆他社媒体を使用しない為、一生稼ぎ

続けることが可能 

メリット デメリット 
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PPCとはペイパークリックの略で、クリック課金される仕組

みです。検索結果の一番目立つところ（上位）の広告枠に

あなたのサイト（広告）を無料で表示させることが可能で、

これをリスティング広告とも言います。また、あらかじめ

広告を出したいターゲットに広告を表示させることが出来

る YDN（ヤフーアドネットワーク）という手法もあり、あな

たがよく見る Yahoo!のトップページやまとめサイト等に広

告を出し幅広いユーザーにアプローチすることが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPCアフィリエイト(リスティング広告・YDN) 

 

 

◆広告費が必要 

◆広告が停止すると稼げない 

◆メンテナンスをする必要がある 

 

◆簡単に無料で上位表示される 

◆膨大なアクセスが集まる 

◆最短最速で稼ぐことが出来る 

◆作業が明確でシンプル 

◆サイト作成が短時間で出来る 

◆多少放置しても稼げる 

◆難しい知識がいらず、修正が簡単 

メリット デメリット 
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以上がアフィリエイトの中でも特に参入者の多い 

６つの手法を簡単に解説しました。 

 

いかがでしたか？ 

興味のあるアフィリエイト手法はあったでしょうか？ 

 

 

 

 

知識ゼロ、人脈ゼロ、経験ゼロでも開始 

わずか 1週間で初報酬が得られる手法とは 
 

これまで解説したようにどの手法にもメリット・デメリッ

トがありますのであなたに合った手法を選ぶことが前提と

なります。 

 

しかし、初心者でこれからアフィリエイトを始めるという

方は、やはり時間がかかる手法よりも少しでも早く稼げる

手法をやりたいですよね。 

 

膨大な作業をコツコツと続け、収入を得るまでに時間がか

かってしまうと、作業量の割りには、全く稼げないという

状態が続きモチベーションが下がり、そのうち諦めてしま

う人がとても多いです。 

いくら頑張っても一向に収入が入ってこなければ、誰でも

やる気がなくなりますよね。 

 

また、ノウハウが難しいものだと、理解するにも時間が 

必要で１人では解決できないことも必ず出てきます。 

このような初心者にとって難しい手法は、壁にぶつかる回

数が増えるため、挫折率が高まります。 

 

では、どの手法が作業的に初心者に最も取り組みやすく、

早い段階で大きな収入を得ることが出来る手法なのか、 

あなたも気になるところではないでしょうか。 
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そこで、 

アフィリエイト初心者が取り組みやすく、 

最も早く稼げる手法とは・・・ 

 

 

ズバリ！！【PPCアフィリエイト】です。 

 

 

上記の手法の中で一番最後に解説した手法になります。 

 

 

この PPCアフィリエイトの最大の魅力は、 

膨大なアクセスを短時間で集めることが出来る 

ので、最速で稼げるというところです。 

 

 

どのビジネスをとっても、アクセスが集まらないと収入に

は結びつきません。実店舗でもお客さんが店に来てくれな

ければ、いくら良い商品を並べていても売れませんよね。

これは、ネットビジネスにも共通することで、ブログでも

サイトでもメルマガでも SNSでも同じです。 
 

まずは、あなたのお店（媒体）に来てもらう必要があるわ

けです。ですが、上記で紹介した手法のほとんどがアクセ

スを集めるまでの作業に相当な時間がかかってしまいます。 

 

ようやく準備が出来たとしても、そこからアクセスを集め

始めるわけですが、そう簡単にはアクセスは来ません。 

アクセスを集めること自体にも、数ヶ月という長い日数が

かかってしまいます。 
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それに比べ PPC アフィリエイトは、広告を出すまでの作業

時間が圧倒的に短く、さらに難しい SEO 対策をした優良な

サイトよりも上で、検索結果の１ページ目の、 

一番目立つ部分に無料で広告を出すことが出来るので、 

すぐにアクセスが集まってくるのです。 

 

他のアフィリエイト手法の場合、 

アクセスのない状態が続くので、当然報酬なんて上がらな

いわけですが、PPCアフィリエイトは、広告を出せば、１５

分後にはアクセスが集まり始めるので、当然、報酬が上が

るのも早いわけですよね。 

 

売れる商品であれば、広告を出した当日に報酬が発生する

ことも多々あり、他のアフィリエイト手法で、これほど短

時間で報酬が上がるなんてことは皆無に等しいのです。 

 

だからこそ、PPCアフィリエイトは、アフィリエイトの中で

作業に膨大な時間がかかることなく、最速で報酬が上がる

ため、初心者向けの手法と言えるのです。 

 

ただし、先ほどの解説でもあったように、PPCアフィリエイ

トは早く稼げる分、広告費がかかるというデメリットがあ

ります。 

 

この広告費がいったいいくらかかるのか分からなくて怖い

という方も多いのですが広告費といっても最低 3000円～可

能になります。そして、１広告は最低１円～出稿可能です。 

これもあなたの思うように全て調整が出来るのです。 

 

もし、あなたが最低額の 3000 円すら出せないのであれば、

PPCアフィリエイトは出来ませんが、1回飲みに行くのを我

慢すれば用意できる金額ではないでしょうか。 

 

もし、飲みに行くことが大好きで、アフィリエイトで稼ぐ

ことよりも「飲みに行って同僚と会社の愚痴を言ってスト
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レス発散したい」という気持ちの方が強いのであれば、 

PPCアフィリエイトはおススメできません。 

 

ですが、今のあなたの本業や環境に不満があり、 

「アフィリエイトで稼いで、自由な時間とお金を手に入れ

たい！」「やりたいことが出来る人生を歩みたい！」「今の

会社をやめたい！」そう思っているのであれば、飲みにい

くことを我慢すれば 3000円くらいは用意できるのではない

かと思います。 

 

将来のために、自分で稼げるスキルを今のうちに身につけ

ておくという思考は今後、あなたが成功するために、とて

も大切な考え方です。 

 

広告費は必要ですが、その分早く成果を出すことが出来る

のです。お金ををかけないで、何ヶ月も無報酬で頑張るの

か、それとも、広告費を投資して、１週間後には初報酬、

初月から数万円を得られる方がいいか、あなたはどちらが

いいでしょうか？ 

 

もし、後者の広告費を出してでも、「早く稼ぎたい」と 

思うのであれば、断然 PPC アフィリエイトをオススメしま

す。 

 

それでは、PPCアフィリエイトは具体的にどのような手法な

のかを詳しく解説していきましょう。 
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”最短最速”で稼げるそのからくりとは 
 

 

先ほどの解説でもあったように、広告を無料で出すことが

出来ますが、初心者の方は、いまいち理解できていないか

と思いますので、詳しく解説していきますね。 

 

例えば、あなたが最近抜け毛に悩んでいて「育毛剤」と検

索窓に打ち込んだとします。 

 

 
 

検索窓の下にある赤枠の数字を見てもらえれば分かります

が、「育毛剤」というキーワードで検索すると、 

12500000 件というとんでもない数のサイトがあるというこ

とが分かりますね。 

もうケタがすぐには理解できないレベルです。 

私だけでしょうか？（笑） 

 

ということは、例えば、あなたがブログで「育毛剤」をア

フィリエイトしたいと思い、頑張って記事を書いてブログ

にアップさせてもこれだけの数の中からあなたのブログに

来てもらえる可能性は皆無だということがお分かりいただ

けると思います。 

 

まず、一番アクセスの集まる 1 ページ目にあなたのブログ

が表示されることはまずありません。となると、アクセス

がないので当然、収入は全く入ってきません。 
 

 

一方で・・・ 
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PPC広告を使えば、同じ「育毛剤」というキーワードでも、 

簡単に 1 ページ目に、しかも 1 ページ目の一番上の目立つ

部分に、あなたのサイトを表示させることが出来るのです。 

しかも、広告を出してから、15分程度という驚異の時間で

です。 

 

キーワードを検索した際に出てくる１ページ目の一番上に

ある「広告」と緑色で表示されている下記の赤枠部分が 

PPC広告になります。 
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SEO対策をしたサイトで上位表示を狙っても、この広告枠よ

り上に出すことは出来ませんので、PPC広告の次になるわけ

です。 

 

SEO サイトであれば、上位に表示させることは出来ますが、

ライバルがひきしめあい、すでに稼いでいる優良サイトが

上位にきているので、あなたが今から頑張って何時間も何

日もかけてサイトを作成しても、あなたのサイトが表示さ

れるのに数ヶ月かかりますし、１ページ目の上位に表示さ

せるのは至難の業です。 

 

また、ブログの場合は、記事数が必要になってきます。 

最低でも 100 記事はないと検索エンジンにひっかからない

と言われており、100記事を書く間、報酬は当然ゼロです。 

 

1 記事で短くても 30 分～1 時間はかかりますから、記事に

よってはもっとかかる場合もあり、タイピングが遅ければ

さらに時間はかかってしまいますよね。 

 

例えば、1日に 3記事書き続けたとして約 1ヶ月ちょっとで

100記事が完成しますが、PPC広告も同じように 1日 3広告

出稿すれば 1 ヶ月ちょっとで 100 広告出稿している計算に

なります。 

 

同じ 30分程度の作業に対して、 

ブログは 100 記事でようやく検索エンジンにひっかかり始

め、アクセスが集まり始めるのに対して、 

PPC 広告は 1 広告で 15 分程度でアクセスが集まり始めるの

で、100広告出稿すれば、すでに 100もの広告に対して大量

のアクセスが集まっており、1ヶ月後には、ブログでの収入

がゼロに対して、PPCの場合は、数万円～十数万円もの収入

を得ることが出来てしまうのです。 

 

たった１ヶ月ですでに収入に数万円の差が出てしまうわけ

ですね。 
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このように、膨大な作業と、いつ収入が入ってくるかもわ

からない他の手法に比べ、PPCアフィリエイトなら、 

 

たった 5～20分程度で作成したサイトが、 

たった 15 分程度で検索順位のトップに表示さ

れ、いきなり大量のアクセスが集まり、 

そしてすぐに報酬が発生していく・・・。 

 
 

これこそ、最短最速で稼げる理由なのです。 

 

 
つまり、PPC アフィリエイトのデメリットである広告費は、

最短で稼ぐ為に必要で、最短でアクセスを集める場所を借

りるためという認識でいてもらったほうがいいかと思いま

す。リアルビジネスでいう人が集まる場所を借りるという

ことと同じですね。 

 

商品をショップに並べる為にまずは、仕入れる為の資金が

必要ですから、PPCアフィリエイトに必要な広告費も仕入れ

代だと思えば、そんなにビクビクする必要はないかと思い

ます。また、転売ビジネス（安く仕入れて高く売る手法）

のように爆大な仕入れ代は必要ありません。 

 

しかも、アフィリエイトですから、売れなくても在庫はあ

りませんし、広告費に関しては利益が出るように運営すれ

ばいいのです。 

 

また、広告も自由に止めることが出来ますので、あまり広

告費を使いたくないと思った場合は、全てストップも出来

ますし、ストップしたい広告のみ止めることも出来ます。 

広告を回すのも止めるのも、あなたの自由です。 
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わずか 15分で上位表示！しかもバンバン 

アクセスが止まらない！最短最速の稼ぎ方 
 

 

先ほどの「育毛剤」というキーワードで検索すると、ケタ

がすぐに理解できないレベルの数字が出てきましたが、 

出てきた 1 ページ目には、下記のように表示されていまし

たね。 

 

PPC広告を使えば「育毛剤」に関連した爆大な数のサイトの

中で、この広告枠の上位 4 位内に入ることが出来るという

ことです。 

 

これってすごいことだと思いませんか？ 

12500000サイトの中の上位 4位ですよ！？ 

検索結果の１ページ目の 

１位～４位がココ！ 
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この広告枠は、大企業や有名起業しか出せないと思う方も

いますが、私たちのような一般人でも広告を出すことが可

能です。 

 

この中でアフィリエイト広告は「／提携」と書かれている

ものになり、ヤフーの規約で記載しなければなりません。 

では、「／提携」と書かれていない広告は何かというと、商

品を販売している企業が出している広告がほとんどです。 

 

つまり、一般人の私たちでも、大企業と並んで広告を出す

ことが可能なのです。 

 

それでは、PPCアフィリエイトはどのような作業をしていく

のかを解説していきましょう。 

PPCアフィリエイトの基本作業は次の 4つで完結します。 

 

 

 

 

 

 

 

以上です。 

 

アフィリエイトしたい商品を決めたら、まずランディング

ページを作成します。このランディングページ（略称 LP）

は、1ページだけの縦長のサイトを指します。 

 

サイトアフィリエイトのように、コンテンツをたくさん作

る必要が全くなく、商品を紹介するページだけで OK です。 

後は、「特定商取引法の表記」が必須ですが、LP作成はツー

ルを使用しますので、始めに一度設定してしまえば、その

後は、一切何もしなくても勝手に表示されます。 

 

 

1.ランディングページ（サイト）作成 

2.キーワード選定 

3.広告出稿 

4.メンテナンス 
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ですので、作成していくページは、1ページのみとなります。 

 

この LP作成は最短で 5分程度、時間をかければいくらでも

かけられますが、20 分もあればある程度見栄えのいい LP

が完成します。 

 

下記は 10分程度で作成したページです。 

ページを作成するにはツールを使用するので、 

初心者でも 3～5ページほど作成すればすぐに慣れます。 

 

 
 

 

では、次にキーワード選定ですが、これはどのキーワード

でアクセスを集めるかを決めていきます。ですので、アフ

ィリエイトしたい商品にマッチしたキーワードを選定して

いきます。（他の手法でもキーワードは重要です） 

 

次に、いよいよ広告出稿です。 

先ほどの検索結果のページにもあったように、どのような
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広告文でアクセスを集めるのかを決めて出稿します。 

 

先ほどの検索結果に出ていた赤枠部分にここで作成した 

広告文が表示されます。 

この広告文がアクセスの入り口となります。 

 

ここまでの 3つの作業で広告出稿は完了です。 

 

これでキーワードがマッチすれば１５分後には、あなたの

広告が先ほどの検索結果の１ページ目の一番上の赤い広告

枠に表示されることになります。 

 

広告出稿までの作業は、慣れれば１広告 20～30分程度で完

結してしまいます。たった 20～30分程度で出来上がった広

告がたった１５分程度で、あっという間に、先ほどの赤枠

部分に表示され、そして、この広告からどんどんアクセス

が集まり始めるのです。 

 

そして、4つ目のメンテナンス。 

これは、広告出稿後の作業になります。 

広告費がかかるのでしっかりと管理をしていかなければな

りません。その為に、どのくらい広告がクリックされ、ど

のくらいその広告から報酬が発生しているのかをチェック

して、広告を整理する作業をしていきます。 

 

もし、10円で出稿した広告から 5000円の報酬が上がれば、 

5000円－10円で 4990円の利益となるわけです。 

実際に私は、このような低単価で大きな報酬を得ています。 

 

金額調整が自由に出来るので、管理さえ怠ることがなけれ

ば大きな利益を得ることが可能です。 

 

PPCアフィリエイトの流れとしてはこれで終わりです。 

どうでしょうか？とてもシンプルだと思いませんか？ 
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しかも、広告を出すまでの作業時間が、数時間、数ヶ月も

かかってしまう他のアフィリエイト手法に比べて圧倒的に

短く、すぐにアクセスが集まり、売れる商品であれば、あ

れよあれよと報酬が上がっていくわけです。 

後は、利益が大きくなるように、メンテナンスをしていく

だけです。 

 

PPCアフィリエイトはこの 4つの作業の繰り返しなのです。 

 

 

 

 

 

こんな人はやめておくべき！PPC をやらない

ほうが良いのはこんな人 
 

どの手法にも向き不向きがあります。 

PPC アフィリエイトがいくら最速で収入を得ることができ

る手法だといっても下記に該当する人には向かないかもし

れません。 
 

・最低 3000円の広告費が出せない 

・数字が苦手 

・ユーザーとコミュニケーションを取りたい人 

・全く時間が取れない人 

 

このような人は、すぐに報酬が出たとしても 

ずっと PPC アフィリエイトを継続できるかというと難しい

でしょう。 

ですので、他の手法を選ぶ方が長続きすると思います。 

 

ただ、間違いなく言えるのは、これまで解説したように、 

作業が明確で、どの手法よりも最短最速で稼げる理由があ

るからこそ、PPC アフィリエイトは初心者には持ってこい

の手法だということです。 
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ですが、全く時間が取れないという人は PPCに限らず、 

どのビジネスでも稼ぐことは難しいですね。 

 

 

私は、ネットビジネスの存在すら知らなかった OL 時代に、 

「アフィリエイト」という言葉を知り、「アフィリエイトっ

て何？」「PPC ってなんのこっちゃ？」といった疑問を持ち

ながら、最速で稼げるという魅力だけで、参入しました。 
 

しばらく本業や家事、子育てとめまぐるしい毎日を過ごし

ながらの作業はほとんどできず、なかなか前へ進むことが

できませんでしたが、本格的に始めてから 

わずか 1週間後には 3000円の初報酬を得ることが出来まし

た。 

 

他のアフィリエイト手法なら、たった 1 週間で報酬が発生

するなんてことはほぼありえません。 

 

こう考えると、1週間で報酬が上がれば、モチベーションも

上がり、どんどん作業も出来ますし、さらに報酬を伸ばし

ていくことが出来るわけです。 

 

このまま継続していけば、当然どの手法よりも早い段階で、 

大きな収入を得ることが出来るということも想像できます

ね。 

 

もし、あなたがこれからどのビジネスをしようかと迷って

いるのであれば、調査でも出ているように、これからます

ます増えるアフィリエイト市場は今後もさらに拡大するた

め当然稼ぎやすく、そのアフィリエイト手法の中でも、 

初心者でも最も取り組みやすく、最短最速で稼げる PPCアフ

ィリエイトをやってみることをおススメします。 

 

それでは、もう少し分かりやすく、ここでアフィリエイト

別の初報酬までの成功イメージを図にしてみました。 
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この図の通り、初報酬までの日数が一番早く出る可能性が

あるのが PPCアフィリエイトです。 

 

どのアフィリエイトもスタートから横ばいの時期が続きま

す。この期間は収入はゼロです。グラフを見るとアフィリ

エイトによってこの状態が短いものと長いものがあるのが

分かりますね。 

 

この期間は収入を得るまでに必要な準備（リサーチやサイ

ト作成など）も含め、失敗や検証を繰り返し、経験を積む

期間でもあるのです。 

 

この期間が長ければ長いほど、収入がない状態が続くので、

モチベーションが下がり、諦めてしまう人が多いのも、 

ネットビジネス全般に共通して言えることです。 

 

この収入ゼロ期間を稼ぐための準備期間に、どれだけ頑張

れるかどうかが後の収入に繋がっていくのです。 
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アフィリエイトというビジネスは少しずつ、耳にする人が

増えていっています。今後はもっと参入者が増えるでしょ

う。ということは、今このビジネスを知ったあなたは、参

入者が増える前に、先に参入しておくことで早く収入を得

ることができますね。 

 

アフィリエイトでまとまった収入を得ることが出来れば、

今の仕事をやめてアフィリエイトを本業にすることも夢で

はありません。 

 

あなたがこれまでの生活の中で、お金や時間、人間関係の

ストレスを抱えながら本当にやりたいことを我慢し続けて

きたのであれば、アフィリエイトはあなたの夢や目標を実

現できる 1つのきっかけとなるはずです。 

 

そのためには、出来るだけ取り組みやすい手法、出来るだ

け早く稼げる手法を選ぶことです。このどちらにも当ては

まるのが「ＰＰＣアフィリエイト」なのです。 
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終わりに 
 

私は、アフィリエイトを始めるまでは、どこにでもいる普

通のワーキングママでした。 

 

仕事が好きだったので、やりがいもあり、お給料もそれな

りにいただいてましたが、人間関係のストレスや時間に追

われる毎日を続けたことにより、気付かない間に過度のス

トレスが溜まり、それが原因である日、突然、信じられな

いことが起こったのです。 

 

普段と変わらない出勤前のある朝、突然、歯磨き後の口す

すぎが出来なくなりました。いくら口をすすごうとしても、

勝手に口から水がこぼれていきます。おかしいと思った私

は、恐る恐る鏡に向かいました。 

 

すると・・・鏡の前の自分に衝撃を受けました。 

 

なんと、自分の顔が歪んでいるではありませんか！ 

 

一瞬何が起こっているのか理解できませんでした。 

 

すぐに脳の検査を受けに行くと「三叉神経障害」という過

度のストレスからくる病気でした。精神安定剤以外に薬は

なく、ストレスをなくすことが最も効く薬だと言われまし

た。ストレスをなくせと言われても、生活を変えない限り、

ストレスから開放されることはありません。 

 

それまで知らず知らずのうちに溜め込んでいたストレスで

体が限界を超え悲鳴を上げたのでした。 

 

幸い２週間ほどで元に戻りましたが、 

これをきっかけに、「このままではもっと大きな病気になっ

てしまう」そんな恐怖から今後どうしていけばいいのかを

模索していたところ、偶然、アフィリエイトというビジネ



【ネットビジネス初心者必見！】知識ゼロ！人脈ゼロ！経験ゼロ！ 

超ド素人だった子育て中主婦が隙間時間で月収 50万円を達成した 

“最短最速”で稼ぐためのアフィリエイト入門書 

-  – 

Copyright (C) hana  All Rights Reserved.  

45 

スがあることを知り、「私の今の悩みを解決してくれるのは、

これしかない！」そんな思いで飛び込みました。 

 

全く知識ゼロの状態から、 

 

自由なお金と自由な時間を手に入れたい！ 

人間関係のストレスから開放されたい！ 

人生もっと楽しみたい！ 

 

そんな気持ちで必死に取り組み、失敗を経験しながらも 

続けていくうちに、あれよあれよと収入は右肩上がり。 

半年後には 1ヶ月の収入が OL時代の収入を軽く超えていま

した。まさに先ほど、紹介した成功曲線の通りです。 

 

そして、今では当時の全てのストレスから開放され、やり

たいことを自由に選べる生活を送っています。 

あの時、思い切ってこのビジネスに飛び込んで良かったと

心から思っています。 

 

きっと「三叉神経障害」になっていなかったら、私は今で

も様々なことを我慢しながら、取り返しのつかないことに

なっていたかもしれません。 

 

あなたがこのレポートでアフィリエイトというネットビジ

ネスがどんなビジネスなのかを知るきっかけになったので

あれば、私も嬉しい限りです。 

 

始めから難しい手法に取り組むことなく、私がアフィリエ

イト開始たった 1週間で 3000円の報酬をゲットし、そこか

らＯＬ時代の収入を超えられるようになった、初心者でも

最短で稼げる PPC アフィリエイトの素晴らしさをあなたに

も知っていただきたかったのです。 
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あなたもきっと今の生活や環境に不満や不安があることと

思います。どこにでもいる普通の主婦の私がアフィリエイ

トで人生を変えることが出来たのですから、あなたも本気

で取り組めばきっと人生を変えることが出来るはずです。 

 

華（hana）がそのきっかけ作りをお手伝い出来ればいいな

と思っています。 

 

このレポートをダウンロードされたあなたには、 

今後、私、華（hana）のメルマガに代理登録されます。 

 

華（hana）のメルマガでは、 

レポートで解説しきれなかった事例やノウハウなどを 

公開していきますので、このレポートを通常使っていない

メールアドレスでダウンロードされた方は、大切な情報を

見逃さないためにも、下記の「メルマガ登録ＵＲＬ」より、 

必ず普段お使いのメールアドレスで登録しておいて下さい。 

 

アフィリエイトをきっかけに、あなたの望む人生を手に入

れるために必要な情報や秘訣などをどんどん配信していき

ます。また、メルマガ登録されると、特別なプレゼントも

ご用意しています。 

 

私がどのようにして、今に至るのか。 

そんな経験も含めて、あなたが遠回りすることなく 

出来るだけ早い段階で、このビジネスの凄さを味わってい

ただきたいと思っています。 

 

ぜひ、華（hana）からのメールを楽しみにしていて下さい

ね。配信者名は、【華】もしくは【hana】から配信します。 

それでは、またメールでお会いしましょう！ 
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華（hana）のこれまでの活動実績 

 

・ＯＬから突然、未経験でアフィリエイトに参入 

・アフィリエイト開始半年程度で月収 50万円超え 

・同年、メルマガ配信開始 

・プロモーションセミナーゲスト出演 

・対談インタビュー動画出演 

・PPCアフィリエイト塾のサポート講師 

・メルマガ塾のサポーター 

・セミナー、コンサルティングゲスト講師 

・教材販売 

・個別コンサルティング    など 
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