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わたしがどんな方法で
収益を得ているのか…？

きっと気になっていた方も
多いと思います。

なので今日は、わたしが「今」
実践している収益化までの流れと

稼げるようになるまでの
マインドの変化についてお話しようと思います。

 ”今さらマインド…？”って思った方も
どうか信じて下さい。 

得られるノウハウが同じなのに
成功する人・挫折する人に分かれるのは

まさしくこの「マインド」が
大きく関係しているんです。

この無料プレゼントを
最後まで読めば、

私のブログの全て ！【マインド編】私のブログの全て ！【マインド編】



今までの失敗を挽回し
”稼げる思考回路”を手に入れ、

同時期にブログを始めた
ライバルたちを差し置いて

収益化のスピードは
どんどん上がることになるでしょう。

そうすればあなたは、
稼げない現状を一気に克服し、

「今すべきこと」を明確に、
そして正しく理解したうえで

自分ひとりで稼ぎ出すチカラを
手に入れることが出来るんです。

お金のことが心配で心に余裕が持てず
小さなことにもイライラしてしまう。

そしてそんな自分に自己嫌悪…

こんな風に心が荒んでいく生活とは
今後、永久に無縁になります。



このプレゼントは、そんな
心豊かな生活を手に入れるための

確実な一歩になります。

特別LINEに登録した
あなただけが閲覧できる

特別な記事です。
だから、もしあなたがこの記事を

”まあ、よくあるマインド系の
大したことないプレゼントかな…”

と読まずにノウハウだけを
追い求め続けてしまったら…

あなたは、この特別LINEに
登録した他のメンバーから

確実に置いていかれます。

置いていかれるどころか
無料プレゼントすら読み切れないあなたは

この先「成功」なんて絶対手に入れられません。



時間だけをただただ消費し、
この先、何十年もお金に縛られて
生活することになる…

そんなのイヤですよね。

このPDFは28ページありますが
スマホでも読みやすいように

大きな文字で書かれているので
スラッと読めてしまうはず。

今の生活から抜け出したいなら
必ず最後まで読みましょう。



元失敗ブロガーの私がブログで元失敗ブロガーの私がブログで
稼ぐようになった方法の全て…稼ぐようになった方法の全て…

本当は、ノウハウの全てを
ぎっしり詰め込んでお話したいのですが…

深くお話するととても
難しい話になってしまうので、

今回はまず簡単に、わたしの
収益化の流れをお話します。

（※完成版は後ほど。お楽しみに♡）

これから収益化の流れを
簡単に説明したあと、

凡人のわたしが個人の力で
稼げるようになるまでの

”思考の変化”をお話します。

いきなりですがあなたは、
『マインドセット』って聞いたことありますか？



マインドとは”物事の考え方”です。

ブログの世界では
まずこの物事の考え方を

『一般人マインド』から
『ビジネスマインド』に

変えていくことが
成功への一番の近道です。

むしろ、成功者は
みんな口を揃えて

”一番大切なのはマインド”
と言います。それくらい重要です。

あなたにぜひ過去のわたしの
思考の変化を知ってもらい、

あなたのブログ運営に
活かしてもらえたら、と思います。

それでは本題に入ります！



わたしのブログ収益化の流れわたしのブログ収益化の流れ

最初に、わたしの収益化までの
流れから説明していきます。

ブログを始めた3年前、
何の知識もなかったわたしは

とりあえずネットで見つけた

・アドセンス
・アフィリエイト

これで月50万円を目指そう！
そう思い本当に必死に努力しました。

必死にSEOをやり、ついに2年後、
月17万PVを稼ぎ出せるようになったとき…

絶望的な現実を目の当たりにしました…

信じられないことに、
2万円しか稼げなかったんです。

検索1位、2位をバンバン叩き出して



【今やっている収益化の流れ】

Twitterで集客
↓

ブログを読んでもらう
↓

公式LINEに登録してもらう
↓

LINE配信を読んでもらう
（ファン化＋価値提供）

↓
お客さんと信頼関係を築く

↓
アフィリエイトや商品を買ってもらう

膨大なPVを得たのにどうして…
何かが間違っているに違いない…

そうしてブログを
イチから始める覚悟で勉強しなおし
出会ったのがDRMという方法です。

それをフローで説明しますね。



Twitter
ブログ
公式LINE

この表を見て分かる通り、
わたしがブログに使っているのは

1.
2.
3.

の３つになります。

※Twitterのほかにもスタエフ等の配信も
サブとしてやっていますが、軸はこの３つです。

この手法をビジネス用語で
『DRM：ダイレクトレスポンスマーケティング』
と言います。

Twitterとブログで集客をして
LINEでお客さんに必要な商品を売っていく。

いわゆる『SNS運用』
ってやつですね。

このDRMは、ブログ初心者でも
効率良く商品を売ることができる、



最も成約率が高い
マーケティング手法と言われています。

あなたも企業のメルマガで
スキンケア商品サプリの案内、

またはレストランの
クーポンなどを受取り、

”そういえばそろそろ買っておこうかな”
”クーポンあるなら外食に行こうかな”

と考え、実際に購入したり
外食に行った経験はありませんか？

こんな風に成約率が非常に高いのが
DRMの大きな特徴です。

平たく言えば『稼ぎやすい』ということですね。

実際、SNSど素人だったわたしも
DRMを使って1か月半で収益化、

2か月目で1日1万円稼げる日も
あったんですよ。



（※DRMの詳しい解説は
後ほど配布するので、こちらもお楽しみに♡）

この方法を試すにあたって
わたしはまず、

『ブログ＝ビジネス』という風に
思考を変化させました。

つまり、ブログを本気で
ビジネス（仕事）として捉える
ようにしたんです。



最初はもちろん怖かったです…最初はもちろん怖かったです…

それではここから、
マインドのお話に移りますが…

もちろんわたしも最初は
とても怖かったし、違和感がありました。

わたしはもともと
専業主婦として家に籠りっきり。

少ない収入と、夫がクビになる
リスクのストレスに耐えきれず、

稼げるらしい、という
情報だけでブログの世界に
足を踏み入れた人間でした。

自分でモノを売った
経験なんてもちろんゼロ。

”一般人マインド”しか
持ってなかったわたしは、



”ブログだって世間的に怪しい業界なのに
ビジネスだなんてもっと怪しい”

と心の中で
思っていました。

だって、ド凡人の主婦が
”人様からお金を取る”

こんなの、普通の社会人だったら
考えられないですもんね。

しかも

”自分でお客さんを集める…！？”

本当にあり得ない世界でした。

もしかしたら、この記事を
読んでいるあなたも

”私がお客さんから
お金を貰うなんて”

と思っているかもしれません。



わたしもその気持ち、
本当によく分かります。

ですが、
よく聞いてください。

あなたはこれから先、
自分のブログでお金を稼いで
いかなければなりません。

なのに自分が
やっていることを

”怪しい。申し訳ない”

と思ったままでは、
お客さんも不安になりますよね？

想像してください。

原価『10円』のいろはすを
150円で売るのに、社長が

こんなの怪しい…
お客さんに申し訳ない…



なんて思ってたら…笑

だからこそ、この思考を今すぐ
変えていく必要があるんです。

まずマインドから
変えていきましょう。

…え？

この言葉が
余計に怪しい？

大丈夫です。

本当のビジネスは決して
怪しいものではないんですよ。



わたしが『ビジネスは怪しい』を消し去れたワケわたしが『ビジネスは怪しい』を消し去れたワケ

わたしがこの思考を
消し去れた最大のキッカケは

”ビジネスとはお客さんの悩み解決だ”
ということを知ったからです。

例えば、

夕飯作るのダルイー！と思ったときには、
デリバリーピザを頼んだりしますよね。

リラックスしたい時には
サウナのある温泉施設に行くかもしれない。

考えてみて欲しいのが、

ここであなたが
そのピザやサウナを

”怪しいビジネスだ”
と思うかどうか、です。

…思いませんよね？



なぜなんでしょうか。

それは、
デリバリーピザやサウナが

”家事から解放されたい”
”疲れた身体を癒したい”

そんなあなたの
欲求と悩みを

しっかり解決して
くれてるからです。

デリバリーも、サウナも
自動化家電も、あの夢の国も。

全てビジネスです。

それをリアルでやるか
ネット上でやるのか。

たったそれだけの
違いなんですよ。



”ビジネスとは、お客さんの
悩みの解決である”

わたしが自分のビジネスを自信をもって
怪しくないと言えるのは、

”自分で稼げるようになり、
今より豊かな生活を手に入れたい”

という悩みを抱えた
お客さんに対して

その悩みの解決策を
きちんと提示しているからです。



実績ないけど大丈夫…？実績ないけど大丈夫…？

”分かったけれど、実績もない
自分に悩みの解決なんてできない…”

そう思いますよね。

わたしも最初は実績ゼロだったし
そう思っていました。

でも大丈夫。

実績がない、と思っていても
実はあなたはお客さんよりも

一歩先に立っているからです。

例えばあなたが会社員で
仕事内容で分からないことが
あったとき、

最初に1つ上の先輩に
聞いたりしませんか？

いきなり社長室に行って



質問したりはしないと思います。

これが結構大事なコトで
相手よりちょっと先にいること
がとても大切な実績なんです。

わたしだって最初は
収益なんてなかったけれど、

それでもお客さんを
集められたのは

少しだけお客さんより
ブログのビジネス運用について
知っていたからです。

たったそれだけで
いいんです。

だから、この記事を読んで今
”ビジネスマインド”を学んでいるあなたも

それを知らない
初心者さんからしたら

確かに一歩先にいるんです。



ちゃんと実績が
積み重なっているんですよ。

”月収100万円”とか
”1か月でフォロワー3000人”とか…

そんな大きな実績を
持っている必要はありません。

自信をもって、
今の最大限のあなたの知識を
提供していきましょうね。



それでもやっぱり、わたしが”売り込み”なんて…それでもやっぱり、わたしが”売り込み”なんて…

マインドの大切さ、実績ゼロでも
大丈夫なことは分かった。

”でもやっぱり、わたしが
売り込みをするのはちょっと…”

その気持ちも
よく分かります。

もちろん、やみくもに他人に
アフィリ商品をごり押ししても
嫌がられるだけです。

ピザだっていきなり、

”届けに来ましたー！”

って売り込まれたら鬱陶しいし
頼んでない、と言われますよね。

だから、



「必要な人だけに
必要な情報を提供するために」

「お客さんの悩みをしっかり捉えて
間違った売り込みをしないために」

そのためにあなたに
必要な次のステップが

ズバリ

『コンセプトの設定』です。

この特別公式LINEでは

あなたの
『稼ぐためのコンセプトの設定』
を完全サポートしていきます。

わたしがいるから大丈夫ですよ。

楽しみにしていてくださいっ！



あなたもお客さんの悩みを解決できますあなたもお客さんの悩みを解決できます

繰り返しますが、

『コンセプトの設定』

これは、超重要です。

公式LINEで配信していきますので
見逃さないように注意してくださいね。

しっかりこなしていけば
あなたもちゃんと

”ブログでお客さんの悩み解決＝ビジネス”

で、しっかり稼いでいく
ことができるようになります。

そして…

何度でも言いますが、
”インプットしたらアウトプット”

これが成長への第一歩です。



この無料プレゼントを受け取り、
ここまで読んでくれたあなたは

少しでも自分の中の
『マインドの変化』を
感じられたのではないでしょうか。

せっかく読んでくれたこの時間と
この知識を無駄にしないように

今日もしっかり
アウトプットをしてください。

特別公式LINEの方に
直接メッセージを送って頂いて構いません。

読み終わったらスタンプ1つ
すぐ送っちゃいましょう！

あなたからのアウトプット
お待ちしてます。



それでは、最後までお読みいただき
ありがとうございました。

ブログに希望を抱いた
あなたが、

明るい未来を手にすることを
わたしは願ってます♡


