
家族が病気になってしまいサポートをしつつ働かなければいけない 

難病や障害などのハンデがあり十分な収入を得ることができない 

働きに出たくても在宅でなければ働けない 

 

そんな悩みを抱えている“あなた”に 

 

完全在宅で稼ぐためのノウハウと環境を提供し 

時代や景気に左右されないジャンルで 

稼ぎつづけてもらうためのプロジェクト 
 

『FOR YOU･･』 
 

完全在宅で月収 30万円以上を稼ぎ出し経済的不安から解放された 

自由な人生を掴み取る具体的な方法を紹介します。 
 

 

在宅で働くしかありませんでした。 
 

ソラです。 

 

私は、28歳の時に 

 

● 妻の妊娠直後に難病が悪化し働くことが困難になる 

● 妻も病気になり家事全般と育児の手伝いをせざるを得ない状況になる 

 

といったことが重なりました。 

 

最早、 

人生最大のピンチと言っても過言では無い状況だったと思います。 

 

自分の体調的にも、 

家庭環境も働きに出られる状態ではありませんでした。 

 

「在宅で収入を得ることができなければ何もかも終わりだ･･」 
 

そんな事を毎日のように考えて、 

 

絶望 
 

を感じる日々を送っていました。 

 



 
 

自殺を考えた事もありました。 
 

「いっその事死んだほうが楽なんじゃないか‥」 

 

と、自殺という言葉が頭をよぎる事も 

少なくはありませんでした。 

 

しかし、死のうにも死ねません。 

 

なぜなら、妻と子供がいるからです。 

 

もし、1人身だったら自殺をしていた可能性もあると思います。 

 

そういった意味では、不幸中の幸いにも？ 

私には愛する家族が居たので自殺をしない選択を取れました。 

 

しかし… 

 

何とかして、臓器を売ってでも 

家族だけは養っていかなければいけません。 

 

「でも、どうしたら良いか分からない..」 
 

在宅で稼ごうと思っても、 

私にはどうしたら良いかがサッパリ分かりませんでした。 

 

とはいえ、私も臓器はできれば売りたくないので、 

自力で何とかしなければいけません。 

 



なので、私はどうにかお金を得る方法を探すべく、 

毎日、朝から晩まで、インターネットを使って探しまくりました。 

 

『お金を稼ぐ方法』 
 

しかも、在宅でできる仕事を探し続けました。 

 

・謎の人体実験のアルバイト 

・超安月給のフリーランス 

・詐欺まがいのビジネス 

 

私は絶対に踏み込んではいけない領域に 

足を踏み入れる寸前まで追い込まれていました。 

 

限りなく黒に近いグレーゾーンな事を 

実践してしまう寸前まで行ってしまったのです。 

 

しかし、 

 

妻のヒトコトで目が覚める 
 

パソコンを目の前に、 

血眼になってお金を稼ぐ仕事を探している私に 

妻が私に声を掛けてくれたのです。 

 

「それ、危ないんじゃないの？」 
 

その言葉を聞き、私は我に返りました。 

 

「お金の為だけに、 

こんな詐欺まがいの事をしても家族は幸せになれない…」 

 

あまりにもヤバイ、法律スレスレの事をしても、 

家族を食わせていく事はできません。 

 

もし、お金が稼げたとしても、 

そのお金で住む家は住み心地が最悪ですし、 

毎朝、食卓に並ぶご飯もゲロの味がしたと思います。 

 

「ヤバイことには手を出さない」 

 

私は妻と 2人で約束しました。 

 

かといっても、、、 

 

そんな都合の良い仕事が見つからない 



 

人生はそんなに甘くありません。 

 

そんな簡単に都合の良い仕事は見つからないのです。 

 

見つかるのは、 

 

「3クリックで 100万円！」 

「1日 1分で月 3000万円！」 

「ツールが自動でお金を稼いでくれます！」 

 

そんな“詐欺”的な情報ばかり…。 

 

簡単に稼げそうなニオイを出して、 

私のような情報弱者を釣り上げる。 

 

そして、お金をむしり取る。 

 

最終的には 1円も稼げずに終わる…。 

 

ネットの世界の落とし穴です。 

 

しかし、探すことを諦めるわけにはいきません。 
 

が、あまりにも見つからないので、 

私はインターネットで探すのを辞めて、 

『ある』特別な方法を使いました。 

 

禁断の裏ワザを発動 

→既に稼いでいる人に直接聞く 
 

「稼げる仕事」をネットで探すのではなく、 

「稼いでいる人」をネットで探すことを始めました。 

 

そして、稼いでいる人に 

メッセージを送りまくったのです… 

 

メールを送ると返事が来る事もありましたが、 

まともな返事は中々返ってきませんでした。 

 

しかし、ある日の深夜 3時.. 

 

今まで読んでいたブログとは 

全く雰囲気のことなるブログを発見しました。 

 

書いてある文章の 1つ 1つが、とてつもなくハイレベルであり 



自分の中の全ての細胞が 

 

「この人だ！」 

 

と言っている気すらしたんです。 

 

気づいた時には、 

 

･自分の人生 

･悲惨な現状 

･何がなんでも人生変えたい 

 

..といったことを長文でメッセージを送っていました。 

 

ただ、今まで成功者にメッセージを送っても 

返信があった試しがなかったので、 

返信は来ないものと半分は諦めていました。 

 

ところが、翌朝メールボックスに返信があったのです。 

 

思わず二度見してしまうほどビックリしてしまいましたが、 

すぐさま返信をして、直接 Skypeで通話をさせていただきました。 

 

そして、個別にコンサルティングを受ける契約を交わし 

全力でアフィリエイトを学んでいくことになったんです。 

 

少ない労力で収入を得られるように 
 

とはいえ、自分の体調のことや家庭の事情があったので、 

1日中作業はできません。 

 

1日 2、3時間の作業しかできず、 

日によっては全くパソコンに触れない日すらありました。 

 

それでも、先生と一緒にコツコツと作業を続けていったんです。 

 

そして、3ヶ月経ったある日、朝起きてみると 

3万円ほどの報酬が発生していました。 

 

あまりの嬉しさに、直ぐに先生に報告したのを 

まるで昨日のことのように覚えています。 

 

その日以降も、 

 

 子供のおむつを替えていたり、 

 家族で食事に出かけていたり、 

 体調が悪くて寝込んでいたり、 

 



..と、パソコンに触っていない時に、携帯のメールが鳴り 

1～3万円の報酬が発生するということが続きました。 

 

自分が働かなくても、自分が作成したブログが資産となり 

権利収入が勝手に振込まれる日々.. 

 

「汗水垂らして、嫌な思いをしながら働くからお金が稼げる」 

 

こんな風に思っていた私が、小資金で匿名で運営しているブログから 

在宅にいながらにして権利収入を得ているのです。 

 

今までの人生では体験したことがないことで 

正直最初は頭が付いていきませんでした。 

 

 通勤する必要もなし 

 上司にイヤミを言われることもなし 

 お客さんにヘコヘコするわけでもなし 

 働く時間も休日も自由 

 

誰にも縛られることなく、 

自分で人生を選択しながら生きていけるわけです。 

 

なので私も 

 

 「車は何を買おうかなぁ」 

 「どこにマイホームを建てようかな」 

 「子供には個性を重視した教育を受けさせてあげたいな」 

 

･･など、妄想が止まりませんでした。 

 

とても以前の、夢も希望もない、 

ストレスだらけの労働収入者には戻れません。 

 

どん底だった私に希望を与えてくださった先生には 

感謝してもしきれないです。 

 

ただ、稼げるようになって余裕が出てきたら 

 

「私が学んできた全てを伝えることができれば、同じように 

悩んでいる人の助けになれるのでは」 

 

といった想いが芽生え始めてきたんですね。 

 

そこからは、私を頼ってくれる方に 

理想の人生を実現させるための環境を整えるために 

毎日コツコツと作業をしてきました。 

 

そして、やっと完成したのが今回案内をしていく 

 



『For you･･』 

 

ということなんです。 

 

 

長期的に収入を得ていくために 

 
さて、ここで一旦あなたに考えてみて欲しいことがあります。 

 

それは 

 

あなたが在宅で収入を得たいと思った理由は何なのか 
 

ということです。 

 

● 難病でまとまった収入を得ることが困難だから 

● 収入を得たいが家庭の事情で働きに出ることが難しいから 

● 本業の収入では不安があるがアルバイトなどをすることは難しいから 

 

･･など理由は様々だと思います。 

 

少なくとも 

 

「全然不満もないし、お金にも困ってないけど、お金はあるにこしたことないから」 

 

といった理由ではないでしょう。 

 

なので、現状の経済的な問題を解決して 

安定して稼いでいけるようになりたいのであれば、 

 

「すぐに稼げる」 

 

といった言葉に釣られて小手先のテクニックに頼るのは辞めてください。 

 

お金に特に困っていない人が、 

 

“今欲しいものを手に入れるためだけ” 

 
に小手先のテクニックに手を出す分には問題ありません。 

 

ですが、今この文章を読んでいるあなたは 

これから先の人生において 

安定して稼いでいけるようになる必要があるはずです。 

 

なので、今回の『For you･･』では、あなたに 

 



● 長期間に渡って安定して稼いでいけるようになる 

● ネット上に資産を構築し収入を得ることで時間とお金を得ていく 

 

という状態になってもらうために、 

私が学んできたことの全てを注ぎ込みました。 

 

ただ、内容が難しくて挫折してしまってはいけないので 

 

● 初心者でも取り組みやすく失敗しにくいジャンルに取り組んでもらい 

● パソコンスキルが 0でも分かりやすいコンテンツをフルで活用しながら 

● 私と一緒に二人三脚でアフィリエイトを実践していく 

 

といった内容に仕上げてあります。 

 

なので、 

 

毎日お金の不安を抱えながら生きる 

 

といった人生を送り続けるのではなく、今回の『For you･･』で 

 

● 正しいノウハウや考え方 

● 安心して頼ることのできる環境 

 

これらを手に入れてお金がなくて悩む日々から卒業してください。 

 

 

失敗しにくいジャンルで実践する 
 

 

アフィリエイトを実践して稼げない人の中には 

 

「自分が好きなジャンルだから」 

 

という理由で稼ぎにくいジャンルに取り組んでしまっている人がいます。 

 

基本的に、ネットビジネスで稼ぎやすいジャンルには 

 

● アダルト（恋愛）系 

● ビジネス・投資系(稼ぐ系) 

● コンプレックス系 

 

の 3つがあり、お金を稼ぐのであれば 

絶対にこの 3つのジャンルに取り組んだ方が良いんですね。 

 

ただ、アダルト系(恋愛系)は抵抗がある人も多く、 

ビジネス･投資系(稼ぐ系)は専門的な情報を発信する必要があるため 



 

ちょっとハードルが高いかな？ 

 

といった感じもします。 

 

よって今回の『For you･･』では、 

 

コンプレックス系 

 

に含まれる 

 

美容健康ジャンルのアフィリエイト 

 

を実践していってもらいます。 

 

時代や景気に左右されない 

美容健康ジャンルとは 

 
美容健康の一番の強みとして 

 

時代や景気に左右されない 

 

といったことがあります。 

 

● もっとキレイ(カッコ良く)になりたい 

● 健康になりたい 

● 体のコンプレックスを解決したい(体臭･ダイエットなど) 

 

といった感情というのは過去･現在･未来と変わることがありません。 

 

少なくとも 

 

● 3年前は化粧をせずにスッピンで出かけるのが流行ったなぁ 

● 今年は旅行資金を貯めたいからシャンプーを辞めて節約でもするか 

● 来年は絶対に肥満で不健康のブームが来る 

 

･･などといったことはまずないでしょう。 

 

また、体の悩みというのは人に相談しにくいものが多いので、 

他人に知られず商品を購入できる現代のネット社会では 

非常に有利にビジネスを進めていけるんですね。 

 

なので、 

 



長期間に渡って安定して稼いでいく 

 
といったことを考えると 

美容健康ジャンルは非常に適していると言えます。 

 

高単価の報酬が魅力 
 

美容・健康ジャンルの商品の場合 

 

● シャンプー 

● 化粧品 

● 育毛剤 

● サプリ 

 

･･など、 

普段から私たちの生活に慣れ親しんでいるものが多いため 

抵抗なく商品を購入してもらいやすいんです。 

 

 
 

消耗品も多いので、1度購入して終わりといったものではなく 

繰り返し購入してもらいやすいというのも魅力ですね。 

 

アフィリエイトの報酬額も 

 

● 2000円のスムージーを売って報酬は 1000円 

● 4000円のクレンジングジェルを売って報酬は 3000円 

● 7500円のサプリを売って報酬は 5000円 

 

･･など、報酬が高いものも多く、アフィリエイト初心者でも 

月収 30万円ほどであれば十分狙っていけます。 

 

初心者でも参入しやすい莫大な市場 

 



美容健康ジャンルの市場規模ですが 

 

美容ジャンル(化粧品など)2兆円以上 

健康ジャンル(サプリなど)7500億円以上 

 

とも言われています。 

 

市場規模が大きい＝需要が多い 

 

ということが言えるため、 

これから美容健康ジャンルでアフィリエイトを始めるとしても 

十分稼いでいくことが可能です。 

 

また、新商品もどんどん発売されるので、 

商品が発売されてすぐに紹介すれば 

 

ライバルが全然いない 

 

という状況も有り得るわけです。 

 

しかも、美容健康ジャンルというのは、 

専門家が書いたような文章よりも 

消費者の目線で書かれた簡単な文章の方が 

購入されやすい傾向があります。 

 

例えば、ダメージをケアするシャンプーを紹介するとして 

 

このジャンプーには、●●という成分が含まれており、 

髪のダメージを修復する効果が期待される。 

 

これは学会でも証明されている事実であり、 

今後多くのシャンプーにも採用されると思われる。 

 

しかし、現在購入できるシャンプーの中では 

この製品しか●●は使用されていないため、 

このシャンプーが最善の選択肢と言える。 

 

といった感じの堅苦しい文章よりも 

 

このシャンプーはコスパが抜群です！ 

 

友達に勧められて買ってみたんですけど、 

カラーリングやパーマでボロボロの髪の私には、 

手放すことができないくらいの 

お気に入りのシャンプーになりました。 

 

かなりオススメなので、 

髪のダメージが気になっている人は是非試してみてくださいね。 

 



といった感じの文章の方が売れやすいということです。 

 

ドラックストアのポップも店員さんが書いているのがいい例ですね。 

 

なので、普段全く文章を書くことがない人でも全く心配ありません。 

 

美容健康ジャンルの基礎を学びつつ 

アフィリエイトを実践していく 
 

アフィリエイトで稼いでいく上で 

基本的な知識というのは絶対に必要です。 

 

そこで、美容健康ジャンルのアフィリエイトを 

実践していく上での教科書として 

 

美容健康特化型３ステップアフィリエイト 

 

を使用していきます。 

 

美容健康特化型３ステップアフィリエイトのノウハウに加えて、 

私がお伝えする、ネット上に資産を構築して 

長期的に稼いでいくためのノウハウや戦略を組み合わせたものが 

 

『FOR YOU･･』 
 

になります。 

 

美容健康特化型３ステップアフィリエイトは 

数あるネットビジネスの教材の中でも 

かなり優れた教材ではあるのですが 

 

● 長期的に資産となるブログを構築し安定して稼いでいくためのノウハウ 

● 一生もののスキルであるライティングの基本とコツ 

● 実践していく上でサポートを受けられる環境 

 

といった辺りが少し不足していたんです。 

 

そこで、今回は不足している部分をしっかりと補いつつ、 

初心者の人でも挫折せずに実践していくことが可能な企画に仕上げました。 

 

では、前置きが長くなってしまいましたが、 

さっそく今回の『For you･･』の内容を紹介していきたいと思います。 

 



◆ソラのマンツーマンサポート 
 

私、ソラからの直接アドバイスを受けられる 

二人三脚サポートが以下になります。 

 

 

◆スタートアップコンサル 
 

 

まず最初に、無料で使用できる Skypeというものを使って 

私と直接通話しながら 

今後の実践スケジュールなどを作成していきます。 

 

(音声のみの通話で IDのみで通話が可能です。) 

 

 体調などを考慮しながらの作業スケジュール 

 どういったブログを作れば良いのか 

 稼げるブログを作成する上での注意点 

 

..など。 

 

間違った作業をしてしまって、中々収益が上がらない 

という事態を避けるために 

あなたに合ったプランを作成していきます。 

 

◆月収 5万円達成するまで 

記事添削サポート 
 

後ほど詳しく紹介がありますが、 

稼げる文章を書く上でのコツを掴んでもらうために 

マニュアルやプレゼントとして 

 

● ライティング講座 

● 記事のテンプレート 

 

といったものをお渡しします。 

 

これらを活用するだけでも 

かなりのクオリティの文章を作成することは可能ですが 

 

「本当にこの文章で良いのかなぁ･･」 

 

といった不安が出てくることもあるかと思います。 

 

そこで、あなたが月 5万円を稼ぐまで 



 

● ここはこういった表現に変えましょう。 

● 読み手に興味を持ってもらえるように語尾を●●に変えましょう。 

● この部分に●●についての説明を入れましょう。 

 

といった感じで、 

私が直接あなたの作成した記事を添削させていただきます。 

 

※私自身が１人で添削できる記事の数にも限界が出てくるので 

このサービスは人数限定とさせていただきます。 

 

(この特典が表記されている間は有効です。) 

 

◆あなたが月収 30万円達成するまで 

無制限メールサポート 
 

あなたが作業をしていて分からないことがあった時のために 

 

『月収 30万円達成まで無制限メールサポート』 

 

を付けさせていただきます。 

 

●「ブログの記事を早く書く為のコツを教えてください」 

●「もっと収益を上げるにはどんな作業をしていけば良いですか？」 

●「記事書いているのに中々アクセスが集まりません」 

 

･･など、疑問に思ったこと、困ったことなどがあったら 

気軽に質問をしてもらえればと思います。 

 

♯ソラオリジナル  

ブログアフィリエイトマニュアル 
 

資料としてお渡しする、ブログアフィリエイトを行う上での 

マニュアルが以下になります。 

 

♯1.ブログ･サイト作成講座 

 

今回教科書として使用していく 

美容健康特化型 3ステップアフィリエイトは 

無料ブログで実践することが可能なノウハウとなっています。 

 

ただ、無料ブログは借り物のブログため 

自分の資産というには頼りなく最悪の場合は 



削除されてしまう可能性もあります。 

 

なので、そういったリスクを防ぎ、 

ネット上に自分の資産を構築するためにも 

サーバーを契約してWordPressでブログを運営して欲しいです。 

 

そこでこの章では、 

WordPressの導入について解説していきます。 

 

初心者の方がつまずかないように、 

画像入りで解説しているので安心して実践してくださいね。 

 

■稼げるブログの作成方法 

 

ソラと同じレベルのブログを作成するために必要な手順を 

サーバーの立ち上げからWordPressの設定方法について徹底解説 

 

■WordPressインストールに潜む罠 

 

インストールできればどれも同じだと思っていませんか？ 

実はWordPressをインストールする際に 

気をつけなければいけない重要なことがあるんです。 

そ 

の問題点を突破して、稼いでいくためのポイントを解説します！ 

 

■初期設定からライバルに勝つためのテクニック 

“ 

初期設定”はとても重要なんです。 

見逃していまいやすいテクニックを具体的に解説します。 

 

■忘れてはいけない！絶対行うべきWordPressの２つの初期設定 

 

あなたの今後の収益額を左右する 

重要な 2つの初期設定について解説します。 

 

■売上アップに繋がるWordPressに入れるべき３つのプラグイン 

 

WordPressに入れることで自動で売上を向上させてくれる 

３つのプラグインがあるんです。 

 

「アクセスが集まらない」「上手く操作出来ない」 

というお悩みを解決します。 

 

♯2.あなたの美容健康ブログを検索結果の

上位に表示するための戦略 

 



少しイメージしてほしいのですが、 

あなたがネットで検索をして検索結果が表示された時に 

まずはどのサイトから中身を見ていきますか？ 

 

● 一番上のサイト 

● ぱっと見て興味があるサイト 

● とにかく 1番上から順番に見ていく 

 

･･などといった感じで 

1ページ目から見る人が大半ではないでしょうか？ 

 

おそらく 

 

● 1番最後のページから見る派だよ 

● 3ページ目辺りが狙い目かな 

 

といった人はほとんどいないと思います。 

 

つまり、駅前や大通りなどにお店を出せば人が集まるのと同じで、 

検索エンジンであなたのサイトを上位に表示させるせることができれば、 

膨大な数のユーザーをあなたのブログに集めることができるというわけです。 

 

 

そして、検索エンジンから訪れるユーザーというのは 

 

● 自分の疑問を解決するための情報を探している 

● 解決したい悩みがある 

 

といった特徴があります。 

 

よって、検索エンジンで上位に表示されるということは 

 

その情報やジャンルに関しての濃いユーザーをガンガン集めることができる 

 

ということになるんですね。 

 

なので、検索結果の上位を勝ち取ることができれば 

 

● 体調を崩して寝込んでいても 

● 家事や育児に追われていても 

● 自分の趣味に時間を使っていても 

 

検索エンジンからガンガン濃いユーザーが訪れ 

勝手に商品を購入してくれるということになんです。 

 

この章では検索上位を勝ち取り 1年、3年、5年･･10年と 

時間が経っても長期的にアクセスが集め続けるための記事の作成方法 



について解説していきます。 

 

■サイト作成時に最初に行うべき作業 

 

軽視されて行われないことが多いこの作業ですが、 

この作業を行っていない人ほど 

稼げていないということが明らかになっています。 

 

サイトを開設してから順調に収入を発生させるための 

“ある作業”をお教えします！ 

 

■検索エンジン対策において絶対に外せないサイト構築の技 

 

検索エンジンの評価を一気に上げるために、 

わずか“３分”で出来る簡単な設定があるんです。 

 

この作業を行うだけでも、 

あなたの報酬額は爆発的に伸びていくでしょう。 

 

■あなたのブログを検索結果の上位に表示させ膨大なアクセスを“無料で勝ち取る”方法と

は 

 

“あるツール”を使用することで、あなたのサイトを 

検索結果の上位に無理やり割り込ませることができるんです。 

(もちろんツールは無料です) 

 

■検索エンジンを攻略して検索エンジンに上位を独占するテクニック 

 

最も効率良く収益を上げるためにも、検索エンジンを攻略して 

検索結果上位を勝ち取り莫大なアクセスを集めていきましょう。 

 

あなたのサイトを検索結果上位に表示させ、 

圧倒的なアクセスで稼いでいく検索エンジン攻略法をお伝えします。 

(悪用しないでください) 

 

■ブラックな自作自演なんて邪道！ホワイト SEO でも上位表示を勝ち取るテクニックと

は･･ 

 

「ペナルティをくらったらどうしよう」などと、 

不安を抱えながら上位表示を狙うのではなく 

正攻法で検索結果を上位表示させる方法を解説します。 

 

■あなたのサイトに訪れたお客さんをブログに留めてしまうテクニック 

 

検索エンジンからの評価を上げるために、 

ブログの滞在時間を増やすことが重要なんです。 

 

訪問者をガッツリと掴んで離さないための 

検索エンジンの評価を急上昇させ、アクセスを倍増させる 



ある工夫とは･･ 

 

♯3.ブログ作成直後のアクセスを 

加速させる SNS集客戦略 
 

作成したばかりのブログなどは検索エンジンからの評価が低く、 

記事を作成しても検索上位に表示されにくいという特徴があります。 

 

なので、アクセスを集めるためには 

 

コツコツ記事を作成してブログを育てていく 

↓ 

次第に検索エンジンからの評価が高まっていく 

↓ 

検索上位に自分の記事が表示され始める 

 

といった流れを経ていく必要があります。 

 

ただ、ブログが育ってアクセスが集まるのを待っていたら 

モチベーションが低下して挫折してしまう人もいるでしょう。 

 

そこで、ブログ構築直後から 

アクセスを一気に集めるために活用していくのが SNSです。 

 

SNSは即効性に優れており、SNSを活用することで 

ブログが育つ前の段階からでも 

短期間で爆発的なアクセスを集めることが可能になります。 

 

また、多くの人に読まれる記事というのは 

検索エンジンからの評価も高まるため、SNSを活用することで 

 

● 初期からアクセスが集まる(早くから報酬が発生する) 

● 検索上位に表示されやすくなる 

 

といったメリットがあるということですね。 

 

なので、日々の記事更新と合わせつつ SNSを活用していき 

ブログ構築直後からスタートダッシュを決めていきましょう。 

 

■質の高いフォロワーを集める時に重要な「プロフィール作成テクニック」 

 

実は Twitterではプロフィール作りが最も重要なんです。 

 

しかし、プロフィール作りに関して軽視している人が多く、 

詳しく解説されていないのが現状です。 

 



上級者も意識しているプロフィール作りの重要点や 

反応率を上げるための作成方法をお伝えします。 

 

■７％の人しか知らない Twitterアカウント作成時の“タブー”とは 

 

ほとんどの人が、無意識の内に 

この Twitterでの“タブー”を犯してしまって、 

稼ぐことが出来ていないんです。 

 

一部の人しか知らない 

Twitterの絶対にやってはいけないこと 

について説明していきます。 

 

■稼いでいくための“影響力のある Twitterアカウント”の育て方 

 

闇雲につぶやいていても影響力は得られません。 

そこで、強力なアカウントを作成するための 

テクニックをお伝えします。 

 

容易に強力な影響力を持つアカウントが 

大量に作成できてしまいますが、 

フォロワーを洗脳してしまうほどの威力があるので 

悪用は絶対禁止です。 

 

■「HTの法則」を活用した強力な Twitter集客術 

 

大量に見込み客を集めるために、 

Twitterの特性をフル活用するテクニックをお伝えします。 

 

■「ハイレベルな設定」を行い Twitterで３分で濃い見込み客を獲得する方法 

 

実は、わずか１％の稼いでいる人が行っている 

“濃い見込み客”を“たったの３分”で集めることを可能にする 

「ハイレベルな設定」があるんです･･ 

 

■Twitterを活用して集客する上で最重要ポイントを伝授 

 

Twitterをただの交流や情報収集にしか使っていないのであれば、 

今すぐ稼ぐための使い方を覚えてください。 

 

Twitter単体でも莫大な収入を得るための 

テクニックを伝授します。 

 

■Twitterアカウントの収益化を初月から可能にするフォロワーの集め方 

 

Twitterアカウントで収入を得るには 

時間がかかると思っていませんか？ 

 

実は Twitterをフル活用すれば初月から簡単に 



アフィリエイト報酬をゲットすることが出来るんです。 

 

それを可能にする、フォロワー集めから 

収益化までの流れを詳しく説明します。 

 

■Twitterで理想の結果を得るための３つのポイント 

 

もし Twitterを活用しているのに成果が出ない場合には 

この“３つのポイント”取り入れてみてください。 

 

たったこれだけのことで 

驚くような結果があなたの前に広がるでしょう･･ 

 

♯4.あなたの文章をより魅力的にする 

ライティング講座 
 

この章では、人間心理を意識した 

特殊なライティングテクニックについて解説していきます。 

 

基本的に人間の感情は過去・現在・未来と変わることがないため 

このテクニックさえ理解してしまえば 

今後ビジネスを行って行く際にはかなり有利になるんです。 

 

なので、 

 

● 自分の思ったことを文章にするのが苦手で･･ 

● 文章を書いても変な文章になってしまう･･ 

● 『文章を書くのが苦手』と思っている･･ 

 

という人はこの章で書かれた内容をしっかりと活用していき、 

読み手の興味を引く文章を作成していきましょう。 

 

■あなたの人生を左右するユーザーの“心の声”とは 

 

あなたの書いた文章を読んだ人が 

どんなことを思うのか考えたことがありますか？ 

 

この“恐ろしいホンネ”を知って書くべき内容が明確になれば、 

あなたの報酬は爆発的に伸び始めるんです。 

 

■「３％のアフィリエイターしか知らない、あなたの商品を誰も買わなくなってしまう“間

違い” 

 

この“間違い”を犯してしまうと、どんなに頑張って 

ブログを更新しても商品を売ることができなくなってしまいます。 

 



あなたの努力と時間を無駄にしないためにも、 

この事実を知ってすぐに３％側の人間になりましょう。 

 

■「１２個の秘密」を駆使して読み手を魅了し、購入ボタンをクリックさせる 

 

１２個の秘密の内最低２つ以上取り入れることで、 

初心者でも絶大な信頼が得られる文章を 

書くことが出来るんです･･ 

 

１２個全てを習得し自由自在に使うことが出来たら、 

あなたの文章に説得力が生まれ、 

あファンは急激に増加してきます。 

 

■絶対に抑えたいWeb上のライティングにおけるクロージングとは 

 

実はこのことについて解説している書籍や 

教材はほとんどないんです･･ 

 

売上を簡単に上げていくための、 

Web上のライティングにおける最重要ポイントを解説します。 

 

♯5．簡単にハイレベルな文章が 

作成できる記事作成テンプレート 
 

このテンプレートは私が普段から文章を書く時に 

使用しているテンプレートになります。 

 

私たち人間には様々な性格があると思いますが、 

心理学的には大きく分けると 

4つのタイプに分類されると言われているんですね。 

 

そして、あなたが作成したブログに訪れるユーザーも 

この 4つのタイプに分類されるということになります。 

 

なので、より大きな金額を稼いでいくためには、 

どれか一つのタイプの人にだけ興味を持ってもらえる文章ではなく、 

全てのタイプの人に興味や関心を持ってもらうことが必要なんです。 

 

つまり、全ての人に興味を持ってもらえる文章が書ければ 

売上も自然と上がるというわけですね。 

 

このテンプレートは、その 4つのタイプ全員が興味を抱く 

文章になるような構成になっており、全くの初心者でも 

テンプレートに当てはめて文章を書いていくだけで 

かなり説得力のある文章を作成することができます。 

 

ただ、このテンプレート自体かなり貴重な情報であるため、 



私のパソコンの中でもロックをかけて保存しているくらいなのですが、 

今回は『For you･･』に参加者に特別にプレゼントをさせていただきます。  

 

■『For you..』参加者限定 

メールマガジン 
 

参加者に最新の情報をお伝えするために、 

『For you..』  参加者に 

企画参加者限定メールマガジンにご招待します。 

 

コンテンツを新しく追加する際や 

よくある質問に対する回答などについて、 

随時メールを配信していきます。 

 

※「美容健康ジャンルに興味がないのでできるか分かりません」といったお問い合わせを

頂く事が多いので、簡単に解説させて頂きます。 

 

 

まず、『美容健康』と聞くと、 

 

エステ 

オーガニック 

健康に良い 

 

といった事をイメージしてしまい、自分には全く関係がないジャンルであると 

思う人も多いです。 

 

しかし、美容健康ジャンルというのは私たちにとってかなり身近なジャンルであるので

す。 

 

1番分かりやすい例としては、ドラックストアをイメージして頂いた方が良いかもしれま

せん。 

 

あなたがドラックストアに行く時は 

 

「美容健康に役立つものを探しに行くぞ！」 

 

とは思わないと思います。 

 

怪我をしてしまって傷口をケアするために 

消毒や絆創膏を探しに行くかもしれません。 

 

頭皮の油が気になって 

頭皮の油を改善するシャンプーを探しにいくかもしれません。 

 

なので、今回の『For you..』  で実践していくアフィリエイトでは、 

美容健康ジャンルで 



 

「問題を抱えている人に 

問題を解決する方法を教えてあげる」 

 

といった事をするのです。 

 

(ネットで調べた事をまとめてあげるだけなので専門知識は必要ありません。) 

 

そこで最後に、 

 

「問題を解決するには 

これがオススメですよ」 

 

となるわけです。 

 

商品の選び方も、自分で売れるかどうかを判断するのではなく 

そのジャンルで売れている商品をアフィリエイトします。 

 

(わきがならわきがの売れ筋商品を 

ダイエットならダイエットの売れ筋商品を) 

 

なので、 

 

「美容健康に興味がないからできない」 

 

という事はまずないので安心してください。 

 

ただ、今回の『For you..』 の目的 は 

 

美容健康で稼ぐ方法を身に付ける事ではありません。 

 

私が『For you..』  であなたに身に付けて欲しいのは 

 

自分の好きな事でお金を稼げるようになる為の方法やスキルを身に

付けてもらう事 

 
です。 

 

それを身に付ける為の手段として美容健康ジャンルという 

難易度が低く、実践しやすいもので 

スタートしてもらうというだけに過ぎません。 

 

つまり、今回の『For you..』で稼げるようになれば 

 

･スポーツだろうと 

･料理だろうと 

･ゲームだろうと 

･歌(音楽)だろうと 



 

自分がやりたい事で稼ぐ事ができるスキルを 

身に付けられるようになるという事です。 

 

具体的な商品の選び方などは 

教科書で説明がありますし、 

私もどんどんお伝えしていきます。 

 

なので、商品の選び方は 

心配する必要はありません。 

 

(そこも含めてお伝えしていくのが 

今回の企画であるという事です。) 

 

本気で現状を抜け出したい人にこそ 

参加して欲しい 
 

私もアフィリエイトに出会うまでは失敗続きの人生でした。 

 

人生を変えたい一心で様々なものに挑戦しては失敗、 

また挑戦しては失敗するといった感じです。 

 

周りからも 

 

● 「また何かやってるの？」 

● 「いい加減諦めなよ」 

● 「今度はいつまで続くかなぁ」 

 

といった感じで、心無い言葉もたくさん言われました。 

 

挙句の果てに持病が悪化して社会で働くことが困難になる･･ 

 

しかし、こんな自分をどん底から救ってくれたのが私の先生でした。 

 



 
 

なので、過去に先生が私を救ってくれたように、 

 

「今回は私が同じような境遇の人たちに行動を起こす番だ」 

 

という気持ちで今回の企画を開催させていただきました。 

 

だからこそ、この企画には 

 

本気で頑張ってお金の不安をする生活から抜け出したい 
 

といった人にこそ参加して欲しいと思います。 

 

『For you･･』の参加条件 
 

それでは『For you･･』の参加条件の説明をします。 

 

私がこの『For you･･』でお伝えするノウハウやスキルを身に付けるまでに 

 

● トップビジネスマンから個別コンサル受けつつ課題をこなしまくる 

● 文章力を上げるために文章を書きまくる 

● ビジネス知識や様々な戦略を学ぶために教材を購入して勉強する 

● 失敗を繰り返しながら稼ぐための戦略を確立していく 

 

･･など、かなりの時間と 100万円以上のお金を 

自分のスキルアップのために投資してきました。 

 

よって、今回の『For you･･』の参加費は 

 



教材の購入費用+10万円 
 

とさせていただきます。 

 

10万円であれば少し頑張れば出せる金額であるはずですし、 

 

たった 1回 10万円という金額を投資するだけで 

 

ネット上に作成したブログからほぼ自動で 

月収 30万円以上を安定して稼ぐ 
 
といったことが可能になるわけですから、 

むしろ 10万円では安過ぎると思います。 

 

 

･･と、言うつもりであったのですが 

私自身が今回の企画を開催するに当たって 

 

“在宅でどうにかして収入を得られるようになりたい” 

という人に人生を変えるキッカケを掴んで欲しい 

 

といった気持ちがあります。 

 

また、私が人生で 1番お金に困っていた時期に 

10万円という金額をポンと出せたかと考えると 

ちょっと難しかったでしょう。 

 

なので、経済的に困っている人でもなるべく参加できるように 

 

今回の『For you･･』の参加費は“0円”(無料) 
 

とさせていただきます。 

 

つまり、今回の『For you･･』は 

教材費用のみで参加することができるということです。 

 

『For you･･』の参加方法 

 
ステップ 1．販売ページにアクセスして購入ボタンをクリック 

 

以下のリンクから美容健康特化型 3ステップアフィリエイトの 

販売ページにアクセスしてください。 

 

→『For ｙｏｕ･･』に参加する 

http://admall.jp/af.php?shn=10000604&aff=10030199


 

 
 

販売ページの下部にある以下のボタンをクリック 

 

 
 

ステップ 2.ログイン or新規登録する 

 

アドモールにログインするか、新規登録を行ってください。 

 

 

 
 



ステップ 3.特典の有無を確認 

 

以下のようになっていれば企画に参加する事ができるので 

安心して購入してください。 

 

 
 

 

ステップ 4．企画案内ダウンロード 

 

購入後に企画参加に関する案内とマニュアルをお渡しします。 

 

特典となる PDFに詳細を記入してあるので、内容をご確認ください。 

 

※今回の企画は、美容健康特化型 3ステップアフィリエイトの購入が 

参加条件となっていますが、 

どうしても他の教材で参加したいという場合は 

以下から私に連絡してもらえればと思います。 

 

→ソラに問い合わせる 
 

参加者に絶対に稼いでもらいたいので、 

私がサポートできる人数の限界を超えてしまった場合は 

予告なく企画を終了させていただきます。 

 

(この企画が表示されている限りは企画に参加可能です) 

 

 

私と一緒に『For you･･』で 

人生を変えてみませんか？ 
 

過去の私は 

 

● 難病で外出が困難で会社を退職せざるを得なくなる 

● 妻も病気になり看病をする必要がある 

● 育ち盛りの子どもの育児と家事 

 

といったことが一気に重なり、 

http://8sora8.main.jp/mail


経済･精神･肉体、どれもギリギリの状態だったんですね･･ 

 

しかし、トップビジネスマンからの教えを受けつつ 

時間を見つけながらアフィリエイトに取り組んできたことで 

自分の人生を変えることができました。 

 

お陰様で、今では毎日妻と子どもと一緒に 

幸せな日々を過ごすことができています。 

 

 
 

現在あなたも過去の私と同じように 

 

● 今の状況からどうにか抜け出したい 

● このままでは将来に希望を持てない 

● なんとかして生活していけるだけの収入を得なければいけない 

 

といった大変な状況の中、 

藁にもすがる想いでこの企画ページを読んでくれていることでしょう。 

 

だからこそ、私も本気であなたに人生を変えて欲しいと思っているので 

 

「何の努力もしなくても良いですよ」 

 

といった無責任なことは言いません。 

 

アフィリエイトも魔法の道具ではないので努力は必要です。 

 

他の誰でもない“あなた”の人生を変えるために今が頑張る時なんです。 

 

もちろん、私も全力でサポートをします。 

 

なので、私と一緒に人生を変える努力を始めていきませんか？ 

 

あなたが今までの人生に別れを告げて、 

 

新しい人生を歩始めるんだ 



 

と、決断をすることによって 

半年～1年後には今までとは全く別の景色が広がっているはずです。 

 

 
 

そして、今回の企画がキッカケであなたが自分で稼げるようになり 

 

● 経済 

● 時間 

● 精神 

 

などの自由を得た日には、 

 

「本当にあの頃は大変でしたね。」 

 

と笑顔で話していたいですね。 

 

それでは、あなたと『For you･･』で会えるのを楽しみに待っています。 

 

→『For you･･』に参加する 
 

 

追伸 
 

私は真面目な人が好きですし 

 

「本当に人生変えたい」 

 

という方の気持ちには、全力で応えたいと思っています。 

 

なので、最後まで読んでいただき、 

http://admall.jp/af.php?shn=10000604&aff=10030199


すぐに『For you･･』に参加するという 

決断をしてくださったあなたには 

 

Skypeコンサル 1回(30分) 
 

をプレゼントさせていただきます。 

 

企画に参加直後でも、つまずいてしまった時でも 

利用するタイミングはあなたの自由です。 

 

「Skypeコンサル希望」 

 

とメールでお伝えいただければ 

すぐに対応をさせていただきますので、 

有効に活用してくださいね。 

 

今回の企画に関する質問などありましたら 

以下から気軽にお問合わせください。 

 

→ソラに問い合わせる 
 

それでは、最後まで読んでいただき誠にありがとうございました。 

 

あなたの参加を心よりお待ちしております。 

 

→『For you･･』に参加する 

http://8sora8.main.jp/mail
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