
【ＺＩＧ】

超初心者でも出来て１ヶ月目から５，

０００円を稼ぎ出す日記ブログノウハ

ウ大公開！今回はほったらかしで１

２００アクセス集めるブログの作り方

教えちゃいます♪

～日記ブログだけで１万円稼ぐしくみ実践記　第３章～

【再配布権付】
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• はじめに
【推奨環境】

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は

最新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料）

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

◆　著作権について

 当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、以下の

点にご注意ください。

◇　レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポ

ートの一部、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

などで転売することを禁じます。 

◇　本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、

ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流用および転載すること

を禁じます。 

◆　使用許諾契約書

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以下、乙と

する）との間で合意した契約です。

本レポートを甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。 

第 1 条（目的） 本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独

占的に使用する権利を承諾するものです。 

第 2 条（第三者への公開の禁止） 本レポートに含まれる情報は、著作権法によって

保護されています。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその

情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じま

す。 

第 4 条（損害賠償） 甲が本契約の第 2 条の規定に違反した場合、本契約の解除に

関わらず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10 倍

の金額を支払うものとします。 

第 5 条（その他） 当レポートに沿って実行し、期待通りの効果を得ることができず、万

一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。
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このたびは当レポートをダウンロードいただきありがとうございます！

ＺＩＧと申します。

簡単ですが自己紹介させていただきますね♪

【ＺＩＧ】

自営業（健康関連）

愛知県出身　長野県在住

趣味：スノーボード、読書、マラソン、ビリヤード、自然に触れる事

尊敬する人：本田健　ジグ・ジグラー

２００９年２月よりブログ・メルマガアフィリエイトに取り組んでいます。

ネットとリアルビジネスの連動を計画中♪

王将とコメダ珈琲をこよなく愛する愛知大好き人間

目下の悩みは近所に王将とコメダ珈琲が無い事（笑

フォロワー募集中です♪

ツイッターアカウント＞＞＞http://twitter.com/zigstyle
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第１章　はじめに

このレポートは、既に配布が終了してしまいましたが、話題になったこちら

のレポート

「日記ブログだけで月 1 万稼ぐしくみ」

を元に、ＺＩＧが実際に実践を行った結果を記したレポートです。

実践記も今回で３回目となりますが、前２作はおかげさまでご好評をいた

だき、多くの方にダウンロードしていただきました。
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実践記　第１章のこのレポート

【ＺＩＧ】  作ったブログを即インデックス！小学生でも出来るたった  

１日でアクセス１００のブログを作る方法

～日記ブログだけで１万稼ぐしくみ実践記～

こちらは、おかげさまでメルぞう新着ランキング

２位を獲得する事が出来ました。

ありがとうございます m(__)m

このレポートで、私はたった１日でアクセス１００のブログを作る方法をお

伝えしました。

もし、アクセスにお悩みの方は、このレポートを是非お読みになってくださ

い。

実はアクセスを集めることは非常に簡単です。アクセスがあるのが当たり

前なのです。

読んでいただければ、アクセスが来るのが当たり前なのに、アクセスが来

ないと悩んでいたのだということに気が付かれるはずです。
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また、実践記第 2 章のこちらのレポート

【ＺＩＧ】超初心者でも出来る♪作ってわずか１０日の日記ブログ

でサクッと１日で１６８２アクセスを記録してさらに４１，８７７円売

り上げちゃった方法を赤裸々公開！

～日記ブログだけで１万円かせぐしくみ実践記　第２章～

こちらもご好評いただき、

メルぞう新着ランキング３位を獲得することが出来ました。

また、多くの方から

「レポートを参考にブログを作ってみました！」

というメールをいただきました。

このレポートでは、よりアクセスを増やしていくためのブログ作り、記事の

書き方について解説をしています。
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では、今回の実践記第３章は・・・？

今回は、前２作のノウハウを更に加速させるためのノウ

ハウをご紹介します！

ではまず、結果の方からご覧頂きましょう。

ＺＩＧが今回紹介するノウハウを１ヶ月間実践することで得られた結果です。

総クリック数：２７４０　成果報酬：５６３３ポイント
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はい！

いかがでしょうか？

１ヶ月目ですが、既に５０００ポイントを超えています。

（１ポイント＝１円）

つまり、９５％のアフィリエイターは月５，０００円稼げないといわれている

中、日記ブログを更新していくだけで５，０００円を稼ぎ出せてしまったの

です。

今までもお伝えしてきていますが、日記ブログは超初心者でも実践可能

な簡単なノウハウです。

それでいて、確実に実績を上げる事が出来てしまうのです！

実践結果からも、今回それを証明することが出来ました。

このレポートでは、この結果を作り出す上で非常に重要な、日記ブログの

実践を更に加速させる重要なノウハウをご紹介します。

ＺＩＧは今回ご紹介するノウハウを活用する事で、以下の画像のようなア

クセスをほぼほったらかしで集めるブログを作成する事が出来ました。
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ほったらかしでユニークアクセス１２０２／日

さて、日記ブログと合わせ、このようなブログを持つ事が出来たらいかが

ですか？

かなり、楽天アフィリエイトで結果を出すことが簡単になると思うのですが。

このレポートでは、その具体的な方法について解説を行っていきます。
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ですからもし、あなたが今

アクセスに悩んでいる

アフィリエイトで報酬を得たことがない

月５，０００円すらアフィリエイトで稼ぐことが出来ない

そもそも、アフィリエイトって難しいし大変！と思っている

という事でしたら、是非このレポートを最後までお読みください。

実はアフィリエイトで稼ぐことは本当に簡単だということが分かるはずです。

なお、このレポートで紹介している方法は、前２作のレポートの内容を実

践されていることが前提となりますので、まだそちらを読まれていない方

はまず、前２作のレポートをお読み頂き、実践されることをオススメします。
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【ＺＩＧ】  作ったブログを即インデックス！小学生でも出来るたった  

１日でアクセス１００のブログを作る方法

～日記だけで月１万稼ぐしくみ実践記～

【主な内容】

８０％以上の人が気付かないアクセスが増えない根本的な原因

作ったブログに１日以内に検索エンジンからアクセスを呼ぶ方法

ブログ開設後たった１日で１００アクセスを呼び込める記事の書き方

【ＺＩＧ】超初心者でも出来る♪作ってわずか１０日の日記ブログ

でサクッと１日で１６８２アクセスを記録してさらに４１，８７７円売

り上げちゃった方法を赤裸々公開！

～日記ブログだけで１万円かせぐしくみ実践記　第２章～

【主な内容】

アクセスを集めるためのブログ作り（カスタマイズ）

１日で１６８２アクセスを生み出した、更にアクセスを集める記事の書き方

まだご覧になられていない方は是非ご覧頂き、このレポートと併せ、実践

を行われてください！
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また、このレポートの最後には、ＺＩＧからの特別なプレゼ

ントも用意させていただきました！

是非最後まで読まれて下さいね。

では、早速本編に入っていきましょう。
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第２章　アクセスが増えない原因

今回のノウハウを実践する上で、非常に重要になってくるのが「キーワー

ドの有効活用」という部分です。

前作でも紹介しましたが、アクセスを集めてくれるキーワードを見つける

こと。ここが重要なのですね！その為にはまず、そんなキーワードを見つ

けるために日記ブログを更新していく必要があります。

今まで２作、日記ブログに関するレポートを作成させていただいたのです

が、おかげさまでその後、

「レポートを参考に実践を始めてみました！」

というメールを多く頂くようになりました。

ですが、実践をされている方から、

「なかなかアクセスが増えないんです・・・」

というメールも同じくらい（それ以上？）いただくようになりました（笑

そんな方々のブログを拝見させていただき、アドバイスを行なってきたの

ですが、やはりアクセスが増えない方のブログには傾向があります。

今回のノウハウでも、アクセスを集める事は大前提として重要になります

ので、多くの日記ブログを拝見させていただいた上で見えてきた、アクセ

スが集まらないブログの傾向をまず記載しておきます。
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同じ失敗をされないよう、この部分はしっかり確認をされてください！

１．そもそもインデックスされていない

「日記ブログだけで１万円稼ぐしくみ　第１章」でも解説したのですが、や

はり、そもそもブログがインデックスされていないケースが多く見受けられ

ます。

インデックスされていないということは、検索エンジン上では「存在してい

ない」という事になります。

その状態ではどんなに頑張ってもアクセスは来ませんので、まず、ブログ

をインデックスさせる事を優先してください。

インデックス方法はこちらのレポートを参照してくださいね。

【ＺＩＧ】  作ったブログを即インデックス！小学生でも出来るたった  

１日でアクセス１００のブログを作る方法

～日記だけで月１万稼ぐしくみ実践記～

２．記事投稿数が少ない

「アクセスが増えません・・・」

という方のブログを拝見すると、記事数が一桁しかなかったり、1 日 1 記

事投稿、ひどいと２～３日で 1 記事しか投稿していない・・・

というケースを見かけます。

15

Copyright(C)2010 ＺＩＧ.All Rights Reserved.

http://mailzou.com/get.php?R=29455&M=16582&PR=4919
http://mailzou.com/get.php?R=29455&M=16582&PR=4919
http://mailzou.com/get.php?R=29455&M=16582&PR=4919
http://mailzou.com/get.php?R=29455&M=16582&PR=4919


日記ブログだけで１万円稼ぐしくみ実践記　第３章

これではアクセスが来ないのは当たり前です（汗

開設直後のブログはクローラーもあまり頻繁には回ってきませんので、ク

ローラーを呼び込むためにも、最初の 1週間ほどは少なくとも 1 日 3記事、

可能であれば 1 日 5 記事ほどの投稿が望ましいでしょう。

３．記事に懲りすぎる

これは先程の項目にも関連してきますが、記事の内容に懲りすぎて、長く

なっている方が多いです。

日記ブログは、基本的にあまり読まれていません。

ですから、記事の内容に凝ってみたり、長い記事を 1 記事書くよりも、簡

単な内容で構わないので複数の記事を書いた方が良いです。

そもそもキーワードは投稿してみなければ、本当にアクセスを集めるかど

うか確認できません。

アクセスを集めてくれそうなキーワードで全くアクセスが無かったり、全く

期待していなかったキーワードが驚くほどアクセスを集める「当たり」キー

ワードだったなんて事も充分ありえるのです。

これは実際にやってみないと分からないんですね。

ということは、投稿する前の段階で時間をかけて記事を書いても、そのキ

ーワードがハズレだったらその時間は無駄だったという事にもなりかねま

せん。

２０分も３０分もかけて書いた記事が全くアクセスを集めなかったらその時
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間は無駄だったということです。

目も当てられませんよね（泣

ですから、一つ一つの記事に凝る必要はありません。簡単な内容で良い

ですから、より多くの記事を投稿してください。

こうする事で扱うキーワードの数が増えますから、検索に引っかかる可能

性が高くなります。

大事なのはキーワードを見つけることであって、日記を書くことではありま

せん。

ここを意識されてください。

４．キーワードの偏り

日記ブログで扱うキーワードは、「その日話題になっているキーワード」で

す。

自分がその日興味を持ったニュースではありません。

拝見すると、扱うキーワードにかなり偏りが出ている方がいます。
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例

・グラビアアイドルネタばかり

・アニメ・コミックネタばかり

・映画・ＤＶＤネタばかり

などなど・・・

日記ブログは趣味ブログではありません。

世間一般においてどんなキーワードに需要があるかは分かりませんので

主観は捨てて、その日話題になっているキーワードを取り上げるようにす

ることが重要です。

キーワードが偏ってしまうと、アクセスを集めるキーワードを見つける上で

もデメリットしかありませんので、より多くの話題を取り上げるようにしてく

ださい。

５．記事タイトル

記事タイトルはＳＥＯ対策上非常に重要です。

ですが、タイトルにキーワードは入っていても、

記事タイトルに関連キーワードが入っていない

記事タイトルが無駄に長い
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という方が良く見られます。

また記事タイトルは、

左に行くほどＳＥＯ上重要なキーワードと見なされます。

例えば「パイレーツオブカリビアン」というキーワードで記事を書くのなら、

記事タイトルは

「パイレーツオブカリビアン＋関連検索キーワード」

という形にするべきですが、

「いよいよテレビで公開！パイレーツオブカリビアン・・・・・」

というタイトルを付けている方を見かけることがあります。

このタイトルですと、

「いよいよテレビで公開！」

が最も重要なキーワードとみなされます。

果たして、「いよいよテレビで公開！」というキーワードで検索をする人が

どのくらいいるでしょうか？
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いませんよね（笑

ですから、キーワードはまず最初に持ってくるようにしましょう。

また、タイトルに関連キーワードを入れてない方。

メインとなるキーワードは入っているのですが、関連するキーワードをタイ

トルに入れてない方がいます。

今回の例で言えば、「パイレーツオブカリビアン」というキーワードは入っ

ているのですが、それ以外の関連キーワードが全く入っていないような状

態です。

正直なところ、単一のキーワードでブログが上位表示される事はかなり

難しいでしょう。

関連キーワードを折り込むことで、上位表示が可能になります。

ですから、その部分も忘れないようにしてください。

そして、タイトルがやたら長い方。

いろいろなキーワードを入れたいという気持ちも分かりますが、実はその

方法を取ると逆効果になります。

タイトルは、キーワードと関連キーワード以外は極力少ない方が検索上

有効です。

ですから、先ほどの「パイレーツオブカリビアン」などの場合は、

「パイレーツオブカリビアン　続編」
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日記ブログだけで１万円稼ぐしくみ実践記　第３章

といったタイトルの方が検索エンジン的には良いということです。

参考に、こちらをご覧下さい。

「パイレーツオブカリビアン　続編」

でグーグル検索した結果です。

（２０１０年４月６日）

見ていくと、１ページ目に複数

の日記ブログが入っています。

次ページでその部分を拡大した

画像を表示します。

21
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以下のサイトは全て日記ブログだろうと思われます。

それぞれのタイトルを確認してみてください。

・パイレーツオブカリビアン　続編

・『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ続編

・パイレーツ・オブ・カリビアン４　続編

・パイレーツ・オブ・カリビアン　続編

いかがですが？キーワード以外の言葉はほとんど入ってない事が分かる

と思います。
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このように、

「不必要な言葉を出来るだけ入れない」

この意識も重要です。

６．タグの入力

ブログサービスによっても異なりますが、記事を投稿す際には「タグ」を入

力する事が出来ます。

このタグをしっかり入力されていない方がいます。

タグ経由でのアクセスもありますので、しっかり入力するようにしましょう。

注意点としては、

単語ごとにタグを入力する

という点は意識してください。

アクセスが増えないと言われていた方のブログで、タグを

パイレーツオブカリビアン　映画　続編

という形で全てひとつにして入力している方がいましたが、

これはＮＧです。
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タグを入力する際は、

パイレーツオブカリビアン　　映画　　続編

と、ひとつずつ分けて入力するようにしてください。

ブログサービスによってはカンマ（,）で区切る場合や、スペースで区切る

場合などがありますので、ご利用のブログサービス毎で確認をされてくだ

さい。

参考までに・・・

seesaa ブログの場合

＞＞＞１つずつタグを入力する形になっています。

ライブドアブログの場合

＞＞＞半角カンマで区切る必要があります。

このように違いがありますので注意してくださいね。
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第３章：キーワードの重要性と活用方法

では、ここから今回のレポートの本題部分に入ります！

「日記ブログだけで１万円稼ぐ仕組み実践記　第２章」でも紹介しましたが、

アクセスを集める上では、キーワードを有効活用することが非常に重要

になってきます。

「当たり」のキーワードが見つかると、それだけでかなりのアクセスを集め

る事が出来るからです。

ですから、前回はそのキーワードで再度記事を書く、という方法をご紹介

しました。

ですが・・・

実は、そんなキーワードをさらに有効活用する方法があるのです。

どんな方法かといいますと・・・
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そのキーワードをタイトルにして、ブログを１つ、作

ってしまうという方法です。

アクセスが多いキーワードで記事を書くと、それだけでもアクセスは集ま

りますが、継続してアクセスを集めることは出来ません。しかし・・・

アクセスの集まるキーワードをタイトルにしてブログを作ると、最初に記事

をある程度詰め込んでおけば、あとはほぼほったらかしでアクセスを集め

てくれるようになるのです。

このレポートの冒頭でもこちらのアクセス画像を紹介しましたが・・・
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この画像のアクセスを集めたブログは、この日更新をしていません。

それだけでなく、このブログを最後に更新したのはこの何日も前のことで

す。

つまり、ほったらかしの状態だったにも関わらず、これだけのアクセスを

集めてくれているのです。

そのようなブログがあれば、アクセスを集める上でも、楽天アフィリエイト

でクリック数を増やす上でも非常に有益ですよね！

このような「キーワードに特化したブログ」を作る方法を今回解説させてい

ただきます♪
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第４章：キーワードに特化したブログを作る方法

では、実際に「キーワードに特化したブログを作成する方法を解説してい

きます。

まず、キーワードについては日記ブログの更新を行なっていく中で、発見

していく事になります。

で、ここではちょうどこのレポートを作成している際にアクセスを集めてい

た

「黒豆ダイエット」

を例にして解説を行なっていきます。

実際に、３月末～４月上旬にかけ、ＺＩＧの日記ブログには

「黒豆ダイエット　●●」という関連キーワードだけで毎日１００を超えるア

クセスがありました。
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４月１日のある日記ブログ

の検索キーワードです。

黒豆ダイエット関連の

キーワードで多数の検索が

されているのが確認できますね。

この他の日記ブログにも、

アクセスの差はありましたが

黒豆ダイエットの関連キーワード

でのアクセスがありました。
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ですので、この「黒豆ダイエット」というキーワードで、ブログを作成します。

まず、タイトルですが、

タイトルは、最も多かった関連検索キーワードで作ります。

「黒豆ダイエット」のケースでは、

「黒豆ダイエット　韓国」

が最も多く検索されていたので、このキーワードでタイトルを作成します。

そして、ブログの説明文やキーワードを入力しますが、そこには「他の関

連検索キーワード」を含めます。

ヤフーとグーグルで「黒豆ダイエット」を検索してみましょう。

ヤフーで検索すると・・・

韓国　方法　効果　レシピ　日本テレビ　ヒロ　テレビ　安田大サーカス

ＴＶ　ＨＩＲＯ

などの関連検索キーワードが出てきました。
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では、グーグルでも検索してみます。

出てきたのは３つでした。

これはヤフーと重複していますのであえて加える必要はありませんね。

もし、重複しないキーワードがあった場合は、そのキーワードも追加して

おきます。

というわけで、ブログの説明文はこれらのキーワードを含めて作成します。

韓国　方法　効果　レシピ　日本テレビ　ヒロ　テレビ　安田大サーカス

ＴＶ　ＨＩＲＯ

ですので、

ブログタイトル

黒豆ダイエット　韓国

ブログ説明文

黒豆ダイエットは韓国で人気のダイエット法。安田大サーカスのヒロも痩

せたその方法や効果、テレビで紹介された情報などをご紹介します。

などで良いでしょう。
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では、実際に作成していきます。

今回は例として seesaa ブログを利用します。

先程のタイトル・説明文でブログを作成します。

作成できました。

↓↓↓
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この後の基本的なブログカスタマイズは以下の前作レポートで紹介して

いますので、そちらを参考にされてください。

【ＺＩＧ】超初心者でも出来る♪作ってわずか１０日の日記ブログ

でサクッと１日で１６８２アクセスを記録してさらに４１，８７７円売

り上げちゃった方法を赤裸々公開！

～日記ブログだけで１万円かせぐしくみ実践記　第２章～

1 点異なるのは、ブログ設定の部分です。

タグとキーワードを入力していきます。

先程検索したキーワードを、ブログのタグ、ブログキーワードにそれぞれ

入力しておきます。

これでブログの設定は完了です。
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次に、記事を書いていきます。

ここでも、キーワードを強調するために、記事カテゴリ、記事タイトル、タグ

にキーワードを入れていきます。

ここでは例として、

「黒豆ダイエット　効果」

の記事を書いていきましょう。

記事カテゴリ：黒豆ダイエット　効果

記事タイトル：黒豆ダイエットの効果

記事のタグ：黒豆ダイエット、効果

このような形でキーワードを入れます。

どこからどう見ても黒豆ダイエットの効果について書かれた記事ですね

（笑
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記事タイトルも、極力余分な言葉を入れず、キーワードを強調します。

この状態で記事を書いていきます。

下は記事の一例です。

タイトル：黒豆ダイエットの効果

___________________________________________________________________________________________________

黒豆ダイエットが話題ですね。

効果もかなりあるみたい。

何といっても安田大サーカスのヒロが痩せたくらいだから

期待しちゃいますよね。

黒豆は身体に良いって言うし、

健康生活してみようかな？

↓

「黒豆」健康生活

___________________________________________________________________________________________________

当然、画像とリンクには楽天アフィリエイトリンクが仕込まれています。
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このような形で記事を作成します。

これで一記事完成ですね。

以上の方法で、他のキーワードでも記事を書きます。

黒豆ダイエット　方法

黒豆ダイエット　レシピ

黒豆ダイエット　テレビ

・・・

といった形で、キーワード毎に記事を作成していきます。

こうする事で、黒豆ダイエットと、それに関連するキーワードに特化したブ

ログを作り上げます。

ちなみに記事数は１０～２０記事くらいのボリュームが望ましいです。

あまり少ないと検索エンジン的に評価は良くありません。

上位に表示させるためにも、記事数をある程度増やします。

また、記事数を増やそうとしても、関連キーワードが足りない場合もある

かと思います。

その場合は、さらに関連キーワードを探してみてください。
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黒豆ダイエットの場合は、検索数が最も多かった

「黒豆ダイエット　韓国」で検索すると、更に関連検索キーワードがでてき

ました。

ですので、このタイトルで記事を追加します。

このようにして、記事数を増やしていきます。

ＳＥＯ対策（被リンク）

そして、さらにＳＥＯ対策を施します。

ここで今まで更新してきた日記ブログが役立ちます。

つまり、手持ちの日記ブログから、この「キーワードに特化したブログ」へ

リンクを貼り、被リンクを増やしていくのです。

以下のようなイメージです。
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このように「キーワードに特化したブログ」へそれぞれの日記ブログからリ

ンクを貼ることで、ＳＥＯ対策になり、「キーワードに特化したブログ」が上

位表示されやすくなります。

これで、メインのキーワードと、様々な関連キーワードでのアク

セスが集まる「キーワードに特化したブログ」の完成です。
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実際にＺＩＧはこの手順で

「黒豆ダイエット」に関するブログ

を作成していますが、このブログには、

黒豆ダイエット関連のキーワードで

多くのアクセスが集まりました。

ご覧のように、黒豆ダイエット関連の

あらゆるキーワードでアクセスが

集まっているのが確認できます。

このブログは更新したのは最初の３日

だけですが、その後はほったらかしで

毎日アクセスを集めてくれています。
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第５章：キーワードを見逃さないために

いかがでしょうか？

まとめますと、

日記ブログの更新→幅広いジャンルのキーワードで記事を更新する

そこからアクセスの多いキーワードを抽出。

そして、そのキーワードを使ってブログを作成する

キーワードに特化したブログにアクセスを集めるため、日記ブログからリ

ンクを貼る（被リンク効果）

という手順になります。

このような形で、日記ブログを更新しながらアクセスの集まるキーワード

を見つけ、そのキーワード毎にブログを作っていく事で、日記ブログだけ

の更新よりもはるかに楽にアクセスを集める事が出来るようになります。

実際に作ってみるとわかりますが、このようなキーワードに特化したブロ

グは最初にある程度の記事数を投稿しておくと（１０～２０記事）、あとは

更新をしなくてもコンスタントにアクセスを集めてくれます。

コンスタントにアクセスが集まる＝クリック数を稼げる

ということです。

※全く更新しないよりは、時々更新した方がよりアクセスは集まります。
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このような形を取ることで、実践の時間は変わらなくても、アクセスアップ、

クリック数アップが可能になります。

アクセスのあるキーワードを見つけたら、それを見逃さずに活用してくだ

さいね。

日記ブログとキーワードに特化したブログを組み合わせることが、よりア

クセス数、クリック数を引き上げていくポイントになります。

つまり、報酬をアップさせるポイントということです！

是非意識されてください。

キーワードを見つけやすくするためのポイント

このようなキーワードは、見つけるまでが大変ですが、見つけてしまえば

かなりのアクセスが約束されたようなものです。

そのためのポイントは、

投稿する記事数を増やす事（キーワードを増やす）

日記ブログの数を増やす事

の２点になります。
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しかし、１つのブログであまりに投稿数を増やしてしまうと、場合によって

はスパムと取られてしまう可能性が出てきます。

また、後々キーワードに特化したブログへリンクを送る意味でも、更新す

る日記ブログの数を増やすという方法が最も効果的なキーワード発見法

といえるでしょう。

ただ・・・

ここで問題なのは、日記ブログを増やすと、キーワードの管理が大変に

なるという事です。

それぞれのブログのアクセス解析をチェックして、どんなキーワードでアク

セスが集まっているか確認しなければなりませんよね。

これはブログが１つだけなら簡単ですが、数が増えてしまうと確認していく

だけでも時間がかかってしまいます。

正直めんどくさくなってしまうのですね！

また複数の画面をチェックしなければいけないため、場合によってはキー

ワードを見逃してしまうような事も起こりかねません。

せっかくアクセスを集められるキーワードで記事を投稿していたのにそれ

を見逃してしまい、誰かに先を越されてしまったら・・・
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目も当てられませんね（泣

ですが、ご安心下さい。

どんなに日記ブログが増えても、需要のあるキーワードを見逃さないため

にＺＩＧが行なっている方法をご紹介します。

これには、有料のあるアクセス解析ツールを使っているのですが、

このアクセス解析ツールを利用すると、どんなにブログの数が増えても、

一つの管理画面でキーワードの管理が出来てしまうのです。

さらに、有料のアクセス解析ツールを利用することで、

突然サービスが終わっちゃったけどどうしよう（泣

という事態も回避する事が出来ます。

何十個もあるブログのアクセス解析が全て突然無効になってしまった

ら・・・

その張り替え、どのくらいの時間がかかるでしょう？
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想像するのも恐ろしいですね！

つい先日も、アクセス解析サービスとしては非常に有名なサービスが１つ

突然のサービス終了をアナウンスしました。

しかし、サービスが無料なだけに文句を言う事も出来ません。

そんなリスクを犯したくない方は、このアクセス解析ツールを手に入れて

おくことをオススメします。

このツールを手に入れておけば、

突然のサービス終了という不安におびえる事も無く、

管理画面１つで全てのブログのキーワードを管理できるようにな

ります！

この値段で提供されているのは今だけとのことですので、お早めに手に

入れておいてください！

ＺＩＧも活用しているアクセス解析ツールはこちらになります。

↓↓↓

スタッツレイダー
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このアクセス解析ツールの管理画面はこのようになっています。

このように、アクセスの日計、週計、月計、年計が１つの画面で表示され

ます。

そして、登録したブログの検索キーワードが一括で以下のように表示され

ます。
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検索キーワード

記事ページＵＲＬ

このように、どのキーワードが多く検索されているのか？一目で分かるよ

うになっているのです。

これならキーワードを見逃す事はなくなりますね！
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しかしそれだけではなく！さらに・・・

直近の検索キーワードに関しては、何分前・何時間前にどのキ

ーワードで、どのページにアクセスがあったのか？分かるように

なっているのです。

つまり、リアルタイムでどのキーワードが熱いのかが一目で分かってしま

うのですね！

検索された時間が表示されています。

このように、複数ブログを管理する上で非常に便利な機能を備

えているのがこのスタッツレイダーなのです！

まとめますと・・・
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スタッツレイダーの機能

・アクセス集計（日計・週計・月計・年計）

・ページごとのアクセス解析

　また、直近のアクセスに関しては、時間と、訪問したページを個別表示

・検索キーワードの一括管理

　また、直近のキーワードに関しては時間と、訪問したページを個別表示

・ブラウザごとの集計（どのブラウザで検索されているかを％で表示）

以上のような機能を備えています。

これだけ機能があると、「もしかして結構高額なのでは？」

と思われた方もいるかもしれませんね！

ですが、ご安心下さい。

このアクセス解析ツールは、非常に手に入れやすい価格設定がされてい

るのです。

その、気になる値段とは？
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もしかして３，０００円くらい？

いえいえ・・・

じゃあ、２，０００円くらいかな・・・？

いやいや・・・

ええっ！まさか１，０００円とか？

うーん、おしい！

実は・・・
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４８０円
はい！

これほどお求め安く高機能なアクセス解析ツールがあるでしょうか？（笑

この日記ブログノウハウで報酬を引き上げていく上で、キーワードは非常

に重要な位置づけであることはご理解いただけていると思います。

是非このアクセス解析ツールをご活用いただき、時間短縮・効率アップを

計ると共にキーワードを徹底活用されてください！

キーワードを徹底活用するために

スタッツレイダーを購入します！
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第６章：レポートをお読みいただいたあなたへの特別

オファー

もしあなたがご希望されるなら、このレポートを、再配布権付き、しかもあ

なたのアフィリエイトリンクに差し替えた上でプレゼントさせていただきま

すがご興味はあるでしょうか？？

もしご興味がありましたら、ここから先をしっかりと読まれてください。

このレポートには、アフィリエイトリンクが１つセットされています。

↓↓↓

「スタッツレイダー」

「このレポートに記載されているアフィリエイトリンクについて」

この度ご紹介させていただきました「４８０円 Paypal商材」につきましては、

価格も４８０円と非常に安価なため、とても高い成約率が期待できます。

加えて、きっちりとワンタイムオファーを用意されておりますので、

客単価は１０００円を軽く超えてしまうところが大きなポイントです♪
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ではもし、このレポート内のアフィリエイトリンクが、あな

たのアフィリエイトリンクになればどうですか？？再配布

権付きのレポートを配れば配るだけ思いっきり稼げると

思いませんか？

ちょっと想像してみて下さい！

あなたが、あなたのアフィリエイトリンクに差し変わった再配布権付きのこ

のレポートを１０人に配った（ダウンロードした）とします。

内容は業界の９５％とも言われている、月５０００円稼げていないアフィリ

エイターから抜けだすためのノウハウレポートです。メルマガやブログの

記事としてはうってつけと言えるでしょう。

ここでダウンロードした 10 人のうちの２人が、再配布権付きである、あな

たのアフィリエイトリンクが入ったレポートをメルマガやブログで宣伝した

らどうでしょう？？

あなたのアフィリエイトのチャンスが拡大すると思いませんか？？

そして、更に再配布権付きの無料レポートですので、アフィリエイトの際の

特典や、メルマガ購読の際の特典にすることも可能です。

ということは、初めにダウンロードした方の 10 人の内の 1 人が特典として

配布し始めたとしましょう！

更に稼げるチャンスが増えると思いませんか？？
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はい！

あなたは、あなたのアフィリエイトリンクに差し替わった再配布権あなたは、あなたのアフィリエイトリンクに差し替わった再配布権

付きレポートをただ配るだけで、ガンガン稼ぐことができるので付きレポートをただ配るだけで、ガンガン稼ぐことができるので

す！！す！！

※ちなみに、あなたのアフィリエイトリンクに差し替わった再配布権付きの

レポートには P ５１～P ５６は含まれません。そして、２次再配布・３次再

配布・更に次なる再配布も OKなレポートとなります！よって、あなたのア

フィリエイトリンクはずっと生き続けますのでご安心ください！

つまり、あなたのアフィリエイトリンク入りの再配布権付きレポーつまり、あなたのアフィリエイトリンク入りの再配布権付きレポー

トが延々と配布され続ける可能性があるのです！トが延々と配布され続ける可能性があるのです！
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では、ちょっとここで、少しだけシュミレーションをする時間を取っでは、ちょっとここで、少しだけシュミレーションをする時間を取っ

てみて下さい。てみて下さい。

レベル数 １人が２人に配布すると・・・ ダウンロード人数

1 1×2 2

2 2×2 4

3 4×2 8

4 8×2 16

5 16×2 32

6 32×2 64

7 64×2 128

8 128×2 256

9 256×2 512

10 512×2 1024

11 1024×2 2048

12 2048×2 4096

13 4096×2 8192

14 8192×2 16384

15 16384×2 32768

16 32768×2 65536

17 65536×2 131072

18 131072×2 262144

19 262144×2 524288

20 1048576×2 1048576

総受取人数 2097152

事例としてこの表を見てください。

あなたがたった 2 人に無料配布し、その後あなたから受け取った人がそ

れぞれ 2 人に配布していくと…

たった 2 人に配布することを繰り返すだけで、20 レベルまでいけば 200 

万人となるのです。あなたのアフィリエイトＩＤが入った特別レポートがこの

ように拡散していく姿を想像してみてください。

これがバイラルマーケティングの威力です。
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この様にバイラルマーケティングを駆使することで、あなたの無料レポー

トはどこまでも拡散している可能性が大いにあるのです！！

この機会に是非、あなたのアフィリエイトリンク入りレポートをゲットしてく

ださい！！

ゲットする方法は超簡単です。

↓↓↓

http://zigstyle.xsrv.jp/url/repodl.html

もう一度確認しますが、今回紹介しましたペイパル商品（スタッツレイダ

ー）は、４８０円という金額もあり、非常に購入されやすい商品になります。

また、ペイパル商品の大きな特徴として、

購入した人しかアフィリエイトできない

という点が挙げられます。

ですから、通常のアフィリエイト商材と比較しても、競合が少ないという魅

力があります。

つまり、競合も少なく、非常に購入もされやすいという、これ以上ないアフ

ィリエイト素材だという事ですね！

是非このレポートのノウハウと共にペイパルアフィリエイトも取り入れてい

ただき、簡単に報酬が得られることを体感されて下さい！
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あなたのアフィリエイトリンクが挿入された再配布権付き無料レ

ポートをゲットする！！

↓↓↓
http://zigstyle.xsrv.jp/url/repodl.html

スタッツレイダーのアフィリエイトは、お伝えしましたとおり購入者限定の

アフィリエイトとなりますので、まだお持ちでなければ、ぜひ下記リンクか

らお買い求めください！

↓

今すぐスタッツレイダーを購入してペイパルアフィリエイト

を実践します！

もし、何かご不明な点などございましたらお気軽にご連絡くださいね。

ＺＩＧにメールする

↓↓↓

http://my.formman.com/form/pc/enG6wcIG1mofdIot/
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第７章：おわりに

いかがでしょうか？この結果は、

「日記ブログだけで１万円稼ぐしくみ」

を元に実践を続けただけで得られた結果です。

もしかして、今あなたはこのノウハウを実践したくてしょうがないのではな

いでしょうか？

しかし。

残念ながら・・・

「日記ブログだけで１万円稼ぐしくみ」は、期間限定で配布されたレポート

なので、すでに手に入れる方法がありません。

ですが。
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もし、あなたが今、本気でネットで稼ぎたい！稼げるようになりたい！

と強く思われているのでしたら・・・

「日記ブログで１万円稼ぐしくみ」をお渡しする事は出来ませんが、その代

わり・・・

無料ブログで月３万円稼げるようになり

アフィリエイトで稼ぐために必須の知識を学ぶ事が出来

毎日報酬が上がってアフィリエイトの作業が楽しくて仕方

がないという状態になってしまう

そんな、ここでご紹介している以上の情報をメルマガでご紹介しようと思う

のですが。

今回ご紹介した方法は、非常に簡単で、難しい知識を必要とするもので

はありません。

しかし、非常に結果を出しやすい方法です。

本気で稼ぎたいと思われている方には是非、実際に実践してみて、その

効果を実感していただきたいとＺＩＧとしても考えています。
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超初心者でも実践可能な日記ブログを更新していくことでも、このように

ちゃんと報酬を得る事が出来、月５，０００円稼げないというほとんどのア

フィリエイターを全員抜き去ることが出来てしまうのです。

そして、あとはそれを継続すれば、自然と報酬が上がっていきます。

ですから、あなたが

爆発的にアクセスアップして、

月５，０００円稼げない状態から脱出し、月１万稼げるようになり、

さらに、報酬を引き上げていきたい！

とお考えでしたら、ＺＩＧのメルマガに登録されてください。

冷やかしはお断りしますが、本気で稼げるようになりたいと考えている方

には、私も本気で情報をお届けします。
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配信内容は、

アフィリエイト関連最新情報と、実際の応用方法

ＺＩＧ自身が検証し、結果が出る事が証明された戦略・ノウハウの紹介

そして、その具体的な活用方法

超後発組・超初心者でも報酬を発生させることが出来るノウハウ

周りに一歩差をつけるアフィリエイトテクニック

ツールを使った効率化を取り入れていく方法

ＺＩＧの近況（笑

ネットに溢れかえっている何の根拠も無い、不確かな情報とは一線を画

す、実践に基づいた非常に有益な情報をお届けしています。

真剣に稼げるようになりたいのでメルマガに登録します！

ＺＩＧ自身も知識ゼロの状態からアフィリエイトを始め、最初の２ヶ月間は

全く報酬がないという期間を経験しました。

毎日毎日ひたすら作業をしているのに全く報酬が上がらない苦しみは、

私もよく分かります。
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しかし、アフィリエイトには報酬を上げやすい方法があり、それを実践しさ

えすれば報酬を上げること自体は難しくないということを後になって知りま

した。

稼げない多くの方は、稼ぎやすい方法を知らないだけなのです。

あなたも是非、まずはこの方法を実践し、アクセスが無い・全く稼げないと

いう悩みから解放されてください。

そして、更に報酬を引き上げていきませんか？

【重要】

また、このレポートをここまでお読みいただいたあなたに、

ＺＩＧからプレゼントがあります。

ここまでお読みいただいたということは、あなたは今回ご紹介したノウハ

ウに興味を持たれているのではないでしょうか？

自分でも実践して、報酬を上げたいと思われているのではないでしょうか。

もし、今回のノウハウに興味があり、実践してみたいという方で、

今回ＺＩＧのメルマガに登録し、「ある条件」を満たされた方には、特別

に・・・
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今回例として紹介し、ＺＩＧが実際にほったらかしでアクセ

スを集めている「黒豆ダイエット」ブログをお見せしようと

思うのですが。

よーく考えてみてください！

私はそのブログを作って数日間更新しただけで、ほったらかしで毎日数

百のアクセスを集めているのです。

つまり・・・

そのブログを見れば、

ＺＩＧがどのようにブログをカスタマイズしているのか？

どのような記事を書いているのか？

そして、どんな関連キーワードでアクセスを集めたのか？

それが全て、分かってしまうわけです。

それをそのまま実践したら、どのような結果が得られるでしょうか？
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より明確に、日記ブログでアクセスを集め、キーワードに特化したブログ

を活用し、報酬を上げるイメージが付くと思うのですが。

この、ありえないオファーを、今回このレポートをお読みのあなたに差し上

げようと考えています。

しかし、前述したとおり、条件を一つだけ付けさせていただきます。

その条件とは、

このレポートを、あなたの媒体で紹介していただく事

です。

このレポートをここまで読まれているとしたら、あなたはこのノウハウに興

味を持たれているはずです。

なら、今この時、早速行動してみませんか？

今回お見せするブログも、このノウハウを実践する上ではこの上ない参

考材料になるものです。

その最高の参考材料を、

メルマガ登録

レポートの紹介
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という行動を起こしてくださった方にはご提供させていただきます。

行動してくださった方には、ＺＩＧも稼ぎに繋がる非常に有益な情報をお届

けさせていただくつもりです。

真剣に稼げるようになりたいのでメルマガに登録します！

遊び半分で登録されるのだけはご遠慮下さい。

本気で稼ぎたいという気持ちがあり、今回のノウハウを実践してみたいと

いう方のみ、メルマガにてお待ちしています。
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【ブログを見たい方は・・・】

「黒豆ダイエット」ブログを見たい方は、メルマガに登録された際の名前、

メールアドレスと、レポートを紹介していただいた媒体のＵＲＬを沿えて、Ｚ

ＩＧ宛にメールをお願いします。

メールはこちらのアドレスへ。

↓

zig.only1dream@gmail.com

件名は「『黒豆ダイエット』のブログが見たい！」でお願いします。

メールを確認させていただいた上で、ＺＩＧのブログＵＲＬをお伝えいたしま

す。

なお、本当にメルマガに登録されたかどうかはこちらでチェックしています。

登録せずにメールをされた方には対応できませんのでご了承下さい（レ

ポートスタンド経由での読者登録は対象外です）。

また、紹介のためだけに適当に作ったブログでの紹介には応じられませ

んのでご了承下さい。
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では、このレポートも最後になりました。

最後に、数あるレポートの中からＺＩＧのレポートをお読みいただいたあな

たに、お礼を言いたいと思います。

そして、このレポートがきっかけとなって、あなたと縁ができれば幸いです。

では、次回はメルマガでお会いできますことを楽しみにしています。

最後まで、ありがとうございました！
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作者：ＺＩＧ

メールアドレス：zig.only1dream@gmail.com

メールマガジン：http://www.mag2.com/m/0001023402.html

ブログ：http://zigstyle.biz/
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