


■このレポートについて 
「あなたの情報発信が価値となる！インフォビジネスのためのファーストステップ＝図解で解説！FC2ブログ編＝」
（以下、レポートという）は、著作権法で、保護されている著作物です。レポートの使用に関しては、以下の点にご
注意ください。 
  
レポートの著作権は、著者である、『アンド』に属します。 
著作権者の事前許可を得ずにして、レポートの一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段（印刷物、ビデオ、テー
プレコーダーおよび電子メディア、インターネット等）により複製および転載することによる一般公開、転売や販売
を禁じます。 
  
以上に記載した行為により著作権者が不利益を被ったと判断した場合、該当する行為を行った者に対し、著作権法等、
関係法規に基づく手続きにより法的手段により損害賠償請求などを行う場合があることを御了承ください。 
もちろん、引用元を明確に表記した引用の範囲でのご紹介は上記の範囲ではございません。 
 
状況の変化に応じて、著者は、このレポートで表示した見解とは異なる見解を表現する権利を有しています。 
このレポートに関しては、適切かつ信頼に足る情報を提供しておりますが、いかなる誤り・不正確・不作為に対して
著者・ＷＥＢ上の配布サービス・レポートの紹介者などに一切責任をおうものではないことを御了承ください。 
  
また、本レポートは、あなたが営む事業の収益増大を目的としますが、本レポートを使用することによって生じた、
いかなる結果に対しても責任を負わないことも御了承ください。日々状況は変わっていきますので、このレポート内
容は最終的にはご自分の判断で利用してください 
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■はじめに 

 メルマガ情報 

          
     レポートをお読みいただき、ありがとうございます！ 
 

私もそうでしたが、アフィリエイトのはじめの一歩は 
あなたの情報発信を行う場所をつくること。 
 
 

 
まずは無料のサイト（ブログ）で、挑戦してみましょう。 
ネットビジネスのサイトを作成することができる無料ブログサービスは 
意外と簡単に設置することができます。 
 
まずはサイトを準備し、あなたの知識（インプットすればＯＫ！）を 
どんどん皆さんに発信していきましょう！ 
 
このレポートがあなたのお役に立ていただければと思います 
 



 メルマガ情報 

アンドのプロフィール          

      



■福祉系短大に行ったものの・・・ 

 メルマガ情報 

プロフィール 

長崎市在住の３６歳 妻、息子（中１）と娘（小４）義母の５人家族。 

  
子どもの頃は、陶芸関係の自営業で過労気味の両親から「家業は継ぐな、サラリーマンが一番！」と教
えられ、福祉の時代の波にのり。保育士目指して短大へ！ 

  

しかし、 授業一発目で先生から「男子は保育士で働らくなっ！家族を養えないぞ！」と言われつつ 

実際に保育士で求人を探すと、初任給で手取り１０万円くらいもあるほどの世界 

  

手取りで１６万円と喜んでいきました。 

（今考えると、それでも安い） 

安月給ですが、社会人２年目で妻と結婚し、長男も産まれ、家族のため働くぞと気合充分・・・・ 

ところが・・・働けど給料が上がらない！ 



■家族のために転職・・・ 
プロフィール 

守るべき家族ができ、やっぱり福祉では養えないと考え、バイト経験も長かった飲食業へ転職！ 
 

そして、これが功を奏しました！ 
 

福岡市にある上場企業の居酒屋チェーン店！残業も多く、クレーマーの対処、 

バイト君たちの指導など大変だけど給料は２倍！！ 
 
このまま働けば、しっかり家族を支えられると確信！ 

そして、娘も誕生！さらにやる気を出して、頑張るぞと思っていた矢先・・・ 

  

突然の居酒屋チェーン店 九州から撤退！ 
  
突然、上司から「東京に行って続けるか、辞めて九州に残るか」と究極の選択！ 

親もみる必要があり、九州に残ることに・・・ 

この時は次の仕事先も決まっておらず、崖っプチ！ 



■私だけじゃない妻も大変！ 

 メルマガ情報 

プロフィール 

一方、家計をやりくりする妻も 

・ ママ友からの誘いを断り 

・ 給料日前に限って、小学校からの集金があったり 

・ もしもの時の貯金ができない（息子ちゃん、小学校６年間で２回の入院でピンチ） 

・ いろんな支払いをボーナス払いにするから、ボーナスが手元に残らない 

・ 子ども達の誕生日やクリスマスも、ちょっとでも安い物を選んでくれるよう言葉巧み
に誘導 

このような状況が多々あり 

 

このままではマズいと思った妻が幼稚園でパート勤務開始！ 

しかし、妻は元々体が強い方ではなく、働くことに内心反対でしたが、何も言えませんでした・・・ 

  
 



■なぜパートで働くの？ 
プロフィール 

 でも働き出すと娘を幼稚園に通わせ 
・ パート代は保育料でほぼ消え、病気の時は病児保育へ預け、パート代以上の出費！ 

・ さらに病気で心細い娘が親から離れることは、あまりにも可哀想で・・・ 

・ 子どもの病気で妻がパート休んだ時は、職場から嫌な顔をされる・・・ 

  
これだと何のために妻は働いているのか・・・ 

 

妻にとっても子どもにとっても、私の稼ぎのせいで 

迷惑を掛けてしまっている・・・ 

そんな時、妻がテレビを見ながら 

「インターネットって稼げるらしいよ、やってみようかな・・・」と一言 

 

 

 

 メルマガ情報 



■ネットで稼ぐぞっ！ 
プロフィール 

旦那の給料はどうすることもできないなら、ほかの方法で稼ぐしかないと、妻も考えてい
たんでしょう 

その気持が痛いほど伝わり 

自分で妻のパート分をネットで稼ぐと決意！ 
 

しかし、始める時に考えていたことは 

すべて無料の環境で稼いでいこう！ 

         

初期投資をする勇気もお金もなく、ネットの記事や無料レポート 

メルマガを読み漁り、まず無料でできること調べまくりました！ 

      
 メルマガ情報 



■夢に近づいた・・・挫折 
プロフィール 

しかし まず挑戦したオプトインアフィリエイト！で挫折し 

 

次に挑戦したgoogleアドセンス！で少しずつ成果も出てきました！ 

Googleから銀行振込の書類が来た時には、すでに気分は成功者！ 

 
「よしっ！これで妻や子どものためにっ！」とモチベーションMAXに上がり、サイトを増や
し、１日の記事作成も倍のペースで行い 

これから数万円〜数十万円も稼げるぞと、成功は目の前にあるようでした。 

  

しかし、またもや状況が急転！ 

 

googleさんから「あなたのサイトは読者のためにはなっていません」と勧告！ 

ほぼ全てのサイトが検索サイトの圏外へ・・・・  メルマガ情報 



■成功への脱却！ 
プロフィール 

ネットビジネスを始めてから６ヶ月が、全てが水の泡になり、月収も０円に・・・ 

  
あまりの展開に呆然となり、一気に振出しに戻されました。またもや途方にくれていた時 

 

稼ぐためのメンターと出会うことができ、そこでのアドバイスが大きく変えました。 

 

そのアドバイスとは「あなたが思い描く未来像を体現している人に積極的に連絡をしなさい」  

 

そこで私は、自分と合いそう！この人みたいになりたい！という人にどんどん連絡を取り、 

積極的に声をかけていきました。 

そこでメンターともそうですし、声をかけた方とのコミュニティもでき、環境が変わり 

それから稼げる情報もマインドも手に入れ、これまでの状況を払拭することができました。 
 メルマガ情報 



■ダメダメだったけど・・・ 
プロフィール 

全くダメダメだったのに 

累計３００，０００円が見えてきた！ 

月収5万円を超えると、今までの生活は変わります。月収を5万円上げる
のに、今の職場であれば１０年経っても無理だったでしょうね。それが半
年ほどで大きく変われたことに感謝！ 

 

◇子どもの希望通りのクリスマスプレゼントが用意できる 

 ２０１６年はＷｉｉＵをプレゼント 

◇今まで質素な妻の誕生日をグレードアップ 

◇お正月には初めて親にお年玉 

 

そして、ついに・・・・・ 

 

 メルマガ情報 



■パートからの脱却 
プロフィール 

そして、心残りだった妻のパートも２０１６年３月に退職が決定！ 

これからさらに成果を伸ばし、さらに家族の夢を叶えるために、仲間と
一緒に活動していきます！ 

  

そして、私と同じように家族のため、夢のためにネットビジネスをやり
たい！これまで成果が出ていないという方のためにサポートやフォロー
も始めました。 

 

成果を出してくれる方も増え、サポートした方が 

成果発生してくることは嬉しいっ！ 

 

私と同様、これから成果を伸ばして、夢や目標を叶えてほしいですね。 
 
それでは、早速本題に移りましょう。 



無料ブログ設置 

 メルマガ情報 

無料ブログを設置しよう 



■あなたの情報発信が収入に？ 
無料ブログ設置 

 メルマガ情報 

  
ネットビジネスを始めるなら、まずは情報発信を行うための場所が必要です！ 
今回紹介するのが、ブログです。しかも、初めから有料のブログはハードルも高いですよね 
  
それならば、まずは無料のブログからチャレンジしてみるべきです！ 
無料ブログで、女性に人気なのが「アメーバブログ」 
 
とてもデザインがかわいく、多くの芸能人も使っているので良かったのです、アメブロは利用規約の変更
でネットビジネスが禁止になりました。 
  
そして、私がネットビジネスを始める時に使った「So-netブログ」 
とても使いやすかったのですが、２０１６年３月末から新規での登録ができなくなります。 
  
ですので、今回ご紹介するのは、使い勝手も良く、ネットビジネスもでき、すぐに登録ができる『ＦＣ２ 
ブログ』 
初心者も上級者も使われているサービスですので、使わない手はありませんよね！ 
まずは登録から始めてみましょう！ 



■おススメの無料ブログ 
無料ブログ設置 

まずは登録してみよう！ 
 

＜FC2ブログ：http://blog.fc2.com/?lang=ja＞ 

 

【ＦＣ２ブログの良さ】 
・広告周りが自由にできる 
・投稿がリアルタイムで確認できる 
・初心者～上級者まで、アフィリエイトに取り組めるサイト 

 

http://blog.fc2.com/?lang=ja
http://blog.fc2.com/?lang=ja
http://blog.fc2.com/?lang=ja
http://blog.fc2.com/?lang=ja


■メールを確認しよう 
無料ブログ設置 

 メルマガ情報 

下記の題名でメールが来ます 



■メールを確認しよう 
無料ブログ設置 

 メルマガ情報 

メール本文にある 
ＵＲＬをクリック！ 



■プロフィールを入力しよう 
無料ブログ設置 

 メルマガ情報 

パスワードを決めたら 
忘れないようにメモしておこう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
すべての入力が終わったら 
【登録】をクリック！ 



■もう一度  メールを確認 
無料ブログ設置 

メールアドレスとパスワードを入力後、ログイン！ 



■ログイン後 サービスの追加 
無料ブログ設置 

管理画面から 
【サービス追加】を選び 

【サービス追加】から 
 

ブログの【サービス追加】
を選択 



■ユーザー情報の入力 
無料ブログ設置 

ブログＩＤやブログタイトルなど 
必要な情報を入力 

入力後 
【利用規約に同意して・・・】 
を選択します 



■ブログサービスの追加 
無料ブログ設置 

ブログの 

設置完了！ 

アクセス解析などは、あとから追加できます。 



■ブログの設置完了 
無料ブログ設置 

設置したら 

早速 記事を 

投稿してみよう！！ 

 

 

 

 

と・・・その前に 

 



テンプレート変更 

 メルマガ情報 

ブログの見た目を変更！ 

テンプレートの設定 



■設定画面より 
テンプレート変更 

 メルマガ情報 

ログイン後の管理画面より 
 
【メインメニュー】 
 
【設定のリンク】 
 
どちらでも良いので 
 
【テンプレート】を 
選択します 



■設定画面より 
テンプレート変更 

 メルマガ情報 

テンプレート設定画面の上部にある【公式テンプレート追加】選択します 
 



■設定画面より 
テンプレート変更 

 メルマガ情報 

あなたの好きなデザインを 
検索しみましょう 

下部にもテンプレートが表示されていま
す。好きなデザインがあれば、ここから
でもＯＫ 



■テンプレートの検索 
テンプレート変更 

 メルマガ情報 

検索では、いろんな条件が選べます 
イメージやターゲットから選んでみましょう 



■テンプレートの追加 
テンプレート変更 

 メルマガ情報 

好きなテンプレートがあれば 
 
その横にある【詳細】を選択 



■詳細設定画面 
テンプレート変更 

 メルマガ情報 

【詳細】を選択後 
 
【追加】を選択してください 



■テンプレート設定画面 
テンプレート変更 

 メルマガ情報 

テンプレートが追加されましたので 
 
次に【テンプレート管理】を選択します 
 



■テンプレート設定 最後 
テンプレート変更 

 メルマガ情報 

まずは新しく追加したテンプレートにチェックを入れます。 
次にその上の【適用】を選択。 

これでテンプレート変更が完了！ 



■携帯とスマホの設定も！ 
テンプレート変更 

すでにお気づきの方もいると思いますが、PC版のテンプレートを変更し 
同じ流れで携帯版・スマホ版のテンプレートの変更ができます。 



記事投稿 

 メルマガ情報 

記事を書いてみよう 



■新しく記事を作成する 
記事投稿 

 メルマガ情報 

はじめの管理画面で 
 
【新しく記事を書く】 
 
【記事を書く】 
 
どちらかを選択します 



■こちらが記事の投稿画面 
記事投稿 

 メルマガ情報 

タイトル・カテゴリー欄 

文字設定機能一覧 

入力欄 

投稿レビュー確認欄 



■タイトルとカテゴリー 
記事投稿 

 メルマガ情報 

タイトルは直接、入力してください。 
 
【カテゴリー】は、ブログを設置したばかりの時は、なにもありませんので 
記事にあったカテゴリーを追加していきましょう。 
 
＜未分類＞の隣に直接、カテゴリー名を入力し、【追加】を選択します。 

ネットビジネスのはじめ方 

ネットビジネス 



■記事の入力 
記事投稿 

 メルマガ情報 

記事を入力すると 
 
 
 
 
 
 
自動的に下のプレビュー画面に 
反映されます。 



■文字の設定 
記事投稿 

 メルマガ情報 

変更したい部分を 
マウスで選択し 

プレビュー画面で 
変更を確認 

タグが入力される 



■入力が完成したら・・・ 
記事投稿 

 メルマガ情報 

記事が完成したら、【記事の保存】
を選択するとブログに公開されます。 



■公開されました 
記事投稿 

 メルマガ情報 

記事が公開されました。 
 
公開された記事を 
確認したい時は 
 
【記事を確認】を選択 
 
表記の間違いがないか 
一度は確認した方が良いですよ 
 
以上となります 



■疑問・質問・問い合わせ 
お問い合わせ 

【発行者情報】 
 

Name：アンド（安藤 龍） 
Mail:ando.ibsa@gmail.com 
Skype:ando6ryu LINE:ando6ryu 

Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004460297104 
ブログ：http://affiliate-beginner.guidebook.jp/ 

本レポートを最後までお読みいただき、ありがとうございました。 
 
さらに集客・記事の内容・商材紹介の仕方など、お聞きになりたい
方は、安藤までご連絡ください。 
 
また、私のサポートがフルに受けられるゼミも用意しております。 
ぜひ私と一緒にアフィリエイトの世界で活動してみませんか？ 
 
ご連絡お待ちしております。 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004460297104
http://affiliate-beginner.guidebook.jp/
http://affiliate-beginner.guidebook.jp/
http://affiliate-beginner.guidebook.jp/

