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 はじめに 

初めましてビジネスライザーこと 

しんのすけ⁺²といいます。 

 

あなたのビジネス（business）をライズ（rise）掘り起こす、高める、増すという

意味合いで作った造語です。 

 

あなたの持つ「価値」に付加価値を付けたり、高めることによってそれをマネタイズする

お手伝いをしています。 

（マネタイズとは…知識やサービスをお金に換える事） 

 

あなたがもし、今の雇われている環境での仕事に不満を抱えているのなら 

やるべきことは一つです。 

「自身に価値を付けて自分自身の力でお金を生み出せる状態に一刻も早くなること」 

 

そういう情報（方法）を知らず、雇われという自分の人生を誰かの手に握られている（拘

束）状態から、何とか打開したい人の力になりたいと思っています。 

 

ちなみに僕の名前しんのすけ⁺²の“⁺²”は 

「自分の分身を創り出す」ことを意識して付けました。ネット上に自分が複数いる状態。

自分自身が働き続けるのではなく、自分の代わりにネット上で収益を上げ続ける仕組みを

創り出すことによって、あなたの理想とする素敵なライフスタイルを構築していけるよう

に。という思いも込めています。 

 

あなたにもそのような状態に進んでいけるような情報を発信しています。 

巻末でも載せていますが 

今すぐメルマガに登録したい方はコチラ↓ 

http://businessriser.net/bloom/fKF2ob3.b.html 

http://businessriser.net/bloom/fKF2ob3.b.html
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 メルマガで稼ぐための準備と全体像 

メルマガビジネスとは？ 

メールマガジンを発行して商品やサービスを販売して収益につなげる手法です。 

例えば、あなたのメルマガ読者が１００人いたとして、 

その中の数人が商品やサービスを購入してくれた場合、 

１個１万円のものが売れると購入者が１０人いた場合１０万円です。 

                 １００人の場合は１００万円です。 

                 １０００人の場合は１０００万円です。 

上記のようにあなたの読者が多ければ多いほど収益が上がります。 

 

普通の仕事だと販売量が増えるほど忙しくなりますが、メルマガビジネスではすることは

メールを配信することなので手間は変わりません。 

これってすごいメリットですよね。 

販売する物が情報商材の場合、手元に商品を用意・保管する“在庫”リスクがありません。 

しかも、メールを作成する時間は３０分～１時間で作成が可能です。 

 

販売する物は大きく分けて以下の３つです。 

①アフィリエイト（情報商材や物販“ここではあなたの紹介した物が売れると 

紹介手数料が入ります”） 

②自社商品（主に自分の開発した商品を売ります。上記と違って９０％以上 

の利益率も狙えます。コンサルはここに当てはまります） 

③物販（インターネット通販に代表されるいわゆる“せどり“（＊）です） 

＊せどりとは…いわゆる転売です。安く買って高く売ること。その利ざや分が 

利益となります。 

 

自社商品やコンサルについては経験が必要なためここでは 

主に情報商材の「アフィリエイト」をオススメしています。 
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アフィリエイトの図式はこうなります。 

 

＊アフィリエイトとは？ 

サイト（メルマガ・ブログなど）で広告主の商品やサービスを紹介することで、 

ユーザーが商品を購入するなどの成果があがった場合に 

報酬（広告収入）を受け取ることができる仕組みです。 

要はあなたのサイトで紹介している商品やサービスを読者さんが購入してくれた場合 

あなたに紹介料として報酬が発生するということです。 

インターネット上の紹介システム（CM）のようなものです。 

 

＊ASP（アプリケーションサービスプロバイダ）とは？ 

インターネット上でアプリケーションソフト等のサービス（機能）をネットワーク経由で

提供する事業者・仕組み等全般のこと。をいいます。 



レポートネットビジネス初心者でも、丸分かり！！メルマガで稼ぐための虎の巻 

 

Copyright (C) 2016 しんのすけ⁺² All Rights Reserved. 

- 6 - 

ここに登録（無料）することでサービスを使えるようになります。 

紹介したい商品を選択するとあなた専用の URL が発行され、ブログやメルマガに張り付け

て使用します。これであなたと URL、記事の紐付が行われたという事になります。 

＊ブログについて…ブログでも上記のように同じ事ができますが、メルマガと比べると 

アクセスを集めるなどの初動が重く、売りにくいためメルマガを推しています（実際に売

り上げはメルマガ９６％ブログ４％くらいです） 

メルマガビジネスの全体の流れ 

①メルマガ配信をするための準備をしよう 

②メルマガを配信しよう 

③読者さんとコミュニケーションを取ろう 

④商品を販売しよう 

 

①メルマガを配信する準備を始めよう 

〇専用メールアドレスの取得 

アフィリエイト用・メルマガ配信用のメールアドレスを取得しましょう。 

普段使っているメールアドレスをアフィリエイト用・メルマガ配信用に使用してしまうと、

読者さんからの返信や・購読しているメルマガ・友人からのメールと混同してしまいます

ので、必ず取得しましょう。 

取得は、gmail をお勧めしています（yahoo だと迷惑メール対策が強くて迷惑メールフォル

ダに入りやすいので） 

取得はコチラから→http://businessriser.net/bloom/d92tiKV.c.html 

 

〇ASP に登録しよう 

情報商材をアフィリエイトするには必須科目です。これをしないと上記の URL が作成でき

ません。 

インフォトップ→http://businessriser.net/bloom/5F2vBM7.c.html 

http://businessriser.net/bloom/d92tiKV.c.html
http://businessriser.net/bloom/5F2vBM7.c.html
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〇レンタルサーバーを借りよう 

アフィリエイトを行っていくにあたって、 

レンタルサーバーというものを借りる必要があります。 

例えば、ファイルをアップロードしたり（人に見せるために必要。写真やデータの拠点に

なります）、ブログ（ワードプレス）を構築したりなど…。使用頻度は大です。 

こんな感じですね。ちなみにこれは僕のブログ（ワードプレス）です。 

（http://businessriser.net/bloom/VS9agC.b.html） 

このブログも同様にレンタルサーバーを借りて、そこにアップロードをしています。 

ですので、これも必須で契約を行って下さい。 

金銭面に厳しいという方は、後ほど契約でもいいですが、必ず契約はして下さい 

http://businessriser.net/bloom/KRv2gDT.c.html（エックスサーバー） 

http://businessriser.net/bloom/VS9agC.b.html
http://businessriser.net/bloom/KRv2gDT.c.html
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〇メルマガ配信ツールを用意しましょう 

メルマガを配信するために必要なもの。ズバリ「メルマガ配信ツール」です。 

ここでは僕の使っている配信ツールを紹介しておきますね。 

「ディスカバリーメール」http://businessriser.net/bloom/u12eaR.b.html 

有料ですが、メルマガを配信してお金を稼ごうとしている以上ここでの投資は必須です。 

一応無料のメルマガ配信スタンドも紹介しますが、到達率・迷惑メール対策・ステップメ

ール（配信時間を予約して配信することができる機能）が使えないので稼ぐという観点か

らもオススメできませんので悪しからず。 

「AC メール」http://businessriser.net/bloom/5LA2sBL.c.html 

 

 

 

http://businessriser.net/bloom/u12eaR.b.html
http://businessriser.net/bloom/5LA2sBL.c.html
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②メルマガを配信しよう 

さあ、メルマガを配信しよう！！…とは言ったものの「どこに？」という声が聞こえてき

そうですね(笑) 

配信に必要なことはたった３つだけ！ 

①集客（配信先を確保（読者の獲得）） 

②教育（自己開示や読者さんに商品やサービスの価値を理解してもらうために 

成長を促すことと信頼関係構築） 

③販売（意外に思われるかもしれないが上記がしっかりしていれば 

ここはそれほど重要ではない） 

 

〇メルぞうで集客しよう http://mailzou.com/ （推奨） 

 

http://mailzou.com/
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無料レポートスタンドである「メルぞう」さん。 

ここにはメルマガビジネスの事を少しでも分かった人が集まっています。 

なので、ここにレポートを提出して読者を集めるのが一番効果的です。 

提出するレポートとはこのようなものです（これも手前味噌ですが） 

http://mailzou.com/get.php?R=95559 

テーマを決めてそれについてノウハウを書いたものです。 

「発行者新規登録」から無料で登録できます。 

 

〇facebook や twitter（SNS）での集客 

顔出し可能な人にオススメですが自分のページに LP（ランディングページ＊）という 

集客ページを載せると人となりが分かりやすいので登録されやすいという側面もあります。 

顔出しが抵抗ある、会社にバレたくないという人は上記のメルぞうさんにレポートを作っ

て提出するのが一番です（後にレポートをプレゼントに使えるというメリットもあります） 

広告を出すには良いのですが、最初のうちはオススメしません。 

＊ランディングページ（LP）とは 

僕のメルマガに登録するページでも使っていますがこういった作りのページです。 

http://businessriser.net/bloom/CKXozh.b.html 

ちなみにこれは上記の「ディスカバリーメール」に機能の一つとして備わっています。 

契約できるならずっと使えるのでおススメです。 

商品を紹介する際にも使用しますので是非とも押さえておきたいですね。 

読者さんとコミュニケーションを取ろう 

〇配信する内容について【最重要】 

普段配信するメルマガで一番大事な格である「教育」の部分に当たります。 

自己開示や読者さんに商品やサービスの価値を理解してもらうために 

成長を促すと書きましたが、そもそも商品を紹介するのはいいですが、 

誰かも良く分からない人からは買いたくありませんよね？ 

それと同じく、あなたがいきなり例えば僕に 

「メルマガで稼げる情報興味ありませんか？」って言われてもドン引きしますよね？(笑) 

そうなんです、それと一緒で 

http://mailzou.com/get.php?R=95559
http://businessriser.net/bloom/CKXozh.b.html
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①自分から買ってもらう理由と 

②商品やサービスが目標達成（稼げるようになるために）に必要だと思ってもらう 

（欲しがってもらう） 

ことが販売を行うまでにやっておかなければいけない内容です。 

ここをしっかりヒアリングして読者さんが何に悩んでいて、何に困っているのかさえ 

把握しておけばそのお悩みを解決できる手段を提示することができれば勝手に売れていく

感じになるという事です。 

 

以上を踏まえて配信する内容は大きく分けて３つです。 

１）ノウハウ（主に集客時のレポートを作ることで同時に行えます） 

２）考え方（理念や信念など） 

３）自己開示（どうしても伝えたいことやなぜメルマガを始めたのか？など） 

 

〇ノウハウについて 

無料レポートにもつながるのですが、読者さんは当然ながら 

「どうやったらメルマガで稼げるのか？」に興味があります。 

つまり、それに応える内容のものが好まれます。 

今レポートでは「メルマガで稼ぐための手法」についてのようにですね。 

メルマガで稼ぐためには、何を用意すれば良いのか？ 

どういうことを配信していけば良いのか？ 

何を売れば良いのか？という内容ですね。 

 

〇文章の書き方・配信のネタ作り 

初心者の方が一番つまずくポイントは「何をどうやって書いていいか分からない」 

という部分です。 

もちろん、僕もそうでした。 

「毎日ためになる内容を配信しないといけないの？」 

「ノウハウばっかり出していると商品が売れないんじゃ？」 

「ノウハウなんてそんなにないよ…」 

「文章なんてそんなにスラスラ書けないよ…」 
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ってお思いのことでしょう。 

 

ご心配なく(笑)誰しも悩んでいますが、そんなに難しく考えなくても大丈夫です。 

もちろん、日記のような内容では意味がありませんが毎日取り組んでいることがそのまま

記事になります。同じようなところで手が止まっている人もいるのです。 

それをどうやって乗り越えたのか、悩んでいる（いた）事を配信すればいいのです。 

 

〇全力アウトプットすること 

知識を深めるために勉強することはとても大切なことです。 

しかし、学んでいるだけでは実際の知識になっている事って少ないのです。 

自分なりの解釈でもいいので、自分の言葉で文章にしてみる。実際に書いてみるとまとま

りのない文章になっていると思います。伝えたいことが思うように伝わらない。 

でも、それでいいのです。そうやって学んで、（文章を）書いてを繰り返してだんだん伝わ

る文章が書けるようになっていくのです。 

ここで一つ注意があります。学ぶことは確かに大事なのですが、知ったつもりになって情

報を出さないと本物の知識にはなりません。いわゆる、インプットだけしているといわゆ

るインプットデブ（頭でっかち）になってしまいます(笑) 

学んだことを自分で咀嚼して吐き出す言葉こそあなた自身の言葉になります。 

巷で言うコピペでは「魂が入らない」のです。 

 

〇考え方について 

自分の考え方に共感してもらえることが大切です。 

究極自分に合わない人には読者登録解除してもらうことも大事だったりします。 

例えば、人を騙してでも自分が儲けたいと考えている人が読者になってしまった場合 

きっとあなたの読者を大事にするスタイルにはクレームをつけてくるでしょう。 

「そんなことはどうでもいいから、早く稼げる方法を教えろよ！！」なんてね。 

そんな人と取引すると非常にストレスになります。 

せっかく自分の裁量でできるビジネスなのに、意にそぐわない決定をしなければならない

というジレンマを抱えてしまいます。 

メルマガビジネスでは自分と合わない人には積極的にご退場願いましょう。 
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特別に何かする必要はありません。 

あなたらしくメルマガを配信しているだけで離脱してくれますのでご安心を。 

 

そして、考え方の中で一番大事なのが 

「投資マインド」ですね。 

メルマガ配信スタンドでも書きましたが、基本無料で済ませたいのが人情というもの。 

でも、稼いでいる人は例外なく「投資」をしています。 

メルマガ配信スタンドしかり、ツールしかり、考え方などのコンサルしかり。 

無料では無料分の情報しか手に入りません。 

例えば資格を取りに行くときだって受講料を払って学校に通いますよね？ 

欲している情報があるのなら正当な対価を払いましょう。 

あなたがそうやって率先できないとあなたのお客さんも同じように無料で済ませとしてし

まいます。そうすると結局あなたに報酬は入りません。 

 

〇自己開示 

人となりの分からない人には共感は生まれませんよね。 

自己開示はこの部分を埋めてくれます。 

あなたがどんな人で、どんなことを考え、どんなことに興味があるのか… 

意外とビジネスの話でなくても読者さんから返信が来るのはそんな時の方が多いかもしれ

ません。 

 

・商品を販売しよう 

正直上記の①集客～②教育で仕事のほとんどは終わりです。 

重要なのはあなたが「何を売りたいか？」ではなく 

読者が「何を求めているか？」です。 

ニーズに合わせているから提供する物が売れるのです。 

よく「アフィリエイトで稼ごう」といった言葉を目にしますが 

あれの主語は「俺が、私が、僕が」です。 

考えてみてください。もしあなたがお客さんの立場で紹介されたものが 

「（俺、私、僕が売りたいので）これ買ってください」と言われて買うでしょうか？ 
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ここまでこのレポートを読み進めてくれているあなたなら答えは言わなくても分かってい

ただけると思います。 

逆に主語を仮に「（あなたの目標達成にとって必要だから）これ買ってください」 

としたらどうでしょう？信頼関係もできていて、あなたの稼ぐという結果に必要なことな

らば購入するのではないでしょうか。 

どんな会社や企業でもこの「信頼」を勝ち取るのは容易なことではありません。 

積み上げていくのは時間がかかるけれども、崩れるのは一瞬です。 

それを念頭においてメルマガで稼いでいっていただきたいと思います。 

 あとがき 

                    

今回のレポートは実際にメルマガを使ってどのようにお金を稼ぐのかの全体像がイメージ

できたかと思います。ただ、メルマガで稼ぐと言われただけではピンと来なかったあなた

もこれで合点が行ったでしょう。 

読者を獲得し、読者が成長できる環境を提供し、商品やサービスを欲しがってもらう。 

一見当たり前のことですが、ネットを通してだと意外にできていないようです。 

顔が見えない状態ではリアル以上に信頼関係を構築するのは難しいです。 

パソコンの向こうにいる「人」にちゃんとフォーカスできること。これがビジネス云々の

前に必要な姿勢ですね。 

 

 

 

閲覧 

どうもありがとう 

ございました！！ 
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なぜ、僕が「価値を高めよう」と言っているのか？ 

今や会社が助けてくれる時代はとうに終わりました。 

そうでなくてもストレスフルな環境で働かざるを得ない「雇われ」であるサラリーマン。

労力の割には満足できる報酬でないことが多いはずです。 

もちろん報酬が全てではありません。やりがいとか人間関係も大切です。 

それでも本当にやりたかったことができないという環境の人もいるでしょう。 

いわゆるブラック企業で人間関係が破綻している事だってあり得ます。 

 

自分に“市場価値がない”と僕が気づいたのはある企業家さんとお話をしている時です。

その人は自分で価値を創り出し、商品に価値を付け、お客さんを集めて販売するという一

連の流れを一人でやっていたのです。 

雇われの会社員である自分が会社を離れた場合何もできないと気付いたのです。 

自分だけのお客さんを抱えているわけでもない 

自分が販売できる商品もない… 

このままずっと雇われて生きていくのは耐えられないと思ったので 

自分の市場価値を高めようと思ったのです。 

 

僕が自分の価値をライズ（増す・上乗せする）することを提唱しているのは 

これらすべての問題を解消できる可能性があるからです。 

収入源が他に作れて、それを育てることができるようになれば 

「脱サラ」の目が見えてきます。さらにその手法を人に教えることによって 

人の役に立ちながら自身の価値も向上します。 

それを続けていくことでしっかりとした基盤を創り上げることができます。 

少しずつでもコツコツと積み上げていけば必ず力はついていきます。 

あなたも自身の価値を高めて自分のビジネスを育てていきませんか？ 
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終わりに 

僕がメルマガビジネスをやろうと思った理由は非常に単純です。 

「やってみようと思ったから」(笑)これだけです。 

僕は元々ネットワークビジネスあがりなので“権利収入“にはとっても興味がありました。

でも、ネットワークビジネスはやっていることが積み上げにならないことに気が付きまし

た。狩猟型のビジネスで知人・友人を食い荒らす… 

やっていることも堂々と言いにくい…（否定しているわけではありませんので悪しからず） 

それよりも、自分らしさを前面に出せて、コツコツと積み上げていくメルマガビジネスの

用が性に合ったんでしょうね。 

また、いつでもどこでもパソコンさえあればできるという利便性は最高です。 

繋がりたい人とだけ繋がって、自分とは合わない人とは関わらなくていい。 

これだけでも僕にとってやらない理由は全消えでした。 

このレポートを読んでくれているあなたにもこの可能性に気づいて欲しいと思います。 

発行者情報 

しんのすけ⁺² 

 

メルマガ情報 

【ビジネスライズ通信】 

http://businessriser.net/bloom/CKXozh.b.html 

運営ブログ： 

【自身の「価値」を高め、収益を生み出すためのブログ-ビジネスライズ術-】 

http://businessriser.net/bloom/VS9agC.b.html 

 

質問がある人はコチラから 

http://businessriser.net/bloom/Fel2mRh.c.html 

 

http://businessriser.net/bloom/CKXozh.b.html
http://businessriser.net/bloom/VS9agC.b.html
http://businessriser.net/bloom/Fel2mRh.c.html
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プレゼントはコチラから 

http://businessriser.net/bloom/mP2laVj.c.html 

（僕も使っている美麗なレポートのテンプレートです）

http://businessriser.net/bloom/mP2laVj.c.html
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