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井上：どうも、井上です。 

   今日は成功しているクライアントとの対談収録という事で、 

   たくみんというアフィリエイターネーム？でいいのかな。 

   そのたくみんさんというクライアントさんと対談していきたいと思います。 

   たくみんさん、よろしくお願いします。 

 

たくみん（以下、たく）：よろしくお願いします。 

 

井上：えーとまず、私の方からたくみん君の経歴と実績を簡単にお話ししますね。 

   あ、ネットビジネスのを始める前の経歴は・・・話してもいいんでしたっけ？ 笑 

 

たく：いや、いいっちゃいいですけど、聞いてる方はどうでもいいんじゃないです？ 

 

井上：いやいや、人によってそっちに食いちゃうかも 笑 

 

たく：ですかね。 

 

井上：まあ、その話になると今回の趣旨とは違ってくるんで、 

   今回はネットビジネスを始めてからの経歴と 

   関係ありそうなところだけ必要なら 

過去の経歴にも触れていくって感じでいきましょうか。 

 

たく：はい。っていうかそういう進行はもう井上さんに任せます。 

 

井上：えーと、まず私がたくみんさんと知り合ったのは３カ月前くらい、 

   普通に私のブログとかメルマガを読んでくれていたみたいで、 

   彼からメールをくれたのがきっかけでした。 

   単刀直入に幾ら払えばネットビジネスのイロハを教えてくれますか？って。笑 

 

たく：笑 

 

井上：僕自信、いろんな人からいろんなメールをもらいますが、 

   そこまで直球なメールをいきなり送ってきたのはさすがに初めてで、 

   めちゃくちゃインパクトがありましたよ。 

   で、そこから色々やりとりするようになったんですよね。 
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たく：はい。 

 

井上：結局そこで幾らで教えるって話にはならなかったんですが、 

   ぶっちゃけ幾らまでなら払う気があったんですか？ 

 

たく：うーん。。。まあ年収３０００万円って言ってるし高くても１００万くらいかなと 笑 

 

井上：あ、そんなに払う気あったんだ 笑 

 

たく：いや、１００万って言われて１００万払うかは、 

   またその時考えようと思ってました。 

   あんまり深くは考えてなかったですけど、 

   それでどういう返事がくるかを期待してたところもあると思います。 

   でも、本当に井上さんから色々教えてもらいたいなって素直に思ったのは事実です。 

 

井上：ある意味、オレが試されてた的な？ 

 

たく：いやいや 笑 

   とにかく井上さんに教わりたくて 

   その言葉を直球にしたメールがあれだっただけですよ 笑 

 

井上：で、そこからちょくちょくとメールでやりとりするようになって、 

   とりあえず僕がやってる事を同じようにやってみたらというところから、 

   本格的にネットビジネスを始めるようになったって流れでいいんですよね？ 

 

たく：はい、そんな感じです。 

   もともとアフィリエイトは知識くらいしか無くて、 

   ネットビジネスと言えるような活動経験はありませんでしたから。 

   あったのは要らないものをヤフーで売ってたくらいですかね。 

   情報商材は何気に幾つか買ってましたが 

   何かどれを読んでもしっくりこなくて行動には移してませんでした。 

   で、井上さんのブログを見て、メルマガを読んで、 

   「この人だ！」って 笑 

 

井上：で、そこから３カ月くらいで総売上が１００万を超えたんですよね。 
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たく：はい。 

 

井上：あ、売上じゃなくアフィリエイト報酬が１００万か。 

 

たく：そうです。 

 

井上：一応聞きますけど、経費とかは？ 

 

たく：その月はメルマガスタンドの利用料だけでした。 

   ただそれまでにはリスト買ったりはしてましたから、 

   ある意味そこから出た利益もあると思います。 

 

井上：なるほど、じゃあその３カ月間について話していきましょうか。 

 

たく：はい、それが趣旨ですもんね 笑 

 

井上：何か照らし合わせて話してるみたいになるのでそういう一言は無しで 笑 

 

たく：あ、すいません 笑 

 

井上：えーと、まず何から手をつけたんでしょう。 

 

たく：とりあえずブログを作りました。FC2 で。 

 

井上：FC2 にしたのは何か意味があるんですか？ 

 

たく：うーん、何か前に読んだ情報商材で 

FC２ブログが一番使いやすくていいとか書いてあったんで。 

ワードプレスとかよくわかんなかったですし。 

 

井上：あー、以前は確かによかったんですけどね。 

   まあ、FC2 はいきなり消されるような事もまず無いんで、 

   最近の検索に飛ばされてるって件さえどうにかなってるようなら 

   無料ブログではアフィリエイトには適してますけどね。 
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たく：僕はその話（検索に飛ばされているという件）、 

ブログ作った時に井上さんに言われて知りました 笑 

まあ、でも普通にインデックスもされてて 

   ブログ名とかでヒットしてるから大丈夫っぽいねって話をして。 

   とりあえずそのまま FC２ブログでやってくことにしました。 

 

井上：あと、無料ブログは割り当てられるサーバーによっても 

当たり外れがあるからたくみん君の場合は当たりだったっぽいですよね。 

 

たく：うーん、その辺はよくわかんないです。 

   ブログ自体その１つしか作った事が無いんで。 

 

井上：そういう意味ではたくみん君は無料ブログにしてよかったんだと思う。 

   まあ、当たりブログが出るまで何度もアカウント取る人もいますけどね。 

 

たく：そんなに違うもんなんですか？ 

 

井上：いや、実はオレも当たりと外れでどれくらい違うかはあんまり 笑 

   でも、インデックスのされやすさとか、 

   上位表示の確率もかなり変わってくるんじゃないかと思う、理屈的に。 

 

たく：へー。 

 

井上：まあ、僕の戦略上、その辺はそんなに気にしてないし、 

   ちゃんとやってれば、それなりに集客は出来るから 

   そこまで拘る必要はないと思う。 

   まずやってみる事が大事しょ。 

 

たく：ですね。 

 

井上：じゃあブログを作った時のポイントとか、何かあれば・・・ 

 

たく：えーとですね。 

   基本的には井上さんのブログをパクっただけなんで 

   何がポイントだったのかもあんまり自分ではわかんないです。 
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井上：笑 

 

たく：勿論、パクったというのはあくまでも構成とかですけど。 

 

井上：サイドバーとか、メニューとか、そういうのですよね。 

 

たく：はい。 

   ただ、テーマもとりあえず同じ感じのビジネス路線にしたので 

   その辺もパクったと言えばパクりました。 

 

井上：それは別にパクったとは言わないでしょ 笑 

 

たく：ですかね。 

 

井上：じゃあ、そのブログをパクって構築する上で何か気をつけたところとかは？ 

 

たく：うーん。  

   プロフィールとその挨拶文とかですかね。 

 

井上：あー、それ大事って言いましたもんね。 

 

たく：そう言われたのもありますけど、 

   やっぱりそこがブログの顔みたいなものになるのかなって思って 

   何回も文章を書き直して、自分なりに納得のいくまでやりました。 

 

井上：いや、それはぶっちゃけそうだと思います。 

 

たく：だって、人のブログとか見て、ちょっと気になったら 

   絶対その人のプロフィールページとか見ますもん。 

   実際、井上さんのメルマガを読もうと思ったのも 

   そういうところを見て惹かれたからだと思うし。 

 

井上：結局、初めてブログを見る人がまず見るところだし、 

そこが継続的な集客力とか求心力に繋がってくるから 

プロフィールページとかその挨拶文はかなり重要ですよ。 
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たく：はい、それは僕もそう思ったんでかなり力を入れました。 

 

井上：あとはまだ何かあります？ 

 

たく：あとはメールマガジンへの誘導ですかね。 

 

井上：あー、それも大事ですね。 

 

たく：基本的にブログはメルマガに登録してもらう為の媒体ってイメージなので 

   その一番の目的を達成できるように 

   登録フォームの場所とか、メルマガを読んでもらうメリットとか、 

   そういうのは結構気を遣って作り込みました。 

 

井上：で、最初はどういう記事を書き始めていったんですか？ 

 

たく：過去に買った情報商材のレビューとか、本のレビューですね。 

   ただ、ただのレビューじゃあんまり意味がないので 

そこから学んだ事とかを自分なりにまとめて書いてました。 

 

井上：それ、結構大事ですね。 

 

たく：情報商材のレビューを書いている人って、 

   それがいいとか悪いとかの批評だけで 

その記事を読むメリットがあんまり無い気がするんです。 

   だからただレビューを書くだけじゃなくて、 

   そのレビューを読んだだけでも読んだメリットがあったって思ってもらえるように 

   そこをポイントにして記事を書いてました。 

 

井上：メルマガはどれくらいから始めたんですか？ 

 

たく：メルマガもほぼブログと同時に始めてました。 

   メルマガって言ってもステップメールでしたけど。 

 

井上：先に内容を決めてそれを配信していくようにした感じですね。 
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たく：そうです。 

   ぶっちゃけやった事ってそれくらいで、 

   あとはコツコツとブログの記事を書いて、 

   ステップメールのメールを追加していっていった感じです。 

 

井上：いや、実際それで十分ですからね。 

   無駄な集客作業に時間を割くくらいなら、 

   とにかく質の高い記事を更新して発信していくのが一番ですよ。 

 

たく：実際、井上さんのブログを客観的に見る限りでは、 

   そういう事をやってるって事しかわかんなかったんで、 

   とにかく分かる範囲の事をそのまま真似してたら普通に結果も出てきて、 

   ああ、これでよかったんだって感じでした。 

 

井上：いや、実際それがほとんどですよ、ホント。 

   僕はツイッターとかでも集客してますけど、 

   大半はブログに直で入ってくる検索アクセスからの集客ですし、 

   あとはとにかく質の高い情報提供を徹底してるだけ。 

 

たく：一応僕はリストを買ったりもしましたけど、 

   やっぱりブログで普通に読者登録してきてくれた人達の方が 

   紹介した情報とかを買ってくれる比率は高いです。 

 

井上：いや、そんなもんだよ。 

   リストはどこで買ったの。 

 

たく：インフォゼロっていう無料レポートスタンドです。 

   キャンペーンで半額ってメールが来たので 

   ５０００件５万円くらいだったと思います。 

 

井上：インフォゼロのリストは初心者が多いから、 

   メールを出す時はワンクッション入れた方がいいかもね。 

   でも５０００件で５万なら元は取れたでしょ。 

 

たく：どの売上がそのリストからなのかはわかりませんけど、 

   たぶん取れてると思います。 
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井上：やっぱりブログとかメルマガを始める時って、 

   最初はアクセスも無いし読者もいないから、 

   記事やメールを書くモチベーションとか、 

   そういうまとめたリストを買って 

   そこに送っていくというところから始めたのが良かったんだと思いますよ。 

 

たく：あー、それはあると思います。 

   実際、誰も読んでないメルマガとか出すのはやる気しませんでした。 

   だからとりあえずまとめたリストを買ってみた感じだったかもしれません。 

 

井上：一応ここまでで話をまとめると 

   ３カ月で１００万円の収入を稼ぐまでにやった事はブログとメルマガ。 

   プロフィールページと挨拶文に気をつけて 

   ブログはあくまでもリストを集めるための集客媒体に利用した。 

   本や情報商材のレビューに自分なりのポイントを付け加えて 

   読み手にとってのメリットを与えた。 

   あとは最初はまとめたリストを無料レポートスタンドで買って 

   メールなどを出していくモチベーションを作った。 

   こんなところですかね。 

 

たく：はい、実際それしかしてません、今も。 

 

井上：更新頻度とか、メールのペースとかは？ 

 

たく：うーん、最初は毎日３～４記事は書いてました。 

   メールは２～３日おきで２０通分くらいのステップは組んでます。 

 

井上：って事はアフィリエイトもそのステップメール内でやってるんですよね。 

 

たく：そうです。 

   だから基本的に僕は期間限定とかそういう情報は売ってないです。 

   そういうのを紹介したい時は個別でメルマガを出します。 

 

井上：そういうところ、教えてないのに僕と同じです 笑 

 

たく：いや、たぶんそうしてるんじゃないかなって 笑 
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井上：でも毎日３～４記事も書くほどネタありました？ 

   情報商材とか本とかそんなに買って読んでたんですか？ 

 

たく：いや、本で学んだ事なんかはそれを数記事に分けて書いてました。 

   タメになる本だと１冊で１０記事以上は作れるじゃないですか。 

 

井上：ああ、なるほど。 

 

たく：メルマガの内容もほとんどそんな感じです。 

   まあ、情報発信なんてそういうもんですよね。 

自分が学んできた事を自分なりに発信するわけですから、 

    

井上：いや、実際本当にシンプルザベストでそれが一番だと思いますけど、 

   それでも３カ月で１００万は普通に立派だと思います。 

   僕でも４～５カ月はかかりましたから。 

 

たく：僕の場合はその井上さんのやり方をそのままパクったからですよ。 

   あと、井上さんが勧めていた商材のおかげってのもあります。 

 

井上：ミリオンライティングですよね。 

 

たく：はい、あれは本当に役に立ちました。 

   最初のプロフィールページとかを作った時は 

   あのマニュアルの１つ１つの項目と照らし合わせて作り込ましたもん。 

 

井上：そこまで徹底したんですか 笑 

 

たく：はい。 

   やっぱりコピーライティングは重要ですよね、この仕事。 

 

井上：少なくとも僕のやり方はそれ無しでは成り立たないと思います。 

   たくみん君が短期間で稼げたのも 

   すぐにそこを勉強しながら始めたのが大きいと思いますよ。 
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たく：はい、それは自分でも思います。 

   そこに気付けた事が井上さんのブログに出会えた 

一番の収穫って言ってもいいと思います。 

勧めてくれている商材もよかったですし。 

 

井上：だいたいネットビジネスを始める人って 

   ブログとか作ってそこにアクセス集める方法とかに特化しちゃいますからね。 

   どんなに集客してもそこでモノを売れなきゃ意味ないのに。 

 

たく：言われればそう思いますけど、何かネットビジネスって 

   アクセス集めとイコールみたいな感じになっちゃうのってたぶん普通ですよ。 

    

井上：だからみんなネットで稼げないとか 

   アフィリエイトは稼ぐのが難しいとか言ってるんだと思います。 

   ネットの勉強より文章の勉強をした方がいいって事に気付かないんですよ。 

 

たく：ネットで稼ごうと思っていきなり文章を勉強しようなんて 

   普通は思わないと思いますよ。 

 

井上：まあ、僕もたくみん君と一緒でそういう事を言っている人のブログを見て、 

   ああ、なるほどと思って今があるんですけどね。 

 

たく：でも、それを聞いて萎える人もいるじゃないですか。 

   結局、文章を書けなきゃダメなんだって。 

   だからそれとは違うスキルに走っちゃうんじゃないんですかね。 

 

井上：なんでそんなに文章を書くのとを嫌がるのかがわからない。 

   ただ会話を文字にするだけだと思うんですけどね。 

   まあ人と関わらずに稼ぐ術としてネットビジネスを選ぶ人が多いから、 

   必然的に人に何かを伝えていく事自体が嫌だって思ってしまうのかもしれませんね。 

   でもモノを買ったりお金を払うのって結局は人だから 

   人とのコミュニケーションを避けてビジネスをするのは 

まず無理だって気付くべきなんだと思います。 

そういう人は素直にビジネスは諦めて投資とかを勉強すればいいのに。 

 

たく：ある意味、核心ですね、それ。 
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井上：ネットなら人と関わらず、完全在宅で大金を稼げるって 

   そういう幻想を多くの人が抱いているのが問題なんだと思います。 

   確かに完全在宅で人と会わずにビジネスは出来るけど、 

   結局はパソコンを介して人と関わらなきゃ無理なんですよ。 

   ネットで稼げてない人はパソコンに向かって仕事をしてますよね。 

   結局ネットなんて人と人を繋ぐツールであって、 

   だからこそ便利なものなのに。 

 

たく：結局はパソコンじゃなく、 

その先にいる人に向かって仕事をしなきゃいけないって事ですね。 

 

井上：じゃなきゃ稼げないですよ、ネットがお金をくれるわけじゃないんですから。 

 

たく：少なくともアフィリエイトとかはまさにそうですよね。 

 

井上：何か僕らのネットビジネス談義になっちゃいましたね 笑 

 

たく：でも多くの人がネットで稼げない理由って 

   つきつめていくと今話したところに行き着きますよ、やっぱり。 

 

井上：まあ、そうですね。 

   人付き合いはいれないけど、人に物事を伝えるスキルは必要ですよ。 

   だからこそコピーライティングとかをまず勉強するべきだって事です。 

 

たく：そうですね。 

   っていうかこれ聞いた人って、聞いて良かったって思ってくれます？ 

 

井上：どうですかね・・・まあこれが現実だって事で、 

   間違った認識を持っている人がそこに気付けば 

   聞いて良かったと思うかどうかは別としてタメにはなるんじゃないですか。 

 

たく：まあ、そうですね。 

    

井上：そういう事で、井上太一とたくみんのアフィリエイター対談でした。 

   またの機会があればまた。 


