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0. 

 

始めに 
 
横浜在住の馬場と申します。ネットビジネスについてお話しします。 
ネットビジネスでお金儲けしたいと考えている人のヒントになればと思ってい

ます。 
 
 
ネットビジネスには色々な方法があります。自分で情報商材を作って売るネッ

トビジネス、人が作った商材を売るネットビジネス、グーグルアドセンスを利

用するネットビジネス等、色々あります。どの方法が一番いいと決め付けるこ

とはできません。 
 
よく、ネットビジネスは儲からないと聞きます。儲けているのはほんの一部で、

ほとんどの人はネットビジネスで一ヶ月 5、000 円も儲けていないと聞きます。 

なぜでしょうか。多分、ビジネスには信用が必須条件ですが、ネットビジネス

ではお互いに顔が見えない分、信用を得ることが非常に難しいということが考

えられます。 
 
ネットビジネスで儲けている人は色々な手段を利用してこの信用を勝ち得てい

ると思われます。ネットビジネスの手段は無数にあり、また常にネットビジネ

スの状況は変化します。昨日までの手段が使えなくなるということはネットビ

ジネスでは日常茶飯事です。 
 
 
従って、ネットビジネスで儲けようとする場合一つの手段に固執することはと

ても危険です。ネットビジネスでは常に 2 つ以上の有効な手段を持っている必

要があります。 
 
特に即金性の高いネットビジネスを一つと確実に儲けられるネットビジネスを

一つは持っていたいものです。この 2 つを土台にして、さらに大きく稼げるネ

ットビジネスに挑戦していくのが、ネットビジネスの世界で生き残っていくコ

ツかと思われます。 
 



ネットビジネスのバイブル的マニュアル 

目次 

-2- 

 
説明は下記内容により構成されています。 
 

 
0. 始めに .................................................................................................................. 1 
1. 即金性の高いネットビジネス .......................................................................... 3 
2. 確実に儲けられるネットビジネス .................................................................. 4 

2.1. 自己アフィリ： .......................................................................................... 4 
2.2. ポイントサイト・リードメール： .......................................................... 4 
2.3. グーグルアドセンス .................................................................................. 4 

3. 大きく稼げるネットビジネス .......................................................................... 5 
3.1. アフィリエイト .......................................................................................... 5 
3.2. 自分で用意した商材を ASP 経由で販売する ......................................... 5 
3.3. 他人のネットビジネス商材を購入してそれを元に儲ける .................. 6 

4. ネットビジネスでの見込み客獲得方法 .......................................................... 6 
5. なぜ、稼げないか .............................................................................................. 7 
6. ネットビジネス関連情報 .................................................................................. 8 
7. ネットビジネスは孤独 ...................................................................................... 9 

7.1. 縁縁 .............................................................................................................. 9 
7.2. 常夏塾 ........................................................................................................ 10 

8. ホームページ作成要領 .................................................................................... 10 
9. 最後に ................................................................................................................ 10 

 
 



ネットビジネスのバイブル的マニュアル 

-3- 

 

1. 即金性の高いネットビジネス 
 
即金性の高いネットビジネスとはインフォカートやインフォトップなどの ASP
（アフィリエイト･サービス･プロバイダ）を利用しないで直接自分の銀行口座

に振り込んでもらう方法です。 
 
商材サイト掲載＝＞申込＝＞振込み案内送付＝＞振込み＝＞振込み確認 ＝＞ 
商材送付  
 
の仕組み（システム）を自分で構築するのです。 
 
このネットビジネスの仕組みを持っていることにより、即入金が期待できるの

です。価格設定は自分の自由ですがあまり高くしないことが長く続けられるこ

つです。 
 
そんなネットビジネスのシステムはできそうも無いと思われるかもしれません

が、このネットビジネスのシステムを安く販売しているところが結構あります。 
 
再販可能なネットビジネスサンプル商材が用意され、その日から始められるビ

ジネスキットもあります。一つできると、色々アレンジして続編をつくること

ができお勧めです。 
 
 
ネットビジネスでお金儲け、稼げるビジネスキット「マーチャント２」 
http://goodnews.warmheart21.com/ 
 
インターネットビジネスホームページ作成要領 
http://hp-manual.warmheart21.com/ 
 
 
注意したいことがあります。それは入手した「ネットビジネスサンプル商材」

をそのままの形で使わないことです。できれば原型がほとんど残らないほどに、

自分のセンスで作り変えることです。 
 
オリジナリティを持たせることはとても大切です。どこかで見たことがあるな

と思われれば、サイトへの訪問者はすぐに去ってしまいます。 
 

http://goodnews.warmheart21.com/
http://goodnews.warmheart21.com/
http://hp-manual.warmheart21.com/
http://hp-manual.warmheart21.com/
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2. 確実に儲けられるネットビジネス 
 
確実に儲けられるネットビジネスも色々あります。 
 
 

2.1. 自己アフィリ： 
 

アフィリエイトの中で自己アフィリといって、自分のアフィリエイトに自

分自身で申し込んでも利益となるネットビジネスが結構あります。無制限

に儲けることはできませんが数万円は儲けられれます。最初に現金を入手

する手段としてはお勧めです。 
 
 

2.2. ポイントサイト・リードメール： 
 

ポイントサイト・リードメール等、そのサイトを利用することにより儲け

られるネットビジネスがあります。但し、掛かった労力と時間の割には利

益が少ないのでお勧めではありません。 
 
 

2.3. グーグルアドセンス 
 

グーグルアドセンスの宣伝広告をクリックしてもらうだけで儲けることが

できるネットビジネスです。サイトの数が少ないうちは効果は少ないです

が 20 サイト以上から徐々に効果が出始めサイト数が増えれば増えるだけ利

益率が飛躍的に上がり、かなりお勧めです。 
 
サイト数がある程度増えてくると、1 日 5000 円以上は安定して儲けること

ができるようです。 
 
ただし、グーグルアドセンスの ID 削除の危険が常にあり、これだけで儲け

ようとすることはお勧めではありません。必ず他の方法のネットビジネス

と並行して続けることが必要です。 
 
面白いことがあります。グーグルアドセンス用のサイトを作り続けていく

と、よくアクセスが集まるキーワードが解るようになってきます。又、こ

こにアフィリエイトを組み込めばきっと儲かるなということも感じられる

ようになってきます。 
 
ここに、ネットビジネスの基本があるように感じられます。 
 
ネットビジネスをするのであれば、必ず押さえたいポイントかと思います。 
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※グーグルアドセンスに関しさらに詳しくまとめてみましたので参照下さい。 
http://www.warmheart21.com/usefull-news/ads21/ 
 
グーグルアドセンス攻略法というのも出しています。 
http://suteki.warmheart21.com/ 
 
 

3. 大きく稼げるネットビジネス 
 

3.1. アフィリエイト 
 

他の人の商材をアフィリエイトして儲けるネットビジネスです。宣伝の仕

方によってはかなりの利益が期待できます。 
 
但し、多くの方がここでつまづきます。つまりいきなりアフィリエイトを

始めてもほとんど儲からないからです。儲かるどころかサイトへのアクセ

スが全く来ないのです。多くの方がネットビジネスなんて儲からないやと

あきらめて去っていきます。 
 
ブログを利用したり、ホームページを作ったり、メルマガを配信したりし

てもなかなか儲からないのが現実です。 
 
これは、ネットビジネスの基本が理解できていないからです。まずは「グ

ーグルアドセンス用サイト」を作り、訪問者の気持ち、あるいはキーワー

ドのことを体感してみることです。体感することにより、何をどうしたら

「アフィリエイト」で儲けられるかが解ってきます。 
 
この準備段階が必須かと思われます。 
 
 
「グーグルアドセンス用サイト」をある程度作りこんだ後、「アフィリエ

イト」に移行するとかなりスムーズです。私もそうしてきました。 
 
 

 
3.2. 自分で用意した商材を ASP 経由で販売する 

 
自分で商材を用意し、アフィリエイターに宣伝をお願いするネットビジネ

スです。商材の中身、商材を宣伝するセールスレターによってはかなりの

利益が期待できます。 
 

http://www.warmheart21.com/usefull-news/ads21/
http://www.warmheart21.com/usefull-news/ads21/
http://suteki.warmheart21.com/
http://suteki.warmheart21.com/
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但し、中身の無い、あるいは実行が困難な情報商材を販売する人も少なく

なく、充実した内容のあるものを用意することが成功の秘訣です。（自分

のシリーズでリピーターが続出するようになりたいものです。） 
 
 

 
※ 詐欺商材 
 
中身の無い、あるいは実行が困難な情報商材は詐欺商材と呼ばれたりしている

ようですが、本当の詐欺商材というものは現実的にはほとんどなく、商材を販

売している人はその方式で十分儲けていることがほとんどです。購入した人が

その方式を実行する時点でその人の力量に見合っていないがゆえに十分な効果

が得られないというのが現実のようです。 
 
このギャップをいかに無くすかが新たに情報商材を作っていこうとする人に求

められていると感じます。 
 
 

3.3. 他人のネットビジネス商材を購入してそれを元に儲ける 
 

多くの方が利用されているのがこれです。ちまたにはネットビジネス商材

が溢れています。いいものも、できの悪いものもいろいろあります。 
 
気をつけないといけないことは、ネットビジネス商材を購入した人のすべ

てが儲けているわけではないということです。ネットビジネス商材の内容

は様々でいちがいには言えませんが、詐欺商材で記載したように、購入し

た人がその方式を実行する時点でその人の力量に見合っていないがゆえに

十分な効果が得られないことが多いようです。 
 
また、ネットビジネス商材には利用できる賞味期限があり、それをすぎる

とほとんど役に立たなくなるものが多いのも事実です。 
 
従って、ネットビジネス商材を購入するときは購入前にその中身を感じ取

る必要があります。多くの人に長く利用されているものがお勧めです。く

れぐれも商材マニアにならないようにしてください。 
 
 

4. ネットビジネスでの見込み客獲得方法 
 
ネットビジネスにおいて、見込み客の獲得はとても大切です。方法は色々あり

ます。 
 
１．SEO 対策を行い、検索エンジンの順位を高める 
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２．メルマガを発行し宣伝する 
３．無料レポートを発行し有効なメルアドを回収する 
４．MIXI などの SNS を利用し集客する。ただし、MIXI 内では商用利用は不

可のため要注意です。色々な対策商材がでています。 
５．トラフィックエクスチェンジを利用する。 
６．リードメールを利用する。 
７．グーグルアドワーズを利用する。 
８．有料のメルアドを購入する。 
９．無料でメルアドを回収する。 
 
その他色々な手段がありますが、中には SPAM 行為等とみなされるものもあり

要注意です。いかにして、他の人に迷惑をかけず、喜んでもらうかが重要な課

題です。 
 
 
無料レポートとして別途下記資料を作成しています。きっとお役に立ちます。 
いかにして自分のサイトにアクセスを増やすかを分かりやすく説明しました。 
実績のあるものです。 
 
◆SEO 対策のバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/38787/3536/ 
 
 
◆負けない SEO 対策応用編 
http://www.gekizou.biz/39106/3536/ 
 
 

5. なぜ、稼げないか 
 
「なぜ、稼げるか」の反対に「なぜ、稼げないか」という問いがあります。 
 
数多くの優良商材と言われるものを購入し、沢山の本を読んでいるけど、なぜ

かさっぱり稼げないと言う人が多いのではないでしょうか。 
 
優良商材に書かれている内容には沢山の優良な情報がつまっています。 
 
いくらいいものを購入しても実行しなければ稼げない、「実行」こそが大切で

あるといわれます。その通りです。多くの人は購入して、少し見ただけで最終

的に稼げるところに行く前に作業を停止しています。 
 
実行すれば稼げると解っていても、実行しないのです。なぜでしょうか。 
 

http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/


ネットビジネスのバイブル的マニュアル 

-8- 

それは商材作成者と購入者の背景にあるギャップに起因するのではないでしょ

うか。 
 
１．商材の内容が理解できるか。 
２．商材の内容を実行できる力量があるか。 
３．商材の内容を実行するための環境がととのっているか。 
４．商材の内容を実行するタイミングは時期的に問題ないか。 
 
以上のようなポイントがクリアできていないとその商材を利用して稼ぐことは

困難なのです。 
 
では、どうしたらいいのでしょうか。あきらめるのでしょうか。 
 
いや、そうではありません。商材を自分の力量、環境、タイミングに合わせて

アレンジしなおすことです。 
 
１．まず、解る範囲内で実行する。解らないところはできる限り問い合わせて

解決する。完全に解らなくとも理解できた内容で自分の稼ぎにつながるよう努

力する。 
 
２．自分の実力が足りない、環境が不足している場合でも、できる範囲内でと

にかく自分流のやり方にアレンジしてみる。 
 
３.タイミングが合っていなくても、まだ使える部分がないか検討してみる。 
 
つまり、購入したものをそそままの形で利用するのではなくて、自分ができる

形に作り変えて自分流のやり方を編み出すことこそ、どんな「駄目商材」を購

入してもそこから活路を見出してゆく秘訣です。 
 
これは、他の人の商材を自分のものにし、また自分の商材として販売してゆく

ためのこつでもあります。 
 
 

6. ネットビジネス関連情報 
 
ネットビジネス関連のお役立ち情報をまとめてみました。 
 
海外最新インターネットビジネス情報 ドロップシッピング 
http://www.kaigainet.com/index.htm 
 
インターネットビジネス 
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

http://www.kaigainet.com/index.htm
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%
E3%82%B9 
 
 
ネットビジネスの鉄則！？：Itpro 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20001026/1/ 
 
 
ビジネス・キャリア＞ネットビジネス [まぐまぐ！] 
http://www.mag2.com/j/bsc/nb/0001.html 
 
 
海外インターネットビジネス 
http://www.fpland.com/ 
 
ネット・ビジネスが失敗する理由：Itpro 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20010524/1/ 
 
 
ネットビジネス関連情報の情報商材レビュー・口コミ・評判 
【InfoReview】 
http://www.inforeview.net/cat_net.html 
 
 
 
 
 
 

7. ネットビジネスは孤独 
 
ネットビジネスは在宅でもできます。自宅に閉じこもり会社に行く必要もあり

ません。とても孤独です。そんな時必要なのが人脈とか自分を導いてくれる指

導者です。お勧めのサイトがあります。 
 

7.1. 縁縁 
 

先日、たまたま「縁縁」という商材の説明を目にしました。とっても丁寧

にビジネスに必要なのはテクニックとかツールではなく人と人との「縁」

がとても大切だ。「縁が円を呼ぶ」と説明していました。思わず納得して

すぐ申込、しっかりと勉強しました。５０００円でしたが高いとは思いま

せんでした。これからの私のビジネスの指標になると思いました。有名な

岡田塾の塾長が作られたものでした。 
http://www.infotop.jp/click.php?aid=52215&amp;iid=10802 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20001026/1/
http://www.mag2.com/j/bsc/nb/0001.html
http://www.fpland.com/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20010524/1/
http://www.inforeview.net/cat_net.html
http://www.infotop.jp/click.php?aid=52215&amp;iid=10802
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7.2. 常夏塾 

 
塾は色々ありますがとてもお勧めの塾です。かなりの塾生が実績を上げて

いるようです。 
 
http://www.ctw-movie.com/toko/ 
 
 

8. ホームページ作成要領 
 
ネットビジネスで大きく稼ぐにはホームページ作成ぐらいはできるようになり

たいものです。 
 
稼げるインターネットビジネスホームページ作成要領 というのを作ってみま

したのでご利用ください。 
 
http://hp-manual.warmheart21.com/ 
 
 

9. 最後に 
 
以上、いろいろとネットビジネスに関して説明してきましたが、これらは実際

に私が行って実績あるものです。但し普遍的なものではなく、常に見直しが必

要かと思われますが、必要に応じて更新していきます。お役に立てれば幸いで

す。 

 

馬場博 
goodnews@warmheart21.com 

http://www.ctw-movie.com/toko/
http://hp-manual.warmheart21.com/
http://hp-manual.warmheart21.com/
mailto:goodnews@warmheart21.com
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