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まずは、私の自己紹介から。 
 
名前は 馬場 博 と申します。人相は写真の通りです。 
 
出身地 は岐阜県ですが。現在は横浜に在住しています。 
趣味はカラオケ、パソコン、写真、お酒を飲むこと 
実績はパソコン歴がかれこれ３０年以上ありますが、ネットビジネスは数年ぐ

らいです。 
 
経歴は 
 
大学を卒業後、某エンジニアリング会社で電気エンジニアとして２６年、日

本国内および海外のあちこちで活躍 
 
その後、アメリカの大学で日本語教師１年 
 
帰国後、留学関係の会社でパソコンとにらめっこしながら、余暇を使ってネ

ットビジネスをしています。 
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0. 

1. 

 はじめに 

 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
現在、数多くの方がネットビジネスに関わり、その多くはなかなか結果を得

られないまま、日々お金と時間を無駄にされているのではないかと、 
私の体験談を作ってみました。少しでもお役に立てればと期待していま

す。 
 
私がネットビジネスを始めるようになった経緯は下記の通りです。 
 

電気エンジニアを辞めてアメリカの大学で日本語教師 

 
１９９９年世紀末が近いころ５０歳になろうとしていましたが、それまで２６年

間あるプラントメーカーで電気エンジニアとして働いてきました。 
 
当時、いつも心の中で思っていたことは「今から１０年経って６０歳になり、

会社を辞めて次に何かできるだろうか。年を取ってからでは難しいだろうな。

今はまだ元気だけれど、元気なうちに何かできることはないか。」と漠然と

考えて毎日を過ごしていました。 
 
ある時、新聞の記事が目に入りました。「アメリカの大学で日本語教師」 
 
面白いと思いました。先生だったら年をとっても続けられる。まして景気の

悪い日本を離れてアメリカで暮らす。もしかしたらチャンスかもと考えまし

た。 
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参加するには試験に合格する必要があったのですが、駄目もとで、すぐに

申し込みました。朝から１日がかりの試験でした。筆記試験と面接。英語で

の質問もありましたが、仕事上海外経験が長かったのでなんとか答えること

ができました。 
 
１週間たって届いたのが「合格通知」。 
 
「えー合格しちゃったよ、どうしようか。会社も辞めないといけないし」と思わ

ず、あせりました。 
 
家族に相談したら、「いいんじゃない、もしかしたらチャンスかもしれないし」

と応援してくれました。 
 
早速、本屋さんに行き「上手な退職の仕方」というのを見つけました。 
 
● 決していきなり退職届をださないこと。 
● 直属の上司をとばして話をしないこと。 
● 「個人的な話がしたいので」と切り出し、相談にのってもらう形で話を進

めること。 
 
上記の原則に則って、上司に「個人的な話がしたいのですが、会社が終

わってからでも相談にのってもらえませんか」とお願いしました。 
 
そして待ち合わせた喫茶店で「実は、このパンフレットに書いてあるプログ

ラムに応募して試験を受けたら合格してしまったんです。アメリカの大学で

教師をすることになりました。」と切り出したのですが、正直言って止められ

るかと思いました。 
 
でも返ってきた上司の言葉は「すごいじゃないか、馬場君。君ならきっと何

かすると思っていたけど、アメリカの大学で教師なんて誰でもできることじゃ
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ないよ。おめでとう！！」と言われ、結局無事に退職することになったので

す。 
 
話が長くなるのでアメリカの話は省略して日本に帰って来てからの話をしま

す。 
 
アメリカの大学で日本語教師をしていたら10ヶ月で数キロ以上体重が増え

てしまいました。（８３Kg を超えた）、これではいけないと日本に戻った後ダ

イエット についていろいろ調べて行くうちにインターネットで見つけたのが、

ダイエットしながらお金儲けもできるハーバーライフでした。 
 
ハーバーライフはこれを利用するだけでダイエットの効果があるのですが、 
さらにこれをビジネスとしても利用できるのです。 
 
インターネットを利用してダイエットしたい人、お金儲けしたいという人を誘

い、ハーバーライフを紹介していくのです。ビジネスの結果はそこそこで損

も得もないといった状態でした。 
 
でもダイエットに関しては 3 ヶ月で自分の体重を１１Kg も減量できこのこと

に関してはとても満足しています。現在は６０Kg 代で維持中です。 
 
こうして私のダイエットとネットビジネスが始まったのです。 
 
それと同時に私をアメリカに派遣した会社から手伝ってくれないかと話があ

りそちらのほうの仕事も始めました。 
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2. きっかけは 「今なら９８０円」  

 
そんなことで、ネットビジネスを少しかじり、アフィリエイトの勉強も始めまし

たが稼げるということはほとんどありませんでした。 
 
掲示板に書き込みをしたり。リードメールをしたり、A8 ネットその他いろいろ

挑戦してみました。１ヶ月１０００円も稼げませんでした。 
 
ネットビジネスの基本も知らなかったから当然と言えば当然かもしれません。

多くの方がこのような状態ではないかと推測いたします。 
 
ところがチャンスが到来しました。ごく、自然にやってきました。 
 
２００６年９月２１日８：３３、「流石めーる」というリードメールをしていた時、あ

る商材を目にしたのです。つまり届いたメールの中の URL をクリックし規定

の時間そのサイトを表示するとポイントがたまると言うものですが、時々役に

立つ商材をみつけたりもします。 
 
この時もたまたまでした。 
 
「日給 1 万円から 3 万円稼ぐ情報」というものでした。「今なら９８０円」と記

載されていました。うそでもいいやどうせ「９８０円」なんだからと軽い気持ち

で申し込みました。 
 
 
届いた商材は割りとまじめで、しかも簡単に実行できるものでした。その日

のうちに自分用の商材を完成させ、すぐにアップしました。あまり期待はし

ていなかったのですが、１日もしないうちに申し込みが来ているではないで

すか。 
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なに、うそだろ、本当に効果があるなんてとびっくりしました。 
 
どうせやるなら本格的にと思い、サイトの作りを自分用にアレンジし、オリジ

ナルとはまったく異なったスタイルにしました。 
 
すると、２，３，４と申し込みが続いて、始めて半月もしないうちに１日２０～３

０の申し込みが来るようになりました。確かに「日給 1 万円から 3 万円稼ぐ

情報」でした。 
 
始めたころに「自動で働く！？パソコンで月収３０万！！」という商材を５００

円で購入しました。これで「Mixi で月収３０万円稼ぐ方法」「今なら５００円」

という名前をつけて同時に売り出したら割りと申し込みがありました。 
http://goodnews.warmheart21.com/index-mixi.shtml 

3. 稼げるビジネスキット として継続中 

 
「日給1万円から3万円稼ぐ情報」というのを今では「稼げるビジネスキット」

と名前つけて販売し続けていますが、申し込みが途切れず今日まできてい

ます。 
 
http://goodnews.warmheart21.com/ 
 
というのは、いっぱい出回ると売れなくなるといったたぐいの商材ではなく、

ネットビジネスを始めるためのツールそのもので、これ自身はどんなビジネ

スに対しても応用が利くというからだと理解しています。 
 
また、入金が本人の口座に直に振り込まれる仕組みのため、現金が即、手

元に集まるといったメリットもあります。 
 
始めるために要する資金と技術力というものがほとんどいらないというのも

大きな要素です。 

http://goodnews.warmheart21.com/index-mixi.shtml
http://goodnews.warmheart21.com/
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さらに商材そのものが再配布可となっており、これを利用してすぐにビジネ

スが始められるのも特徴の一つです。 
 
私がオリジナルを購入したころはよく目にしましたが、最近はあまり見かけ

ないようです。きっと私がやってきたと同じように進化し続けているのだと思

います。 
 
この商材の面白いところは、進化し続け、あらゆる分野に応用できるといっ

たところです。今まで、この商材を利用していろいろなものを作ってきました。

私にとってとても役に立っています。 
 
 

4. IT マネージャーを任される 

 
また、同時に始めた留学関係の会社での仕事では、私がパソコンが得意

なことから IT マネージャー、つまり、ホームページを作ったり、データーベ

ースを管理する仕事を任されました。 
 
パソコン関係は３０年くらい経験がありましたが、ホームページはほとんど初

心者の状態でした。頼る人も無いまま独学で勉強をすすめるうちに

HTML,CSS,CGI と少しずつ理解できるようになり、今では人に教えられる

ようになって、自分の商材作成にも役立つようになってきたことも、今まで何

とか続けてこれた理由の一つです。 
 
仕事の関係上 SEO 業者やホームページ作成業者との付き合いもでき、そ

ちら方面での情報もかなり豊富になってきたのも理由の一つになるかもし

れません、 
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5. 稼げるホームページの作り方 

 
始めて間もないころ、購入いただいたお客様からいろいろお問い合わせを

いただき、ホームページの作り方に自信の無い方が多いと実感しました。 
いくら役に立つ商材を購入しても最初のとっかかりのところでつまづいてそ

こで止まってしまうようです。 
 
私が何でもないと思えることでも、そうじゃない人も多いんだ、これを解決で

きればさらに売りやすくなると考えました。 
 
さっそくビジネスキットを利用して「稼げるホームページの作り方」という商

材を作って販売するとすぐに売れ始めました。 
 
ホームページを作るためのテクニックだけでなく、作れるようになるまでの準

備編と、稼げるホームページを作るにはどうしたらいいかといったポイントも

含めました。内容が分かりやすいと評判でした。 
 
 
http://hp-manual.warmheart21.com/ 

http://hp-manual.warmheart21.com/
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6. ビジネスキット ブログ版 

 
また、ブログが集客に効果があると聞いて「ビジネスキット ブログ版」という

のをブログを使って作ってみました。 
 
ブログは記事の作成が簡単で誰でも割と楽に利用できるのが特徴ですが、

あまり知られていないのがその機能です。つまり、PING 送信と言う機能が

あるのです。これは記事を作成、または更新する度毎に PING 送信先に

情報を発信する機能があるのです。これにより、割と簡単に検索上位にあ

がります。 
 
さらに「コメント」「トラックバック」という機能も SEO 対策用とても効果があり

ます。これを利用するために従来あった「ビジネスキット」をそのままブログ

に応用してみました。 
 
ブログもホームページの１種です。原理さえ分かれば応用は難しくはありま

せんでした。見栄えをよくするために、見かけ上まったくブログにみえなくし

てみました。SEESAA ブログが自分用のアレンジをかなり細かく設定でき

るのでこれを利用しています。 
 
この「ビジネスキット ブログ版」はまったく私のオリジナルのため再配布不

可としました。代わりに、オリジナルを再配布可としてつけました。 
 
http://goodnews21.seesaa.net/ 
 

http://goodnews21.seesaa.net/
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7. SEO 対策 ハンドブック 

 
さらに、どうして集客したらいいか分からないという人が多いようなので、

「SEO 対策 ハンドブック」というのも作ってみました。これは私のこれまで

の実績とあちこちからできる限りの情報を集めて作成しました。私の数多く

のサイトはこの法則に則って作成されており検索上位のものがたくさんあり

ます。 
 
SEO に関しては数え切れないほど情報がでていますが、どれも部分的な

ものが多いので、これだけ知っていればいいという、包括的なものにしてみ

ました。理論だけでは理解できないと思い、応用編も作ってみました。 
 
SEO は常に進化しつづけますので、今後もバージンアップし続けようと考

えています。 
 
http://www.warmheart21.com/goodnews/seo/ 
 
 
数多くの実績を作ってきたので、検索上位に上がるための方法はかなり確

立していると自負しています。 
 
 
ちなみに「ビジネスキット」を GOOGLE で検索すると１位、YAHOO では日

によって違いますが５位くらいです。他のサイトも同様です。 
 
 

http://www.warmheart21.com/goodnews/seo/
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8. グーグルアドセンス攻略法 

 
また、少しでも稼ぐという実績を作ってもらいたいと「グーグルアドセンス攻

略法」というのを出しています。これは確実に稼げる方法なのでとてもお勧

めです。私も何百というサイトを作り続けていますが、ほっておいてもクリッ

クされているようです。 
 
アドセンスへの申請の仕方、アドセンスコードの選び方、キーワードの選び

方、記事の書き方、アクセス解析、集客の仕方を含めており、かなり充実し

た内容になっています。 
 
アドセンスで面白いのはこれで稼げるようになるのですが、その過程にお

いていろいろな作業を繰り返すため、ネットビジネスで稼ぐための基本が身

に付くことです。 
 
まず、キーワードの見つけ方を学びます。また情報を検索して新たな自分

オリジナルの情報を作り出すという技術が身に付きます。さらに作業を続け

るうちにどのキーワードがクリックされやすいのかというポイントが体感でき、

集客の仕方が感覚的に分かってきます。 
 
最近になって分かったことですが、アドセンスを続けると、メルマガや無料

レポート等を作成することが割りと簡単にできる自分を発見できました。 
 
http://suteki.warmheart21.com/index.shtml 
 

http://suteki.warmheart21.com/index.shtml
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9. アドセンス無料メールセミナー 

 
現在、商材を購入しても、なかなか実践にまで至らない人のために 
アドセンス無料メールセミナーを開講しました。数多くの方に参加いただい

ています。時々、感謝のメールが届くのもうれしいものです。 
 
このメールセミナーの仕組みも「ビジネスキット」を応用しており、 
申し込みから終了まで１６の工程がありますが、すべて全自動になっており、

１度作成するとまったく手間が掛かりません。 
 
さらに、１工程ずつ、完了報告が送信される仕組みで参加者の進捗が 
手に取るように分かります。 
 
今後もどうようなセミナーを作る予定です。 
 
http://www.warmheart21.com/goodnews/ads-seminar/ 
 

10. 無料レポートとメルマガに挑戦中 

 
このようにいろいろなことをしてきましたが、最近では、以前、購入した「メル

マガブートキャンプ」を自分なりにアレンジして、無料レポートとメルマガに

挑戦中です。 
 
２００９年３月１日に始めましたが２００９年３月３１日までに作成した無料レポ

ートは合計１０個で、０から始めた読者は４００人を越えました。４月中に１０

００人を超えそうです。これが多いか、少ないかは判断できませんが、０から

始めて、減ることも無く増え続けていることに意義を感じています。 
 

http://www.warmheart21.com/goodnews/ads-seminar/
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現在利用している無料レポートスタンドは下記の通りです。 
 
激増 
http://www.gekizou.biz/ 
 
まぐぞう 
http://mag-zou.com/ 
 
すごわざ 
http://www.sugowaza.jp/ 
 
FREE BOOK 
http://www.sugowaza.jp/ 
 
メルぞう（申請中） 
http://mailzou.com/ 
 

11. 稼ぐための無料レポート作成解説書 

 
先日「稼ぐための無料レポート作成解説書」という商材を購入しました。現

在お読みになっているこの無料レポートはこの商材の指示に従って作成し

ています。３月２７日に購入して２作目です。結構快調に無料レポートがで

きるので助かっています。無料レポートは体験談がいいですよ。ということ

だったので体験談にしてみました。 
 
私が買った「稼ぐための無料レポート作成解説書（トップ・レポートブランデ

ィング）」がご覧いただけます。 
 
http://www.infotop.jp/click.php?aid=52215&iid=30095

http://www.gekizou.biz/
http://mag-zou.com/
http://www.sugowaza.jp/
http://www.sugowaza.jp/
http://mailzou.com/
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12. 最後に 

 
ここまで読んでいただきありがとうございます。大切なのは、インタネットは

巨大な市場です。でも待っていても誰もどこからも来ることはありません。そ

の手段、きっかけをいかにたくさん持てるかが鍵になってきます。 
 
私の実績に基づき記載しましたが、ここに書いたことが最良と思っているわ

けではありません。この「私が「ネットビジネス」を始めた経緯（体験談）」が

あなたのお役に立てればと思っています。 
 
 
この他、お役に立つ情報を私のメールマガジンでいろいろお知らせしてい

ます。興味のある方はご登録されることをお勧めします。 
 
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/ 
 
-------------------------------------------------  
最近私が作成した無料レポートです。 
きっと、お役に立ちます。 
------------------------------------------------- 
 
◆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/ 
 
◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/39233/3536/ 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=52215&iid=30095
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/
http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/
http://www.gekizou.biz/39233/3536/
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◆グーグルアドセンスのバイブル的マニュアル 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681 
 
◆5 万のつもりが１００万に 
http://www.gekizou.biz/39446/3536/ 
 
◆もう情報商材は買わないでください。 
http://www.gekizou.biz/40015/3536/ 
 
◆オールドドメインの取得の仕方 
http://www.gekizou.biz/40065/3536/  
 
◆音声ファイルの作り方 
http://www.gekizou.biz/40116/3536/   
 
◆あて先無し、不達メール抽出法 
http://www.gekizou.biz/40387/3536/ 
 
◆ 「アドセンス」を一瞬で「楽天」に変更する方法 
http://www.gekizou.biz/40430/3536/ 
 

発行者情報 

 発行者氏名      馬場 博 
 発行者住所      神奈川県横浜市鶴見区東寺尾５－６－１９ 
 連絡先        goodnews@warmheart21.com 
 無料セミナー申し込み http://tinyurl.com/ckvmq3 
 セミナー途中解除   http://tinyurl.com/b447g8 
 メルマガ購読解除   http://tinyurl.com/afk94o 
 過去のメルマガ    http://goodnews-merumaga.seesaa.net/ 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/39446/3536/
http://www.gekizou.biz/40015/3536/
http://www.gekizou.biz/40065/3536/
http://www.gekizou.biz/40116/3536/
http://www.gekizou.biz/40387/3536/
http://www.gekizou.biz/40430/3536/
mailto:goodnews@warmheart21.com
http://tinyurl.com/ckvmq3
http://tinyurl.com/b447g8
http://tinyurl.com/afk94o
http://goodnews-merumaga.seesaa.net/
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 無料プレゼント 
http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml 
 
  
 
メルマガの登録・解除その他の情報がご覧いただけます。 
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/ 
----------------------------------------------------- 

馬場博 

goodnews@warmheart21.com 
----------------------------------------------------- 
 
 

http://goodnews.warmheart21.com/omake/free-present.shtml
http://www.warmheart21.com/goodnews/merumaga/
mailto:goodnews@warmheart21.com
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