
自動金稼ぎロボットの設計図 

いきなりぶっ飛んだタイトルだけど 
これはジョークでも何でもなく、 
現実として今、多くの人間が実現しています。 

もしもこれを読んでいるあなたが 
会社などに雇われている立場で 
「給料」という形でしか収入源がないのであれば 
このレポートを最後まで読んでおくことをオススメします。 

このレポートの内容は 

・シンギュラリティは刻一刻と迫ってきている件 
・アフィリエイトで儲かる仕組みとメリットデメリット 
・自動で金稼ぎしてくれるサイトの設計図 

についてまとめたレポートです。 

単に、ネットビジネスについて解説するだけではなく、 
今後の恐ろしい未来についても残酷に解説しているので 

これを知った上で生きていくかどうかで、 
未来を大きく変える分岐点になります。 

大袈裟ではなく、このレポートを 
２分だけでも読んで、きちんと実行してもらえば 
生涯年収も上がるだろうし、 
今後、訪れる未来への備えにもなる。 



それほどに大事な話を詰め込みました。 
では早速、本題に入ります。 
（こっからは敬語略で行きます） 

・シンギュラリティは刻一刻と迫ってきている件 

俺は、とても焦っている。 

やばいやばいやばいやばい。 
心の中ではいつもこんな感じだ。 

危機感しかない。 

ネットビジネスで自動収益を上げられるようになった今でも 
この危機感は持っているし、大切にしている。 

この危機感に対して、師匠や経営者は 
共感をしてくれるが、 

世間を見渡すと、俺が抱いているような 
危機感を持っている人間はあまりにも少ない。 

なぜ俺がこんなに焦っているか？ 
それはシンギュラリティが刻一刻と迫ってきているからだ。 

シンギュラリティ、 
日本語で言えば、技術的特異点。 

簡単に言えば、技術が発展して、 
人間よりも人工知能（AI）の方が賢くなること。 



一般的には、このシンギュラリティは 
2045年に到来すると言われているが 

実は2029年には、人間と同等レベルの知能を持った 
AIが登場すると言われている。 

まあこれに関しては、 
いくら権威ある学者が提唱していようが 
未来のことには誰にもわからない。 

けど、2045年に突然、AIが人間の知能を超えるわけではなく 
技術は段階的に発展していくもの。 

ってことは、だ。 

今も、だんだんと、世界は 
変わっていっているということだ。 
それも、とてつもないスピードで。 

これ、俺は、めっちゃ焦るわ。 
小銭稼いだ程度でワーキャー言ってる場合じゃねえ。 

いつまでも、自分が生きてきた過去の時代の感覚で 
これからも生き続けると痛い目を見る。 
少なくとも、俺はそう思う。 

まあ未来予想をしても正解はないので 
ここからは未来のことではなく、現実の話をしよう。 

まず一つ目は、リストラ、早期退職者募集が 
エグいスピードで拡大していること。 



2019年は６年ぶりに１万人を超えたそうだ。 
（しかもこれは上場企業だけね） 

しかも黒字なのに、業績好調なのに、 
早期退職募集をしている企業もあるのだ。 
リーマンショックの時のリストラとは訳が違う。 

今は、４０～５０代を中心にリストラされてるわけだけど、 
それ以外の世代は関係ないのか？ 

というと、 
それは全くの見当違いだと思う。 

企業側の心理としては、 
会社に依存している人間、自立して動けない人間を切りたい。 

お荷物社員はいらねーっすわー！ 
残酷に言えば、これが真理。 

なぜなら様々な業界が、AIやロボットによる自動化で 
今までの事業構造ではやっていけない時代に突入しているから。 

仕事の形が変わっても対応して 
自立して、動ける人でないとやっていけないわけだ。 

もちろん現段階では、 
年功序列で給料が高くなってしまっている世代を 
優先的にリストラし始めているけど、 

企業側から見れば、会社に利益をもたらさないなら 
人件費を払いたくないのは当然。 

今後はさらに雇用が流動化して、 



優秀な人材とそうでない人材の格差は加速的に広がっていくと思う。 
要するに、実力主義が今度もさらに強まっていく。 

トヨタの社長が、 
「終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と 
発言して世間的には大きなニュースにもなってたけど、 

正直、今の若手の世代の人なら 
「そんなことはわかっとるわ！！何を今更…」って感じだったはず。 

日本の自動車業界は特に、関連企業や下請け企業も多くて 
開発も製造もマンパワーで頑張ってきた業界。 

抱えている人材があまりにも多すぎて、まじでヤバイと思う。 
ロボットやAIに置き換えられる業務があまりにも多すぎる。 

製造工場とかは特に、人間がもうやらなくていい仕事が増えてるし、 
実際、俺が自動車メーカーにいた頃に、製造を自動化するために 
設備開発のロボット開発に携わったこともある。 

そっちの方が製造の精度も高いし、人件費がかからないから。 

あと、ここだけの話、俺が自動車メーカーにいた頃、 

会社のお偉いさんから、 
「君たちの時代には、うちの会社は 
　グーグルの下請け会社になってるかもな～」 
と言われたこともある。 

まじで自動車業界、やべえなあって思った。 

これを若手だった俺に、 
真顔で発言しちゃうお偉いさんも狂ってると思うけどね。 



他にも、今後ヤバイ業界というのはたくさんある、銀行とか。 

最近はフィンテック（フィナンシャルテクノロジー） 
なんて言葉もあるように、 
クラファンや投資家と起業家を繋げるサービス、 
銀行にとって代わるものが出てきたり、 

銀行の業務の観点では、AIを活用すれば銀行員の仕事なくなっちゃうかも？ 
みたいなことも騒がれてます。 

他にも挙げ始めたらキリがないけど、例えば、小売。 

もうシンプルに小売で戦うと、Amazonに勝ちようがない。 
コンビニも、Amazonがレジなしのコンビニを実現させてるし、 
シンプルに物を買うだけなら、ネットでOK。 

じゃあイオンとかはどうなの？ 

って思うかもしれない。 

ただイオンは、スーパーの会社と思いがちだけど、 
一番儲けてるのはイオンカードとかの金融事業。 

あとは、土地買って、ショッピングモール作って 
テナント貸し出して、という不動産開発事業も儲かってる。 

小売業と見せかけて、金融事業＆不動産事業の会社なのだ。 
小売の方はこの二つの事業に比べて圧倒的に利益が低い。 

小売業をおとりにして、 
顧客との関係を築いてクレカや住宅ローンが本命商品。 
小売業をおとりにして、出店者向けへの不動産が本命商品って感じかな。 

ビジネスって面白いでしょ？ 



おっと、少し話がそれた。 

まあとにかく、技術の発展によって 
今までの仕事の在り方が日々、変化してきている。 

AIが得意なことはAIに。 
人間にしかできないことは人間に。 

「将来、人間の仕事がAIに奪われる」 

よくこのフレーズを聞くと思うけど、 
前述した通り、いろんな業界でもう始まっている。 

じゃあどうすりゃいいのーーーー！！ 
って話になるよね。 

俺も会社員時代は 
将来が不安すぎてめっちゃ焦ってた。 

家族や友人から見れば、大企業社員だったから 
安泰だろwwみたいなこと言われてたけど 

俺自身にはそんな感覚は一切なく、焦りまくってた。 
周りの人たちの危機感のなさにも危機感を感じてた。 

で、そのあと、 
どうしたかっていうと俺の場合は、 

シンプルに、お金を稼ぐ能力を鍛えた。 



我ながら、本当に良い選択をしたと思う。 

正直、俺は 
生きていく力＝お金を稼ぐ力だと考えてる。 

俺のビジネスの師匠からも、 

「とりあえず月100万超えたら 
　人生の選択肢増えるからネットビジネス頑張れ。 
　そしたらいくらでも好きな事すりゃあいい。」 

と最初に言われたりもしたので 

仮想通貨だー！youtuberだー！ 
いや、違うFXだー！プログラミングだー！ 
やっぱ転売だー！不動産投資だー！ 

みたいな感じにあっちこっちにブレる事なく 
ネットビジネスに一点集中できた。 

ここでブレちゃう人、多いけどね、まじで。 
情報が多すぎる社会だから、すぐ横槍入れられて流されちゃう。 
で、色々手を出して、全部中途半端で終わる、みたいなパターン多い。 

でも大事なのは選択と集中。 
だから俺は師匠が言うこと以外は全てシャットアウトしてた、最初は特に。 

で、自分でやってみて改めて思うけど、 
初心者はとりあえずネットビジネスやって、 

スモールビジネスでいいから 
始めてみるのが一番良いと思う。 



特に、 
一番最初にアフィリエイトを経験したことが最高に良かったと思う。 

アフィリを経験したからこそ、 
俺は「物を売る」という感覚が掴めた。 

このアフィリエイトで「物を売る」という行為は、 
めちゃくちゃ学べることが多い。 

集客も学べる、セールスも学べる。 
マーケティングも、ライティングも。 

スモールビジネスで一通り学ぶと 
色んなところに応用が効く。 

オフラインのビジネスでもいいし、 
ミクロなところなら、人とのコミュニケーションにも 
役立つ点はたっくさんある。 

人間にしか出来ない部分の能力を 
多領域にわたって、鍛え上げてくれる。 

さっきからアフィリエイトというワードを出しているが 
初耳の人もいるかもしれないので 
ちょーわかりやすくまとめておく。 

知ってるよ！って人も 
意外に知らない情報があるかも知れないので 
復習のつもりでささっと読み進めてください。 



・アフィリエイトで儲かる仕組み 
 
アフィリエイトっていうのは 
簡単に言えば、商品の代理販売。 

わかりやすくするために 
ここでは「腕時計」のアフィリエイトを想定して解説する。 
（実際は色んな商品があります。まじで何でもある。） 

で、アフィリエイトの構造を理解するには 
４つの登場人物がいる。 
 

①商品の販売会社（広告主） 

広告主は、腕時計を販売する会社と考えてOK。 
販売会社としては 
腕時計をたくさんの人に買って欲しい。 
 

②お客さん 

お客さんは腕時計を買いたい人。 
良い腕時計を探している人。 

 

③アフィリエイター 

アフィリエイターは、商品を紹介する人。 
商品紹介して売れると、報酬がもらえるから 
ブログなどに広告を掲載している。 



④ASP（アフィリエイトサービス会社） 

広告主とアフィリエイターを繋げる 
サービスをしている会社。 
商品の販売会社からサービス利用料を貰って稼いでる。 

これだけでもアフィリの構造は見えてきたと思う。 
もっとわかりやすく、図解するとこんな感じ。 

ユーザーはアフィリエイターが発信する情報のおかげで 
自分に合う商品に出会える。 

アフィリエイターは商品が売れたら報酬をもらえる。 

販売会社は自分の商品が売れて儲かる。 

ASPは販売会社から広告費を貰って儲かる。 



アフィリエイトの構造はこんな感じ。 
WINーWINーWINーWINな神レベルのビジネスモデル。 

ネットビジネスを始めるのであれば、 
このアフィリエイターとしてブログを始めるのが良い。 
良い商品を紹介して、売れたら紹介報酬で儲かる。 

で、たまーに読者さんから 

商品を売ってる会社とかに直接、交渉して 
契約とかしなきゃいけないの？ 

って質問をされるけど、そんなことない。 

前述したASPっていうサイトに無料で会員登録すれば 
色んな商品の広告を自分のサイトに貼れるようになる。 

ASPは色んな会社があるけど、５分もかからず無料で会員登録ができるし、 
ブログを立ち上げたらささっと登録することを推奨。 
（おすすめのASP会社はこのレポートの最後にまとめて載っけときます。） 

・アフィリエイトのメリットとデメリット 

俺が最初にアフィリエイトを始めたのには 
３つの凄まじいメリットがあったから。 

これね、ネットビジネスをやればやるほど 
この３つのメリットが如何に強力かを痛感する。 

オフラインの経営者の話を聞くと 
さらにネットビジネスやべーなってなる。 

本当すげーわ。 



ってなわけで１つ目のメリット。 

・初期投資が必要ない、在庫が不要、固定費がほぼかからない。 

一つ目と言いつつ、３つ出てきちゃってるけど 
とにかく、アフィリエイトは色々な面で負担が少ない。 

オフラインで、何かリアルに店舗を作ろうとすると 
とてつもなく初期投資がかかる。 

カフェにしろ、居酒屋にしろ、コンビニにしろ、 
美容室にしろ、アパレルショップにしろ、キャバクラにしろ、 
設備を準備しなきゃいけないし、内装の工事もしなきゃいけない。 
レジも用意しなきゃいけないし、求人も出さないといけないし、 
そもそも店舗を出店するための物件取得費もかかる。 

カフェだとしたら、頑張って開業資金を抑えたとしても 
７、８００万円くらいはかかってくる。 

これだけの資金を突っ込む覚悟（あるいは融資を受ける）が 
必要になってくるわけだ。 

ぶっちゃけ、会社員時代の俺には絶対無理。 
無理というか無謀。 
ハードルが高すぎるし、精神的な抵抗もある。 

しかもさらに恐ろしいのが 
固定費がえぐいほどにかかってくる。 
家賃、設備などの固定資産税、人件費。 

それだけじゃなくて、 
商品の仕入れや原材料費、水道・光熱費。 



普通に毎月数十万円という金がドバドバ吹き飛んでいく。 

一念発起でビジネスの初心者が 
これをやったら、高確率で失敗する。 

恐ろしや～。 

でもアフィリエイトの場合はどうなのか？というと、 

初期投資は必要なし。 

固定費として 
かかるお金はサーバー代（ブログを運営するのに必要）くらい。 
月1000円ちょいくらい。高校生でも余裕で出来るレベル。 

一応はネットの通信料はかかるけど、アフィリをやろうがやらまいが 
ネット環境はみんな持ってると思うので特にこれもノーダメージ。 

アフィリやばすぎ。 

しかもアフィリは在庫を抱える必要がない。 
転売とかやったことある人なら、この魅力がわかりやすいかも。 

基本的には 
商品を仕入れる＝リスクを背負う　ということになる。 

売れなかったら儲からないし、 
在庫を抱えていると、スペースが取られる。 
スペースが取られると、新しい商品が仕入れられない。 

それでもいつか売れるでしょ！って思うかもしれないが 
残念ながら、物の価値というのは変動する。 



もちろん食品は腐るし、そうでなくとも流行り廃りはある。 
家電だったら、バンバン新製品が出てくる。 

だからこそ 
在庫を抱えること＝リスクを負うこと、になる。 

アフィリの場合は、在庫を抱えなくてOK。 
ただ、自分のサイトで商品を紹介するだけ。 

例えば、腕時計を自分のブログで紹介する。 
ブログを見た人が腕時計を買う。 
すると、アフィリエイターは5000円儲かる。 

こんな感じ。 

実際、腕時計のアフィリエイトはあるし、 
他にも色々商品はある。 

洋服、食品、化粧品、ペット用品、旅行、 
英会話教室、スポーツジム、動画配信サービス… 

まじでたくさんありすぎて、 
逆に、アフィリできない商品が思いつかないくらい。 

そしてそして、 
商品の発送も在庫の管理も全て販売会社がやってくれる。 
素晴らしすぎる。 

個人ではなかなかめんどくさいというか 
難しい部分を企業がやってくれて、 



商品の紹介や宣伝という個人のサイトでも 
バンバン出来るところをアフィリエイターがやる。 

で、両方儲かる。素晴らしいっす。 
考えた人、天才だわ。 

二つ目のメリットはこれ、 
・レバレッジが効く 

レバレッジってのは「テコの原理」のこと。 
小さな力で大きいな岩を持ち上げられるぜ！的なことを 
学校で習ったと思う。 

アフィリの場合は 
１の労力によって100の成果を得ることができる。 
これはインターネットの特性でもある。 

なぜネットビジネスが効率よく儲かるのかというと、 
このレバレッジが効くから。 

例えば、ロジャーのブログには 
１ヶ月で3000人ほどのアクセスを集めてくれる記事がある。 

これ、冷静に考えると、とんでもないことが起こっている。 

リアルで考えたら 
１ヶ月で3000人の人と会ってお話してるってこと。 
現実じゃ絶対無理。 

だけど、ネットを使えば 
俺がたった３、４０分くらいで書いた記事が 
３０００人の人たちに届いてる。 



そっから商品が売れて、俺は儲かる。 
まさにレバレッジ。１の労力で１００の成果が出る、あるいはもっと。 

これ、冒頭に話したAIやロボットを使って 
事業の効率化を図っている企業とやってることは同じなんだよね。 

技術を使って、賢くビジネスしてるだけ。 

技術に仕事を奪われるんじゃなくて、 
技術を使って賢く仕事をしてる。 

無駄な繰り返し作業はやらない。 
なぜならネットがあるから、技術があるから。 

だから個人でも、普通に利益を出せちゃう。 
ネットという技術のおかげで、労働力が無限になる。 

そしてここで３つ目のメリット 
・作ったコンテンツが資産となって自動でお金を生み出し続けてくれる 

さっき、１記事で月に3000人集客してくれるって言ったけど、 
別に１ヶ月で終わるわけじゃない。 

自分のサイトの作ったコンテンツ（記事）は 
一度作ってしまえば、ネット上にあり続ける。 

２４時間、３６５日、ずーーーっと。 
俺が寝ていようが、遊んでいようが、 
飲み会をしていようが、海外旅行をしていようが 
ずーーーーーっと俺が書いた記事は働き続けてくれる。 



そしてそこから売り上げが上がる。 
これが資産となって自動でお金を生み出し続けてくれる理由。 

いわゆる、不労所得ってやつだ。 

不労所得って聞くと、 
融資受けて不動産投資！とか怪しいマルチ？とか 
そんな感じのイメージが強いかもしれないけど 

アフィリでもちゃんと自動で儲かるように 
仕組み化すれば不労所得になり得る。 

不動産だったら、安くても数百万とか必要になるけど 
アフィリサイトだったら、月1000円で運営できる。 

ノーリスクで不労所得を作れるのは 
本当に素晴らしい。 

不労所得の良いところは、自分が体調を崩したり 
風邪をひいた時でも、代わりに働いてくれるところ。 
長期間遊んでてもOKなところが最高に良い。 

普通に会社員やってた時の俺だったら 
上司に謝りの電話を入れて、 
有給使うか欠勤扱いになって給料が減るけど 
そういう心配もない。 

自分の体調や気分に影響を受けない。 
これに関しては、俺はうつ病になったからこそ 
本当にありがたいことだなあと思う。 

じゃあ、ここまでメリットばっか言ってたけど 
アフィリエイトにデメリットはあるのか？ 



・アフィリエイトのデメリットは存在しない。 

基本的にアフィリエイトにはデメリットは 
ない。まじでない。 

良いところしかなくて 
逆に怪しく感じるかもしれないけど 

さっき解説したアフィリエイトの構造を理解していれば 
その怪しさも払拭されてると思う。 

別に広告を載っけるのにお金がかかるわけでもないし、 
ASPに会員登録するのも別にお金も時間もかからない。 
商品を紹介して売れたら儲かるし、売れなかったら儲からないだけ。 

まじでリスクが何もない。 

ただ、強引にデメリットを挙げるとすれば 

・いつでも簡単に辞められる、諦められる 
・ちゃんと勉強しないと成果が出ない 

ここら辺かな。 

会社の仕事やバイトと違って、上司がいない。 
サボっても怒ってくれる人もいない。 

リスクを背負って始めるわけではないから 
精神的にも、簡単に「辞めちゃお」って思っちゃう。 
これが結構、シビアなとこであり、チャンスでもある。 
結局、大多数の人間がアフィリを始めても途中で諦める。 



逆に、諦めずに勉強して実践できる人にとっては 
ライバルがバカスカ消滅していくから好都合。 

もちろん、俺も例外なく、たくさん勉強したし 
実践もしたし、今も継続してやってる。 
俺と同時期に始めた奴らはもうほとんど消えただろうな。笑 

あと、 

・初心者でもすぐに稼げますか？ 
・どれくらいの期間で稼げるようになりますか？ 
・いくら稼げますか？ 

という質問をよくされるが、 
正直、ちょっとズレた質問だなあと思う。 

初心者でもちゃんと勉強して、 
しっかりブログを作っていけば稼げるけど 

全くの知識もなし、勉強もせずに稼ぐのは 
ほぼ１００％不可能だと思った方が良い。 

どれくらいの期間で、いくら稼げるか？という問題も 
正直、人それぞれ過ぎて回答ができない。 

というか、「アフィリエイトを頑張って実践した期間」なんて 
お客さんからすれば何も関係ないということに気がついた方が良い。 

お客さんからすれば良いサイトかどうか？ 
良い情報があるかどうか？面白いか？好きになれるか？これだけだ。 

だから良いサイト、良い情報発信ができれば 
実践期間は関係なく成果は上がるし、 



逆に、ずっとズレた思考で、ズレたコンテンツを作って 
よくわからんサイトを作り続けたら、何十年やってようが成果はゼロ。 

会社と同じ感覚で、出勤すれば給料がもらえる、とか 
勤め続ければ、昇給するという感覚は 
ビジネスをやる上ではマジで邪魔でしかない。 

まさに実力がものをいう世界ってことだ。 

だから学ばなきゃいけない。 
知識を付けないといけない。 
思考を鍛えなきゃいけない。 

じゃあどうやってアフィリエイトのサイトを作るの？ 
当然この疑問が湧いてくると思う。 

というわけでこっからは、具体的な話。 

・自動で金稼ぎしてくれるサイトの設計図 

まずビジネスのド基礎の部分から。 
やることは「人を集めて商品を売る」これだけ。 

これを大まかにプロセスに分解するとこんな感じ。 

集客 教育 販売



・集客 
文字通り、お客さんを集めてくること。 

・教育 
商品の魅力を伝えたり、欲しいと思ってもらえるようにアピールすること。 
イメージが難しい場合は、とりあえず接客だと思ってもらえればOK 

・販売 
商品の魅力をお客さんに伝え、買いたい人に売ること。 

では、わかりやすくするために今回は 
フィットネス用のスマートウォッチを 
アフィリエイトすると仮定して 
自動金儲けサイトの設計図を考えてみる。 

まず集客の手段の一つとして 
Googleの検索からの流入がある。 

例えば、 
「東京２３区初心者にもおすすめのランニングコース１０選」 
こんな記事を書いたとしよう。 

Googleの検索結果の上位に表示されるように（SEO対策） 
記事を作り上げれば、 

「東京　ランニングコース　初心者」 
こんな検索キーワードで自分のサイトにアクセスが舞い込んでくる。 

そこから、自分のサイトにきた人が 
また別の記事を見てくれる。 



そこで今度は教育だ。 
スマートウォッチの素晴らしさを伝えるフェーズ。 

そうだな～、例えば 
「皇居ランで３ヶ月ランニングダイエットした結果」 

こんな記事があったとする。 

この記事では、スマートウォッチを使って 
３ヶ月間のランニングダイエットの記録が載っている。 

すると、これを読んだ人は、 
「あ～俺もランニング好きだし、スマートウォッチ買おうかな」 
という人が出てくる。 

そしたら今度は販売フェーズ。 
「ランニング好きにおすすめのスマートウォッチランキング」 

ここではランキング形式におすすめの 
スマートウォッチの情報をまとめてある。 

ここにアフィリエイトのリンクをつけておく。 
（ちなみにアフィリリンクから買おうが、 
公式から買おうが値段は変わらないのでお客さんには一切、損はない。） 

お客さんはこの記事からスマートウォッチをゲット。 
アフィリエイターは報酬をゲット。 

まさにこれをやってる↓ 

集客 教育 販売



Google検索からの集客 
「東京２３区初心者にもおすすめのランニングコース１０選」 

スマートウォッチの魅力を伝える教育 
「皇居ランで３ヶ月ランニングダイエットした結果」 

スマートウォッチに興味を持った人への販売 
「ランニング好きにおすすめのスマートウォッチランキング」 

取らぬ狸の皮算用でしかないが、 
イメージを掴んでもらうために具体例として数字を出すと 

集客の記事が月に1000アクセスを呼ぶ 
そこから教育の記事へ飛び、月に300アクセス。 
さらにそこから100人が販売記事を見る。 

見てくれた100人のうち10人がスマートウォットを購入 
１個売れるごとに5000円の報酬だとすれば 
これだけで月間5万円の収入になる。 

なんだよ５万円かよって思うかもしれないが 
別の記事を増やしてアクセスを増やせば 
収益はもっと上がっていく。 

大事なのは一度作ってしまえば、 
自動でお金を稼いでくれるロボットになってくれるということ。 

特にネットビジネスの場合は 
売れるサイトが作れると、そこにアクセスを流していけば 
売り上げも加速して上がっていく。 



ただ、ここで出した例を実現するのには 
しっかりと魅力的な記事が必要になる。 

おそらく何の知識もなし、学ぶこともなしに 
記事を作ったとしてもいきなり1000アクセスを呼ぶのは難しいし 
月に10人のお客さんに商品を売ることは難しい。 

記事が弱いとまず読まれないし、そもそも開かれない。 
魅力的なライティングができないと商品の魅力も伝わらない。 

なので、俺の場合はまず最初に 
良い記事を書けるように、ライティングの勉強をしまくった。 

こういう話をすると、 
なんかたくさん記事書いてたくさんアクセス集めなきゃ！ 
って思っちゃう人が多いけど、そこは違う。 

ぶっちゃけ、こんな風に記事の役割を意識して 
ブログを運営している人はマジで少ない。 
その上、教えてくれる人も少ない。 

実際、「とりあえずブログは１００記事かけ」とか 
理屈もへったくれもないクソみたいなこと言ってる輩もいるけど 
ちょっと思考が残念すぎる。 

何度も言うけど、 
お客さんには発信者側の努力は関係ないんだよね。 

良いサイト、良い情報発信ができているかどうか？ここなんだよなあ。 

だから無駄に記事を大量生産するのではなく 
精度の高い良い記事を作っていく必要がある。 



俺の場合は師匠から 
そこらへんの初心者が陥りがちな勘違いを修正してもらったので 

かなり効率よく学ぶことができたし、 
変に無駄記事を量産するのではなく、戦略のあるサイト運営を 
しょっぱなから学べたのでかなりラッキーだった。 

あ、あとたまーに 
セールスすることに罪悪感を感じる人がいるけど 
それもまたちょっと思考がズレてる。 

セールスに善悪はない。 
ダメなのは押し売りであって、 

本来、セールスというのは 
相手が欲しいモノを提供する行為。 

今回の例で言えば、お客さんに対して 
「スマートウォッチのある人生」を提供したことになる。 

相手が欲しくないモノをゴリ押しして 
無理やり買わせたら悪であって 

相手が欲しいモノを売って喜んでもらえるなら善な訳だ。 

というか、アフィリの場合だったら 
もっと気楽に考えることもできる。 

良い飯屋があったら、友達に紹介するでしょ？ 
自分が通ってる予備校に 
友達紹介したら図書カードプレゼント！とかもあるじゃん。 



それとおんなじ。 
アフィリの場合はそれで紹介報酬がもらえる。 
それに善悪なんてないわけよ。 

もっというなら、商品を売るというのは 
人生において必須スキルだと思ってる。 

セールスして商品を売る＝何かの魅力を伝える行為 

会社で上司にプレゼンするのも 
好きな女の子、男の子を口説き落とすのも 
子供に勉強をさせるのも 

全部同じ。自分自身や、自分が持っている意見、 
やって欲しいことの魅力を伝えることに等しい。 

だから、商品を売るというのは 
人生の様々なシーンで応用が効く。 
知識を抽象化して、他分野に応用できる。 

実際、ネットビジネスを学び始めたら 
会社の仕事を効率化できた！とか 
プレゼンがうまくいった！とか 
モテるようになった！とか 

一見、ありえないと思うようなことが平然と起こる。 
でもそうなる理由はシンプル。 

ネット上に文章を書いて 
記事を作って、公開するというのは 
人と人とのコミュニケーションであり、人を動かすことだから。 



要するに、アフィリエイトでの経験値が 
人間としての能力を上げてくれるわけだ。 

で、しかもセールスやライティングというのは 
きちんと学べば、誰にでも出来るようになる。 

私には才能がないから…センスがないから… 
こう言ってくる人もいるけど、センスとかも問題じゃない。 

結局、足し算引き算と一緒で 
ライティングなんてのは魅力的になる法則や型がある。 
集客もマーケティングも学んでいるかどうかの問題。 

実際、商品を買ってもらうのは人間が相手なわけで、 
その人間には魅力を感じたり、買いたくなるのには原理がある。 

これは過去の脳科学者やマーケティングの知見、 
積み上げてきた歴史やデータが証明してる。 

そこのところを知れば思考が変わり、行動が変わり、 
売れなかった人でもバカスカ、モノを売れるようになる。 

俺もそうだった。 
ガッツリ学んでからすぐに結果を出せた。 
２週間くらいでもう１万くらいは稼いでたくらいだ。 

今回の「自動金稼ぎロボットの設計図」もそう。 
これも情報であり、知識であり、思考が散りばめられている。 

実際、今回のレポートを読む前と読む後では 
アフィリエイトの凄さや稼げるサイトの構成などの理解度が 



雲泥の差になっているはずだ。 

特に、集客・教育・販売のところは 
知らない人からすれば、快感な情報だったと思う。 

この感覚、この楽しさ、 
この気持ち良さを忘れないで欲しい。 

俺は、学ぶことがとてつもなく楽しい。 
そして学びに投資すると人生そのものが楽しくできる。 

特にビジネスを学ぶと、お金も稼げるので 
ビジネスの勉強は最高にコスパの良い時間の使い方だと思う。 

要は、知識を持っていると、お金が集まる。 

そうなると、もっとすごい知識と 
もっとすごくお金を持っている人と会える。 

そしてそこにはまた知識とお金が集まる。 
より良い情報・知識が集まって 
お金持ちがどんどんお金持ちになっていく。 

残酷だけど、マジでこれなんだよな。 

最初は「月収数百万です！」 
って人に追いつこうと頑張ってたら 

今度は「資産１億円あります！」 
って人が出てきて、また頑張ってたら 

数十億、数百億の資産あって 
もう人生ゴールしてますみたいな人と出会う。笑 



金持ちがどんどん金持ちになるのが納得だわ。 
全部そこに情報とか知識、価値観が集まっちゃうから。 

しかもこの構造は、冒頭に話した通り 
今後の技術の発展とともにもっと加速すると思う。 

こういう残酷な世界構造を見てしまったからこそ、 
会社員時代の俺をぶん殴りたい気持ちすらある。 

一日中、TVやyoutube見て、ケラケラ笑ってるだけの休日。 
何やっとんじゃ！って話よ。置いてかれてるわ。スッカスカやん。笑 

そんなことしてる暇あるなら 
知識に投資して行動しまくれ！！って言いたい。 

知識や能力ってのは一度、身につけてしまえば 
誰からも奪われることはないし、忘れない限り失わない。 

一度、自転車乗れるようになったら 
しばらくの間、乗らなくても、また自転車に乗れるのと一緒。 

これからも貪欲に学んでいこう。 
知識にはガンガン投資して、自分の希少価値をあげよう。 

この長いレポートをここまで読んでいる人は、間違いなく 
学びに貪欲な人だからポテンシャルも高い人だと思う。 

今後もたくさん学んで、たくさん稼いで 
自分が思い描く理想の人生をデザインしていって欲しいと思います。 



では、最後に 

具体的に何をすればいいの？ってところを解説しておきます。 

が！！！ 

実は、これに関してはメルマガ登録特典で 
動画解説付きでめっちゃ詳しくやり方をまとめてあります。 
まだ見てないよ！って人は↓ 

こちらから 

※ASPについてもまとめてあります。 

そんなわけでこのレポートは終わりです。 
感想やこのレポートへのアウトプットをお待ちしてます。 

アウトプットすることによって学びは記憶に定着します。 
伸びる人ほど超アウトプットするので成長したい方はぜひ。 

感想はいただけると、シンプルに俺が喜びます。笑 

ではまた、メルマガでお会いしましょう！ 

ロジャー

https://startyourenginebrrrrr.net/lp/rocketmanual/

