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はじめに 
 
この度はレポートをダウンロードしていただき誠にありがとうございます。 
 
 
著作権について 
当レポートは著作権法で保護されている著作物です。 
本書の著作者の許可なく、個人・法人関係なく本書の一部またはすべての複製・転売・転載

を禁じます。 
 
免責事項 
本書を使用した結果いかなる損害を受けることになりましても、発行者・配布者は一切の責

任を負いません。すべて自己責任の上ご使用ください。 
 

● 本書の無断配布や記載内容の情報漏洩の禁止 
● 自己責任でご使用ください。 

 

 
 
著者　Yoake Web / ふなさん 
 
私の詳しいプロフィールはこちらからご覧ください。 
→　https://yoake.cloud/tabipro/profile/ 
 
レポートのURLはクリックすることかできます。 
出来ない場合は Adobe Reader をダウンロードしてください。 
  

https://yoake.cloud/tabipro/profile/
http://blog.tensay9.com/profile
https://get.adobe.com/reader/?loc=jp


ネットビジネスを始めた頃にやってしまった失敗 
 

１：人気ブログを作ろうとして努力する方向を間違える 
 
ブログをやるにあたって「人気ブログの作り方」という本を買って読んだ。 

人気ブログを作れば、とにかくアクセスを増やせば収益が発生するんだと思って

せっせと毎日ブログを更新していた。 

読者は増えアクセス数も上がっていたが５万PVでも稼げたお金は3000円ほどだっ

た。 

そこでようやくなんか違うなぁと気がついた。 

「これで成功する！」と思っていた方法が実は違っていたのだ。 

初心者はGoogleアドセンスをメインで稼ごうとしてはいけない。 

２：極力お金を使わないで自己投資を避ける 
 
ネットビジネスを始めた頃はとにかくお金がなかった。 

仕事が大変過ぎてウツになったら突然クビになった。 

お金がない上に生活費は必要。 

 

どん底の状態だったので教材や有料ブログテーマを買うことができなかった。 

全く余裕はなかったが、なけなしの金で教材を買い軌道修正ができた。 

教材には詐欺っぽい全然役に立たないものもあるが、良いものを見極めていくつか

購入するのがおすすめ。 

形の見えないものは作れない。 

自己投資を避けることは成功への遠回りや挫折を増やすだけだ。 

 

成功した方法を知ることで目標がしっかりと見え、成功している自分が想像できる

ようになる。 

初心者ほどはじめに勉強してからスタートした方が有利。  



ネット時代に生きるフリー戦略 
 

はたして個人で副業＝ネットビジネスなどできるのか？ 

 

などと疑問に思う人もいるだろう。しかしそんな心配はいらない。 

 

私自身、職なし金なしの状態から年収５００万円になるまで収入は増えている。 

ネットで稼げそうな方法はたいてい試してみた。 

その中でも最もシンプルな方法は誰にでもできる。 

 

誰にでもできると言っても、当然やる気のない人や頭の悪い人はできない。 

ネットビジネスとは知識を提供するビジネスなのだから。 

 

□　顔出しなし 

□　実名公開なし 

□　SNSでフォロワー数を増やす必要もない 

 

つまり、知名度や性格といった特徴的なものを利用しなくても、内容に価値さえあ

れば稼げる方法がある。  



インターネットの新しい時代 
 

今やユーチューバー、ブロガー、インスタグラマーという職業もある。 

少し前まで考えもつかなかったものでお金を稼ぐ人が増えている。 

だがちょっと待って欲しい。 

 

これは子供がプロ野球選手になりたいとか、お医者さんになりたいとか言うのと同

じだ。 

どちらかと言うとアイドルや芸人に近いかもしれない。 

容姿が良かったり何か断トツに面白いことができたりすればそういう選択をするの

もいいかもしれない。 

だが人気商売は所詮人気商売だ。 

誰もがなれるわけではない。 

 

何の才能もない人がインターネットのシンプルな方法を使って、手堅く食いっぱぐ

れがない方法で稼ぎ続けなければ意味がない。 

 

もし仮にあなたが今ブロガーとして稼ぎたかったとしよう。 

おそらく私がやったシンプルな方法はやらずに誰かの真似をしてブログをやること

だろう。 

 

もしそうなら迷わず早くやってしまえばいい。 

やって稼げればラッキーだし、稼げなければ他の方法に着手できる。 

 

私だって試行錯誤をしてブログを運営して生活できるぐらいは稼げるようになって

きている。 

しかし注意しなければいけないのは１年ぐらいはまともに稼げないってことだ。 

 

大抵の人はその稼げない期間に挫折して辞めていく。 

ブログは成功率の低い稼ぎ方なのである。 

 

□　やりたければさっさとやってしまおう 

□　百の机上の空論の上に十の行動があり、九の失敗があり一の成功がある  



ネット広告で稼ぐ 
 

そもそもなぜブログで稼げるのかと言うと典型的なのが広告クリックだ。 

Googleが配信しているアドセンス広告というものをブログに貼り付けて、広告がク

リックされたらあなたに報酬が入るというものだ。 

 

もう一つは商品を紹介してあなたのブログから売れれば報酬が入る仕組みだ。 

これを一般的にアフィリエイトといい、売れた実績分だけ報酬が支払われる。 

 

しかしこれもイス取りゲームのようなもので、あなたが必死で売れる商品を見つけ

たとしてもプロのアフィリエイターや企業がその商品に目をつけると、お金やネッ

トワークを使ってあなたをブチ抜きにくる。 

 

また商品にも寿命があってバカ売れしていた商品もいつかは売れなくなったりサー

ビスが終了したりする。 

 

私も実際、月に６０万円もの売上を作っていた商品がそういった形で負けを見てい

る。  



誰もがググる時代 
 

商品はググって検索されることも多い。 

ネット通販では商品を直接手に取ってみることができないことも多いので、実際に

使ってみた人の口コミ体験を読みにくるのだ。 

 

そこで大事なのが検索順位・SEO対策だ。 

 

SEOとはサーチエンジン最適化というもので、要するに検索されたときに上位に表

示される対策をすることだ。 

 

この手法は個人では誰も書いてないような隙間キーワードを見つけることができれ

ば検索上位を取ることもできるが、検索する人が少なければ稼ぐことはできない

し、逆に人気が出過ぎてもやがてはSEOに強いブログやドメインパワー の強い大手

メディアに抜かれることになる。 

そうなった場合はあなたの収入はあっけなくゼロになる。 

 

私がそういったアフィリエイトに取り組んでいても、収入がいきなりゼロにならな

かったのは自動で稼ぐ仕組みを作っていたからだ。 

 

私はネットマーケティングを利用してほぼ自動で収益を得る仕組みを作っていた。 

この方法は放置していても勝手に収益を生んでいる。 

インターネットでシンプルに稼ぎ続ける方法だ。 

 

前述してきたようなブログや他のメディアの弱点をよく知っていたので、もっと安

定的に稼げる方法を模索していたのだ。 

放ったらかしの自動で稼げる方法を。  



ネット上に自動販売機を作ろう 
 

私は昔ネット通販のプログラムを作って企業に使ってもらって大きく売り上げを伸

ばしたことがある。 

 

今でこそショッピングカートはカード決済までできるシステムが無料で構築できた

りするが、昔はそういうものがなかった。 

だからアイデアを出してそういうプログラムを共同開発したことがあった。 

商材を持っている企業ならば喉から手がでるほど欲しい仕組みだったのだ。 

 

人はネットでものを買いたがっている。 

 

最近でこそゲーム課金や電子書籍、音楽のネット配信など、形のないものにお金を

支払う感覚が生まれている。 

 

ひと昔前の世代だとやはりマテリアルに拘って、例えばレコードが４０代、５０代

ぐらいの世代に売れているのはそのためだ。 

逆に若い世代は情報にお金を支払う。 

 

私もようやくそういうものに慣れてきて、有料のゲームアプリを買ったりサブスク

リプション、通称サブスクといって定期購入でアップルミュージックで音楽を聴い

たり、Kindle unlimitedというアマゾンの電子書籍読み放題を使って情報をむさぼる

ように読んだりしている。 

 

お店に行かずにエンタメが手に入るようになった分、自分の自由な時間を得ること

ができている。 

海外旅行に行っているあいだでも、好きなアーティストの新曲をリリース日に聴く

ことができるのだ。 

 

人は形のないものを買うのに慣れてきている。 

情報も売買が容易にできるようになってきているのだ。 

その気になれば、あなたがネットに仕組みを作りシンプルにお金を稼ぐことも可能

である。 

 

  



商品販売方法の基本にマーケティングというものがある。 

 

マーケティングという言葉の本当の意味を知っているだろうか？ 

 

多くの人はマーケティングを調査のことだったり、宣伝のことだったり、販売のこ

とだと勘違いしている人がいる。 

 

マーケティングをシンプルに説明すると、商品企画からそのためのリサーチ、集

客、販売、アフターフォローまでをマーケティングという。 

 

このマーケティングを覚えてしまえば、あなたはシンプルに稼ぎ続けることができ

る。 

 

マーケティングは今までのビジネスシーンでは人力で動かされてきた。 

しかし、今はインターネットが商品の営業、販売、決算をやってくれる。 

購入者が自分で商品を探して、欲しいと思った情報にお金を支払うのだ。 

 

□　人はネットでものを買いたがっている 

□　ウェブ・マーケティングを利用すればネットで自動で販売ができる  



自動で稼ぐ仕組みの収入推移 
 

１年目　１８万円 

２年目　４３万円 

３年目　１２０万円 

 

自動収益の仕組みを運営して稼いだ収入だ。 

超安定的な収入源を作ることができるのだ。 

運営し始めてすぐに月に１万円ほど稼げるようになった。 

 

ブログなどは半年ぐらいは無収入のケースがよくある。 

これが多くの人がすぐに挫折してしまう大きな理由だ。 

仮に毎月１万円でも稼げていればコツコツと続けることができるはずだ。 

 

１年目はメルマガの準備が大変だったが、２年目からは８割自動で稼いでいる。 

 

放置しておいても自動販売機のように勝手に収益が上がるのだ。 

労力が少ないし、読者が急に減ることがないので収入が安定しやすい。 

毎日更新するようなブログのスタイルでは作業量が多すぎて副業には不向きだ。 

 

グーグルアドセンスに頼ったブログ運営だとグーグルの変動で大きく収入が下がっ

てしまったり、ブログのアクセスが激減してしまうことがある。 

ここ数年でも多くのブロガーがこの状態に陥りブログを辞める人も多数見てきた。

彼らには保険が全くなかったのだ。 

 

これからネットビジネスを始める人には、必ず自動で稼ぐ仕組みづくりから取り組

んで欲しい。 

そうしないといつか突然収入がゼロになる時が来る。 

 

いつか収入がゼロになる方法と、ほぼほったらかしでも収入が途絶えない方法と、

どちらに取り組むべきか？ 

 

  



私は自動で稼げる仕組みの収入があったからこそ、常に気持ちに余裕があるしブロ

グ更新を気にせずに自由に旅行に行くことができている。 

何か思いついたり伝えたいことがあればパソコンでメールを送るだけだ。 

 

ぜひこの方法をマスターして欲しい。 

 

 

自動で収益を生む仕組みのおかげで他のビジネスにも安心して取り組むことができ

たし、最高月収80万円を超えたときは特に急いでする仕事もなく旅行に行きまくっ

てた。 

 

稼げているときほど何もしなくていいというのがこのビジネスの特徴だ。 

 

□　ネットで自動収入を作ることができる 

□　収入が安定してくると自由な時間を持つことができる  



はじめて１日で5000円稼いだ日 
 
はじめてネットで１日で5000円稼いだことがあった。 
無料のものを紹介するだけだったので初心者でもハードルが低かった。 
収益報告が一気に来る感覚は今でも忘れられない。 
収益が発生するたびにメールが届くのだ。 
 
初心者が売るのが難しい商品をアフィリエイトしてみて、全く売れずに敗北感を味

わって結局辞めてしまう例は多い。 
 
楽天やアマゾンのものをブログで紹介することがメジャーなアフィリエイトの手法

だ。 
既に楽天やアマゾンで通販利用した人も多いので、面倒な名前や住所の登録が不要

なのが大きなメリットだ。 
初心者がいきなりニッチな商品を紹介しても報酬を得ることは難しい。 
 
アフィリエイトで失敗したくなければ、はじめのうちは利益が少なくても売りやす

いもの、紹介しやすいものをアフィリエイトしていくのがおすすめ。 
 
小さな成功体験を積み重ねていって自信をつけることが大事。 
今まで自分が愛用してきたもので、ネット通販で取り扱っているものなら何でもい

い。 
 
私の場合は本を紹介することが収益アップのきっかけになった。 
 
アフィリエイトには無料オファーというジャンルがあり、無料で公開されている電

子書籍などを紹介するだけで500円ぐらいの報酬が発生する。 
 
初心者にとっては非常に取り組みやすいアフィリエイトだ。 
 
  



自分のファンを作る方法 
 
自分のファンを作る方法はとてもシンプルだ。 
TwitterやYouTubeでファンを獲得していく方法もあるが、私の場合はメルマガにし
た。 
理由は自分がそんなにマメではないからだ。 
メルマガはブログよりもシンプルで文章を書くだけだ。 
 
Twitterはいろんな人が情報をシェアしあうので誤解も生まれやすい。 
YouTubeの公開は撮影や編集に時間がかかるので自分には向いていない。 
YouTubeで稼ぐには何本も毎日動画をアップしないとむずかしいといわれている。 
 
人間自分ができないと思うことは行動に移さない。 
 
「これならできるかも」 
 
って思えるものに出会えるまで調べまくるのもいい。 
 
ブログやメルマガなら昔からやっているのし、基本的に文章を書いて価値提供して

いけばいいだけなのでとても簡単だった。 
 
メルマガを読んでもらうきっかけは、こういった有益な情報をまとめたレポートを

プレゼントすればいいだけ。 
 
超シンプル。 
今では1200人以上の人がメルマガに登録してくれている。 
 
メルマガ は古いと思われがちなのか、ライバルがあまりいないのも私にとってはメ
リットだ。 
 

□　メルマガは収益が自動化しやすいところもメリット 



メンターを決めて手法を真似る 
 
メンターとは自分が目標とする人のことである。 
 
ネットビジネスをスタートしたら、実際に収益を出しているブロガーを参考にしよ

う。 
そういった人たち数人がどういう方法で収益を上げているのか研究するのだ。 
 
 
例えばあなたは詐欺っぽい手法で稼いでいる人の真似をしたいですか？ 
それともまっとうなビジネスをやっている人を目標としたいですか？ 
 
私なら絶対後者です。 
 
私は「稼いでそうだな」と思っても詐欺っぽいことで儲けている人は見ないように

している。 
Twitterならミュートかブロックをしている。 
ストレスになるし悪影響を受けてしまうからだ。 
 
これは実業でも言えることだが、ビジネスをスタートすると周りは敵だらけだと

思った方がいい。 
最終的に行動するのはあなた自身だ。 
 
自分がどう判断してどう行動するのか、全部自己責任になる。 
そのかわり結果は100%あなたのものだ。 
 
□　メンターはどんな教材や本で学んだのか？ 
□　どんな思考でビジネスをしているのか？ 
□　どのサーバーを使っているのか？ 
□　どのメール配信スタンドを使っているのか？ 
□　誰とつながっているのか？ 
 
 
気になることがあれば徹底的に疑問を持って調べて解決していこう。 
 
 
□　信頼できるメンターを作ろう 

□　メンターをとことん研究して真似よう 
 
  



私は個人的にホリエモンこと堀江貴文さんを1番のメンターにしている。 
 
堀江さんはネットビジネスやアフィリエイトと関係ないと思われがちだが、ネット

ビジネスのジャンルでは日本でトップレベルの成功者だ。 
電子書籍を頻繁に発売しているし、TwitterやYouTubeで情報発信と集客もしてい
る。 
最終的には彼のサブスクである有料メルマガに集客している。 
 
ほかには加藤将太さんと濱田大輔さんというネット起業家を参考にしている。 
理由は彼らはリアルビジネスもでき、ネットを使って自動で収益を上げる仕組みを

完成させている人だからだ。 
 
嘘くさい情報商材やサロン周辺の人物とはまったく違うタイプの人たちだ。 
気になる人はどんな人物なのか調べてみて欲しい。 
 
加藤将太さんの動画講座は、わかりにくいWEBマーケティングを完全に理解させて
くれるものだったし、濱田大輔さんの講座やメルマガも非常にわかりやすいもの

だった。 
 
彼らは完全に自動収益化に成功したのはビジネスを始めて7年ぐらいかかったようで
ある。 
 
ちなみに彼らから詐欺商材をすすめられたりしたことはしたことは全くないし、逆

に有益な情報をもらったりネットで稼ぐ方法だったりを彼らから学び続けている。 
これらの学びが結果的に私に利益をもたらしてくれている。 
 
誰をメンターにするかは本当に大事なのだ。 
  



動画講座特典 
 
 
動画講座を見るにはリンクをクリック 
 
動画講座を見る時はただ動画を眺めるだけではなく 
「ノート」と「ペン」を持って完全に勉強する姿勢でみてください。 
 
あとでノートを見直せば学んだことが整理されているはずです。 
動画講座は数回繰り返し見ることをオススメします。 
 
 
 

1.ブログ・メルマガアフィリエイト入門 前編 約7分 
 

2.ブログ・メルマガアフィリエイト入門 後編 約43分 
 

質問などあればYouTube動画のコメント欄に書き込んで
ください。 
メルマガなどでお答えしていきます。 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Q4IAwlgmvRI
https://www.youtube.com/watch?v=k8s1I8Dbxdo


 

あとがき 
 
 
肉体労働をしてお金をもらう時代は本当に終わる。 
 
今、その時代に突入している。 
今、まだネットで稼ぐ方法をひとつも知らないなら焦った方がいい。 
 
もっと必死になった方がいい。 
 
ネットビジネス・ネット起業は稼げない人は本当に何を何年やっても稼げない。 
無駄な努力はしても意味がない。 
 
成功する方法を知ってから行動すれば、たとえ10回失敗しても１回ぐらいはうまく
いく。 
 
私も何度も失敗しているが、成功する方法がうまくいかなかっただけの場合は諦め

ずに努力を続ければ安定して稼げるようになる。 
 
その結果が年収500万円突破までにつながった。 
 
まだまだ目標は高いけど成功する方法を知っていれば対して不安はないし、やり続

けることができている。 
 
あなたもぜひ、自分に合った成功する方法を見つけて欲しい。 
 
やり始めたら決して諦めないこと。 
これが一番大事。 
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Yoake Web 
 
ふなさん　プロフィール 
 

 
WEB・DTPデザイナーとしてフリーランスを12年間やったあとサラリーマンに。  
結果、ブラック会社をたらい回しになり人間スクラップになった。 
 
ちょっとこれは当分社会復帰できないなと思った。 
 
ブラック会社が横行している世の中に疑問を抱き、個人でも雇われずに生きていく方

法を提唱中。 
 
組織に頼らなくても誰でもネットで独立できるようにアドバイスしている。 
 
資格:ネットショップ実務士・基礎心理カウンセラー 
 
インターネットで集客して自動で商品やサービスを販売する方法を教えている。 
 

 
※本書の内容を無断で、複製、複写、転載、転送、データ配信するこ

と 
を禁じます。 


