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免責事項 

 

❏著作権について 

 

当電子書籍は著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては以下の点にご注

意下さい。 

 

・本電子書籍の著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポート

の一部、または全部をインターネット上に公開すること、およびオークションサイトなど

で転売することを禁じます。 

 

・本電子書籍の一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、ビ

デオ、DVD、およびその他電子メディアなど）により複製、流用および転載することを禁

じます。 

 

❏使用許諾契約書 

 

本契約は、本電子書籍をダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以下、

乙とする）との間で合意した契約です。 

 

本電子書籍を甲が受け取ることにより、甲と乙の間でこの契約は成立します。 

 

第一条（目的）本契約は、本電子書籍に含まれる情報を、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。 

 

第二条（第三者への公開の禁止）本電子書籍に含まれる情報は、著作権法によって保護さ

れています。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその情報を乙と

の書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じます。 

 

第三条（損害賠償）甲が本規約の第二条の規定に違反した場合、本契約の解除にかかわら

ず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数に金十万円を乗じた金額を支払うものとしま

す。 
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経済的成功と時間的自由を求めるあなたへ 

 

 

トレンドアフィリエイトの初心者が副業 4ヶ月で月収 40万円達成するまでの

実践記 

 

永世です。 

 

今回「トレンドアフィリエイトで月収 30 万円の壁を突破したい！」という方

のために、「初心者がトレンドアフィリエイトで月収 109 万円を達成するまで

の半年」を、生の記録として、その実践過程を公開します。 

 

私の生徒として結果を出している一人である I 様からご許可を頂いて、その流

れをご紹介させていただくことにしました。 
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I 様の実績 

実践開始から 

１ヶ月目：10,063 円 

2 ヶ月目：18,336 円 

3 ヶ月目：121,268 円 

4 ヶ月目：412,530 円 

5 ヶ月目：906,298 円 

6 ヶ月目：1,097,446 円 

 

更新中 

  

このレポートを読むことによって、 
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・具体的に月収 40 万円～月収 100 万円を達成するまでの流れとは？ 

・実際にトレンドアフィリエイトで月収 40 万円を達成するまでのスピード感 

・初心者が成果を上げる上で大切なポイントとは？ 

について理解することができます。 

  

したがって、これからトレンドアフィリエイトを実践するか検討中の、ネット

ビジネス初心者の方、 

  

あるいは 

  

トレンドアフィリエイトにおける正しいノウハウや指導者に巡り合っておら

ず、まとまった成果を出せていない方、 
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こういった方にとって、役に立つ記事となっております。 

 

…まず、はじめに。 

 

私は、トレンドアフィリエイトやネットビジネスで月収 30 万円以上の利益を

達成するというのは、一つの「目安」だと考えています。 

 

…なぜか？ 

 

それは、一般的（平均的）なサラリーマンの手取りの給料を稼げたことを意味

するからです。 

 

一般的に、月収 30万円あれば、標準的な生活レベルでの生計を立てていける

金額です。 
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基本的に、このラインまで稼げるようになってきたら、脱サラ・独立が十分に

現実的になってくると言えるでしょう。 

 

私も、ブログからの利益が、2ヶ月目で月収 50万円を達成し、そのまま「脱

サラしたほうが利益を出せる」と即判断し会社をやめ、そのまま独立するとい

う流れをたどりました。 

 

従って、私が推奨している流れは、 

 

①まずは副業の収益を伸ばしていく。 

②生計が立てられるめどが立ったら脱サラする。 

③空いた時間をより自分のビジネスに投じて収益を伸ばしていく 

④ビジネスを自動化していき、時間とお金の両立を目指す 

 

という流れです。 

 

このルートこそが、ノーリスクで自由を目指す道です。 
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そして、その流れを、ノウハウ・コンサル指導付きで継承しているのが、私が

初心者向けに運営している企画です。 

 

私の運営している、企画の一つに、NOA- Ne0ne Online Academy -というもの

があります。 

 

これは、初心者向け特化の企画で、この企画からは月収 10 万円を超える実績

者が続々と輩出されています。 

 

（とはいえ、この ne0ne で教えるノウハウの中では、月収 10 万円の突破は

「最初のステップ」に過ぎません） 

 

今回は、その生徒の一人で、副業 4 ヶ月で月収 40 万円を達成した I 様を主人

公として、初心者が月収 30 万円を達成するまでの軌跡を公開します。 

 

このレポートを読むことによって、 

 

・具体的に月収 40 万円を達成するまでの流れとは？ 
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・実際にトレンドアフィリエイトで月収 40 万円を達成するまでのスピード感 

・初心者が成果を上げる上で大切なポイントとは？ 

 

について理解することができます。 

 

したがって、これからトレンドアフィリエイトを実践するか検討中の、ネット

ビジネス初心者の方、 

 

あるいは 

 

トレンドアフィリエイトにおける正しいノウハウや指導者に巡り合っておら

ず、まとまった成果を出せていない方、 

 

こういった方にとって、役に立つ記事となっております。 

 

さらに。 
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ｎe0ne のブログを開設して依頼、私のもとには、直接の指導を受けたいとい

うお問い合わせを毎日のように頂いております。 

 

そういった、前向きに私の企画への参加を検討してくださっている方にとって

は、いわば「コンサルを受けている疑似体験」をしていただける内容になって

います。 

 

・永世がコンサルして、二人三脚で結果を出していく風景 

・永世のもとから、月収 10 万円、月収 30 万円、月収 50 万円のクライアント

が輩出されている理由 

 

についても、この資料をご覧いただければ、おのずと体感していただけるはず

です。 

 

・私が、どれほど情熱を持ってクライアントの方に接しているのか。 

・私が、指導の現場では言葉に出さない背景に考えていること。 

 

それを読み解いて頂けたら幸いです。 
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さておき、あなたがネットビジネスにおけるメンター（指導者）を探している

のなら、ぜひこの記事を何度も読み込んでください。 

 

そうすることによって、あなたの中には「結果を出させるコンサルタントの態

度や姿勢」が自ずと身につくようになります。 

さらに、「ネットビジネスのメンターを見極める基準」があなたの中に確立さ

れることになるでしょう。 

 

「結果を出させるコンサルタントの基準」を明確に、かつオープンに公表する

ことで、巷にあふれる粗悪な企画や、低レベルな教材の犠牲者を減らせると私

は考えています。 

 

残念ながら、世にあふれる自称「コンサルタント」には、「あたり」と「ハズ

れ」が明確にあります。 

（9 割以上はハズレ、というのが私なりの基準に基づく正直な見解です） 
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なぜなら、この業界は、「買ってみるまでは中身がわからない」というものが

非常に多くあるからです。 

だからこそ、フェアかつクリーンにご判断いただくためには、「コンサルの現

場を可能な限りオープンに」することが、私の一つの使命だと考えています。 

（もちろん、すでにご参加頂いている方の利益を損ねない限り、という条件付

きです） 

 

その一つの基準をこの資料に示したいと思っています。 

 

もちろん、誰をメンターにするのかは、あなたがご自身の判断や人物眼に基づ

いて決めてくださればいいことです。 

 

しかし、少なくとも「私」か「私以上」のコンサルタントを選ぶようにしてく

ださいね。 

 

「私以上」とは、「私以上に情熱を持って、生徒を引き上げようと徹底的にサ

ポートしている指導者」ということです。 
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あなたが私以外の指導者を選ぶのなら、少なくとも私以上の情熱を持っている

方を選んで下さい。 

 

どんな関わり方であれ、私は、今これをお読みいただいているあなたの成功を

心から願っています。 

なので、そんな私からのお願いとして、これだけはお願いしますね。 

 

前置きが長くなりましたが、これから始めたいと思います。 

 

 

今回の記事では、実際のやり取りを掲載しながら結果を出すまでの過程を追っ

ていくので、 

 

・コンサルティングを受けながら、どのようにして成果を出していくのか 

 

をリアルに体感していただけるはずです。 

 

それでは、始めます。 
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I 様と私の出会いから、実際に成果を上げるまで…それを、時系列に沿った形

でご紹介していきます。 

 

 

 

 

I様のスタートの状況：永世との出会い 

 

I 様と私の出会いは、ne0ne のブログを経由したところからでした。 

 

I 様は、他の情報発信者のブログで紹介されている私の事を知ってくださり、

そこから私の主催する特別講義に参加してくださりました。 
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当時の I 様の状況としては、すでにある程度他のネットビジネスのコンサルや

企画に入ってはみるけど、手応えのある成果をつかめず、様々なノウハウを試

したりしながら漂流している、といった状態でした。 

 

サラリーマンを本業にしながらも、傍らでネットビジネスを実践していて、か

れこれ 500 万近くを投じていました。 

 

文章越しに伝ってくる I 様の印象として、非常に物腰柔らかでありながら、ま

っすぐに求めてくださる、成長欲求の高い方、というのが文章からも伝わって

きました。 

 

当時の I 様の文面を引用させていただきます。 

 

＃＃ 

 

お世話になっております。 
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永世さんのブログを読ませて頂いております。私はネットビジネスを色々やっ

てきましたが、この手法はリピーターがつかない方法で、このやり方では駄目

だと思い、また新しい手法を探してウロウロしていました。 

 

永世さんのブログを読んで、もっと早く出会えていれば・・・と思いました。

私がやるべきはこちらの手法でした。 

 

手法というよりは、最初のマインドから、私は曲がっていたと思います。 

 

本日見させていただいた「世界一シンプルな成功の原典」を見て、とても腑に

落ちました。これから、学ばせて頂ければ、と思います。 

 

＃＃ 

 

私も何度かトレンドアフィリエイトをやりましたが、 

ネタ、キーワード探しに苦しみ継続ができませんでした。 

コツコツやることに苦ではありませんが、 
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何をどうしたら良いかは自分で考えなさい、という教材が多く挫折しがちで

す。 

永世様の「ne0ne ABC」を読ませて頂きましたが、 

準備（マインド）に２週間かける部分に一番驚き、ためになりました。 

私には無い胆力です。 

 

また、「正しい努力」をするために、正しい知識を学びたいと思いました。 

 

ネットビジネスに時間とお金をかけています。 

目的はいつ会社を辞めても良いように、経済的な自由を手に入れるためです。 

 

●●●●●●●●である程度稼ぐことはできましたが、 

安定的に継続的に稼ぐのは難しいやり方でした。 

 

あれもこれもと手を出していますが、 

ちゃんとしたノウハウを手に入れ、 

コンサルティングできる力を手に入れたいと思っています。 

 



『トレンドアフィリエイトの初心者が副業 4 ヶ月で月収 40 万円達成するまでの実践記』 

18 

＃＃ 

 

以上が、I 様がお送りくださった挨拶のメールです。 

非常に丁寧かつ礼儀正しい文章で、私も好感を持てました。 

 

結局、実業であろうがネットビジネスであろうが、デキる人、成果を出せる人

は、敬語や挨拶・礼儀といったマナーの部分をキッチリできるものです。 

 

さらに、I 様の文章は理路整然とした文章であり、また「時代に左右されない

本質的な経済的実力」を求めている方だというのが、文章からも伝わってきま

した。 

 

そして、いつかは「人を導けるレベルの実力を身に着けたい」と考えているこ

と。 

 

私としては、まさに、「こういう人に集ってもらうために ne0ne をやってい

る」といっても過言ではありません。 
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そんな I 様がメール特別講義に参加されたのは、当時コンサルの募集していな

かった時期のことでした。 

 

私の特別講義で、当時無料閲覧できた「ne0ne ABC」を二度読み、そこから本

格的に私のコンサルをご希望くださっております。 

 

＃＃ 

 

I です。 

「ne0ne ABC」を２度読ませて頂きました。 

とても良い教材だと思いました。 

 

こちらの完全版や、教えて頂く企画は、 

現在は募集されていないのでしょうか？ 

 

再度、真剣にネットビジネスを一から勉強見直して、 

経済的自由を手に入れたいと思っております。 
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今まで、 

トレンドアフィリ 

物販アフィリ 

転売 

PPC アフィリ 

投資（株、FX,商品先物、日経先物、日経オプション） 

情報商材アフィリ 

YouTube アフィリ 

など 

 

ほぼ全てに手を出して、５００万近くをつぎ込んでいます。 

 

うまくいったものは、 

情報商材アフィリと YouTube アフィリですが、 

この先何年も使えて、人に教えられるノウハウではないため、 

これをもって、会社を辞めるレベルではありません。 

 

やはり、しっかりと人に教えられるノウハウとスキルを身に着けて、 
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教育者になる道筋でいきたいと思っています。 

 

永世様のプロフィールや、道のりを読ませて頂くと、 

とても共感できる部分が多かったです。 

 

それならば、永世様から教えて頂けるのが、私には近道だと思いました。 

 

ぶしつけで申し訳ありませんが、 

教えて頂く機会があれば、と思いメール致しました。 

 

＃＃ 

 

以上が、I 様から企画参加前に頂いたメッセージです。 

 

I 様は、結果を出すために、真っ直ぐな姿勢で求めてくださいました。 

 

私は、I 様のように、確信を持てる相手だと判断すれば、自分から教えを求め

に飛び込んでくる方が、大好きです。 
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なぜなら、私もそのようにして成功してきたからです。 

 

本物だと思えば、まっすぐに教えを求めに行く。 

 

（そういう方ほど、圧倒的な速度で吸収・実践し、速やかに結果を出していき

ます） 

 

そういった素直さと、今までの経験値を見ても、ビジネスで成功する素質は持

っている方だというのが私の印象でした。 

 

マインドセットがしっかりしていて、主体性・積極性に優れていて、行動力が

高い。 

 

こういった素質のある方が、正しいノウハウと、そのノウハウを駆使してクラ

イアントを引き上げる実力のあるメンターと出逢えば、簡単に「化け」ます。 

 

以上から、I 様から私が感じ取った素質はこのとおりです。 
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・一時しのぎのノウハウではなく、長期間通用するノウハウで「稼ぎ続ける」

ことの本質的な重要性を理解できているリテラシーの高さ 

 

・本気で引き上げたいと思っているメンターを判別する能力 

 

・本物だと感じ取れば、自分から学びを吸収しに行こうとする、積極性と主体

性 

 

これらのセンスが非常に高く、強い意欲を感じさせてくださった方でした。 

 

……ただし。 

 

当時は私も他の事業や、すでに抱えているコンサル案件でスケジュールが確保

できなかったため、I 様には誠に申し訳なく思いつつも、お待ちいただく形と

なりました。 
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結果、I 様と出会ってから、生徒として受け入れるまでには、実に 4 ヶ月もの

期間がかかりました。 

 

その受入の企画こそが、当時私の主催していた初心者向け企画…NOA- Ne0ne 

Online Academy -となります。 

 

NOA の参加申込みの際、I 様はこのようなメッセージをお寄せくださいまし

た。 

 

私は何度もネットビジネスのコンサルを受けながら、小成功や失敗、挫折を繰

り返しています。 

 

質の低いものもありましたし、自分の問題で成功できない事もありました。自

分の弱点はよくわかっています。 

 

NOAは絶対成功できると思って参加します。よろしくおねがいします。 
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こうして I 様は、無制限コンサルサービスを受けられる、企画の上位コースに

ご参加くださりました。 

 

それが、今回の事実報告の始まりです。 

 

 

 

 

【第一章】コンサル開始から。アドセンス取得まで 

 

早速 I様から頂いたメッセージがこちらです。 
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応用マニュアルと動画の方を見させて頂きました。 

アドセンスアカウントを持っていますし、 

WPX のサイトももう少しで完成しそうです。 

さっそく、動画に習って、記事を書いていっても良いでしょうか？ 

動画を見たら、書きたくてウズウズしてきました。 

 

※ここでいう「動画」とは、私がコンサル生限定で公開している、「私が 15

分で書いた１記事で 16000PV（8000 円相当）を稼ぎ出す作業動画」のことを

指しています。 

I 様はコンサル開始から、早速私の提供している、コンサル生限定コンテンツ

一式をご確認下さいました。 

 

この教材をご覧になった I 様は早速実践したいという闘志を燃やして、このメ

ッセージをぶつけてくださいました。 

私からは、下記のように回答いたしました。 
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というわけで、I 様は早速アドセンス記事の執筆…に入ろうとしたのですが、

ここで一つ落とし穴がありました。 
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永世さん、こんばんは。 

ご相談です。 

元々、アドセンスアカウントを持っていて、 

複数のサイトで使用しているので、今度も１記事書いて貼ったところ、 

「現時点ではお客様のサイトに広告を掲載することはできません。サイトに広

告を表示できるようにするには、問題を解決してください」 

メールがきて、 

ページを開くと「価値の低い広告枠（作成中のサイト）について」が理由のよ

うです。 

 

単純に記事の数が少ないからでしょうか？ 
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と、アドセンスの仕様の問題で、まずはサイトにアドセンス広告掲載の許可を

出す手続きが必要でした。 

 

（ある時期から仕様が変わり、アドセンスの掲載には「サイトごと」の認可が

必要になっています） 

 

そこで、私もコンサル方針を、まずは、ブログ個別のアドセンスに受かるとこ

ろにシフトいたしました。 

 

（私のもとからアドセンス合格者はすでに何十人と出してきていますので、

Google アドセンスのポリシーを理解した上で記事を書き、ポイントを抑えて

申請すれば、合格は何ら難しいことではありません） 
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まずは、記事数を増やす目標を私から提示して、そこまで記事を書いていただ

くことにしました。 

 



『トレンドアフィリエイトの初心者が副業 4 ヶ月で月収 40 万円達成するまでの実践記』 

31 

ですが…目標の記事数まで書いていただいたのですが、結果は「掲載見送り」

でした。 

 

 

 

これを受けた私の対応は、まずは URL を直接拝見させていただくことにしま

した。 
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すでに何十件とアドセンス審査通過していただいているので、ブログを直接見

れば、どこに問題があるかはすぐに分かります。 

 

ブログを上から下まで精査した上で、I 様に修正箇所を指導させていただきま

した。 
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NOA の指導戦略に関する部分に関しては伏せさせていただきました。（ほぼ全

部ですが…苦笑） 

 

…結果としてモザイクばかりになってしまいましたが、それだけアドバイスの

量が多いということを示しています。 

 

私から I 様にアドバイスした修正箇所は、実に 8箇所にも及びました。 

 

実際、初心者の方が新しくビジネスを始めていくものなので、このくらい「ズ

レ」があるのは当然です。 

 

だからこそ、その「ズレ」をわかりやすく具体的に指摘して修正しようと思え

ば、このくらいの分量になるのはむしろ当然です。 

 

（その「ズレ」を修正しない限り、永久的に前には進めません） 
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記事の書き方から文章のライティング、記事のタイトルやブログのコンセプ

ト、さらに機械的な作業についても細かにチェックしました。 

 

NOA のメンバーに指導に沿っている基準に沿ってブログを作れば、アドセンス

審査の突破は簡単です。 

今回のケースでも、即結果が出ました。 

 

ここで、I 様がアドセンスに合格し、ビジネスを進めることができた要因を三

点解説します。 

 

わからないことはすぐに聞ける環境をしっかり活用する 

 

つまづいてしまったところを、いち早く解消するためにメンター・コンサルテ

ィングがいます。 

I 様は、その環境をフル活用するという姿勢ができている方でした。 
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・一つ一つの作業手順で躓いたら状況を共有する 

 

一つ一つの作業報告を送ってくださる生徒様は、コンサルティング側としても

状況を理解しやすく、具体的なアドバイスをする機会が増えるため引き上げや

すいです。 

 

・作業指示を素直に実行する 

 

自分の我流を押し通すことなく、私のアドバイスに対して速やかに吸収して実

践してくださいます。 

（なんの分野であれ、人に習って成功を目指すのなら、素直さは必須です） 

こういうレスポンス力のある方は、圧倒的にすばやく結果を出していきます

ね。 

 

こうして、アドセンスが無事通り、いよいよビジネスの準備が整いました。 

 

ここでも、行動力のある I 様は「初日」から成果を上げていきます。 

その過程をこれから見ていきましょう。 
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【第二章】初日から成果を上げて 

一ヶ月目から一万円を突破するブログの育て方 
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実践初日からしっかりと作業報告を上げてくださっています。 

 

また、NOA で教えているライティングセオリーをしっかり確認してから実践に

臨んでくださっています。 

 

・教えられたノウハウ・お手本を大切に、忠実に実践する。 

 

こういった素直さも、結果を出す上では非常に大切なポイントですね。 

 

その素直さと素晴らしい行動力によって、I 様は初日から連続でトントン拍子

に成果を上げていきました。 
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・数々の狙ったキーワードで上位表示 

・早速報酬発生 

・連日右肩上がり 

 

こういった、スタートダッシュを決めています。 

 

私の教材を、愚直に、忠実に、すばやく実践する I様は、開始早々圧倒的な速

度で結果を出し、しかもその収益は右肩上がりに膨らんできました。 

 

（実際にアドセンスブログをやったことのある方ほど、立ち上げたばかりのブ

ログでガンガン上位表示を取りながら、アクセスをかき集めて、収益を叩き出

していくこのスピード感が「異常」な事態であるとおわかりいただけるはずで

す） 

 

そして、一ヶ月目の収益が、こちらでした。 
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初月報酬は、10,063 円。 

 

この数字だけ見れば、「月収 1 万円」です。 

 

ですが、立ち上げ当初のブログで 1 万円分のアクセスを集めるというのは、簡

単なことではありません。 
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そして、トレンドアフィリエイトはその性質上、「収益がある時期を堺に爆発

的に伸びる」という傾向があります。 

 

なので、一ヶ月目の数字としては、「月収１万円」は悪くはありません。 

（その証拠は、これから右肩上がりに伸びていく収益過程を見ればご理解いた

だけるはずです） 

 

I 様は、私と似た傾向がありました。 

すなわち「ルーティン化された作業を機械的に効率よく実践していく作業能

力」に長けた方でした。 

 

結局の所、定まったノウハウを機械的に消化していく速度を高めていくこと。 

 

私のシンプルなノウハウにおいては、それこそが、最短ルートで成功する方法

だったりします。 

 

したがって私は、まず一ヶ月目を、「I様のブログを強化しつつ、作業に慣れ

て頂くための期間」と位置づけた上で指導に当たることにしました。 
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I 様はそんな一ヶ月目として、「まずは一万円」という大台をクリアするだけ

の作業量を見せてくれました。 

 



『トレンドアフィリエイトの初心者が副業 4 ヶ月で月収 40 万円達成するまでの実践記』 

44 

一ヶ月目の節目に、私から指導したのは二点でした。 

 

【1】・二ヶ月目記事を書いていく上での戦術指導 

【2】・添削（セオリーチェックサポート）を活用すること 

 

この 2 つでした。 

 

セオリーチェックサポートとは、私が上位メンバーのために用意している特別

なサービスです。 

メンバーの書いたコンテンツが、収益を挙げられるようなコンテンツになって

いるか、私が個別に直接精査するというサービスです。 

（実践していることがノウハウ・セオリーに沿ったものであるかどうか、私が

直接確認し、改善点を指導するサービスということです） 

 

「ノウハウの実践の仕方が間違っている」のでは、いつまでやっても結果は出

ないからです。 

したがって、その問題を真正面から潰すために存在しているのが、私の「添削

サービス」というわけです。 
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（ここまでやって、稼げない訳がない、という自負とともにこのサービスを提

供しています） 

そのアドバイスに沿って、早速 I 様は添削依頼を下さいました。 

 

 



『トレンドアフィリエイトの初心者が副業 4 ヶ月で月収 40 万円達成するまでの実践記』 

46 

私は早速この記事を精査した上で、改善点を合計 7 点にまとめてアドバイスい

たしました。 
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添削サービスでは、キーワード選定の基準や書いていく記事の題材選定、記事

の展開など、私が直接確認の上であらゆる角度からコンテンツを精査・分析し

て、改善点をアドバイスしていきます。 

 

一つ一つ目視チェックした上で個別のアドバイスを作成するからこそ、生徒の

方は、自分の弱点を的確に把握して強みを伸ばしながら実践を進めていくこと

ができるというわけです。 

 

そして I 様は添削サービスのアドバイスを実直に実践してくださいました。 

 

その結果として、先月は 1万円を稼ぐのに 1 ヶ月を費やしましたが、同じ 1万

円という数字を、今度は 13日間で突破できるようになりました。 

 

つまり、添削を受けたあとでは、稼げる速度が倍速以上になったということで

す。 
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この時点で、I 様のノウハウを実践するスキーム（手順）自体はかなり手につ

いていました。 

 

したがって、この方向性で進んでも問題ないと判断し、実践を継続していただ

きつつ時間の経過を待つことにしました。 
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その後も、具体的に戦略・戦術を細かくアドバイスし、こまめに軌道修正しな

がら実践を継続していただきました。 
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そこから、しばらく実践を継続していただきました。 
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それから、頻繁に連絡をくださっていた I 様から、2 週間ほど連絡が途絶えた

タイミングがありました。 

 

まとまった成果があがるまでのタイミングには個人差があるのですが、大きく

飛躍するタイミングまで、モチベーションを切らさずに実践を継続していくこ

とが大切になってきます。 

 

次の章では、そういったスランプに際してどのようにアドバイスしたか、その

過程を見ていきます。 
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【第三章】スランプからの復活～日収 1万円達成まで 

 

 

I 様からの成果報告が途絶えていたことを受けて、私もブログそのものの更新

を見ていても下火になっていたことを確認し、私は念の為、メッセージをお送

りいたしました。 

 

 

お世話になっております。 

 

現在の実践状況など、いかがでしょうか？ 

 

またお困り事などございましたら、お気軽にコンサルをご活用くださいね。 
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この 5 日後、I 様からお返事を頂けました。 
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お疲れ様です。 

3 月が終わりました。 

更新数は落ちてしまい、 

●●記事でした。 

収入は 18336 円と、 

先月の 1.8 倍になりました。 

4 月は 3 日現在で、 

●●記事 3726 円です。 

 

（中略） 

ただ永世さんのように、 

1 日何万円も稼ぐのはまだまだです。 

 

コツコツやっていけば良いのはわかるのですが、 

なかだるみしてしまいます。 

もっとポーンと結果が出れば、 

テンションも上がるのですが。 
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このように、最初から加速度的な結果を出す方であっても、初動期間を乗り越

えたあとの停滞期は経験することになります。 

 

このビジネスモデルの性質上、ブログそのものを「育てる」時間を要するた

め、ある程度仕方がない部分です 

 

種を撒いて、いきなり花が咲くわけではありません。 

水をやり、肥料をまき、そういった作業をこなしながら「待つ」期間も大事な

のです。 

 

実際に私も、この中だるみの時期は経験していますし、他に、NOAで実践な

さって大きな結果を出すクライアントの方であっても、この中だるみの時期は

どうしても伸び悩んでしまいます。 

 

特に、今までにブログビジネスを一から実践してきたことの無い方であれば、

なおのこと、この中だるみの期間はモチベーションとの戦いになっています。 
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裏を返せば、そのときに乗り越えられるのかが、成否を大きく分けることにな

ります。 

 

正しいノウハウを的確に実践した上で、「待つ」期間を乗り越えることが大事

です。 

 

そしてコンサルタント、指導者の立場としては、このタイミングで的確なアド

バイスができるのかどうか…それが、結果を出させることができるコンサルタ

ントかどうかなのかを、問われているタイミングだと私は考えています。 

 

早速私は、現状のブログの方向性を精査した上で、モチベーションを上げてい

ただきつつ、ノウハウの本質を再度ご理解いただく方針を取りました。 
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私はメンターとして、その場しのぎのノウハウやスキルだけではなく、「ブロ

グビジネスの本質を理解し、変化する状況の中で勝ち続け、稼ぎ続ける」とい

う「実力」を身に着けていただきたいと考えています。 

 

それがあれば、生徒の方は「この先何度でも」同様の実績を出すことができる

ようになりますし、それこそが本当の「経済的実力」にほかなりません。 

 

そうした本質に根ざした指導を展開するからこそ、「時間と自由の両立」とい

うテーマの実現に向けて一直線に近づいていただくことができる。 

 

自分自身の成功体験と、様々な指導経験を重ね合わせた上で、私はそのように

考えておりますし、また、「信念」として抱いております。 

 

ここから、I 様は作業量が持ち直したので、私は引き続きブログの動向を見て

いました。 
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お疲れ様です。 

 

アクセス数があってもクリックされなくて調べてみたら、 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が原因でした。 

検索 1 位に上がってもページ●●●●●●が入っていませんでした。 

おととい夜に直したところ、 

アクセス数が伸び、収益も上がっていきました。 

 

最高１日 2000 円でしたが、 

昨日 4/17 は 4000 円になりました。 

 

今までロスしていたのが残念です。 

現金なもので収益が上がると、投稿数も多くなります。 

2 月が 10903 円 

３月 18336 円 

４/17 現在で 17880 円です。 
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何かつかめてきた感じがします。 

このように I 様は、正しいノウハウを実践継続し、そのアクセスも、右肩上が

りに伸びてきていました。 

 

その結果、I 様のブログに一つの「トラブル」が発生しました。 

 

質問なのですが、 

●●●のプランを１番安い●●●●●（想定 PV 数～●●万）にしています。 

 

昨日の PV 数が●●●●●ですが、 

1 万以内を想定したらまだ●グレードで良いのでしょうか？ 

CPU 使用率が昨日●●●％までいっています。 

 

余裕をみて●か●にした方がいいでしょうか？ 

 

アクセスが爆発的に伸び、収益が明確に上がっていく中で、「今まで対応して

いたサーバーでは、アクセスに耐えきれない」という事態になってきたので、

相談の上で、サーバーを強化することに踏み切りました。 
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（I 様はこういった不測の事態のたびに、毎回報告と相談をくださるので、余

計なトラブルに貴重な時間を取られることなく、結果を出していきやすいで

す） 

 

世間でも「報連相が大事」とは会社でも言われることですが、I 様は私とのコ

ンタクトを密に取ることで、速やかにトラブルを解消して前進することができ

ています。 

 

結果、このタイミングでサーバー強化し、機械的なトラブルについてもクリア

できた I 様のブログは、いよいよ大台の、「日収 1万円」の壁を突破されまし

た。 

 

その時の画像がこちらです。 

 



『トレンドアフィリエイトの初心者が副業 4 ヶ月で月収 40 万円達成するまでの実践記』 

63 

 

 

お疲れ様です。 

本日書いた記事が 1 万アクセス集め、 

18 時 42 分時点で、 

本日の利益が 16,000 円を超えました。 

月間利益も 4 万円を超えました！ 
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【第四章】トラブルを超えて、ようやく月収１０万円の達成 

 

さて、ここまで、私との二人三脚の連携のもと、下積みを重ね、ブログを強化

してきた…その成果が、いよいよ「開花」するときが来ました。 

 

I 様の快進撃が、ここからいよいよ始まります。 

 

 

 

ありがとうございます 
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昨日は 1.9 万 

今日も 1 万円の収益です 

このように、実践 3ヶ月目の時点で I様は「日収 1万超え」を日常的にクリア

できるようになってきています。 

ですが、ここがまさに正念場。 

爆発に味をしめて、ノウハウの実践からぶれてしまっては、大きく成功の軌道

から外れてしまいます。 

 

こんなタイミングだからこそ、私は、コンサル生限定コンテンツの動画教材を

改めて視聴していただくようにアドバイスさせていただきました。 
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ブログの爆発力がかなり上がってきたため、ここからは、ブログの戦術を少し

切り替えていく方針を取ります。 

具体的には、ブログを育てる段階から、ブログで日収 1万円クラスの成果を連

発しつつ、さらにその収益を伸ばしていく段階へと、戦術をシフトし始めたと

いうことです。 

そのための解説動画を I 様にご提供しました。 
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そうして、I 様の成長に合わせて戦術も上のステージにアップグレードして、

さらに収益を伸ばしていこう… 

そして、今月にはいよいよ「月収 10万円」の大台に乗れる… 

 

 

今月８８,０００円です。１０万円まで行くか楽しみです。 

そう考えていた I 様のブログに、不穏な影が近づいてきていました。 
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まさにトラブルです。 

アドセンスからポリシー（規約）違反の警告を受けました。 

※ポリシー違反になると、広告収益が止まるというケースがあります。 

ですが、私は、自らプライバシーポリシーを慎重に確認し、生徒の方について

も、常にポリシー違反にならないようなアドバイスをしていますし、実際にポ

リシー違反に引っかからないように目を光らせています。 

私は大至急、I 様のブログを精査しました。 

実際、私の目から見ても、I 様のブログに問題はございませんでした。 
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想定される事態をいくつか考えた上で、その問題点をアドバイスし、対策をお

伝えしました。 
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ビジネスとは、社会的活動です。 

したがって、第三者が妨害してくるという事態も十分に想定されます。 

 

I 様の今回のケースも、おそらく妨害があったと想定されました。 

ですが、そういう時も、豊富な知識と経験をベースに、冷静に対処すれば乗り

越えることができます。 

 

そして、そういうときのために、先達であるアドバイザーであるメンターが存

在します。 

 

そして、このトラブルもクリアした I 様の様のブログは、ついに… 
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お疲れ様です。 

今月、現時点で 10 万円超えました！ 

 

月収 10万円を、開始 3ヶ月で達成しました。 
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結果的に、4 月時点で、その収益は、「月収 12 万円」で一段落しました。 
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おはようございます。 

4 月の報告です。 

121,268 円でした。 

 

 

…ですが、永世流のノウハウは、一発当てて終わりではありません。 

 

月収 10万円を達成してから、さらに収益を伸ばし、継続していけるところに

真骨頂があります。 

 

その真髄を、次の章で御覧ください。 
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【第五章】月収３０万円、月収４０万円、さらにその先へ… 

 

「次のステップ」に速やかに上がっていただくために、ここで I 様と音声コン

サルティングをはさみました。 

 

・月収 1２万円を達成した、I 様への称賛と激励 

・次のステップにあげていくための、戦術の再確認とグレードアップ 

 

が目的です。 

 

私は、重要なことを伝えるときや、ここ一番の大事なときでは、音声を介して

密にコミュニケーションをとることで、確実に成果へと導くようにしていま

す。 
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それでは 4 ヶ月目は、いよいよ I 様が月収 30万円→月収 40万円を達成する過

程を公開します。 

 

 

 

５月は、5/1-5/8 までの 8 日間で 43,880 円です。 

アクセスは上がっていますが、なかなか収益に結びつかず、今のところ月 15

万円ペースです。 
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連日、こまめに報連相を重ねながら、数値ベースで成果を密に共有していきま

す。 
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お疲れ様です。 

昨日の収益が今までの最高額を超え、 

21,000 円でした！ 

ページビューも 3 万で最高でした。 

 

5 月は合計 78,000 円です。 

ここからまた上げていきます。 

 

いよいよ I 様も「日収２万円」を突破。 

と言っていた翌日には… 
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お疲れ様です 

結局、昨日は 33,842 円でした！ 

 

今日も現時点で 1 万円あるため、 

先月の 12 万円を超えました！ 
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あれよあれよという間に、「日収 33.842円」をマーク。 

（…もはや、怪しいバイトみたいですね笑） 

 

※あくまで I 様は、副業の片手間の実践でこの数字です。 

 

「日収 33.842円」…これが仮に月収だとしたら、どうなるでしょうか？ 

 

33.842✕30＝1,015,260 

 

すなわち、I 様のブログはすでに、大げさでも何でもなく「月収 100万円」を

射程圏内に入れているというポテンシャルを秘めていることを意味します。 

 

もちろん、このアクセスを維持できるかは別の問題ですが、しかし、ここまで

でわかるように、私の戦略は「長期的に右肩上がりの上昇を継続できる」よう

に設計した戦略をとっています。 

 

それを裏付けるかのように、I様のブログから上がってくる月間数値目標の見

込みは、月収 20万円から月収 30万円へと、次々に上がっています。 
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ですが… 

そんな I 様のブログを「異常事態」が襲いました。 

 

永世流ブログアフィリエイトノウハウの唯一のデメリット。 

それは「短期間で、圧倒的大量のアクセスを集めることによって、並のサーバ

ーでは吹き飛んでしまうほどの威力がある」ということです。 

（だからこそ、私のもとでの実践は、コンサル生に伝えている特別なサーバー

を利用していただいています） 

 

I 様のブログのサーバーも、例に違わずダウンしてしまいました。 
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リアルタイムユーザー3604人。 

この画像の意味がおわかりでしょうか。 

 

「同じタイミングで、3604人のユーザーが、同じブログにアクセスしてい

る」という意味です。 

（一見意味不明なスピードと規模感ですが、４ヶ月目のブログに 3600 人のア

クセスが集まっているのは、永世流では結構よくあることです） 

 

異常なほどのサクセスの殺到に、ついにサーバーが悲鳴を上げ始めました。 

  

 

 

先月サーバーのグレードを上げたばかりなのに、さらにアップグレードを余儀

なくされるほどの爆発を体験することができました。 
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四月中盤までは、 

こんなにアクセス集まるとは思いもしませんでした。 

急に来るのですね 

 

I 様自らもおっしゃっているように、トレンドアフィリエイトは意外なほど

「急に」爆発します。 
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あまり先走らぬよう 

気を引き締めて、 

コツコツとまずは 30 万円をしっかり取りに行きたいと思います。 
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ペースから行っても、月収 30 万円はすでに手が届いているも同然の数字を出

せていました。 

 

来月は月収 50 万円も射程圏内です。 

さらには、永世流のノウハウなら、この先の展開次第で「月収 300 万」円にも

手が届くブログになりつつあります。 

 

具体的には、ブログそのものを売却することによって、利益の 12 ヶ月～24 ヶ

月分を一括報酬として受け取るという手法があるのです。 

（その手法については、コンサルメンバーの方に個別指導しています） 
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『トレンドアフィリエイトをなめてました 

 

こんなにアクセス来るなんて。 

 

難しいことは考えなくても 

グレーなことしなくても 

稼げるのだから、 

初心者から上級者まで稼げるノウハウだと実感しました。』 

 

I 様のこのコメントこそが、ここまでの快進撃を象徴する一言です。 
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5/17 の結果報告です。 

36,864 円でした。 

最高額です。 

アクセス数 88,385 もダントツです。 

5 月計は、198,147 円です。 
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日収 36.864円をマーク。 

 

（この日、サーバーダウンがなければ、おそらく日収 6 万円～10 万円は行って

いたかもしれないと私は予想しています） 

 

 

ちなみに今現在、 

今月収益約 22 万円です。 

 

ここからも、「日収 1万円ベース」を基準に、アクセスの爆発を日常的に起こ

されています。 
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2 万まではいきませんでした。 

贅沢な事言ってますね^_^ 

現在、258,000 円、あと 4 万で目標達成です！ 

目標達成間近。 
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永世）さすが、当たり前のように 2 位（実質一位）取っていますね笑 

 

I 様） 

ほんとに当たり前のように上がります。 

ある人物はウィキペディアより上にいて、一位でした w 

 

この度重なるアクセスの爆発によって、並み居るライバルがいても、そのライ

バルたちを真正面から叩き潰して、狙ったキーワードで一位や二位といった、

最上位表示を勝ち取ることができています。 

また、「人物単独検索でWikipediaに勝る」など、そのブログの勢いは止めよ

うもありません。 

このアクセスの爆発記事を、毎日のようにコンスタントに量産できているのに

は秘密があります。 

 

それは「アクセスが集まり、ライバルのいないキーワードを、スナイパーのご

とくピンポイントで狙い撃ちし、最小限の労力の記事で上位表示を取り、数万

単位の爆発的なアクセスを集める」 

という私独自のブログノウハウをベースにしているからです。 
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労力対効果を極限まで追求したノウハウ・ブログスキームを実践することがで

きれば、I 様のように「当たり前のように上位表示を勝ち取り、アクセスを集

めるべくして集めて稼ぐ」ということを体現することができます。 

もちろん、それを実践する I 様の優れた行動力がと努力があるからこその実績

です。 

そして、この瞬間が来ました。 
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メンターへの報告と連絡を欠かさず、向上心を持ってひたむきに努力を重ね、

実践し、ノウハウ通りに継続してきた…その成果を体現なさいました。 

 

4ヶ月目のここにきて I様は、月収 30万円を突破されました。 

 

このように私の教えている手法では、シンプルなセオリーの繰り返しだけで、

月収３０万円、そしてそれ以上の成果を出していくことができます。 

 

これで I 様は、「仕事の片手間にメンテナンスするだけで月収３０万円以上の

現金を銀行口座に振り込む ATM」を手に入れたのと同義です。 

 

I 様の目標は、ネットビジネスからの年収６００万円を手堅いものにして脱サ

ラすることです。 

 

この来月には月収５０万円～６０万円を利益ベースで叩き出せるペースに入っ

ているので、その未来は目前です。 

 

こうして、無事月収３０万円を稼ぎ出して、もはや安泰… 
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と思っていた I 様のブログに、私の期待を裏切る出来事がありました。 

 

それは、この報告です。 

 

 

 

 

 

と、見事に期待を裏切られました。斜め上に（笑） 

 

I 様は最後の最後に、さらに追い上げをかけて、「月収４０万円」へのリーチ

を掛けておられました。 
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（この状況を受けて、月収３０万円という当初の予想より、１０万円ほど上方

修正せざるを得なくなりました笑） 

 

 

 

 

 

と言ってる間に… 

 

 

 

 

みるみるうちにリーチをかけて… 
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こうして、無事４０万円を突破。 

来月は、月収６０万円以上を目指すことになりました。 
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I 様はすでに本業でご多忙な日々を送ってらっしゃるので、副業でペースを維

持しながら実践して頂きつつ、月収６０万前後の収益をキープしていただこう

という指導方針を固めました。 

 

ある程度ご年齢を重ねていらっしゃいますので、健康に気をつけながら稼ぎ続

けて頂きたいと思っております。 
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率直なところを言えば、I様の今の実力があれば、ブログの更新に全リソース

（時間と労力）を割けば、月収 100万超えは十分に可能です。 

 

なぜなら、一日数時間の副業だけで、すでに月収 60万円が見えているからで

す。 

 

これを「本業」にすれば、必然的に使える時間が数倍になることから、月収

100万超えはもう手が届いているも同然です。 

 

また、このブログを売却に出せば、即一括で、（少なく見積もっても）月収

300万～400以上の利益を出すことになります。 

 

（業界の相場として、ブログの売上の、12～24 ヶ月分が報酬となります） 

 

ただ、売却すべきかどうかも、ブログの性質によるところが大きいです。 

また、クライアントが求めているライフスタイルにも、大きく左右されます。 
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そういったビジネスにおける重要な判断は、そのクライアント様が、どのよう

なライフスタイルを描き、具体的にどの程度の収益が欲しいか？ということを

判断の軸として、その方のご要望を伺いながら検討するようにしています。 

 

ノウハウやセオリーは、このように実績証明済みの正しいものなのですが、そ

れを単一的に押し付けるだけではなく、実践する上で「どのような指導方針を

取るのが、もっとも効果的にクライアント様の目標達成に作用するのか？」と

いうことも、高い視点から指導していく。 

 

クライアントの状況（スタートライン）を見た上で、次のステップをタイミン

グよく提示する。 

 

それをするからこそ、クライアント様達は、「眼の前の壁を一つ一つ超えてい

る」うちに、いつの間にか「目標に到達している」ということになります。 

 

 

 

ただし…。 
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実践 5ヶ月目。 

  

月収 60万円という目標すらも、「修正」せざるを得なくなる出来事が起きて

しまいました…。 
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【第六章】青天井に伸びていく収入… 

 

 

  

I 様）本日２２時時点で、 

本日の利益が 4 万円を超えました。 

今まで 3.6 万だったので、 
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最高益です。 

今月は 2 日合わせて 5.5 万円になりました。 

今のところ順調な出足です。 

  

永世） 

凄まじいですね…！！ 

日収 4 万おめでとうございます！ 

また日末に総額教えてください(^^) 

  

ご覧の通り、I 様は日収 4 万円をマークします。 

さらに、その勢いは留まるところを知りません。 
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I 様）昨日は 43,257 円でした。 

今までで、１日で最高額になりました。 
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永世）やったらやったぶんだけ成果になるので、やめられませんよね。 

I 様）言い方がいやらしいですが、 

お金が落ちてるのに拾わないと気持ち悪い感覚ですかね笑 

永世）本当にそれですね笑 

XXXXXXXXXX なんて、金脈にしか見えないですから笑 

I 様）高校のテストで 

これ試験出るぞ 

と言われて、 

そこを勉強したら満点取れる感覚です笑 

それ以外やらなくて良い 
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永世）素晴らしいたとえですね笑 

 お話にも上がっている通り、私の戦略は 

「アクセスの来るとわかっているキーワード」 

「アクセスの来るとわかっているニュース」 

を、ピンポイントかつ機械的に狙い撃ちして、最低限の労力で最大のアクセス

を集めつつ、ブログを資産化していく手法です。 

つまり、トレンドアフィリエイトによくある 

「記事のネタを探してネットニュースを当てもなく放浪する」 

「何を書けばいいかわからない」 

という「落とし穴」に陥ることなく、淡々とした作業の積み重ねのみで、アク

セスを集めるべくして集め、稼ぐべくして稼ぐ、のです。 

その勢いのままに、I 様のブログは「最高日収」を次々と更新していくことに

なります。 

 日収更新…一日で 5 万 5 千円 
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淡々と作業し、シンプルなノウハウで勝つべくして勝ってきた。 

  

そして今では、一日に副業で 55000 円稼げる。 

それが、I 様のたどり着いていた境地でした。 
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◆「会社辞めれば月間百万行きそうです。」◆ 
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今の状況なら、会社辞めれば月間百万行きそうです。 

  

もはや本業の収入を、一日わずか数時間の作業のみで軽く超えられるようにな

った I 様。 

かつての私もそうでしたが、脱サラ・独立の王道は、副業の収入が本業を上回

ってからが最良です。 

I 様は、5 ヶ月でそのステージまでたどり着きました。 
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ブログを本業にしたほうが稼げるのはもはや間違いない事実です。 

  

また、ブログの売却についてのアドバイスもありますが 

どの時点で売却と言った大きな決断を取り入れるかも 

数百万単位で利益を左右する要素です。 

クライアントの描くライフスタイルから逆算した、デリケートな判断が必要で

す。 
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ヤフー検索でも、堂々とビッグキーワードで 2 位を取ったり、芸能人の名前単

独検索でも上位表示を取ったりと 

この頃 I 様のブログは、すてに、そこらへんの企業運営のニュースメディアよ

りも上位を取るくらいの 

破格のドメイン力を有していました。 

  

（個人ブログでは異常という他ない強力さです） 

  

私のノウハウでは、Google からペナルティをもらうことなく 

むしろ検索エンジンの本質をついたライティングをノウハウと取り入れていま

す。 

  

その結果として、「期間が経てば立つほど、収入が無尽蔵に膨れ上がる」とい

う現象が起きてきます。 
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それが、以下の数字に現れています。 
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リアルタイムユーザー4600 人。 

その日の日収は 7 万円でした。 

 



『トレンドアフィリエイトの初心者が副業 4 ヶ月で月収 40 万円達成するまでの実践記』 

116 

 

結果として、I様の 5 ヶ月目の成果としては、月収にして 906,298 円。 

換算すれば、年収 1000 万円のラインを突破するほどの「月収」をマークでき

たというわけです。 
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【第 7章】燃え尽き症候群からの 109万円達成 

 

 

ここまでの結果が出ることは、I 様にとっても予想を遥かに上回る事態でし

た。 

しかし、だからこそ、I 様は少々、いわゆる「燃え尽き症候群」に近い状態に

なってしまいました。 

  

I 様のブログを見ていて、少し違和感を感じた私は、I 様に直通チャットでコン

タクトを取りました。 

そして、もう一度月収 100 万円を達成する「動機づけ」のプロセスに入りま

す。 
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『トレンドアフィリエイトの初心者が副業 4 ヶ月で月収 40 万円達成するまでの実践記』 

119 

こういった燃え尽き症候群と呼ばれる状態は、多かれ少なかれ誰もが陥ってお

かしくないものです。 

  

私も、以前の I 様と全く同じ状態に陥ったので、よくわかります。 

  

人間、自分の想像をブチ壊すほどの成功を手にしてしまった後は、ついつい達

成感に浸って放心状態になってしまうものです。 

（私も過去に同様の経験をしたのでよくわかります） 

  

そんなときに必要なのが、「次なる未来イメージ」です。 

達成したら、即次のゴールを用意する。 

だからこそクライアント様は、歩みを止めずに経済的成功への道を歩み続ける

ことができるのです。 
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そして、作業の手に再びモチベーションをみなぎらせた I 様は、また一段階違

う次元の扉を開くことになりました。 

  

最高日収を、再び更新したのです。 

  

◆日収 176,236円という常識離れの世界◆ 

 

それがこの数字。 

日収 17 万円突破の瞬間です。 
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そして、ついに来たるべきその瞬間がやってきました。

 

私の限定コミュニティの方で報告したところ、仲間たちからの祝福の嵐。 
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 。

 

アドセンスのみで 100 万円を突破するという夢を現実にした I 様に、惜しみな

い賞賛の声が上がりました。 
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お久しぶりです。 

今月、100 万突破した XX です。 

  

先月 90 万突破ですので、継続収入になっています。 

アドセンスだけで、100 万突破しています。 
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ノウハウに関しては、永世さんの教えのままですし、サイトも 1 月からスタートで

す。 

ちなみにサラリーマンですので、副業です。 

  

そんなに時間もかけられませんが、 

教え通りにやって、1 日数時間の積み重ねで達成しています。 
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【まとめ】なぜ副業サラリーマンの I様は月収４０万円を達成できたのか？ 

 

ここまでに、０スタートから様々なトラブルを乗り越えて、「たった半年で月

収 109万稼ぐブログ」を構築する様子を追ってきました。 

 

これらは結局、I様が積み重ねてきたものによる、必然の結果です。 

 

【1】ご自身の決断によって、私の用意している最高の環境に飛び込んでくだ

さったこと。 

【2】その環境をフル活用して、わからないところを聞いて、速やかに疑問を

解決してきたこと 

【3】常に成果報告を上げて、私と蜜にコンタクトを取って、モチベーション

を切らさずに実践したこと 

 

チャンスを逃さない一つ一つの行動の積み重ね…それにふさわしい結果を出し

てきた…ただそれだけです。 
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ブログアフィリエイトで結果を出すポイントというのは、さほど多くもありま

せん。 

その結果を出すポイントを知って、実践すれば、誰でも結果を出すことができ

るほど、難易度の低いビジネスモデルです。 

 

しかしながら、「抑えるべきポイント」を抑えていないままで実践を無為に繰

り返していても、永久的に結果は出ません。 

 

だからこそ、そのポイントを的確に指摘・指導して修正するメンターとともに

実践することで、速やかに大きな結果へとつなげていくことができます。 

 

今回の I 様の努力は、まさにそれを体現してくださるものでした。 

I 様、この度はおめでとうございます。 

ここからさらに収益を伸ばしていきましょう。 

 

最後に、私と同じように「指導者」として結果を出したいと考えている方のた

めに、私がコンサルタントとして大切にしている信念をお伝えします。 
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【コンサルタントとして、クライアントに向き合う 5 つの信念】 

 

【1】クライアントのスタートラインや実践状況を正確に理解した上で、相手

の視点に立って「努力すれば超えられそうな壁」をその都度提示して、一つ一

つ超えてもらうこと 

 

【2】現役のプレイヤーとしての視点を忘れず、様々なデータを取り、蓄積し

て検証し、結果が出る、再現性の高いノウハウを継承すること 

 

【3】クライアント様の目指すライフスタイルをしっかりと想像し、そこに導

く絵をしっかりと描くこと 

 

【4】結果を出していただくために必要なことなら、最大限の配慮をした上

で、厳しいことも恐れずに伝えること 
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【5】今まで人生を背負いながら生きてきた、一人の人間として、真正面から

接すること 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでお読みくださりありがとうございました。 

 

よろしければ、感想などいただけると幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 なお、本マニュアルについてのお問い合わせはこちらにお寄せ下さい。 
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