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■ 再配布権について 

本書『ブログアフィリエイト入門講座』は、 

再配布権がついております。 

アフィリエイト特典としてＰＤＦファイルをそのまま配布してください。 

有料で販売するなど、アフィリエイト特典以外の配布は禁止いたします。 

文章の改変や内容の再編集なども、禁止いたします。 

 

■ 著作権 

本書は著作権法で保護された著作物です。 

本書のご使用に際しましては、以下の点にご注意下さい。 

 

記載されている内容の一部、及びすべてを、あらゆるデータ貯蓄手段（印刷などの

いかなる紙媒体、ビデオ、ＤＶＤなど、インターネットを利用したいかなる電子媒体）

において複製、転売、転載、再配布することを禁じます。 

万が一、上記の禁止事項を発見した場合はすみやかに弁護士を通じて法的手段 

によって解決いたします。 

 

また、上記規定に違反した場合、違約件数×販売時の価格の10倍の違約金を支

払うものとします。 

 

■免責事項 

本書は、すべての読者の利益を保証するものではありません。 

本書の利用により、いかなる損害が発生しましても、一切の責任を負いません。す

べて自己責任で行なうものとします。 

 

■ 推奨環境 

本書上に書かれている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 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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■はじめに 

 

こんにちは、風花未来と申します。 

はじめに、このレポートを発表するに至った背景を理解していただくため

に、自己紹介をさせていただきます。 

 

私はもともと、文章を書くことを専門とする広告マンです。 

広告代理店勤務の後に独立。 

その後、10 年以上、フリーランスのコピーライター、プランナー、ディレ

クターとして生計を立てておりました。 

 

2005 年にブログをはじめ、20 サイト以上のパワーブログ（ほぼ毎日更新す

るブログ）を同時に運営した経験を持っています。 

開設したブログはすべて国内最大の「人気ブログランキング」でベスト 10

入り。 

ページビューランキングである「ブログランキングドットネット」の総合

１位を記録したこともあります。 

 

2008 年には、以下の電子書籍を出版。いずれもブログで収益を得る方法を

まとめた、ブログアフィリエイトの教材です。 

 

風花心伝 

http://xn--9oqs91bpm0avms.com/ 

 

風花乱舞 

http://kazahanaranbu.com/ 

 

2009 年には、自己啓発マニュアルを発表。 

 

風花瑠璃 

http://miraiyosouzu.com/ 

 

 

 

http://風花心伝.com/
http://kazahanaranbu.com/
http://miraiyosouzu.com/
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2010 年からは、セミナーも開始。 

 

風花未来セミナー 

http://kazahana.xsrv.jp/ 

 

風花セミナーin 静岡 

http://kazahanamirai.net/ 

 

2010 年７月からは、風花未来ブログ塾を開講。 

 

風花未来ブログ塾 

http://jyuku.kazahanamirai.com/ 

 

これまでにメールサポートなどで、数え切れないほどの人と接してきまし

たが、痛感するのは、インターネットビジネス及びアフィリエイトに関す

る正しい知識をほとんどの方が持っていないことです。 

 

インターネットの世界には情報があふれすぎています。 

特にネットビジネスやアフィリエイトに関する情報は、利害関係から歪め

られたり、偏っていたり、一般の人たちが非常に理解しにくいというのが

現状です。 

 

そこでこのレポートは、そうした状況をふまえ、初心者の方、これからネ

ットビジネスに参入しようと考えている人たちに、できるだけ公正な立場

から正確な情報を提供することを目的に作成されています。 

 

それでは、「ブログアフィリエイト講座」の始まりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kazahana.xsrv.jp/
http://kazahanamirai.net/
http://jyuku.kazahanamirai.com/
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【第１回目】 

「アフィリエイトを始める前の準備」 

 

アフィリエイトなど、インターネットビジネスを始める方の最初の壁は、 

「言葉がわからない」ことが挙げられるでしょう。 

聴きなれない専門用語が次々に出てきて、戸惑ってしまうわけです。 

 

そうした悩みを解決するためには、わからない言葉が出てきたら、速やか

にインターネットの検索エンジンで調べることです。 

検索エンジンは辞書がわりに使うという習慣をつけると、次第にネットビ

ジネスの世界になじんできます。 

 

代表的な検索エンジンは、以下の２つです。 

 

Google 

http://www.google.co.jp/ 

 

Yahoo! JAPAN 

http://www.yahoo.co.jp/ 

 

以下はヤフーのトップページ。 

 

ふつうに検索する場合は、一番左の「ウェブ」があらかじめ選択されてい

るので、検索窓に調べたい言葉を入力し、「検索ボタン」を左クリックすれ

ば、ＯＫです。 

 

 

 

http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
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アフィリエイトで稼ぐ方法を調べたければ、 

検索窓に 

アフィリエイト 稼ぐ 方法 

と入力してください。 

 

キーワードが複数（複合キーワード）の場合、単語と単語の間にスペース

（空欄）を入れることがポイントです。 

 

スペースを空けるには、以下に示したキーボード図の中の赤い枠で囲んだ

大きなキーを押してください。 

 

上の図は以下ページから引用しています。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Using-your-keyboard 

 

キーボードの使い方が詳しく解説されていますので、 

キーボードの使い方に不安のある方は、よくご覧になってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Using-your-keyboard
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次にわからない言葉をネット辞書で調べてみましょう。 

 
ヤフーのトップページから「辞書」を左クリックして選択。 

 

「アフィリエイト」という言葉の意味を調べたければ、 

アフィリエイト 

と入力して検索ボタンをクリック。 

すると以下のようが画面が出ました。 

 

「アフィリエイト」は、「アフィリエートプログラム」の略語らしいので、

赤い枠で囲んだ「アフィリエートプログラム」という文字をクリック。 

 

次の画面には、以下のような説明が表示されていました。 

（もちろん、引用元は Yahoo!辞書です） 
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アフィリエート‐プログラム【affiliate program】  

 

インターネットを利用した広告の手法の一。ウェブサイトやブログの運営者が広

告主と提携し、成果報酬型の広告を掲載すること。 

具体的には、掲載された商品情報や広告を通じて第三者が商品を購入したり資料

請求をした場合に、広告主から運営者に対し手数料が支払われる仕組みを指す。

アソシエートプログラム。成果報酬型広告。成功報酬型広告。 

（引用はここまで） 

 

以上の説明を読んだだけではピンと来ないかもしれませんが、 

アフィリエイトは決して難しいものではありません。 

ただ、言葉がまだ日本語としてなじんでいない（定着していない）だけで

す。 

 

このように、インターネットビジネスを加速させるためには、まずは検索エ

ンジンやネット辞書を使いこなすことが第一歩となります。 

 

先ほどキーボードの使い方について触れましたが、 

マウスの使い方はいかがでしょうか。 

 

例えば、「コピー＆ペースト」の方法がわからない場合は、 

グーグルの検索エンジンで、 

コピー＆ペースト 方法 

と入力して検索すると、すぐにわかりやすく解説してくれているサイトが、 

上の方に表示されます。 

 

コピー＆ペースト操作方法 

http://www.ssl-credit.com/copy/index.htm 

 

不安のある方は、ご覧になってください。 

 

検索エンジンを賢く使えば、ほとんどのことが調べられることを知ってお

いてください。 

他人に質問する前に、まず自分で調べてみる習慣をつけると、進歩が加速

します。 

 

http://www.ssl-credit.com/copy/index.htm
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以下は私のブログですが、アフィリエイトなど、インターネットビジネス

について情報を発信していますので、ご参照ください。 

 

風花未来の風花心伝ブログ 

http://affiliatemind.blog47.fc2.com/ 

 

メルマガはこちらです。 

 

風花未来のネットビジネスだけで食べてゆく方法 

http://www.mag2.com/m/0000268460.html 

 

また風花心伝など、大量のデータを含むファイルは、圧縮されていますの

で、ファイルを開くためには、圧縮ファイル解凍ソフトが必要になります。 

 

というか、ネットビジネスにおいては必須のソフトですので、 

この機会に手に入れておいてください。 

 

以下で無料の圧縮ファイル解凍ソフトがダウンロードできます。 

 

Lhaplus（ラプラス） 

http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se169348.html 

 

上のソフトをうまくダウンロードできない時は、 

以下のページに詳しい案内が掲載されていますので、 

簡単に解決できます。 

 

ダウンロードガイド 

http://www.vector.co.jp/for_users/download_help.html 

 

いろいろ書いてあるので難しそうですが、心配する必要はありません。 

 

ネットビジネスに必要な基本ソフトやブログパーツなどは、 

提供されるサイトに、その使用方法が詳しく掲載されています。 

 

 

 

http://affiliatemind.blog47.fc2.com/
http://www.mag2.com/m/0000268460.html
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se169348.html
http://www.vector.co.jp/for_users/download_help.html
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提供する側も、無料でユーザーに利用してもらうことで、何らかのメリッ

トを得ようとしているので、 

誰にでも簡単に使ってもらえるように、優しく解説してくれています。 

 

基本ソフトやツールが使えないと嘆く人のほとんどは、 

サイトに記載されている説明を読む手間をはぶいています。 

 

落ち着いて、ナビゲーションのとおりに進めれば、問題なく作業ができる

ものです。 

 

検索エンジンを使い、サイトに書かれた説明をしっかり読めば、解決しな

い問題はほとんどないと言っても過言ではありません。 

 

それくらい、インターネットとか、ブログとかは、誰にでもできるように

簡単になっているのです。 

 

どうか、安心して、取り組んでください。 
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【第２回目】 

「アフィリエイトの種類を知っておきましょう。」 

 

「ブログアフィリエイト入門講座」の第２回目のテーマは、 

「アフィリエイトの種類を知っておきましょう」です。 

 

このレポートは題名のとおり、アフィリエイト初心者の方たちを対象とし

ています。 

 

アフィリを始めたけれど、なかなか成果が上がらない、 

また、アフィリエイトへの疑問が次々に湧いてきて悩んでいる方にも役立

つと信じています。 

 

アフィリエイトに関する正確な情報を入手するのが困難です。 

そのため、これからアフィリエイトを始める方は、 

海が尐しばかり荒れているので、 

出航前には、装備をかためておく必要があるんです。 

 

で、意外と知られていない、「アフィリエイトの種類」を学びます。 

 

インターネットに露出しているアフィリエイターの多くは、 

基本的に情報商材を売る、いわゆる情報商材アフィリエイターです。 

 

※情報商材とは、多くの場合、電子書籍（PDF）であり、マニュアルが主

流となっている。 

 

情報商材アフィリエイトとは、マニュアルなどの電子書籍を紹介して報酬

を得る方法のことです。 

 

つまり、情報商材アフィリエイターは、情報商材アフィリエイトは良いも

のですよ、みなさんも始めてみませんか、という立場をとらざるを得ない

のですね。 
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良いとか悪いは別として、ビジネスですですから、当然だと言えます。 

 

もう、察しがついた方もおられるかと思いますが、 

アフィリエイトの情報商材を売っている情報商材アフィリエイターが、ネ

ットであふれているために、 

これからアフィリエイトを始める初心者には、 

なかなか、アフィリエイトという世界の全体像が見えにくくなっている、 

というのが現状です。 

 

平たく言うと、「アフィリエイト＝情報商材アフィリエイト」のように思われている節

があるんです。 

 

これは、明らかに間違いです。 

 

現在、一番多いのは、物販アフィリエイトをやっている人たちです。 

 

シャンプーとか、DVD とか、炊飯器とか、とにかく物品を売っている人た

ちのことを、 

物販アフィリエイターと呼びます。 

 

※ あなたの反応（有名な物販アフィリエイターなんて知らないけど……） 

 

当然です。彼らは情報商材アフィリエイターのように、 

販売者の前に顔を見せることはないですから。 

彼らは日々黙々と物を売っているんです。 

 

情報商材アフィリエイターは、 

中身の見えない高い商材を買ってもらうために、 

自己ブランディングといって、 

購買者たちとの間に信頼関係を築く必要があるので、 

自分の写真やイラストなどを前面に出して、 

キャラクターづくりをしているのです。 

 

だから、トップアフィリエイターというと、 

情報商材アフィリエイターが思い浮ぶのですね。 
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私は情報起業の世界はもっともっと伸びてほしいと思っていますし、 

優れた情報商材アフィリエイターも、さらに増えてくれなければ、この業

界は伸びてゆきません。 

情報起業家は、優秀な情報商材アフィリエイターの手助けがなければ苦し

いのです。 

 

※情報起業家とは、電子書籍を制作し、発売している人のことを指します。 

 

ただ、アフィリエイトで儲かるのは、情報商材アフィリエイトだけかとい

うと、そうではない。 

そのことを、まず知ってください。 

 

今回は、どのアフィリエイトが良いとか、悪いとかいう主観は抜きにして

語りますので、ご承知おきください。 

 

 

では、アフィリエイトの種類を具体的に挙げてみましょう。 

 

報酬制度別に分類すると、 

 

1. 表示回数型 

2. クリック保証型 

3. 成果報酬型 

 

表示回数で支払われる広告は、インプレッション広告とも呼ばれます。 

以前のグーグルアドセンスがそうでしたね。 

でも、現在は、ほとんどがクリック保証型になっています。 

表示回数では、広告の出稿主の利益に結びにくい傾向があるため、 

表示回数型は一時、まったく元気がありませんでした。 

しかし、最近では、また尐しずつ増えめています。 

 

成果報酬型とは、商品の購入、サービスの利用、資料請求などが発生した

時点でアフィリエイターに報酬が支払われるシステムです。 

これが、一般的ですよね。 
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次に、扱うモノによって分類すると、 

 

1. 情報商材アフィリエイト 

2. 物販アフィリエイト 

3. 資料請求アフィリエイト 

4. サービス利用促進アフィリエイト 

 

 

では、メディア別に分けてみると、 

 

1. メルマガアフィリエイト 

2. ブログアフィリエイト 

3. サイト（ホームページ）アフィリエイト 

4. 携帯アフィリエイト 

5. PCC アフィリエイト 

 

5 番目の PPC アフィリエイトとは、Pay Per Click の頭文字を取ったもの

で、一般に「クリック課金」と言われています。 

また、検索エンジン連動型広告、リスティング広告とも呼ばれます。  

クリック課金広告の代表といえば、 

グーグルの「アドワーズ」やヤフーの「オーバーチュア」が想い浮かぶと

思います。 

PPC アフィリエイトとは、そのアドワーズ広告やオーバーチュア広告を利

用して、自分のサイトにアクセスを呼び込み、商品を売って収益を得ると

いう方法です。 

 

では、実際に、グーグルアドワーズを見てみましょう。 
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グーグル検索エンジンで「PPC 広告」というキーワードで検索すると、 

上のような結果が表示されました。 

赤い枠で囲んだ部分が、いわゆるグーグルアドワーズと呼ばれる広告です。 

 

キーワードを狙い、この部分に自分の広告を表示させ、そこから読者を自

分のサイトに誘導。そのサイトでアフィリエイト、つまり提携先の商品を

売って収益を得るのが、PPC アフィリエイトと呼ばれるものです。 

 

こう見てくると、 

アフィリエイトには、意外にいろんな種類があることに、 

尐しビックリされたかと思います。 

 

問題は、何を選ぶか……ですよね。 
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【第３回目】 

「アフィリエイトの目的を考えよう。」 

 

前回は、 

「アフィリエイトの種類を知っておきましょう。」 

というタイトルで、 

アフィリエイトの種類について学びました。 

 

今回のテーマは「アフィリエイトの目的」です。 

 

「あなたは、なぜアフィリエイトするのですか？」 

という問いに対し、 

 

「そこにアフィリエイトがあるから」 

と言った、有名登山家なみのシャレた答えをする人は尐ないでしょう（笑）。 

 

誰でも、アフィリエイトするには、動機とか、目的があるはず。 

 

例をいくつか、あげてみましょう。 

 

「将来は情報企業で儲けたいが、その手始めとしてアフィリエイトを極めて、月に

100 万円超えを目指したい」 

 

「経済的に自立できるくらいのお金が稼ぎたい」 

 

「子供の教育費の足しにできるくらいの副収入が得たい」 

 

「毎日の食事のオカズを一品増やしたい」 

 

などなど、モチベーションは、さまざまですよね。 

 

しかし、今申し上げたアフィリエイトする動機は、 

言い換えれば、稼ぎたい金額の大小だけです。 
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実は、アフィリエイトをしたいという人は、 

お金だけではない、違う性質の動機を持っています。 

 

さらに、いろんなケースを想定してみますね。 

 

【ケース１】 

ずっと化粧品関係の仕事をしてきたけれど、 

結婚や出産があって退職してしまった。 

職場復帰は難しいから、 

これまでの化粧品の知識とか、 

商品を奨めるテクニックを活かしたい。 

 

【ケース２】 

また、自分は自主映画を制作しているけれど、 

それだけでは食べてゆけないので、 

映画や映像関係のブログを立ち上げて、 

そこで収益を上げられないだろうか。 

 

【ケース３】 

私は「ゲームオタク」で、 

これまで、ひたすらゲームにはまりまくってきました。 

でも、気がつくと、社会の流れから取り残されていて…。 

何とか、ゲームに関することで食べられないでしょうか。 

 

というような、悩みというか、 

期待を持っている人たちが実に多いんです。 

 

実は、そういう人たちが、アフィリエイトというものに、 

非常に興味を持っている。 

 

しかし、これまで発売されたアフィリエイト商材には、こういう人たちに

向けての視点が、バッサリと抜け落ちていたのです。 

 

これって、大問題ですよね。 
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アフィリエイトを目指す人は、 

 

お金を稼ぎたいということと、 

 

自分の趣味や得意分野を活かしたい、 

 

この両面を持っているケースが意外と多いんです。 

 

むしろ、ただお金だけを稼ぎたい、と思っている人の方が尐ないでしょう。 

 

 

何を言いたいかと言うと、 

情報商材アフィリエイトが儲かりそうとか、 

物販は手堅いよとか、 

そういう表面的なアドバイスに従っては、 

迷子になる可能性はかなり高くなるということです。 

 

前回、アフィリエイトの種類を学びましたが、 

アフィリエイトの世界で迷子にならないためには、 

まず最初に、いろんな種類のアフィリエイトを眺めて、 

自分に合ったアフィリエイトのスタイルは何だろうかと考えてみることで

す。 

 

大きく稼ぎたいか、 

 

楽しみつつ手堅く収益を上げたいか、 

 

インターネットの世界で自分の特技や個性を活かしたいのか……。 

 

そこを検討せずに、いきなり始めても成功は難しい。 

 

最初から、稼げるお金の額が大きい、というだけで決めないこと。 

そういう決め方では、あとあと苦労するのが、目に見えています。 
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しかし、ここでまた大きな問題が出てきます。 

 

ネットの世界で自分の趣味や得意分野が活かしたいのだが、 

そういうことでは、 

稼げないのではないかという問題です。 

 

結論から言うと、 

あなたの好きなことで食べられる可能性は大いにあります。 

 

ただ、それにはある程度、専門的な法則を知る必要があるんですね。 

そして、好きなことに情熱を持ち続け、作業を継続することです。 

そうすれば、成功への道は大きく開けてゆくということを忘れないでくだ

さい。 

 

最初から、自分の「好きなこと」を、諦めてはいけません。 

これについては、のちのち詳しく述べます。 

 

もう一度、確認しますよ。 

アフィリエイトの目的は人さまざまであって、それは各自が決めること。 

なぜなら、あなたという人間は、この世に一人しかいなからです。 

 

参考のために、さらにもう一度、いろんなケースを、 

シミュレーションしてみましょう。 

 

●子育ての最中で就職できないから、自宅で収入が得られるネットビジネスを始め

たい。 

 

●自分は夢を持っているから、その夢に関わることでアフィリエイト収入が得たい。 

 

●自分は物を売るより、自分で作品を生み出して、それを売りたい。その下準備と

して、アフィリエイトがしたい。 

 

●もともと販売員の仕事をしていたから、とにかく、商品を売るのには自信がある、

その能力を活かしたい。 
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●学校は卒業したけれど、就職がないので、インターネットで生計を立てたい。 

 

●会社をリストラされてしまい、再就職の道がない。ネットで食べるにはアフィリエイ

トしかないのではないか。 

 

いかがでしょうか。 

本当に、いろんな動機や目的がありますよね。 

 

だから、すぐに、どのアフィリエイトで行こうと決めなくていいんです。 

 

繰り返しますが、 

しばらくは、アフィリエイトという世界の全体を見まわしてみてください。 

 

そして、以下の２点を確認してください。 

 

１）アフィリエイトにはいろんな種類があること。 

 

２）あなたは、あなたにしかない事情や個性や能力を持っているから、 

他人に指示されたとおりに、進む方向を即決できるものではないこと。 

 

この２点を予備知識として得ただけでも、 

今後、あなたが、アフィリエイトの世界で、 

迷子になる確率は、大幅に下がるはずです。 
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【第４回目】 

「ブロガーとアフィリエイトとの関係」 

 

インターネット上には、ブロガーという人種がいます。 

 

一言でいえば、ブログの運営者です。 

 

ところが、ブロガーにもいろんな種類の人がいることを、 

あなたはおそらくは考えたことがないでしょう。 

 

私自身も、このレポートを書くに当たって、 

初めて考察してみたのです。 

 

ブロガーを分類すると、けっこう勉強になりますよ。 

 

 

まず最初の分類は、 

【アフィリエイトの有無】 

1. アフィリエイトをしていないブロガー、 

2. アフィリエイトをしているブロガー 

 

あまり論議の対象にはなりませんが、 

意外に、アフィリエイトしてないブロガーは多いんです。 

 

アフィリエイトそのものを良く思っていない人は、かなりいます。 

 

アフィリエイトするブロガーも、 

そのことを知っておく必要があるのです。 

 

平たく言うと、ブログは本来は個人で純粋に楽しむためにあるので、 

アフィリエイトで収入を得るなどの営利目的で使用するものではない、 

そういう感覚がブロガーの中には根づよくあるというわけです。 
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読者は、「アフィリエイトしているな」と思うと、引いてしまう人がかなり

いるということを知らないと、 

やたらに、アフィリリンクだらけのサイトになってしまうわけですね。 

 

 

第２の分類は、 

【書いているジャンル】 

 

ブログを運営している人、つまりブロガーの 90％は、 

日記・趣味・エンタメ系だと一説には言われます。 

 

残りの 10％が、その他、もろもろということになります。 

 

では、アフィリエイト、お小遣い稼ぎなどについて書いている人はという

と、驚くほど尐ないです。 

 

いわゆるアフィリエイトブロガーは、自分のサイトにアクセスを呼び込む

ために、ありとあらゆる道具を使います。 

 

ですから、SNS とかで見かける機会は多いかもしれません。 

いろんなランキングやコミュニティに参加しているのは、 

アフィリエイトブロガーが、意図的に自分を目立たせるための、 

いわゆる自作自演であって、実質上の読者数は、驚異的に尐ないのです。 

 

私も日記・趣味系ブログと、アフィリエイトブログの両方をやっているの

で、 

その読者数の格差には、いつも溜め息がもれてしまうほどです。 

 

 

では、その理由は？ 

 

ブログに魅力があるなしが問題ではなく、 

アフィリエイトノウハウに関するニーズそのものが小さい、ただそれだけ

のこと。 
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わかりやすく表現するなら、 

渋谷のセンター街で、女子高生に街頭アンケートするとします。 

「あなたは、アフィリエイトに興味ありますか？」 

 

おそらく、ほとんどの女子高生は、回答さえしないで、人ごみの中に消え

てゆくはずです。 

 

ところが、ジャニーズタレントの名前を出そうものなら、 

ピクンと眉を動かして、興味深々という目つきに変わるのです。 

 

ということは、アフィリエイト専門のブログで、アフィリエイトに関する

記事を書いていても、将来性がないというか、 

先細りしてゆくのは目に見えているのです。 

 

多くの人がアフィリエイト（商用）サイトを嫌っていることからもわかる

とおり、 

アフィリエイト（商用）サイトを作ることを嫌がる人も多いのです。 

 

そういう現実を無視して、それを多くの人にアフィリエイトサイトを作る

マニュアルを普及させることは、 

根本から、無理があるとしか言い様がありません。 

 

いくらマーケティングの手法を駆使し、広告費をつぎ込んでも、 

そのステージに需要がなければ、すべてが空しいことは明らかです。 

 

その一方で、圧倒的な人数がひしめく、 

日記・趣味・エンタメ系のブロガーに対して向けられた、 

アフィリエイトのマニュアルは、なぜか存在しなかったのです。 

 

アフィリエイトが主ではなく、コンテンツ（内容）を重視する、ブロガー

たちの期待に応えるという視点が、致命的に欠落していたと言わねばなり

ません。 
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これは、まずいのではないかと思って、 

私は日記・趣味・エンタメ系ブログの運営者に向け、 

このようにアフィリエイトを活用すると、副収入が増えるし、 

将来的には経済的な自立の道も開けるということを伝えるために、 

「風花心伝」というマニュアルを発表しました。 

 

風花心伝 

http://xn--9oqs91bpm0avms.com/ 

 

この風花心伝が異色なのは、 

アフィリエイトには全く興味がないという方にも、 

充分に読み応えのある内容にしたことです。 

 

つまり、あくまでブロガーたちを主役としたマニュアルなのですね。 

 

最初に売る商品ありきで、その商品に合わせて、ブロガーが無理をすると

いうことを排除した、初のマニュアルです。 

 

主役はあくまでブロガーであり、売る商品ではない、 

それが風花心伝のコンセプト（基本的な考え方）です。 

 

風花心伝では、基本的に、ブロガーは自分のことと、読者のことを第一義

に考えていれば良いように作成されています。 

つまり、「風花心伝」は、アフィリエイターへの新たな提言であるとともに、  

ブロガーへの応援歌でもあるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://風花心伝.com/
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【第５回目】 

「テレビ番組が CM だけで作られたら、視聴率は？」 

 

テーマは前回と同じ「ブロガーとアフィリエイトとの関係」ですが、今回

は視点を変えてみましょう。 

 

民放のテレビ番組は、スポンサーとの契約料で運営されていることはご存

知かと思います。 

 

簡単に言うと、CM で食べているのが、民放のテレビ局です。 

 

そのため、ドラマやスポーツやバラエティを見ていても、CM が番組中に何

回もはさみこまれて、なかなか番組に集中できないということは、誰もが

経験していますよね。 

 

テレビ局は、良質な番組で視聴者を歓ばせるのが目的ではなく、 

視聴率を上げて、スポンサーから高い契約料をいだだこうとばかり考えて

いるようにも見受けられます。 

 

では、極端な話、 

ドラマとか、バラエティは、もう全部やめて、 

CM だけの番組を作ればいいじゃないかという意見も出てきそうですよね。 

 

テレビショッピングというような番組はありますが、 

全体から見たら、ほんのわずかに過ぎません。 

 

しかし、CM だけの番組が増える気配はありません。 

 

どうしてか？ 

 

理由は簡単です。 

 

視聴率が稼げないから。 
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視聴率が低いということは、商品の宣伝になりませんよね。 

それでは、スポンサーが逃げてしまいます。 

実はブログでも同じなんですよ。 

 

面白い番組をつくること、つまり、 

ブログのコンテンツを面白くしなければ、 

読者は増えないし、商品が売れる機会は極めて尐なくなる。 

 

テレビ番組の視聴率にあたるのが、ブログのアクセス数です。 

 

常にアクセス数不足で悩んでいる、アフィリエイトに特化したブログは、

テレビに置き換えるなら、CM だけの番組と同じなんです。 

 

それでは、アクセス（ネット視聴率）が伸びないのは当然ですよね。 

 

そこで、これからのブログは、 

民放のテレビにある、あのエンタテイメント性を取り入れないかぎり、 

生き残りにくいと言わねばなりません。 

 

※あなたの反応（しかし、エンタテイメントと言っても、私はシナリオ学

校は出ていないし……） 

 

いえいえ、ブログでエンタメ性を出すのは、実際に連続ドラマとかを作る

わけではないですから、ハードルは低いんですよ。 

 

テレビ局がずっと昔からやってきた、 

エンタテイメント番組で大量の客を呼び寄せ、 

エンタメの間にコマーシャルを流して、視聴者に商品を印象づけてしまう、 

そういう基本的な流れを、 

どうして、インターネットビジネスの世界はこれまでスポットを当てなか

ったのか、私はそれが不思議でなりません。 

 

要するに、ブロガーが経済的に安定するためには、 

インターネット上で、読者を楽しませるブログを制作する必要があること

いうことです。 

ただ、商品を売るテクニックや SEO 対策に凝っているだけでは、 
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購買予備軍は、どんどん逃げて行ってしまいます。 

 

何だか、こういう話し方をすると、難しいことを言っているように聞こえ

るかもしれませんが、 

要するに、アフィリエイト専門のアフィリエイトブログから脱却する道を、 

早めに見出したほうが賢明だということです。 

 

もっと、平たく言えば、 

商品を直接売るという、自分が嫌がることを人に勧めるのではなく、 

自分が好きなことで、多くの人たちに楽しんでもらう、 

そのように発想を切り替えれば良いのです。 

 

その発想から生れたブログアフィリエイトのマニュアルが、 

私の「風花心伝」に他なりません。 
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【第６回目】 

「しなやかな感性を大事にしてほしい。」 

 

私が情報教材を作ろうと思ったのは、2008 年です。 

 

そのため、これまでに発売されている、アフィリエイトの教材を買い求め、 

かなり勉強しました。 

 

この情報起業という世界を見渡しての第一印象。 

 

まず、男社会というか、何だか感性が貧困なステージだなあと感じました。 

 

私も詩人や芸術家ではありませんから、感性はそれほど鋭くはないんです

が、情報起業の世界は、情感がうすい世界です。 

 

情報商材の世界にどっぷりハマってしまった人も、 

一度リセットすれば、見えてくるものがあると思います。 

 

物事を良いほうに進めるためには、 

または、良質なものを作り出すためには、 

感受性が生き生きしていないと駄目だと思うのです。 

 

情報起業の世界は、何だか、札束で人の頬をぶん殴るみたいな、粗野な印

象を受けました（苦笑）。 

 

おこがましいようですが、このままでは、この世界は伸び悩むのではない

かと直感した次第です。 

 

と言いつつも、この世界に大革命を起こそうなどという大それたことは、

まったく考えていません（笑）。 

 

そんな大げさなことではなくて、 

もっとまろやかに、心の渇かない世界にしてゆければ、良い人材も育つの

ではというささやかな願いを抱いているだけです。 
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ブログって、もともと日記から、普及したものでしょう。 

ブログの基本は、ブログを書く人が、ご自分の感覚を健やかに活かすこと

ではないでしょうか。 

 

そこを度外視にして、ブロガーにアフィリエイトだけのためのアフィリエ

イトブログを作りなさいというのは酷なような気がします。 

 

マーケティングという言葉が大流行ですが、 

売るための戦略が先行し、中身が追いついていない印象が強いですね。 

 

そうではなく、シナリオライターが、基本となる法則を学んだ後は、 

自由に発想し、視聴者を存分の楽しませる、喜怒哀楽の表情豊かな世界を

構築してゆくように、 

ブロガーも、いつも感性が潤っていなければいけないし、 

創造的であってほしいものです。 

 

そうでなければ、読者を歓ばすことはできません。 

 

だから今、ブロガーに必要なのは、 

情報ではなく、情操かもしれない。 

 

情操（じょうそう）とは、「美しいもの、すぐれたものに接して感動する、

情感豊かな心」（引用元：Yahoo!辞書）のことですよね。 

 

セールスプロモーションやマーケティングの手法は、 

もうすでに、視聴者に半ば見破られています。 

 

情報を発信する側と、それを享受する側は、 

まったく立場が異なります。 

 

しかし、戦後から高度成長期を経て、情報化社会が進み、 

情報を発信する知識層と、それを受け取る一般大衆との知的格差は、 

急速に縮まりましたし、今も縮まり続けています。 
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何が言いたいかというと、 

一般大衆は、出版社、新聞社、テレビ局などが発する情報に、 

飽き飽きしているということです。 

 

では、何を求めているか？ 

 

それは個人の感性とか個性です。 

 

長い間、個人の感覚とか閃きは、格差社会の中では、 

押し殺されていました。 

 

多くの人たちに、自分のメッセージを発信しようとすれば、 

大手マスコミの自社利益誘導型のチェックを通過しなければなりませんで

した。 

 

しかし、ブログという誰でも使える新しいメディアが発明されたために、 

個人が直接、大勢の人たちに言葉を発することができるようになったのです。 

 

だから、私たちは、このブログの特性を存分に活かすべきです。 

 

商品を売って利益を上げるという経済行為のほかに、 

自分の好きなこと、個性、主義主張、愛情表現といった、 

情操的なことにこそブロガーは自らのエネルギーを使うべきなのです。 

 

あなたにネット上で近づいてきた人にどんなに言葉たくみに誘われても、

その人の目的が商品を売ることが第一だとわかれば、誰でも興ざめしてし

まうでしょう。 

 

だから、日記ブログでも、趣味ブログでも、エンタメブログでも、 

読者をまず楽しませ、酔わせることが第一です。 

 

そうすることができれば、細かいテクニックなしでも、大量のアクセスを

自分のブログに呼び込めるのです。 
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というか、商品を売り込まなくても、収益が上がってゆくアフィリエイト

のシステムがあれば、ブロガーは自分の好きなことだけに専念できますよ

ね。 

そのシステムの作り方については、 

実は「風花心伝」というブログアフィリエイト・マニュアルに詳しく書か

れています。 
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【第７回目】 

「好きなことを楽しむために必要なこととは？」 

 

前回、ブログは本来、商品を売る場所ではなく、個人の感性を伸び伸びと

表現するステージだとお話しました。 

 

アフィリエイトについて語っているレポートなのに、 

それは大いなる矛盾ではないかと思われる方もおられるかと思います。 

 

そこで問題提起です。 

 

誰もが、ブログは自分自身のものだから、思うがままに、自分らしさを表

現したいと願っているはずです。 

 

これから語ることは、私の体験です。 

 

自分が一番好きなことをやる、 

それは理想だけれど、 

経済的に苦しくなると、 

その好きなことさえ続けられなくなるということです。 

 

だから、私はブロガーの方々に、 

 

賢くアフィリエイトを導入して、収益を上げてください、 

そうすれば、好きなことがずっと続けられるようになる。 

 

このようにアドバイスすることにしています。 

 

だから、私の発表した「風花心伝」は、 

アフィリエイトだけの教材ではないんです。 

 

あくまでブロガーが主役で、アフィリはむしろサブかもしれない。 
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しかし、主役であるブロガーを応援するアフィリエイトについては、 

徹底的に作業をシンプル化し、しかも、確実に稼げる方法を伝授しています。 

 

言い換えるなら、 

ブロガーの方々が経済的に苦しまないで、 

思う存分、好きなことを楽しんでいただくためのマニュアルなのです。 

 

最後に風花心伝および風花乱舞の特長をまとめてみます。 

 

●風花式ブログ術の特長 

 

１） 期費用がほとんどかからない。 

２） ブログだけで収益が上げられる。 

３） ブログの大量生産をしなくてもいい。 

４）自分が楽しめる（主役は商品ではなく、自分自身）。 

５）経済的に豊かになれる。 

６）精神的な満足が得られる。 

７）自分自身の本音を裏切らない。 

８）反社会的な要素がない。 

９）自分自身が成長できる。 

１０）身につけたスキルが他の分野でも活かせる。 
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■最後に 

 

７回にわたってお伝えしてきた「ブログアフィリエイト入門講座」もこれで終わ

りです。 

アフィリエイトに関する、あなたのイメージなり、見方が、 

確実に変化してくれたと私は信じています。 

 

繰り返しますが、インターネット上には、情報があふれすぎています。 

どの情報が有益なのかを初心者の方が選別することは極めて困難だと言わ

なければなりません。 

このレポートが、あなたが抱いていたネットビジネスやアフィリエイトに

関する疑問や誤解を、尐しでも解消できたとしたら、それ以上に嬉しいこ

とはありません。 

 

もしも、あなたが風花シリーズ以外の教材を購入されて、いろいろな迷い

などが生じた時には、 

「そういえば、風花未来という人間が書いたアフィリエイトの入門講座が

あったな」と思い出していただき、再び読んでみていただけると嬉しいで

す。 

 

その時、きっとあなたの心は霧が晴れたように、スッキリすることでしょ

う。 

 

それでは、あなたのブログライフ、 

そしてアフィリエイト活動に、 

幸運が訪れることを、心からお祈りいたします。 
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★★風花未来の無料レポート★★  

 

ただのブログを人気ブログに変身させる文章力アップ講座【再配布権付き】 

http://s-ter.net/miraikaze/c/00374.html 

 

青い鳥、逃げた！ 人気ブログが突然、削除された理由 

http://s-ter.net/miraikaze/c/00376.html 

 

アフィリエイターに、高波注意報！」 

http://s-ter.net/miraikaze/c/00377.html 

 

◆風花未来のメルマガバックナンバー◆ 

http://archive.mag2.com/0000268460/index.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★★風花未来の運営サイト・ブログ・メルマガ情報★★  

 

■風花未来ブログ塾 

http://jyuku.kazahanamirai.com/ 

 

■風花心伝ホームページ 

http://xn--9oqs91bpm0avms.com/ 

 

■風花乱舞ホームページ 

http://kazahanaranbu.com/ 

 

■風花瑠璃スタンダードバージョン 

http://miraiyosouzu.com/ 

 

■風花未来の風花心伝ブログ 

http://affiliatemind.blog47.fc2.com/ 

 

■ ご購入相談：http://s-ter.net/miraikaze/c/00200.html 

 

■メルマガ：風花未来のネットビジネスだけで食べてゆく方法 

http://www.mag2.com/m/0000268460.html 

http://s-ter.net/miraikaze/c/00374.html
http://s-ter.net/miraikaze/c/00376.html
http://s-ter.net/miraikaze/c/00377.html
http://archive.mag2.com/0000268460/index.html
http://jyuku.kazahanamirai.com/
http://風花心伝.com/
http://kazahanaranbu.com/
http://miraiyosouzu.com/
http://affiliatemind.blog47.fc2.com/
http://s-ter.net/miraikaze/c/00200.html
http://www.mag2.com/m/0000268460.html

