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はじめに 

このレポートの利用に際しては、以下の条件を遵守してください。 

 

このレポートに含まれる一切の内容に関する著作権は、レポート作成者に帰

属し、日本の著作権法や国際条約などで保護されています。 

 

著作権法上、認められた場合を除き、著作権者の許可なく、このレポートの

全部又は一部を、複製、転載、販売、その他の二次利用行為を行うことを禁じ

ます。 

これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事、刑事を問

わず法的責任を負うことがあります。 

 

レポート作成者は、このレポートの内容の正確性、安全性、有用性等につい

て、一切の保証を与えるものではありません。また、このレポートに含まれる

情報及び内容の利用によって、直接・間接的に生じた損害について一切の責任

を負わないものとします。 

 

このレポートの使用に当たっては、以上にご同意いただいた上、ご自身の責

任のもとご活用いただきますようお願いいたします。  



ご挨拶 

はじめまして 

ミニマパッカーのビーチサンダル吉永と申します 

カタカナ苦手なのですがなぜかカタカナだらけの名前になっております 

ミニマパッカーというのは、ミニマリスト（最低限主義？）とバックパッカー

を合わせた言葉です 

私が自分の肩書みたいにしたくて考えました 

 

ビーチサンダルというのは、私の人生が変わる瞬間をずっとそばで見ていてく

れた 100 円ショップの黒いビーチサンダルの事です 

ミニマリストとして他の物は全て捨てたり入れ替わったりしつつも、自分の身

のほかに唯一ずっと一緒にいたものです 

なので、ついに捨てたときに、思い入れが強すぎて名前に残してみました 

変態ですね 

 

そんな私ですが、 

高校卒業後、親のお金で大学に進みましたが 

すぐに中退して、そのままニートでした 

 

働くのが怖くて、正社員はおろかアルバイトですらしたくないことにずっと罪

悪感がありました 

 

だけど、そんな私にもできるお金を稼ぐ方法があったんです 

 

それがブログを書いてお金にすることでした 

 



ブログでお金を稼ぐ方法があるのは 

結構前から知っていました 

でも、そんなの一握りの人だけだろ 

って思っていたのでやってみる気にもなりませんでした 

 

維持費もかかるし、それって確実にマイナスじゃんって思ってました 

 

でも、もうこれしか残ってなくて 

調べれば調べるほど 

「やってみたい！」という気持ちが大きくなりました 

 

ブログ書いてお金なんて無理無理 

できるって言ってるその情報だって詐欺だろ 

って家族には反対されていたので 

 

諦めたフリしてひっそりとコソコソ取り組みました 

 

今では、「子供見てるからブログやったら？お金お金（ゲス顔）」 

なんてやり取りしつつ楽しくやってます 

 

なので、このレポートでは 

ブログを始める方法と 

まずは 0 を 1 にする方法を、まとめさせていただきました 

 

専業主婦に罪悪感があったり、働くことが怖くて 



毎日の生活に笑顔や心の余裕がなくなってしまった過去の私のようなあなたへ 

 

このレポートが、 

踏み出せずにいる第一歩の手助けになればと思います 

お役に立てれば幸いです 

本レポートが参考になる方 

このレポートは、私が教科書として購入した「未来型ドリーム＋トレンドマー

ケティング戦略プログラム」の内容を元にまとめています 

 

最初は未来型をみっちり半年取り組んで、 

その後 2 年くらいで収入が安定してきたので 

それからは、ちらほらといろいろな情報も取り入れました 

なのでちょっと混ざってるかもしれませんが 

それでも未来型こそが、0 を 1 にするにやっぱり向いてる！とわかりました 

そんな感じでレポートを書いていることをご了承ください 

 

そして、このレポートが役立つ人はどんな人かということを先にお伝えしたい

と思います 

前置き長くてすみません 

 

私が、実際に感じる未来型の最大のポイントは 

「SNS やブログ仲間を作ってガンガン露出して有名にならなくても、稼げる

ブログの作り方」を学べるところです 

 



「横の付き合い苦手…ひきこもってひっそりとやりたい…私なんかがコメント

したり相談したら迷惑かも…」 

 

という方に向いている唯一といえる教科書かもしれません 

 

もし、SNS もやりたい！得意！ 

みんなでワイワイしながらやるのも得意！ 

質問するの得意！！知らない人にもジャンジャン聞けちゃう！ 

好きじゃないけどお金の為ならできる 

 

という方は、別のサークルや、情報商材の方が役に立つ可能性が高いです 

 

未来型は、そういった「ネットビジネスの情報」の中から、自分はこんなにガ

ンガンできない…じゃぁブログで収益化できないの？ 

 

という、他に選択肢が初心者向けです 

 

でも、この未来型さえ学んでしまえば 

あとは数ある情報の中から自分で参考にしてブログを成長させることができま

す 

そして収益も、もっともっと伸ばせます 

 

このレポートはその未来型の短縮版ですが、0 を 1 にする基礎部分を載せるの

でぜひ参考にしてみてください 

 



ブログ収益化の二つの方法 

初心者が取りくみやすく成果が出しやすい収益化の方法は、「アフィリエイ

ト」と呼ばれるシステムです 

アフィリエイトには大きく分けて二つの種類があります 

 

 クリックしてもらうだけで成果が出るクリック報酬型アフィリエイト

（Google アドセンスなど） 

 クリックした先でもう一度行動してもらうアフィリエイト（Amazon や資

料請求） 

 

Googleアドセンスとは？ 

Google アドセンスとは、あのグーグルマップとかの Google がやっている広告

の事です 

Google アドセンスは、読者さんがクリックしてくれるだけでお金になるので、

初心者でも成果が出しやすい広告です 

メリット 

 クリックしてもらうだけでお金になる 

 Google が読者さんの好みに合わせて広告を自動で表示してくれる 

 

デメリット 

 報酬が安い 

 審査が厳しい 

 

Google アドセンスを自分のブログに貼るには 

ブログを Google さんに認めてもらわないといけません 



その審査の条件とかは完全に非公開ですが 

Google が重要視しているのはいつの時代も「読者さんの為を思っているか」で

す 

 

騙すような内容の記事とか、どこかのサイトからコピーしてだけのサイトとか 

そういうのを振り落とすためです 

以前は審査も緩くてこういうサイトでも Google アドセンスで荒稼ぎしていた

時代もありました 

だから、厳しくなってますが 

むしろ、それはメリットでもあります 

だから真面目に 

とにかく読者さんの為を考えてブログを作っていきながらめげずに申請すれば

大丈夫です 

 

物を買っていただくアフィリエイトとは？ 

Google アドセンスはクリック報酬型アフィリエイトでした 

他にも収益化に欠かせないアフィリエイトがあります 

 

物を買っていただくアフィリエイトです 

Google アドセンスは「アドセンス」 

物を買っていただくアフィリエイトを「アフィリエイト」と呼ぶことが多いで

す 

 

物を買っていただく他にも、 

「読者さんが無料の資料請求をしてくれたら報酬を払います」 

とか、 



「アプリをダウンロードしてくれたら報酬」などがあります 

 

つまり、Google アドセンスはクリック一回してもらえば報酬になるのに対して 

こちらの「アフィリエイト」は、クリックした後に何かしら読者さんに自発的

に行動をしてもらわないと報酬にならないということです 

 

なので、アドセンスよりすこしハードルが高いですが、これも大事な収入源に

なるので、ゆくゆくはやってみることになると思います！ 

 

その中で代表的なのは 

楽天市場と Amazon です 

次いで A8.net というところです 

 

ただ楽天や Amazon はアカウントを持っている人がたくさんいて 

買い物する心理的ハードルが低いためか、購入してもらいやすいので 

練習だと思って初心者のうちからどんどん活用していったほうがいいです 

 

洗剤のレビューをしたら楽天か Amazon でその洗剤のリンクを貼っておく等で

す 

しかし、まずは記事書きの習慣をつけることが大事なので、今は頭の片隅に置

いておく程度で OK です 

 

ブログの作り方 

ブログに広告を貼ることによってお金になると紹介しました 

なので、まずは自分の城！ 



ブログを作らないといけません 

 

ここでは収益化できるブログの作り方を紹介します 

ブログ収益化するためには残念ながら基本的に「維持費」がかかります 

 

数年前までは無料でできるやり方もあったのですが 

今は Google アドセンスの申請が、無料ではできなくなりました 

 

（アドセンスやらない！最初から物を売ってみる！という場合は無料でやる方

法もありますが、挫折しては本末転倒なのでここでは紹介しません） 

 

それに、無料でやるメリットは全くないので、思い切ってやってみてください 

 

大まかな手順 

 レンタルサーバー申し込み（ブログの土地を借りる） 

 独自ドメイン取得（ブログの住所） 

 ブログインストール（ブログという家を建てる） 

 

ブログの記事を書ける場所を作るまでに大きく分けてこの 3 つの手順が必要で

す 

ブログの作り方は、最新版に更新できるようにブログの方に載せておきますね 

 

≫ブログの作り方記事へ 

 

https://suppinblog.com/setuyaku-build-blog


アドセンスの始め方 

アドセンスとは？から 

アドセンスを実際に申請する方法は以下の記事をご覧ください 

≫Googleアドセンス申請方法等はこちら 

記事の書き方 

記事の書き方・絶対に疑ってはいけない基本 

それは記事を公開すること 

記事書きが習慣化されるまで毎日 1 文字でも書くこと 

です 

 

「とにかく行動すること」が大事 

と言いたいのですが、 

 

ブログに関しては 

 

「公開」しないと、何もやっていないのと同じになってしまいます（特に初

期） 

 

もちろん、公開以外のすべての事が「無意味」になるわけではないです 

自信がなくて記事を公開できなかった期間も 

最後には「公開」すればいいんです 

 

下書きが 10 個もたまってしまった… 

https://suppinblog.com/google-adsense


でも 11 個目で公開できた 

 

それならば、意味のあった「準備期間」だったと言えます 

 

でも、私もそうですが 

どうしてもおちいってしまうのが 

不安だったり、自身がなかったり 

ブログの事について検索するのが辞められなくなって結局まだ記事書いてない

… 

 

 

もっとちゃんと書いてからにしよう 

って「公開」できないまま時間が過ぎて 

どうせ稼げないだろうしとか 

めんどくさくなってしまって 

そしてそのままやめてしまう 

 

 

これはとってももったいないです 

 

これでは「無意味」になってしまいます 

 

未来型では「未完の美」といって 

未完こそがいいんだ！と言っています 

サグラダファミリアはずっと修復していたりするのに世界中からファンやお客

さんが殺到する観光地ですよね 



 

ブログもずっと「工事中」とか「編集中」とか「つづく」でいいんです 

 

やべーこと書いちゃってた！ってなっても、あとで消したり直したりできるの

がブログのメリットです 

 

私のブログも編集する気のない編集中が沢山あります（笑） 

 

なのでとにかく「公開」するのをがんばってください！ 

 

特に最初は読者さんもいないしだれも見てないので大丈夫です！ 

 

 

記事の書き方・どんな読者さんへ向けて書いているか 

ブログの記事を書くときの中心となる核の部分を紹介します 

 

「この記事はどんなことに悩んでいる人に書いているのか」 

を明確にしながら書いてみてください 

 

そして、その人の「疑問に答える」ようにしてみてください 

 

こういうと簡単に聞こえるのですが、 

私は最初、ここもすっごく難しかったです 

 

未来型本編にはもっと詳しい説明もありますが 



 

例えば私が着ている洋服を紹介した記事を書いた時 

読者さんの疑問は「他の人がどんな服を着ているのか見たい」 

だから、「服を紹介する」 

これが答えだ！ 

って思いました 

 

でも、これ正確には違ったんです 

 

読者さんは、「なぜ」他の人の洋服が見たいのか？ 

 

そこを考える必要があって 

それを満たす記事を書けると、より良いです 

 

でも、最初は難しいです 

 

それに「正解」があるわけじゃないです 

なので、意識しながら書いて公開する、ということだけまずはやってみてくだ

さい 

練習あるのみです 

 疑問に答える 

 知りたいことが書いてあるか？公開後でいいから読み返す 

 

記事の書き方・ブログの宛先キーワード編 

せっかく読者さんにとって超ためになる記事を書いても 



読者さんの目に届くところにブログがないと読んでもらえませんよね 

とくに SNS をやらないのなら、このままではだれの目にも留まりません 

 

じゃぁどうしたらいいかというと 

「キーワード」を入れる 

です 

 

あなたも知りたいことがあると「インターネットで検索」しますよね 

 

 

その検索した結果の画面に、あなたのブログの記事が出てきたらどうでしょう

か？ 

調べた人の目に留まりますよね！ 

 

その為にすることは 

 

ブログのタイトルに「キーワード」を入れる事です 

 

「キーワード」というのは、 

あなたが検索する「単語」のことです 

 

つまり、「あなたが普段検索する単語を記事のタイトルに入れる」です 

 

例えば、 

抱っこ紐ってどういうのがいいのかな？が知りたいとします 

「抱っこ紐 おすすめ」 



とか入れて検索しますよね 

 

これが「キーワード」です 

 

 

複合キーワードの重要さ 

だけど、 

 

「抱っこ紐 おすすめ」だけだと、2300 件、他のサイトが同じ記事を書いてい

ます 

これだと、自分の記事が TOP ページに出てくる可能性は低いですよね 

 

でも 

「抱っこ紐 おすすめ おんぶも」なら 4 件！ 

ガクっと減りました 

 

4 件なら自分が書いた記事も検索してくる人の目に留まりやすくなると思いま

せんか 

 

そして、よく検索されている複合キーワードを調べるサイトがあります 

≫https://related-keywords.com/ 

 

試しにこのサイトに「抱っこ紐」と入れてみます 

 

すると出てくるのが以下です（一部） 

 

https://related-keywords.com/


抱っこ紐 おすすめ 

抱っこ紐 エルゴ 

抱っこ紐 コニー 

抱っこ紐 人気 

抱っこ紐新生児 

抱っこ紐カバー 

抱っこ紐 自転車 

抱っこ紐 よだれカバー 

抱っこ紐 いつまで 

抱っこ紐 おすすめ 

抱っこ紐 おすすめ 新生児 

抱っこ紐 おすすめ 2021 

抱っこ紐 おすすめ ブログ 

抱っこ紐 おすすめ 日本製 

抱っこ紐 おすすめ 小柄 

抱っこ紐 おすすめ エルゴ 

抱っこ紐 おすすめ 安い 

抱っこ紐 おすすめ 簡単 

抱っこ紐 おすすめ パパ 

抱っこ紐ランキング 

抱っこ紐ランキング 

抱っこ紐ランキング 2020 

抱っこ紐ランキング スリング 

抱っこ紐ランキング コニー 

抱っこ紐ランキング 楽天 



エルゴ 抱っこ紐ランキング 

 

この中から、記事の内容にあったキーワードを組み合わせて、自分が押したく

なる言葉でタイトルを付けます 

 

最低でも 3 つは使いたいところです 

「抱っこ紐 おすすめ 新生児」で 3 つ使用したことになります 

 

結構難しいですが練習あるのみです 

 

タイトルのつけ方と記事の中のキーワードについて 

一昔前は、タイトルにキーワードを入れるのが最重要でした 

Google は、読者さんが検索したキーワードが入っているタイトルを優先して上

位に表示させていたからです 

 

なので、Google が読み取れるタイトルが 32 文字までなので 

32 文字以内にキーワードを全て入れてください 

 

これは今でもやった方がいいのですが 

最近の Google の人工頭脳は恐ろしく優秀で 

たとえキーワードがブログの中に書いてなくても 

ブログの記事の内容を結構正確に読み取れるようになってるらしいです 

 

なので、そこまで神経質になることはないですが 

はっきりとキーワードを使っておくことにデメリットはないので 

・32 文字以内にキーワードを入れる 



・あなたが押したくなるタイトルにする 

・キーワードの答えを記事に書く 

を意識してください 

 

他にも、記事を書く際にキーワードを調べたり使っておくことによってメリッ

トがあって 

 

それは、キーワードを調べることによって読者さんが何を知りたいのかこちら

が想像することができるからです 

 

なので、キーワードはめんどくさいけど、避けては通れないです 

 

まとめ 

3 つ以上の複合キーワードを 32 文字以内に入れる 

 

記事の書き方・想いを込めて書く 

ここで紹介したキーワードの事やブログの作り方というのは 

何も未来型じゃなくても調べればうじゃうじゃ出てくる内容です 

 

しかしこの項目ではテクニックではないですが 

未来型だからこそ、成果が出せる部分だなと感じるので、 

短縮版ですが特別に紹介します 

 

 

それは読者さんが少なくても、 



有名にならなくても、ファンさんができて 

そのファンさんがリピーターになってくれる 

アクセス数が増えて収益もアップという秘訣が 

 

「とにかく思いを込めて正直に記事を書く事」です 

 

あなたの思いを正直に、あなたの言葉で書くことが 

「同じ疑問を解決できる記事」を書いている他の人と差ができる部分です 

 

この人だからこそ 

この人がこう言ってるから 

 

 

そうやって共感していただいて 

こちらも、正直に書いていることなので 

共感していただくと嬉しいし 

安心するし 

ブログ運営も楽しくなる 

お勧めする商品があっても正直に書いているので罪悪感がない 

 

それが、何のとりえもない SNS もできないコミュ障でも 

楽しく成果が出せる真骨頂です 

 



記事書き・まとめ 

 最重要！！記事を公開すること 

 複合キーワードを入れる 

 読者さんの疑問に答える又は寄り添う 

 想いを込めて書く 

あなたの興味のあることを書いて、ブログを収益化していく第一歩はこれです 

とにかく記事を公開して、ブログが評価されるまでコツコツ一緒に頑張りまし

ょう 

 

総まとめ 

 ブログを作って、アドセンスを申請をして収益化する 

≫ブログの作り方はこちら 

≫アドセンス申請についてはこちら 

 記事は未完成でもとりあえず公開ボタンを押す！ 

 読者さんの疑問に答える 

 キーワードをタイトルの 32 文字以内に入れる 

 思いを込めて書く 

 

未来型ドリームを買うともっと詳しくわかる事 

せっかく、メルマガまで登録していただいたのも御縁なので、正直に打ち明け

ます 

ここから先は、無料では教えたくないのが本音です！ 

https://suppinblog.com/setuyaku-build-blog
https://suppinblog.com/google-adsense


数あるネットの情報の中でもこの辺りは、未来型の有料教科書にしかない部分

があります（私が知る限り） 

 

私はずっと、ブログ収益化を扱っているブログや、無料でプレゼント！という

言葉につられてメルマガにも登録してきました 

 

そして、プレゼントをもらっても最後には高額商品の販売があることにずっと

「やっぱりね」と冷めてしまう部分がありました 

 

高額商品の販売があるのは全然問題ないのですが、 

「あなたにも成功してほしいから無料で教えちゃいます！」というスタンスに

違和感がありました 

 

だから、ここで打ち明けますが 

私もメルマガの最後に、未来型の教科書を販売します 

理由は、私にも少しお金が入るからです 

でも、働くのが怖くてつらかったあの時と同じ方がいたら 

ブログを教えてあげたい！ 

あなた様がブログをコツコツして成果が出てほしい気持ちも、もちろん本音で

す 

でも、ボランティアでそこまではできませんし、親切なだけで教えてるんじゃ

ないよ 

Win-Win の関係でいたいからなんです 

と伝えたかったので書かせていただきました 

 

ということで、以下が、未来型を買うともっと学べる内容の一部です 

 



 SNS に頼らずにもっと読者さんがじゃんじゃん来てくれる秘密のキーワー

ドの探し方 

 「似たような内容は沢山あるのですが、こんな記事探していたんです！」

と読者さんが喜んでくださるライバルが誰も気が付かない記事の書き方 

 SNS やってないのについつい読者さんが何度も来たくなっちゃう法則 

 ブログに何を書いたらいいのかわからない！を解決する方法 

 「自分なんか価値がないから収益までつながるはずない」という考えこそ

が成功する条件だった驚きの法則 

 

などなど 

 

 

おわりに 

いかがだったでしょうか？ 

外で働くのが怖くて、自分に価値がなくて、罪悪感を感じてしまう 

そんな生活を変えられる方法が、ありました 

 

ネットビジネスについてはずっと知っていました 

だけど続ける自信がなくて 

維持費が怖くて、ずっと一歩踏み出せなかった 

 

だから、 

知らなかったならともかく、知ってたのに！ 

もっと早く挑戦していれば、あんな時間はなかったかもしれないのに！ 

ってとっても悔しかったのを覚えています 



 

夫に言い放ってしまった言葉とか 

親に迷惑かけた事とか。 

 

だけどそういう罪悪感こそが、今のブログの私の文章を作っているのも事実で

す 

 

何が起こるかわかりませんね人生って。 

 

 

だから、今あなたも同じように生きるのがちょっと下手っぴだったり 

働いていない事や働きたくないことに罪悪感があっても 

自分をこれ以上責めないでいいんです 

 

ブログこそが、そういうマイナス面を活かせる場所だったのです 

 

是非、このレポートを参考に、 

あなたの思いを文章にのせて公開してみてください 

 

あなたと同じように今が辛い人が 

あなたの言葉に救われる日が来ます 

 

あなたと吉永は似ているかもしれないですが 

でも、吉永でも他の誰でもなくて 

あなたの文章だからこそ 

救われる人が出てくる 



 

そんな日がかならずやってきます 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました 

少しでもお役に立てたら幸いです 

 

何かありましたらご遠慮なくメールください！ 

お待ちしております 

ビーチサンダル吉永より 
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