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■■■■推奨環境推奨環境推奨環境推奨環境■■■■    

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■著作権について■著作権について■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「渋谷邦男」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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■はじめに■ 

    

昨年、８月の誕生月を挟んで７８歳の後半からブログを始めた渋谷邦男

と申します。以来、無料のシーサーブログ、ワードプレスブログの実践

と研究を続けてきました。 

 

私は、高齢者にも、とかく敬遠しがちなネットビジネスについて、もっ

と関心を持っていただきたいと思っています。 

 

そして、あなたもアフィリエイトというネットビジネスにお取組み頂き、

一定の収入を稼ぎ出し今より豊かな生活をエンジョイ出来るように、私

がいささかなりともお役に立ちたいと念じております。 

 

本レポートは、そのような思いをこめて作った入門書です。どうぞ最後

までお読みくださいますようお願いします。 

 

 

お願い！ 

ネットビジネスについて、あなたがもっと知りたいと思っていること、

疑問に思っていること、悩んでいること、要望したいことなどがあれば、

以下のお問い合わせフォームから教えてください。 

 

後日ご回答させていただくと同時に、次回以降の無料レポートやメルマ

ガの記事作成に参考とさせていただきたいと思っております。 

 

 

お問い合わせフォーム 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTgDpwpla 
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第１章 高齢者でもブログを立ち上げネットビ

ジネスを始めるのに遅いということは

ありません！！ 

 

 

私がブログを始めたのは２０１５年、８月の誕生月を挟んで７８歳の後

半になってからでした。 

 

きっかけは、それまでしたためてきた愛犬「クロちゃん」とのふれあい

日記とか、思いつくまま書き溜めた雑文、それに一部地方新聞に掲載さ

れたこともあった小説を発表したいと思ったからでした。 

 

Seesaa ブログに２つのブログを立ち上げました。 

 

 

１つは「クロとの日々 幸せつむぐ」という愛犬クロちゃんとの触れ合

い日記です。 

⇒ http://osodati.seesaa.net/ コントロールキーを押しながらマウ

スを左クリックしていただくとご覧になれます。 

 

もう１つは「昔、そして今」というタイトルの創作＆雑文集です。 

⇒ http://kabatati.seesaa.net/ 
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これらのブログの記事は、著名人でもない私が書いたものなので、なか

なか読者様が集まってくれませんでした。 

 

 

そのため、「昔、そして今」の方は、原稿が沢山あるのに３，４編投稿

しただけで、今日までほったらかしのままになっています。 

 

 

そんなわけで何とか読者数を増やすことが出来ないかと、色々調べなが

らその手立てを試みました。その結果それなりの効果を体験することが

出来ました。 

 

 

読者増の手立てを模索する中で、金儲けの手段となる「アフィリエイト」

というインターネットのビジネス（以下、「ネットビジネス」と言いま

す）の世界があることを知りました。 

 

 

次回は、いよいよネットビジネスについて、私の体験も振り返りながら

お話しを進めて行きたいと思います。 

 

 

 

第２章 ブログには色々な種類があります。 

 

 

前回、seesaa ブログに 2 つのブログを立ち上げたと言いました。 

 

 

ほかに、アメーバブログ、ライブドアーブログ、FC2 ブログ等々、いろ
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んな種類のブログがある中であえて seesaa ブログを選んだのは、たま

たま、これを勧めているネットの記事に出会ったからでした。 

 

 

しかし、私なりの選んだ理由がありました。 

それは、seesaa にはブログ記事の中に広告が載らないように出来ると

いう特徴があるということでした。 

 

 

文章を読んでもらうのに、広告が載るのはふさわしくないと、当時は思

っていました。 

 

 

更に、複数のブログを簡単に立ち上げることが出来るということも２つ

目の理由でした。 

 

 

愛犬との触れ合い日記と小説や雑文を 1 つのブログに一緒に載せるこ

とは出来ないと思ったからです。 

 

 

ここまで書いてきて言いたかったことは、ブログの種類とその特徴をし

っかりと調べた上での選択ではなかったということです。 

 

 

seesaa ブログの立ち上げにはあまり時間をかけずに出来た記憶があり

ます。 

 

 

立ち上がると記事の投稿が順調に進んでいきました。 
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私の手元には原稿がストックされていたからです。 

さて、このような形でブログをスタートさせたことに、問題はなかった

のでしょうか。 

 

 

実は、ブログには有料のワードプレス有料のワードプレス有料のワードプレス有料のワードプレスと言うものがあって、ネットビジ

ネスで成功している方々は、殆んど例外なく、無料ブログ無料ブログ無料ブログ無料ブログではなく有料

のワードプレスワードプレスワードプレスワードプレスを使っているということが分かったのです。 

 

 

無料ブログには、無料であるということばかりでなく、早くからアクセ

スが来る、初心者でも簡単に操作ができるなどという長所もあります 

 

が、一方で 

 

アクセスダウンが早い、制約が多いなどの短所があるほか、ブログアカ

ウントが削除されるリスクがあるという決定的な短所があることを知

りました。 

 

 

結局のところ、趣味としてならいざ知らずネットビジネスのためという

ことであれば、若干の費用（1 ヶ月 1000 円足らず）はかかってもワー

ドプレスを立ち上げることが望ましいということが分かりました。 

 

 

しかし、ワードプレスを立ち上げる前に、どんなアフィリエイトをする

か決めなければなりません。 

 

 

次回は、アフィリエイトの種類についてお話を進めてまいります。 
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第３章第３章第３章第３章    アフィリエイトの意味と媒体アフィリエイトの意味と媒体アフィリエイトの意味と媒体アフィリエイトの意味と媒体 

 

 

（１）（１）（１）（１）    アフィリエイトとはアフィリエイトとはアフィリエイトとはアフィリエイトとは 

 

アフィリエイトに登場する４当事者の関係を図示すると以下のとお

りになり、アフィリエイター（アフィリエイトをする人）とは、広告広告広告広告

代理店代理店代理店代理店を営む人であると説明することが出来ます。 

 

アフィリエイターが商品を紹介する方法は色々ありますが、ブログブログブログブログであ

ればブログ記事に、メルマガメルマガメルマガメルマガであればメルマガ配信記事の中に、商品の

広告を貼るという形になります。 

 

 

    

 

アフィリエイター 

 

お客様 

ASP 

アフィリエイトを

させてくれる会社 

 

商品販売者 

商品を紹介 

商 品 を 購

広
告
を
探
す 

報
酬 

広告を依頼 
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（２）（２）（２）（２）アフィリエイトをするための媒体アフィリエイトをするための媒体アフィリエイトをするための媒体アフィリエイトをするための媒体 

 

実際に使われている媒体としては、メールマガジン、ブログ･ホームペ

ージ（サイト）、フェイスブック、ツイッター、Youtube、掲示板等々

がありますが、 

 

 

基本的にアフィリエイトが禁止されているものとして 

 

 

無料ブログ無料ブログ無料ブログ無料ブログ（長期･安定的に利益を上げるのはムリである）、フェイスフェイスフェイスフェイス

ブック、ツイッター、アメブロ、ブック、ツイッター、アメブロ、ブック、ツイッター、アメブロ、ブック、ツイッター、アメブロ、LINELINELINELINE 等々があります。 

    

    

（３）（３）（３）（３）    各媒体のメリットとデメリット各媒体のメリットとデメリット各媒体のメリットとデメリット各媒体のメリットとデメリット 

 

① ブログ･ホームページ 

 

メリットメリットメリットメリット    

� 一度稼げるサイトを作れば、ほぼ放置しておけるようにもな

る。 

� 選択したキーワードが当たれば爆発的にアクセスがアップす

る。 

 

デメリットデメリットデメリットデメリット    

� 上位表示できなければアクセスが少ない。 

� 検索して２ページ目以降に出るようではアクセスが少なすぎ

て稼げない。 

� 一度上位表示されても、下がることも十分起こり得る。検索

エンジン側の評価基準をアルゴリズムといいますが、このア

ルゴリズムがしばしば変更されるからである。 
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� サイト作成の知識もかなり必要とされる。 

� 一般的には、稼げるようになるまで時間がかかると言われる。 

 

 

② メールマガジンの特徴 

� お客様に直接アプローチが出来る。 

� スマートフォンが普及したことによりメルマガの効果がより

大きくなった。 

� 一般の企業もメルマガを活用する場面が極端に多くなってい

る。 

� トップアフィリエイターと言われている方々は殆んど例外な

しにメルマガアフィリをしている。 

 

③ メルマガのメリットとデメリット 

 

メリッメリッメリッメリットトトト    

� 外的要因に左右されない。 

� 顧客リストはいつまでも残っている。 

� メルマガのセールス力が強い。 

� 意外とむずかしいスキルは必要とされない。 

 

デメリットデメリットデメリットデメリット    

� ライティングが必要である。 

� 読者様を集めなければならない。 

� 最初の頃が一番大変である。 

 

 

第４章 サイトアフィリエイトの稼ぎ方 

 

 

（１） SEOSEOSEOSEO とは、Serch Engine Optimization の略で検索エンジン適正
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化という意味である。 

 

（２） サイトサイトサイトサイトで稼ぐということは出したお店で稼ぐのと同じで、お客

が来なければ意味がない。ここでお客が来るということは、ブロ

グへのアクセスがあるということである。 

 

（３） アクセスを集めるには、検索エンジンに上位表示されるように

適切な SEO 対策を講じなければならない。記事は、最低１日１記

事は更新するように。記事数が１５０くらいになるとパワーサイ

ト（ブログ）と言われ、強いサイトになる。 

 

（４） 内的内的内的内的 SEOSEOSEOSEO 対策対策対策対策としてサイトの構成を考えなければならないが、

一般のスキルでは難しい。これは、テンプレートを導入すること

で解決する。 

 

（５） 効果的なキーワード効果的なキーワード効果的なキーワード効果的なキーワードを選定し、そのキーワードを含めた記事、

記事タイトルにする。 

 

（６）（６）（６）（６）    発リンク発リンク発リンク発リンクを少なく内部リンクを多くする。外部サイトからのリンク（被外部サイトからのリンク（被外部サイトからのリンク（被外部サイトからのリンク（被

リンク）リンク）リンク）リンク）を多くする。１０記事以上の無料ブログからとソーシャルブック

マークからリンクを受ける。    

 

 

第５第５第５第５章章章章    ワードプレスのブログを構築するワードプレスのブログを構築するワードプレスのブログを構築するワードプレスのブログを構築する 

 

（１） ワードプレスを利用するメリット 

 

・ ブログ記事の作成や更新が簡単に出来る。 

 

・ 機能を拡張できる「プラグイン」が豊富にあって用途を広げ

ることが出来る。 
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・ ワードプレスの有料･無料のテーマ（テンプレート）が豊富に

提供されていて自分好みのものを選べる。 

 

・ 機能制限やアクセス制限が全くない。 

 

 

・ オープンソースで開発されているので、誰でも自由に利用で

きる。   

 

 

（２） ワードプレスを始めるのに必要なもの 

 

・レンタルサーバーレンタルサーバーレンタルサーバーレンタルサーバー：ワードプレスを設置する場所（サーバー）

を借ります。個人的には、エックスサーバーがお勧めです。レ

スポンスが早く、データのバックアップもしっかりしています。 

 

・ 独自ドメイン独自ドメイン独自ドメイン独自ドメイン：インターネット上のあなただけの住所を登録

できるサービスです。 

 

・ メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス：レンタルサーバーや独自ドメインを契約す

るときに必要になります。 

 

・ 料金を支払うお金：最近はクレジットカードがなくともコン

ビニ決済、銀行振り込みでも支払えます。 

 

 

（３） XXXX サーバーサーバーサーバーサーバー申し込みと独自ドメイン独自ドメイン独自ドメイン独自ドメインの取得 

 

   以下の URL から X サーバーの機能や特徴を知れると同時に、申し

込みページに進むことが出来ます。 
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そして、料金を支払うとその場で独自ドメインを取得、ワードプワードプワードプワードプ

レスの自動インストール機能レスの自動インストール機能レスの自動インストール機能レスの自動インストール機能も付いているのであっという間に

ブログを立ち上げることが出来ます。 

 

https://www.xserver.ne.jp/ 

 

 

第第第第６６６６章章章章    メルマガアフィリエイトの稼ぎ方メルマガアフィリエイトの稼ぎ方メルマガアフィリエイトの稼ぎ方メルマガアフィリエイトの稼ぎ方 

 

 

メルマガにおいて最も重要なことは読者さんを集めることであって、文

章力はさほど必要ではない。 

 

 

（１）（１）（１）（１）    読者さんの集め方読者さんの集め方読者さんの集め方読者さんの集め方    

    

    

その方法には有料のものと無料のものがある。 

 

 

① 無料の方法 

 

・ ブログで特典を提供するのと引き換えに公式メルマガの登録フォー

ムに登録して貰うという方法で読者様を集める。 

 

・ 無料レポートスタンドで無料レポート（ＰＤＦファイル）を使って

集める。 

 

・ メルマガ相互紹介：他の無料レポート（ＰＤＦファイル）を紹介す

る見返りに自分の無料レポートを紹介してもらう。 
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② 有料の方法 ⇒ お金をかけて読者様を集める。 

 

・ メルマガ広告：他のアフィリエイターに料金を支払い、そのアフィ

リエイターの読者に対してコンテンツを紹介してもらい、そこから

読者様を獲得する。 

 

・ 無料オファー：無料オファーを流す方になる。 

・  

・ PPC 広告 → オプトインページと言うものを作り、検索エンジン

の検索結果画面に表示される広告。ユーザーがクリックした回数分

だけ広告費が発生する。クリック課金とも呼ばれる。 

・  

 

 

（２） 実際にメルマガアフィリエイトで稼ぎ出すためには 

 

① 無料レポート（PDF ファイル）を作る。 

 

② それをあらかじめ登録しておいた無料レポートスタンドに掲載

して貰う。 

 

 

③ お客様はメールアドレスを提供するのと引き換えにそのレポー

トを入手する。 

 

④ お客様から提供していただいたメールアドレス宛にあらかじめ

登録しておいたメルマガ配信スタンドを通してメールを発信す

る。 

 

というようなこと等々を進めていただく必要があります。 
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これらについては別途の無料レポートでご説明致しますのでご

期待ください。 

 

 

 

おわりに 

 

いかがでしたか。ネットビジネスに少しは興味を持っていただけたでし

ょうか。これからも、ネットビジネスを始めるのに有用な無料レポート、

それを更に充実発展させるに有用な無料レポートを作っていく予定で

すのでお楽しみにしていてください。 
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最後までお読みくださいましてありがとうございました。 


