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

【著作権について】

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。

下記の点にご注意戴きご利用下さい。

このレポートの著作権は作成者に属します。

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段におい

ても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商

材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等する

ことを禁じます。　

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った

時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手

段による解決を行う場合があります。

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事

前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有し

ます。

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報

等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わ

ないことをご了承願います。

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承

願います。
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■ご挨拶と自己紹介

こんにちは英太です＾＾ｂ

詳しい自己紹介はこちら

⇒http://traingentlemen.blog77.fc2.com/blog-entry-12.html 
随時更新予定です♪

僕の twitter です。

⇒http://twitter.com/eita22

今回は、

ﾃﾝｼｮﾝ上げ上げの夢のような話ではなく、業界の様子も交えた

現実的なお話になります。

あまり出てこない泣かず飛ばずな話、陰での地道な努力の

様子に関わる部分です。

それではお読みいただけると嬉しいです。

どうぞ♪
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第１章：３か月前のあなたに襲いかかる現実と誘惑

（１）実践していて稼げない

１か月、はたまた２カ月過ぎた頃にブログができてきて、

できてきた感じになったけど、全然成果が出ないという

ことになっているかと思います。

この時期はまだ・・・

・検索エンジンから人がこない

・インデックスされているページの数

が全然少ない。

ここで注意するのが、別の業者からの誘惑、

ツールを買うこと、別な商材を買うことです。

今やっている方法以上にもっといい方法

があるはずだ。

という考えに陥り、自分で買いに

行っちゃう場合もありますが

ハマりがちな罠です。

今実践している商材、使いきっていますか？
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（２）現実的な話

稼げるまでに早い人で３カ月

半年かかる人も１年かかる人もいます。

その半年や一年くらいは報酬が月に

1000円～5000円という人もザラにいます。

初報酬やちょっとした無料オファーでの

報酬は考えられますが、優良商材を売って

大きく稼ぐということには時間がかかります。

ブログの出来や方向性を常に先ゆく人に

ﾁｪｯｸしてもらえる環境にあることが望ましい。

メールサポートや、コミュニティなど使い

切れるものは使いきる。

完成度が高くても、

実際に時間がかかるものである

ことを知り、少しの成功でも

自分を褒めたりして、他の人と比べず

に行きましょう♪

証拠もなしに他の人のブログを見て

稼いでるんだろうな～と思って、

自ら焦ったりしないことです。
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第２章：優先すべき作業と効率化

（１）記事の更新

何よりも第一に優先すべきことです。

始めた頃は特に。慣れてきてもですが＾＾

１００記事に近づくこと。

それでブログが充実します。

その次がメルマガ、無料レポート、

自分の作業に支障が出るくらいなら、

犠牲になってしまうなら、

優先度を低めにした方がいいのが

コメント回りです。

もちろんコメント回りは大事ですが、

まずは自分のブログ関連のケアありきです。
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（２）効率化

何か道具を使うとしたら、レベルは高くないですが、

・タブブラウザの使用

・フリーメールアドレスの使用。

・目の見える位置に、心の在り方とか意識する

ものを貼っておく、置いておく。

などですね。

調子の良い時、イケるときに頑張っておく！！

僕の場合ですが・・・

１週間先の分まで記事を書いておく。

それで、次の日とかは記事を書くことに

力を使わなくてもいいので、メルマガとか

無料レポートやステップメールをやってみる。

調子の悪いときには・・・

記事のタイトルだけでも考えて保存しておく。

ツイッターのつぶやきでもしておく。

あし＠で足あとをつける。
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コメントを書きにだけ行く。

体、脳、そして心が疲れて調子の上がらない

ときはあまり労力を使うのを避けましょう。

音声ファイルを聞きながら作業するとかもあまり良くないです。

集中力が分散して、かえってつかれました＞＜

集中する時は一つのものに集中して片づけていくの

が実際に良かったです。

パソコンのようにマルチタスクみたくしてると、

やはり、疲れるし、一つ一つが終わっていません＞＜
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第３章：１００記事越えの効果

（１）何が起こるか

記事を書いた⇒その記事を検索したら載ってる

ということが起ります。

検索エンジンが頻繁に来るようになる。

今までインデックスされていなかったページが

されやすくなる。

３カ月だけでも続けてみる。

１００記事越えるまで書いてみる

ということを多くの先ゆくアフィリエイター

さんが言うのはこのことですね。

３カ月前で

診断サイトでもグーグルランクなどに

ついては、

作ったばかりのサイトと言われますね。

ここですね＾＾ｂ↓↓

http://seotool.sk-corp.jp/index.html 

時間がないときはキーワードは特に考えないで、

アドレスだけ入れて診断してみましょう♪
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（２）対策

できれば毎日記事を書くのがよいです。

記事を書くというか、更新されるようにです。

予約投稿機能なんて使うといいですね＾＾ｂ

そしてさらに

たくさんの記事を書けるのならば、

一日に２件くらい記事をアップする。
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第４章：ブレイクポイント

（１）成長曲線、成功曲線

最初からやればやるだけ同じように成果が出る

といった比例するものではありません。

あるときまではほとんど成果が出なくて、

あるときからグンと売り上げが出るという

奇跡を描きます。

大体正しく実践していればです。

（２）どの辺がブレイクポイント

アフィリ件数が月に２ケタになったときあたり、

ここまでくれば自分が売れ始めたと思って間違いが

ないでしょう♪

十何件とか売れたときはもはや偶然ではなく、

何かしらの要因があるのだから売れたと

考えることができます。

アフィリエイト・情報販売は

最初は全然結果が出ずにあるポイントからグンと

稼げるように結果が上がっていくという

曲線を描きます。
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第５章：あきらめていくことの実際

（１）くすぶっていた夢に火がつく

無料オファーや無料ＤＶＤ

でアフィリエイトなんて難しそう、できないよ～

と思っていた人たちに、やってみれば簡単に、

実際に稼げるよと教えます。

難しい、できっこないよと思っていたのが、

無料のものや優良な格安のもので、ちょっと

こうすればできるよと、実際にできたりして

希望が湧いてくる。

（２）現実的なステップを知りあきらめていく

簡単にできそう、で少し実践してみて、

更に次の段階としてバックエンドの

商品が紹介されたりする。

そうしているうちに

簡単ではないことも知っていきます。

それは普通のことです。

簡単ではないことを知り、全体像を知り

そこであきらめたり、続けたりを決定する。
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アフィリエイトでは初めて２カ月くらいだったり、

半年近くなったり、何かが変わりそうなときに

現実ものしかかってくるという感じです。

この３カ月、半年をちょっとずつでも

あきらめないで続けると成果が出てくる

ということです。

どちらにせよ、くすぶっていた頃より前進はしています。

最初からアフィリエイトはこういうもの

と見せられても誰もする人なんていなく

なるかも知れないですが、後から見て

こんなに大変なんだと驚愕するという

事態も考えものです。

事実は、早くて３カ月、または

半年は、頑張ってもすぐには

稼げないことが多々あるという

ことです。
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第６章：無料レポート

（１）集客の便利なツール

無料レポートは集客の便利なツールです。

メルマガの読者増が見込めます。

月に１回書くと良いと言われてますが、

実際に僕はそのペースになってますね＾＾ｂ

始めたばかりの頃の実践を基にしても

書けますし、何より無料レポートを作る

事自体が結構差別化になったりします。

作れる時点で力がありそうって＾＾

忘れた頃に誰かがレポートを検索して

自分の元に来る。

そんなオプションとしても効果が高いですね＾＾
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（２）レポートスタンド登録

実践２，３カ月くらいの状態でですが、

内容は初心者さん向けの無料レポートを

作りました。その結果についてですが。

メルぞう、Xam、ブロぞう、まぐぞう、

激増、スゴワザ、レポートＧＰＳなど

色々あります。

登録してみると、

メルぞう、スゴワザ、激増が今回は多くの読者

を得る事ができました。

大体１カ月くらいで。

メルぞう：ＤＬ数１５件、アドレス取得 23件。

激増：ＤＬ数１０件、アドレス取得１０件。

スゴワザ：ぼやぼやしてるうちに消されてしまった

のもありますが 20数件。

ブログでも直ダウンロードで配布しています。

それでも最終的に大体 50~60 くらいいったと思います。
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ある程度の情報の質の保証の意味で

メルぞうやXam、などで審査が

通ってから、たくさんできるだけ登録

してみた方がいいかなと思います。
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第７章：何を準備しておくか？

（１）必要な装備

稼ぐ基礎としてこれら４つが一通り

あると良いですね＾＾

・ブログ記事

Fc2 ブログやライブドア、Seesaa 等で作ったものでいいです。

・メルマガ

まぐまぐ、又はインフォマグがしやすいでしょう。

・無料レポート

これも作れたら作った方がいいです＞＜

・ステップメール

記事を書き慣れたころに書けそうです。

これも無料のメールセミナーとして

用意できるとなおいいです。

これらの他には・・・

人に何かを聞くと言うことや

質問したりとかいったこと。

あとは、成果が出なくても焦りすぎない

心。
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（２）操作に慣れる

一通りの操作に慣れたり、

アフィリエイトに関することの

操作でまずヘトヘトにならないようにする。

色んな操作が初めての物が多いんですよね

どうしても＞＜

レビューを書くこととか、

ノウハウで気をつけることを

自然とできるようになってくるとか。

日々の作業が効率よくなってきて

パターンができてきて、もっと

良い方法ないかな、ツールないかな

って次のステップの布石になってきます。
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第８章：真剣になりすぎない

（１）ハングリー精神と幸せによる惹きつけ

何が何でもやってやるぞという気持ち。

ここ一番でグアッとパワーの出るムチですね＾＾

いつもやっていたら、自分にダメージが来ます。

スパートをかければかならず結果が出るという

図式ではないので、多用は考えものです。

元々の自分のあり方が幸せだから、幸せが寄ってくる。

楽しむから、普通に楽しいから続いて、

結果も出てくるです＾＾
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（２）駆り立てない

自分を駆り立てるのはせいぜい記事更新

をしようというところや装備を整えよう

というところくらいです。

利益を頭に入れるのはよしましょう。

どんなに駆り立てたところで空回りして

つらくなるのがオチなのが３カ月前の

時期なのです。

ウェブマスターツールで見ようと、ブログのサイドバーの

位置をうんうん唸って考えようと、それが結果に反映

されるという時期でもありません。

今はそんなにハングリー精神を使いすぎる

時期ではないです＞＜
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第９章：仲間の存在

（１）先輩・販売者さん

先ゆく先輩は宝です。

僕もブログができてくる。でも稼げなくてつらい、

そんな３カ月目が来るよということを知ることができました。

こんなこと聞いて失礼じゃないかな

なんて思わずに聞いてみる方が

より良いでしょう。

自分の無料レポートをメルマガ内で紹介

していただいたりもしました。

本当に感謝ですｍ（＿＿）ｍ

まさかそこまでしてくれるなんて

という意味でもすごく嬉しいです。

そんな嬉しいやり取りのし合い。

いいと思いませんか？
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（２）助け合い

教えあったり、質問を投げかけたり。

今、このブログ変じゃないですか？

とか先ゆく人に聞いたり

そういうことでモチベーションが続いたり

してきます。

他の人の失敗談とかもちらほら聞けて

これも間接的にではありますが、

自分の経験の蓄積となっていきます。
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第１０章：焦らなくていい理由

（１）歴史を見ると

成長期、絶頂期、安定期（衰退期）

今が成長しきって絶頂期から安定期にかけての

ところでしょう。

市場自体がガンガン成長していて、

その波になんとなく便乗すればいいや

という時代ではなさそうです。

（２）なくなりはしない

ネットビジネスという場が

なくなることはないでしょう。

ただ、市場自体が成長しまくっていて、

それに簡単に便乗して棚ぼたってことは

起こりにくくはなっているだけのことです。

ただ記事書くだけ、とか

工夫なしのほったらかしで稼げる時代では

ないというだけのことです。
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そのような流行り廃りのあるグレーなノウハウ

を使っていたら焦った方が良いのかもは知れませんが。

日本に例えると、高度経済成長期の終わった今ぐらいでしょう。

何か新しいことを始めるとなると、後発組という感じですが

やってだめということもないでしょう。

駄目だったら、店を開こうなんて人は近所にも

どこにもいないはずです。

自分は何をしたいのか？

アフィリエイトを通じて、自分の紹介したい良い商品を紹介するのはもちろん、

自分の伝えたいことを通して良いブログを作ることを心掛けていくことが正攻

法で・王道です＾＾ｂ

正攻法とか王道と言われるものをまずすると

成果が出るまでは時間がかかりますが、

その分廃れたりもないので、焦る必要はありません。

検索エンジン等が目指すものを目指そうと

しているわけですから。

- 26 –
Copyright (C) 2009 Eita. All Rights Reserved.

この無料レポートは「サクっと無料レポート」を使って作られています。



[英太]ここが勝負どころです＾＾実践３カ月前のあなたを襲う誘惑と現実的な話

ここまでお読みいただきありがとうございます♪

今回のレポートはどうだったでしょうか？

質問・感想等気軽にメールしてください＾＾ｂ

このレポートがあなた様の何かきっかけやヒントになると

嬉しいです。

それでは、ブログ、メルマガでもお会いしましょう♪
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