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【著作権について】   

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。   

下記の点にご注意戴きご利用下さい。  

  

 このレポートの著作権は作成者南昌幸に属します。   

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、 転載、流

用、転売等することを禁じます。  

 このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。  

 このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部

をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。   

著作権等違反の行為を行った時、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・刑事を問わず法的手段による解決を 行う場合があります。   

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤

りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。   

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありまして

も、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。   

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等

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。  

   

ご挨拶  

  



私の名前は南昌幸（みなみまさゆき）。  

  

４０代の既婚サラリーマンです。  

  

仕事はファミレス（ファミリーレストラン）の店長を２０年ほどやって

います。  

  

「趣味ブログ」の素晴らしさに魅了された一人です。  

  

「趣味ブログ」で人生が変わった私の経験を元に、その良さを

お伝えします！  

  
詳しいプロフィールはこちらをご覧に下さい  

→ https://business.sinobi22.com/profile  

※趣味ブログとは？→ある程度専門的な分野に絞ったブログ。  

自分の趣味のことを記事にするので継続しやすい。  

資産になりやすい。  

参考記事→「ネットビジネスとは？趣味ブログをおすすめする理由６つ！」こちら

からどうぞ→ https://business.sinobi22.com/archives/262  

  
 



「趣味ブログタラレバ物語」  

  

本レポートは前半・後半の二部構成となっています。  

前半「趣味ブログタラレバ物語」  
  

忙しく働き色々悩みが多いサラリーマン。  

「こうなったら良いな！」「ああいうふうになれればな！」（ここでは略

してタラレバと呼びます）  

何度も希望を持たれたことがあるのではないでしょうか？  

  

でもなかなか現実にはそのきっかけがなかったり、取り組んだけれども

続かなかったり・・・。  

  

でも趣味ブログを作ることで、「６つワクワクする結果」を手に入れる

ことが出来るのです！  



  

このレポートは「趣味ブログ」を通じてそれを実証した私があなたにお

伝えしていく物語です。  

  

  

上の画像はちょっと大げさですが、忙しい仕事に追われ、色んな悩みを

持つサラリーマン、私のイメージです。悩みはこんなのがありました！  

  

  

サラリーマンの悩み  

 仕事で達成感を感じることがない  

 趣味をするためのお金が不足している  休みの日を

有意義に過ごせていない  家族の役に立てていない  



 同僚と集まると愚痴が多くなってしまう  自分の時

間がなかなか持てない  

  
  

   

サラリーマンなら でも一度は持つ悩みなのではないでしょう

か？  

それを「趣味ブログ」を取り組むことでこうなります！ 

 
  

  

  

【６つのワクワクする結果！】  



 

  毎月１０万 PV（ページ閲覧数）のアクセスをブ  

ログで達成出来る！  

   自分の好きな事をして月１万円以上稼げる！  

   やる気がなかった日々が毎日楽しく、目標が自分 

で作れる！  

   家族と出かけるとき、情報提供して役立てる！ 
  目標と価値観を共有する仲間が出来る！    

時間管理が本当に上手になる！  

  

「趣味ブログ」でこんな「６つのワクワクする結果」を実現することが

出来たのです！  

  

それぞれの成功体験物語を裏側も含めお伝えしていきます！  

  

後半「趣味ブログはじめの一歩」  

趣味ブログ作りを始めるにあたって必要な準備やデメリットの 

乗り越え方について説明しています。  

 

 

  

それでは、「趣味ブログタラレバ物語」をお楽しみください！  

  



趣味ブログタラレバ物語本編  

第一のタラレバ物語「仕事で達成感

を感じられたらなあ！」  

上司から当たられるつらい日々  

 
 私

は本業でファミレスの仕事をしており、日々お客様に感謝を 

いただくために頑張っていました。  

  

しかし、ある時お客様からのクレームが止まらない時期がありました。  

  

上司からの詰め方は厳しく、「クレーム（苦情）を抑えなけれ

ば、店長を下ろすぞ！」  

と事あるごとに言われていたのです。  



   

トレーニングをし、面談をし、様々な手を打ったのですが、同時に衛生的に問題が

発生したりして「泣きっ面に蜂状態」でした。  

   

更に悪いことは重なり、正月元旦の営業のときなど人不足で朝（９

時）の開店準備から夜の（２５時）閉店の片付けまで、ぶっ通しで

働き、帰りの車中で何度も寝てしまい、車を色んなところにぶつけ 

てしまう始末。（車は結講ボコボコです・・）  

  

「もう嫌だ！！！！」  

「もう無理！！！！」  

「もう 界！！！！」  

  

とにかくそんな現実から逃避したかった時期があり

ました。  

（ちなみに今はそんなひどい状況ではありませんよ）  

  

  

ブログとの出会い（１０万円稼げるぞ！）  

そんな時目に飛び込んできたのが、「月収１０万円を稼げる！」と 

いうキャッチコピーです。  

  

現実逃避したかった当時の自分にこれほどスポン！とハマった誘い文句はありませ

んでした。  

  



「１０万円稼いで、それを土台にステップアップし

て今の仕事を辞めよう！」  

という決意をした瞬間！  

  

最初のネットビジネス（インターネットを使用した商売）を始めたきっかけはこん

なでした。  

  

必死の思いでコンサル（コンサルティングの略）代を藁にも

すがる思いで１０万円を支払い、ブログ作成をはじめまし 

た。（１０万は大金！！それを会ったこともない人に結講勢いで支払うなんて！！

大胆すぎると今は思います！）  

   

しかしブログ作成の知識がなさすぎて、当然ですがまともな文章が書 

けませんでした。  

   

配布された簡単な資料とにらめっこしながら執筆を続け、週一回の３ヶ月の電 

話 LINE コンサルを受けながら１０万円を稼ぐことを目指しました。  

  

ブログのテーマはかつて大学時代部活でやっていたヨットの記事で  

「ヨットで大会に勝つ方法！」のノウハウ記事を書いていまし 

た。  

  
  

１０万円の利益を上げる内訳はこうです。  

「一つの教材を作り上げ、それを一つ１万円で売り１０本販 

売する！１万☓１０本＝１０万円」という算段でした。  

   

  
  



自分的には良いビジネスプランで「これは幸先のいいスタート 

だ！」と小躍りしながら頑張っていたのですが。  

  

途中で挫折してしまいました・・  

  
  

「なぜうまくいかなかったのか？」  

  

３つあります。  

  
  

３つの上手くいかなかった理由  

◎ブログ作成に関するノウハウを知らなかった事  

◎それを補うサポートが不足していた事  

◎自分自身の作業量が全く足りていなかった事  

  
  
   

愛着がある分野の記事を書くのは楽しくもありましたが、残念 

ながら記事の書き方や表現の仕方、構成を詳しく教えてくれるよう 

なコンサルではなかったのです・・・。  

  

はじめてのブログ作成経験はほろ苦いものとなり、ブログはビジネスと

して捉えた場合全く甘いものではなく  



「きちんと学ばないと結果は残せないぞ!」と痛感しました。  

  

トレンドブログで再出発「１０万円の魔法」  

 

次に出会ったのが、トレンドブログです。  

  

  

※トレンドブログとは？→芸能人や、ニュース性のある物を題材にして記事にしていくブロ

グのこと。アクセスを多数集めて収益を得るビジネスモデル。  

※アクセスとは？→インターネット上の情報を探して閲覧すること。  

  

  

今度は「１０万円稼げるまで永久に何度でもサポートしま

す！」という言葉に惹かれ、チャレンジしました。  

これまた魅力的な殺し文句（魔法）でした！  

  

がそんないい環境でも記事を書き続けられず挫折。  

  

具体的にどう挫折したかと言いますと、トレンドブログでは、一日 



３記事書くことを稼ぐためには求められるのですが、そ

れが続けられなかったのです。  

  

なぜでしょうか。  

  

おそらく、記事を書き続けられなかったのは、記事を書く内容 

が自分の興味のないものだったからです。  

  

記事の題材である、芸能人の情報（世間一般的に関心が高い）にあまり

興味はなかったのです。  

（今では好きな映画やドラマに出てくるキャスト、役者さんには興味があり 

ますけどね）  

  

また、「どれだけ早く記事を書いて公開するか！」という 

ライバルとのスピード勝負になってくるので、それほど時間に余裕がない私には、

「合わないかなあ」って勝手に思ってしまったのです。  

  

トレンドブログが続かなかった理由  

◎ 話題になる芸能人の記事などが中心（興味ない）  

◎ スピード勝負（余裕ない）  

◎ １日３記事など日々書き続ける必要がある（時間無い）  

  



趣味ブログ（歴史ブログ）を始め、達成感を味わ

う！  

 

 挫折が続いた後、私は新たな指導者と教材に出会います。  

この時出会った指導者と教材に恵まれました！  

（まっとうな誇張しすぎない話と誠実な理念に賛同しました。）  

※ 初心者の方には指導者と教材を探すときは必ず調べることをおすすめします！  

※ 具体的には直接問い合わせをしたりお話してみることでその人の人となりが分

かります！  

良い指導者の見分け方  

◎ 直接問い合わせ、交流したり話してみる。（きちんと対応してくれる）  

◎ 指導者のブログ・メルマガを実際に確認する。（嘘偽りがなさそう）  

 この指導者と教材で趣味ブログの書き方を徹底的に学ぶことになります。  

趣味の中でも私は「歴史ブログ」を始めます！（歴史に関する事を記事にしていくブ 

ログです。私は歴史が好きだったことと、アクセスを集めやすいこと、などが理由です）二度

失敗をしていますので、「今度は心折れずに頑張ろう！」と取 

り組みました。  

  

悩みが出てもすぐに指導者の方に相談し解決し、毎回ブログ 



の記事を添削していただくことでより良い記事が出来、どんど

ん前に進むことが出来たのです。  

趣味ブログで挫折しなかったポイント！  

１  
 

 

２  

 

 挫折から抜け出せた瞬間でした！  

私のやりたいこと欲しいもの  

「やりたいことの実現」を目的にすると、「趣味ブログ」が続けやすいの

でおすすめです！  

  

私のやりたいこと欲しいものは？  

  

◯日本の１００名城へ行きたい！  

◯昔のバイク（RZ350）に乗りたい！などなど  

  

  

   

当時私がやりたい事を並べた夢一覧です！  

  

                 

                 

      



 

こんなのを並べてみるのも良いですよ！  

あなたのやりたいことや欲しいものは何ですか？ブログのテーマ決める

時は次の２点から選びましょう  

◎ 自分の興味があるもの  

◎ 自分が得意な分野  

  

記事を読まれている！役に立っていると感じる！  

  



ブログは日に日に成長し、結果読者さんが増えてきた

り、自分の記事が検索の上位に表示されるように 

なって来たのです。  

「自分の記事が誰かの役に立つから責任持って良い

記事、良い情報をお伝えしていこう！」とプ 

ロ意識も身についていきました。  

  

 

  
  

今、１年間安定して月１０万 PV 以上記事の 

アクセスを達成できているのは、その意識と行動の結果

だと自負しています。  

  

※PV（PAGE VIEW・ページヴュー）とは？→ブログ内の特定のページが開かれた回数のこと。  

                        

  
    

  
    

  

           

                     

                  

                   



 ※アクセスとは？→情報を探して閲覧された数  

  

  

  
ブログ PVの推移  

 

 第

一のメリット「毎月１０万 PV 以上の

アクセスをブログで達成出来た！」  

  

第一のタラレバまとめ  

 ファミレスの仕事で辛い思いをする  

 ヨットブログは知識とサポート不足で挫折  

 トレンドブログは興味が無く、スピードについていけなくて挫折  

 良い指導者と教材に出会う  

 良い記事を書けるようになり、プロ意識が付く  

 １０万 PVを達成し、達成感を味わう！  

  

  

  

  

  

  

  



第二のタラレバ物語「趣味をするた

めのお金があればなあ？」  

ファミレスの２店舗管理の手当は２万円？  

 
ある時期２店舗を同時に店長として管理していました事がありました。  

  

事件が起きると２倍の苦労が襲い掛かりかなりの負担でした

が、２店舗を担当すると貰える２万円の手当のために頑張って

やっていました。  

  

割に合わないと感じる中、同時に新店をオープン任されるという過酷な 

状況（時に勤務が朝８時位から下手すれば 夜３時くらいまで及ぶことも！！） 

もありました。  

  



「これだけ大変な思いして２万円って！少なくな

い？！」  

至極当然の気持ちでしょう。  

趣味ブログなら好きな事を題材に書いて月１～３万

円、年間２０万円！  

 趣味

ブログならば、好きな事を記事に書いて公開し、読

者の方に読んでいただくことで月１～３万稼ぐこと

が出来るのですからこの差は大きいです。  

  
この違いは何でしょう？  

ブログが稼いできてくれる、広告の仕組みの凄さだと私

は思います。  

  

実際飲食業は、お客様から頂いた料理代を原資に、コスト（家賃、水光

熱、原価、人件費）を差っ引いて得られる利益が１０％位に 

なります。  



１割のみです。  

  

一方趣味ブログでは、Google AdSense（グーグル社が提供する、WEB サ

イト（ブログ）に広告を掲載することで収益を得る事ができるサービ

ス）からの広告料をそのまま頂けます。  

  

【飲食店の場合】月間  

料理代（１００％）－コスト（９０％）＝利益（１０％）  

  

【趣味ブログの場合】月間  

 広告料（１００％）－コスト（約１０００円）＝利益  
 ※サーバー代とドメイン代をコストとしてあげてあります。広告料の多さによって左右されま

す。  

  

もしブログが将来まで消えずに広告料を稼いでくれ

るとしたら（もちろん絶対では無いですが） 

効率良いビジネスだと思ったのです！「今書いてい

る記事の収益が将来入ってくる！」、と考えたら権

利収入的（不労収入）なビジネスと捉えることも出

来ますよね。（ブログはインターネット上に残りま

すので、資産と考えることも出来る！）  



 
  

  

記事の内容がテレビなどで話題になったり、イベントの時期になったりす

ると検索される方が増え、ブログが多くの方に読まれ、収益 

に直結します。（こんな嬉しいことも起こるのが趣味ブログです！）  

  

紹介している商品やサービスが売れると、その都度収 

益が入ってきます。  

  

これは「アフィリエイト」と言ってある商品やサービスを紹 

介するとその紹介料をいただけるという仕組みです。  

  

［簡単なアフィリエイトの図］  

 
・・・商品・サービスの流れ  

「→ 」    ・・・お金の流れ  

  

                

          

         

         

          

         

          



 
  

  
  

  

もう少し詳しく説明した図はこちら⇓  

 私

は売れるとその都度スマホに通知されるようにしているのですが、「申込み 



が入りました！」ってメールが来るとこれがまた嬉しかった 

りします。  

  

実際の収益としては月間で１～３万円。  

年間で２０万円くらいは稼げるようになってきてい

ます。稼いだ収益は趣味のために使える！楽しい循

環  

 

 稼いだ収益は、歴史の好きな本を買っ

たり、好きな城を見に行くのにその宿泊代や交通費

に当てたりと、趣味に使うようにしています。  

  

なぜならこれでまた記事を書くことが出来るからです。  

  



趣味ブログで稼いだ収益で、趣味の事に使

う。  

そしてそれを元にまた記事を書く。  

そのことで、また読まれる方が増え、収益

に繋がっていく。  

この良い循環がたまらなく好きなのです。

「最高です！」  

 

  

実際、一気に「１００万！」とか稼げてはいないですが、楽しく記事を書きな

がら、月間の安定した収入を得ることはとっても素晴らしいこ

とだ実感しています！  

  

         

         

          

          

         

       

        



第二のメリット「自分の好きな事を

して月１万以上稼げる！」  

  

第二タラレバまとめ  

  

 本業で２万円をプラスで稼ぐことは大変。  

 趣味ブログならば、広告が稼いでくれる  

 好きな事を題材にするので、続けやすい  

 稼ぎを趣味に使うことで、より良い記事が書ける！最高の循環  

  

第三のタラレバ物語「休みの日を有意義に過ごせたらな

あ！」  

  



フル活動のファミレス店長燃え尽き症候群？  

  

日々のファミレスの仕事は、料理を作ったり、接客をしたり、指導 

したり、スケジュールを作ったりとフル活動です。  

  

休みの日に休養を取るのですが、たとえ体の疲れは取れて

も、何もやる気が起きないことがあるのです・・・。  

  

なぜなのでしょう？  

  

それは目指すものがなかったからです。（今は自分 

で目標を立ててそれを達成するために楽しくやっていますが、当時はや

らされてる感が大きかったです）  



  

つまり日々の仕事で燃え尽きちゃっていたのです。  

  

  

とにかく疲れていたのです。  

  

「なにもしたくなかった」、というのが本音です。  

  

学生時代によく読んだ歴史小説は、棚の奥の方に眠って

いました・・。  

  

趣味ブログにハマる！目標がバンバン出てくる！  

  

趣味ブログを始めたときには、本当にかなりハマりました。  



毎月記事を書く目標を設定するのですがこれがまた楽し

い！  

  

ブログを書くために、色々とリサーチ（ネットや書籍から調べ

る事）するのですが、好きな事なので全く苦にならないの 

です。  

パソコン打つ手が全く止まらない！笑  

  

もちろん、読者の方に読まれるので、文章や装飾な

ど修正が必要ですし、キーワードは意識しなければ

なりませんが何より、好きな記事を書けるこ

とが本当に楽しい！  

  
※キーワードとは？→グーグル社的には「商品やサービスを表す単語やフレーズのこと。 

いつどこに広告を表示するかを決める要素となる」  

  

仕事の疲れなど、本当に簡単に吹き飛んでいきましたね！  

自分でも驚くくらい目が輝いていました。  

こんな自分がいたのだと、自分で自分にびっくりするく

らいでした！  



すると逆に今度は昼間の仕事も楽しくなってきたの

です。  

  

忙しさは変わっていないし、むしろ記事を書いているので、集中してい

る時間は増えているはずなのですが本業にいい影響を与えてくれまし

た！  

【ブログを書いて楽しくなる良いサイクルの図】  

 

  

趣味ブログで気持ちリフレッシュ・商売の基本も学

べて本業のモチベーションアップ！  

                         

                       

          

  

                     

                        



  

この効果は気分のリフレッシュが出来たことが大きいと

思います。  

本業以外で打ち込めることを持つことで、気持ちの切り

替えが上手く出来るようになってきたのです。  

  

そして、趣味ブログ作成は、読者目線で記事を作成

していきますので、商売の要素も多分に学ぶことが

出来ました。  

  



例えば、「欲しいものや必要なものに対する答えを

記事で表現してあげる」というところです。人は、

欲しいものや必要な物を求め、  

商人は、人の欲しいものや必要な物を揃えます。そ

れらが合致すれば、お金を媒体に交換が成立するの

です。  

趣味ブログではそんな原理原則をガッツリ学び 

ます。（これが出来ないと読んでもらえない＝離脱されやすくなる）  

【商売の原理原則の図】  

 
  

                      

                     

                           

                       

        

                   

         



この考えは本当に学べて良かったです。結局、ファミレスでは店舗を運

営するノウハウや、評価を上げるスキルは学びますが、肝心要の商売の

心を学べていなかったのです・・。  

  

この様に仕事に目的を持って取り組むことの

大事さを、趣味ブログ作成を経験することで

学ぶことが出来ました！  

第三のメリット「やる気もなかった

日々が毎日楽しく、目標が自分で作

れる！」  

  

第三のタラレバまとめ  

 本業に目標を持てなかった  

 好きな事を題材に書く趣味ブログは目標がどんどん出てくる  

 すると本業にもいい影響を与えるようになった  

 商売の基本を学べた  

  



第四のタラレバ物語「家族の役に立

てたらいいなあ？」  

  

家族との買い物やお出かけもお疲れ・・  

 

 私

は家族と休みの日にショッピングセンターや新しく出来

た商業施設などに訪れることが多かったです。  

  

しかし仕事で疲れた体には、なんとなく人混みの場所に

出るのが億劫でした。ショッピングセンターのベンチで

こっくりと寝ているお父さんを見かけることがありませ

んか？あれ、私です笑  



  

そんなちょっと痛いお父さんでした・・。  

  

【趣味ブログをやる以前の自分は？】  

出かけても疲れを引きず

ってしまう・・  

 

  

  
ところが、趣味ブログを書き始めますと、それが変わったのです。  

  

行き先の商業施設やイベントに関する記事などを事

前に書いたりするようになったのです。  

  

そうすると、事前に勉強しますので、基本情報はもちろんの

こと、その日のお得なキャンペーンを知ったり、当日

色々と役に立つわけです。  

  

           



それまでの道のりとかも渋滞情報とか、調べますので、一番効率の良い

ルートでたどり着くことが出来たり！  

  

その後、行ってきたことをまた記事に書きます。  

体験記事というのは結構重宝されますので、検索される方も多いです！  

記事ネタをゲットするためには寝ている場合じゃありません！  

  

  

  

体は疲れているのですが、それを忘れてしまう 

ほどワクワクしてくるのです。  

  

気持ちがワクワクすると、体もそれに反応するので

しょうか？  

  

科学的には分かりませんが、動けちゃうのです。  

（実際は神経伝達物質によるものだと仲間に教えて

いただけました）  



【趣味ブログの家族役に立つ方法の図】  

 
  

というように一石二鳥の趣味ブログは楽しい！  

家族のためにもなり、収益にもなります！  

  

  

第四のメリット「家族と出かけると

きの情報収集やまとめ方がブログ作

成と一緒で役に立てる！」  

  

第四のタラレバまとめ  

  

                  

                         

                         

                  

                 



 休みの日は出先で寝てしまっていた  

 事前の情報収集で家族のおでかけプランを立てれる！  

 事後の体験記事作成で更に収益を上げられる！  

 お出かけ時に眠くなくなる！  

  

第五のタラレバ物語「仲間と前向 

きな価値観を共有できたらなあ？」  

  

人との関わりを避ける日々  

 
  

学生時代の友人や、会社の同僚など、家庭を持ってからはほと

んど会っていませんでした。家庭中心な暮らしになっていまし

たし、また、お金もかかるからなんとなく避けていたのです。  

  



会社の同僚は結構愚痴が多めで、あまり共感出来なかったと 

いうのもあります。（ただ、後々「この愚痴や悩みを解決するには趣味ブ 

ログが最適だな！」と思い直したりしますが）  

  

そういったこともあり、勝手に自分から距離を置いていまし

た。  

自分本位は相手にされない（ネットワークビジネス

の経験）  

  
また、私は過去にネットワークビジネス（マルチレベルマーケティ 

ング MLM）をやっていた時期もありました。  

  

その時は人に会ってビジネスの話をしなければ始まらなかったので、人

を避けていた自分もなんとか勇気を出して会う約束を取っ 

ていました。  



  

ちょっと「辛いなあ！」って思いながら、それでも自分に言い聞かせ、 

行動していました  

  

何故辛かったのでしょう。  

  

なぜなら目標が「メンバーを誘うこと」になっていたからで

す。  

それが頭に有るので、純粋に楽しめなかったのです。  

  

  

はじめにやりたいこと（目的）を決め、その実現のため 

に動き出すところは趣味ブログと一緒です！しかし目標「メンバーに誘

う事」に意識がいきすぎて自然に動けなかったのです。  

そしてメンバー登録したとしても、商品を購入しなければ収入が入 

らないので、なかなかハードルが高いビジネスでもありました。  

  

  

【ネットワークビジネスの仕組みを簡単に図解】  



 

  

  

自然に誘うようにと指導してもらっていましたが、  

  

「自分が儲かりたい！自分が稼ぐために誘っている！」  

というところが強く出過ぎた故に、自然ではなかったのでしょう。  

  

だから、怪しまれることも度々、結果を出すことは出来ませんでし 

た。  

  

ただ、自分の考え方の間違いをネットワークビジネス

のせいにしているところがありました・・。未熟でし

た・・・。  

  

               

                       

                   

                        

          



必要な情報を届ける「趣味ブログ」は価値観を共有

できる！  

 
  

そんな苦い経験をネットワークビジネスでしたため、 

「趣味ブログ」のビジネスモデルははじめスムーズに受

け取れました。  

  

趣味ブログは、こちらから無理にアプローチする必要がありません。  

  

なぜなら、「その情報が欲しいと思う方だけ」が訪れるからです。  

  

  

目的がはっきりしているので、広告も関連する広告が表示されるか、関

連商品しか置かないので、読者さんにもストレスが無いの 

ですね。  

  



それこそファミレスのように、お客様を待つ店舗営業 

に近いですね。  

  

受け身のスタイルに当時の自分は実際に救われまし

た。【趣味ブログのビジネス流れ簡易版】  

 

  

その後、徐々に趣味ブログを教えてくださった方や、運営している方と

コミュニティで交流したり実際にお会いしたりする機会がありました。  

  

  

そこでは本気で応援したり、本気で心配をしてくださっ

たりしてくれます。  

  

               

                           

                         

                           



そして皆さんネットビジネスで成功しようと頑張ってい

らっしゃる。  

ネット上でのつながりなのですが、それを感じさせないです。  

  

そんな環境に揉まれ、徐々に自分から積極的に発信し

たりアプローチすることが自然と出来るように

なっていきました。  

  

今では自分から発信する必要性にかられ、メルマガをや

るようになっています！  

  

それが出来たのも、  

「趣味ブログというビジネスモデルが癒やしてくれ

た後、価値観を共有した仲間がいたから 

成し得たこと」だと思っています！  

  

【趣味ブログで価値観を共有できる仲間を得た流れ】  

  



 

趣味ブログを作り、目標を目指すことで、同じ価値観を共有出来る仲

間が出来た！  

 

仲間に助けられ、鍛えられ、今ではメルマガや音声を積極的に発信す

るまでに成長した！  

  

  

第五のメリット「目標を目指し価値

観を共有出来るかけがえのない仲間

が出来る！」  

                 

                             

              

                            

                               



  

第五のタラレバまとめ  

 自分が中心となる考えが抜けきらずネットワークビジネスは失敗  

 受け身の趣味ブログのスタイルは自分を癒やしてくれた  

 目標を目指す仲間たちと価値観を共有し、自分も積極的になっていった！  

  

第六のタラレバ物語「自分の時間が

もっとあればなあ？  

  

時間がない！忙しすぎる毎日！時間をくれ～  

 本業のフ

ァミレスの仕事は拘束時間が長めです！通勤往復２時間、店にいる時間



が１３時間なので、仕事に関わる時間は拘束時間や通勤時間合わせて

１５時間です。  

  

朝１０時前後に家を出て、夜２４時前後に家に帰る。  

そんな生活を毎日送っていました。  

  

毎日の忙しさの中、私は趣味ブログをはじめました。  

どうやって時間を作っていたのかを見てみてください。  

  

  

趣味ブログに必要な時間は３時間あればいい！！  

  

記事を書くのにはまとまった時間が必要になっ

てきます。  



３時間前後は必要です。  

ブログを書く流れ  

◎ 誰に何を伝えたいかを決める  

◎ キーワードを探す  

◎ ライバルチェックをする  

◎ タイトルと見出しを決める  

◎ 本文を書く  

◎ 装飾・画像を盛り込む  

◎ 見直しをする  

◎ 完成！！！！  

 

誰に何を書くのか決めて、キーワードを決めて、ライバル

チェックして、タイトルと見出し決めて、本文書いて、装

飾して、見直して～と結構かかります。  

  

まあ書き始めればあっという間で、「えっもうこんな時間！」状

態なのですがね。  

楽しい時間なのですが、実際にかかるその時間を捻出しなけれ

ばなりません。３時間確保するための具体的な私のやり方を３

つご紹介しましょう！  



１：必要不可欠なのはスケジュールの見直し  

  

まず私は今の自分の生活スケジュールを見直しました。  

  

まずは知ることから始めます。  

  

そうすると、「どこで３時間を確保すればよいか？」を明確に知

ることが出来ました。  

  

その中でもいつも付いているテレビは「時間泥棒だな 

～」と感じ即刻ダラダラ見るのをやめました！  
  

もちろん見たい番組も有りましたので、それは全て録画し

て休日に見るようにして時間をコントロ 

ールして無理なくやるように心がけながら。  



  

仕事も早めに帰れるように、試行錯誤して、いつもダラダラ書

いていたアルバイトのシフト表も、決めた時間に一気に作 

るようにして、早めに変えるように変更！  

  

目的があると（帰ってブログを書く）本業の仕事も捗るんです

これがまた！  

  

  

  

以下は実際の私の平日の時間割です。  

実際の時間割（趣味ブログに取り組む前後の比

較）  



  
  

※いつもの生活から「ブログ作業」する時間を３時間ほど確保する 

事を目標に掲げます。  

※具体的には睡眠を１時間減らし、仕事はサクッと帰れるように工 

夫し、テレビを見る時間を極力無くしました。  

※そしてここには書いていませんが、通勤時間ではメルマガやツイ 

ッターの確認、本日やることの確認を行っていました。  

  



２：家族の協力はかなり大事です！  

  

次に大事なのが、一緒に住む家族の協力です！  

  

ポイントは「家族と喧嘩せずに上手く付き合えるかどう

か？」です。  

  

喧嘩のきっかけはだいたいむしゃくしゃしていて相手に共感しな

かったり、事前に報告をしなかった事が大半 

でした。  

  

喧嘩が始まると収まるまで２時間ほどかかり、時間も気力も吸い取られ

てしまうという最悪なシナリオになります。ネットビジネスを進める上

で、作業に集中する時間を確保するなら、 



家族の協力を得る事が必須になっていきます！  

  

ポイントは３つあります！  

１， 日々の共感！  

２， 事前の報告！  

３， 本気で行動していること！  

  

これはなかなか簡単なようで難しいですが、上手く

行けば協力してもらえ、作業時間を工面してもらえ

ます！  

  

※さらに詳しいことは無料メルマガ登録特典でお渡ししている

「家族の協力を得る最強の方法！」を手に入れてみてください

ね。実体験で使える方法となっています！  

３：優先順位を決める計画を立てること！  



 

 後は、計画を立てること。  

  

せっかく作業時間を捻出しても、その時間に不必要な事をして

いては効率は上がりません。  

  

前もって、計画を立てる事が大事になってきます。  

ポイントは未来の予定をワクワクしながら決めてし

まうことです。  

  

具体的にはこう！テーマ「京都へお寺観光」（⇒例）  
やりたいことをいつやるのか？を手帳に書き込む 

⇒一ヶ月後の２４日！京都の寺を見に行く！  



 次にそこから逆算して計画を決め書き込む  

⇒新幹線のチケットは 7日前。お寺情報調査１０日前など  

 その計画を達成することでどんな意味があるかを 

ワクワク想像しながら書き込む（これが超重要！） 

⇒歴史や由来・逸話を知りパワースポットや周辺のお

店、お祭り情報などを紹介できる！  計画を立てる

時間を作業時間とは別に確保する  

⇒通勤時間や休憩時間を作戦タイムにする！  

  

計画を立てる事は隙間時間でも出来ますので、上 

手く分散させていくのが良いです。  

  

「記事を書く時間を確保するぞ！」という目標があればきっと

出来ます！  

  

  

時間管理にはスマホのアプリも活用しました！  

「TODOIST」という無料アプリは結講重宝しました。  

評価も高くおすすめです！  

  



番外編：自分のベスト睡眠時間を知る！  

  
   

集中するときははかどり徹夜して作業することもあ

るのですが、次の日の動きが著しく落ちますので、

睡眠時間は少しでも確保するようにしました。  

  

色んな時間を試しました。  

朝活（３時に起きて活動する）とか夜活（３時に寝

る）とか色々・・・。  

  

結局睡眠時間、寝る時間がどのくらいがベストなのかは、コ 

ンディションによるところが大きかったです。  

  



その中でたどり着いた結論は、  

「大体５～６時間」が良い感じですね。  

  

「１時に寝て７時に起きる。」感じです。  

  

これも個人差が多く有ると思いますのでどこがベストか？見つ

けて見てくださいね。  

  

  

その他：危険なことはしない  

  

失敗例として、通勤時間を何とか活用出来ないかなあ？と思った時 

に、車内でスマホの情報を見ようとした事がありました。  

  

はじめは信号などで停まっているときだけ見るようにしていたので 

すが、だんだん運転中も見るようになり、それによって３回ほど捕 

まりましたのでこれはやめました。  



  

事故を起こしたら家族を悲しませることに直結します！要注意です！  

  

  

  

  

第六のメリット「時間管理が本当に

上手になった！」  

第六のタラレバまとめ  

 ブログを書くのに３時間は必要  

 ポイントは３つ  

 スケジュールの見直しで見える化しよう  

 家族の協力は必須  

 計画の立て方はワクワクしながら  

 ベストな睡眠時間を見つけよう  

 危険は避ける！  

  

  

  

  

   

趣味ブログタラレバ物語まとめ  

はい、６つのタラレバ物語を見てまいりました。  



このうち１つでも当てはまるならば、趣味ブログを取り組むことで

お役に立てるでしょう！もう一度おさらいしておきます。  

６つのタラレバ  

 仕事で達成感を感じられたらなあ！  

 趣味をするためのお金があったらなあ！  休みの日

を有意義に過ごせたらなあ！  家族の役に立てられ

たらなあ！  

 仲間と前向きな価値観を共有できたらなあ？  自分

の時間をもっと持てたらなあ！  

  

  

  

   
  

【６つのワクワクする結果！】  



   毎月１０万 PV（ページ閲覧数）のアクセスをブ 

ログで達成出来た！  

   自分の好きな事をして月１万円以上稼げた！  

   やる気がなかった日々が毎日楽しく、目標が自分で 

作れた！  

   家族と出かけるとき、情報提供して役立てた！  

  目標と価値観を共有する仲間が出来た！  

  時間管理が本当に上手になった！  

  
６つのタラレバは解消されましたか？  

  

「趣味ブログ」に興味は湧いてきましたか？  

  

人によっては、「私趣味ないし！」とおっしゃる方もいるかも知れません。  

  

趣味ブログと言っても、なにも専門的な内容でなくても良いんですよ。  

  

それこそ、「子育て」でしたり「勉強」でしたり、「買い物」でしたり、「テレビ 

番組」でしたりと日常的なことが、テーマになりうるのです！  

  

もちろんその中で興味が湧くものが良いですよ。  

なぜなら継続することが最大の成果を産むポイントですからね！  

   

そこで「南昌幸のおすすめ！」です！一度、ご自身の過去を振り返

って見ることをおすすめします。  



（人に歴史ありです！）そうするとあなたが歩んできた道のり

が浮かび上がり、どんなことに興味があって、何が好きだった

のか？とか分かってきます。  

逆に嫌いだったことでもいいです。  

それがなぜ嫌いだったのか？が分かれば好きな事の裏付けにな

ったりしますしね。  

  
  

趣味ブログ作成はじめの一歩！  

さあ、ここまで私の人生における「タラレバ」を、趣味ブログと出 

会ったことで改善してきた物語を見てまいりました。  

  

今度は、実際にあなたに当てはめてみましょう！是非下のワークをやっ

てみてくださいね。  

  

趣味ブログで上手くいく秘訣ワーク  

  

１， あなたが一番興味あることは？  



  

  

  

  

２， 将来どのようになりたいですか？  

  
  

  

  

   

この２点は趣味ブログを始めるにあたって、また続けていく 

にあたって大事な大事な「軸」になります。  

  

趣味ブログ作りで「６つのワクワクする結果」を得るためにも、この

「軸」をしっかりと決めておきましょう。  

私ははじめこの「軸」が決まっていなかったため、またブレていたため

エリアマネージャーを降ろされ、最初ブログ作りを続けられませんでし

た・・・。  

あなたはぜひとも決めてみてくださいね。  

  
  



詳細はこちらの記事も参考になりますので、是非ご覧ください。  

「ネットビジネス初心者にまず考えて欲しい！（どうなりたいのか？）」こちらから→ 

https://business.sinobi22.com/archives/361  

その浮かび上がったあなたの「軸」を私に話してみません

か？私宛に返信してくださると私本当に嬉しいです！もし

届きましたら心を込めて返信させて頂きます！  

「これに興味があるんだけどブログで活かせるか？」とか、  

「こんなところでつまづいているんだけど南はどうやって対応

したのか聞いてみたい！」とかどんな小さなことでも良いです

よ～。  

お待ちしてます！  

南昌幸へ返信してみる  

→ https://81m.jp/p/r/7Ki0aOsv  

  

メッセージをいただけるとめちゃくちゃ嬉しい

です！！！  

お気軽にどう～ぞ！  

  

  
  



趣味ブログの作り方  

  

軸が決まり、どのような自分になりたいか？が決ま

ったら、実際にブログを作成する準備をしていきま

しょう！  

とにかく継続が大事になってきますので、そのためのサ

ポートは惜しみません！  

   

私のブログでご紹介しておりますので、ご参照ください！  

「ネットビジネス初心者が趣味ブログで稼ぐための準備その一」こちらから→ 

https://business.sinobi22.com/archives/348  

  



趣味ブログを作って感じた最大のデメリット  

  

趣味ブログの良いところばかりを書いてきましたが、実は実際

にやってみてデメリットもあります。  

  

でもただデメリットを言っただけでは身も蓋もあり

ませんので、そのおすすめ対処方法も載せてありま

す。  

参考になさってくださいね。  



安定して稼げるまで時間がかかる！  

  

趣味ブログは急激に稼げるタイプのビジネス

ではありません。  

  

記事が安定して世の中に認知してもらうまで、時間がかかります。  

その事実をなかなか私は受け入れられずに苦しみましたね。  

  

実際問題、記事を書き始めた頃に、アクセス数（閲覧数）や収益（広告

収入）を確認すると、唖然とします。  

ほぼアクセスはないし、収益もありません。  

私は早い段階でアクセスが集まり、収益も出るものだと思っていたので

ショックでした。  

モチベーションも下がります。  



【趣味ブログ最大のデメリットの図】  

 

  

  

もちろん書き始めはブログの記事の内容が充実していないので、「それ

が原因かな」って思っていました。  

  

しかし実際は、記事数が少なかったり、ドメインが弱かったり（簡 

単にいえばブログのレベルのようなもの）などの関係で Google の検索

に認知されない（検索結果が１ページ目に表示されないから人に見つけ

てもらえない）事がアクセスを左右するのだと学びました。「一生懸命

作成した自分のブログが読まれないなんて！！！！！」  

「いくら好きな事を楽しく書いているから良いと言ったって、あん 

                          

           

                              

                                

                  

       
  



まりだ！」という感じでいつも叫んでいた時期がありました。  

  

  

今では月１０万の方に読まれるようになった私のブログも、はじめはそ

んな感じでした。  

  

どうやってアクセス・収益が少ない期間を乗り越えられるかがポイ 

ントになってきます。  

  

実際に私が乗り越えるためにやった対策方法を２つお伝えしたいと

思います。  

参考になれば幸いです。  

  

デメリット対処方法２つ！  

稼げるまで時間がかかる趣味ブログを作成する上でのデメリット対処法は  

１， アクセスを見ないようにして、記事を書く達成感を得た！  

２， 相談する相手を見つけ、自分を安心させる！  

です！  

  

かなり大事な部分ですので！一つ一つ見てみましょう。  



 
  

  

１， アクセス数を見ない！  

  

「自分なりの対処法として、もう、アクセス数

とか収益を一時期見るのを止めました！」  

  

はじめはとっても気になったのですが、  

「見て凹んで落ち込んで、作業に支障が出るくらい

ならいっその事見ないほうがマシだ！」  

と自分に言い聞かせたのです。  

  



苦し紛れの対処法でしたが、これは結構効果がありました。  

期間は 3ヶ月くらいです。  

そして日々の興味を数値結果ではなく記事数や自分の行動のみに向けま

した。  

目標例  

◎「今月は２０記事書こう！」→「今月は２２記事書けた！」  

◎「明日は検索されるキーワードを２つ探そう！」→「３つも探せ

た！」  

◎「今日は、この内容のリサーチ（調べる事）が終わるまで作 

業をしよう！」→「やりきった」  

    

といった感じで、読者が集まる記事を作れるように、読

まれる記事を作れるようになることのみに集中して

目標を決め、作業に集中するようにしたのです。  

アクセス数や収益は自分で決めることは出来ませ

ん。  

しかし、「記事を２０記事書く」とか「キーワード

を２つ探す」は自分がコントロールできることで

す。  



このように自分が出来ることに焦点を当てるように

したのです。  

  

  

すると本当に集中できるようになり、自分の行動目標を達

成するたびにモチベーションを上げることに成功しまし

た。  

  

  

日々、アクセスの有無に一喜一憂してモチベーションも

不安定になっていた時期が嘘のように思えるくらいでし

た。  

  

是非お試しください！  

  

そしてもう一つの対処方法はこちらです。 

２， 相談する相手を見つけて自分を安心させる！  



 ブ

ログを書き始めた頃や、収益が出ない頃は実績もな

いですし、自信がなく不安な状態なわけです。  

そんな中でも記事を書き続ける秘訣は相談する相手

を見つける事、そして話ししたり、アドバイスを貰

って自分を安心させることに尽きます！  

  

どんなことで不安になるのでしょう？  

  

私の場合、一番不安になった内容としては、「今の方向性で間違ってい

ないだろうか？」です。「このままで稼げるようになるのだろうか？」  

「他のやり方が良いのではないだろうか？」  

  

この不安が常にちらついていました。  

  



一時期フラフラして色んな教材を買ってみたり、ブログとは全く関係な

い、「稼げる方法」を試したりしたのですが、世の中ちょろっと 

やっただけでそんなに簡単に稼げるものはなかったです。  

  

しかし私が「この方だ！」と思う指導者に出会ってからは、とにかく不

安になるとすぐに相談していました。  

  

その指導者の方が的確な返答をしてくださるので、安心してまた作業を

続けることが出来たのです。  

  

何度、相談することで救われたか分かりません！  

   

あなたが「これだ！」と思う教材や指導者を選ぶ事

が重要だと痛感しました。  

  
  

相談できる環境は絶対に手に入れるべきと

声を大にして言います！  
  

例えば、塾やスクール、学校などもそうですね。  



相談できる環境があるかどうかは、その道を進めさせるために

必要不可欠なことだと思います！  

   

 

  

最後に趣味ブログ作りを実質無料で始める方法！ 

 

  
  

趣味ブログを始めるために初期費用が必要になります。  

最初の年は年間で４万円ほど、つまり飲み会月１回分と

考えてください。（翌年からは年間約１万円です）。  

  

その内訳は  

１，サーバー代 毎年１万円位、  

２，ドメイン代 毎年千円位、  

３、参考書代わりの教材代（買い切り） １～２万円位、の３つです。  

  

本格的にやろうとした場合初年度で６万円程。（こちらも翌年からは年間１万円です）その内訳

は  

１，サーバー代 毎年１万円位、  



２，ドメイン代 毎年千円位、  

３、参考書代わりの教材代（買い切り） １～２万円位  

４，ビジネスに強いテンプレート「賢威」代（買い切り） 約２，５万円  

 ※テンプレートとは？→ブログの設計書のこと。  

デザインやレイアウトが決められる。  

WordPress（無料ブログ作成ツール）では「テーマ」と言う。  

※賢威とは？→有料テンプレートの一つ。  

コンテンツ（情報の内容）作成と SEO（検索エンジン最適化・検索結果でより多くブログを

露出させるための仕組み）に強いと定評がある。私も使っています。  

※サーバー、ドメインとは？→ブログを開設するために必須なシステムのこと。  

※教材とは？→趣味ブログを進めるにあたって、必要な知識や心構えなどが

まとまった参考書のようなもの。通常ダウンロードして入手する。  

 
  

でも安心してください！  

 

この特典を使えばあなたは 

グを始められます！  

つまりあなたは実質リスクゼロでワクワクする人生を手に入れ

ることが出来ますよ！   

 

それでは、起業資金と、軌道に乗せるまでに必要な教材とサポート代を、

少ない手間で、しかも無料で用意することが出来るやり方「自己アフィリ

エイト」のやり方と、おすすめの案件について、私の経験談からお伝えし

ていこうと思います。  

今の貯金を削ること無く趣味ブロ 



  

ちなみに私は合計 20万円程、自己アフィリエイトで稼ぎ、起業の際と途

中ツールや塾代としての資金に当てることができましたので、あなたも実

践していただければと思います。  

  

※指定の商品を自ら申し込みをして、その広告料として収入を得る方法を

「自己アフィリエイト」とい言います。「セルフバック」と呼ぶ場合もあ

りますが同じ意味です。  

  

実際に報酬として頂くことができますし、実績となるのでおすすめです！  

私は初期の頃３ヶ月で１０万円近く稼ぎネットビジネスの足しにしまし

た！ 

  

  

  



自己アフィリエイトとは？  

それではまず自己アフィリエイトの説明をもう少ししますね。  

一言で言えば「自分で広告に申し込み、報酬を受けることが出来る 

仕組み」のことです。  

例えば「このクレジットカードを申し込んで頂いたら２０００円の報酬を

お支払いします」という広告に申し込んだとします。  

申込みには条件が有るのですが、それを達成すれば、あなたは「２ 

０００円の報酬を受け取ることが出来る」というわけなのです。  

  

「なぜ申し込んだだけなのに報酬をもらえるの？」と疑問の方もいらっし

ゃるでしょう。  

広告主は、商品やサービスを「広めたい」とか「多くのお客様に利用して

もらいたい」と考えているわけです。  

そのために「広告費」を払っています。そう、あなたが受け取った報酬２

０００円は「広告費」の一部なのですね。  

あなたが手に入れたクレジットカードを使用することで広告主は 



「手数料」が入り、あなたがカードに付随する他のサービスを使えば売上

も上がり、結果的に儲かっていくわけです。  

なので、広告主も儲かり、使う側のあなたはクレジットカードを報酬得な

がら手に入れることが出来るって言うことです。  

  

良い仕組みです！  

自己アフィリエイトの種類  

自己アフィリエイトには大きく分けて２種類あります。  

「商品のキャッシュバック」と「サービスに申し込むもの」があり 

ます。  

  

  

  

「商品のキャッシュバック」  
「商品のキャッシュバック」を見てみましょう！ある商品を購入すると、

広告料としてキャッシュバックされる仕組みです。  

  

実質欲しい商品を安く買うことが出来るわけです。  

  



例えば、  

「３０００円のサプリメントを購入すると、５００円キャッシュバックさ

れる」というような案件ですと、実際は２５００円でサプリメントを手に

入れたと同じことになりますよね。  

  

私は今でもこの仕組を使っています。  

  

例えば、父の日母の日のプレゼントの購入時とか、家電を買うとき 

など、自己アフィリエイトを使用してお得に購入しています。  

  

  



例：戦国武将の Tシャツ！（ちょっとマニアックですが）  

 約４

０００円の購入代金に対して２００円のキャッシュバックがありました。  

そしてそれを記事にしてアクセスも上がり、その記事から T シャツが売れるとまた広告収入が入

ってくるという仕組みです！  

  

５％のキャッシュバックとなりますから、カードのポイントよりも利率はだいぶ良いですね。  

  

使って、記事書いて、役に立って、という循環は良いものです。  

  

  

  

特に「趣味ブログ」をされる方は、結講使えます！  

私は手帳とか、財布とか、シャツとか、色々と商品とともに報酬

を GET しています。  



  

安く仕入れて、それを記事に書く！  

  

そしてためた報酬で趣味のために使う！  

これは良い循環ですねえ！  

  

  

  

この時のキャッシュバック（広告費）を支払ってくれるのはお世話になる

広告主との仲介会社（ASP・アフィリエイトサービスプロバイダ）です。  

  

その中でも最大手の A8net をまず登録しておきまし 

ょう！（A8net では自己アフィリエイトのことをセルフバックと呼んでいま 

す）  

  

A8net の登録の流れはこちらをご参照くださいね  

  

 「A8.net に登録してネットビジネスの報酬先を確保しよう！」こちらか

ら→ https://business.sinobi22.com/archives/358  

  



 商品を買って使う キャッシュバックをも 

新たな趣味に関する商品を 安

く購入する  

  

  

次に「サービスに申し込むもの」とは？を見てみましょう。  

「サービスに申し込むもの」  
例えば、  

◎ クレジットカード申し込む  

◎ 保険相談を受けて保険申込み（相談だけでも ok）  

◎ 色んなアンケートに答える（金額は少ないですが、スキマ時間で 

やりくり出来る）  

 



◎ 不動産投資を利用する。  

◎ 宅配サービスを利用する。（食材やクリーニング）  

   

などに申し込むことで、報酬（広告料）を得ることが出来るものです。  

無料で申し込めるサービスを選べば、報酬をそのまま得ることができちゃ

います！  

私はこの「サービスを申し込む」からほとんど報酬を受けました。  

高額な案件も多いことも特徴です。  

  

オススメ案件１，「クレジットカード・カードロー

ン」  

今までは私が一番報酬を得たのがなんと言ってもクレジットカー

ドです！  

軍資金に困ったら「クレジットカード」を自己アフィリエイトして 

いました。  

※ ただ月に２枚程度の申込みに抑えておくことをおすすめします。  



なぜなら、あまり多く同じ時期に申し込まれると「カード界のブラックリ

スト」にノミネートされて、お金を借りれなくなるかも？！  

（私自身住宅ローンを組む時に多くカードを作りすぎて不動産の人にリス

トに乗っていることを指摘されました。（！）  

アフィリエイトのために登録したんだってお伝えしたら大丈夫ではありま

したが、何事もやりすぎは禁物です）  

大体１枚１０００円以上は報酬がもらえますね。  

キャンペーンなどをやっていると１００００円！というカードも！？さ

らに「カードローン（キャッシング）」などはキャンペーンやっていなく

ても高めに設定されています。  

  

※ ただ、カードローンは電話で勤務先確認がされる場合もあります 

ので、ちょっと手間がかかります。  

こっそりとやり取りをしました（笑）  

  



カードだけで初期費用を稼げてしまうのですが、何ヶ月かに分けなければ

ならないので、はじめは月「クレジットカード」を２～３枚、 

「カードローン」を１～２枚位にしておきましょう。  

高額案件を押さえればこれだけですぐに初月３万円は稼げます！  

ただもちろん広告料として報酬をいただきますので、全く興味がないカー

ドを申し込むのではなく、説明を読んで魅力があるものを選ぶと良いでし

ょうね。または、魅力は何なのか？を自分なりに分析しながら申し込むこ

とをおすすめします。  

カードの紹介の仕方とかも含めてご自身の勉強にもなりますから！おす

すめカード  

ネットビジネスで実用性が有る  

◎ 楽天カード  

◎ Yahoo カード  

◎ アマゾン  

報酬が高めでいざという時にお守り  

◎ プロミス  

◎ アコム  

種類が多い系（いろんな企業とコラボしているので楽しい）  

◎ セゾンカード系  

◎ イオンカード系  



※ 注意点として、年会費がかかるカードもあれば、一度も利用すれば翌年年会費かか

るパターンもありますので注意！  

極力年会費が永久無料の物をはじめは探したほうが良いでしょう。  

ポイント    
カード系の案件で２万～４万円は GET 出来る！  

 今まで取得し

たカード達（一部です・・）  

眺めると色んな想いがこみ上げてきます・・。  

デザインがみんな好きです！  

  

 

※ 注意点は！月にカードは２枚～３枚くらいの登録が理想です。  

一度に多く頼みすぎないように気をつけましょう！  

  



まとめ：カードは一番手軽に取り組めて、報酬も高

めの「自己アフィリエイト」です！  

  

おすすめ案件２， FX 取引新規申し込み  

次におすすめするのは高額案件の「FX」新規申込みです。  

  

※ FX とは？外国の通貨を売買して取引することで差益を GET するも 

のです。  

  

５万円ほど始めに口座に入金する必要がありますが、  

上手く行けば時期にもよりますが２～４万円ほどの報酬をえらえます！  

  

お試しに少しだけ（本当に一瞬、５秒位ですよね）取引に参加するのです

が、 正しいやり方でやれば問題ないです。 

  

 

 

 

ポイント  

FX 系の案件で２万～４万円は GET 出来る！  



まとめ：「FX」は気をつけてやればかなりの高額案

件なので、おすすめします！  

  

おすすめ案件３，ネットビジネス系物販の商品  

実際に趣味ブログを開設するために必要なシステムがあります。  

レンタルサーバーとドメインです。  

  

この２つのシステムはブログを運営する以上無くてはならないものです。  

  

必須費用です。  

  

年間で行くと１万円くらいのコストです。  

  

この初期費用をお得に用意する方法があります。  

  

実は２つとも自己アフィリエイトが可能で、  

  

キャンペーンがやっている時期であれば、初期費用がかからずに２つを手

に入れることが出来ます！  

  



はじめネットビジネスを始めた頃はなんだか分からず、「こんなお得なや

り方があったんだ」と知り、「ちゃんと知っていればなあっ」て悔やんだ

ものです。  

  

これからやるあなたはきちんとこの報酬を取りこぼさないようにしてくだ

さいね！エックスサーバーをご利用の方の自己アフィリのやり方はこちら

をご参照くださいね  

  

「エックスサーバーを A8net でセルフバックする方法！」  

はこちらから→ https://business.sinobi22.com/archives/367  

  

  

「独自ドメインの取得方法！エックスドメインをおすすめ」  

はこちらから→ https://business.sinobi22.com/archives/291  

ポイント  

自己アフィリでブログにて必須のシステムの初期費用をほぼ０円で 

用意することも可能！  

  

  

  

  



場合によってオススメ案件４，不動産投資・保険相

談他  

この２つは高額案件です。最強です。  

  

しかし、実際に担当の方とお会いするので、結講強めに興味がない方は選

ばないほうが良いです。  

  

軽い気持ちで参加できない案件です。  

  

ちなみに私は保険を２度。不動産は結講ハマり、４回ほど会いました。  

  

保険は、今の保険を見直したいということでお話をさせていただきまし

た。  

  

ライフプランの見直しからやっていただきとても勉強になりました。  

  

契約はしませんでしたが、報酬を頂きながらも経験になりました。  

（お断りするのは結講時間がかかりました・・。）  

  



人生ってこんなにお金かかるんだなあって。これは早く副業としてネット

ビジネスを確立させよう！と思った次第です。  

  

  

何よりも人と会うことが、色んな職業の人と会うことが楽しかったですし

勉強になりました。  

  

中には恫喝された事もありましたが・・・。  

  

（自己啓発のセミナーか何かの説明会で、もちろん自己アフィリエイトで

したが、私が途中で興味のないことを告げるとそれまで優しかった態度が

急変！  

「あんたは屑だ！」「あんたの考えは間違っている！」「みじめだ！」など

と全否定＆全力でけなされました。  

もらえるはずの報酬すらもらえなくなりそうだったのですが、嫌味たっぷ

りに感想を送ると、社長からの謝罪文とクオカードをお詫びにもらいまし

た。怖い世界だなああと。あれは忘れもしない新宿の事務所でし

た・・。）  

  



  

  

  

話を戻しまして、不動産投資は、自己アフィリエイトをきっかけに実際に

購入までしました。  

  

  

今では都内駅チカのマンションを 2部屋持っています！！税金の還付と家

賃できちんと収支がプラスになってきていることは心強いです！  

  

１２万円税金還付されて、住民税も月１万くらい減って娘の塾代とかの足

しになりました。  

  

入り口は軽く、そこからはガッツリ！そんな誘い方なども逆に勉強になり

ました。  

  

すいません、ちょっと話がそれました。  

  



  

  

それにしても色んな人に会いました。  

代々木で若者たちがたむろする事務所にある紹介で入っていって、 

「おじさんが何こんな所来てんだよ？」みたいな目で見られたりしたこと

もあります。  

  

（でもこの時の若者に自己アフィリエイトを教わりました。人生の出会い

は何があるかわかりません！）  

  

自称ライターさんにも会いました。  

ライティングっていう言葉をこの時はじめて知りました。  

  

まだ、私がネットビジネスを全く知らない頃。みなさん、なにかビジネス

になる何かを探していらっしゃいました。  

  

  

  

直接会う案件はそんな覚悟もちょっと必要、でもその分かなり勉強になり

ますよってお伝えしておきます。  



ポイント  

保険・不動産面談は合わせて初月２万円ほどの報酬を得ることに成功。  

でも直接話するので、契約をお断りする場合はなかなか苦労する。  

 番外編案件５，ポイントサイトで超コツコツと  

本当に初期の頃に始めた自己アフィリエイトと呼んで良いのかわかりませ

んが、小遣い稼ぎですね。  

  

通勤中、ず～～～っと携帯をポチポチやっていました。  

内容は主にゲームをやったりアンケートに答える事をやっていました。  

  

１回のアンケートは少額です。  

１円とか１０円とかよくて５０円とかです。  

でも、それらのアンケートをコツコツやっていくと大型案件が現れるので

す笑  

  

（ドラゴンクエストみたい笑）実際にモニターの募集は、ある程度アンケ

ートを答え続けないと紹介されないようで。  

  

モニターとなると一回２時間位で８０００円とか稼げるようになってきま

す。  



  

さらに、今は家にいながら、紹介で始めたテレビのモニターを１年位やり

続けています。  

  

毎月少額ですが報酬（５００円ほど）があるんですよ。嬉しいですね。  

  

お買い物モニターも少額ですが頂いています。  

（バーコードをピッてやるだけ）  

  

クレジットカードのポイントよりもよっぽど還元率良い（週に７０ 

０円くらい購入すると８０円ほどキャッシュバックがある）です笑  

ポイント  

本当に少額ではありますが、多少の足しになります。  

続けていくとさらに良い条件のモニターを紹介される。  

  

  

  

まとめ  
ポイントまとめ  

もっとも効果があるものをピックアップして実行されるだけでも  

◯カード（２～４万円）  

◯FX（２～４万円）  



◯システム費用（5千円ほど） ◯保険・不動産面談（2万円）  

と合計５～6万円以上は用意することは可能です。  

  

お得に報酬を得る手順は結講有るんだなってことが分かっていただけたで

しょうか？  

趣味ブログを始める時にどうしても資金がネックになる場合もあります。  

そんな方は是非参考になさってくださいね。しっかりと初期費用は稼ぐこ

とが出来ます！  

  

５万円稼げればまず趣味ブログを始める最低 の準備はできます！１０万

円ほど稼げれば、必要な教材やツールも買い揃えることが出来るでしょう。  

もう少し続けて２０万稼げれば、コンサルを（直接指導）受けることが出

来ます！  

  

でも、最後に言わせてください。  



この様に趣味ブログをやる上で、必要最低 は自己アフィリエイトできち

んと軍資金として用意することが出来ます。  

しかし、もっと大事なのは、無駄遣いをしないこと！  

特に必要ないお菓子を買ったり、使わないサービスを解約せず使っていた

りとか、色々ありますよね。  

ここもしっかりと抑えておいてください！  

  

どれにお金を費やすべきかって事を考えましょう！  

そして趣味ブログでワクワク人生を手に入れましょ

う！！！  
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