
 アフィリエイトマニュアル
 あなたに合ったアフィリエイト選定チートシート



 ～まずはじめに～

 · アフィリエイトと言っても実は様々な手法が存在します。

 一般的にアフィリエイトと聞くとブログ記事を書きサイ
 ドバーや記事内に広告を貼りそこから商品を購入しても
 らうブログアフィリエイトやサイトアフィリエイトなど
 が一般的です。

 しかし、今これからアフィリエイトを始めたいと考えて
 いる方にはオススメできないのが現状です。

 冒頭でもお話しましたがアフィリエイトには様々なノウ
 ハウが存在するので何もブログアフィリエイトに依存す
 る必要はありません。

 そこでこれからアフィリエイトにはブログ以外にどのよ
 うな手法が存在するのか？またこれを見ているあなたは
 どの手法に取り組むべきなのか？

 まずは自分に合ったアフィリエイト手法を選ぶことが最
 短で結果を出す一番の近道になります。



 ～アフィリエイトの種類～

 ·  ブログアフィリエイト

 ·  サイトアフィリエイト

 ·  メルマガアフィリエイト

 ·  SNS アフィリエイト

 ·  アダルトアフィリエイト

 ·  無料オファーアフィリエイト

 ·  クリック報酬型アフィリ



 次のページでは各アフィリエイトの種類ごとに特
 徴などを色々まとめて行きたいと思います。



 ～ブログアフィリエイト～

 ·  まずアフィリエイトと言ったらブログアフィリエイト。

  こちらの手法はざっくり説明すると紹介したい商品のレビュー記事を書き
  最後に商品のリンクを貼りそこから購入していただけると紹介者に％で報
  酬がお支払される仕組みになります。

  ブログアフィリエイトで継続的に利益を出すコツは文章能力と集客力が重
  要となってきます。

  下記に脱毛に関するレビュー記事を載せておきますので参考までに見てみ
  ると良いでしょう。

 https://xn--h9jya6d7a0b1611enh5a.com/haijinina-datsumou/



 ～ブログアフィリエイトに必要な物～

 ·  ドメイン＆サーバー

 ·  ワードプレス

 ·  ASP(A8net など )

 ·  基本的にブログアフィリエイト向きな

  人は結果をすぐに求めず継続性があ
  る人。記事を書くことが好きな人。

  長期的にブログ運営をデキる人ならす
  ぐにでも取り組んで見ると良いと思
  います。



 ～サイトアフィリエイト～

 ·  サイトアフィリエイトはブログアフィリエイトに似ているのでこ

  こでは詳しくはお話しませんがほぼ同じとお考えください。

  画像のようにサイトのサイトバーなどに広告を貼りそこから成果
  があれば報酬となります。

  アクセス数が報酬 UP の鍵となります。

  ほぼブログアフィリエイトと似ています。



 ～メルマガアフィリエイト～

 ·  メルマガアフィリエイトはメールマガジンを使ってアフィリエイトを行う手法です。

  ここで必要になってくるのがメルマガ配信スタンドになります。

  メルマガ配信スタンドにはステップメールという機能が存在しこれを活用することによりメルマガアフィリエイトを自動化することが
  できます。

  この手法を業界では DRM （ダイレクトレスポンスマーケティング）といいます。

  メルマガに登録してくれたお客さんを

  集客→教育→販売

  することで利益を生み出すことができます。

  ステップメール機能はあらかじめお客さんがメルマガに登録したら
  1 日目に届くメール、 2 日目に届くメール、 3 、、、、 7 日目と設定することができます。

  7 日目に売りたい商品が合ったとしたら 1 日目 2 日目と設定しておきお客さんが買いたい！

  と思えるような文章を設定し 6 日目には早く欲しい！！

  となり 7 日目に商品をオススメした際に購入していただくといった感じで行うのが

  メルマガアフィリエイトとなります。



 ～メルマガアフィリエイトに必要な
 物～
 ·  メルマガ配信スタンド

  （エキスパートメール）

 ·  メルマガアフィリエイトはアフィリエイトを自動化したい人は是非取

  り組むべき手法です。

  しかし難易度は高いので初心者向きではありません。

  ある程度アフィリエイトに慣れてから実践することをおすすめします。

  またメルマガ配信スタンドはエキスパで十分でしょう。

  エキスパはこちら

  ステップメールは実際にやっている人のメルマガに登録して学ぶのが
  一番手っ取り早いです。

  参考までにステップメールを取り入れている方の
  メルマガを載せておきますので登録して見てみてください。

  http://directlink.jp/tracking/af/1472412/SjDLuuUB/



 ～ SNS アフィリエイト～

 ·  こちらのアフィリエイトはタイトル通り SNS を使ったアフィリエイト手法になり

  ます。
  Twitter 、 Facebook 、 Instagram などの SNS を主に使い集客するアフィリエイト

  です。
  ブログアフィリエイトで集客に困っている方は SNS での集客を取り入れるとアク

  セスが伸びやすくなるかもしれませんね！
  SNS毎に年齢層やターゲットも変わるので使い分けることによって集客力も変わっ

  てきます。

  また SNS アフィリエイトは僕自身現在取り組んでいるアフィリエイトでもありま

  す。



 ～ SNS アフィリエイトに必要な物～

 ·  Twitter

 ·  Facebook

 ·  Instagram

 ·  その他の SNS

  SNS アフィリエイトは、短期間で利益を出

  したい。ブログなどの記事を書くのが苦手
  な方におすすめしています。

  僕自身初めて 1 日目で ¥1,800

  3 日間で ¥46,000 利益を出すことができま

  した。

  僕の初月の報酬はこちら



 ～アダルトアフィリエイト～

 ·  アダルトアフィリエイトは、主に男性を対象とした
 アフィリエイトです。

 人の 3 大欲求である性欲を対象としたアフィリエイト

 なのでこれからも利益は出せる市場ではあります。
 月に ~10 万円は初心者でも稼げる分野です。

 実は僕自身一番最初に始めたアフィリエイトでもあ
 ります。



 ～アダルトアフィリエイトに必要な物～

 ·  SNS

 ·  ドメイン＆サーバー

 ·  ワードプレス（ fc2 ブログも可）

 ·  ASP （ DTI 等）

  アダルトアフィリエイトに必要な物は時と場合に
  よります。 SNS で完結することもあればブログを

  使うこともあります。

  また、アダルトアフィリエイトは初心者から中級
  者まで誰にでも出来る分野なので短期間で利益を
  出したい方は一度取り組んで見るのもありだと思
  います。

  これ一本でやるのは厳しいですが副収入としてや
  るなら非常に稼ぎやすいです。



 ～無料オファーアフィリエイト～

 ·  無料オファーアフィリエイトとは別名オプトインアフィ
 リエイトとも呼ばれ基本的には各 ASP のメルマガなどを

 紹介しその紹介 URL からメールアドレスを登録していた

 だいたら 300 円から 500 円の報酬が得られるビジネスモ

 デルとなっております。

 高い単価で一件 1000 円や VIP になると 2000 円、 SVIP に

 なると 3000 円といったケースもあります。



 ～無料オファーアフィリエイトに必
 要な物～
 ·  ASP

 ·  メルマガ配信スタンド

 ·  LINE ＠

  無料オファーをやるには育った自分の媒体がな
  いと正直大きな利益を生み出すことはできませ
  ん。

  この分野を極めるとメール 1 通や LINE ＠ 1 配信で
 10 万なども狙える分野でもあります。

  しかし、そのためにはメルマガや LINE ＠でかな

  りの数の読者が必要となります。

 LINE ＠やメルマガに読者を集めることにたけた

  人向けかもしれません。



 ～クリック報酬型アフィリエイト～

 ·  クリック報酬型アフィリエイトは Google AdSense のことを指します。

  ブログやサイトにアドセンス広告を貼りその広告 1 件クリックにつき 30 円

  などその人によって単価は変わります。

  youtube AdSense もこの分野でもあり youtuber の広告も

  GoogleAdSense から頂いているというわけです。

  またクリック報酬型アフィリエイトは AdSense 以外にも nend などの ASP

  がありますが単価が 1 桁なので AdSense 以外はあまりオススメしません。



 ～クリック報酬型アフィリエイトに
 必要な物～
 ·  Google AdSense

 ·  YouTube アカウント

 ·  ドメイン＆サーバー

 ·  ワードプレス

  AdSense はやり方によって使う媒体なども変わりますが

  主に YouTube かワードプレスでの使用になると思います。

  ブログでやる場合はかなりの PV 数が必要となるため中

  級～上級者向けです。

  また YouTube では AdSense の広告が反映されるのが規約

  が変わりチャンネル登録者数 1000 人を超え尚且、総再生
  時間 4000 時間を超えてやっと広告が反映されるようにな

  り、参入障壁は前より高くなりました。

  継続性がある方コツコツタイプは挑戦してみるのもあり
  かと思います。



 ·  いかがでしたか？アフィリエイトと聞くと 95% の人がブログアフィリエイトを実践し

  ます。
  ブログを作成し A8net に登録する。

  しかし、全く稼げず諦めてしまう。

  その結果アフィリエイト＝稼げない と思ってしまう。

  ブログアフィリエイトは時間がかかる上いつ報酬が発生するかイメージが湧かない為
  継続することができない人が非常に多いです。

  だからこそまずは短期間で利益が出るノウハウを実践することをオススメしています。

  次のチートシートではざっくりと先程紹介してきたアフィリエイト手法についてまと
  めますのであなたに見合ったアフィエイト手法を探し実践することをオススメします。



 チートシート

 メリット  デメリット

 ブログ（サイト）  サイトが資産になる  時間がかかる

 メルマガ  自動化が出来る  難易度が高い

 SNS  短期間で爆発的に利益が
 出せる

 使っている SNS のサービスが終

 了したら使えなくなる

 アダルト  一生稼げる分野  紹介する商品を間違えると

 利益が全くでない

 無料オファー  短時間で爆発的に利益が
 出せる

 読者を集めるのが難しい

 クリック報酬型
 得意に youtube では物凄い収

 益となる
 広告反映までに時間がか
 かる



 ブログで日々アフィエイトに必要な考え方やアフィリエイトについて、ま
 たブックメーカーや日々の実績を記事にしていますので是非時間がある時
 にでも一通り目を通してみてください。

 あなたに伝えるアフィリエイトから始めた資産形成術はこちら



 ～最後に～

 ·  自分にあったアフィリエイトモデルは見つかりまし

  たか？
  アフィリエイトを実践して全く稼げなくて諦めた方
  はチートシートを元に是非アフィリエイトを再開し
  てみてください。

  また期間限定で 30 分無料 skype コンサルティングを

  やっております。
 ·  今まで結果が出なかった人

 ·  これから副業を始めたい人

  など相談を承っておりますの希望の場合は LINE に戻
  り【 skype 希望】と一言ください。

  skype ではなく LINE でも可能なのでお申し付けくだ

  さい。

  ※こちらは予告なく締め切る事があります


