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アフィリエイトとは 

 

 

ネットビジネスと言っても、さまざまな稼ぎ方があることをご存知ですか？ 

 

情報販売、せどり、輸入、ドロップシッピング、オークション、稼ぎ方はた

くさんありますが、本教材で取り扱うのはアフィリエイトという

手法です。 

 

アフィリエイトは提携という意味で、販売者側が用意した商品をブログなど

で紹介するビジネスです。 

 

ちなみにアフィリエイトで稼ぐ人のことをアフィリエイターと呼びます。 

 

一般的にアフィリエイトはお小遣い稼ぎだと思われています。 

もちろん、副業としても使える稼ぎ方ですが、月 100万円以上の利益も狙え

る立派なビジネスです。 

アフィリエイトでサラリーマン以上の収入を得ている人も多くいます。 

 

平凡な主婦や学生、サラリーマンでも稼いでいる手法なので、あなたがいま

知識ゼロだったとしても、アフィリエイトなら１年以内に結果を出せる可能

性が高いです。 

 

報酬を受け取る仕組みは至って簡単。 

 

アフィリエイトリンクというものを経由して紹介した商品が成約すると、報

酬として売上の一部を販売者側から受け取ることができます。 

 

ブログなどの媒体を持っていれば、あなたでもすぐに始められます。 

 

アフィリエイトはパソコン一台とネット環境さえあればできるビジネスとし

て、小規模ながら発展しつつあります。 

  



 

  

アフィリエイトのメリット 

 

 

以前の僕はネットビジネスを胡散臭いと思っていました。 

アフィリエイトも例外ではありませんでした。 

 

しかし冷静に分析してみると、このビジネスモデルにはメリットが多数ある

ことに気づきます。 

 

まず、アフィリエイトは時間や場所に縛られません。 

パソコン１台とネット環境さえあれば、いつでもどこでも作業が出来てしま

います。 

 

家の中でのんびり仕事をしていても文句を言われません。 

作業時間も自由なので、気分が乗らないと思った日はお休みしても構いませ

ん。 

 

文字を書くだけならパソコンすら不要です。 

スマホがあれば事足ります。 

 

旅行中にちょっとした記事を更新するだけで、４００万円以上を稼いだ人も

います。 

 

時には公園でまったりとしながら暇つぶし程度にお金を稼いでもいいでしょ

う。 

 

社会人は朝から晩まで働くという風習がありますが、僕らアフィリエイター

は仕事の場所も時間も自由気ままに決めています。 

あなたのライフスタイルを崩さないまま好きなだけ稼ぎましょう。 

 

そして今すぐ誰でも参入可能です。 

 

アフィリエイトに資格や検定なんてものはありません。 

通常のビジネスのように膨大なお金をかけてお店を用意する必要もありませ

ん。 

 



 

  

集客もセールスも販売もインターネット上で全て完結します。 

 

やろうと思えば今日からすぐにでも実践することが可能になります。 

もちろん、稼げるようになるには技術や知識は多少必要ですが。 

 

実店舗や商品を用意しなければならないビジネスに比べたら、遥かに参入し

やすいと思います。 

 

技術といっても難解なものはあまり要求されません。 

 

僕だってツールなしではホームページも作れませんし、タイピング速度も会

社勤めのサラリーマンより遅いと思います。 

文章力は磨いたつもりですが、見て分かる通り小説家の足元にも及びませ

ん。 

 

しかし、問題なく稼ぐことができました。 

 

今あなたが商品をなにも持っていない状態だったとしても心配無用です。 

商品は企業側が用意してくれているので。 

 

僕らはすでに用意された商品の魅力を伝えればいいのです。 

ビジネスの実践的な部分をすぐに経験できるので、商売の入門として、これ

ほど向いているビジネスモデルは他にないでしょう。 

 

 

月収 100 万円以上でも狙えるビジネスです。 

 

アフィリエイトはお小遣い稼ぎとして認知されていますが、実際は本業にす

る人もゴロゴロといる世界です。 

 

彼らは旅行中にもかかわらず、数百万円の報酬を叩き出すこともあります。 

 

サラリーマンが満員電車に揺られて、お客に頭を下げて、上司に文句を言わ

れながら、毎日涙を飲んで稼いでいる年収分を一瞬のうちに稼いでしまうの

です。 

 

何故そんなことができるのかというと、インターネットはレバレッジが効く

から。 



 

  

例えば、電話で１対１のセールスをかける場合と、ブログにたくさんの読者

を呼んでセールスをかける場合、どちらのほうが多くの商品を売れそうでし

ょうか？ 

 

・・・答えは考えるまでもなく後者ですよね。 

 

一度記事を書いてしまえば、あとは勝手にブログやメルマガが働いてくれる

ので、一瞬で大きな金額を稼ぎ出すこともできるわけです。 

 

頑張れば頑張るほど稼ぐことができるので、決まった時間働いて、決まった

給料しか貰えない労働の世界では味わえない魅力です。 

 

 

 

さらにアフィリエイトは超ローリスクです。 

金銭的な負担がほぼありません。 

 

ビジネスというものはリスクを承知で挑むのが当たり前でした。 

 

パンを売るなら厨房の付いた店舗を構えないとならないし、カフェを経営す

るならコーヒーを作る機材や従業員を用意しなければなりません。 

 

土地代、人件費、維持費、光熱費、その他もろもろ。 

必要経費のことを少し計算するだけでも、ひっくり返るほどのリスクが想像

できます。 

 

当然、借金も抱えるでしょう。 

 

商品が売れない、ただそれだけのことで毎日眠れない夜が続くのです。 

頭を抱える経営者が後を絶えない理由もわかります。 

 

対してアフィリエイトは金銭的なリスクを背負うことがほとんどありませ

ん。 

 

実店舗を用意しなくてもブログで販売の流れは完結するし。 

 

僕もツールや教材には投資しているけど、月々の食費のほうがよっぽど高い

です。 



 

  

借金になるほどの経費はかからないから失敗が怖くありません。 

 

商品原価もありません。 

特別な設備を整える必要もありません。 

土地代や従業員も不要です。 

 

実店舗を構えて商売をすることに比べたら、アフィリエイトを実践するため

の軍資金なんて雲のように軽いでしょう。 

 

ビジネス初心者にとっては、うってつけの条件ですね。 

 

アフィリエイトのビジネスモデルは異質らしく、借金まみれのリスクを背負

って商売している起業家はみんな目を丸くして「そんな画期的な売り方があ

ったのか…」と呟きます。 

  



 

  

ASPの解説 

 

 

アフィリエイトを実践するためには ASPというものに登録しなければなりま

せん。 

 

ASPとはアフィリエイトサービスプロバイダーの略のことで、僕らアフィリ

エイターと商品販売者の仲介役を担っています。 

 

ちなみに ASPへの登録は無料です。 

 

ASPの仕組みは下図を参考にしてみてください。 

 

 
 

 

ASPにはいくつか種類があり、高額商品を扱っている ASPもあれば、1件あた

り数十円の報酬しか貰えない ASPもあります。 

 

ほとんどの ASPはクッキーというシステムを使ってクリック履歴を保存しま

す。 

 

お客があなたの発行したアフィリエイトリンクを辿って購入すると、ASPは

あなたの紹介で商品が売れたと判断できるため、晴れてあなたに報酬が発生

するというわけです。 

 

化粧品、健康食品、家具、ゲーム、電化製品、情報商材など。 



 

  

各 ASPによって商品は多種多様です。 

あなたが紹介したいと思う商品を自由にアフィリエイトすることができま

す。 

 

しかし、闇雲に紹介すれば売れるというものでもないから、しっかりと戦略

を練りつつ、売れやすい商品を吟味していく必要があります。 

 

例えばあなたがビジネス系の情報発信をするなら、美容サプリメントを紹介

しても読者に反応してもらえません。 

集まってくる読者はビジネスに興味を持っている読者ですからね。 

 

ビジネス系のブログを作ったなら、ビジネス教材やそれに関するツールなど

に絞って紹介するようにしましょう。 

 

  



 

  

アフィリエイト広告の種類 

 

 

アフィリエイトとは基本的に商品が売れた時点で報酬が発生する成果報酬型

のことを指しますが、そのほかにもクリック報酬型とインプレッション報酬

型があります。 

 

クリック報酬型とはグーグルアドセンスのことです。 

サイトに表示させた広告がクリックされた回数で報酬額が決まるというもの

です。 

 

実際に商品を売らなくても、クリックされるだけで報酬が発生するから、成

果報酬型に比べて報酬が得られやすいのが特徴です。 

 

しかし１クリックあたりの報酬額は数十円程度と少ないですし、まともな金

額を目指すなら相当なアクセスを集めなければなりません。 

 

個人がやるビジネスには向いていないでしょう。 

 

インプレッション報酬型はサイトの広告の表示回数によって、報酬額が決ま

るアフィリエイトです。 

 

サイト訪問者にアクションを起こしてもらわなくても報酬が発生するから、

クリック報酬型より、さらに成果が出やすくなります。 

 

成果は出やすいですが、募集広告自体が少なく、こちらも膨大なアクセスが

集まるサイトを持っていないと、まともな報酬額になりません。 

個人では稼げても数百円が関の山でしょう。 

 

本教材ではもっともシンプルで大きな金額も狙える成果報酬型を扱います。 

 

  



 

  

最強のアフィリエイトジャンル 

 

 

ひとくちにアフィリエイトといえど稼ぎ方は様々です。 

 

広告費をぶん回して稼ぐ方法もあれば、お小遣い程度を稼ぐための手軽な方

法もあります。 

 

もちろんどんな手法でも稼ぐことはできますが、僕が特に勧めているのは

情報発信アフィリエイトと呼ばれる手法です。 

 

情報発信アフィリエイトは、その名の通り、ブログやメルマガ、SNSで情報

発信をしながら、集まってきた読者へ商品紹介をするというものです。 

 

この手法は爆発力と安定力を兼ね備えた稼ぎ方で、大きな金額を半永久的に

稼ぎ続けることができます。 

 

アフィリエイトとしては王道のジャンルであり、それ故にライバルも多いで

すが、しっかり実践すれば確実に稼げる手法です、 

 

証拠として、ひとつ面白い動画を紹介しておきます。 

ネットビジネスで起業した“だいぽんさん“が投稿している動画のなかにア

フィリエイトで自由を手に入れた夫婦へインタビューしているものがありま

す。 

 

『アフィリエイトで７年間生活する夫婦の常識破りの日常』 

https://youtu.be/Ye6GTKg6Qxg 

 

インタビューを受けているともしんさんも情報発信アフィリエイトで稼いで

いる方で、彼はメール一通でサラリーマンの月収以上の金額をあっさり稼い

でしまいます。 

https://youtu.be/Ye6GTKg6Qxg


 

  

ぱっと見た感じは、とても威厳のある起業家には見えません。 

 

威厳のある起業家には見えませんが、動画内でも言っているとおり、ともし

んさんはお客の購買欲求をくすぐる高いセールススキルを持っています。 

情報発信アフィリエイトなら、彼のスキルを存分に活かせるわけです。 

ブログに３０人の読者がいたとして、全員に１万円の商品を買ってもらえれ

ば、月収３０万円はあっさり達成します。 

 

日本国民は１億人以上。 

その中でもほんの少しの人に振り向いてもらうだけで稼げます。 

 

これは特別ともしんさんに才能があったわけではなく、情報発信アフィリエ

イトを真剣に実践している人からすれば、サラリーマン以上の金額を一瞬で

稼ぐなんて当たり前の現象なのです。 

 

役に立つ優秀な教材も出回っていますし、わからないことがあれば検索エン

ジンにも情報があふれています。 

 

そういう先駆者たちが残してきた道筋をたどれば、たとえあなたに才能がな

くても、努力次第で成果が出せます。 

 

いまから始めても遅くなんてありません。 

日本でアフィリエイトを実践している人なんて、周りを見渡してもまだまだ

ほんの一握りですから、あなたは立派な先発組です。 

 

恐れずに情報発信アフィリエイトで自由への一歩を踏み出してください。 

 

  



 

  

報酬発生までの流れ 

 

 

情報発信アフィリエイトで稼ぐときにやることは至極シンプルです。 

次の順序に沿って作業を進めましょう。 

 

 
 

例えば、投資がテーマのブログなら 

「投資の実践記」「投資の始め方」「投資で得られるもの」「投資で成功す

るコツ」など。 

有益な記事はたくさん書けると思います。 

 

僕ら一般人のブログは役立つ情報や面白い情報を発信することで、やっと読

者が集まります。 

 

その後、信頼関係が築かれて商品は売れていくのです。 

 

読者に興味を持ってもらう入り口として、まずは読者に「勉強になった！」

と思われる記事を書きましょう。 

 

初めは難しいかもしれません。 

有益な

情報発信

固定読者
の獲得

商品紹介 報酬発生



 

  

しかし、日々積み重ねれば、情報発信のコツが見えてきます。 

 

逆にやってはいけないのはただの日記ですね。 

誰の役にも立たない日記を書いていても、読者は集まりません。 

 

日記で人を集められるのは芸能人だけです。 

 

一度、稼ぐ流れを掴めれば、後は作業を繰り返すだけで雪だるま式に報酬は

膨れ上がっていきます。 

最初だけ少し頑張ってみましょう。 

 

 

 

  



 

  

アフィリエイトできる商品 

 

 

美容品、本、雑誌、ゲーム、食品、家電、銀行口座、クレジットカード、保

険の相談、Webサービス、情報商材など。 

 

これらは一部ですが、ネットにあふれているほとんどのものが、アフィリエ

イトの対象になっています。 

 

高額なものから一般的に売られている安い商品まで、あなたの扱いたいもの

を自由に紹介できます。 

 

たとえ売れなかったとしても、アフィリエイトは仕入れ値が無いので、あな

たが損することはありません。 

アフィリエイト最大の利点ですね。 

 

紹介したい商品を見つけたら、積極的にブログなどでレビューを書いてみて

ください。 

 

ただし、なんでも紹介すればいいというわけではなく、紹介する商品はなる

べく絞ったほうが売れやすくなります。 

 

次々商品を売りつける広告臭いブログやメルマガに読者は興味を持ちませ

ん。 

 

またテーマに関係ない商品を紹介していると、読者は自分に無関係な情報だ

と思い、自ら遠のいてしまいます。 

 

オススメする商品はあなたが厳選して紹介してあげましょう。 

厳選して紹介すると、読者から感謝されて、リピーターになっていただける

こともあります。 

 

その方が結果的に大きな収入へとつながるのです。 

 

  



 

  

情報商材を紹介するべき理由 

 

 

情報商材とは有益な情報を詰め込んだコンテンツのことです。 

 

主にインターネット上で売買されていて、PDFや音声、最近では動画なども

主流になってきています。 

 

実は情報商材もアフィリエイトの対象になります。 

 

あなたが大きく稼ぎたいのなら、この情報商材を紹介していくことを推奨し

ます。 

なぜなら情報商材は、成約すると高額な報酬が期待できるからです。 

 

たとえば楽天アフィリエイトでは、本を一冊成約しても１０円や２０円の報

酬額が相場になります。 

報酬額が売上のうち 1〜2%だから、大量に売らなければまともな収益になり

ません。 

 

対して、情報商材をアフィリエイトした場合、一本あたり１万円以上の報酬

をもらえることもあります。 

 

情報商材はいくら量産しても原価が掛からないので、販売者も報酬を高額に

してくれるのです。 

 

10円の商品を 1000人に売るよりも、1万円の商品を 1人に売る方が遥かに簡

単だと思いませんか？ 

新規顧客を集めるコストも抑えられます。 

 

ただ、注意点として情報商材の中には稀に詐欺商材も見られます。 

 

販売サイトには期待させるような言葉を並べているのに、実際はなんの役に

も立たない内容だったということもあるので、中身を確かめてからアフィリ

エイトしなければ、知らず知らずのうちに詐欺の片棒を担いでしまうという

事態にもなりかねません。 

 



 

  

 

販売ページには誇張された言葉が多いし、明らかに書籍より高額だし、胡散

臭いものが過半数でしょう。 

 

僕も最初は情報商材を嫌悪していました。 

どうせ中身はショボいのだろうと。 

 

しかし、情報商材全てが詐欺ではありません。 
 

有益な教材もあるのは事実です。 

 

僕も勇気を出して情報商材を購入したら、ビジネスの基礎が身に付いて稼げ

るようになりました。 

 

情報商材を購入してなければ、今頃、経済的な不安に怯えて毎日過ごしてい

たでしょう。 

アフィリエイトなんて何から手をつけていいのかわからないまま、時間だけ

を無駄にしていたでしょう。 

 

詐欺的なものを扱わないように注意が必要ですが、価値ある情報商材を紹介

すればお客から感謝されることもあります。 

 

あなたが有益な情報商材を紹介して、先導者になってあげられるといいです

ね。 

 

 


