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インターネットを活用したビジネスで、 

着実にステップアップし、       

経済的、時間的、精神的ゆとりを     

手に入れたいあなたへ 
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はじめに （このマニュアルについて） 

 

本マニュアルは、現在の生活環境を変えたい、時間を切り売りするような仕事スタイルを変え、

インターネットで着実に安定収入を稼ぐための基本となる考え方をまとめたマニュアルです。 

 

■ 著作権について  

 

本マニュアルと表記は、著作権法で保護されている著作物です。  

本マニュアルの著作権は、発行者にあります。  

本マニュアルを使用するに当たりましては、以下の点にご注意ください。  

 

■ 使用許諾契約  

本契約は、本マニュアルを入手した個人（以下、甲と称す）と発行者（以下、 乙と称す）との間で合意し

た契約です。本マニュアルを甲が受け取り開封する ことにより、甲はこの契約に同意したことになりま

す。  

 

第１条 本契約の目的：  

乙が著作権を有する本マニュアルに含まれる情報を、本契約に基づき甲が非独 占的に使用する権利を承諾

するものです。  

 

第２条 禁止事項： 

本マニュアルに含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本 マニュアルから得た情報

を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活 動および電子メディアによる配信等により一般公開

することを禁じます。  

特に当マニュアル（ファイル）を、第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は、自らのビジネス活動にお

いてのみ、本マニュアルに含まれる情報を使用できるものとします。  

 

第３条 損害賠償：  

甲が本契約の第２条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、違約金 が発生する場合がございま

すのでご注意ください。  

 

第４条 契約の解除：  

甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約を解除することができるものとしま

す。  

 

第５条 責任の範囲：  

本マニュアルの情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が生じたとしても、乙は一切

の責任を負いません。 
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ごあいさつ 

 

こんにちは！ 

 

絆作りマーケティングのアキラです。 

 

 

僕はインターネットを活用し、着実に安定収入を稼ぐにはどうすればいいか？を 

ずっと模索してきました。 

 

ビジネスとしてはかなり難易度も高く、「怪しい」「ねずみ講だ」などとよく言われるネットワー

クビジネスを口コミをせずにネットの集客だけでやる方法を学び、 

真剣に取り組んだ結果、ネットからのお客様のみで毎月人脈を増やし、 

毎月ビジネスメンバーを獲得することもできるようになりました。 

 

しかし、ネットワークビジネスというビジネスは、どんな企業に参加されたとしても、 

労働収入とは違った収入体系であり、最初は準備が必要です。 

これは、初心者が取り組むには少しハードルが高いのでオススメしませんし勧誘もしません。 

 

ちょうど、医師や技術系の職人さん、美容師さんたちと同じように、 

一人前になるまでは修業期間が必要なんです。 

 

しかも彼らと違い、その間の報酬は０円。 

自分はその時期を乗り越え報酬につなげることができたが、仲間がみんなガマン強くそんな風に

できるわけではなかった・・・。そこに気づいたことがきっかけです。 

 

確かに、ネットワークビジネスは組織が大きくなると、遊んでいても、寝ていても、 

製品を愛用し続ければ毎月通帳にお金が振り込まれます。 

安定した収入になるんです。 

 

 

ただ、これは、収入につながるまでの準備期間のことを考えると、 

・忍耐力が強い方 

・しっかりと目標を定め、長期計画で活動をできる方 

・メンタルがしっかりと作り上げられてる方 

でないと、なかなか継続が厳しいと感じました。 
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そこで、この「準備の間も着実にスキルを身につけながら、収入も稼ぐ方法」を考案しました。 

 

その方法はこれからゆっくりとお話ししていきます。 

 

 

この資料は、それを実現するための基本となるいろんなネットビジネスのメリットとデメリット

をお伝えします。 

 

 

僕がお勧めしているのは、ネット上でよく見かける、インターネットビジネス詐欺のような、 

ギャンブルや宝くじのように一攫千金を狙うことではなく、 

コツコツと着実に安定収入へとステップアップさせていく方法です。 

 

 

まずはネットで稼げるということを知ることからスタートです。 

 

今までネットからの収入が０円の方は、１円でも稼ぐこと、稼げるということを 

知りましょう。 

 

僕がお伝えするとおりに行動されれば、初月からいきなり５万～１０万、いや 

３０万を稼ぐことも可能です。 

 

 

もし、あなたの生活費が月収３０万円あれば安心して暮らせるとしたら、 

まずは３０万を安定して稼げるようになる努力をすることをお勧めします。 

 

 

最初の目標は、インターネットを使って、生活費を全額まかなえるようにすることです。 

そうして、毎月安定して生活費を稼ぐことができるようになると、 

 

「お金のために本業を続ける」 

 

という状態から抜け出すことができるからです。 

 

多くの人々が、日々の生活で不満を感じるのは、 

毎日イヤイヤ出勤したり、家計のために好きでもない職種のパート勤務をしたり、 

好きでもない仕事に一日の大半の時間を使っているからです。 
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もしかしたら、結婚当初はお互いのことを大切に思えていたのに、 

今となっては・・・。でも経済的に一人で生活していく自信がない、 

そんな方もいらっしゃるかもしれません。 

 

 

どんな理由があるにしても、現在の生活環境を変えるには、 

ネットで着実に安定収入を稼ぐノウハウを身につけることがベストな選択だと 

僕は確信しています。 

 

 

そして、現状を打破できたら、さらにネットでビジネス展開を拡大し、 

「寝ながら稼ぐ」を実現したり、収入はそこそこで趣味を楽しむことも可能になるでしょう。 

 

お金の余裕ができると、心にも余裕ができます。 

そして、毎日の時間ももっと有効に使うことができるようになります。 

 

 

このように、 

 

「まずはネットで生活を補えるだけの収入を稼ぎだすこと」 

 

を実現していくことからはじめましょう。 

 

いきなり月収１００万、年収１０００万以上とか、１億稼ぐぞ！とかいうのは 

たいていの場合、現在の立ち位置とのギャップを埋めきれず挫折してしまいます。 

 

 

まずは、一歩ずつステップアップ！これが大事です。 

では、最初に知っておくべき、一般的なネットビジネスの種類についていよいよお伝えしたいと

思います。 
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ビジネス準備編：ネットビジネスの本質を理解する 

  

あなたの目の前には今、希望の光が差し込んできたことでしょう！ 

そして、いったいどんな未来が待ち構えているのか、ワクワクしているに違いありません。 

  

ただ、気を付けてほしいことがあります。 

  

◆ネットビジネスで成果を出すには、本質を理解すること！ 

  

ネットビジネスを行う人のほとんどが、本業をしながら副業としてスタートされます。 

副業とはいえ、立派な仕事です。 

  

ネットビジネスで稼ぐためには、まずはネットビジネスの本質を理解することが大事です。 

この本質を知らずして、「ネットで大金を稼ぐ」というのは不可能だということを 

しっかりと頭に入れておきましょう。 

  

ネットを使えば、誰でもラクして簡単に大金を稼げるかというと、そんなことはありません。 

「何も勉強せずに遊びまくって東大に合格したい」 

というのと同じレベルです。 

  

あなたは勉強せずに東大に受かる自信はありますか？ 

おそらくないでしょう。 
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インターネットを使えば、誰でも簡単にお金が稼げるイメージを持つ人が 

いらっしゃいますが、そんな魔法の世界ではありません。 

  

趣味や遊び半分では成果を出すことは難しいです。 

  

競合店がひしめく商業施設やショッピングモール、繁盛店が軒並みに隣接したところに 

あなたがカフェやアパレルのショップ、飲食店を出店する経営者になるつもりで 

取り組んでください。 

  

経営者になると、店の経営は自分の行動がすべてですし、結果は自己責任です。 

オープン初日から地域一番店になることはできません。 

コツコツと地道に努力をする、営業したり休んだりを自分本位に繰り返していては、 

お店の信頼がないのと同じで、毎日の行動の積み重ねが大事です。 

  

現実世界がインターネットの世界に置き換わり、あなたがサービスを売り、 

そのサービスを買う人がいて、はじめてビジネスが成り立つということを 

しっかりと理解してください。 

  

あなたのサービスにお金を支払ってくれる人をインターネットで集客する。 

それがネットビジネスです。 
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◆ネットビジネス詐欺がなくならないのは需要と供給があるから 

 ところで、インターネットを使うビジネスというと、 

  

「スマホをクリックするだけで１０万円」 

「あなたは何もしなくていい！ネットが勝手に稼いでくれる！」 

「ボタン一つで１億円ゲット！そのノウハウを教えます」 

というような広告をよく見かけます。 

  

冷静に考えて、そんな簡単な商売がホントにあれば、 

もっとマスコミでも話題になるはずですし、みんながそれに飛びつくはずです。 

  

どうしてこのような詐欺みたいなビジネスや広告がなくならないかというと、 

「お金を稼ぎたい、でも何もしたくない、ラクして稼ぎたい」という需要があり、 

そこに目をつけて情報弱者をターゲットにした「詐欺まがい商売」という供給がされている、 

需要があるから供給も生まれているというわけなんです。 

  

宝くじが売れるのも、パチンコ屋が儲かるのも、そういう、 

「可能性は低いけど今度こそは！」と思わせる仕掛けと、 

そこにお金をかける人が存在するからです。 

  

ネットビジネスは難しいと感じるのは、こういう詐欺まがいな情報も混在する中から、 

本物の情報を探し出すのが難しいからなんです。 
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 ◆この章のまとめ 

  

• ビジネスの本質はサービスを提供し、それを買う人がいるということ。 

• インターネットを使うからといっても「魔法のようなもの」は存在しない。 

• コツコツと地道に努力する、毎日の積み重ねが大事。 

• お店の経営者の感覚が必要。自分の行動がすべて、結果は自己責任。 

• ネットビジネス詐欺からわかる需要と供給（仕掛ける人とそれを買う人） 

• 詐欺やだましのような情報の中から本物を見つけ出すのが一番難しい。 

 

ポイントだけをまとめましたが、 

この章の内容はとても重要です。 

  

ネットビジネスで稼ぐためには、まずは本質をしっかりと理解すること！ 

そのためには、この章を何度も読み返し、自分の言葉でアウトプットすることです。 
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ビジネス準備編：ネットビジネスが稼げる理由 

 

前章ではネットビジネスの本質についてお話ししました。 

  

では、ネットビジネスがなぜ稼げるといえるのか？ 

この章はネットビジネスのメリットとデメリットについてお話しします。 

  

すでにネットでビジネスをしてこられている方にはごくごく当たり前の内容ですが、 

これもとても重要な話ですので最後までじっくりとお読みください。 

  

◆いいことたくさん♪ネットビジネスのメリット（長所）とは？ 

  

ネットビジネスのメリット（長所）はこの６つが大きな特徴でしょう。 

• パソコン以外に特に経費が掛からない（交通費、交際費不要） 

• インターネットの利用人口すべてがお客様になりうる可能性がある 

• 仕組みを作り上げれば「寝ながら稼ぐ」24時間体制のビジネスができる 

• 情報を提供するだけで稼ぐことができるので、先に仕入の資金を用意する必要がない 

• 在庫を持つ必要がない（仕入転売は必要ですが） 

• 利益率が高い（ハード（物品）を売るのではなく、ソフト（情報）を販売する） 

  

ネットビジネスにもいろいろありますので、一概には言えませんが、 

一般的なメリットはこんな感じです。 
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リアルなお店を経営しようとか趣味の教室を開くとなると、 

先に初期費用が掛かりますが、ネットビジネスはそれを最小限に抑えることができるので、 

副業として始めるにはとてもやりやすいです。 

  

それに自宅が職場であり、パソコンとネット環境さえあれば、 

旅先でも、スマホ環境でも対応できることが多々ありますので、 

移動とか場所にわざわざお金をかける必要もありません。 

  

仕事の時間も、朝８時から始業、12時休憩、午後は１時から退社は１７時、 

という拘束時間があるわけでもなく、残業をするもしないも 

あなた次第で強制されるものではありません。 

  

しかも、近隣に住む人たちだけがお客様ではなく、インターネットを使う方々全員を 

相手にビジネス活動ができます。 

  

もちろん、全員が顧客になるとは限りませんが、遠方の方、海外にお住まいの方でも 

お客様になる可能性があるんです。 

  

また、ネット上に仕組みを作ると、２４時間体制で寝ている間も収入が増える、 

遊んでいる間も顧客が増えていくということが実現できます。 
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ネットビジネスの大半は「情報」を提供することで収入につながるものがほとんどです。 

この場合は仕入原価が０円ですので非常に利益率が高くなります。 

  

ネットを活用したビジネスはこのようにとても効率がよく、稼ぎやすい方法です。 

  

インターネットの特徴を理解していれば、これらのメリットは当たり前だと思うはずです。 

  

リアルなビジネスをされている方が、この手法も利用すれば、ビジネスチャンスは 

まだまだごろごろあるのではないでしょうか？ 

  

近所に需要がなくても、ネット上にあなたの特別なスキルを活かすこと、 

好きなこと、やりたいことを仕事にすることもできますし、 

そのマーケットが大きければ大きいほど、たくさん稼ぐことができるのが 

ネットビジネスの醍醐味でもあるといえます。 
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◆ちょっと待った！ネットビジネスにもデメリットはある！ 

  

とはいえ、長所ばかりではありません。ネットビジネスにもデメリット（短所）もあります。 

• 稼ぐまでに知識とスキルを身につける必要がある 

• 稼ぐためにはあきらめずにコツコツと継続する力が必要 

• 稼げるようになるまでに多少時間がかかるものが多い 

• 自分の行動が結果のすべて 

• 世間的に怪しまれる、イメージがあまりよくない、社会的地位が低い 

  

訪問販売、電話販売、保険や宗教、ネットワークビジネスの勧誘 

ほどではないかもしれませんが、インターネットは見知らぬ世界、わからないことが多いと 

感じてらっしゃる方が多いです。 

  

また、情報を提供するということは、その情報に関する知識が必要ですし、 

ネットを使うということは多少なりともネットのスキルも必要になってきます。 

  

ここはそれらの知識がなければ自己投資も必要でしょう。 

  

ネットで稼ぐということは 

• その環境に慣れる 

• 使いこなせるように勉強する 

ということは必ずついてまわります。 
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教えてくださる指導者、仲間が大勢いるグループやコミュニティがあるビジネスをすると、 

アドバイスがもらえたり、サポートしてもらえるので、 

ネット初心者はそういったビジネスからはじめるのもおすすめです。 

  

僕はそういうコンサルもやりつつ、自立していけるように育成するプログラム、 

サポート体制も用意しています。 

  

リアルなお店を開業する、起業するよりはリスクはだいぶ小さいですが、 

マイペースでできてしまうので、自分に厳しく、甘えないように気をつけることと、 

収入につながるまでの間はめげずに続ける忍耐力、我慢強さも必要です。 

  

しかも、孤独な作業が多く、ほとんどパソコンに向かう仕事ですので、地味な仕事です。 

そのうえ、社会的な地位は低い・・・。 
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◆この章のまとめ 

  

このように、ネットビジネスはメリットばかりではありません。 

それでも長所の方が断然大きいと思います。 

  

しかしながら、それでも、短所ばかりに目が行き、挫折してしまわれる方も多いです。 

  

挫折したり、あきらめたりしないためには、 

ビジネスの内容、手法、誰かに教わるのか独自に調べるのか、が大事です。 

  

そして、それよりもさらに大事なことは、 

「ビジネスをする上でのマインド」＝継続的なやる気です。 
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ビジネス準備編：ネットビジネスにもいろいろある 

 

ここまで、 

ネットビジネスの本質 

ネットビジネスのメリット・デメリット 

をお話ししてきましたが、ご理解いただけましたでしょうか？？ 

  

この章では、ネットビジネスの種類について、その種類と特徴をお話しします。 

ここに記載されているもの以外にも、ネットビジネスは他にもいろいろありますが、 

まずは代表的なものだけをご紹介します。 

  

◆ アフィリエイト 

  

アフィリエイトはネットビジネスの中でも一番良く耳にすると思います。 

簡単に言うと、あなたが誰か（広告主）のモノやサービスを紹介し、販売すればその紹介料がいただける

ものです。 

広告主、紹介できる製品やサービスはＡＳＰ（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）に登録して、自分で選

択できます。 

もしくはグーグルアドセンスに登録して、勝手に相手の興味がありそうな広告を掲載してもらえる仕組みも

あります。 

アフィリエイトをするには、広告を掲載する媒体（ブログ、ＹｏｕＴｕｂｅなど）を用意し、そこに訪れる読者が

広告をクリックしたり、モノやサービスを購入すると報酬が発生します。 
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ということは、あなたが管理する媒体に人をどれだけたくさん集め、その方々にどれだけ興味を持ってい

ただくかが稼ぐためのポイントということです。 

 

つまり、集客力と販売のための文章のスキルを上げることで収入が増えるんです。 

（中には販売しなくても報酬がいただける無料オファー、自分で購入しても報酬がもらえる自己アフィリエ

イトというものもあります。） 

ネットで稼ぐための情報を商材として販売する方もいらっしゃいます。 

（後ほど情報ビジネスのところでもお話しします） 

  

インターネットの世界のビジネスですが、お客様を集め（集客）、そのお客様に販売（セールス）して収入を

得るというのはリアルな世界でもごく普通なことです。 

  

モノやサービスが欲しいと思うお客様（需要）があれば、それを販売する（供給）すると商売が成り立つと

いう、リアル社会がインターネットの世界に置き換わっただけで、特に怪しいビジネスではありません。 

  

ただ、世の中には情報に疎い人たちを相手に騙してお金を稼ぐ詐欺師もいます。 

インターネットの世界にもこういった人たちがたくさんいますので、気を付けてください。 

  

◆ 転売ビジネス 

  

リアル社会でも、海外などで安く仕入れて日本で高く（適正価格？）で販売する、服のセレクトショップがあ

りますよね。 

それをインターネット上でやるのが転売ビジネスです。 

  

転売ビジネスはヤフオク（ヤフーオークション）、メルカリなどを使ってビジネスをします。 
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転売の稼ぎ方には２通りあります。 

１、家にある不用品を販売する 

２、中古ショップや海外から安く仕入れて、仕入値段よりも高く販売して利益を得る。 

  

なかには、変な石が売れたり、壊れたパソコンが売れたり、 

こんなもの買う人がいるのか？と思うものが売れたりします。 

  

わらしべ長者のように、最初は家の中の不用品を売り、その売れたお金で、仕入れをする。 

・・・というのが理想的な転売ビジネスの成功方法です。 

  

モノを仕入れるために街で掘り出し物を探したり、売れれば、配送の梱包をしたりとネットを使わない作業

もいろいろ出てきます。 

その行動力も必要ですし、仕入れる際に売れるのかどうかを見極める、「目利き」の力も必要です。 

自分が興味があるものや好きなものに需要が多いなら、とても稼ぎやすいと言えます。 

逆に興味がないモノを販売する場合は世間のニーズやトレンドをリサーチするのが大変かもしれません。 
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◆ 情報商材を販売する、情報ビジネス 

  

この情報ビジネスというのはあなたの知識やノウハウを形にして、「情報商材」としてインターネット上で販

売するビジネスです。 

例えば、 

• 稼げる系 

• ダイエット、美容系 

• 婚活、モテたい系 

• 英語などの語学系 

などがあります。 

  

ＳＮＳなどでもよく見かけることが多いのではないでしょうか？ 

この情報ビジネスは、あなた自身に知識やノウハウがあり、それを形にして、大勢の人々の目に触れるよ

うに宣伝し、魅力があるセールスコピーで購買意欲を高めるという、これまでに紹介したビジネスの集大

成的な要素が必要ですので、ネットビジネス初心者には難易度は高いかもしれません。 

  

しかし、この情報ビジネスは、一番稼げるかもしれません。 

  

というのも、 

• 情報なので仕入れ、原価なし 

• 情報なので在庫もなし 

• それでいて利益率はほぼ１００％に近い 

からなんですね。 
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例えば、 

「モリモリ食べて３か月で－１５ｋｇを実現するダイエットノウハウ」 

をあなたが１万円で売ると決め、告知宣伝を一人でやれば、１００件購入していただければ１００万円の売

上、そしてそのまま１００万円がほぼ利益になります。 

  

さらには１万円で売ると決めて、紹介してくれる方を募集し、アフィリエイターに紹介してもらうことだってで

きます。 

仮に３０００円のアフィリエイト報酬を支払うとしても、ひとりで宣伝するよりは販売件数が確実に増えます

ので、利益がさらに大きく増えるということです。 

  

ある程度ネットビジネスで実績を作れば、 

次のステップとして取り組んでみるのもいいでしょう。 

◆ この章のまとめ 

  

「インターネットを使って稼ぐ」ネットビジネスにもいろんな種類があります。 

  

それぞれに一長一短があるので、 

「いったいどんなビジネスを始めればいいのかわからなくなる」 

とお思いかもしれません。 

  

ネットビジネスで着実に安定収入を稼ぐには、 

どういうビジネスを選ぶべきか？ 

  

いよいよ本題にはいっていきます。 
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ビジネス準備編：着実に収入を増やすネットビジネスの選び方 

ここまで、 

ネットビジネスの本質 

ネットビジネスのメリット、デメリット 

ネットビジネスの種類 

をお話ししてきましたが、ご理解いただけましたでしょうか？？ 

  

この章ではいよいよ、「最初に取り組むべきネットビジネスの選び方」についてお話しします。 

 

リアルなビジネスをするにしても、 

「脱サラ、独立開業だ～！」という思いだけで、何をするか決めないと先に進めませんよね。 

しかも、ビジネスについて知識が少なければなおさらです。 

  

例えば、医者になるには医学部を卒業したり、インターンで実習したりして、さらにどこかの病院で学び実

践してから開業医になります。そこでようやく開業です。 

脱サラ、独立するには相当ハードルが高いということはリアルなビジネスなら一目瞭然ですが、ことネット

ビジネスになると、うまい儲け話を難易度も考えずに手を出す人が多いんです。 

何も考えずに飛びつく→なかなか稼げない、詐欺じゃないのか、騙された 

まともなネットビジネスでも、レベルに見合わないジャンルに飛びつくと、このような悪評につながることも

あります。 

  

確かに詐欺まがいのビジネスもたくさんありますが、選ぶ側にも問題があることも忘れずに。 
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◆ネットで稼げない人の典型的な例 

ネットで稼げない人の典型的な例として、 

「これからは仮想通貨だ！」 

「フェイスブックが稼ぎやすいらしい。」 

「いやＬＩＮＥを使った方が・・・」 

「youtubeが一番稼げるよ」 

「ネットビジネスならＦＸ投資でしょ」 

  

と情報をむさぼり集めるだけ集めて、あれこれ手を出し、教材を買ったり、セミナーに受講したりして、結局

どれもこれも中途半端・・・ 

というノウハウコレクター、ムダな浪費家で終わってしまうパターンがあります。 

原因は結局のところ、人の意見や情報に惑わされて、自分がやるべきビジネスが定まっていないことにあ

ります。 

「なんとなく稼げそうだ」 

という、なんとなくに流されていると、いい結果はなかなか出ません。 

  

あれこれに手を出して浮気をする男の人と同じです。 

お前だけだ！と決めて全力でアプローチする。 

やり方さえ間違えなければ、好きな女性のハートもキャッチできる可能性が高くなります。 

  

知識やスキルを身につけて一つのことに集中する。 

これがとても大事です。 

ビジネスを応用して発展させるのは、一つのことを確実に基本を身につけてから少しずつ取りいれていく

のがベストです。 
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まずは現在の自分の立ち位置を把握し、その状況から 

「何で稼ぐのか」 

を決めていくことが大事です。 

  

そこに時間とエネルギーをしっかりと費やしていきましょう。 

  

◆最初は１人で完結できるお金の稼ぎ方を身につけるのが一番！！ 

では、どういう基準で、ビジネスの種類を決めればいいかというと、 

・難易度 

・再現性の高いもの 

・好きか嫌いか 

  

このバランスが大事です。 

  

●いきなりビジネスの難易度が高いモノには手を出さない 

まずは難易度についてですが、当然ながら、初心者のうちは、簡単なもので誰もが稼ぎやすいものが挫

折しにくいと言えます。 

  

ビジネスの難易度の基準として、 

「お客様にモノやサービスを売る必要があるのかどうか」 

ここが決め手でもあります。 
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●まずは自分一人で完結できるビジネスがお勧め 

実はネットビジネスではお客様の相手をしなくても収入が得られるビジネスがあるんです。 

  

「売らなくてもいい、お客様の相手をしなくてもいい」ビジネスは得られる収入にも限界はありますが、一人

で、誰の相手もしないでいいというのは、相手に左右されずに収入が得られるという強みがあります。 

売らなくてもいいので、難易度も低く、自己完結型のネットビジネスはビジネススタートには最適です。 

  

◆この章のまとめ 

「インターネットでお金を生み出すことができる！」 

  

この体験をすることがまず大事です。 

お金を稼ぐことができるという実感がネットビジネスへの希望を高めます。 

なので、初心者のうちは自己完結型に取り組むことが一番なんです。 

  

そして、その中でも、資金や経費があまりかからないもの、稼ぎやすいモノがファーストステップとしてはと

ても肝心な要素でもあります。 

  

最初から大金をつぎ込んで、うまくいかないと面白くもないし、挫折しやすくなるのも当然ですよね・・・ 

   

初心者向けのネットビジネスの種類をメリットデメリットも加えつつ、順番に説明しますね。 

だいぶ大詰めまできましたよ♪ 
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ビジネス準備編：初心者が取り組みやすいネットビジネスとは 

ここまで、 

ネットビジネスの本質 

ネットビジネスのメリット、デメリット 

ネットビジネスの種類 

ネットビジネスの選び方 

をお話ししてきましたが、ご理解いただけましたでしょうか？？ 

  

この章では、初心者が取り組みやすいネットビジネスについて、さらに詳しくお話しします。 

  

前章で、自己完結型のネットビジネスがベストだとお話ししました。 

・お客様の相手をしなくていい 

・自分一人で稼ぐことができる 

  

ここがポイントで、まずは自分が稼ぐことに集中することです。 

では、どんなネットビジネスを取り組めばいいか？ 

  

いろんなネットビジネスがあるとお教えしましたが、初心者に向いているのは、以下の種類です。 
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◆ブログを使ったＧｏｏｇｌｅアドセンス広告 

Ｇｏｏｇｌｅアドセンスとは、グーグルが提供している、クリック広告です。 

クリックすると報酬がもらえます。 

ブログに簡単に導入できて、広告の種類は、ブログを読む方の検索内容などの情報から、グーグルが選

択して相手に見合った広告が表示されます。 

（僕のブログはアドセンス広告は入れていません） 

  

よくネットでブログを見ていると記事の途中やサイドバーに、 

「スポンサーリンク」 

って書いて画像や文字が書いてあるアレです。 

  

ブログに広告さえ貼っておけば、勝手に広告が表示され、読まれた方がクリックしたら、収入になります。 

  

このビジネスの場合は、 

「ブログにアクセスを集めること」 

これが重要なカギとなります。 

  

完全に自己完結のビジネスの仕組みですが、収入は 

アクセスの量に応じてですので、 
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・ブログにアクセスが集まるまでは収入にならない 

・アクセスが少なければクリックする人も当然少ない 

（ワンクリックで数十円とか） 

・ブログに記事を更新していくのが初心者にはなかなか大変 

・ＳＥＯという検索上位に上がりやすくする対策の勉強をする必要がある 

・すぐに稼げるかというとなかなか手ごわい 

  

というデメリットがあります。 

このビジネスについては、ＳＥＯ対策やブログのアクセスを集める方法、ブログの作り方や書き方のノウハ

ウを僕は持っていますので、教えることはできますが、今すぐの収入ではなく、勉強をしながら将来の複

業の収入として考えて取り組むのがいいでしょう。 

  

経営者感覚を養い、他の稼ぎたい主婦層などに外注するのが一番です。 

（外注するにもまずは自分がある程度の知識を知っておく必要はあります） 

  

◆Ｙｏｕｔｕｂｅを使ったＧｏｏｇｌｅアドセンスビジネスもある 

グーグルアドセンス広告のビジネスは、Ｙｏｕｔｕｂｅでもできます。 

ユーチューバーが最初に取り組むビジネスがこれです。 

  

Ｙｏｕｔｕｂｅを見るとき、最初に自動的に１５秒程度のＣＭが入っているのがあるでしょう。利用者からすると

うっとおしいＣＭですが、あれもグーグルアドセンスを使っています。 

（他にもいくつかの広告パターンはあります） 

  

自分のＹｏｕｔｕｂｅアカウントとＧｏｏｇｌｅアドセンスを関連付ければ自分がアップロードした動画にＣＭが入り

ます。 
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これも再生回数だけで報酬が決まる自己完結型のネットビジネスです。 

おおよそ再生回数の１０％くらいが報酬になると言われています。 

  

１日１００回再生されれば、月間３０００回、月収は３００円です。 

こういう動画を１００本アップすれば月収３万円です。 

  

これも再生回数に応じた収入ですので、 

  

・動画を見てもらえるようにはどうするか 

・そもそも動画の作り方がわからない 

・そんなに再生回数がたくさん集まる動画を作れる気がしない 

  

と思われる方が多いでしょう。 

再生さえされれば、静止画像に文字がスクロールするだけの低レベルな動画でもＯＫです。 

ただ、これも作り方を勉強しなければなりませんし、再生回数が伸びるまでは、若干時間も労力も必要で

す。 
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◆その他自己完結型のネットビジネスあれこれ 

他にも自己完結型のネットビジネスはいろいろあります。 

・まとめサイト作成 

→トレンドをキャッチする必要性とアクセスを集めることがカギ 

  

・無料オファーアフィリエイト 

→ツイッターなど、集客できるツール（メルマガ発行とかも）で特定の人やサービスの「無料メルマガ登録」

「無料アプリ登録」「無料サービス登録」を促すビジネスです 

（集客できるツールがあるかどうかがカギ、１件につき数百円の報酬） 

  

色々な自己完結型ビジネスはありますが、 

・アクセスを集める 

・知識が必要 

・報酬単価が安い 

  

というのがネックですね。。。 

ただ、０→１のビジネスに最も適しているのがこの無料オファーのアフィリエイトです。 

この集客の方法について、僕はコンサルをしています。 

まずは集客ができるようになることがポイントと言えるでしょう。  

 

では、ここからはオマケで僕がお勧めする稼げる「ビジネス？」を教えます。 

これはビジネスとは言いにくいですが初期の自己投資資金を稼ぐにはいいですよ！ 
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◆自己アフィリエイトで自己投資用の資金を稼ごう！ 

自己完結型でビジネスとは言えませんがお小遣い稼ぎができるのが自己アフィリエイトです。 

ポイントサイトのハピタス、Ａ８．ｎｅｔなどの自己アフィリエイトを扱うサイトに登録し、自分が案件登録すれ

ばポイント（お金）になります。 

  

自己アフィリエイトならば、最初の一か月で５～１０万円を誰でも稼げます。 

（ただし振り込まれるのは２か月くらい先です） 

  

パソコンで案件を登録するだけ。 

特に難しい知識が必要なこともなく、ネットショッピングする感覚で取り組めます。 

自己アフィリエイトは誰でもお小遣いを稼げます。 

ビジネスではありませんが、手軽で簡単、ネットで稼ぐという実績を作ることができる。と言えます。 

  

ただし、これは案件一件につき一度きりの報酬です。 

できる案件がなくなれば報酬も終わりですので、「ビジネス？」と「？」が付きますが、確実に収入が得られ

るので最初に取り組むことを推奨しています。 

  

この自己アフィリエイトで 

「ネットで私も稼げるんだ」ということを体感していただきながら、次のステップのビジネスの勉強に取り組

まれるのが初心者に最も最適なネットビジネスの始め方です。 
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ハピタスは今すぐでも始められます。 

こちらをクリックして登録しておきましょう！ 

ハピタスの登録はこちらから！ 

 

 

インターネットのビジネスもいろいろ種類があり、難易度の低いビジネスからはじめると、着実に一歩ずつ

レベルを上げていくことが可能です。いきなり大金を稼ごうと、難易度の高いビジネスの教材に大金を出

すくらいなら、確実に収入になることからはじめるべきです。 

ですので、最初はこの自己アフィリエイトを使って、自分自身が収入を稼ぎながら、ビジネスの集客の準

備を進めていくのがいいです。 

そうすることにより、早い段階で収入を得ながら、スキルアップができます 

インターネットを使ってビジネスをして、生活費レベルの収入を得るには・・・ 

まずはネットビジネスにどんなものがあるのかを理解することです。 

→「この資料の内容をしっかりと理解する」です。 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.hapitas.jp/register?i=21011400&route=text
https://m.hapitas.jp/register?i=21011400&route=blog_banner_170x170_01
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最後に 

 

今、これを見てくださっているあなたは自信を持って下さい！ 

第一章から第五章までおつきあいくださり、僕もとてもうれしく、最後までお読みいただけたことにとても感

謝の気持ちでいっぱいです。 

  

これは、ネットビジネスの主な種類をまとめたものです。 

ネットビジネス初心者向けの、いろいろなビジネスのメリット、デメリットをまとめてあります。 

この PDFの内容はネットビジネスを進めていくうえで最初に知っておくべきごくごく基本の知識です。 

  

しかし、この部分までたどり着ける人はおそらく全体の 1/10 くらいでしょう（笑） 

  

それくらい、ネットビジネスの世界では情報が氾濫しているので一つの情報にはしっかりと向き合ってもら

えないんです。 

基本を知るということはとても大事なことです。 

守破離という考え方の「守」の部分の最初の一歩の部分です。 

  

そんな中で、あなたはここにたどり着いたわけですから、それだけで成功していく可能性が高いと思いま

す。 

いろんなネットビジネスのメリットデメリットをＰＤＦ資料としてプレゼントしますので、何度も繰り返しお読み

いただき、しっかりと理解してください。 

また、この資料はネットビジネスの種類を知ることに特化したものですので、細かい部分については詳しく

書いていません。 

  

質問やお問い合わせ、ビジネスの相談などはこちらからお気軽にどうぞ！ 

  

  

https://lin.ee/4B98Cyv

