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こんにちは、彰(AKIRA)です。
まず、「電子書籍の XAM ザム」
http://xam.jp/
に公開している下記マニュアルをダウンロードしてください。PDF ファイルです。
初心者も稼ぐ儲ける副収入 シンプルブログ楽天アフィリエイト
http://xam.jp/get.php?R=9639

さて、上記の無料レポートのアフィリエイトの効果を高め、アフィリエイト収入を得るた
めの方法の具体的な説明に入ります。
使うアフィリエイトは最も報酬が出やすい楽天アフィリエイトを使います。
ブログは複数作成してください。３つ以上は作ってください。時間に余裕のある方はブロ
グ数を増やしてください。ただし、多くても１０個程度までにしておいたほうが良いです。
無料レポートでは seesaa ブログを使用していますが、livedoor や FC2 など複数のブログサ
ービスでブログを作成することをお薦めします。

更新 PING の設定
大変重要な更新 PING の設定です。忘れずに行ってください。これを行わないと、ブログを
いくら更新しても、更新されたことが誰にも知られず無駄になります。
http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://rpc.technorati.jp/rpc/ping
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://ping.fc2.com
http://ping.namaan.net/rpc/
http://ping.blogoon.net/
http://ping.ask.jp/xmlrpc.m
http://ping.rss.drecom.jp/
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://rpc.pingomatic.com/
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://bulkfeeds.net/rpc
これらの URL をそれぞれのブログの更新 PING 通知先に設定してください。
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ブログランキング・ブログパーツの登録・貼付
ブログのサイドバーに自由形式のプラグインを設置し、ブログランキング・ブログパーツ
を貼付してください。
まずは下記の枠内のテキストをコピーして、貼り付けてください。無登録で使えるブログ
パーツを貼付することができます。アクセスアップに効果のあるブログパーツです。

<script type="text/javascript" src="http://onlyone.blogdeco.jp/js/onlyone.js?id=1098cfcddce5dcb094b0d368df281c322d41b8a4"></script>
<noscript><a href="http://onlyone.blogdeco.jp/" title="Only One"><img src="http://www.blogdeco.jp/image/jsWarning.gif" width="140" height="140"
border="0" alt="Blogdeco" /></a></noscript>
<div style="width:150px; text-align:center; font-size:12px;"><a href="http://www.seotaisaku.com/" title="SEO 対策">SEO 対策</a> | <a
href="http://www.blogdeco.jp/" title="ブログパーツ">ブログパーツ</a></div>
<br /><script src="http://thatsping.jp/thatsping.js" type="text/javascript"></script><br />
<br />
<span style="font-size:x-small;"><a href="http://infoaffi.net/special/" target="_blank">家で仕事</a><br /><a href="http://akira.wbow.net/"
target="_blank">AKIRA BLOG</a>
<br /></span><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="http://poppofant01.net/"></SCRIPT>
<style type="text/css">
<!-#seoparts { list-style:none;margin:0px;padding:0px;font-size:14px }
#seoparts li { padding:1px }
#seoparts-img-li { }
#seoparts-img-li img { vertical-align:top }
-->
</style>
<!-- seoparts --><ul id="seoparts"><li id="seoparts-img-li"><a href="http://seoparts.com/"><img src="http://seoparts.com/u80.gif" width="80"
height="15"

border="0"

alt="seo"></a></li></ul><script

type="text/javascript"

src="http://escape-u.seoparts.com/u.js?2/5/"

charset="euc-jp"></script><!-- /seoparts --><br />

登録をしなくてもつけられる下記のブログパーツが、このテキストの中に入っています。
テキストをコピーペーストしていただければ自動的にはいります。
・ザッピング - 受動系ソーシャルブックマーキング http://thatsping.jp/
・SEO パーツ
http://seoparts.com/
・OnlyOne ブログパーツ http://onlyone.blogdeco.jp/
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次にブログランキングです。
・日本ブログ村 http://www.blogmura.com/
・FC２ブログランキング http://blogranking.fc2.com/
・ブログの殿堂 http://www.dendou.jp/
「ランキングに参加」してください。リンクは「バナーはこちら」から
・JRANK ブログランキング http://blog.rankingnet.com/
リンクは「こちらでランキング投票タグ取得を取得して下さい」から。
ID はランキング ID に入力した文字列、タグをコピーして使います。
人気ブログランキングと日本ブログ村で、登録すると割り当てられる自分専用の ping 送信
先 URL はが割り当てられます。それぞれのブログ毎に ping 送信先に追加してください。人
気ブログランキングなら、
「リンク方法の確認画面」の下のほう、日本ブログ村なら、MyPage
の「Ping 送信先 URL」からわかります。下記のような ping 送信先 URL です。
人気ブログランキング http://blog.with2.net/ping.php/xxxxxx/xxxxxxx
日本ブログ村
http://ping.blogmura.com/xmlrpc/xxxxxxxx
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記事作成方法
次に記事の作成方法についてです。無料レポートにも記事の作成方法を記載してあります
が、より詳細な説明を加えます。
・ネタ元
キーワードランキングのキーワード、急上昇キーワード
Goo ランキング http://ranking.goo.ne.jp/keyword/
Yahoo 検索ランキング http://searchranking.yahoo.co.jp/
Google 急上昇ワード（iGoogle のガジェット）
ランキングに登場しているキーワードを使って記事を書きます。
記事の内容は、数行で構わないです。数行ですから１００字も行かなくてもいい。
面白い文章とか、センスがいい文章とか、そういうことも気にしなくていいです。
ただし、以下の点に注意して記事を書いてください。
●オリジナルの文章であること。ニュースや他の人のブログとかの文章をコピーして
きて使うというようなことは絶対にしないこと。コピーした文章は、検索エンジン
にも、見に来た人にも嫌われます。アフィリエイトのリンクに興味を持つ以前に、
検索されないとか、来てもすぐ「戻る」をクリックするということになります。
●記事の文章中にキーワードと関連する関連語を入れる。関連するキーワードとは、
Yahoo 検索だと検索結果の画面の検索窓の下と検索結果の下に虫眼鏡マークと一緒に
出ているキーワードです。グーグル検索だと「他のキーワード」と書いてあります。
メインのキーワードは関連語と組み合わせて検索される事が多いので関連語も文章中
に入れるようにしてください。キーワードは文章の中で、何度か使うようにして、
キーワードを多く登場させるようにしてください。
「これ、あれ、それ、彼、この、
あの・・・・」といった言葉は使わないようにすると、キーワードを多く使うように
できます。
●記事のネタは、複数のブログに使いまわす事ができます。同じネタ元でも、文章を
変えればよいのです。オリジナルな文章を同じネタで複数書く。内容が全く違う必要
があるわけではなく言い回しが違う程度でも良いです。固い文章、柔らかな文章、話
し言葉、方言といったような変え方もできます。
●以下のようなキーワードは選ばないで下さい。ブログを探しているわけではなく、
直接、そのサイトに行きたい人が多いキーワードですから。
'ユーチューブ','交通情報','天気','天気予報','NHK','JAL','ANA','ニコニコ動画',
'Yahoo','Google','郵便局','ウィキペディア','おもしろフラッシュ','無料ゲーム',
'気象庁','YouTube','mixi','2 ちゃんねる','楽天','amazon','郵便番号','goo','JR',
'じゃらん','MSN','Docomo','翻訳','ハローワーク','ドコモ','芸能ニュース','姓名判断',
'チャット','ヤマト運輸','2 ちゃん','楽天トラベル','オークション','DS','PSP','ニコニコ'

・タイトル
記事のタイトルのトップには記事の話題のメインのキーワードをいれてください。
キーワードを前にもってきてタイトルを自分で考えてつけてください。このタイトル
にひきつけられて見に来る人がいるわけですから、興味が湧くタイトルになるように。
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・トラックバック、ニュースからのリンク
記事と関連するニュースがある場合、ニュースサイトのニュース記事にリンクさせる
ことができます。そして、多くの人がニュースを見るタイミングにリンクを貼れば、
そのリンク経由でたくさんの人がブログにやってきます。
ヤフーニュース ⇒ ニュースの全文記事の URL をブログ記事内に貼り付けて
ください。トラックバックやリンクをする必要はないです。
ただ URL を貼り付ければ OK です。
イザニュース ⇒ ニュースの記事の最初にトラックバック URL がありますから、
ブログのトラックバック URL 設定欄にトラックバック URL を
貼り付けてください。
ライブドアニュース ⇒ ニュースの記事にトラックバック URL がありますから、
ブログのトラックバック URL 設定欄にトラックバック URL を
貼り付けてください。
複数のニュースサイトで同じ話題があるのであれば、各々をトラックバック先に
入れて下さい。
・記事投稿間隔
毎日投稿すること。最初のうちは一日１０個ぐらい投稿してください。ただし、
まとめて一気に投稿することは避けて、時間をあけてください。最初のうちは１日
１０件ですが、しばらくたってアクセスがコンスタントにでてきた後は日に３～５件
投稿し続けるようにします。
内容が濃い記事ではないので、短時間で投稿は済みます。短い記事を多く投稿する
こと。ひとつひとつの記事に時間をかけないように。続けてください。
●メール投稿
どのブログも携帯メールでの投稿ができます。携帯メール投稿で、空いた時間に、
出先から、通勤通学途中で、休み時間に投稿するという方法が使えます。ばらばら
の時間に投稿すること、投稿回数を増やすために有効な手段です。
●予約投稿
それぞれのブログには、公開する時間を指定できる予約投稿という機能があります。
これを使うと、一気に記事を作っても、ばらばらの時間に投稿する事ができるよう
になります。まとまった時間にしかブログをかけない場合は、この機能を使うこと
をお薦めします。
記事投稿を毎日継続して行っていると、ウェブ検索経由でくるアクセスが増えて
きます。まずグーグルが増え、その後、ヤフーからもやってくるようになります。
ウェブ検索からのアクセスが増えてきて、ヤフー検索からのアクセスも増えてくる
と、アクセス数は安定してくるようになります。これが投稿回数を減らしてもよい
タイミングです。さらに一日３回程度の更新を続けていくことで、記事数が増え、
アクセスが安定し、毎日更新しなくてもアクセスが維持できるようになります。
・記事カテゴリについて
投稿する記事の内容によって、カテゴリは複数用意しておき、分けて投稿して下さい。
ページビューが増える要因になります。
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・タグ入力について
ブログの記事作成画面でタグ入力を行うところがあります。
記事に関連の深い単語を登録するところです。タグ入力を行ってください。
記事と最も関連の深いキーワードとともに関連語のキーワードもタグとして入力
してください。
●テクノラティタグ http://www.technorati.jp/
テクノラティタグを記事のうしろに追加しておくと、テクノラティのサイトからの
リンクを作ることができますので、テクノラティタグも記事の最後に入れてください。
タグに入れる単語は、上記のタグと同じでよいです。
テクノラティタグのつけ方はこちらを参照してください。
テクノラティ タグのヘルプ

http://www.technorati.jp/help/tags.html

タグクリエイターというのをブラウザのお気に入りに登録できますので、ブログを
書くときに一緒に開いておいて使うようにしましょう。
・共通テーマ、テーマ
ライブドアブログには「共通テーマ」
、FC2 ブログでは「テーマ」というのがあります。
ブログの新しい記事を書く画面で選ぶようになっています。関連するテーマを見つけ
選択してください。リンクを増やし、アクセスアップするために必要なことです。
・ブログ記事中へのアフィリエイトリンクの設定
ブログ記事の中のキーワードにアフィリエイトリンクを貼るとか、ブログ記事の最初
や最後にその記事を読む人が興味を引きそうな商品のアフィリエイトリンクを貼ると
いう方法も有効です。楽天アフィリエイトでは URL からアフィリエイトリンクを作成
することができ、テキストは自由に設定できますので商品名でアフィリエイトリンク
を貼るだけでなく、見に来た人の気を引きそうな文章・単語でアフィリエイトリンク
を貼ることもできます。
メール投稿では、共通テーマやタグ設定、記事中へのアフィリエイトリンク作成といった
ようなことはできないわけですが、空いた時間を活用する、記事数を増やすことも重要で
すので、携帯メール投稿で空いた時間を活かしてください。
以上のような記事投稿で、ニュースやトラックバック先、ブログ検索などから見に来る人
がけっこういることがわかると思います。タグやランキングからもきます。いろいろなと
ころからアクセスがくるのです。作ってまだ、まもないころから、投稿のタイミングがよ
かったり、関連記事の注目度が高いと大量のアクセスがあります。記事によって、当たり
外れはありますが、注目度の高いキーワード、記事を使うと見に来る人が増えます。
タイミングは、朝最初にインターネットをみる時間、お昼休み、夕方、夜帰宅後というよ
うな時間帯にインターネットを使う人が多いですから、そういう時間の前に投稿するとブ
ログのアクセス量は多くなる傾向があります。
最初からアクセス量を稼ぐためには、この投稿タイミングが重要になります。人気の高い
内容で投稿する人は多いですから、時間を外すとたくさんの投稿記事のリストの後ろのほ
うに掲載されて見てもらえないことになってしまいます。
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しかし、このブログアフィリエイトマニュアルで目指すアフィリエイトは、投稿タイミン
グによって一時的にやってくるアクセスを多くするための方法ではありません。投稿タイ
ミングを意識しながらも毎日投稿を続けることが重要です。最初のうちにあきらめてしま
う人が多いのです。続けることが重要です。今までの記載事項の中の一部あるいは大部
分を省略してしまい、うまくいかない人も多いです。省略しないで継続することが成功
の秘訣です。

すぐに収入が、楽していても入ってくるというアフィリエイト方法を宣伝している商材が
あったら、それは一過性の効果しかないものか、宣伝文句のみかだと疑ったほうがよいで
す。インターネットビジネスもそうです。そうそう楽して大きな収入が得られるわけでは
ないのです。アフィリエイトは単純で簡単ですが、けっこう地道な取り組みが必要なもの
で、そのような方法のほうが結果的には収入が増え、安定した収入が続けて得られるよう
になるのです。

最初のうちのアクセスの増減には一喜一憂しないように。
投稿により、当たり外れの大きいものですから。

ところで、投稿を続けると複数作ったブログの中で、アクセスが多いものがでてきますが、
明らかにアクセスが少ないブログが残る場合があります。どのブログもアクセスがある場
合は、それぞれを作成し続けていけばよいのですが、他のブログに比べてアクセスが明ら
かに少ないブログが出てきた場合、そのブログの更新はやめて、新たに新しいブログを作
ってください。外れのブログというのはときどきでます。

【免責事項】
当「ブログアフィリエイトマニュアル」に記載の内容は、その効果を保証するものではあ
りません。従って効果が現れない場合でも当方はその責任を負いません。また当マニュア
ル記載事項は損害が生じるような性質のものではありませんが、その実行については自己
責任で行ってください。実行した結果、何らかの損害が発生してもその損害に対して、当
方が補償・賠償を行うことはありません。
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このマニュアルでアフィリエイトをやってみて、アフィリエイトを
もっとやってみたいと思った方、下記のアドレスにメールをくださ
い。メールマガジンを発行しているメールアドレスと同じです。

より詳細な記載を加えたアフィリエイトマニュアル差し上げます。

メールアドレス

akiramlmg@infoaffi.net

題名は「アフィリエイトブログ作成済み」としてください。本文に
は、お名前（ハンドルネーム可）、ブログの URL を忘れずに記入して
ください。

質問や状況などなど、いただければアドバイスも可です。
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アフィリエイト効果増大ノウハウ
このページで紹介しているものは有料ですが、購入を強制するものではありません。あく
まで、ご紹介させていただくだけです。
このマニュアルの方法でもアクセスと報酬が発生するのですが、この方法はもっと稼ぐサ
イトの補助的な役割もするサイトです。こちらが今回のブログ作成マニュアルで説明して
いる方法を使って、さらに稼ぐブログを作成するアフィリエイトノウハウです。

Ｋ’ｓサポート

アフィリエイト

初心者には初心者の方法がある

http://info.wbow.net/kssaport/

この方法を元にして、月に 7 桁の収入を上げている人もいるわけです。もっとブログアフ
ィリエイトで稼ぎたいという方には、この方法を特にお薦めします。

アフィリエイトノウハウ、楽天アフィリエイトの秘密、ブログアフィリエイトでどうやっ
て稼ぐのか、こちらの DVD をぜひとも参考にしてください。このマニュアルとあわせるこ
とで効果が増大します。そして、便利なツールもお試しできます。

第３次アフィリエイト大戦セミナーＤＶＤ
http://info.wbow.net/affili3dvd

アフィリエイトで稼ぐ事を実感できたら、その金額を増大させる方
法を知ってください。購入金額分ぐらい稼ぐことは、それほど時間
はかからないです。このあと、このマニュアルのおまけで、ご紹介
している方法でも稼ぐ事ができます。
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