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初心者が迷わずに 
はじめの一歩を踏み出すブログ入門



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://yoakeweb.com/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。 
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ブログではじめての１万円を稼ぐ方法 

本書は『ブログではじめての１万円を稼ぐ方法』というタイトルをつけ
ましたが、やる気次第で10万円にも20万円にも50万円にもなる方法で
す。 

実際に私は月収80万円を稼いでいます。 

とはいえ、初心者に方は最初の１万円を自分で稼ぐことのハードルが高
いのです。 

適当にやっていると何年ブログを書いていても1000円稼ぐことさえ超む
ずかしくなります。 

ブログは8割ぐらいの人が稼げずに失敗するビジネスでもあります。 

今の知識のままなら自分は失敗すると思って取り組んだ方がいいです。 

ではどうすればブログで安定的に数万円稼ぐことができるのか？ 

その初めの一歩となる方法をお教えします。 

手を抜くクセがある人には向いていません。 

徹底的にやり込める人しかブログでは成功しません。 

やる気のある人だけ読んで実行してくだい。 
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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み
ました。 
それを読んで「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。 
３ヶ月は更新し続けました。 

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３万
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。 

３ヶ月でブログ開始３ヶ月目で３万円稼げたんですが、一件紹介すると
1000円ぐらいの報酬になるものをせっせと紹介してようやく３万円達
成しました。 
アクセス数だけに頼っているとこの金額は稼げませんでした。 

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 
トレンド記事のアクセスは一時的に過ぎないから資産が積み上がらない 
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２：極力お金を使わないで投資を避ける 

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ません。 

成功した人の方法を具体的に知ることで、目標がしっかりと見え成功が

近くなる。 

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 

私の失敗談はこれぐらいにして、次に具体的な稼ぎ方の仕組みを解説し
ます。 
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はじめに書いておくと「楽して１万円を稼ぐ方法」なんてありません。 
はじめにやる自己アフィリエイト一回きりです。 

自己アフィリエイトでは初心者でも楽に数万円稼ぐことができます。 
アフィリエイトを知る上で必須のことですので、必ず体験しておきま
しょう。 
私は今でも自己アフィリエイトをときどき利用しています。 

》自己アフィリエイト 
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アフィリエイトとは？ 

アフェリエイトでもアフリエイトでもなくアフィリエイトだ。 
初心者はこれをよく間違えます。 

あなたはアフィリエイトという言葉をどこで知りましたか？ 
あなたの周りでアフィリエイトをやっている人はいますか？ 
成功している人はいますか？ 

ほとんどの人がゼロだと思う。 

アフィリエイトにどのように取り組めばいいのか、わからない人がほと
んどだ。 
成功するまでにやめてしまう人がほとんど。 
焦らず少しずつ理解していくことが大切です。 

アフィリエイトに取り組むと、あなたの人生はどうなるのか？ 

もしかするとあなたはアフィリエイトという言葉の意味や仕組みが解っ
ていないかも知れない。 

パソコンやネットの知識もないかも知れない。 
でも大丈夫です。 
はじめは誰でも初心者です。 

「自分の力で稼ぐ」「会社に雇われずに独立する」という野心があれば
十分です。 
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あなたはこれまで、時給や月給という上限付きの労働をしてきたと思
う。 
アフィリエイトに取り組むとあなたの収入の制限はなくなる。 
うまくいけばいくほど収入は跳ね上がる。 

お金のためにあなたの時間を切り売りする必要がなくなる。 

会社の人間関係に悩む必要もなくなる。 
頑張ったのに評価されないということもない。 
ノートパソコンとネット環境さえあればいつでもどこでもビジネスがで
きる。 

時間と場所の束縛から解放され、いずれはお金からも解放される人生が
やってくる。 

時間・お金・場所・こころ 

これらすべての自由が手に入る。 

• 誰でも簡単に始められる 
• 場所も時間も自由 
• リスクが低い 
• 収入の上限がない 
• 自動で収益が上がる仕組みを作りやすい 
• 主にセールススキルが身につく 

資金ゼロ、経験ゼロ、知識ゼロで、パソコンとネットがあれば始められ
る、あなたの人生を劇的に変える唯一のチャンスだといえます。 
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成功するかしないかは、あなたがやるかやらないかにかかっています。 
これを読んでいるあなたは、少なくとも成功の入り口に立ったと思って
ください。 

ネットのどこかで「ブログやアフィリエイトは稼げる」という情報を
知って、この情報にたどり着いたんだと思います。 

そんなあなたの直感をぜひ信じてください。 
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ブログ運営の基本モデル 

ブログ記事を1人の読者に向けて書くのも、1000人の読者に向けて書く
のも同じ労力です。 

読者が増えれば増えるほどあなたの収益は増えます。 

そのためにも読者にとって有益な情報発信で信用・信頼を得ることが大
切です。 

1. ブログで有益な情報を発信 
2. SNSフォロワーの獲得 or LINE・メルマガ読者の獲得 
3. 商品レビュー記事 or 自己商品の紹介 
4. 報酬発生 

主にこのような流れで報酬が発生します。 
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ネット起業するまでの手順 

  

ネットビジネス初心者で挫折する人の多くは、ASP登録、ブログの設定
で戸惑ってしまい諦める人も少なくありません。 

私はもともとWEBデザイナーだったので、この辺りの作業は本職でし
た。わかりやすく説明しましたので、手順通りにやっていけばできるは
ずです。説明してある手順通りにやっていきましょう。 

ちなみに私には理解できないのですが、読んで終わりって人が多くて実
際に行動に移さない人が多いです。 
そんな世界なので、確実に手を動かしてやりさえすれば成功に一歩近づ
きます。何もしない人は永久に今の状況から抜け出せません。 

では実際にやっていきましょう。 

はじめのうちは１日ひとつでもできればOKです！ 
順番通りにやっていくのが一番おすすめです。 
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１日目：ASPに登録する 
おすすめASP一覧　https://yoakeweb.com/blog-income/ 

２日目：自己アフィリエイトで軍資金を得る 
自己アフィリエイト講座　https://yoakeweb.com/selfaffiliate/ 

さて、次はいよいよブログの準備です。 

３日目：ワードプレスを開設する 

https://yoakeweb.com/wordpress-setup/ 

初心者にとって一番難しいのはワードプレスの設定でしょうか。 
インストール自体はボタンひとつでできるはずですが、カスタムに
ちょっと戸惑うはず。ブログ記事と動画を見ながら焦らずにやりましょ
う。 

ここまでの作業でブログが完成しました！ 

おめでとうございます！ 
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ネットで稼ぐためにやること 

成功者の研究をする 
アフィリエイトを理解して人に説明できるようにする 

商材やサロンに騙されない知識をつける 
ネット起業して成功する方法を知る 

↓ 

ASPに登録する 
自己アフィリエイトをする 
ブログ・メルマガをはじめる 

↓ 

ブログ・メルマガに記事を書く 

↓ 

報酬発生！！ 
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ブログで稼ぐ流れは非常に単純です。 
でもほとんどの人が稼げないまま挫折します。 

それはなぜか？ 

あまくみているからです。 

私の場合、3年は頑張ろうと思って始めました。 
気がつけば10個以上のブログを作って1000記事以上のブログ記事を書
いていました。 

メルマガの運営も手を抜かずにやり、初心者にプレゼントするための無
料レポートも数え切れないほど作りました。 
読んだ本も100冊以上です。 
ほとんどの人は勉強量と作業量が足りずに実績を出せずに辞めてしまい
ます 

成功している人は知識のインプットを常に行い、アウトプットとしての
ブログ執筆・レポートや教材の執筆をしています。 
アウトプットした後もさらにスキルを高めています。 
その結果として信頼や影響力が出てきます。 

STEP１　ブログを書き始めたら90日は毎日書き続けよう 
STEP２　総記事数1000記事を超えるほど書いてみよう 
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これぐらい書けばSEOなどもわかってきます。 
もちろんSEOの基礎がわかった上で、実際にどうすれば検索上位を取れ
るのかということが体験でわかるようになってくるのです。 
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ブログで稼ぐにはSEO対策は必須 

ブログで稼ぐにはSEO対策のスキルは必須です。 

これができずに挫折する人が多いです。 

SEO対策に強いブログ構築は『Google AdSenseマネタイズの教科書
[完全版]』という本から学びました。 

【SEOの基礎知識】 

タイトル・見出し（H1タグ、H2タグ、H3タグ）にキーワードを入れる 

ザックリいうとSEO対策の基礎はこれだけです。 
でもこれだけで検索上位を取れるわけはないんです。 
もっとブログを作り込まなければなりません。 

『Google AdSenseマネタイズの教科書【完全版】』はズバリ、サイト

構築の本質を解説した本で、アフィリエイターであろうがアドセンサー

であろうが、誰もが読むべき本だと思いました。 

ブログのテーマ（ジャンル）選びについても非常に参考になります。 

ここまで説明したすべててのことを行うと、あなたはブログで稼ぐ方法

がわかり、ブログも完成している状態のはずです。 

次の課題は固定読者・ファンづくりです。 
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固定読者はなぜ必要？ 

SEO対策や広告で集客ができるようになると固定読者など不要と考える

かもしれません。 

でもこの考えには落とし穴があります。 

SEOは常に変化しているので安定した集客ができないし固定読者にはな

らないんですね。 

ただあなたの目の前を通り過ぎていく通行人に過ぎません。 

あなたの目の前で足を止めてもらって、また会ってくれる固定読者を獲

得していかなければあなたの影響力を大きくすることはできません。 

SNSだけのフォロワーを増やすこともおすすめしません。 

なぜならSNSはアカウントを持っている本人が主役のメディアです。 

常にあなたのことに注目してくれているとは限らないわけです。 

フォロワーが何万人もいれば話は別ですが、SNSハ初心者には非常に難

しい集客方法で、お金に変えることが難しいメディアです。 
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固定読者をどのように獲得するのか？ 

固定読者を獲得する方法はSNSだけに限りません。 
例えばTwitterが苦手ならそれで終わってしまいますよね。 

ちなみに私はあまりTwitterの集客が得意ではありません。 
私は性格的にネットでのキャッチーさがないので実績で集客していま
す。 

具体的にどうやって固定読者を獲得しているのか？ 

LINEやメルマガです。 
LINEやメルマガはTwitterのように不特定多数の人を相手をせず、登録
してくれた人だけを相手にすればいいというメリットがあります。 

SNSはどうしても横のつながりや、もっと実績のある人と比較されがち
でフォロワーの離脱も早いです。 

私はコツコツ集客してメルマガ読者が1000人以上います。 
LINE登録者も100人以上となりました。 
Twitterの反応がイマイチの場合は、そこで諦めずにほかの集客方法も
やってみましょう。 

LINEヤメルマガなら100人も登録者がいれば、初心者でも収益化が簡単

にできます。 

私はこの方法で初月で10万円以上の収益を上げることができました。 

19



 

実際にはキャンペーンと重なったので、案件１件で10万円を超えること

ができました。 

ブログやSNSにLINEやメルマガをプラスして運営しているだけで、いつ

でも商材の紹介や自分の情報の販売が容易なのです。 
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LINE・メール配信システム 

ライバルが非常に少なく、自動で報酬を上げるには必須のシステムなの
で成約率が高いです。 
難易度はブログよりも高めですが収入はブログよりも安定します。 
私のステップメールを模倣することから始めてみてください。 

新規で立ち上げたブログでも10万円以上の報酬を獲得したりもできま
す。 

》証拠はこちら 

私が使っている配信スタンド　》エキスパ登録・詳細 

やり方については有料教材を用意しています。 

自動で稼いでみたい人だけ購入してみてください。 
再現性は高いです。 

》自動で稼ぐメルマガの作り方講座｜note 
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ブログではじめの１万円を稼ぐ方法 

アドセンスで１万円以上稼いだ時のブログのアクセス数は８万PVを超え
ていた。 
10万円稼ぎたければ80万PV必要ということになる。 

アドセンスで９万円近く稼いだ時のブログのアクセス数は14万PV程度
でした。 

広告のクリック単価は変動するので、一概に何PVでいくら稼げるとい
う答えのようなものはない。 

ブログの内容に非常に左右される。 

ネット広告からかけ離れた内容だと広告単価が低くなり、報酬も低くな
る。 

ブログ記事の内容を広告に寄せていけばクリック単価は高くなる。 

この辺りの計算は初心者にはむずかしいので、まずはブログのアクセス
数を月間５万PVを目指してみてください。 

かなりハードなはずです。 

アフィリエイトだと１つ紹介しただけで１万円の報酬のものがあったり
するので、そういったものをアフィリエイトすると初心者でも稼ぎやす
いです。 

例えばWordPressテーマのアフィンガー５を１つ紹介するだけで7000
円の報酬になるので、２つ紹介できれば１万円を超えます。 
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こういう高単価のアフィリエイトを組み合わせることで、簡単に１万円
以上の報酬を発生させることができるようになります。 

とはいえ、セールスライティングや商品に関する知識は必要なので、勉
強しない人、知識を増やさない人は、ブログで稼ぐこと自体ハードなは
ずです。 

はじめの１万円を稼ぐのが一番ハードです。 

ここを乗り越えられない人はブログで稼ぐことは諦めた方がいいです。 

楽して稼ぐ方法なんてないんです。 

でもブラック企業で働くよりは断然人生が変わります！ 

コツコツ積み上げることが得意な人はブログに向いています。 
やることは地味ですが、確実に稼げるようになっていきます。 
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【特別掲載】AdSense審査に合格する方法 

noteで500円で販売しているノウハウです。 

noteで値段をつけているのは売って儲けてやろうという意図はないで

す。 

情報にそれぐらいの価値があることを知って欲しいだけです。 

2016年にブログを始めて既にアドセンス広告で受け取った報酬金額は

累計100万円を超えてます。 

2019年は累計60万円以上もらってるので参考になるはずです。 

新しくでドメインを取得したのでアドセンス審査に合格する必要があっ

た。 

正直めんどくせぇ（笑） 

と思ったけど、一回審査に落ちて２回目のリベンジで合格した。 

Twitterには6日って書いたけどゴメン、実際は10日程度かかってた。 

なぜ審査に落ちたのかとなぜ合格できたのかを超シンプルに解説してい

く。 

アドセンス審査期間 

アドセンス審査に申請して3日ほどで不合格の通知が来た。 

あ、普通に落ちるんだなと思った。 

新規ドメインというのもあったと思う。 

サブドメインの審査申請はもうちょい難易度低いと思う（経験談） 
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Googleアドセンスの審査に落ちた 

審査の結果、残念ながら、お客様のサイトは広告を掲載する準備がまだ

整っていないようです。 

サイトに広告を掲載できるようにするには、いくつかの問題を解決して

いただく必要がございます。 

まじか？！さすがに新規ドメインで公開記事数４記事は少なすぎたよう

だ（笑）新型コロナに関する記事も入れてたのは心配だった。 

Googleアドセンスに再審査申請 

むかしに書いた無難なブログ記事を10記事ほどブログに入れてみた。 

このあたりの記事だ。 

本の感想記事 

本を読むと頭が良くなる 【３つの話す順番】を徹底してもらったら部

下が劇的に変わった話  

スタバの面接経験記事 

スターバックスの面接｜スタバの面接を受けてみて気づいたこと 

体験記事 

美容師が話しかけてくる理由とは・・・  
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無難な記事を10記事ほど書けば審査が通る可能性が高くなります。 

その他、必要な記事 

運営ポリシー・お問い合わせページを用意しておこう。 

内容は参考にしてください。 

ブログ記事の文字数 

500文字～1500文字程度でOK！ 

記事レベル 

公開した記事は実際に私がブログを書き始めた頃に書いていた記事で、

改行を整えるぐらいしかリライトはしてない。 

つまりブログを始めた頃からこれぐらいのレベルの記事は書いていたっ

てこと。 

ブログ初心者はいきなり稼ごうとせずに、人の役に立ちそうな経験談を

10記事ほど書けばOK。 

プロフィールもしっかり書く。 

進学するにしろ仕事するにしろ、何かしら経験しているだろうし、他者

に情報提供する価値のある記事が書けると思う。 

人に読んでもらう価値のある経験なんてしたことがない人は思い切って

どんなに自堕落に生きてきたのかを書くのもいいかも。 

本や映画やドラマやレビュー記事を書くのもおすすめ。 

でもこれで審査に落ちる人は独りよがりの感想だけ書いちゃう人だと思

う。 
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LINE講座でEBOOKプレゼント 

1000人以上講読されて好評だったメルマガをLINEでも始めました。 

ブログ収入の相談が多いので、初心者にも初歩から学ぶべきことをわかり
やすく解説しました。 

ブログやアフィリエイトについて学べる講座に参加できます。 

》LINEで友達追加《 

既に登録済みの人はLINEアカウントに移動します。

https://lin.ee/zUOgHJ3


アドセンス審査に落ちない記事を書く 

アドセンス審査に合格するためには、アドセンス審査に合格しようとす

るのではなくアドセンス審査に落ちない記事を書くことが大事。 

落ちるリスクを減らして書く。 

・アフィリエイトリンクを貼らない 

・規約違反になるジャンルの記事を書かない（法律にも触れてしまう悪

いこととか）Googleの規約をググってくれ 

アフィリエイトリンクを貼って稼げる記事を書きたいかもしれないけ

ど、まずはGoogleアドセンスに落ちない記事を書こう。 

アフィリリンクを貼ってるから落ちるというわけでもないが、初心者は

アフィリリンクを貼るような記事を書くと落ちやすいかも。 

おめでとうございます！ 

お客様のサイト「yoakeweb.com」で  

AdSense 広告を掲載する準備が整いました。 

問題点を改善して再審査申請してから7日後に合格通知が来た。 
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ブログでアドセンス審査に合格する方法　まとめ 

Googleは有料級の無料ツールをジャンジャン提供する広告屋だ。 

彼らは広告媒体が欲しいのだ。 

審査に落ちるリスクを減らした記事を書くには、難しいことを考えずに

普通の記事を書けばいい。 

文字数は500～1500文字が目安。 

記事数は10記事程度が目安。 

記事の書き方がわからない場合は次のブログ記事を参考にしてみてくだ

さい。 

•AFFINGER5の使い方｜初心者でもすぐに使える記事の書き方   

•【伝わる】上手なブログの書き方・初心者は『PREP法』で書こう 
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あとがき 

ザックリとブログ初心者に知っていて欲しいことをまとめました。 

ブログが軌道に乗るまで手を動かし頭を動かし続けてください。 

「なんだ知ってる方法ばかりじゃないか」と思った人もいるかも知れま

せんが、知っているなら何故やらないんですか？ 

稼げている人は稼げることを手を抜かずに徹底的にやっているだけなん

です。 

自分で決めた目標を達成するまで諦めずにやる。 

これだけです。 

すべての自分の時間をブログに注力するぐらいの気持ちで取り組まない

とブログで成功することはむずかしいです。 

私自身はそうしてきました。 

またメルマガで随時有益な情報を送りますしプレゼントも配布していき

ます。 

それではあなたの健闘を祈ります！ 
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ブログではじめての１万円を稼ぐ方法 
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