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本書は「儲筆」のサンプルです。

著作権について

「儲筆」は、著作権法で保護されている著作物です。

事前許可なく、本教材の一部、または全部をインターネット上に公開すること、

およびオークションサイトなどで複製、流用、転載、転売することを禁じます。
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サイト運営　アフィリエイトでお金を稼ぐ

初心者が上級者へと

一気に駆け上がるためのマニュアル

毎月貯金が増える　資格なしスキルなしでも　高収入のチャンス

いつでもどこでも副業　寝ている間でもお金が増える秘密とは

再現性のある方法です

あなたでもできます

本編はこちら
https://ladys-cash.com/lp-mouhitu/

価格　 49,800円
            19,800円
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素晴らしい

ネットに不審感や怪しいイメージを持っているなら、

考え方が 180度変わることでしょう。

公衆回線、モバイルルーターで公衆回線、モバイルルーターで

どこでもインターネットどこでもインターネット
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働き方改革
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▼在宅ワーク

○メリット

　好きな時間に好きな時に作業ができる。移動時間

や交通費もゼロ。

○デメリット

　仕事とプライベートが分けにくく、はかどりづら

い。環境によっては集中しづらい。

好きなライフスタイルで作業ができるのが一番の特徴。ノートパソコンやタブレットな

ら、部屋を移動したり外出先でライティングができます。天気や交通事情に左右されず

マイペースで打ち込み。疲れたら休んでコーヒーをいっぱい飲むなどフリーダムです。

友達や家族と一緒に楽しくブログを書いたりできます。育児や家族の世話で家を出られ

ない人に最適。
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　在宅ワークでは自分のパソコンやタブレット、スマートフォン

を使います。専用の PCやプリンターなどのOA機器がない人は

揃える必要もあります。インターネット回線が生命線。回線速度や安定性

も大事です。
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▼モバイルワーク

○メリット

　旅行先、仕事先など合間の時間でライティング。

ノマドワーカーのように場所を決めずに放浪しな

がら記事作成ができる。

○デメリット

　天候や移動時間など不安定。ネット回線やバッ

テリー消費、機器の破損リスクもある。

外出先では作業のしやすい場所がおすすめです。図書館やインターネット回線が使える

カフェ、公共施設です。トイレや食事などもできる場所がいいでしょう。

１時間前後ならどこでもOK。スマホワークなら駅や電車内などどの場所でもできます。

ネットカフェ、漫画喫茶、空港など必要設備がついているところは極楽。

WiFiで無料インターネット接続したりと料金節約もできます。公共施設でも、無料ネッ

ト接続できる所が増えています。
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　スマホではツールが使えない場合もあります。タブレットは

PCと同等ですが、一部動作しません。モバイルでは自由なよう

で不自由さもあります。忘れ物をしただけで、作業がはかどらない。バッ

テリーは思った以上に持ちません。予備バッテリーや電源確保のできる施

設を選びましょう。

https://ladys-cash.com/


儲筆  サンプル  　  働き方改革

▼ノマドワーク

○メリット

　オフィスやワーキングスペース、カフェ、公園

やレジャー地などで作業ができる。副業向きで、

他のワークとの両立がしやすい。

○デメリット

　忙しく移動することに。交通費や飲食費などが

かかる。通信回線の安定もポイント。

ノマドワークは決まった場所を持たずに作業をすることです。複数の会社と打ち合わせ

に行ったり、個人的事情で外出する人に向いています。用事が多く、外出することが多

い人に向いている働き方と言えるでしょう。

ノートパソコンやミニノート、タブレットが最適。スマートフォン一つでも作業はでき

ますが、本格的なライティングをするならキーボードは必要。メール作業などかんたん

なワークスタイルなら自分の好きな場所で開放感たっぷり。
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　遊牧民のワークスタイルは天候や環境に左右されやすくなりま

す。雨や雪、厚さ寒さに強風など注意点もいくつかあります。

バッテリー切れや落とし物、盗難被害などは気をつけましょう。

https://ladys-cash.com/


儲筆  サンプル  　  働き方改革

▼家族でワーク

○メリット

　時間が自由。子供の様子を見ながら作業ができる。

主夫、主婦二人で共同作業できる。

○デメリット

　仕事とプライベートが分けにくい。

手分けして作業ができることが最大のメリット。得意分野を活かしたり、分担して作業

ができます。

子供の知育。将来ためになるスキルを身につけさせられます。学生の方でもアフィリエ

イトは可能。お小遣いを自分で稼いだり、自由なお金を作ることもできます。

お金を稼ぐ、自分の力でお金を稼ぐことは良い勉強。主婦の方、学生の方が他力ではな

く自力で収入を出すという心構えが手に入るのです。きっと頼もしい子供に育ってくれ

ることでしょう。
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　稼ぎすぎると扶養を抜けることもあります。無申告のままでい

ると、本当に税務調査が来ます。副業が会社にバレると困ること

もあるので特に注意してください

https://ladys-cash.com/
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▼組織化　外注　会社設立

○メリット

　効率化ができる。専門家に任せられる。家族や知

人と仕事できる。管理職になれる。大規模事業もで

きる。

○デメリット

　費用負担が増える。組織運営の悩みが出る。失敗

するとリスクも増える。

外注化すると、お金をかける代わりに時間に余裕が出ます。もちろん管理職として時間

がかかることもありますが、大量の記事作成などは他人任せにすると効率が良いでしょ

う。

ライターを雇うだけなら費用は記事の分だけです。サイトの運営、管理、デザイン、

SEO 対策などは専門家に任せると１０万円以上。

それぞれ専門分野のプロの任せると、良いサイトができます。ただ、アフィリエイトや

サイトで稼ぐとはただの良いサイトではいけないのです。お金をかける前に、キーワー

ドの選び方やジャンルの選び方、SEOについて詳しく知っておきましょう。

Page8　©https://ladys-cash.com All right reserved

　サイトを外注で作ると費用は増えていきます。記事制作だけな

ら安く抑えられますが、内容にバラツキが出ます。デザインや

SEO 対策、ソフト代など費用をかけた以上の収入が出るとは限りません

https://ladys-cash.com/
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昔の在宅業はワープロかデスクトップパソコンを使いました。

ワープロで文字を入力してフロッピーディスクに記録。

プリントアウトして書類を持込、郵送します。

今ではノートパソコンやタブレットなどモバイルが主流。

インターネットでもモバイルで高速通信ができます。

働き方というより

生き方を選ぶのです。
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ライティングは辛くて暗い仕事と思われますが、

今では外で日光浴しながらもOK。

良い時代になりましたね。

入力作業は１０時間もするという人もいますが

たった３分で終わらせる人もいます。

普通の在宅ワークでは時間をかけただけお金をもらいます。

アフィリエイトやブログ、メルマガは

最低限の努力で最大限の効果を生み出します。
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誤解のないように言えば、

稼ぐためには、時間と努力も必要です。

私は月１０万円では生活が出来ないので、

相応に時間をかけて働いています。

文字単価 0.5 円の仕事がイヤな人。

たくさんいると思います。

私もそうでしたが、長続きしません。

体力や集中力がもたないのです。

もっと良い仕事、働き方を見つけないと

安い仕事でいつまでも奴隷労働させられます。
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あなたの自由な発想、才能で

欲しいものを手に入れるのです。

それができるのもアフィリエイト。

私の働き方と生き方を変えてくれました。

「稼げない」「もうやめた」「やり方がわからない」

アフィリエイトは知識があれば

長く使えて少ない労力でもお小遣いになります。
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海外旅行しながらブログやメルマガを書く。

実際に成功した人のライフスタイルです。

一握りの人しかうまくいかないと思われますが、

違います。

やりかたなんですね。成功する人と失敗する人の違いは。

①効率化　②マインド　③手法　など

時間やお金をかけて稼げるというのは、

実は非効率なやり方でもあります。

仕組みを作り上げることで、ワークスタイルが変わります。

うまくいく人ほど、自由な時間があります。

カフェや海岸、山などで自分のスタイルを作っています。

そんな人になってください。

家にこもりっきりで      10      時間労働しなくてもいいのです。
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