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「ブログで稼ぐ方法」
【ブログで稼ぐシリーズです！】

【無料再配布など可です。】 配布しないと思いますが（笑）

レポート作成者 新一
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はじめに
【推奨環境】

このレポート上に書かれているURLはクリックできます。

できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。（無料）

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

■著作権について

当レポートは著作権法により保護されている電子文書です。

著作権は発行者が所有します。本レポートの全部または一部の無断転載、無断複製、無断配布

はかたく禁止します。十分にご理解ください。

■免責について

このレポートの内容は、必ずしも成果・報酬を保障するものではございません。実行するにあ

たり、自己責任でお願い致します。

また、本冊子により発生したいかなる損害、トラブルについて一切の責任を負いません。

■このレポートの作者のプロフィール

→ プロフィール

メルマガ名

メールマガジン「マガジンID：0000240809 考える時間を作ろう（創ろう）」

メルマガ登録先 http://www.mag2.com/m/0000240809.html

■発行者情報

運営統括責任者名：八木信彦（新一の名前で書いています。）

http://www.mag2.com/m/0000240809.html
http://aaa-mall.com/sinniti.html
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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稼げない人の多くは、大変な勘違いをしています。

それに気がついて頂ければ、稼ぐ道に入れます。

その手助けになればと思います。

■このレポートの公開目的の確認です！

１、あなたがこのレポートを読む目的は、

あなたがアフィリエイトで稼げる様になること！

２、私がこのレポートを書く目的は

私が稼ぐ事！

この点だけ、ご了承して、以下をお読み下さい。
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本文

■アクセスが無くても稼げる！

はっきり言います！

アクセスがゼロでは稼げません！

でも、わずかでもアクセスがあれば

稼げる確率があります。

ここ大事です！

ここであなたは反論したいはずです。

「アクセスが少なくて稼げないから」

「SEOとかアクセスアップに取り組んでいるんだ！」

「おまえバカか！」

とね。

なるほど。

では、まずこれを見て下さい。
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売れてしまいました。

しかも、アクセス数って

たったのこれだけ↓

どうですか？

なんか、バカにされたと思った人



- 6 -

落ち着いてください。

もう一度、落ち着いて考えて下さい。

「 あなたに質問！」

「あなたのブログに何人訪問されれば、あなたから購入して頂けるのですか？」

たくさんアクセスが集まれば、

本当にあなたのブログは稼げるのですか？

ここ、非常に大事です！

アクセスが集まれば稼げる？

「そんなの当たり前じゃないか！」

本当にそう思われるなら、

それなら、アクセスを集めればいいじゃないですか！

「おまえ、頭悪いな！ 集まらないんだよ！」

ちょっと待って下さい！

アクセスなんて、いくらでも集められますよ！
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ほんとうにそれで稼げるなら、

PPC広告を使ってアクセスを集めればいいじゃないですか！

稼げるなら！

「・・・・・・・」

お分かりですか？

私が言いたいこと？

アクセスを集めれば稼げるというのなら、

PPC広告を出せば、あなたのブログにアクセスを

集める事はいくらでも可能です。

もちろん、広告費用はかかります。

でもあなたのブログにアクセスを集めて本当に稼げるなら、

問題ないですよね？

なんか私、間違っていますか？

よく、１００クリックで１件売れるなんて、

聞きますが、それでほんとにあなたのブログは稼げますか？
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あなたのブログは

アクセスが少ないから売れないんじゃなくて、

売れないブログだから、

アクセスを集めても稼げないと言ってるのです！

もう一度います！

売れないブログだから、

アクセスを集めても稼げないと言ってるのです！

むかつきました？

私が言いたいのは、

つまり、

あなたのブログに何らかの問題があるから、

稼げないと言いたいのです！

ということは、

売れるブログにすれば、売れる！

当たり前ですね。
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ちょっと例をあげましょう。

ちょっとお腹が空いてきたので、

ラーメン店で考えてみましょう（笑）

食いしん坊です（汗）

たとえば、ある商店街にラーメン店が２件

真向かいにあるとします。

片方は行列の出来るラーメン店

もう一方は、倒産寸前のラーメン店があるとします。

ちなみに行列の出来るラーメン店を

紳助さんが経営しているとします。

倒産寸前の店は

あなたが経営していると仮定します。

あなたの店は開店休業状態。

なんで、うちの店はお客様が入らないの？

なんで紳助ラーメン店は

行列が出来るの？
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考えてもわからない・・・・

自分では。

でも、売れないのは、どこかに問題が必ずあるはず！

だから、売れる店と売れない店になるのです！

ですよね？

たとえば、こんな問題

まずいから。 → 問題外

汚い店だから。→ 問題外

注文してから出てくるのが遅いから。

高いから。

きれいなおねえちゃんがいないから → 問題外（笑）

メニューが少ないから。

新作がないから。

不便なところにあるから。

営業時間が短いから。

どこかに何か、問題があるからです。

お分かりですか？

理解して欲しいのは、

アクセスが集まらないから稼げないのではなく、

あなたのブログに問題があるから稼げない！
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だからいくらアクセスを集めても稼げません！

逆の言い方をすれば、

アクセスなんて、10とか20とか

少なくても稼げると言うことです。

10アクセスで売れるブログなら、

アクセスを集めればもっと大きく稼げるということです！

じゃあ、どうすれば売れるブログに出来るのか？
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●これから売れる商品を紹介すればいいだけ。

ブログで稼ぐ方法（初心者編）

普通は、いまバカ売れしている商品は、誰もが知っているから、売れます。

あなたから、売れるかどうかは別として。

売れている商品を売ると売れやすい。

これはよく言われることです。

実際、売れます。

ただし、売れている商品、話題の商品は、すでにたくさんの人が紹介しています。

つまり、検索上位に上がりにくいのです。

これでは、アクセスが集まるはずもありません。

だからもう、あなたから売れることはあり得ない！

という、売れないシナリオになるわけです。

でも、もう一度良く考えて下さい。

売れている商品は売れる。

でも、あなたから売れにくい！

なんで売れないの？

あなたからは？



- 13 -

それは、あなたが

紹介するのが遅いから。

いくら売れやすいと言っても、すでに売るためのアクセスを集めている人、

検索上位にいる人には、なかなか勝てません。

つまり、あなたのブログは、あまり見られないと言うことです。

これでは売れる物も売れません。

じゃあ、どうすればいいのか？

人より先に紹介すればいいのです！
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■タイムマシンがあったら。

以前、花畑牧場とかコアリズムがよく売れていました。

もし、もしも花畑牧場やコアリズムがまだ一般的に認知される前に、

あなたが紹介していていれば？

当然「売れやすい。」

ですよね？

ここから核心です！

でも、でもですよ！

あくまで仮定の話ですが

もしあなたが過去に行けるとしたら、

花畑牧場が売れ始めた時に、過去に戻れたとしたら？

まだ、いまほど売れていないときに、

あなたが花畑牧場の専門サイト、ブログを作ったら？

その後、

「売れる！」
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売れますよね？

ここ大事です！

あなたは未来から、過去に行ったんですから、結果は知っていますから。

■特徴
実は、検索エンジンは、

同じような内容のサイトがあれば、

最初に作られたサイトと、

あとから作られたサイトでは、

最初に作られたサイトの方を

上位に上げる特性を持っているようです。

って当たり前だと思うのですが・・・

調べて下さい。

自分で（笑）

実際にブログを作ってみれば？

ここでピン！と来て下さい（笑）
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まだ、誰もが手がけていないような売れる物を

いち早く紹介したら、どうなるのか？

時間を未来、つまり現在に戻しましょう！

あなたのサイトは上位表示されています。

気がつけば

毎日あなたのサイトから売上が！

やっぱ過去でブログ書いといてよかったわ。

新一有り難う。

ってネ。

「そんなうまくいくのか？」

実は、

売れそうな商品を予測することが

可能です！

驚きました？
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これを知らないから、検索上位に上がれないし

売れないのです。

実は、稼いでいる人は、このことを知っているのです。

あなたが知らないだけ。

売っている人は、

その方法を取り入れているということです！

あなたは稼ぎたいのですよね？

でも売れない。

知りたいですか？

その方法

稼げる方法・・・

その方法って？

と、その前に・・・
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●ブログで稼ぐその方法 【勝手にQ＆A】

Q：アクセス、SEOはブログには必要ないのか？

A:アクセス、SEOなんて意味ない！

とは言っていません。

勘違いしている方がいらっしゃいますが、

アクセスがゼロでは稼げません。

これは当たり前です。

少しは必要です！

SEOも基本だけあればOK。

裏技？なんていりません。

というか、その前に

ブログの記事をしっかり書いて下さい。

アクセスなんて後からで間に合います。

Q：ツールは使うのか？

A: 使いません。

稼げる様になってから考えて下さい。

Q：レンタルサーバーはいるのか？
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A：いりません。

無料ブログだけでOKです。

サーバーも稼げるまでは必要無いです。

安いとこで、独自ドメインとあわせて

月割りで500円以下ですね。

でも、まだ無料でOKです。

■ここまでを振り返ると

アクセスが集まらないから稼げないのではなく、

あなたのブログに問題があるから稼げない！

（ポイント）

これから売れる商品を予測して紹介すること。

↓

売れ始めた商品を紹介すること。
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●稼げるブログの作り方 【手順の復習】

あなたは、ネットで買い物をする場合、

検索してから購入しますよね？

で、あなたは実際、

どんなキーワードで検索するのか？

ここがポイントです。

いいかえれば、その検索キーワードで

あなたがブログをつくればOKです。

ですよね？

これから売れる商品を
購入見込み客が検索するキーワードで

あなたがブログをつくるのです。

そして、購入者が欲しい情報を

あなたのブログに掲載する。
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そして、購入リンクを張る。

すると、購入見込み者は、

買いませんか？

他に何か必要ですか？

余分なものは一切入りません。

買わせてあげて下さい！

以上です！

え？

簡単でしょう？

で、どんなブログを作ればいいのか？



- 22 -

気になります？

【手順】

ある商材に書いてある方法で、売れそうな商品を探して、

ほんとに売れそうなのか、検討し、

そのノウハウの条件に当てはまったら、

商材に書いてある

キーワード+α

でブログを作る。

また作る。

また作る。

それだけです！

稼ぎ系以外の物販等は売りやすいのです。

で、また売れそうな商品を

商材に書いてある方法で探して
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またブログを作る。

これを繰り返すだけです。

単純作業です。

簡単に書くとこんなイメージです。

簡単過ぎますか？

サボらずブログを開設して

ちゃんとアフィリエイトをしてきたら・・・

比較的やり易いアフィリエイトです。

これ以上簡単なアフィリエイトありますか？

物販等は売りやすいのです。

あとの細かい事は、

書いている間に身につきます。

ちゃんと書かれている事をやれば

稼げるブログ 完成！

（成果は保証しません！）



- 24 -

それからです。

アクセスを集めるのは。

■まとめ

アクセスがないから稼げないんじゃなくて、

稼げないブログだからアクセスを集めても稼げないんです。

↓ 何で稼げないの？

売れる商品を見つけられないから！

↓ どうやって見つけるの？

ある商材に書いてあります！

↓ 見つけたらどうするのか？
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購入者の検索するキーワードで、ブログをつくるのです。

未来で大きく売れそうな商品を予測して、

あらかじめブログを

検索されそうなキーワードでブログを作成する。

また作る！

また作る！

たったこれだけです。

そして、これまでのやり方、手順を克明に解説したものが、

ノンバトルアフィリエイトです！

↓ ↓ ↓

→ ノンバトルアフィリエイトの詳細（ブログへ飛びます。）

↑ ↑ ↑

もし、今回このレポート経由で、ノンバトルアフィリエイトを購入された方には、

こちらの特典を２つ３つとはいいません。

全て差し上げます。

http://infotop.aaa-mall.com/tokutenn.html

http://infotop.aaa-mall.com/tokutenn.html
http://aaa-mall.livedoor.biz/archives/51218236.html
http://www.infotop.jp/click.php?aid=56068&iid=22298&pfg=1
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購入特典の請求時

合い言葉"レポート経由”とお書き下さい。

価格・さらに詳細はこちらから

→ ノンバトルアフィリエイト （著者からのサポートなし）

さらにサポート付を購入された方には、

こちらも特典として追加します。

http://1hyper.net/resale/WordPress/

http://1hyper.net/sample/index-merumaga.html

→ ノンバトルアフィリエイト（６０日間のサポート付き）

■編集後記

ちょっとノンバトルアフィリエイトのおかげで、

おもしろい事をやり始めました。

2010年は、スパルタである人をしごきます。

また、経過報告をこちらのメルマガで公開します。

http://archive.mag2.com/0000240809/index.html

お楽しみに。

http://archive.mag2.com/0000240809/index.html
http://www.infotop.jp/click.php?aid=56068&iid=22297&pfg=1
http://1hyper.net/sample/index-merumaga.html
http://1hyper.net/resale/WordPress/
http://www.infotop.jp/click.php?aid=56068&iid=22298&pfg=1
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【メルマガピックアップ記事】タイトルは違います。

下記の記事のバックナンバーURLはこちら

http://aaa-mall.livedoor.biz/archives/51355967.html

●ネットで完全無料で１週間で41000円稼ぐ方法

●初めての実践記を始めるならこれを選ぶ

●涙でメールが書けません。

●実践記のレポートプレゼント１（稼ぎ方）が書かれています。）

●実践記のレポートプレゼント（上のレポートの続編）

●携帯アフィリエイトで稼ぐ分野（気軽に始めたら？）

●私が涙した、ある重要な戦略を入手しました。

●ブログ初心者超必見！！ＳＥＯ・アクセスアップに最適！！

●奇跡のリンゴ（成功するまであきらめない。）

不可能と言われていた、無農薬のリンゴを作った人の物語。

●駅弁でアフィリエイト！

●アクセスを集めたら売れました！

●私が涙した、ある25才の女性の話です。

●ある２５才の銀座No１ホステスの話

記事のバックナンバーURL

http://aaa-mall.livedoor.biz/archives/51355967.html

http://aaa-mall.livedoor.biz/archives/51355967.html
http://aaa-mall.livedoor.biz/archives/51355967.html
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【参考 アクセス無料レポート】

たとえば、

この無料レポートの手法をご存じですか？

ブログ開設からわずか2週間で2万円稼いだ超速濃アクセス集客術

～6ヶ月後には月収18万円になったことまで暴露～

http://mailzou.com/get.php?R=27167&M=11022&PR=11022

強く勧めませんが、私なら読みます。

実際に読みました（笑）

ちなみにあのレポートに書かれている

ある手法を取り入れれば

アクセスアップ系の商材は購入しなくても良いかもしれません。

記事をちゃんと書けば、楽天だってこの程度なら売れます！

楽天アフィリエイトの成果

売上 581543円

ポイント 8107

売上件数 57

クリック数 954

http://mailzou.com/get.php?R=27167&M=11022&PR=11022
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最近半年の成果（ポイント）

真面目に記事を書いていくと

799 → 2814 → 2763 → 4544 → 5246→ 8107

続ければ１,0000ポイント程度なら十分可能です。

物販アフィリエイトのイメージは、

物販は売りやすいのです。

物販は売りやすいのです。
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【超お勧めレポート】

はっきり言います!

稼げます！

45ページの優良レポートです！

バカ売れ商品発見法 PPC物販編

たった４日間で３００万円売り上げた商品選定方法を大暴露

→ http://mailzou.com/get.php?R=27479&M=11022&PR=11022

■レポート作成者 ：新一

■ブログ ：http://aaa-mall.com/livedoor.html

■相談等はこちら ：http://aaa-mall.com/mail.html

■メルマガ ：考える時間を作ろう（創ろう）

http://aaa-mall.com/kanngaerujikann.html
http://aaa-mall.com/mail.html
http://aaa-mall.com/livedoor.html
http://mailzou.com/get.php?R=27479&M=11022&PR=11022

