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０．始めに 

 

アフィリエイトってものがあるらしい。 

始めてみようかな？ 

 

でも、アフィリエイトはどのように始めたらいいので 

しょうか? 

 

昔、受験の時なんかに、「合格体験記」って読みま 

したよね。 

 

実は、あんなやつが役に立ったりしませんか? 

 

TOSSY は、そう考えて、自らがアフィリエイトを 

始めて、約 1 ヶ月半の体験記を書くことにしました。 

 

この短い期間でも、試行錯誤を繰り返し、 

歩んでいます。 
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1 ケ月半の間で、 

初報酬も１１月１５日に振り込まれ、 

ブログランキング（アフィリエイト部門）では、 

現時点（１１月２４日）までで、最高位１０位 

を獲得しています。 

 

今後、稼いでいく土台は出来上がったと言えると 

思います。 

 

そこで、私のここまでの歩みを赤裸々に語り、 

皆さんの参考にしていただければと思い、 

この無料レポートを作成することとしました。 
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１．アフィリエイトとの出会いとスタート 

 

私は、それなりに忙しく働いている 

サラリ－マンです。 

給料もそれなりにいただいていると思います。 

 

でも、アフィリエイトを始めたくなりました。 

一日１～２時間しか取り組めないんですけど… 

 

そのきっかけは、本でした。 

 

川島和正氏の著書 

「働かないで年収 5160 万円円稼ぐ方法」 

です。 

 

確か、読んだのは、2007 年 7 月だったと思います。 
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一度読んだ後、すぐにとりかかったわけでは 

ありません。 

 

夏が過ぎ、何を思ったのか 9 月にブログを作り始めました。 

 

最初に作ったブログは、3 つ。 

 

①自分自身が宅建の資格を持っていて、 

 会社の後輩も結構受験するので、「宅建の勉強のブログ」 

 

②ビリーズブートキャンプをやっていたので、 

 「ダイエットブログ」 

 

③息子が中学受験のため猛勉強しているので、 

 「中学受験の日記的なブログ」 

 

この 3 つでスタートしました。 
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しかし、宅建のブログはすぐにネタ切れ。 

 

ダイエットブログは、 

「今日はビリーズブートキャンプをやって、 

体重、体脂肪率、基礎代謝が変化した」等の記事しか書けず、 

ネタがなく終了。 

 

そこで、再度「働かないで…」を読み返すと、 

どうも作るべきブログは、 

 

「アフィリエイト」に特化したブログのようだと感じました。 

 

ダイエット日記とか受験日記的なブログは、 

訪問者もブログの中身に興味を示すことはあっても、そこから、アフィリエ

イトバナーをクリックしていただくことがなかなか難しい。 

 

また、色々な無料レポート等で調べてみると、 
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情報商材、 

クレジットカード 

会員登録、資料請求 

投資、ギャンブル 

恋愛 

資格 

 

あたりがアフィリエイトしやすい分野とのこと。 

 

そこで、情報商材に目をつけ、 

 

「後発アフィリエイターの日記」という 

ブログを始めました（９月２３日ごろ、その後２回ブログ名称変更）。 

その他、得意分野を生かして、英語の勉強や、 

法律系の資格に関するものも 

始めようと思っていたんですが、 
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受験のブログと、このブログの 2 つを始めてみたら、 

そのブログの更新だけで精一杯となってしまいました。 

 

そして、アフィリエイトブログと受験のブログで 

ブログとアフィリエイトの基本を 

学んでいこうと決意しました。 
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２．アフィリエイトブログの開始 

最初の投稿は、以下の内容です。 

「ブログ作って、バナー貼ることをやってみましょう。」 

という内容です。 

 

 

 

大した内容の投稿ではないですが、この記事を投稿した瞬間 

が一番大切な瞬間だったかもしれません。 
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「働かないで…」を読んで、「やってみよう」と言っている人は、 

私の周りにもたくさんいます。 

 

でも、ブログを始めたのは、私の周りでは、私だけです。 

 

この一歩を踏み出した瞬間を経験するか否かが 

大きな分岐点だと思います。 

 

後のことは考えず、無料なので、 

まずブログを作成してみることが 

重要だと思います。 

 

どこかのタイミングで、お金をかけたほうが、 

アフィリエイトが加速することがあると 

思います。 
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しかし、ほとんどの方は、 

ブログやメルマガの作成の手前で 

立ち止まってらっしゃるんだと思います。 

 

「無料です。」 

「自分のペースでやればいいんです。」 

 

時間があるときでいいと思います。 

「マイブログ」を作ってみましょう。 
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3．勉強 

アフィリエイトブログ開始後、無料レポートで勉強しました。 

 

毎日 10 個ずつくらい読んで、色々な知識、 

アクセスアップ、グーグルアドセンス、 

アフィリエイトの基本、心構えなど、 

勉強しました。 

 

会社の往復の電車の中でやりました。 

 

無料レポートも質的に色々あります。 

その中で、役に立ったものの中の一部を 

 

私のブログ 

http://hatsunetbusiness.seesaa.net/ 

の左サイドバーに置いてますので、 

ぜひダウンロードしてください。 
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そして、ブログで無料レポートを紹介しました。 

 

実は、この時期はまだ、無料レポートの紹介で、 

メルマガの読者増加するという仕組みを 

理解していませんでした。 

 

単純に、自分が読んでためになった無料レポートを 

「皆さんに紹介したい」 

という思いだけで、ブログで紹介していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「アフィリエイト、最初の 1 ケ月はこう過ごせ！！」 

Presented by TOSSY＠シナジーアフィリエイト 

15 

4.ブログの改善 

 

先輩アフィリエイターのカズヤマさんに、 

私のブログを診断していただきました。 

 

その結果、 

・名前の訂正（当初、私は「アフィリエイト修行中」 

 という名前でブログを運営していました。） 

・グーグルアドセンスの削除 

・不要コンテンツの削除 

 （カレンダー、商材ランキング、アマゾンの 

  アフィリエイトバナー等） 

・2 カラムから３カラムへの変更 

・「メルマガブートキャンプ」のレビューの作成 

 

を行いました。 

 

これによって、劇的にブログは改善したと思います。 
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その後も、色々な人のブログにヒントをいただき、 

週末に進化させてます。 

今、私のブログのっトップページの雰囲気はこんな感じです。 
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５．メルマガのスタート 

 

メルマガは「攻めの媒体」で、ブログは「待ちの媒体」といいます。 

 

また、「メルマガはブログへのアクセスを誘導するツール、 

ブログはそのアクセスを生かす場所」 

という考え方もあります。 

 

いずれにしても、メルマガとブログの相乗効果は 

捨てがたいと思い、 

メルマガも始めようと思いました。 

 

まず、まぐまぐで発行申請をしました。 

 

結果はあえなく失格。 

そのときの申請内容は次のページに記載のとおりです。 
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はじめまして。 

メルマガ第一号です。 

アフィリエイト初心者に役立つ無料レポートを紹介していきます。 

私も初心者なので、皆様と一緒にアフィリエイトがんばって 

行きたいと思います。 

 

本日のレポートは、 

●0 からスタート☆初心者のためのアフィリエイト！● 

http://www.sugowaza.jp/reports/get/11707/11538/ 

↑↑↑↑↑ 

レビューアフィリエイトを中心としたアフィリエイトの 

始め方が記されています。 

レビューアフィリエイトにこだわることなく読んでも、基本的な 

用語等の説明が参考になるので、読んで損はありません。 

 

こんな感じでどんどん無料レポートの紹介を行っていきますね。 

 

発行者は、アフィリエイト修行中でした。 
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以上が発行申請した内容です。 

「どこがだめ」かというと、全体的にだめな気がします。 

 

そんなときに、私が購入した商材が、 

 

「メルマガブートキャンプ」 

 

確か、買ったのは、10 月 4 日 

 

理論編、実践編を読み、購入者特典の音声 

を車の中で聞き、 

考え方を頭に叩き込みました。 

 

そして、メルマガ発行。 

 

最初は 6 通で発行。（10/13） 

10/20 時点で 49 部（49 部増/週）。 

10/20 にある方法を発見してからは、 
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10/27 240 部（191 部増/週） 

11/3  385 部（145 部増/週） 

11/10 574 部（189 部増/週） 

11/24 時点では、800 部を超えてます。 

順調に伸ばしています。 

 

今後も週に 100～150部程度、増やしていくことは、間違いなく可能です。 
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６．最後に～今後の展望～ 

 

現在のメルマガ発行部数の目標は、1000 部です。 

これを達成したタイミングで 

少し行動を変化させようと 

思います。 

 

具体的には、メルマガ上でのアフィリエイトに 

注力したいと思います。 

 

色々書いてきましたが、 

この 1 ヵ月半で私なりに会得した 

●記事の書き方 

●ブログの構成、カスタマイズの方法 

●アクセスアップの方法 

●信頼性の向上の必要性 

●継続のためのモチベーション 
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これら全ては、 

 

他のブログを訪問して学んだこと 

及び 

訪問いただいたアフィリエイターの方から、 

私のブログ、記事へのコメント 

 

によって、私の中に積み上げられた財産です。 

 

皆さんに出会えたこと、ご教授いただいたことに、 

心の底から”感謝”です。 

 

ブログもメルマガもまだまだ改善の余地はありますが、 

おかげさまで、ある程度の土台はできたと思います。 

 

信頼は実績が証明するものかもしれません。 

実績とは、アフィリエイト報酬のことでしょう。 
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ブログのオーナーの信頼性が未知数の場合、 

アフィリエイト報酬の発生は、一定の低い確率でしか生じない 

と思います。 

 

そうであるならば、一定以上の部数のメルマガによる 

攻めのアフィリエイトが必要と思います。 

 

必ずや圧倒的な実績を上げて、この続編を書きたいと思います。 

 

～終わり～ 
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最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

このレポートに書ききれなかったこと、言葉足らずな部分については、 

私のブログをご覧いただくか、 

直接メールにてお問い合わせください。 

 

このレポートがアフィリエイトを始められる方の少しでも参考になれば幸

いです。 

 

 

発行者：TOSSY＠シナジーアフィリエイト 

URL  ：http://hatsunetbusiness.seesaa.net/ 

Mail   ：merumagastock@hotmail.co.jp 

 


