
 

 

 

 

 

実践！アフィリエイトで 

月２～３万稼ぐ為の手順 

（練習用） 

 

  

    

    

    

    

著：富田貴典著：富田貴典著：富田貴典著：富田貴典    



2 

Copyright(C)2012 〇〇〇〇 All Rights Reserved. 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

今回、あなたに解説するアフィリエイトで稼ぐ方法は 

練習用として自己アフィリエイトの次に稼ぎやすい 

トレンドアフィリエイトというやり方トレンドアフィリエイトというやり方トレンドアフィリエイトというやり方トレンドアフィリエイトというやり方を解説します。 

 

前回の動画でもお伝えしたように、 

アフィリエイトは主に、 

 

• メディア型のアフィリエイトと 

• 成果報酬型のアフィリエイトがあります。 

 

 

メディア型のアフィリエイトは、 

クリック型アフィリエイトと呼ばれる 

Google アドセンス広告を載せて稼ぐ方法です。 

 

このやり方で稼ぐ時に大事なのは、アクセスです！ 

とにかくアクセスが多ければ稼げるやり方で、 

報酬が発生しやすいのが特徴です。 

 

なぜなら、広告がクリックされるだけで 

アフィリエイト報酬が発生するからです。 

 

 

 

逆に、成果報酬型のアフィリエイトは、 

あなたがおススメする商品やサービスを決めて 

サイトやブログ等で紹介した後に、商品等が売れれば 

アフィリエイト報酬が発生するタイプです。 

 

アドセンス等に比べると報酬が発生しにくい分、 

アフィリエイト報酬は、1 件に対して 5000 円～1万円。 

大きいのだと、２～５万円等の報酬もあります。 
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現実的に月 30 万～100 万円稼ぐには、正直言うと、 

成果報酬型アフィリエイトの方が適しています。 

 

ただ、まず最初に月２～３万円程度の報酬を得るには 

Google アドセンスの広告をサイトやブログに載せ稼ぐ

メディア型アフィリエイトの方が良いと思います。 

 

 

また、メディア型アフィリエイトもやり方次第で 

 

• 資産構築型で稼げる方法資産構築型で稼げる方法資産構築型で稼げる方法資産構築型で稼げる方法もあれば 

• 労働型で稼ぐ方法労働型で稼ぐ方法労働型で稼ぐ方法労働型で稼ぐ方法もあります。 

 

 

今回は、あくまでも練習用として初心者の方に 

1 番簡単なトレンドアフィリエイトトレンドアフィリエイトトレンドアフィリエイトトレンドアフィリエイトというやり方を 

解説したいと思います。 

 

 

トレンドアフィリエイトは、基本的に基本的に基本的に基本的に労働型労働型労働型労働型ですが 

 

1.1.1.1.    今、まさに急上昇している検索キーワードを狙い今、まさに急上昇している検索キーワードを狙い今、まさに急上昇している検索キーワードを狙い今、まさに急上昇している検索キーワードを狙い    

2.2.2.2.    ブログに記事を書いてアクセスを集めブログに記事を書いてアクセスを集めブログに記事を書いてアクセスを集めブログに記事を書いてアクセスを集め    

3. GoogleGoogleGoogleGoogle アドセンスを載せて稼ぐ方法でアドセンスを載せて稼ぐ方法でアドセンスを載せて稼ぐ方法でアドセンスを載せて稼ぐ方法で 

    

非常にシンプルシンプルシンプルシンプルで、初心者にも稼ぎやすいのが特徴稼ぎやすいのが特徴稼ぎやすいのが特徴稼ぎやすいのが特徴です。 

 

簡単に言ってしまうと、とにかく、 

今のトレンド記事を書いてアクセスを集めるだけ。 

これだけで稼げてしまうんです！ 

 

中には、トレンドアフィリエイトで月 10 万～20 万程度 

稼ぐ人もいるので、頑張ればそれだけ稼げるって事です。 
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とにかく、まずは実践用として、これから解説する 

トレンドアフィリエイトで月２～３万稼ぐ方法を 

実践していってみてください。 

 

後々、資産構築型で稼ぐ場合も、これから解説する 

手順は必要になってきますので、必ず、今から 

実践していってください！ 

 

 

 

ちなみに・・・本当の学びとは、私の経験から言わせて

いただくと、やはり勉強をして実践する事勉強をして実践する事勉強をして実践する事勉強をして実践する事だと思います。 

 

とくに、実践する事・行動する事！実践する事・行動する事！実践する事・行動する事！実践する事・行動する事！ 

 

ネットビジネスで稼ぐ、ネット上の資産を構築して 

自由を得るうえでも、非常に重要な事です！ 

 

 

 

それでは、いってみましょう！ 
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その１：その１：その１：その１：ネットビジネス用ネットビジネス用ネットビジネス用ネットビジネス用 GmailGmailGmailGmail アドアドアドアドレス取得レス取得レス取得レス取得    

 

ネットビジネスだけで使うメールアドレスを持っておくと 

色々と管理する上で非常に便利です。 

 

例えば、ASP に登録したメールアドレス用として、 

新たにメールアドレスを獲得して報酬発生メール等が 

そちらに送信されるようにしておくと良いですよ。 

 

そして今、私の無料メール講座を登録したメールアドレスは、 

学び用のメールアドレスとして使えば、管理もしやすいです。 

 

メールアドレスで一番オススメは、Google が無料で提供する 

Gmail のサービスです↓↓ 

 

 

→ http://mail.google.com 

 

 

ちなみに、私は自分のスマホにも Gmail のアプリを入れて 

メールチェックをしています。 
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その２：その２：その２：その２：GoogleGoogleGoogleGoogle アドセンスの審査を通すブログを作成アドセンスの審査を通すブログを作成アドセンスの審査を通すブログを作成アドセンスの審査を通すブログを作成    

 

次に、Google アドセンスの審査を通すためと 

練習用として活用するブログを作成していきます。 

 

これは、So-net の無料ブログを作成するのですが、 

 

• 最初の練習用として活用する事最初の練習用として活用する事最初の練習用として活用する事最初の練習用として活用する事    

 

• アドアドアドアドセンスの審査を通すために活用するセンスの審査を通すために活用するセンスの審査を通すために活用するセンスの審査を通すために活用する事が事が事が事が 

 

メインとなります。 

 

 

無料ブログは、後々も活用する事ができますが、 

あくまでも補助として活用するだけで、 

ネット上の資産として活用するブログ（OR サイト）は 

別に、ちゃんとお金を掛けて作成していきます。 

 

なぜなら、無料ブログでネット上の資産を構築すると 

知らず知らずに規約違反をすれば、せっかくのブログが

削除される危険性もあるし、ブログサービス自体が 

突然無くなる可能性もあるからです。 

 

他にも、長期的に見た場合、検索エンジンからの集客が 

不利になるからです。今回作成するブログは、 

あくまでも、上記に書いたように 

 

• 最初の練習用として活用する事最初の練習用として活用する事最初の練習用として活用する事最初の練習用として活用する事 

 

• アドセンスの審査を通すために活用するアドセンスの審査を通すために活用するアドセンスの審査を通すために活用するアドセンスの審査を通すために活用する事が事が事が事が 

 

メインとなります。
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それでは、実際に So-Net のブログを開設する方法を 

図解で解説していきます。 

（既に、ASP やグーグルアドセンス等のアカウントをお

持ちの方は、特にブログを開設する必要はありません） 

 

ちなみに、なぜ So-net の無料ブログを使うのか？ 

これには理由があります。 

 

短期的ですが、無料ブログの中では比較的、 

Google や Yahoo など検索エンジンからアクセスが 

集めやすいという特徴があります。 

 

また商用利用も可能なんで、So-Net のブログの場合 

堂々とアドセンス広告を貼ったり、アフィリエイトで 

商品やサービスを紹介して稼ぐ事が出来るんです！ 

 

 

逆に、一般的にも知名度があるアメーバブログ等は 

アクセスは集めやすいものの商用利用が禁じられてる為 

突然削除される事があるんです。 

（実際、私のも削除されました） 

 

 

とにかく、たとえ練習用・審査用として活用する 

無料ブログでも、後々、有料ブログやサイトと組合せ 

集客する仕組みを作り上げることが出来るので、 

出来れば、色々なメリットを考え So-net を使いましょう。 

 

 

では早速、So-net の開設方法を解説していきます。 
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まずは、下記のリンクをクリックして上記のサイトを 

開いた後に、【入会はこちら（無料）】をクリック 

 

http://www.so-net.ne.jp/cc/  

 

 

 

次に、2 番目の【コンテンツコースに入会する】を 

クリックしてください。 
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次に、メールアドレスの入力が必要になるので、 

ステップ１で作成した Gmail のメールアドレスを入力し 

登録してください。 

 

 

 

登録後、上記のようなメールが So-Net から届くので 

Gmail を確認して、確認用のリンクをクリックして次に

進みます。 
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登録画面に戻ったら、登録したメールアドレスを入力し 

確認を行ってください。 

 

 

 

そうすると、お名前、電話番号、住所など必要項目を 

入力して頂き、ブログの管理画面にログインするときの 

ユーザー名とパスワードを決めます。 
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この時、ユーザー名とパスワードは必ずメモを取るか 

後々も必要になるので大事に保管しておきましょう。 

 

 

 

 

これで、So-net の登録は終了です。 

次に、実際にブログの作成を行っていきます。 
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http://blog.so-net.ne.jp  

 

So-Net の登録が完了したら、次にブログを作成します。 

上記リンクをクリックし「今すぐ新規登録」をクリック。 

 

 

 

次に、左側のオレンジ色のボックスをクリック。 

【So-net ユーザーID をお持ちの方】 
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ここで先ほどのユーザー名とパスワードを入力します。 

そして、ブログのプロフィール等に表示される 

ニックネームを決めて入力。 

（後々、変更可能なので適当に） 
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登録が完了したら、【利用する】ボタンを押して終了。 

そうすると、下記のようなブログの管理画面になるので 

そこからデザインやタイトル、記事更新を行います。 

 

 

 

まずは、ブログデザイン、URL、タイトル、テーマ 

紹介分を決めていきましょう！ 
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ここで作りたいのは、アトセンス審査に通過するための 

『日記フロク』てすのてす。 

 

・ GoogleGoogleGoogleGoogle アドセンスの規約に触れないことアドセンスの規約に触れないことアドセンスの規約に触れないことアドセンスの規約に触れないこと        

・ NGNGNGNG ネタやネタやネタやネタや NGNGNGNG ワートワートワートワートなとを含まないことなとを含まないことなとを含まないことなとを含まないこと  

 

に気をつけて、シンフルに決めていきましょう。 

 

○○○○ブログのテサインブログのテサインブログのテサインブログのテサイン        

基本的にはシンプルなテサインを選んておくほうか無難。  

 

読みやすさを考えて白い背景に、 

黒い文字のものを選ふど いいてしょう。  

「白」あたりが 安全なところてす。  

 

○○○○ブログのタイトルブログのタイトルブログのタイトルブログのタイトル        

あくまでも日記てすから、シンフルに名つけましょう。 

ただし、アドセンス規約に触れて審査に落ちそうなものは

避けてくたさい 

 

・ (○良い例)「○○の日記」「最近気になる話題」 

「私のブログ」など   

 

・ (×悪い例)「タハゴ は最高」 

「ビール好きの日記」「政治家に一言」など   

 

※基本的に、酒、タハゴ 、ギャンブル、アダルト、 

児童ポルノ、政治思想等は、審査で NG となります  
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○○○○ブログブログブログブログ URL URL URL URL     

これも難しく考えず、ニックネームに 

ちなんたものなとにするといいてしょう。  

ただし、フロクタイトル同様、酒やタハコなとの 

NG ワートを含んてはいけません。  

 

○○○○ブログのテーマブログのテーマブログのテーマブログのテーマ        

好きなものを選んで構いません。 

 

 

 

○○○○ブログの紹介文ブログの紹介文ブログの紹介文ブログの紹介文        

ブログの内容を簡単に表します。  

(例)「日常の出来事や気になる情報をご紹介します」  

 

これで基本的なブログの作成は完了です。 
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次に、実際の記事を書いていきます！ 

ここでは、簡単な日記形式の記事簡単な日記形式の記事簡単な日記形式の記事簡単な日記形式の記事を書いていきます。 

最低でも 10101010 記事記事記事記事が目安です！ 

 

トレンドアフィリエイトを行う前に、まずは、 

GoogleGoogleGoogleGoogle アドセンスの審査に通すためアドセンスの審査に通すためアドセンスの審査に通すためアドセンスの審査に通すためです！ 

 

ですから、ここではトレンドアフィリエイト云々より 

とにかく、あなたの日常的な事を記事にして 

ブログに書いていく事！ 

ただし、いくつかの注意点があります。 

 

 

1.1.1.1.    先ほど解説した先ほど解説した先ほど解説した先ほど解説した NGNGNGNG ワードや、ワードや、ワードや、ワードや、NGNGNGNG ネタは書かない事ネタは書かない事ネタは書かない事ネタは書かない事    

2.2.2.2.    画像や外部へのリンクを貼らない事画像や外部へのリンクを貼らない事画像や外部へのリンクを貼らない事画像や外部へのリンクを貼らない事    

3.3.3.3.    他の他の他の他のサイトやブログから引用しない事サイトやブログから引用しない事サイトやブログから引用しない事サイトやブログから引用しない事    

4.4.4.4.    時事ネタ、政治ネタ、誹謗中傷はしない事時事ネタ、政治ネタ、誹謗中傷はしない事時事ネタ、政治ネタ、誹謗中傷はしない事時事ネタ、政治ネタ、誹謗中傷はしない事    

5.5.5.5.    テレビ番組、タレント、飲食店等の固有名詞は避けるテレビ番組、タレント、飲食店等の固有名詞は避けるテレビ番組、タレント、飲食店等の固有名詞は避けるテレビ番組、タレント、飲食店等の固有名詞は避ける    

6. １記事１記事１記事１記事 800800800800 文字を目安に書く事！文字を目安に書く事！文字を目安に書く事！文字を目安に書く事！    

（（（（文字数チェックサイト文字数チェックサイト文字数チェックサイト文字数チェックサイト↓↓↓↓

http://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htmhttp://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htmhttp://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htmhttp://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htm）））） 

    

 

 

また記事は最低でも 10 記事を、 

毎日更新しているかのように書いていくこと毎日更新しているかのように書いていくこと毎日更新しているかのように書いていくこと毎日更新しているかのように書いていくことが重要です！ 

 

これは予約投稿を使えば出来ます！ 

http://blog-help.blog.so-net.ne.jp/time 

 

ですから、今、まだモチベーションが高いときに、 

10 記事を書いて、あとは予約投稿で 1 日おきに更新される 

ブログを構築していきましょう！ 
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最後に、Google アドセンスの審査を通すためのコツは 

運営者情報をちゃんと書いておくこと運営者情報をちゃんと書いておくこと運営者情報をちゃんと書いておくこと運営者情報をちゃんと書いておくことです！ 

 

 

 

これは、「誰がこのブログを運営しているのか？」を 

明らかにして、Google 側に好印象を持ってもらう為です。 

この時、掲載する必要がある情報は３つ 

 

1. 運営者名 

（ハンドルネームでも OK） 

 

2. 連絡先 

（特に電話番号とかではなく、メールアドレスのみで 

 Gmail のメールアドレスでも大丈夫です） 

 

3. プライバシーポリシー 

（次のページの事例を参考にしてください） 
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 下記の文面を参考に、あなたの運営者情報に 

プライバシーポリシーを載せておけば大丈夫です 

 

 

 

 

 

運営者情報  

運営者:あなたのハントル゙ ネーム 

連絡先:あなたのメールアトレ゙ ス 

(例)○○★gmail.com(★を@に変えて送信してくたざ い) 

 

 

プライバシーポリシー 

当ブログでは、第三者配信による広告サーヒスを利用し、

ユーサー様が 閲覧する他のサイト (Adsense 広告のある

サイト、YouTube)の状況に応して、興味のある広告を配信

しています。 そのため、当サイトや他サイトへのアクセス

に関する情報 (氏名、住所、メール アトレ゙ ス、電 話番

号は含まれません) を使用することかあ゙ ります。  

 

詳細はこちらをこ覧くたさい。 

http://www.google.co.jp/policies/technologies/ads/  

 

 

当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 

 (氏名、住所、メールアドレス、電話番号は含まれません) 

を使用されないようにする方法については、 

こちらをクリックし、設定変更をお願 いします。 

https://support.google.com/adsense/answer/113771?ref

_topic=23402&rd=2  

 

 

詳しくは、Adsense 広告の、 

公式プライバシーポリシーをご覧ください。  

http://www.google.com/intl/ja/privacy.html 
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その３：その３：その３：その３：    GoogleGoogleGoogleGoogle アドセンスに登録するアドセンスに登録するアドセンスに登録するアドセンスに登録する    

 

 

http://www.google.com/adsense/start/ 

 

 

後は、グーグルアドセンスのサイトに行き、 

申請を行い審査を待ってください。 

 

大体審査には 3 週間ぐらいかかります！ 

 

その間も、出来れば毎日ブログは更新しておいた方が 

「ちゃんと更新されている」ということが、 

グーグル側に伝わるので、審査が通りやすくなります。 
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その４：アフィリエイトサービスプロバイダー：その４：アフィリエイトサービスプロバイダー：その４：アフィリエイトサービスプロバイダー：その４：アフィリエイトサービスプロバイダー：ASPASPASPASP 登録登録登録登録    

 

トレンドアフィリエイトを実践する上では、必要ないですが 

一応、ASP にも登録しておくことをお勧めします！ 

 

なぜなら、通常の成果報酬型アフィリエイトを始めるに

は、アフィリエイトの広告を紹介してくれる仲介サイト、

ASP に登録する必要があるからです。 

 

ASPASPASPASP に登録しアカウントを開設する事で、に登録しアカウントを開設する事で、に登録しアカウントを開設する事で、に登録しアカウントを開設する事で、    

アフィリエイトで扱える案件（商品やサービス）をアフィリエイトで扱える案件（商品やサービス）をアフィリエイトで扱える案件（商品やサービス）をアフィリエイトで扱える案件（商品やサービス）を    

管理画面から見つけることが出来ます。管理画面から見つけることが出来ます。管理画面から見つけることが出来ます。管理画面から見つけることが出来ます。 

↓ ↓ 

 

 

（図その１： ASP の管理画面） 

 

ASP の種類も数もかなり多いですが、ここでは、 

私が実際に利用している一部私が実際に利用している一部私が実際に利用している一部私が実際に利用している一部 ASPASPASPASP を紹介しますを紹介しますを紹介しますを紹介します。 

 

特に、成果報酬型のアフィリエイトで稼ぐ為に必要な 

ASP を２つ紹介しますので、あなたも最低この２つは 

まず最初に登録しておくと良いです。 
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【その１：【その１：【その１：【その１：infotopinfotopinfotopinfotop に登録すること】に登録すること】に登録すること】に登録すること】    

 

 

 

まずは、下記のリンクをクリックして教材を専門に扱う

ASP：インフォトップ：infotop に登録してください。 

 

登録はこちらから 

→→→→    http://http://http://http://www.dswww.dswww.dswww.ds----guide.com/infotop.htmlguide.com/infotop.htmlguide.com/infotop.htmlguide.com/infotop.html 

 

アフィリエイト報酬額も、5000円～50,000円以上と、 

一般的に非常に高く成果報酬型のアフィリエイトの中でも

かなり高額報酬が狙える分野です。 

私の場合、英会話やTOEIC教材等を紹介して稼ぐサイトを 

運営していますが、初心者の方にとっても、 

最短で月30万～100万円以上稼ぐなら 1番稼ぎやすいのが

この教材アフィリエイトです。 

そして、教材アフィリエイトを行う場合、 

1番教材のアフィリエイト案件の取り揃えが多いASP、 

インフォトップに登録する必要があります。  

 



23 

Copyright(C)2012 〇〇〇〇 All Rights Reserved. 

【その２：【その２：【その２：【その２：ASPASPASPASP の最大手、の最大手、の最大手、の最大手、a8.neta8.neta8.neta8.net に登録する】に登録する】に登録する】に登録する】    

    

    

    

infotop ともう一つ、登録しておくべきは a8.net です。 

A8 は、ASP の最大手で、とにかく案件が多いです。 

また登録の際、審査もないのでブログを用意しておく 

必要性もなく比較的簡単に登録が出来る ASP です。 

 

A8 の登録はこちらら 

→ http://tinyurl.com/l8fdkvw  

 

 

教材もインフォトップでは扱ってない教材もあれば、 

他にも、物販・サービス系など、多種多様な 

アフィリエイト案件が多いです。 
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例えば、 

 

• ダイエット商品（サプリメントや器具等） 

• 車関係のサービス 

• 保険サービスの紹介 

• レーシック、コンタクトレンズ 

• 金融系サービス（証券会社等の紹介） 

• 美容系商品 

• 学習系商品やサービス 

 

などなど、とにかく案件としては、教材以外にも 

報酬額が高い案件を取り添えているのが A８です。 
 

 

成果報酬型アフィリエイトで稼ぐ場合、 

基本的には、アフィリエイトする商品やサービスを 

1 番最初に決めてからブログやサイトを作成します。 

 

その際、インフォトップや A８と言った ASP から 

自分に合った、もしくは自分の経験や体験を活かせる 

もしくは自分が興味を持てる商品やサービスを探します。 

 

 

これが、まず第一歩です！ 
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その５：アドセンス審査に通ったらトレンド記事を書くその５：アドセンス審査に通ったらトレンド記事を書くその５：アドセンス審査に通ったらトレンド記事を書くその５：アドセンス審査に通ったらトレンド記事を書く    

 

さて、Google アドセンスの審査に通ったら実際に、 

トレンドアフィリエイトで稼ぐ為に必要な記事トレンドアフィリエイトで稼ぐ為に必要な記事トレンドアフィリエイトで稼ぐ為に必要な記事トレンドアフィリエイトで稼ぐ為に必要な記事を 

書いていきます。 

 

アドセンスの審査では、あくまでも審査にパスをする為 

あなたの日常など、ありきたりな日記を書きましたが 

トレンドアフィリエイトで稼ぐ場合は、違います！ 

 

 

 

 

審査が通った後は、ブログには 

今、まさに検索されてる回数が物凄い増えている今、まさに検索されてる回数が物凄い増えている今、まさに検索されてる回数が物凄い増えている今、まさに検索されてる回数が物凄い増えている    

急上昇キーワードを狙い記事を急上昇キーワードを狙い記事を急上昇キーワードを狙い記事を急上昇キーワードを狙い記事を書いてきます！書いてきます！書いてきます！書いてきます！ 

 

なぜなら「普通の人の日記を見たい！」なんて思う方は、 

ほとんどいないし、普通の日記じゃほんとどアクセスが

集まらないからです！ 

 

 

 

だからこそ、比較的アクセスが集めやすく 

情報の需要がある内容で記事を書く 

必要があるんです！ 

 

 

そして、トレンドアフィリエイトで稼ぐ場合、 

1 番重要なのは、“キーワードの選定”です！ 



26 

Copyright(C)2012 〇〇〇〇 All Rights Reserved. 

例えば、下記のような芸能人ネタや、サッカーや野球の

速報などのスポーツネタの記事を書いていきます。 

 

• サッカー女子日本代表がオーストラリアと対戦。

その結果は・・・最新情報はこちら！ 

 

など、その試合終了後すぐに、スポーツの途中経過や 

試合結果を日本中のネットユーザーが知りたい！と 

思ってるネタを記事にしてアクセスを集めます！ 

 

基本的には、サッカーのテレビ中継が見れない人などは 

ネットで「サッカーはどうなったんだろう？」と 

調べることが多いんです。 

 

トレンドアフィリエイトは、そんなネタを先回りして 

いち早くブログ記事にする事で爆発的なアクセスを生み 

クリック報酬を得るというのが、 

 

トレンドアフィリエイトの基本的な稼ぎ方です。 

 

 

 

 

それでは、トレンドアフィリエイトの記事の書き方を 

次のページで解説していきます。 
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その１：トレンドキーワードを探す事その１：トレンドキーワードを探す事その１：トレンドキーワードを探す事その１：トレンドキーワードを探す事    

 

まずは、今まさに急上昇しているキーワードを調べます。 

このトレンドキーワードの調べ方は簡単です。 

 

• YahooYahooYahooYahoo 急上昇キーワードのサイトを見る急上昇キーワードのサイトを見る急上昇キーワードのサイトを見る急上昇キーワードのサイトを見る  

 

 

http://searchranking.yahoo.co.jp/burst_ranking/ 

    

    

• グーグルトレンドの急上昇ワードで調べるグーグルトレンドの急上昇ワードで調べるグーグルトレンドの急上昇ワードで調べるグーグルトレンドの急上昇ワードで調べる    

    

    

http://www.google.co.jp/trends/hottrends     
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そのそのそのその２２２２：：：：YahooYahooYahooYahoo ニュースでもニュースでもニュースでもニュースでもトレンドトレンドトレンドトレンドキーワードをキーワードをキーワードをキーワードを探す探す探す探す    

 

急情報キーワードを見るのと同時に、日本最大の検索 

ポータルサイト、Yahoo のトップページに掲載されてる 

Yahoo ニュースもチェックします。 

 

 

 

http://news.yahoo.co.jp  

 

なぜなら、Yahoo ニュースで掲載されたニュースは、 

結構の確率で検索される確率が非常に高まるからです。 

ですから、Yahoo ニュース見出し一覧から気になるのを

ピックアップしてトレンドキーワードを探しましょう！ 

 

狙い目は、キャッチーな芸能人ネタ、有名人の 

エンタメ系ニュースやサッカー日本代表など 

スポーツ系のニュースです。 

    

日本国民日本国民日本国民日本国民のののの多くが多くが多くが多くが興味を興味を興味を興味を持つ持つ持つ持つネタがネタがネタがネタが良い良い良い良いんです。 
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そして、その１、その２のをもとに一つキーワードが 

見つかれば、今度は関連関連関連関連キーワードキーワードキーワードキーワードを探します！ 

関連キーワードは以下のサイトを使います。 

 

http://www.lifexweb.com/lab/unitsearch.php  

 

そのそのそのその関連関連関連関連キーワードでキーワードでキーワードでキーワードで、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが一般人一般人一般人一般人目線目線目線目線でででで    

「「「「気になるな気になるな気になるな気になるな～～～～」」」」とととと思う思う思う思うキーワードをキーワードをキーワードをキーワードを選びます選びます選びます選びます。。。。 

 

基本的に関連キーワードで表示されるキーワードも 

検索数が上がっているので、有名人単体の名前で記事を

書くよりも関連キーワードを狙って記事を書いた方が 

 

• ライバルが少ないこともあるし 

• 検索数が多い場合があるからです。 

 

例えば、このレポートを書いている時点で、 

一番注目集めてるな～と思った芸能人関係のニュースは、 

AKB の事件です。 

 

「川栄李奈さん」と、「入山杏奈さん」がノコギリを 

持った男に切り付けられた事件は世間の注目を浴び 

この二人が一気に注目され彼女たちの名前が検索される 

回数が多いと判断できたんです。 

 

（本当は、あまり事件性の強い記事だと 

 良くないですが、あくまでも事例として解説します。） 

 



30 

Copyright(C)2012 〇〇〇〇 All Rights Reserved. 

 

 

そして、「川栄李奈」さんの関連キーワードを調べると 

色々と表示されていているので、ここから 

あなたがあなたがあなたがあなたが一般人一般人一般人一般人目線目線目線目線でででで「「「「気になるな気になるな気になるな気になるな～～～～」」」」とととと思う思う思う思う    

関連関連関連関連キーワードをキーワードをキーワードをキーワードを選びます選びます選びます選びます。。。。 



31 

Copyright(C)2012 〇〇〇〇 All Rights Reserved. 

そのそのそのその３３３３：ライバルを調べる：ライバルを調べる：ライバルを調べる：ライバルを調べる    

 

そして、最終的に狙うキーワードが見つかれば、再度

Yahoo や Google で検索してみましょう！ 

 

 

この時、1 ページに表示される検索結果の 10 ページが 

アメブロアメブロアメブロアメブロとかとかとかとか SeesaaSeesaaSeesaaSeesaa ブログブログブログブログなどのなどのなどのなどの無料無料無料無料ブログブログブログブログ記事が記事が記事が記事が    

多ければ多ければ多ければ多ければ、、、、GoGoGoGo サインサインサインサインです！ 

 

なぜなら、無料ブログを使って記事を書いている人は 

大抵が、本気で記事を書いてない人が多いからです。 

 

 

 

逆に、Wordpress など有料ブログとかまとめサイトが 

多い場合は、本気で記事を書いている人が 

参入している数が多いと判断できます。 

 

だから、ライバルも多いのでキーワードを選び直し 

その１～その２を繰り返すことをお勧めします！ 
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そのそのそのその４４４４：トレンド記事を書く：トレンド記事を書く：トレンド記事を書く：トレンド記事を書く    

 

穴場のトレンドキーワードが見つかれば、あとは 

記事を書いていきます！ 

 

ネタは、ネットから探したり雑誌、テレビなど 

ありとあらゆる場所から探していき、自分の言葉で 

記事を書いていきます！ 

 

記事には、画像もそうですが YouTube でもキーワードで

検索して動画を載せたりすると良いです。 

YouTube には埋め込みコードがあるので、 

それをコピーしブログに張り付けるだけです。 

 

 

 

この時、素人の動画よりはテレビ関係のちゃんとした 

報道番組の動画を載せた方が良いです。 

 

色んな理由がありますが、とにかく 

動画の質も高いからです。 

 

もしくは自分で作成できれば 1 番ですけどね。 
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そのそのそのその５５５５：：：：GoogleGoogleGoogleGoogle アドセンス広告を載せるアドセンス広告を載せるアドセンス広告を載せるアドセンス広告を載せる    

 

最後に、記事内に Google アドセンスの広告を貼ります。 

広告は色んな種類が用意されてますが 1番クリック率が

高まるのは、記事上や記事下に載せる事です。 

 

また私の今までの経験によると、バナー広告よりも 

テキスト広告を表示できるアドセンス広告の方が 

クリック率が高い傾向があります。 

 

 

 

 

ただ、これは記事にもよりますので、実際は 

色々と分析して行う必要があるので一概に 

これがベスト！とは言えません！ 

 

とにかく、ブログを見ている人の目線を意識して 

広告を張り付ける場所を考えてください。 
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追伸：追伸：追伸：追伸：    ただし労働型では、自由は得れないですただし労働型では、自由は得れないですただし労働型では、自由は得れないですただし労働型では、自由は得れないです    

 

さて、ここまでトレンドアフィリエイトで稼ぐ方法を 

解説してきましたが、このやり方は、あくまでも 

初心者の方のための練習用として解説しました。 

 

 

それに、トレンドアフィリエイトは基本的にはトレンドアフィリエイトは基本的にはトレンドアフィリエイトは基本的にはトレンドアフィリエイトは基本的には    

労働型のアフィリエイトなんで労働型のアフィリエイトなんで労働型のアフィリエイトなんで労働型のアフィリエイトなんで、このレポートで 

解説したやり方では、自由を得ることはできません！ 

 

私の資産構築型概念の無料メール講座の読者の方には 

最終的に、自由なライフスタイルを構築してほしいと 

思っています。 

 

ですから、練習として今回はトレンドアフィリエイトを 

解説しましたが、それで稼げるようになっても 

絶対に、資産構築型で稼ぐ仕組みを作る方法絶対に、資産構築型で稼ぐ仕組みを作る方法絶対に、資産構築型で稼ぐ仕組みを作る方法絶対に、資産構築型で稼ぐ仕組みを作る方法を 

学ぶことを忘れないでください！ 

 

 

 

 

ネットで稼ぎ自由を得ることを目標にしたい方にとって 

1 番重要なのは、ネット上の資産を構築する方法を 

学ぶ事だからです！ 
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それに、実は、Google アドセンスで稼ぐ場合も 

資産構築型で稼ぐ仕組みを作り上げ、現実的に 

毎月 10 万～30 万ぐらい稼ぐ方法もあります！ 

 

基本的には、Google アドセンスを使った、 

メディア型アフィリエイトで稼ぐ資産構築型の手法には、

３つのやり方があります。 

 

 

 

今後、その事についても解説していきますので 

私の資産構築型概念の無料メール講座を引き続き読んで 

色々と勉強してみてください！ 

 

 

 

それでは 

 

富田 

 

 


