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【自己紹介＆実績】 
 

　　 
　　　はじめまして。 

　　シュンと言います。 

以下で、簡単な自己紹介をします。 

大学卒業後、 
一般企業（広告業）に就職するも３ヶ月で退職。 

退職と同時に、知識ゼロの状態からWebサイトの運営を始め 
開始２ヶ月目で初報酬を得る。 

その後、開始から約半年で報酬金額80万円を超える。 

現在は、 
サイト運営で身につけたWebマーケティングスキルを活かし、 

・個人～法人のネット集客・販売サポート 
・インターネットを利用した商売の新規立ち上げサポート 

といったコンサル業も行っております。 
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（一部報酬画面） 
１日50分以下の作業時間で毎日最低1万円以上の報酬が発生しています↓↓ 
※afbとはアフィリエイト広告を扱う大手asp業者のことです 
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～はじめに～ 
なぜいま個人メディアなのか！？

そもそも個人メディアと聞いて、

何を思い浮かべますか？？


個人メディアを分解すると

“個人”がやっている“メディア”となります。


twitterのこと？ 
youtubeのこと？

Instagramのこと？

blogのこと？

などなど、

人によって思い浮かべるイメージは様々でしょう。


ちなみに、

上記はすべて正解です。

個人メディアとは 
これらのITツールを利用して、 
個人で運営しているメディアの事です。 

・ブログで育児奮闘記を発信する
・ブログで受験情報を発信する
・インスタでファッション写真を投稿する
・youtubeで家電製品のレビュー動画を投稿する
・youtubeでコスメのレビュー動画を投稿する

これらの活動は、
全て個人メディアを運営していると言えます。

個人で運営をしているので、

基本的に誰からの制約も受けずに、

好き放題自由な発信をできるのが大きな特徴です。
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そんな個人メディアですが、

何を今更！！

と思う方もいるでしょう。
実際にすでに多くの方が

twitterやInstagramで情報発信をしているでしょうし、

中にはブログをやっていたという方も珍しくないかと思います。


なのですが！！ 

個人メデイアの本当のポテンシャルに気付いている方はまだまだ少ない
と個人的に強く感じています。

どうやって収益化するかを理解している人も少ないんじゃないかと思います。


『実際にそれらのメディアを使って、

大きくお金を稼いでいるのって一部の特別な人達でしょ。』


芸能人、大物youtuber、容姿端麗なインスタグラマー

有名ブロガー　etc


そう感じている方が現状まだまだ多いと思いますし、

以前は僕もそう思っていました。


しかし、
個人メディアの世界をほんの少し覗いてみれば、 
個人メディアによって、 
今現在抱えている日常・人生のあらゆる不満を解決できてしまうことに気づきます。 

例えば、

・経済的な不満

・労働環境の不満

・人間関係の不満
・やりたい事が仕事にできない不満


などなど、
今現在様々な不満を抱えてるかもしれませんが、

そんな不満も個人メディアを作ることで全て解決できます。
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そもそも日常生活における不満・トラブルの多くは

経済的な問題から生じるものが大半です。


・眠たいのに仕事のために起きる必要がある

・ギューギューの満員電車に乗る必要がある

・やりたくない仕事でも我慢してやる

・尊敬できない上司の言う事を聞く

・いくら仕事を頑張ってもその金銭的見返りは雀の涙

・金欠なのに高いカフェに行きたがる彼女に苛立って喧嘩

（ちなみに上記の不満は僕自身が個人メディアを作る以前に抱えていたもの）


これらの不満は全て 
お金がないために起こる問題でした。 

実際、
個人メディアという世界を知り、

個人メディアを自分で作るようになってから

僕自身は上記の不満から解放され、自由の身になることができました。


“ブログやyoutubeでお金を稼ぐことができる！
ネットを利用すれば稼げる！”


ってことは、なんとな～く耳にしてはいましたが、
やはりどこかで疑っている自分がいました。


パソコン音痴だし、

これと言って秀でた才能もない自分でもできるのだろうか？


そう思っていました。


しかし、

疑いつつも、

実践して蓋を開けてみると、 
その威力・破壊力は想像以上でした。 
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そりゃ稼げるよね！ 
って話です。


というわけで、

かつての僕自身のように、


・経済的な不満を抱えている

・好きなことをビジネスにしたい！

・あらゆる不満から解放されたい！ 

そう願う方にとって、

個人メディアがそれらを解決する現実的で有効な手段であることを 
本レポートにて知ってもらうことができたらなと思います。


ネットの用語が一切わからないような方でも理解できように

簡単な用語を用いてお話しています。


わからない事があれば、

サイトのお問い合わせページから質問してくれてもokです。


それでは本編スタートです！
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　１章  個人メディアのススメ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
個人メディアで爆発的に稼いでいる人達 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

～はじめに～でもお話したように、

個人メディアとは、

個人が運営するメディアの事を言います。


ただ、

ひとえに個人メディアと言っても、

活躍の場は様々です。


イメージし易いように、

無理やり３つに分けると以下になります。


・動画を利用して稼ぐyoutuber 

・インスタで稼ぐインスタグラマー 

・文字ベースで稼ぐブロガー
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それぞれが自分の得意な媒体（メディア）で、

何らかの情報を発信しているわけですね。


もちろん全てをMIXさせて稼いでいる方も沢山います。

そして共通するのは、 
何の縛りもなく基本的に１人で運営をしているという事です。 

そんでもって、

彼らが一体どれくらい稼いでいるのか？ 
という話です。


なぜ、はじめにこんな話をするかと言うと、

個人メディアの破壊力を知ってほしいからです。

ではまず、youtuberから！

皆さんご存知youtuberのヒカキンさんの事例。

トップクラスのyoutuberである彼は一体いくら稼いでいるのでしょうか？


正確な数字はわかりませんが、

ざっくり
月収レベルで数千万 

年収レベルで数億円であることは確かです。 

youtubeでの収入というのは、  
広告収入がメインになります。

再生回数に応じて、報酬が支払われるので、

再生回数を上げることがyoutuberの最優先課題というわけですね。


ヒカキンさんの場合は、
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youtube以外にも活躍の場を広げているので

もはや個人メディアの域を超えていますが。


ヒカキンさんの事例をあげられても、

現実味がないです・・・・


しかも、それってほんの一握りでしょ・・・


そもそも、そんなにお金が欲しいわけではない・・・


こんな声が聞こえてきそうですが、


ここで大事なことは、 
個人メディアと言えど、 
やり方によってはここまで成長するポテンシャルを持っているということです。 

無名の一個人でも 
ここまで化けることが可能であるという個人メディアの可能性ですね。


次はインスタグラマーです。

 

MOYAさんという方がインスタで稼ぐ女性として有名です。


普段は普通のＯＬとしてアパレルブランドの営業の事務をされているそうです。


彼女のインスタでの収入は 
年間600万円と言われています。


どのようにInstagramで収入を得ているかと言うと、
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プロトラベラーとしてGENIC（発刊：ミツバシワークス株式会社）という雑誌と契約して
います。


MOYAさんは海外旅行やファッションなどの情報を発信しフォロワーを増やし、  
それがきっかけで契約となり、収入を得るようになったようですね。


収入的には大きくはありませんが、

フォロワーが9万人くらいいるので、  
やり方によっては今後より大きく稼ぐことは充分可能でしょう。


写真でも稼げる時代です。 

今度はブロガーを見ていきましょう。


上記で、

youtubeとInstagramの事例を先にあがましたが、
正直ピンとこない方が多数だと思います。


映像撮るのって大変だし、 
そもそも自分の顔全面に出しなくない！
もっとひっそりコッソリ稼ぎたい！ 

そんな方も多いでしょう。


そして実際、

一般的な手法でyoutubeやインスタで稼ぐというのは、

わりかし難易度の高いゲームです。


それに、現在会社員であれば、

顔出しして稼ぐ事が難しいという事情もあるかと思います。
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そんなわけで、

僕が推奨するのはブログを活用した個人メディアの構築です。


ブロガーと言うと、

人によっては芸能人ブロガーや有名ブロガーのみを連想してしまうと思いますが、

ここでは、個人で文字ベースで情報を発信している人全般を指します。 

アフィリエイター
情報発信者
ブロガー
サイト運営者

様々な呼称がありますが、
本質的にやっていることは同じで
“何らかの情報を文字で発信している”ということですね。

ここではブロガーと呼びますね。


では、

ブロガーは一体どれくらい稼いでいるのでしょうか？？


ブロガーに関しては、

稼いでいる数字を出すのが最も難しいです。


なぜなら、

ブログの場合はyoutubeなどと違って、

再生回数やアクセス数で稼げる金額が決まるわけではないからです。

ブログには様々な収益化の方法があるということです。 

ブログの場合、

例え、

1日にアクセスが50～100そこらのサイトでも

1日1万円稼げたりします。（実践済み）


つまり、


単純な
アクセス=収入
という収益構造ではなく、
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様々な方法で収益化が可能であり、 
最も自由度が高いです。 

そして収入の上限は青天井で、

個人レベルでも何億と稼いでる人間は多数います。


また、

一見目立たないようなサイトでも 
実は月100万以上稼いでいるサイトというのもゴロゴロありますね。

僕自身も

様々なコンセプトのサイトを作成し、そこから収入を得ています。


例えば、

・映画に関する情報サイト 
・婚活アプリの情報サイト 
・格安スマホの情報サイト　etc 

これまで沢山のサイトを作ってきました。


僕の身近にいる25歳の青年も、

大学受験の情報を発信するサイトを作って 
安定して月50～80万の利益を出していたりします。

（これも立派な個人メディア）


彼は就職もしたことがなく、

マクドナルドでのアルバイト経験しかありません。


話してみても極普通の兄ちゃんです。

しかし、 
大学受験をテーマにした個人メディアを作ったことで、

平均的な25歳より遥かに自由な生活をしています。


とまぁ、

いずれにせよです。


youtubeにしろブログにせよ
個人メデイアにはこれだけ大きなポテンシャルがあるということです。
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そして稼いでいる構造というのも、

いったん仕組みを理解すればものすごーくシンプルです。


収益構造は非常にシンプルなので、

小難しい経営戦略なんかを知る必要もゼロです。


人が喜ぶコンテンツを作ることに集中すれば良いというのも

個人メデイアの魅力の１つですね。


そして、

個人メディアを構築すれば、

生きていくのに十分な金額を稼ぐ事はそれほど難しい事ではありません。


正しい情報を知れば、

十分実現可能です。


同時に、

コストゼロ・リスクゼロでスタート可能なので、

恐ろしくハードルは低いです。


ローリスク・ハイリターンとはまさにこのこと。 

今後、僕のコンテンツで学んでいけば分かることですが、

個人メディアの仕組み上、
正しく実践していけばどう考えてもある程度の利益は出ちゃいます。 

ではもっと具体的に、
個人メディアはどうしてそんなにお金が稼ぎやすいのか？？


その仕組みを改めて具体的に話していきますね。


ヒントは、 
個人メディアを支えるインターネットの力です。 

インターネット抜きにして個人メデイアは語れません。


この話を聞けば、


今後どんな商売をするにせよ

インターネットを活用しないという手は考えられないようになるでしょう。
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ーーーーーーーーーーーーーーー 
経済的成功を手にする3つの方法 
ーーーーーーーーーーーーーーー 

基本的に平成の今、

経済的な豊かさを手にしている人間というのは 
以下の３つの力をフル活用している人間です。


１　人の力を使っている（雇っている） 

２　お金の力を使っている（株式投資や金利で儲けている） 

３　ITの力を使っている（ITツールの利用） 

つまり、

自分以外の力を上手に利用しているわけですね。


が、

１や２に関しては、
比較的難易度が高く、

同時にリスクも高いゲームです。


人を雇えば人件費が掛かります。

（この時点で多くの人は無理ゲー）


お金に働いてもらうというのも、
十分な金融資産ができてからすることです。

（最低でも1000万とか。。）


最近話題のビットコインなんかも、

現状は、投機=ギャンブル的な要素が強くリスクが伴います。


自身でコントロール出来る部分が少なく、

失敗したら損失が大きいです。


つまり、

1,２に関しては

ゼロから這い上がる時に利用するものではないということです。


ある程度のビジネススキル＆金融資産が構築できてからです。
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一方、


３のITの力を利用するというのは、 
リスクゼロで、誰もが実践できます。

さらに、
youtube
twitter
Instagram
Blog

これらは全て無料で利用可能です。 

3のITの力を利用するというのは、
ゼロの状態から大きな金額を稼ぐのに最も適した選択肢ですね。


個人メディアで大きく稼げるのは、
これらのITツールをフル活用するからです。 

大事な事なので、

もっと詳しく説明しますね。


まず、大前提として、

基本的に商売で利益を上げるための計算式は以下です。


単価　✕　商品数　✕　顧客数　

とてもシンプルですね。


そしてその中でも 
売上に最も貢献する大切な要素が顧客数です。


いくら単価が高い商品を扱い
いくら商品ラインナップを豊富に取り揃えても、


買ってくれるお客さんがゼロでは

売上はゼロです。


商売で利益を出すにはなんといっても

お客さんが必要です。
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同時に、

単価が低くても

商品数が少なくても、


お客さんの数が豊富であれば

商売はまわります。

ただし、

ネットを利用していない、

リアル店舗での商売であれば、

相手にできるお客さんの数というのは限界があります。


どんなに集客力のある店舗でも

１日にさばけるお客さんの数というのには限界がありますよね。


例えば、

あなたが街中でカフェを開いたとしても、


１日に来店するお客さんの数というのは、

たかが知れています。


同時に座席の数にだって限界があります。


一方、 
インターネットを利用した個人メディアの場合、 
相手にできるお客さんの数が激的に増えます。 

地理的な制約がなくなるので、

日本中世界中のお客さんを相手にできるわけですね。


図にするとインタ一ネットを利用した商売の利点が一目瞭然ですね。
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“好き”をビジネスに出来る理由もここにあります。 

あなたがどんなにマニアックな個人メディアを構築したとしても、

日本中のお客さんを相手にできるとなれば

十分利益をあげることは可能です。


インターネットというと

もはや生活の一部で当たり前の概念となっていますが、


本当の意味でインターネットを

活用できている方はまだまだ少数です。


そして、
スマホ利用者も年々増えていますし 
ITツールもどんどん進化しています。

個人メディアを構築したビジネスは 
これからますます稼ぎやすくなっていくことは間違いないでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
個人メディアで可能となる夢のようなライフスタイル 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

以上で 
個人メディアが経済的な豊かさを手にいれるための最短で最良の道であることが
なんとな～く理解できたかと思います。
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というわけで1章の最後に,


個人メディアで可能となるライフスタイルについても

補足までに話していこうと思います。


個人メディアは 
夢のようなライフスタイルを実現可能とします。 

どんなライフスタイルでしょうか？


以下です。


☑パソコン１台あればどんな場所でも仕事が可能！！ 

個人メディアで稼ぐ場合、基本的に人に会ったり、

特定の場所で仕事をする必要性というのはありません。


布団の上でも、近所のカフェでも、砂浜のビーチでも

パソコンがありネット環境さえ整っていれば仕事はできます。


なので仕事における“出勤”という概念は消え去ります。


これは物凄く快適なことで、

満員電車とも無縁の生活が可能です。


通勤時間という無駄な時間がなくなるので単純に1日に使える時間が増えます。


通勤で1日往復1時間掛かっているとすれば週5勤務だとして、

1ヶ月で20時間分の時間が浮くということですね。

20時間あれば、映画何本も観れます。


☑好きな時間に働くことが可能！！ 

場所的な制約だけではなく 
時間的な制約からも逃れることができます。


朝方の方は朝早くに起きて、

空いているカフェで仕事をすることも可能です。
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反対に、どうしても朝が苦手という方は、

朝はたっぷり寝坊して、

夜の静まりかえった環境で集中して仕事をする。

なんてことも全て自由です。

自分の頭が最も冴え渡っている時に仕事ができるので、

仕事の生産性もビックリするくらい上がります。


☑苦痛な人間関係とオサラバ！ 

一般的な会社員、フリーターの場合であれば、

どんなに嫌いで苦手な相手でも、

仕事上どうしても付き合わざるを得ない人がいます。


自分の意志とは無関係に、

決められた環境の中での労働が強いられます。


一方、

個人メディアの場合であれば、

苦痛な人間関係ともおさらばできます。


基本的に仕事は１人で完結するため、

嫌な人と一切関わることなく自由に仕事が進められます。


無意味なストレスを抱えることがなくなるので、

精神的な安定にも繋がり、ハイパフォーマンスでの仕事が可能となりますね。


おいしい話ばかりだけど、 
個人メディアのデメリットはないの？？ 

はい。

メリットもデメリットも正直に話します。


ただ、

本当に現時点でデメリットとなるものをあまり感じることがありません。


なので、

個人メディアで生計を立てていくことの

デメリットを頑張って絞り出してみました。
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デメリット① 
一般的な社会人としてのマナーは 
もしかしたら欠落する可能性があるかも・・・ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お話した通り、

個人メディアというのは一人で完結するビジネスです。


・取引先に営業に出向く

・上司に媚びを売る

・飲みニケーション

といったサラリーマン特有の社会マナーなんかは

ビジネスを回していく上で一切不要です。


なので、

大組織における自身の立ち振舞い方や

組織の掟なるものに関してはどこか欠落するかもしれません。


ただ、

そもそもこのような事は、
お客さんに価値を提供してビジネスをする

という点において本質的なことではないと感じているので、  
欠落していてもビジネスに支障はありません。


ーーーーーーーーーーーーーーーー

デメリット②　 
孤独を感じることがあるかも・・・ 
ーーーーーーーーーーーーーーーー


僕自身、

個人メディアを作って生計を立てていくとなった時に

唯一感じた悩みはこれです。


個人で完結する仕事なので、

仲間と共同で何かをするといったことはありません。


なので、

時に孤独を感じることもありました。

が、そんな悩みもすぐに解決できました。
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とあるコミュニティに参加してみたり、

コワーキングスペースに契約して同業の人と仲良くなったり、


少し積極的に活動すれば、

同じような仲間と沢山出会えることに気づきます。


ーーーーーーーーーー

デメリット③ 
収入が不安定・・・？
ーーーーーーーーーー


個人でビジネスをするとなった時に

多くの人が感じるであろうデメリットだと思うのでお話します。


たしかに、

個人メディアを作ってビジネスをするとなった場合、

毎月必ず給料が出るという保証はなくなります。


しかし、
そもそも現在は会社自体の寿命もどんどん短くなってきています。


さらに大企業ですらどんどんリストラする時代。


理由は、

ITやAIの力で大企業も経営がどんどんスリムになっているからです。


つまり、

人が不要なんです。


これからは銀行員ですら 
どんどん失業していくと言われる時代であり、

単純労働なんかは今後どんどんAIやITに取って代わられます。


一方、

個人メディアのような

市場の隙間をついたフットワークの軽いビジネスというのは、

どんどん追い風が吹いています。


所謂コンテンツビジネス（=個人メディア）ですね。 
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また、
個人メディアというのは、

基本的にクリエイティブワークなので替えが効きにくいです。


ヒカキンさんをAIやロボットに置き換えることは難しいでしょう。


つまり、 
時代に物凄くマッチしたビジネスモデルというわけです。 

会社員として固定給を貰えるが、いつ仕事がなくなるかはわからない状態


or


個人メディアを構築し、

地道にファンを増やしていき、同時に１人でもビジネスを回せるスキルを身につける


長期的な目線で考えた場合、真の安定がどちらかは明らかです。 
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２章 個人メディアを収益化する3つの方法 

　　　
ーーーーーーーーーーーーーーーーー 
個人メディアを収益化する3つの方法 
ーーーーーーーーーーーーーーーーー 

１章で

・個人メディアを構築することのメリット
・個人メディアで自由なライフスタイルが可能になる

ということがなんとなく理解できたかと思います。

というわけで、
２章ではもう少し踏み込んで、

個人メディアで一体どのようにお金を稼いでいくのか？
といった話をしていきたいと思います。

個人メディアでお金が発生する仕組みがわかれば、
そのあまりの効率の良さにさらに個人メディアの魅力に取り憑かれるかと思います。
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まず、
これから個人メディアを作っていくとなった時、
それをお金に変える方法として以下の３つの手段があります。

1）誰かの商品を紹介する（アフィリエイト）

2）自身の商品・サービスを販売する

3）アクセスだけを集める（=広告モデル）

基本的には、
このいずれかの形をとっていくことになります。

もちろん全て融合させてもOKです

というわけで以下で、
この３つの方法についてお話していきますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
1）誰かの商品を紹介する（アフィリエイト） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

アフィリエイトと言う言葉を
聞いたことがある人もいるかと思います。

そして、
これまた人によって連想するイメージは様々でしょう。

・怪しい
・難しそう
・ステマ？　

けれど、これらは大きな誤解です。

仕組みがわかれば、
アフィリエイトというのが、
いかに綺麗なビジネスモデルかが理解できます。

-小ネタ-
1996年に開始された米アマゾンドットコムのアソシエイトプログラムがアフィリエイトプ
ログラムの始まりだと言われています。
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というわけで、説明しますね。

アフィリエイトって何かって言うと、
単純に紹介業です。

横文字で何やら目新しい響きがしますが、
昔ながらの代理販売です。

自分が価値を感じる商品や、
人にどうしても使ってほしい商品

それらをブログ上で相手に紹介して、
購入してもらった時に、はじめてその紹介料が貰えるというシンプルな仕組みです。

図にするとこんな感じです。

押し売りする必要もなく、
相手に商品の価値を正直に伝え、
その価値を感じた人にだけ購入してもらえば良いのです。

同時に、
販売者側からしても、
売れた時にだけアフィリエイターに紹介料を払えばよいので、
無駄な広告費をかける必要がないため最も経済的にメリットのある広告手法なのです。

購入者、紹介者（アフィリエイター）、販売者
３者全てが幸せになれるわけですね。
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イメージしやすいように具体例をあげますね。

例えば、
あなたがアマゾンでダイソンの掃除機を買ったとします。

とても使い心地が良く、惚れ惚れする商品なので、
是非ともその商品の魅力を伝えたい！

そう思い、
ブログの記事にそのダイソン掃除機のレビューを書いたとします。

同時に、記事の下部に、
アマゾンのダイソン掃除機販売ページのリンクを貼っておきます。

こんな具合↓↓

タイトル　新発売のダイソンの掃除機の使い心地＆感想

　　本文　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

　　　　　ダイソンの魅力を語ったレビュー記事
　　
　　　　　
　　　　　→ダイソン掃除機の販売ページはコチラです！
　　　　　（アフィリエイトリンク）
　　　　　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すると、
そのレビュー記事を読んだ読者は、
ダイソンの掃除機を買いたくなりました。
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そこで、
記事を読んだ流れで、
レビュー記事の下部にある
あなたが仕込んだアフィリエイトリンクからダイソンの掃除機を購入したとします。

そうなった場合、
あなたに商品の売上の2％が紹介料として発生するという仕組みです。

例えば、
5万円の掃除機を売った場合、
その2％の1000円が報酬として入る仕組みですね。

①読者が記事を読む
↓
②読者があなたが書いた記事内に用意したリンクを踏む
↓
③読者がアマゾンサイトでダイソン掃除機を購入→報酬発生！

アフィリエイトとは、
単純に“この流れ”を作るだけです。

つまり、
あなたは紹介することに徹すれば良いわけです。

商品購入後のサポートやクレーム対応なども
面倒な作業は一切不要。

あなたがすることは、
自分のサイト内でお気に入りの商品の魅力を教えてあげるということだけですね。

初心者が実践しやすく、
もっともストレスの少ないビジネスモデルです。

例えば、
・節約をテーマにした個人メディアを作った場合であれば、
節約に役立つ商品・サービスを紹介

・漫画をテーマにした個人メディアであれば、
漫画などエンタメコンテンツを紹介

・美容がテーマであれば
化粧品などの美容グッズを紹介
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こんな感じで、
自分が構築する個人メディアのテーマに沿った商品を紹介すればOK！

自分だけのセレクトショップを作る感覚ですね。

ーーーーーーーーーーーーーーー 
紹介できる商品は無限にある！！ 
ーーーーーーーーーーーーーーー 

もちろん紹介できる商品はアマゾンに限りません。

販売者とアフィリエイターをつなぐサイトというのがあって、
そこに登録すれば、
いろんな商品・サービスを自由に選べます。

有名なのがA8ネットというサービスです。
↓A8ネットの一部画面↓

紹介できる案件としては、

例えば、

・資料請求系
ex,学習塾の資料請求、食材宅配サービスの資料請求
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・ネットサービスの紹介
ex,有名婚活アプリ、大学受験のネットサービス、漫画読み放題サービス

・リアル店舗のサービスの紹介
ヨガ、脱毛、エステ、ダイエット系のサービス

・金融系サービス
クレジットカードの加入、保険の加入、FXの口座開設

などなど
本当になんでもあります。
（これらはほんの一部です）

つまり、
あなたがこれからどんな個人メディアを構築するとしても、
何らかの商品・サービスと関連付けて紹介することは可能だということです。

他にも例えば、
今話題の動画配信サービスなんかも
アフィリエイトできたりします！

huluフールーとかフジテレビオンデマンドとかですね。

１件の無料トライアル登録で1000円～3000円前後貰えるので、
案件としてもかなり魅力的です。
 
▼ちなみにこれは実際の報酬画面です▼
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映画というのは、
そもそも映画自体が様々テーマを題材としているので、
どんなテーマの個人メディアを作ったとしても紹介しやすいですね。

例えば、
美容をテーマにした個人メディアを作った場合であれば、

美意識高まる映画7選なんていう記事を書いて、
その記事の下部に、
これらの映画はhuluという動画配信サービスで見れますよ～！

なんて形とかもアリですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー 
2）自身の商品・サービスを販売する 
ーーーーーーーーーーーーーーーーー 

個人メディアを作り、

“自分の商品・サービス”を販売するというのも、もちろん可能です。

例えば、
あなたがダイエットの知識があるとするなら、

～（仮）2ヶ月間のSkypeダイエットサポート！！～

・メールやSkypeで食事サポート
・筋トレメニューの作成
・継続させるためのメンタルサポート

といったように、
自分なりに考えたプログラム・メソッドを作れると思います。

あなたがこれまで悩んできた事や克服してきた事を
効率よく解消するためのプログラムですね。

購入者としては、
そのプログラムに参加することで、
間違った道を歩まなくて済むといった様々なメリットを享受できます。
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仮に、
料金設定を2ヶ月で5万円だとしましょう。

その場合、
生徒さんを10人集めることが出来れば
合計50万の売上で、生計を立てることは十分可能ですね。

個別にサポートをするという形ではなくても、

『2ヶ月で必ず痩せるダイエットマニュアル！』

というコンセプトのPDFを作成して、
その情報をダウンロード形式で販売するということも可能ですね。

価格は4000円で、
月に50～100人が購入してくれたとします。

すると売上は20万～40万で十分生活は可能です。

原価もゼロで、 
需要がある限り半永久的に売れます。

以上はダイエットの例でしたが、

大学受験に関する合格マニュアル的なものをネット上でPDF販売して、
生計を立てている友人も実際にいます。

彼もマニュアルを単価5000円くらいで販売し、
月々50～80万ほどの収益を得ています。

一度仕組みを作れば、ほぼ不労状態で売れていくので、
その他の商売と比較して費用対効果は凄まじく良いです。

その浮いた時間で、 
商品の改良や新商品を作成することが
できるのでビジネス的にも好循環となりますね。

このように、
ダイエット以外にも
受験のサポートであったり、
子育てのアドバイザー業であったり、
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なんらかのアドバイスを 
ネット越しにしてあげる事は可能だと思います。

必要なツールは全て揃っているので、
あとはちょっとしたアイデアですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
3）アクセスだけを集める（=広告モデル） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

上記で

・アフィリエイトという手法
・自身のサービスを販売する手法

この２つをお話しましたが、
それ以外にも個人メディアで利益を上げる方法はあります。

商品を売らずに収入を得る方法ですね。

どういう方法かというと、
宣伝のためのスペースを販売するという“広告モデル”です。
（厳密に言えばそれも商品とも言うことはできますが・・・）

これだけ聞くと『は？？』
商品もサービスも売らないのにどうやって、私に収入が入ってくるの？

と思う方もいるかもしれませんが、
仕組みは至ってシンプルです。

身近なところだと、
テレビなんかも同じビジネスモデルです。

人が集まる番組を作り上げ、
そこでCMという形で宣伝スペースを販売するということですね。

企業が宣伝を行うための“機会”を売っているという意味では、
これも１つの商品サービスと捉える事もできます。

つまり、
人集めにさえ成功すれば、
それは何らかの価値に転換できるということ
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で、これと同様のことが、
個人メディアでも可能だということです。

人が集まるwebサイト（＝pvが多い）であれば、
そこは商品を宣伝する場としてかなり魅力的ですよね？　

例えば、
あなたがアイスクリームをテーマにした個人メディアを作ったとします。

記事はアイスに関連した内容ばかりです。

・最新のコンビニアイスのレビュー
・ご当地アイスの食べ歩き記事　etc

アイス好きの方に大人気のサイトです。
アクセスも沢山集まっています。

が、、

売る商品がありません。

アイスのアドバイザーなども難しく、
わざわざネットでアイスを購入する人も少ないので、

アフィリエイトしたり
自身のサービスを販売することは困難です。

しかし、
人が集まる場を持っているということは、
それ自体に大きな価値があります。

そこで登場するのが、
Google AdSenseです。

アクセス自体をお金に換える手段・サービスというのを
Googleさんが提供してくれています。

Google AdSenseを利用すれば（もちろん無料）、
なんらかの広告が自動的にあなたのサイトの余白に表示されるわけです。

Googleのロボットさんが
あなたのサイトに適した広告を自動的に載っけてくれるわけですね。
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事例を紹介しますね。
以下は実際に存在するサイトでアイスマン福留さんというアイスマニアの方が運営してい
るブログ（=個人メディア）です。　彼はアイスで生計を立てています。

個人メディアの１つの事例にもなるのでよかったら参考にしてみてください
→http://www.conveniice.com（アイスマン福留さんのWebサイト）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
↑このサイトの場合、
右側にある赤枠で囲った広告がクリックされた時に、
サイト運営者にGoogleを通して報酬が支払われるというわけです。

アフィリエイトの場合は
あなたが自分で商品・サービスの広告を貼り付け、
購入された時にはじめて報酬が発生しました。

一方、
アドセンスの場合は
あなたのサイトの余白に 
自動的に表示された広告がクリックされた時に報酬が入るというわけです。

アドセンス→クリック保証型広告
アフィリエイト→成果報酬型広告

と覚えておいてくださいね。
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クリックで報酬が入るので、
商品をセールス・紹介する必要が一切ないということです。

【グーグルアドセンスの収入の目安】

月間40,000 PV　…1万円
月間120,000PV　…3万円
月間200,000PV　…5万円
月間400,000PV　…10万円

仕組みが少し難しいと感じる方もいるかもしれませんが、

お金に換える１つの手段としてアドセンスという仕組みもあるんだ！
というくらいの認識でokです。

ちなみにYouTuberも
主にこのGoogle AdSenseというシステムを利用して収入を得ています。

動画が始まる前に数秒間広告が流れたり、
動画の途中でも画面の下の方に広告が時々現れますよね。

動画視聴中にここをクリックすると、
動画投稿者に報酬が入るわけです。

彼らは特に何かを売っているわけではありません。

が、視聴回数が増えれば、
広告スペースとしての価値が高まるため、
収益化が可能になるということです。

ページ / 37 63



2章のまとめです。

・初心者はまずはアフィリエイトに取り掛かるべし
・個人メディアで自分の商品を作成して販売することもできる
・商品・サービスを売らなくてもGoogle AdSenseを使えばお金に換える事ができる

補足
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
個人メディアの構築がお金を稼ぐにあたって効率的すぎる理由
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

補足ですが、
個人メディアがビジネス的に最も優れている理由を説明します。

レポート内で所々“不労所得”という言葉が
出てきていますが、それとも関連しています。

では、個人メディアビジネスのの大きな特徴の１つは一体何でしょう？

それは、

商品価値の寿命が長く、資産になりやすい！

という事です。

どういうことか説明しますね。

個人メディアの場合、
収益を出していくには 
何らかのコンテンツを作っていくことが必要です。

ブログの場合は記事

youtubeの場合は動画

インスタの場合は写真

いずれにせよ、
これらは全てデジタルコンテンツなので半永久的に保存可能です。

食べ物と違って腐ることがないため
寿命が長いです。
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同時に作る際のコストも低く、
例え失敗作になったとしても大きな痛手とはなりません。

高級食材を扱っているレストランなどと違い、
鮮度や売れ残りのリスクを心配する必要もありませんね。

つまり、
デジタルコンテンツの場合、
一度作ってしまえば長期間に渡ってそれは価値を持ち続けるという事ですね。

また、
個人メディアでなんらの商品を紹介・販売するとなったとき、
そのセールスの役割を果たしてくれるのはあなたが書いた１つ１つの記事です。

あなたのセールストークを記事に落とし込み、
記事が商品・サービスの魅力を訴えるわけですね。

つまり、
記事=セールスマン（あなたの分身）と捉えることができます。

そして、
人間のセールスマンと違って、
記事であれば24時間休みなく働いてくれます。
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同時に、
記事は病気もしませんし、
不平不満も言いません。
給料を払う必要もありません。

そんな優秀な記事を１００記事書いたらどうなるでしょう？

記事を書けば書くほど、
セールスの機会（顧客と接触できる回数）が増えるので 
当然売上はあがりますよね。

１年前、２年前に書いた記事でも、
利益を上げ続けてくれます。

このように、 
個人メディアでのビジネスの場合、
どんどん資産を溜めていくことが可能なわけです。

コンテンツの量に比例して、
収入はどんどん上がり、

反対に、
過去に作った記事が自分の分身として働いてくれるので、
労働時間はどんどん減っていきます。

ビジネス的な面においても、
僕自身が個人メディアに拘るのはこれらの理由です。
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3章 個人メディアのテーマ選び 

 
個人メディアを構築してビジネスをするとなった時 
どんなテーマを選ぶべきかをお話します。 

テーマ選びに悩む場合は、 
以下の３つの基準で考えると 
自分がやってみたいテーマが見つかるかもしれません。 

１）自分が興味のあること 
２）自分が悩んできたこと 
３）何らかの実践記を書く 

順に説明していきます。 

ーーーーーーーーーー 
テーマ選び～その①～ 
自分が興味のあること 
ーーーーーーーーーー 

個人メディア構築にあたって 
なにより大事なのは自分の興味のあるテーマを選ぶことです。 
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興味がないとそもそも続きません。 

記事を書くにも腰が重くなり、 
情報収集するのも億劫になります。 

もちろん書いている内容も読者に響かないコンテンツになる可能性が高く 
結果として利益の出ないサイトになってしまいます。 

一方、 
興味のあるジャンルの場合、 
モチベーションという言葉すら出てきません。 

やりたいからやる。 
そんな感じで、どんどんサイトは成長していくでしょう。 

熱のある所に人は自然と集まるので、 
テーマはなるべく自分の興味のあるものを選びましょう。 

また、 
興味のあるテーマを選ぶというのは、 
アクセスUPという観点からも大事なことです。 

何故かと言うと、 
自分が好きなこと・関心が高いことをテーマにした場合、 
自然とあなたが作るサイト（=個人メディア）は専門家していきます。 

Googleは専門家された情報価値の高いサイトを好みます。 

Googleにサイトが評価されると、 
検索の結果、上位表示されやすくなるので、 
アクセスが増え、読者が増えるというメリットがあります。 

というわけで、 
自分の興味のある事を書き出してみて下さい。 

もし思いつかない場合は、 
以下の２つの方法を試してみてください。 
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①大型書店に行く 

大型書店に行き、店内をぐるぐる周り、 
自分が立ち止まった棚のジャンルに 
ヒントがあるかもしれません。 

同時に、 
新たな興味関心の対象を発見することもできるかもしれませんね。 

②アマゾンの購入履歴をチェックする 

 
 

アマゾンで自分が過去に購入した商品の購入履歴をみてみます。 

すると、 
やたら美容グッズを購入している 
やたら漫画を購入している 
やたら家電製品を購入している 

様々な事に気付くかもしれません。 
自分がお金を掛けていること 
=自分が興味のあることです。 
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ーーーーーーーーーー 
テーマ選び～その②～ 
自分が悩んできたこと 
ーーーーーーーーーー 

個人メディアにおいて、 
最も稼ぎやすいテーマでもあります。 

理由は、 
悩みを解消することに焦点を当てたテーマというのは、 
お金が動きやすいからです。 

悩みが深ければ深いほど 
人はお金を払います。 

悩みにつけ込んでお金儲けをしようというわけではなく、 
単純にそこには強い需要があるということです。 

例えば、 
恋愛系のビジネスをしている方も 
今は沢山いるようですが、 

恋愛ジャンルの中で最も需要の高く、売れる商品というのは、 
復縁をテーマにした商品だそうです。 

好きな異性を落とす方法 

よりも 

復縁を成功させる方法 

の方が悩みとしては深く、強い需要があります。 

後者の方が緊急性も強く感じますね。 

基本的に人は緊急性の高いところにお金を払い 
緊急性の低いところにはお金を払いません。 

医学の世界でも同様です。 

予防医学には、 
あまりお金は動きませんが、 

ページ / 44 63



虫歯が痛くて、今すぐ何とかしたい！ 
そんな場合は何としてでも問題を解決したいと思います。 

多くの人は、 
虫歯を予防するためではなく 
虫歯を治すために歯医者に行くのです。 

もし、 
あなたが過去に何らかの悩みを持っていて、 
それを克服したというような事があれば、 
それは物凄く価値の高い情報になります。 

お客さんの痛みもわかるため 
お客さんに寄り添った商品・サービスを提供できるでしょう。 

ーーーーーーーーーー 
テーマ選び～その③ 
   　実践記を書く 
ーーーーーーーーーー 

実践記というのも、 
メディアとしてかなり価値が高いと個人的には思います。 

アメブロのブログランキングなんかを見ていても、 

・子育て実践記 
・受験奮闘記 
・婚活体験記 

といったような実践記ブログには沢山読者がいます。 

〇〇を実践中といったような 
人の生々しいリアルな情報を知りたがる人は多いということです。 

情報の鮮度も高そうですし、 
リアルタイム感が良いですよね。 

実際にそれで利益になるかといったら 
十分利益になります。 

例えば、 
30歳のOLが婚活実践記というテーマで個人メディアを構築したとします。 
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そのOLは 
婚活アプリを利用して、自身の婚活体験を 
日々記事として更新しています。 
ex, 
・今日は高学歴銀行員と恵比寿のレストランで会ってきました～（体験型記事） 
・婚活アプリでメッセージを送る際の注意点やコツ（ノウハウ記事） 
・私が使っている婚活アプリ３選（セールス記事） 

すると、 
婚活最中の女性であれば、 
そのブログに有益な情報があると思い 
ブックマーク登録してくれるかもしれません。 

そこで、 
実際に自分が使っている 
婚活アプリを紹介すること（=アフィリエイト）なんかもできますよね。 

・高所得者の多い婚活アプリを厳選！ 
・使用料の安い婚活アプリを紹介！ 

（ちなみに婚活アプリは１件の登録で2000～4000円あたりの報酬が貰えます） 
▼以下は、大手企業リクルートが運営する婚活アプリ『ゼクシィ縁結び』です▼ 
無料会員登録をしてもらうだけで2,168円の報酬です 

 

大手企業が運営し 
テレビCMを流しているような 
有名な商品・サービスも沢山あります。
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このように実践記という形であっても、 
婚活アプリの紹介はできそうですよね。 

婚活が成功した暁には、 
婚活アドバイザーとしても活動できますしね。 

なので今後あなたがなにか挑戦したい分野があれば 
同時に実践記を書いてみると良いでしょう。 

ここまでで 
１）自分が興味のあること 
２）自分が悩んできたこと 
３）何らかの実践記を書く 

とテーマ選びにおける３つのアイデアをお話しましたが、 

どんなテーマにせよ、 
なるべく飽きないテーマを選んでください。 

個人メディアというのは、 
あらゆるビジネスの中で最も稼ぎやすいモデルです。 

なのですが、 
辞めていく方も中にはいます。 

理由は、 
目先の利益だけを考え、 
自分が興味のないジャンルに手を出すからです。 

興味がないテーマ・ジャンルだと途中で投げ出してしまいがちです。 

また、個人メディアの場合、 
立ち上げのコストも掛からないので辞めるのも簡単です。 

飲食店始めるとなったら、 
最低でも数百万の初期投資が必要です。 

一度、はじめたら辞めるに辞められません。 

しかし、 
個人メディアの場合は初期投資がほぼゼロでスタート可能なので、 
結果がでないとすぐに放り投げてしまうんですよね。 
（とは言えその他のビジネス比べ結果が出るのは圧倒的に早い） 
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一方、 
興味のあるジャンルでコツコツ更新をしていけば 
必ず結果は出ますし、気が付けば大きな大きな資産になっています。 

なので是非、長期的に関わっていけるテーマ選びをしてください。 

それでは、次が最終章です。 
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最終章（おまけ） 
もし貧乏大学生のタケル君が個人メディアを作ったら 

ここまでの章で 

個人メディアとは何なのか？ 
個人メディアで一体どう稼ぐのか？ 
どういうテーマ設定をすべきか？ 

そんな事をお話してきました。 

個人メディアについて 
ざっくりですが理解して頂けたでしょうか。 

とは言っても、 
人に誇れる実績・特技もない。。 

自分に本当にできるだろうか？ 

そう疑問を感じる方のために 
一つ事例を紹介します。 
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架空の話ですが、 
個人メディアを作って 
稼ぐことのイメージの参考になればと思います。 

タイトルは 
『もし貧乏大学生のタケル君が個人メディアを作ったら』 

これまで話してきた内容の整理にもなるので、 
是非読んでみて下さい。 

【主人公プロフィール】 

タケル君（19歳大学生） 
大学進学のため上京。 
仕送りは家賃代のみ。 
残りの生活費の全てを 
コンビニバイトの給料で賄う。 

趣味:スマホゲーム、漫画 

悩み:お・か・ね・が・な・い 
（金欠すぎるため彼女をデートにも誘えない） 

そんな架空の人物タケル君が個人メディアを作り、 
金欠状態から脱出するまでのショートストーリーです。（フィクション） 

個人メディアビジネスのイメージを膨らませてもらうことを  
目的に書いたので細かい描写は省いています。 

なので、物語としてのツッコミどころなどはご容赦を。 

エッセンスだけを拾ってください。 
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ーーーーーーーーーーーーーー物語スタートーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

大学生であるタケル君は、 
元々実家が貧乏でした。 

小中高すべて公立の学校に通い、 
贅沢な暮らしとは無縁の生活。 

母の口癖は、 
『水道出しっぱなし！！！！』 
『もったいない！！！！』 
『いりません！！！！』 

といったように 
“節約”という言葉が家族のキーワードでした。 

タケル君はいつも、 

「早くこんな極貧生活から脱出したい！」 

「なにが何でもこの貧乏サイクルから抜け出す！」 

そう思っていました。 

そんなわけで、 
両親に無理を言い、 
高校卒業を機に、東京の大学へ進学することを決意します。 

やっとの思いで、 
両親の説得に成功し、なんとか都内の大学に進学することができました。 

しかし、 
両親は学費を払うことで精一杯のため、 
両親からの仕送りは月5万の家賃代のみです。 

残りの生活費8～10万は全てアルバイトで賄わなければなりません。 

時給900円だとして、生活費を稼ぐには、 
ざっくり週5で1日6時間労働の勤務をこなす必要があります。 

学生の身分としては、 
これはなかなか大変なことです。 
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勉強する暇もなかなかありませんし、 
大学生の青春であるサークル活動に参加することも困難です。 

そんなわけで、 

タケル君はなんとか効率的にお金を稼ぐ方法を模索し始めます。 

そんな時、 
ネットサーフィンをしていると、 
こんな無料レポートを発見しました。 

タイトル:個人メディアのはじめかた 

怪しいと感じつつも、 
早速読んでみました。 

なにやら個人メディアをつくれば 
好きなことでお金を稼げるらしいとの情報が書いてあります。 

それに、 
アルバイトの労働収入と違って、 
場所や時間の制約もないようです。 

おまけに 
一度作れば半分不労で収入が入り続ける。 

夢のような話でした。 

『楽して稼げる仕事はない！』 
そんな母の言葉がふと頭をよぎるが、 

そんな事も言ってられない状態。 
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資金ゼロでスタートできるようなので、 
味見程度にやってみるか！ 

そう思い、 
早速タケル君は個人メディアを作ることを決意しました。 

しかし、 
タケル君はこう思います。 

『個人メディアって言っても、 
俺なんかが発信できるような内容なんてね～よ！』 

早速、壁にぶち当たります。 

毎日の生活といったら、 
大学の授業を受けて、 
放課後にコンビニのバイトをして 
帰宅したらスマホゲームか漫画を読むことくらいだよ。。 

結局、 
個人メディアで稼ぐっていっても、 
世の中そんなうまい話なんてあるわけないよな。。。 

そう落胆していました。 

とは言っても、 
心のどこかで 

もしかしたら・・・・？ 

と一縷の望みも持っていました。 

『やらぬ後悔よりやる後悔』 

そんな言葉を思い出し、 
僅かでも希望があるならと、、 

とりあえず、 
手にした無料レポートを頼りにもう一度、 
個人メディアの構築にチャレンジしてみることを決意します。 

テーマ設定やどんな記事を書けば良いか模索している時、 
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とあるWebサイトにて 
こんな一文を目にしました。 

・新商品のレビュー記事には人が集まる！！ 

-理由- 
人がGoogleで検索する理由の１つに、 
“これから購入する商品・サービスの失敗をしたくないから” 
というのがあります。 

食べログや＠コスメ、アマゾンのレビューといった 
口コミ情報が重宝されるのは、 

すでに商品を利用した人の口コミを参考にすることで、 
商品購入における失敗・損失を回避するためです。 

特に新商品の場合は話題性も高まっているため、 
Googleで検索されやすく、記事にアクセスが集まりやすい傾向にあります。 

ふむふむ。 

タケル君は考えました。 

今の俺ができることいったらコレしかない！ 
新商品のレビューだ！！ 

コンビニには、 
バイトで誰よりも長い時間いるから、 
コニビニの新商品の情報に関してはかなり詳しい。 

週5でやっているから、 
売れ筋商品についても鼻が利く。 

とにかく、 
話題になりそうな新商品のレビューを書いていこう！ 

というわけで、 
タケルくんは早速サイトを立ち上げました。 

その名も 
『コンビニヘビーユーザーのタケルが教える！ 
コンビニ新商品のレビューサイト！』です。 
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荒削りではありますが、 
コンセプトも決まり、サイトも作り上げました。 

早速、 
新商品のレビューの開始です。 

タケル君はコーヒーが大好きで、 
日頃から缶コーヒーをよく購入していました。 

そんな時、 
コンビニでとあるコーヒーが新発売されました！ 
『サントリー コーヒー クラフトボス』 

珍しいことに、 
コーヒーの容器が缶ではなく 
ペットボトルです。 

飲んでみた所、 
味もなかなかの美味しさ。 
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コンビニも全力でピックアップしているため 
どうやら今後話題になる予感がします。 

なによりも、 
従来の缶コーヒーと異なり、 
容器がペットボトルなので、持ち運びに便利です。 

キャップ付きのコーヒーというのは昔からありましたが、 
構造の問題で開ける時に手に液体がつきやすいという不満がありました。 

ところが、今回新発売されたペットボトルのコーヒーだと 
通常のペットボトル同様に開けやすく、手にコーヒーの液がつくこともありません。 

そんな味覚的にも機能的にも優れた新発売のコーヒーです。 

タケルくんは是非ともこのコーヒーを紹介したい！！ 

そう思い、 
初めての商品レビュー記事を書くことに・・・ 

タケル君が書いた記事はコレです↓ 
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タケル君は、思ったことを全力で記事にしました。 

もちろん、 
手にした無料レポートで学んだ通り、 
アマゾンでクラフトボスのアフィリエイトリンクも 
記事の下部にもきちんと仕込んでおきました。 

すると、 
数日後・・・ 

とあるニュースサイトでクラフトボスが大人気で品切れ続出との記事が！ 

どうやらタケル君の予想は的中し、 
世間でもかなり話題になっている様子。 

その結果、 

タケル君の書いた記事にもアクセスが集中！ 

Google検索で 
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こういったキーワードで検索する人が沢山いたということです。 

もちろん、 
飲料水なのでアフィリエイトリンクを仕込んだところで 
そんなに多くの人が買ってくれるわけではありません。 

わざわざネットで買わなくても、 
近くのコンビニに行けば購入可能です。 

しかしです。 

サイトを訪問した何人かの人がそのリンクをクリックし、 
実際にコーヒーを購入していました。 

どうやら 
品切れ続出中でコンビニでは売り切れていて買えない 
＆ 
アマゾンなら24個のケース購入ができる 

という要因で売れたようです。 

自分が売れないと思っているものでも、 
案外予想外の理由で売れることもあるのだなーとタケル君は学びました。 

また、 
驚いた事に自分が紹介したコーヒー以外の商品の報酬も入っていました。 

・家庭用洗剤 
・キングダム28巻 
・電動歯ブラシ 

ん？？？俺はこんな商品のリンクを貼ってねーぞ。。紹介もしてねーぞ・・・ 

思わぬ報酬に嬉しさを感じながら、 
その原因を調べてみるとこんなことがわかりました。 

【アマゾン公式サイトから引用】 
Amazonアソシエイトのクッキー（Cookie）機能とは、あなたのサイトで紹介している商品広告
がクリックされたデータが一時的に保存され、仮にユーザーがその場で購入しなかったとしても
24時間以内に何らかのAmazon商品が購入された場合に、紹介料があなたに支払われるシステム
です。 
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クッキー？？ 
むむ、、 
なにやら難しい用語が連なるが、 

要はアマゾンの場合、 
自分のリンクから広告をクリックさせさえすれば、 
自分が紹介した商品以外の報酬を獲得できるチャンスがあるということか！ 

なるほど。 
そんなシステムにもなっていたのかと膝を打つタケル。 

というわけで、 
初報酬を得たことから、 
個人メディアで稼ぐことがどういうことであるか実感としてわかり、 
タケル君に火が付きました。 

その後は、 
より報酬率の高い商品・サービスを扱いたいとの欲も生まれ、 

アマゾン以外のアフィリエイトサービスも 
積極的に活用するようになりました。 

調べてみると、 
どうやらA8netというサービスが最もメジャーなサービスで 
扱っている広告案件も多数あるという。 

早速登録を済ませ、 
案件探しをしていると、 

自分もすでに利用中のサービスを発見！！ 
フジテレビオンデマンドです。 
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サービス内容はドラマや映画が観れる動画配信サービスなのだけれど、 
タケル君はフジテレビオンデマンドが映画だけでなく 
漫画も一部読み放題だという点に魅力を感じ登録していました。 

報酬額も 
１件紹介すれば2700円！！ 

アマゾンアフィリエイトの報酬率に比べかなり高額です。 

しかも報酬獲得の条件は、 
31日間の無料トライアルというものです。 

つまり、 
ユーザーにフジテレビオンデマンドの無料トライアルをさせるだけで良いのです。 

ユーザーはサービスに課金する必要もないため、 
紹介のハードルは最も低いです。 

さらにタケル君はそのサービスのヘビーユーザなので、 
サービス内容自体も知り尽くしていました。 

サービスのメリット・デメリット 
フジテレビオンデマンドで読める面白い漫画など多数のストックを持っています。 

タケル君は思いました。 

自分がすでに利用している商品だし、 
価値を信じている商品だから記事も書きやすいぞ！！ 

自信をもって紹介できる！ 

そんなわけで、 
新サイトを立ち上げました。 

『タケルのバーチャル漫画喫茶』 
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そのサイトに 
日々、漫画の感想・レビュー記事を更新していくことにしました。 

漫画は小さい頃からの趣味なので、 
読む苦痛など一切ありません。 

また、タケル君は 
漫画を読んだ後に毎回感じていることがありました。 

この漫画の魅力をみんなにも伝えたいな～ 
漫画で感動した部分など誰かと語り合いたいな～ 

かねてからそんな思いを抱いていました。 

しかし、 
身近に漫画好きの友人も少ないため、 
話せる友人というのはなかなかいませんでした。 

そんな背景がありながらも、 
漫画サイトを立ち上げ、地道に記事を更新していると、 
徐々にアクセスも増え、コメントをくれる人もチラホラでてきました。 

コメントの中には、 
タケルくんのレビューの視点を褒めてれくれる人や 
タケルくんが知らない漫画をオススメしてくれる人など 

ネットの中ですが、 
気の合う人と交流する機会も生まれました。 

これはタケル君にとって、 
予想外の嬉しい副産物でした。 

そうこうするうちに、 
記事が増え、読者が増えるにつれて、 
タケル君への信頼も高まっていき、 

タケル君が紹介した商品・サービスはバンバン売れるようになりました。 

タケル君が紹介するものなら、 
間違いない！と読者は思ってくれるのでしょう。 

その結果、 
漫画とは全く異なる商品・サービスを紹介しても売れるようになってきました。 
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そして気が付けば、 
アルバイトをしていた頃の収入を遥かに上回る金額を稼ぎ、 
オフ会なんかも開いて、気の合う友人も沢山できました。 

“好き”はビジネスになる！ 
個人メディアは全てを解決する！ 

これらの言葉は全て真実でした。 

『知らないって本当にこわい事だ・・・』 

タケル君は 
過去のコンビニバイト時代の自分を思い出し、そう思うのでした。 

end 

以上で物語は終了です。 

内容はフィクションでしたが、 
ストーリーの中で出てきたクラフトボスの事例なんかはかなりリアルです。 

あんな風に 
まずは自分の身近にある商品を紹介することからで良いのです。 

手を動かすことで 
どんどん経験を積んでいってください。 

個人メディアを運営していると 
思わぬ時に思わぬ形で報酬が発生することも日常茶飯事です。 

金銭的なことだけではありません。 

個人メディアを通して、  
似た価値観を持つ気の合う友人なんかも出来たりもします。 

というわけで、今回のレポートで、 
個人メディアに関する大枠は理解出来たと思います。 

今後もメルマガにて、 
もっと踏み込んだ内容を話していきますので是非お楽しみに！ 
どんどん知識を吸収して、あなただけの最高の個人メディアを作ってください！ 
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追伸 
この度は最後までお読み頂きありがとうございました。 

本レポートの感想を送ってくれた方には、 
さらにもう１つ！特別無料レポートをプレゼント致します。 

内容は、 
『ネットで確実に１万円以上の金額を稼ぐ方法』です。 
見るからに怪しいタイトル（笑）ですが、合法的な方法ですのでご安心を。 

まずは実際にネットでお金を稼ぐという体験をしてほしいと 
思いますので興味がある方は是非。 

感想のフォーマットは以下でよろしくお願い致します。 
１）本レポートで学んだこと 
２）どういう風に考え方が変わったか 
３）今後、どう行動していくか 
４）どう未来が変わっていくと考えるか 

強制ではないのですが、 
できるだけ以上のフォーマットで感想を書くようお願い致します。 

感想の提出先アドレス:haru.same27@gmail.com  
件名:無料レポート感想 
本文:上で指定した感想フォーマット 
※僕から返信メールが来ない場合はLINE＠にて連絡をして頂ければ、 
すぐに対応できます。 
LINE＠のID：vif7585g  

*注意事項*このレポートは僕が直接メールで送るようにしますので、 
僕がメールを送るのに疲れた時点でストップします。 かなりたくさんの人がこのレポート
を受け取りたいと予想されますので、確実にこのレポートをもらいたい場合は 今この瞬
間、感想を送っておいて下さい。 あなたからの感想を待っています。 
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