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http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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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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序章：自己紹介

こんにちは、英太と申します。

住んでいるところ：北海道札幌市

年齢：２３歳

痩せ型（58kg～60kg）

・好きなもの

インターネット、ダイエット、自己啓発、スープカレー、

ラーメン、絵文字、コムサの服、筋トレ。

・好きな映画

ペイ・フォワード・・・真実がここにあります＾＾ｂ

・特技

人と違う考え、情報を見つけること。

聞く技術。

個性心理学（動物占い）は「俊敏な黒ヒョウ」

マヤ歴占いは、顕在意識、潜在意識ともに「白い世界の架け橋」です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目次へ
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今の興味：アフィリエイト、交流分析、勇気づけ 

詳しい自己紹介はこちら

⇒http://traingentlemen.blog77.fc2.com/blog-entry-12.html 
↑生い立ちから熱く書いてます＾＾；

まとめると様々な人に出会い、

物事を体験し、今にいたるわけです。

そんなこんなでアフィリエイトをしています。

ブログとメルマガについて書きますと、

メルマガでは、結果を出すマインドと、

惜しいところで出せない

そんなマインドの狭間をありありと

アフィリエイトを通して

伝えたいと思っています。

アクセスアップの仕方とか、

基本的な技術的なものは、

ブログの方に載せています。

このレポートを書くまでは、

成果はもちろん、アフィリエイト

すること自体がもう限界だったわけですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目次へ
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稼げない。方法も無料のを組み合わせて

やろうとしたけど、情報が多すぎたり

同じことでもあっちでは良いと言ったり

はたまた向こうでは悪いと言われたり

よくわかんない状態になってました。

何がいけなくて、何が良いのか、

それすらもわかってない状態でした。

ようやくわかって、自分に何がまず

必要なのか・・・

まず最初は総合的な王道商材

が必要だったわけですね。

ブログやメルマガを使って、コミュニケーション

をしつつ成果を上げるというのが、

僕のしたいことで求めていた情報でした。

ブログやメルマガ、

環境構築などはできても、

どうコミュニケーションを

取っていくのか？

運営の仕方は？

細かい記事の書き方は？

困った時はどうしたら？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目次へ 
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といったことも聞ける環境もでき、

実践していて、最初の頃はこうやって

育っていったらいいんだというポイントが

見つかり楽しくなってきました。

そのときの自分のレベルにあったことをする。

作物の肥料だって、新芽がでたときに与えまくっても

効果はないですよね＾＾？

もう惑わされたり、無駄な遠回りはしないでください。

このレポートでは、僕が特に苦もなく

改善できたポイントが書かれています。

このポイントから最初は取り組んでみたり、

参考にして無料レポートを探すようにしてもいいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目次へ
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第１章：コメント回り

（１）Before
自分からコメントを回りに行く

ということがなかった。

コメント回りがどんな効果があるのか

ということ、その楽しさもわからなかった。

コメントを回ってなくてやり取りがない

ということや改善前のブログの見た目も

あってか不思議なことに変なコメントも

集まってきやすくなります。

（２）After
コミュニティ経由、あし＠経由等、

コメントを入れる心理的なハードルが下がり、

とてもしやすくなりました。

ちょくちょく続けていくことで、

実践前のときとは比べ物にならないほどの

自分のブログへのトップページへのリンクが

貼られることになった。

ブログランキングへの効果も大きい。

調子の良い日でコメント回りを頑張り

ランキングクリックをしてもらえた日は
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実績もできる。

トップアフィリエイターさんでなく

同じ実践者の先輩アフィリエイターさん　　　　　　　　　　　　　　

の記事が自分の実感からそう遠く

なくて自分で吸収し学べる点も多い。

記事を読むことで、自分の考えてる

こととの繋がりも考えるようになり、

記事ﾈﾀに困ることも少なくなった。

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  目次へ 
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第２章：商材レビュー

（１）Before
せいぜい、体験談を１ページ書けばいいんだろう

というぐらいの気持ちで書いていた。

特典もなしに、ただおすすめという感じに

書いていた。ひどいときはコピペだった。

期間限定と煽るだけだったり、良いところ

ばかり言ったり。

納得がいってないのに勧めたり、自分の

気持ちにも嘘をついて自分も来る人にも

辛いレビューになっていた。

（２）After

高額な商材をいきなりレビューすることはなく、

無料のオファーから練習を開始した。

無料のオファーで練習をしながら、

ブログを育て、文章力、特典の用意などを

するようになった。

また、自分の気持ちに合わないものは無理に紹介

しないということも心掛けた。

やはり記事の書ける感じが違ってきた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  目次へ 
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第３章：サイドバー

（１）Before
色んな画像やバナーを貼り、

儲かっているふり、

楽しいふりをしておすすめですよ♪

なんて言ったりしていた。

お小遣いサイトのバナーを貼りまくっている

ブログのノリでした。

貼っておくことで可能性がある。

みたいに思っていました。

貼っておくだけで効果を考えれるのは

ブランディングのできたブログとか

育ったブログからです＞＜

自分も辛かったし、読む人にも疑いの心を持たせたり、

痛々しかったと思います。

自分にあまりにもウソをつきすぎていた。

（２）After

無駄なものは貼らなくなった。

バナーは直接販売ページに飛ばすのではなく、

自分のブログ内のレビュー記事に

リンクさせるようにした。
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ＳＥＯ的な観点から、

リンクもブログのサイドバー

からは貼らなくなった。

発リンク数を抑えた。

これはブログの外へ

発するリンクが多すぎると

よくないとわかった上で。

　　

                                                                目次へ
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第４章：プロフィール

（１）Before
なるべ～く自分の正体がわからないように。

一応頑張るけど、内心質問とか来たら困るな～

という気持ちでいた。

変に取りつくろっていた。

どこの誰で、どんな人かもわからないと

偶然は有り得るかもですが、継続的に

大きく成果を上げるのは難しいでしょう。

（２）After
自分のことを語るということが、良かった。

騙そうとしてる人はなんか信用がおけない

状態は自分のことを語っていなかったり、

取りつくろいすぎている。

とはいえ逆にオープンに自分が初心者

ですということまで言うのも考えもの。

実際に書いてみたり、写真を公開してみて

特に何かが起ったことはない。

多少性別の問題が関わっているのかもは

知れないが。

                                                               目次へ
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第５章：モデリング（真似）

（１）Before
誰彼かまわす真似をしていた。軸がぶれた。

どの人が稼げていてすごいのかというレベル

がわからなかった。

気にしなくてもいいところを気にして

致命的なところには無頓着だった。

実力がついてないのに、

トップアフィリエイターさんのブログのトップ

ページとか見て形だけ真似した。

（２）After
商材の多くの部分を取り入れて

大体の流れは商材。記事の口調とか、

無料オファーで自分の共感したところは、

自分の言葉で書いていった。

一つ一つのことの意味がわかり実践

していっている。

もちろんメルマガもこの無料レポートの

意味もわかった上でです＾＾ｂ

全く意味不明なことをとりあえずやってみるか

ということはしなくなった。

                                                                目次へ
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第６章：マインド

（１）Before
早く稼がなきゃ！！＞＜

あっ！あのＡＳＰも無料オファー出した、

記事書かなきゃあたふたあたふた。

↑↑奴隷と化してますね。

商材がないと不安だとか

何かいい方法があるはずだと、

ちょっと実践して駄目だったくらいで

他のもの他のものと探そうとなる気持ち

もあった。

（２）After
自分のペースで、自分が苦にならない範囲で

無料オファーのキャンペーンも利用するように

した。

無理をしてまでしない。

継続できるように。

実践していて自分の心が

苦しくならないように

心掛ける。
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例えば・・・

・コメントが１件入った。

・ランキングが１ページめに入った。

・相互リンクを申し込まれた。

自分の中でたとえ小さなものでも

実績や成果が出たら、他人を比べる

のではなく、過去の自分からの

成長を素直に噛みしめるようにした。

自分の在り方、そしてノウハウと実践課程までは

大分改善されていきました。

ここから先はどうなるかわからないですが

時が経つとともに良い方向へ向かうことでしょう。

                                                                目次へ
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終章：ここまで実践してみて

買って実践した商材は「スローライフアフィリエイト」です。

それも今は基本編を軸にしています。

細かな改善点は他にもたくさんありますが、

今回は日々のワークで自分の習慣に染みついた

ことを紹介しました。

この無料レポートや今までの

商材を取り入れた上で

それらの違いを取り入れて、

軸を見失わないのであれば、

無料のレポート、他のアフィリエイターさんを

真似するもよし、

商材を買うも良しです＾＾ｂ

マーチャントＪＰというＳＮＳを使い

サポートを使うということがとても大きいです。

コメント回りとか相互リンクとか、

何もない状態からだと、

僕はとても緊張していたように思います。

話しかけるきっかけがたくさんできた

という感じですね＾＾
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ＳＮＳ参加など、下地があって、

ハードルが下がってやりやすい感じがあって、

今までに感じたことのないくらい

スタートダッシュが切れたなと感じています。

特にアクセスアップ、新規の人を

自分のブログへと呼び込む方法と

しても参考にしました。

稼げないと言われる３カ月にも、

ある程度稼ぐことができて有効

であろう手段ですね。

最初は検索エンジンからの

訪問者はあまりないものです。

そんな中でもできる方法ですね。

他の人の進み具合がわかること。

自分とレベルがさほど離れてない、

少し先ゆくアフィリエイターさんがわかると

その人が出す無料レポートがすごく参考になったりします＾＾ｂ

良い商材でも、孤独にするのではなく、

人と共に生きていく、これが近道なのでは

ないかと思います。

恥ずかしいと思っても人に聞くというところ大事です。
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★無料レポート：[英太]実践から導き出された核心。
　　　　　　　　ブログ、本当に変えるべき点はココ！！　　
　　　　　　-我流と商材を取り入れたときの違い Before~After-

このレポートが、最初のうちはどのポイント

を優先度をあげるべきかなというヒントに

なれれば嬉しいです。

それではここまで読んでいただきありがとうございました。

＜発行者情報＞

作者：英太（佐藤英昭）

メールアドレス：yume.info.eita@gmail.com     
メールマガジン：http://www.mag2.com/m/0001041540.html
ブログ：「アフィリエイトの無料や有料ノウハウとメルマガでネットビジネス：成功と幸

せを掴む方法」  http://traingentlemen.blog77.fc2.com/
プロフィール：http://traingentlemen.blog77.fc2.com/blog-entry-12.html 
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