
【ご挨拶】 
この度はファイルをご覧いただきありがとうございます。水上アキラです。 

個人で５年前にアフィリエイトをスタートした後、東京都内で法人化し、 

今では月収 600 万円稼いでいる 30 代です。 

過去のアフィリエイト実績ですが、ここに全部は載せきれないのでほんの一部です。 

 

 

 



 
 

収入はコロナ禍の影響を全く受ける事なく、満員電車も無縁で、ストレスフリーで 

自由人な生活を送っています。ニュースで流れる話をどこか他人事で聞いている程です。 

それは全てアフィリエイトのおかげで、特に毎月何もしてなくても同じくらい入るのです。 

 

今後、あなたもアフィリエイトの世界に入るともう普通の人生や生き方には戻れません。 

人生の大抵の悩みやトラブルが自身の稼いだお金で解決できてしまうようになるからです。 

嫌儲の方には別に強制するつもりはありませんが、毎日リスクを冒してまで通勤したり、 

顧客を捕まえ続けて対価を得る仕事が 10 年後もできているのでしょうか。 

体を壊して動けなくなってもアフィリエイトなら変わらず同じように口座に入ってきます。 

 

何よりも、アフィリエイトで稼ぐようになってから社会のストレスを感じなくなりました。 

・お金の不安が無くなった 

・上司との人間関係が無くなった 

・職場に苦手な人がいない 

・何の争いも無い 

・ハラスメントも無い 

・単身赴任や転勤が無い 

・他人からの評価を気にしなくて良い 

・残業が無い 

・休みは自由に取れる 

・仕事量に収入が見合いすぎる 



なぜこんな資料を作ってまで教えるのかというと、自分が何らかの形で関わった人にも 

将来の夢や世界観やチャンスを贈っても良いかなと思うようになったためです。 

本当はやりたかった事があるんじゃないですか？ 

本当はこうなりたかったという夢があったんじゃないですか？ 

 

 

私も元々は普通の会社員でしたが、夢を追いかけた結果、今があるタイプの人間です。 

希望の持てない絶望感に襲われると人間はなかなか抜け出すのは出来なくなりますし、 

新型コロナのせいで貧困化・家賃滞納・早期退職・減給・ボーナスカット・事業縮小など 

暗いニュースばかり見させられるのがほとほと嫌になったからです。 

 

副業などのクラウドサービスだけで生計を立てるにも新人は毎月どんどん増えるので 

平均報酬単価は年々減りますし、実際のところクライアント達に都合よく消費させられ 

安くても上手い人が山ほどいるので、継続されてようと突然切られるのも当然起こります。 

時間を切り売りしてるのに資産形成として何も残らないのでずっと貯金も増えませんよね。 

 

ですが、人生観は人それぞれですし、無理強いしてまでアフィリエイトに取り組みなさい 

とは決して言いません。あくまでもいくつかの選択肢の中の１つです。 

 

安易な考えで稼げるほどアフィリエイトは甘くもないですし、中途半端にやるくらいなら 

最初からオススメしないです。お金なんて全然いらない、自分は人に使われて生きたい方、 

時間を消費して汗水流して、顧客に頭を下げて必死に労働するのが好きな方や 

今までの生活で満足されている方には当資料は邪魔になりますから捨てて頂いて結構です。 



 

 

私が過去教えてきた人の中には最高齢 80 代で地方在住のご夫婦がいましたが、 

PC が苦手だった彼らですら 6 か月後に月 14 万円、1 年後に 30 万円を稼ぐようになり 

感謝の電話をいただいたほどです。 

最初は本当にできるのかなと不安になったため一度お断りしたのですが、 

今どきの Web サイトは誰が作っても条件は変わらず稼げる事を立証してくれました。 

 

昔の常識では信じられない話ですよね。 

彼らの年齢もさることながら、田舎に住む引退されたご高齢の方々が 

東京にいる私とコンタクトを取れる事もそうですし、慣れないインターネットに挑戦して 

最後には見事に目的を達成されたのもそうです。 

 

 

また、ある 60 代独身女性の方は『年金が少なくて足も悪くなってきて満足に働けないし、 

アフィリエイトなら病気になっても自動的にお金が振り込まれるのは凄く魅力的だから 

何とかしてネットで稼ぎたい』と言って色々調べておられたときに私の元に辿り着いて 

年金以上に稼げるようになったせいで今度は確定申告の心配をされていたほどです。 

 

ハングリー精神がある人ほど自分に厳しくいられますし、 

絶対に結果を出さなければならないという気迫も手伝って、 

彼女もまた 5 か月後には 20 万円を稼げるようになっていました。 



 

 

あと 20 代の女性もいました。 

その方は大学卒業で正社員という、普通に考えれば平均以上のステータスなはずなのに、 

毎月のお給料はわずか手取り 14 万円しか貰えていなかったのです。 

 

派手に遊んできたわけでもなく、そこにコロナ禍が襲って早期退職や減給にもなりかねず、 

正社員で 4 年経っても給料がほとんど上がってなかったため貯金もほとんど無かったため 

何か副業をして貯金できないかと検索し始めたようです。 

 

20 代で副業と言っても、本業が終わるのが毎日 19 時ですから、 

居酒屋やコンビニのアルバイトを 3 時間できるかできないかですよね。 

時給 1000 円なら 1 日 3000 円、クタクタになって 20 日間で 60000 円にしかなりません。 

 

それは無理だ…ネットで稼ぐしかない、現状を何とか変えたい、という気持ちがあって 

「親には毎月 4 万円を入れている」 

「将来絶対に叶えたい夢がある」 

「インターネットで簡単に稼げると聞いて詐欺にも遭ったことがある」 

「どうすれば良いか全然分からないまま時間だけ過ぎていく」 

「自分の力だけでは絶対無理だから既に稼げている人に何とかして教えてもらいたい」 

となって私の元に辿り着いたのでした。 

 



私だって最初は驚くほど鳥肌が立ったのを今でも覚えています。 

それまで見たことが無かった多額の現金が銀行口座に振り込まるようになったのですから。 

アフィリエイトが軌道に乗り始めると、親兄弟もひっくり返るほど旨味がケタ違いです。 

あまりに信じてもらえなかったので論理的に説明し、現金を見せると黙ってしまいます。 

 

 

 

経費は 8 万円程度だったのに、売上として 100 万円となったサイトもあったので、 

92%がそのまま残った計算です。そんなのを単純にいくつも作っただけです。 

一度上がったサイトは自動操縦の状態となるので、毎月同じくらい稼いでくれます。 

 

ただ、私は大して物欲も無いので、周りの人に使ってあげると凄く喜んでもらえます。 

 

仮に、宝くじなど楽して一攫千金系はノウハウもスキルも身に付かないので再現ができず、 

すぐお金を失いますね。そして絶対にイケるはずっていう確信が持ててないと、 

皆そこで挫折していくからアフィリエイトのライバルは勝手に減ってくれるんです。 

 

成功している社長同士の席で出てくる話には 

『やってる事の 80％は失敗の連続。でも 20％成功したものだけを残せば 100％になるよね』 

『明日やろうはバカ野郎だ』 

なんて言葉もよく出てきて、自分も改めてよく言い聞かせて頑張ってきた結果です。 



成功できると良い意味でも悪い意味でも、とにかく今までの常識や価値観は壊れます。 

それにはイレギュラーな事が起こっても冷静に受け入れるだけの大きな器が求められます。 

どれだけ時間を掛けられるかでも個人差が大きく出てきます。 

半信半疑や優柔不断な人だと、恐らく他の事に取り組んでも同じですよね。 

1 日でも早く、1 時間でも多く、時間を費やせた人ほど目的達成までの時間も縮まります。 

これらの覚悟はあらかじめお持ちください。 

 

※ここから先は【プランＡ】と【プランＢ】の 

2 通りに別れていきます。 
（ちなみに私の月収 600 万円はその 90%が【プラン B】手法による収入となっています。） 

 

 

アフィリエイトで将来は毎月 100 万円くらい稼ぎたい方は【プランＡ】を無料で、 

なりふり構っていられないほど絶対に将来 1000 万円以上稼ぎたい、 

将来やりたい夢があるんだ、 

ストレスフリーな自由人になりたい、 

周りの人から憧れや感謝される人間になりたい、 

完全放置していてもお金が入り続ける仕組みを作りたい、 

という本気の強い思いがある人には【プランＢ】も今なら無料で教えていますので 

下記のお問い合わせフォームに 

件名：プラン B を依頼します 

本文：氏名、所在エリア、アフィリエイト歴 

を記載されている方のみにご連絡頂いたアドレスに別途ファイルを送付します。 

 

⇒ お問い合わせフォームはこちら 

https://shangri-life.net/form/


【プランＡ】の特徴 
 

・ノウハウを教える人はとても多い 

・初動のハードルは低い（参入障壁が低い） 

・ライバルも多い 

・SEO 対策やりやすい 

・常に新規顧客の単発開拓のみ 

・比較的ずっと何年も労働作業させられがち 

・報酬単価は低い 

・一撃性も低い 

・日本国内のみで完結 

・一般的なオールジャンル 

・紹介する商材のターゲットが中流～貧困層なのであまり高額報酬になりにくい 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

【プランＢ】の特徴 
 

・ノウハウを教える人はほとんどいない 

・初動のハードルは高め（参入障壁が高い） 

・ライバルはかなり少ない 

・SEO 対策やりにくい 

・既存顧客が使ってくれた出費は一生自分に入ってくる 

・後になるほど労働作業から解放される 

・報酬単価は高い 

・一撃性は高い 

・海外のやり取りも一部あるので抵抗が無いほうが良い 

・あなたがお金を使う必要はほぼ無いのでほとんど利益になる 

・紹介する商材のターゲットが富裕層なので高額報酬になりやすい 

 

 

 

 



【プランＡとＢの共通点】 
・アフィリエイトと呼ばれる昔からある稼ぎ方である 

・サイトは WordPress で OK 

・ある程度はサイト数も記事数も必須 

・Google 依存させられるが、WEB が無くならない限り稼げる 

・経費はレンタルサーバ代とドメイン代くらい 

・資金があるほど人件費を出せるので楽で有利 

・才能やセンスなんて全然必要ない 

・継続力や集中力がある人しか稼げない 

・勉強できない人は稼げない 

・臨機応変なスピード感も必要 

・PDCA がしんどい 

・周りに流されやすい人は稼げない 

・形になるのに最悪 1 年は掛かる覚悟と信念 

・0 から 1 にするのが最も大変だが、1 から 10 は全然難しくない 

・とにかく時間を捧げられた人ほど稼げる 

 

 

 

 

いかがでしょうか？ 

【プランＡ】と【プランＢ】を比較してみると、いかに【プランＢ】が爆発力が高いか 

分かりますよね。 

 

ライバルがとにかくいない市場なので、実践するのが早ければ早いほど 

旨味がありますし、富裕層がターゲットなので手に入る金額が本当に凄いです。 

 

儲かるビジネスの基本にもあるように、貧困層より富裕層を相手にしたほうが 

はるかに効率が良く、富裕層はいつの時代でも存在するので安定性もあります。 

 

 

 

 

 

 



人によって【プラン A】と【プラン B】のどちらにしたいか分かれると思います。 

【プランＡ】は無料でこのまま次ページから引き続き解説していきます。 

 

 

 

【プランＢ】は無料提供ですが、別ファイルとなります。 

 

私が月収 600 万円まで伸ばせたあらゆるノウハウが詰まった 40 ページ超えの超大作で 

トップシークレット情報、更に稼げる広告、稼げるサイト作成方法、稼げる記事の書き方、 

サーバやドメインの設定方法、時短や便利なツール集、失敗例、月収 3000 万円の人の話、 

コピーライティング術・人間心理学・マーケティング戦略などライティングスキルの底上げ 

などが【プラン B】には詳しく載っています。 

 

 

 

 

【プランＢ】は本気で稼ぎたい人、やる気満々の人、絶対に成功したい人、 

たちにだけ教えたいのと、コミュニケーションが取れる人のほうが楽しいので、 

志が同じであれば歓迎しますので、ご遠慮なく下記からお問い合わせください。 

 

⇒ お問い合わせフォームはこちら 
 

 

 

あまりライバルが増えすぎるのも困るのと、気まぐれで閉じるケースも有りえますし 

少人数で打ち切る可能性もあるため今のうちに手に入れておいてください。 

 

 

 

それでは、【プランＡ】の方は次ページより具体的に内容を見ていきましょう。 

 

 

 

 

https://shangri-life.net/form/


【プラン A】の詳細 
【プラン A】の具体的な内容としては、商標アフィリエイトと呼ばれるものですが 

普通のやり方とは少し違うところもあるので、最後までお読みください。 

 

商標というのは商品の名称を意味しており、 

そのままサイトのタイトルや記事を書いて紹介していく構成です。 

 

例えば、「脱毛したい」と考えている人がいて、 

・脱毛 格安 

・脱毛 肌荒れ 

・脱毛 口コミ 

って検索する人もそれなりにいるのですが、この人たちは 

⇒「脱毛はいつかする気でいる」 

⇒「でもどこで脱毛するのか？」 

⇒「サロンに行くメリットは？」 

⇒「料金がどれくらいなんだろう？」 

と脱毛サロンについては店舗すらも具体的に何も頭に浮かんでない状態です。 

 

その状態から突然ミュゼプラチナムや銀座カラーを紹介しても、想像以上の金額だったり、 

まだ他のサロンについても見てみたいから一旦保留で、とページを離れてしまうのです。 

結果として、あなたに紹介報酬は入りませんし、単に情報を教えてあげただけで終わるので、

稼ぎにくいサイトになります。 

 

ですが、最初から「ミュゼプラチナムで脱毛したい」と考えてる人は、 

・ミュゼプラチナム 口コミ 

・ミュゼプラチナム 体験談 

・ミュゼプラチナム 料金 

などで検索していて、ミュゼプラチナムに行く気持ちも決まっていて、 

ミュゼプラチナムに実際に行った人の感想や本音を読んで納得した上で念のための確認を

したくなっている状態なんです。 

 

あらかじめミュゼプラチナムでどれくらい料金が掛かりそうなのかも想像できていて、 

つまりお金を出す準備は整っている状態です。 

なので、そこで最後にポンっと背中を押すような記事で ASP 広告に誘導するだけで、 

あなたのサイトから申込みがされれば、あなたが紹介者となって報酬がもらえるわけです。 



【ASP とは？】 
アフィリエイト活動をするにあたって重要となるのが ASP の存在です。 

ASP とは、Affiliate Service Provider を意味し、アフィリエイターと広告主を仲介します。 

下図で言うと「メディア（アフィリエイター）」が私たちの立ち位置です。 

 

代表的な ASP は A8.net、バリューコマース、アクセストレード、afi-b、インフォトップ等。 

ASP はあちこちの会社（広告主）に営業をかけて仲介契約された後、 

全国のアフィリエイターに広告を提供し、その広告から誘導された顧客が 

広告主の公式サイトで申込・登録・購入などされたら一定額の紹介報酬として 

入金してくれます。 

 

広告主は主にサービス提供や新商品など、メーカーが多いです。 

メーカーは商品を作ることは得意ですが、宣伝するノウハウは弱いケースが多々あります。 

製造技術を磨くことに全神経を使っているので、販売力が弱いと 

せっかく良い商品を開発しても一向に売れず、売上が入らないと倒産してしまいます。 

 

なので、宣伝してくれる広告費は多く出す代わりにガンガン売ってほしい思いもあって 

WEB 上の広告専門業者である ASP に依頼しています。 

 

また、サイト訪問者は何か良い商品を探してはいるけど、類似商品も多いと 

何が一番オススメなのか知りたくてネット検索してきます。 

彼らはすでに買う気でいるものの、最後の決め手が見つからず購入できずにいます。 

そんな彼らの背中をポンっと押してあげるのがアフィリエイターの役目です。 

アフィリエイターが ASP と契約するのは全て無料でできるのでリスクが無いです。 



【アフィリエイトで稼ぎやすいジャンルは？】 
実は、稼ぎやすいジャンル・稼ぎにくいジャンルがハッキリと分かれていて、 

それは何年前からもあるアフィリエイト業界の中ではずっと変わってないですが、 

広告の種類は数千にも渡るので、初心者は何を選べば良いかが分からないですね。 

そこで数多くの広告で実際に稼いできた私が推奨するジャンルを挙げていきます。 

 

 

 

＜初級者向けジャンル＞ 

・求人サイト 

・転職サイト 

・中古車見積りサイト 

・引越し比較サイト 

・無料の資料請求系 

 

いずれもユーザがお金を払う必要がなく、ただサイトに登録するだけで 

あなたに紹介報酬が払われるのでハードルはとても低いです。 

初心者向けでもよく言われるジャンルであり、私も初心者時代によくお世話になったのが 

バイト求人、介護士求人、看護師求人などの求人系だけで月 30 万円オーバーでした。 

 

ネットで仕事を探すのが気軽にされる時代なのと、 

アフィリエイター側も求人情報を使った経験がある事が多いので 

記事をオリジナリティに書きやすいメリットがあります。 

 

中古車見積りサイトや引越し比較サイトも、読者にとっては 1 円も使わないのに 

名前や住所を登録するだけでサービスを受けられるので使われやすいですし、 

アフィリエイター側も身近なネタで紹介しやすいので人気です。 

 

資料請求系は学習塾、不動産投資、会員制事業、などでよく見られます。 

これも名前や住所を登録するだけで 1000 円などがアフィリエイターに支払われます。 

商品単価が数十万円する会社が多く、見込み客を集めるために資料を多くの人に見られる 

のが目的であり、1000 円をアフィリエイターにバラまいても広告主は 1 人獲得できれば 

十分に利益になるんです。 

 



お金を使ってもらう商品やサービスはそれだけでユーザの心的ハードルが高くなります。 

 

10 万円のパソコンを買おうと思っている人向けにパソコン通販サイトを紹介すれば 

約 10%が紹介報酬と払われるとしても、そもそも 10 万円の買い物はされにくいです。 

 

日本人は石橋を叩いて渡る性格なので失敗したくない思いが強く、 

何をもって失敗なのかというと、それはお金を使ったのに対価が得られなかった場合です。 

それなら最初から無料のものを選びがちな心理に基づいているからです。 

 

 

また、なぜ初心者向けなのかという点ですが、稼げるようになってきた人たちからすれば 

報酬が 1000 円とか 3000 円なんかでは物足りず、やってられないのが本音です。 

経験やノウハウによって 1 万円や 3 万円の広告に注力したほうが割が良いからです。 

 

私の月収 600 万円にもこれらのジャンルはほとんど含まれてません。 

稼げるようになってくるとさらに高額報酬を狙いに行くようになるので、 

初心者向けの商材には見向きもしない、という事はつまり初心者さんたちにとっては 

強いライバルが常にあまりいない状態と言えますよね。 

 

冒頭で私が過去にアフィリエイトを教えたことがある 80 代ご夫婦の話をしましたが、 

そのご主人も会社の人事部の経験しか無くとも資料請求や求人系だけで稼げてましたから、 

若い人たちなら誰がやっても意外とそこそこのリターンが見込めると思っています。 

 

 

 

 

・VOD（NETFLIX など） 

・恋愛アプリ系 

 

これらは安い金額で空き時間を有効活用したい欲求を満たすサービスです。 

数千円程度で済むため、申込ハードルの低さとスマホで手軽に利用できてユーザ数も多い

です。 

恋愛のようにほとんどの人が経験あるものは記事を量産しやすく、 

コロナ禍の孤独感でさらに多くの人が使うようにもなりましたね。 

流行や時期の変動に左右されないので、一年中いつでも安定的に報酬発生しやすいです。 

 



＜中級者・上級者向けジャンル＞ 

 

・情報商材（稼げる系、コンプレックス系） 

・脱毛 

・ダイエット 

・キャッシング（アコムなど） 

・FX 

 

これらは悩み解決系や、ストレートにお金目的のジャンルです。 

ネットと悩み系は親和性が強く、基本的に何かを調べたい、何かを知りたいから検索します。 

 

 

人に言えない悩みほどネットを頼ります。 

何よりこれらは高額報酬です。 

1 件成約で 1 万円 2 万円レベルなので、大勢のアクセスよりピンポイントに成約希望者を 

集めれば月 50 万円くらいは手堅く稼げるジャンルです。 

 

 

ネックになるのは、そのサービスに人一倍詳しくないと信憑性が伴わない点です。 

脱毛経験の無い人からサロンを勧められても、 

体重 120kg の人にダイエット商品を勧められても、誰も信じられないですよね。 

 

 

そして、高額報酬のせいで強力なライバルがひしめく戦場です。 

１つのサイトに広告費や人件費を 1000 万円規模で費やして 2000 万円を稼ぐみたいな企業

すらあちこちにあるので、一般の個人が記事を書いているだけでは Google 検索上位に上が

るのが困難ですが、100 万円程度を稼ぐくらいなら大した事では無いと言ったところです。 

 

広告選びはアフィリエイトでとても重要です。 

無理する必要もないですが、苦手なジャンルだからやりたくないと言っても 

社会では難しい仕事ほど高収入なのも多いです。 

楽な仕事は他の人もできるから集まりやすく、需要と供給のバランスも崩れやすく、 

安定のない時代だからこそ自分の力で稼ぐスキルが無ければ価値も薄まります。 

 

ちなみに【プラン B】は今回書いたものより破格の報酬が誰でも普通に発生する内容です。 



＜お勧めできないジャンル＞ 

・ファッションなど通販系 

・季節に左右されるもの 

・一時的な商品 

・健康や医療系 

・Google Adsense 

 

 

ファッションなど通販系はトレンドに大きく左右され、知らずに選んでしまうと 

サイトが出た頃には売切れ終了がありえるのと、報酬単価が安すぎて稼げません。 

報酬率 10%などザラにあり、2000 円の商品が売れても 200 円では心が折れます。 

楽天アフィリエイトや Amazon アソシエイト以外にも、ASP で色んな通販サイトが 

ありますが、物販系アフィリは全般的にサイト展開もやりにくいです。 

 

同様に季節に左右されるものや、一時的な商品サービスもその傾向があります。 

夏服を秋に検索する人はいませんし、その間は検索上位に上がっても収入０です。 

 

健康や医療系は健康アップデートを Google が行ったせいで小さなサイトは 

全て圏外行きとなったため、どう頑張っても稼げません。 

 

 

Google Adsense は Google が適正な広告を自動で表示してくれる仕組みで 

Google から報酬支払いを受けられます。 

何かを買ってもらわなくてもサイトにアクセスさえ集められれば報酬になるので 

初心者用に人気があり、私も当初はこれで月 10～20 万ほど稼ぐころがありましたが、 

トレンドブログ系は記事を連日 3 記事も 5 記事も書かなければならず、 

3 か月くらいは 0 円が続き、トータルの時給換算したらゾッとするレベルで、 

単なる労働収入じゃないかと思うようになり撤退しました。 

 

放置したままでも月 3 万円程度は入るものの、決算時に専属税理士に渡すときに 

初めて気付くほど微々たるものにしかならなくて、Adsense メインではキツイです。 

 

 

 

 



【推奨するレンタルサーバ】 
アフィリエイトをするサイトを構築するには、独自ドメイン＋レンタルサーバが必要です。 

 

 

 

今どきのレンタルサーバは性能に大きな差は無くなってきましたが 

さくらサーバ、ファイアバード、ラクサバ、エクストリム、ミニム、クイッカなどあり、 

ロリポップのような格安サーバはセキュリティが弱めで昔はワードプレスがよく海外から

のアタックで乗っ取られたりダウンさせられる事件も多発してました。 

Google からも評価が低いサーバなので、安かろう悪かろうです。 

 

私はメインでは高性能な Xserver（エックスサーバ）と Mixhost しか使ってないです。 

 

⇒ Xserver（エックスサーバ） 

⇒ Mixhost（ミックスホスト） 

 

※【プランＢ】では Mixhost（ミックスホスト）しか使いません。 

※【プランＢ】ではサーバ設定の様子も解説しています。 

 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HFKJI+438E1U+CO4+609HU
https://t.afi-b.com/visit.php?guid=ON&a=q8305F-b278450D&p=q816401N


【中古ドメイン戦略】 
サイトの住所を示すための独自ドメインには大きく分けて２種類があります。 

・新規ドメイン 

・中古ドメイン 

 

私はこれまでに 200 個近くの色んなドメインを試してサイト作りもしてきました。 

ドメインは年間 1000 円弱しか費用も掛からないので、スクラッチくじを購入する感覚で 

気軽に買えます。サイトが当たれば毎月 100万円を運んできてくれる資産になるからです。 

 

 

まず新規ドメインは自分で好きな言葉で URL が作れます。 

しかし、生まれて間もないドメインはGoogleから全く信頼性されてないレベル０状態です。 

 

信頼されてないため、どんなに誠実でボリュームのある記事を書いても 

検索上位になかなか現れてくれません。 

6 か月とか 1 年後に出る可能性があるというくらい遅いです。 

 

その間に 1 円にもならないまま記事を投稿し続けるモチベーションが落ちるので、 

アフィリエイトを挫折する人は後を絶ちません。 

3 か月もアクセス０とか無収入が続くと、このままやっていて大丈夫なのかと 

不安になりますよね。 

 

そこで中古ドメインを最初から利用してサイトを作っていくのです。 

中古ドメインは専門の販売業者から購入できます。 

安いものは 2000円から、高いものだと 50万円のもありますがそれだけ評価が高いのです。 

 

私がよく使っている中古ドメイン販売業者は、 

ラッコ Web の「中古ドメイン販売屋さん」というものがあります。 

同じ業者を使っているほうがトラブル解決時に教えられるので一度見ておいてください。 

 

⇒ ラッコ Web の「中古ドメイン販売屋さん」 

 

 

※【プランＢ】では中古ドメインの買い方、買うべき目安の数値など解説しています。 

https://www.topshelfequestrian.com/?r=UK62738854


中古ドメインは世界の誰かが過去にサイトを運営していた経緯があり、 

すでに Google から評価されている状態の可能性が比較的高めです。 

 

前の運営者は様々な事情でサイト運営を辞める人も多いです。 

倒産したり、本業が忙しくなったり、自動更新されず有効期限が切れたりです。 

 

 

 

手放された状態のドメインは持ち主がいないので、市場に売りに出され、誰でも買えます。 

リサイクルショップや中古車や中古マンションを買うイメージと変わらないです。 

販売業者にある時点で所有権を手放された状態なんです。 

 

元のドメイン運営者が海外の人で英語サイトだったとしても 

日本人も購入出来て日本語サイトも可能です。 

評価が高い中古ドメインほど競合も狙っていたり価格も高めで、 

中には１つのドメインだけで 50 万円 100 万円するのもたくさん出てますが、 

価格が高ければすぐに検索上位になるような簡単な理屈でも無いです。 

 

 

3 万円で買ったようなドメインが 1 年ビクともせずに結局解約した事も何度かあります。 

当たりハズレはあるので絶対では無いです。 

それでも、０％の新規ドメインよりは遥かに可能性を秘めています。 

 

新規ドメインを取るのは個人が趣味のホームページを運営するとか、 

企業が会社名を URL にしたいときに使われます。 

宣伝するなら広告に出せるほど資金が豊富な人向けですね。 

 

 

 

3000 円くらいのドメインなのに検索 1 位にずっといるサイトもあるので、 

価格はあまり意識する必要は無いです。 

 

私もなぜ検索 1 位にいるかなんて分からないですが、そのサイトが稼いでくれている間に 

次のサイトを作っていけば良いだけです。 

アフィリエイターは１つのサイトだけに縛られる意味はあまり無いです。 

 



ネットという広い海の中に、自分の釣竿を垂らしていき、エサに掛かるのを待つ、 

というイメージです。 

釣竿は 1 本よりも 5 本 10 本と垂らしておいたほうがヒットする確率が上がりますよね。 

 

もちろん釣竿も単なる細い木のままより、お金を掛けて大物も釣れるほど頑丈なほうが 

大きなリターンを得られやすいのと同じイメージです。 

 

なので、バランスが重要です。 

 

釣竿を 1 本作ったけど反応無いから諦めるのではなくて、 

気にせず放置して 2 本目を作りにいけば良いだけです。 

案外時間が解決してくれて忘れた頃に 1 本目から魚が釣れるのはよく起こります。 

多くの人はこれができないから「アフィリエイトは稼げない」とかボヤくのです。 

 

 

アフィリエイトに限らず、どんな業界でも初心者は反復練習の繰り返しのはずです。 

美容師さんは最初 2 年くらいチラシ配り、雑用、掃除、練習台のカツラばかりです。 

シェフ見習いは 1 日中ずっと大根ばかり切らされます。 

バスケットボールの部活でも 1 年生はドリブルすらさせてもらえません。 

どんな職業やバイトですらも経験者なら思い当たる節はありますよね。 

 

サイト作りやライティングも全く同じです。 

１つのサイトに完成なんて無いですし、何個も新しいサイトを作り続ける必要があります。 

こだわりが強い人ほど１つのサイトに固執して、次に切替えできなくなっていつまでも 

稼げない時間ばかりが過ぎていきがちです。 

 

 

 

最初はサイトの出来なんて 30％くらいで少し放置しておいても良いんです。 

そこまでに掛かった時間はせいぜい 1 週間ほどのものです。 

Web デザインなんて二の次で、そもそも作ってすぐだと誰にも見られてないですから 

それよりも同時並行で 2 つ目、3 つ目、4 つ目、と中古ドメインを取って 

新サイトを立ち上げていったほうが良いです。 

 

昔話で、弓矢も 1 本より 3 本のほうが強固になる例えがあるのと同じです。 

 



Google がドメインを評価する基準は複雑に色んな要素が絡みますが、 

優秀な被リンクがあるかどうかという点は昔からさほど変わってないです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは選挙に似ていて、どんな世界でも誰からも支持されてない無名の新人候補者が 

当選する事はまず無いですよね。 

地元の権力者や会社社長など権威のある人から支持されている候補者は 

人柄も経歴も優秀なのだろう、と判断されるのが多いです。 

 

新規ドメインが新人候補者、中古ドメインは既に大勢から支持されている候補者、 

である可能性が高いのです。 

 

もちろん他のアフィリエイターも同じ戦略をする人はいるので競合でぶつかったり、 

Google も賢いので別の不安要素を感じ取って検索上位に上がらないのも多いですが 

それでも新規ドメインに比べると初動のスピードと確率が段違いなんです。 

 

あらかじめお断りはしておきますが、もちろん新規ドメインのサイト１つだけで 

記事を追加し続けて、長い期間かけてナチュラルに検索上位に上げるのが 

本来のメディア運営でもあり、稼ぐ事は可能です。 

ただ、あまりにも初期段階で時間が掛かりすぎるために挫折する人が後を絶たないのです。 

 

それと、1 つだけのサイトに依存するのはとてもリスクが高いのです。稼げるメディアにな

ったとしても会社に勤めていて倒産されたときと同じ状況に陥ります。 

ビジネスの基本はリスク分散による安定化です。 

 

サイトＡ 

サイトＢ サイトＣ 

サイトＡはサイトＢ＆Ｃから 

リンクされている。 

（被リンク状態） 



【中古ドメインの評価を調べる方法】 
 

中古ドメインの過去サイトを見たり、評価がどうなってるのか見る方法を 

並べていきますのでブックマークしておきましょう。 

 

 

・Wayback Machine 

https://archive.org/web/ 

元のドメイン運営者がどんなサイトだったか実際に表示できます。 

過去が風俗アダルト系だった場合は次回以降も確実に低評価になりやすいため、 

これらを省く目的で使います。 

 

※【プランＢ】では数値を見る基準やドメインの狙い方も解説しています。 

 

 

 

・aguse 

https://www.aguse.jp/ 

調べたい URL を入力後、一番下にあるブラックリスト判定結果を見るのが目的です。 

判定結果が全て「〇SAFE」となっていれば OK です。 

 

 

その他いくつもありますが、上記２つで最悪の事態は免れます。 

 

また、アクセスアップさせるための SEO 対策も考えていかなければならないですが、 

とてつもなく深く広いので、サイトを作る前から調べだすと 

いくら時間があっても足らなくなります。 

 

アフィリエイトで稼ぐならサイトを作る事が最重要なので、 

アクセスアップは二の次で構いません。 

まずはサイト作りを優先しましょう。 

 

 

 

 

https://archive.org/web/
https://www.aguse.jp/


【アフィリエイトするサイトの作り方】 
 

これに関しては Google 検索すれば山ほど出てきますし、 

特に決まっているわけでも無いですが、サイト作りの経験が無い人もいると思うので 

簡単に概要を書いていこうと思います。 

 

※【プランＢ】では稼げるサイトの具体的な作成方法、稼げる記事の書き方、 

サーバやドメインの設定方法、時短や便利なツール集など解説しています。 

 

 

サイトというのは自分の名前で契約したレンタルサーバとドメインによって作られる 

WordPress（ワードプレス）を指しています。 

今どきは昔の HTML サイトなどあまり見かけず、Google 検索で出てくるのは 

ほとんどが WordPress サイトです。 

 

WordPress は Google からの評価が高いので、検索上位にも上がりやすい媒体です。 

また、HTML や CSS など WEB の専門知識が少なくても 

誰でもサイト運営できる時代なので、乗らない手は無いです。 

 

デザインに凝りすぎる人が時々いますが、時間の無駄なので後回しで良いです。 

見た目は人間の目線にしか影響されず、Google からすれば無意味です。 

まだ生まれたてのサイトはアクセス数が全然無いので、 

人に見られる心配をするのも無駄です。 

デザインは後からいつでも数分あれば変更できるので、 

とにかく記事投稿していくのが最優先です。 

 

 

また、アフィリエイトをするサイトは無料ブログでは NG です。 

無料ブログとはアメブロ、はてなブログ、goo ブログなど有名企業が出していますが 

ビジネス利用が基本的に規約で禁じられているため、収益につながる広告を貼ると 

それだけで突然アカウント閉鎖されるケースも多々あるからです。 

 

昔、何も知らずに 20 記事入れていたらある日突然すべて消滅して 

ログインすらできなくなった経験がありますから最初は触らなくて良いです。 

 



下記は新規サイトを作るたびにいつもお馴染みとなる典型的な流れです。 

ワンパターンですし、慣れれば簡単なので覚えましょう。 

 

１．レンタルサーバを契約する 

⇒ Xserver（エックスサーバ） 

⇒ Mixhost（ミックスホスト） 

 

２．中古ドメインを取得する 

⇒ ラッコ Web「中古ドメイン販売屋さん」 

 

３．中古ドメインの DNS を契約したレンタルサーバに設定する 

４．レンタルサーバにドメインを登録する 

５．SSL 化させる（http://ではなく https://にする） 

６．サーバにログインして WordPress をインストールする 

７．WordPress の管理画面からログインして編集する 

８．テーマやプラグインを整える 

９．投稿から記事を新規追加していく。画像も挿入する。 

10．ASP から広告タグをコピペする 

11．アクセス数を増やす 

12．読者が記事を読んで広告タグをクリックする 

13．商品を購入・登録・申込がされれば紹介報酬が振り込まれる 

 

 

 

 

どんな記事を書けば良いのか、どんなサイトにすれば良いのか、 

最初は分からないのも多いと思いますが、 

ビジネスで成功する基本は成功者のマネをする事です。 

 

ライバルのサイトたちは Google 検索上位にいっぱい出てきます。 

 

検索上位に表示されるのは競合同士での熾烈な戦いに勝ってきた成功者ばかりであり、 

その位置に表示されるだけの理由が必ずあります。 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HFKJI+438E1U+CO4+609HU
https://t.afi-b.com/visit.php?guid=ON&a=q8305F-b278450D&p=q816401N
https://www.topshelfequestrian.com/?r=UK62738854


なんとなく Google 上位表示されているわけでは無いです。 

つまり、成功するヒントがたくさん詰まっています。 

 

ですが、記事をコピーすれば良いわけではないです。 

他サイトからコピーした場合、喧嘩両成敗の図式になりやすいです。 

 

Google は見破ります。 

他サイトも自サイトも圏外に飛ばされて、両方ともアクセス数が無くなります。 

コピーした側の自サイトはまだ生まれたてなのでアクセス数は元々なくても 

コピーされた側の他サイトはアクセス数が激減するのが Analytics でバレますし、 

そっちは復活もしやすいです。 

 

昔は違ったのですが、何故こうなるようになったかというと、 

それだけズルい事を考える大勢の人がコピペで大量にサイトを作っていたからです。 

ツールで簡単に何万サイトでも量産できたからです。 

そんな情報が誠実なわけはない事を知った Google も何度かのアップデートにより 

精度を上げてきたためです。 

 

だからコピペ文章を禁止するライティング依頼者も多いです。 

でもマネするのはコピペと同義にはなりません。 

あくまでも参考にするだけです。 

 

どういう広告を使って、どういう書き方をして、どういうオリジナリティを出してるのか 

など論理的な部分で最初はマネするところから始めましょう。 

 

オリジナリティだからと言って、カッコつけて我流でいくやり方は絶対失敗します。 

Web 業界にも流行り廃りがあるんです。 

極力周りに合わせておいたほうが無難だったり、余計な手間も発生しません。 

 

 

最初はサイトが上手く作れないから恥ずかしいなんて思わなくて良いです。 

どうせ誰も見てくれていないので、気にする必要などなく進めていって 

修正は後からいくらでもできますので。 

 

 



【終わりに】 
アフィリエイトは後発組でも関係なく稼げます。 

何百人実践しても全員が稼げるわけではない厳しい世界ですが、 

私もはじめは商材など 100 万円以上投資したものの最初の 4 か月は売上 0 円が続き、 

それでもしぶとく継続したから月収 600 万円も入ってきた今があります。 

 

やらない言い訳ばかりする人もいます。サボるのも怠けるのも人それぞれ自由です。 

敵は自分自身の中にあるものです。 

 

でも、お金に余裕ができると労働から解放され、不安も消えて性格も変わりますし、 

争いもバカバカしくなります。1 日中遊ぶことばかり考えていても良いんです。 

 

身近の人たちに躊躇なく現金でポンっと 50 万円渡す事なんかもできます。 

周りに色々与えていくと喜ばれますし、尊敬もされ始めます。 

頼られるようになると優越感がとてつもないです。 

 

中古ドメインの爆発力が当たると検索 1 位になるのは私も実践から何度も経験しています。 

運も必要ですが「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」が現実に起こるのがアフィリエイトです。 

撃たなければ一発も当たる事は無いです。損切りして当たったものだけ残せば良いんです。 

 

先述もしましたが【プランＢ】は富裕層がターゲットなので 

アフィリエイト報酬の金額が【プランＡ】よりも遥かに高額なので 

作業効率が格段に上がりますし、ノウハウを教える人もほとんど見かけないですし 

あまりライバルが増えすぎても困るので、30 人くらいで締切るかもしれません。 

今これを見ている瞬間がそれだけ大チャンスなんだと言う事です。 

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。 

また【プランＢ】でお会いしましょう。 

 

【プランＢ】を送付希望の方は下記リンク先にお進みいただき、 

水上アキラに直接お問い合わせ頂けて意志が確認できましたらアドレス宛てに送りますね。 

 

⇒ お問い合わせフォームはこちら 
 

https://shangri-life.net/form/

