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【著作権について】 

このマニュアルの著作権は作成者に属します。 

下記事項にご注意いただきご利用ください。 

 

⚫ このマニュアルは著作権法で保護された著作物です。著作者の許可なく、このマニュ

アルの複製、転載、流用、販売、転売等を禁じます。 

⚫ 著作権法違反の行為・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・刑事問わず法的手段による解決を行う場合がありま

す。 

⚫ このマニュアルに記載された情報は、作成時点での著者独自の見解等です。 

⚫ このマニュアルの正確性には万全を期していますが、万一誤りや不正確な情報があり

ましても、著者・企業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。 

⚫ このマニュアルの利用によるいかなる結果につきましても、著者・企業等の業務提携

者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

⚫ 著者は利用者の事前許可を得ずに、内容の訂正、情報の更新、見解の変更等を行う権

利を有します。 

⚫ このマニュアルの開封をもって、上記事項に同意したものとみなします。 

 

【推奨環境】 

当レポートに記載の URL はクリックできます。 

できない場合は最新の AdobeReader を下記ページよりダウンロードしてください。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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こんにちは！ 

ブログ起業家サポーターの慎吾です^^ 

この度は、『挫折できないブログ基礎マニュアル！ブログ起業家への 3 ステップ』を 

ダウンロードいただき、ありがとうございます。 

 

このマニュアルでは、僕がブログ運営でアフィリエイトを行い、 

8 ヵ月で月収１５万円を達成した次の 3 ステップ 

1. 動機（モチベーション） 

2. 戦略（プラン） 

3. 実践（アクション） 

を全て解説します。 

 

このマニュアルを作成し、あなたにプレゼントした理由はただ 1 つです。 

あなたがブログ起業家として挫折することなく、夢を叶えて欲しいからです。 

 

【アフィリエイトには夢があります。】 

 

なぜならアフィリエイトの収入には上限が無いからです。 

サラリーマンの年収と違い、アフィリエイトで成功すれば 

10 万円、50 万円、100 万円とやればやるだけ天井知らずに稼げます。 

 

その証拠となる、あるグラフをご用意しました。 

このグラフは「アフィリエイトマーケティング協会」という NPO 法人が、2020 年に行っ

たアフィリエイトの市場調査の結果です。 
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引用元：アフィリエイトマーケティング協会 

この調査によると、18.5％のアフィリエイターが 1 ケ月に 10 万円以上稼いでいることがわ

かります。 

 

実際、知り合いに 1 億円以上をアフィリエイトで稼いだ起業家がいます。 

※某●●トラベル専門のアフィリエイターで、数億円の資産があるらしいです^^; 

世の中がコロナで騒がれていようが関係ありません。 

彼はすでに一生働かずに暮らせる資産をアフィリエイトで稼ぎました。 

 

そんな夢のような話があるブログアフィリエイトですが、 

一方で、1 年以内にブログ更新を止めてしまう人が多いのも事実です。 

なぜなら、アフィリエイトは成果が出るまでに時間がかかる特徴があるからです。 

 

では、ブログ更新を止める人の割合はどのくらいなのでしょう？ 

 

次のページに、先ほどと別のグラフをご用意しました。 

このグラフは 2008 年に総務省が行った調査で、その中にブログの更新継続率が調査されて

います。 

https://affiliate-marketing.jp/invest/
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引用元：総務省 情報通信政策研究所 

この調査によると、3 年間のブログ継続率は「たった３%」との結果が出ています。 

それほどまで、ブログを継続するのは難しいのです。 

 

このマニュアルをダウンロードしたあなたは今、 

『絶対にブログで稼ぐ！』と決意していることでしょう。 

 

ぜひ今の決意を 1 年、2 年、3 年と継続させてください。 

 

ここからはあなたに朗報です。 

 

アフィリエイトは成果が出るまで時間がかかる一方で、 

時間の経過とともに加速度的に収益が伸びる性質があります。 

次のページをご覧ください。 

https://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2009/2009-02.pdf
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このグラフは嘘でも大袈裟でもありません。 

ただの客観的事実です。 

ネット上の「アフィリエイトは稼げない」という意見は無視してください。 

なぜならその人は、ただ単にアフィリエイトに挫折した人だからです。 

 

コツコツと地道な努力をした人が夢を叶えます。 

あなたは夢を叶えますか？それとも・・・？ 

 

いいえ、僕は知っています。 

あなたは夢を叶える人です。 

 

このマニュアルであなたの夢をサポートします。 

僕が 8 ヵ月で１５万円稼いだ【ブログ運営の基礎】を全て詰め込みました。 

あなたの夢を叶えるため、絶対に真剣に取り組んでくださいね。 
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＜目次＞ 

【第 1 章 -動機-】100%挫折しない方法とは？『絶対に〇〇する』と決断せよ！ 

 １－１ あなたのブログが 1,000 万円で売れる？ブログ運営の知られざる裏側とは？ 

 １－２ （まだ決断できない人向け）やる気も気合も不要！決断すればあとは行動だけ！ 

【第２章 -戦略-】アフィリエイト成功の命運はブログのコンセプトで決まり 

２－１ 稼げるブログはココが違う！失敗しないブログ運営の大前提とは？ 

２－２ ブログのコンセプト作りに必須！向き合うべき 5 つの質問とは？ 

２－３ 一番簡単なコンセプトの決め方とは？〇〇のあなたをペルソナに！ 

 ２－４ そのコンセプトで大丈夫？稼げるキーワードのリサーチ方法とは？ 

 ２－５ 《超有料級》1 成約 3 万円も！高単価なアフィリエイト案件が多いジャンルと

は？ 

【第 3 章 -実践-】初心者でも困らない！アフィリエイトブログ作成マニュアル 

３－１ たった１０ステップでブログを開設する方法とは？ 

３－２ 3 ステップで完了！思い通りのデザインを導入する方法とは？ 

３－３ インストール必須！１０個のプラグインを完全解説！ 

３－４ 8 ステップで「Google アナリティクス」を導入する方法を解説！ 

３－５ 「Google アナリティクス」これだけは知っておきたい 5 つの機能とは？ 
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【第１章 -動機-】100%挫折しない方法とは？『絶対に〇〇する』と決断せよ！ 

ブログアフィリエイトの成功で最も重要なポイントは何だと思いますか？ 

 

⚫ 誰でも簡単に稼げるノウハウでしょうか？ 

⚫ 1 日数記事を書くライティング能力でしょうか？ 

⚫ 読者の心を動かすコピーライティング能力でしょうか？ 

⚫ ブログで商品を購入してもらうセールス能力でしょうか？ 

⚫ 市場の流れを読み解くマーケッティング能力でしょうか？ 

 

確かにこれらの能力はブログアフィリエイトの成功に必須です。 

ただし成功するためには、他にもっと重要なポイントがあります。 

 

それはあなたの決断です。 

 

決断とは何かと言うと、 

『絶対にアフィリエイトで稼ぐ！』 

『絶対にブログで人生を変える！』 

『絶対にブログアフィリエイトで夢を叶える！』 

このように、あなたの気持ちを決めることです。 

あなたの気持ちは、どんな仕事の能力より 100 万倍重要になります。 

 

ただし、あなたの気持ちは誰にもコントロール出来ません。 

つまり決断とは他の誰でもなく、あなたにしかできないのです。 



9 

Copyright© 2021 慎吾録 All Rights Reserved  

これまでの内容を精神論だとナメないで下さい。 

なぜならブログ起業とは、本当に「決断したかどうか」で決まるんです。 

 

先ほどの総務省のデータ通り、3 年後まで更新され続けるブログはたった 3%です。 

これは客観的事実です。 

それどころか 90％以上のブロガーは 1 年以内にブログ起業に挫折しています。 

これは数々のブログ起業家を見てきた僕の経験です。 

 

彼ら彼女らがブログ起業に挫折する理由は単純明快です。 

 

『成功するまで気持ちが続かない』だけです。 

つまり、そもそも決断が出来ていないのです。 

 

決断は、どんなノウハウよりも重要です。 

決断さえすれば、どんな困難も乗り越えられます。 

逆に決断できなければ、どんなテクニックも能力も無駄になります。 

 

あなたはいま決断できていますか？ 

『アフィリエイトで稼ぎますか？』 

『ブログで人生を変えますか？』 

『ブログアフィリエイトで夢を叶えますか？』 

 

もしあなたの答えが「YES」でなければいますぐこのマニュアルを閉じてください。 

僕からの LINE もブロックしてください。 
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僕は本気です。 

 

本気であなたに「ブログ起業家として成功して夢を叶えて欲しい」と思っています。 

 

あなたの成功のサポートを僕はできます。 

僕はブログ起業家のサポートをすると決断したからです。 

ただしあなたの決断が無ければ、誰がどれだけサポートしても無意味です。 

 

だから決断してください。 

 

そして決断した人だけマニュアルの続きをご覧ください。 

 

決断した人にはブログ運営の凄まじい実態を次項でコッソリと紹介します。 

世間ではほぼ知られていない、面白い実態ですよ。 
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１－１ あなたのブログが 1,000 万円で売れる？ブログ運営の知られざる裏側とは？ 

『ブログ売買』というビジネス取引を、あなたは知っていますか？ 

 

ブログ売買とは、自分が作成したブログを別の個人（または法人）がお金を払って買い取る

ことです。 

企業同士の M&A（合併＆買収）と全く同じイメージです。 

 

ブログ売買は売り手と買い手の両方に大きなメリットがあります。 

作成者（売り手）にとっては、作成したブログを売ってまとまったお金を得られるメリット

があります。 

購入者（買い手）にとっては、ブログを制作する時間と手間を解消するメリットがあります。 

 

では、ブログ売買とはどのくらいの金額でブログが売買されるのでしょう？ 

以下にブログ売買仲介サイトからの取引金額の一例をご紹介します。。 

 

引用元：サイト売却専門「サイトマ」 

//af.moshimo.com/af/c/click?a_id=2579924&p_id=2811&pc_id=6400&pl_id=35731&guid=ON
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このように、ブログ売買では 1000 万円以上の高額な取引がされる場合もあり、少なくとも

100 万円以上の取引がされる場合が多いです。 

 

ここからは夢のようで超現実的な話をします。 

もしあなたがこれからブログ運営を始めて 1 年、2 年、3 年とブログを育てるとします。 

すると、毎月 30 万円のブログ収入を得ながら、最終的には 1000 万円でブログ売却するこ

とも可能になるんです。 

 

実際にこの方法で数億円で売買されたサイトがあります。 

それが「資金調達プロ」というサイトです（現在は上場企業が運営中） 

もともとこのサイトを作成した人は、本人 1 人＋外注 1 人でサイトを構築し、高額で企業

に売却したそうです。 

 

何とも夢がある話ですよね？ 

しかしこれは現実の話です。 

そんな夢のようで夢でない、現実的な世界にあなたは一歩踏み込んでいます。 

 

いかがですか？ 

ブログ運営の知られざる実態を聞いて、 

あなたの決断がさらに確固たるモノになったのではないでしょうか？ 

 

 

 

 

 

https://shikin-pro.com/
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１－２ （まだ決断できない人向け）やる気も気合も不要！決断すれば、あとは行動だけ！ 

実はまだ決断できていない人がいますよね？（笑） 

そんなあなたに最後にお伝えします。 

この先のマニュアルを読み進める前に、絶対に読んでください。 

すでに決断できている人は、15 ページに進んで OK です。 

 

世間では、新しいチャレンジにはやる気や気合が必要と言われますが、 

なぜ新しいチャレンジに「やる気」が必要なのでしょう？ 

どうしてチャレンジするのに「気合」が必要なのでしょう？ 

 

その答えは『決断できていない』からです。 

 

「志望校に合格する」と決断すれば、親や先生に怒られなくても自発的に勉強します。 

「ダイエットで成功する」と決断すれば、飲み会を断って健康的な食事を心掛けます。 

「プロサッカー選手になる」と決断すれば、厳しいトレーニングも食事管理も受け入れます。 

決断すればやる気も気合も不要なんです。 

決断した人は行動が自然と変化するからです。 

 

逆に決断できていない人には、自分をムリヤリ動かす「モチベーション」が必須になります。 

 

これがやる気や気合という感情です。 

やる気や気合は一見すると良い言葉ですが、実は単発的・短期的な感情なので燃え尽きるの

も非常に早いです。 
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「勉強しなさい！」と親や先生に怒られても、成績は上がりませんよね？ 

「痩せなさい！」と指示されても、カロリー制限なんて長続きしませんよね？ 

「プロを目指しなさい！」と指図されても、トレーニングに耐えられないですよね？ 

 

僕はあなたに、単発的・短期的な感情でブログを始めてほしくないんです。 

ブログ運営は 1 ケ月、2 ヵ月やれば成功できるほど甘い世界ではないからです。 

月収 20 万円を超えるのに、3 年ほどかかる場合もあります。 

 

僕はあなたをサポートできても、あなたの決断をコントロールできません。 

だからこそ『あなた自身が決断すること』が必須なんです。 

 

あなたが決断すれば、あとは行動するだけです。 

あなたとあなた自身の約束を果たすだけです。 

 

さあ、決断できましたか？ 

 

決断した人だけ、次の章を読んでください。 

次の章では、成功するアフィリエイトブログのコンセプト作りについて解説します。 

 

 

第 1 章でやること＝決断！ 
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『人生を変えるブログ起業の教科書』② 

サンプルはここまで 


