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ＭＬＭのような 

勧誘型ビジネスを 

インターネットで 

成功させる方法 

 
 

私が、自分のＭＬＭで行っているインターネットの集客法は、 

ＭＬＭをはじめとした勧誘型のビジネスに応用可能です。 

これは、一般にリストマーケティングという手法で、ネットの 

ビジネスでは、一番ポピュラーなものです。 

今後のビジネスの参考にしていただければ幸いです。 
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 はじめまして！ 

 

私たちは、ネットMLM推進チームと申します。 

 

これまで、メール講座を申し込んでいただいたみなさんから具体的にどうやってネットで

MLMをするのか、質問をいただくことが多いので、メール講座のおまけとしてこのマニュ

アルを作りました。 

 

 

ここまで来て下さるには、私たちメンバーが、こつこつ書き溜めたブログの記事も、 

読んでくださったことと思います。 

 

これも、一つのご縁ですよね。どうぞよろしくお願いします。 

 

あなたは、ネットワークビジネスの実践者で、インターネットで成功する方法に魅力を感じ

ていらっしゃいますか？ 

 

それとも、ネットワークビジネスの経験はないけれども、今回初めて興味を持って下さった

方でしょうか。 

 

これから、お話しする内容は、ネットワークビジネス経験があるなしに限らず、あなたのビ

ジネスの成功にお役に立てると思います。 
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 このレポートで益を受ける人とは 

ネットワークビジネス経験者に限らず、お役に立てるように書いています。 

 

あなたは、ネットワークビジネス経験者ですか 

 

あなたはすでに、私たちがインターネットを使って、ネットワークビジネスの活動を 

楽しんでいることは、お気づきかと思います。 

 

では、お聞きします。 

 

この方法を、今から無料でお教えしたら、 

あなたも、インターネットでネットワークビジネスをやりたいですか？ 

 

はい！ とおっしゃったかたは、ラッキーです。 

私は、今から、その方法をこのページで、書こうとしているからです。 

 

でも、はいと素直に云えない方もおられるでしょうね。 

 

むしろネットワークビジネスに精通した方ほど、 

私の云うことは信じられないのではないでしょうか。 

 

ネットワークビジネスなのに、インターネット 

何をふざけたことをいっとるんじゃい！？ 

(普通の反応です・・・） 

 

なんと胡散臭い、そのように思われているのではないかと思います。 
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そこで、今は半信半疑のあなたに、早く信じていただけるように、 

日頃私が、どのようにインターネットでネットワークビジネスを行っているか、 

出来る限り具体的に説明したいと思います。 

 

 

ネットワークビジネスの話を聞くのは初めてという方へ 

 

ネットビジネスの収入に興味がある方 

ネットワークビジネスが何かはよくわからないが、インターネットで 

大きな収入が期待できるなら、ちょっと聞いてみたいな、という方にも 

 

全部読んでいただけば、すっかり理解されるように、 

話を進めていきたいと思います。 

 

もし、あなたが、ネットビジネスで、リスクを最小限に抑えて、 

おおきな収入を得たいと思っていらっしゃるのでしたら、 

私が行っている方法はかなり実際的にお役に立てると思います。 

 

ネットを使って自分のビジネスを加速させたい 

もしかしたら、あなたはリアルのビジネスをお持ちで、インターネットを使って、 

そのビジネスをこれまで以上に加速させたいとお考えの方かもしれませんね。 

 

そのようなご期待にも応えられるように、リストマーケティングの考え方や、システム化す

るために役立つツールやサイトなどを紹介していますので、これから行わなければならな

い作業のイメージをわかっていただけると思います。 
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ビジネスを始める前に、負の先入観を捨ててください 

 

インターネットで稼ぐことを難しいと思うことをやめる 

 

ところで、本編に入る前に、あなたに確認したいことがあります。 

 

あなたの、心の中のことです。 

 

今、あなたは、いわゆるネットビジネスというものは、難しいものだと考えて 

いらっしゃいませんか。 

 

実は私も、7年前、このビジネスを始める前は、とても難しいビジネスだと 

思っていたのです。 

 

しかし、石の上にも３年といいますね。（私の場合パソコンの前に７年） 

 

とにかく続けてみましたら、ネットもパソコンも、操作するうえでの難しさは、 

それほどのことではなかったんです。 

 

それで、思ったのです。 

 

一番よくないのは、自分は初心者だーーー、パソコンは難しい～～～という、 

先入観を、いつまでも持っていることです。 

 

思考は現実化するということをお聞きになったことが、おありですよね。 

  

本当にその通りなのです。 
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稼ぐために必要なことはごくわずかなのに、なぜガイドブックや入門書では、 

あれほどまで、必要のないことを勉強させられるのでしょうか。 

 

さまざまな専門用語であったり、ややこしいテクニックの数々、知らなくても、 

出来なくても、それなりに稼ぐことはできます。 

 

これからは、ネットビジネスで稼げるのは、ほんの一握りの人間だと思うのは 

やめましょう。 

 

もし、一瞬、そう考えてしまったら、すかさずこうつぶやけばいいのです。 

 

「その一握りの人とは、自分のことだ！」 

 

まだ、自分はネットビジネスについて何も知らない、わからないとしても 

大丈夫！ 

 

稼ぐために必要なことがあっても、その９０％以上は、グーグルの 

検索で知ることができます。 

 

お金をかけるべきことと、お金をかけなくていいことがあります 

 

そしてもう一つ、「簡単に即」お金を稼げるという情報に、よく考えもせず、大金を払うの

はやめましょう。 

 

バカ高い情報商材に大枚をはたいても、あとで悔しい思いをするだけです。 

何か、本やサービス、情報などを買うときは、レビューを参考にしたり、 

「●● 評判」「●● 詐欺」と検索をしてから判断してくださいね。 
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それで、まだ迷うようなら、私でよければ相談に乗ります。 

 

そして、もう一つ、このことにも気を付けてくださいね。 

 

必要なものやサービスに関して、ちょっぴりのお金を節約するために、延々と 

回り道をしたり、大きな苦労をするのもバカバカしいことです。 

 

何が何でも、無料ですませようとするのも考え物です。 

これは、リアルのビジネスでも言えることですよね。 

 

話が横道にそれましたが、 

 

インターネットビジネスで、本業程度に稼ぐのは、そんなに難しくはありません。 

 

特に、私のやっているビジネスは、とてもシンプルです。 

 

易しい文章が書けて、Ｅメールでコミュニケーションができれば、十分に成功することがで

きますよ。 

 

しかし、おざなりに活動すれば成功できるものではありません。 

 

作業量は人一倍必要です。 

 

また、お金を稼ぐためのアイディアを生み出すには、本気であなたの脳みそをフル回転 

させなければなりません。 

 

それを忘れないでください。 
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ネット初心者の私が、ネットビジネスを選択したか 

 

私が、ネット初心者だったことは、さっきもお話ししましたね。 

 

では、そんな私が、インターネットを使ったビジネスを選択とは…、 

それは、インターネットのメリットがすごいからです。 

 

最大のメリット 

インターネットのビジネスは、 

自宅で好きな時間に、好きなだけ活動できることが、最大のメリットです。 

 

子供がいる主婦の場合、相手がいるビジネスを在宅で行う場合、 

絶対に家族を犠牲にしてしまいます。 

 

早朝や、深夜、子供が学校に行っている時に、集中して活動できることが、 

何より大事です。 

 

そのような理由から、SOHOや、いわゆる内職を探す人が多いのです。 

 

私も、同じ考えからインターネットのビジネスを選択したのです。 

 

インターネットのビジネスは、インターネットの環境とパソコンがあれば、 

他に何も要りません。 

 

このビジネスを始めた時は、パソコンは、夫が２台も３台も持っていたので、 

用意するものはメールアドレスだけでよかったというわけです。 
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今は、インターネットを自宅に引いていない家庭は少ないですよね。 

 

ケーブルテレビなどは、面倒な手間もなく、月４０００円ほどで、環境が整います。 

 

私も、ケーブルテレビを利用したことがあるのですが、そのときは感動でした。 

 

インターネットの設定まで無料でやって貰えて、超簡単。 

スマホ、ノートも、全部！(^_-)-☆  本当に親切でした。 

 

一度、インターネットを入れてしまうと、インターネットがない生活は、 

もう考えられなくなります。 

 

何か調べるにしても、購入するにしても、指一本で次から次へ情報が 

湧き出してくるのですもの。 

 

図書館とデパートが、家に来た！みたいな感じです！ 

 

 

ビジネスをする以前に、インターネットを導入するかどうか、迷っている人がいるかもしれ

ませんが、もうそんな時代ではありませんよ。 

 

私は、テレビはなくてもいいから、インターネットは一家に一台、否、一人に一台あっても、

無駄ではないと思います。 
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インターネットのビジネスの種類はいろいろ 

 

ネットを使った手軽なビジネス 

インターネットがあると、お金を稼ぐ情報も、ものすごくたくさん見ることができます。 

 

主婦の人が、いちばん最初に始めるのは、ポイントサイトでしょうか。 

 

ポイントサイトは、モッピー、ゲン玉、ゲットマネーなどが、有名ですね。 

 

このほか、気軽にできるネットビジネスといえば、ヤフオクで、自分の不要に 

なった洋服などを販売して稼ぐのも、確実な収入になります。 

 

さらに上級者になると、転売というビジネスがあるのですが、 

これは、ネットビジネスの中で比較的稼ぎやすいビジネスだといわれています。 

 

また、物を書くのが好きな人は、ブログを使って稼ぐ、アフィリエイトやアドセンスにも興

味があるでしょう。 

 

私も、何をやろうか迷っていたころには、この辺りまでは、手当たり次第に 

手を出してみました。 

 

そういえば、ちょっとレアなところで、独占メルマガ広告も、運営してみましたよ。 

これは、手間の割には稼げなかったですね。 

 

でも、キャッチコピーの訓練にはなりました。 

 

それが、今では飯のタネになっているのですから、つくづく思いますね。 

本当に、世の中には、一生懸命やって無駄なことは一つもないですね。 
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詐欺商材に、大事なお金をつぎ込まないでください 

 

さらに物書きの上級者になると、情報商材を作って、販売する人もいますね。 

 

情報商材というのは、「●●で初月から△△以上稼ぐ情報」みたいな 

いわゆる稼ぐ系のレポートを作って、販売して稼ぐビジネスです。 

 

多くの、ネットビジネス初心者が、この情報商材を、次から次へ買いあさり、 

そのためにお金を使い果たしてしまうことがあるようですね。 

 

 

なぜ情報商材で稼げない人が多いのか 

 

どうして情報商材を買った人のうち、多くの人が稼げないかというと、 

 

こういった稼ぐ系のビジネスというのは、簡単、早いを売り物にしているくせに、 

事実は、ちょっとやっただけでは稼げないものなのです。 

 

多くの人は、最初は面白そうだなと頑張って取り組みますが、すぐに 

結果が出ないとあきらめてしまうから、稼げないんですよね。 

 

商い＝飽きない なんていうでしょう？ (古いこというね～） 

 

情報商材というものは、なんでも一か所に腰を落ち着けて、徹底的に 

やり抜くことが前提のノウハウなのです。 

 

すごい稼ぎには、それに見合ったすごい仕事量が必要だということを、 

忘れてはいけません。 
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確かに多くの情報商材は、儲けばかりを強調していて胡散臭いですが、すべてが 

詐欺だのだましだのというのは、間違いだと思います。 

 

私のビジネス仲間には、アフィリエイトや転売で何十万も稼いでいる人もいます。 

彼らは至ってまじめで、スキルたるや、私なんかが逆立ちしたってかなわない程、 

レベルが高いものです。 

 

それに比べて、私のやっているビジネスは、なんと小学生レベルでも稼げちゃうんです。 

 

（あ、胡散臭く聞こえたらごめんなさい。） 

 

でも、ほんとうに、インターネットスキルやパソコンスキルは、ほどほどでいいのです。 

 

 

それよりも、コミュニケーション力や人間力が問われるビジネスということが 

できるかもしれません。 
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 資産価値のあるネットビジネス、その正体 

 

私が行っているビジネスは、海外のある企業のサプリメントを紹介するビジネスで、 

どちらかというとアフィリエイトに近いものです。 

 

シンプルに言えば、サプリメントを紹介して、製造企業から報酬をいただいています。 

 

ちなみに、これが、私がその企業からもらった、個人用の公式ホームページです。 

 

https://ww2.lifeplus.com/healthyfoods/jp/ja/   

注文方法：https://lifeplus-store.hatenablog.com/entry/customer  

 

ここから製品を注文してもらうと、私に紹介報酬が入る仕組みです。 

 

👇今すぐ詳しく知りたい方は、軽い気持ちで資料請求してくださいね。 

http://netmlm.jp/lp/0053123/exsus_seikyu/  

 

さて、私と同じようなビジネスを行っている人は、たくさんいらっしゃいます。 

 

あなたも、何かお気に入りの商品があって、どうやってインターネットで販売していこうか、

悩んで情報を探しておられますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lifeplus-store.hatenablog.com/entry/customer
http://netmlm.jp/lp/0053123/exsus_seikyu/
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アフィリエイトとの違い 

 

では、ここで、私のビジネスとアフィリエイトの違いについてご説明させて頂きます。 

 

このアフィリエイトは、ただ単に製品をアフィリエイトするだけでも、収入は得られますが、

それだけだと大きな収入にはなりにくいんですね。 

 

そこで、考えられたのが２ティアです。 

 

アフィリエイトをやっている方は、２ティアをご存知だと思います。 

 

２ティアは、紹介制度を組見込んだアフィリエイト制度で、自分が販売した製品の 

報酬に加えて、自分の子であるアフィリエイターが販売した製品についても 

紹介報酬をいただけるものです。 

 

この紹介制度、アフィリエイトではせいぜいあって１段目までなのですが、 

私のビジネスは、末端まで報酬が得られるんです。 

 

２ティアどころか、何段下までも、ずーっと。 

 

どこまでも、どこまでも、子が紹介を出すと紹介報酬が得られるものです。 

ですから、子が、縦に横に拡大していくと、とても大きな収入なるのです。 

 

ここが最大のポイントですね。 
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アフィリエイトのようにブログを量産しなくていい理由 

 

私のやっているビジネスは、活動方法まで、アフィリエイトととてもよく似ています。 

ですが、作業は、アフィリエイトに比べてとても楽です。 

 

なぜなら、契約する企業は一社だけだから。 

 

アフィリエイトのように、様々な製品を扱う必要がありません。ですから、 

ジャンル別、製品別に、サイトを量産する必要もないのです。 

 

さらにもう一つ、 

私のビジネスの場合、同じビジネスをやりたい人（子）が、 

自分の下にどんどん増えていけば、組織全体で製品は売れていきます。 

 

ですから、子を増やすことを目的にすればいいのです。そのようなシンプルな 

活動を続けていけば、爆発的に報酬を増やすことができます。 

 

それに対して、せいぜい２ティアしかないアフィリエイトの場合、 

自分で紹介を出し続けないと、収入は増えたり減ったりを繰り返すだけで、 

いつになっても安定して受け取ることができません。 

 

したがって、アフィリエイトは、サイトを量産することが常識になっています。 

 

もしも、あなたが、ブログを量産したり、メルマガを毎日発行しているとしたら、 

その同じパワーを、私のビジネスモデルに注いでみてください。 

 

そうすれば、今の何倍も収入を得ることができます。 
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 ネットショップで販売したい 

 

ネットワークビジネスの経験のない方には、あまり興味のないことだと思いますが、 

ネットワークビジネスは、愛用者獲得によっても収入が得られるので、ネットで商品を 

売りたいと考える人が、とても多いです。 

 

私のビジネスも、扱っているのはサプリメントですから、製品をネットで販売するには、ど

うしたらいいですか？という相談を、メンバーからよく受けます。 

 

ネットショップで紹介という形であれば、会社から禁止されているわけではないので、やり

たいメンバーに対して反対はしません。でも、あまりお勧めではありません。 

 

なぜなら、ネットショップの場合、カード番号を記載してもらうことが必要になります。現

金でも、先払いです。 

 

よし、このサイトは信用できる！と思っていただけるまで、どうやって信用を得るかが 

課題になります。 

 

インターネットの場合、一回のサイト訪問で、信用を得ることはできないからです。 

 

ここが、普通に巷のスーパーやコンビニで売られているものを、格安で販売するネット 

ショップとは、大いに異なる点です。 

 

考えてみてください。 
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アメリカ、ヨーロッパでは有名な製品とは言え、日本では、まだ有名になっていない企業、

テレビでも宣伝していない、見たことも聞いたこともないサプリメントを販売しようとす

る場合、ネットショップで簡単に売れると思いますか？ 

 

その辺のことは、とても重要なので、もう少し説明させていただきますね。 

 

普通、ネットショップで販売する製品は、人に良く知られた有名メーカーの製品である場合

が多く、特に自分自身には信用がなくても、一流メーカーの製品だから、価格が適正（定価

より安くすれば）ならば売れます。 

 

でも、ネットワークビジネスの場合、これまでに聞いたことがない海外のメーカーで、どこ

の馬の骨かわからない人が、販売しているサプリメントなど、誰も買ってはくれません。 

 

怪しい～～～(；一_一) 

 

間違っても、クレジットカードの記載までしてくれる人はいないでしょう。 

 

代金引換やコンビニなど、リスクのない支払い方法が選択できればいいのですが、 

ビジネスは、それができません。 

 

もっとも、ネットショップを作ってはいけないわけではありません。 

 

そこで、私も一応、ネットで販売するためのサイトを作ってみました。 

 

https://lifeplus-store.hatenablog.com/entry/top 

 

 

 

https://lifeplus-store.hatenablog.com/entry/top
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ネットショップを経営する場合、法律を遵守してください 

 

また、サプリメントの販売では、効果・効能を書く場合、薬事法や景品表示法、 

健康増進法などの法律があるため、「あれが治る、あれに効く、あれを防ぐ」と 

いうことを、（たとえ事実であっても）書くことができません。 

 

法律に関しては、詳しくはこちらをご覧ください。 

http://www.caa.go.jp/representation/ 

 

さて、このように説明しても、ネットショップを作りたいという方はおられます。 

 

ですので、参考のために、その手段について便利なサービスを紹介しましょう。 

 

 ネットショップを、簡単に始めるために 

 

もしあなたのMLMで、商品を販売することが、規約で認められていて、 

自分で商品を発送できるなら、 

このようなレンタルサーバのサービスを利用するのが、 

もっとも簡単で安上がりだと思います。 

 

ショップサーブ 

https://goo.gl/UvLD7i  

 

自分でホームページを作る必要もないし、クレジット決済やコンビニ決済も可能です。 

費用も、月５０００円ほどで、運営が可能です。 

 

 

 

 

https://goo.gl/UvLD7i
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私の愛用者サイトは、正直、苦労した割に収益をあげてはいません。 

 

 

ですので、今のところ、先ほど紹介した企業側で用意してくれた公式ホームページを 

活用するのが、もっとも、スマートな方法です。 

 

本当に素晴らしい、安心の製品ですから、ビジネスに興味があってもなくても、 

一度お試しになってみてください。 

 

https://lifeplus-store.hatenablog.com/entry/top 

https://lifeplus-store.hatenablog.com/entry/top
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 ビジネスに積極的に参加する人を募る 

 

ネットワークビジネスの魅力 

 

私のビジネスは、２ティアどころか、何段階も下の子（ビジネスメンバー）が、 

誰かに製品を販売しても、その流通からも紹介料が発生します。 

 

このことは、前のページで述べましたね。 

 

このため、数多くあるネットビジネスの中でも、とびぬけて大きな収入になる 

可能性があります。 

 

このことに大きな魅力を感じる人が多く、そういう人たちの中からビジネス会員を 

募ることで、早い段階でビジネスを大きくすることができます。 

 

ただし、メリットを強調過ぎないことが大切 

 

必要以上に稼げることを強調して集客すると、ネットで稼ぐことに非現実的な 

幻想を抱いている人に、よこしまな勘違いをさせてしまうことがあります。 

 

しっかりと、ネットビジネスというものの現実的なことも理解してもらってから、 

参加してもらうようにしましょう。 

 

さて、具体的な方法ですが、ビジネスチャンスを求めている人を集めるときは、 

無料レポートや、メルマガ配信システムを用意する必要があります。 
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無料レポートや、メール講座のような、相手に有益なプレゼントを作るのは、メールアドレ

スを手に入れるためです。 

 

たとえば私は、ネットワークビジネスのインターネット成功法の情報をブログに書き、 

興味がある人がアクセスしてくれるようにしています。 

 

そして、アクセスした人に、メルマガ登録をしていただいて、その方のメールアドレスを書

いてもらいます。そのようにすることで、より関心の高い（濃い）リストを集めているので

す。 

 

あなたが手に入れたいのは、どのような人のリストですか？ 

 

たとえば、ダイエット商品をインターネットで売るには 

 

たとえば、あなたがダイエットの情報を売りたいとか、ダイエット商品を売りたいといった

場合、必要なのはダイエットに関心がある人のメールアドレスですよね。 

 

そのために、あなたは、ダイエットしたい人が欲しいと思うようなプレゼントを用意して、

ブログや広告で、その宣伝をしていきます。 

 

それを見て、プレゼントを欲しい人が応募してきたら、あなたはプレゼントを差し上げる引

き換えに、相手のメールアドレスを手に入れることができます。 

 

そして、そのアドレスに、さらに情報を高めるようなメールを送りながら、信頼関係を築き、

距離を縮めていきます。 

 

これは、何のビジネスでも、応用できると思いませんか？ 
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リストを集めるために、そのようにネットで仕掛けるか 

 

そのために、ランディングページが必要になります。 

 

このような、ペラサイト一枚あれば十分です。 

https://netmlm.jp/3279974/?rep  

ヘッダーを変えて、もう一個、作るのも簡単にできます。 

こんな風に 

https://netmlm.jp/1814644/?rep  

 

この最初と最後の部分に、メール講座への登録フォームがありますね。 

これが、重要なのです。 

Ｅメールアドレスと、名前だけでいいのです。 

 

インターネットでは、メールアドレスさえわかれば、その相手にメールを送ることが 

できるからです。 

 

ランディングページがないときは、ワードプレスなどのブログに、登録ページを作って、 

メールアドレスを記入してもらうのもいいでしょう。 

 

ランディングページを使う方が反応を取れる人が多いですが、ブログで十分に 

ブランディングができ、信頼を得られる文章を書ける人は、使わないほうが反応がいい 

場合もあります。 

 

両方を試せる人は、試して、反応の良い方法を採用しましょう。 

最近は、メルマガではなく、LINE＠を使って情報を流す方法をとる人たちも多くなりまし

たが、これも、考え方は同じです。 

 

https://netmlm.jp/3279974/?rep
https://netmlm.jp/1814644/?rep
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もっとも、ランディングページがあると、ブログ以外の、ネット広告、 

(メール広告や掲示板、ＰＰＣ、トラフィックエックスチェンジ）でも、 

宣伝ができるので、活動の幅が広がります。 

 

 

 ネットビジネスなら、ランディングページの提供は普通です 

 

インターネットで活動出来るビジネスでは、そのビジネスを仕掛ける会社やグループで、 

ランディングページを作って提供してくれるのが普通です。 

 

それを利用しましょう。 

 

私のところも、４種類あります。 

 

この件で、大勢で同じ企業が用意したランディングページを使うと、飽きられるのでは 

ないかと気にする人がいますが、これは逆です。 

 

大勢のメンバーが、同じランディングページで活動しているのを見て、グループの 

大きさを知らせることができ、信頼性が高まるということもあります。 

 

ですから、グループで一緒に活動をする場合、成員がかなり多くなっても、ランディングペ

ージの種類を増やさなくても大丈夫です。 

 

提供が受けられない場合 

 

ランディングページを、会社で作ってもらえない場合、自分で作ることはできます。 

自分で、新たにビジネスを作る場合も、自分で作るしかありませんよね。 

 

その場合、wix.comというサイトが使えそうです。 
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http://ja.wix.com/  

 

これは、コマーシャルが入ってしまうことを気にしなければ無料ですし、ブログの形式もで

きるし、かっこいいホームページも、ネットショップもできるようです。 

 

無料で始めて、反応を確認してから、有料にしてもいいですよね。 

 

 

 

レンタルサーバーを使って、ランディングページを作る 

 

wix.comは、最初は無料ですが、広告を出ないようにしようと有料契約にすると、毎月 

1000円程度の経費が掛かりますし、そのほかにも、使いにくい点が出てしまいます。 

 

実際、wix.com は、立ち上がりに時間がかかるし、HTML をいじることができないので、

アクセス解析がつけられないなどの、欠点がありました。 

 

ですので、スキルがあって、費用の面が気になる方は、レンタルサーバ―を契約し、独自ド

メインを持ち、自分でホームページをアップロードしたほうが、経費は掛かりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wix.com/
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ホームページを作成するのに、便利なソフト 

 

ホームページを作成するのに、便利なソフトは、有料も無料も 

たくさんあります。 

 

たとえば、ホームページビルダーは、どなたもご存知だと思います。 

値段は高いですが、よいソフトです。 

 

私も以前は使っていましたが、今は使っていません。 

 

悪口を云うのはよくないですが、アップロードの時に、勝手に HTMLが書き換えられてて

しまい、修正ができなくなるんですよ。その点が、とても使いにくいです。 

 

  

お薦めは、ワードプレスでランディングページをかっこよく作れるテーマを探して、ランデ

ィングページを作る方法。 

レンタルサーバーが月 500 円 独自ドメインが年に 1000 円 有料のワードプレスのテー

マを使っても 5000円くらいだから、そんなにお金はかかりません。 

 

ワードプレスの使い方は、検索すればいくらでも出てきます。教科書がほしければこんなの

も（高いけど））お薦めです。  

WEB初心者でも作れるWordpressホームページの作り方 

初めてのワードプレススクール(WordPressSchool)アフィリエイトもおまかせ！ 

 

ワードプレスで、十分。ブログを作る感覚ですいすい作れます。 

 

一枚ものの、ランディングページを作るだけなら、SEOをかける必要もないので、 

本格的なホームページ作成ツール（シリウスなど）を買うまでもありません。 

 

https://www.infotop.jp/click.php?aid=279981&iid=77345
https://www.infotop.jp/click.php?aid=279981&iid=77345
https://www.infotop.jp/click.php?aid=279981&iid=70857
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ちなみに、シリウスは、通常版で１８８００円。（上位版は、2４８００円です。） 

 

いい道具を使えば、それだけで稼げるわけではありませんから、HTMLタグも 

ちんぷんかんぷんという方は、最初は簡単な道具を使って、まずは作ってみるのが 

いいのではないでしょうか。 

 

 

さて、上記のように、スキル面は数こなせば身についていくのですから、勉強に打ち込む必

要はありません。 

 

頭を抱えて立ち止まるより、とにかく実践あるのみ。 

スキルは、大した問題ではありません。 

 

 

 

スキルより問題なのは、インターネットの集客は、すべてオリジナルで文章を書くことが、

必要になってきます。 

 

これは、自分で努力して、クリアしてもらわなければなりません。 

今から、ネット集客に必須の、二つのポイントについて書きたいと思います。 

 

 

インターネット集客に必須の、二つのポイント 

 

問題は、文章力なのか 

 

いかにして魅力的なセールスレターを書くか。 

これが、大きな壁になっている人は、相当いらっしゃると思います。 
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この点で、皆さんに勇気を出していただきたいので言いますが。。。 

 

確かに、生まれつき文章が上手な人というのはいるものです。でも、すらすら上手く 

整った文章が心を打つとは限りません。 

 

これも、事実です。 

 

あなたの文章を読む人は、文章を読んでいるのではありません。 

 

その文章を通して、あなたの考えや、あなたの人となり、性格や、熱意といったものを 

読みとろうとしているのです。 

 

 

ですから、上手い文章スマートな文章を書こうとしなくてもいいので、誠実な心で、 

大事な人に語りかけるような文章を書くように心がけてください。 

 

そうすれば、ブログでも、セールスレターでもメルマガでも、反応を得ることができます。 

 

 

文章力より重要なキャッチコピーのセンス 

 

インターネット集客の一番大事なポイントを、忘れてはいけませんね。 

 

文章より大事なのは、キャッチコピーです。 

 

インターネット集客においては、反応があるかないかを９０％以上左右すると 

云われるものです。 

 

ブログであれば、記事タイトルや、LPに飛ばすリンクの部分、 
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青色下線のキャッチコピーですね。 

 

さらに、メルマガのタイトル、メールの件名、すべてに関係してきます。 

ですから、大いに学び、修行を積んでください。 

 

私も、たくさん本を買いました。ここは、出来れば経費を掛けて 

本気で勉強した方がいいです。 

 

私の買ったもので、参考になったなあと思ったものを、挙げておきますね。 

「売る」コピー39の型 

伝え方が 9割 

 

さて、キャッチコピーとセールスレターのことは、これくらいでいいでしょうか。 

あとは、実践を通して、スキルを磨いてくださいね。 

 

ブログの記事作成の代行サービス 

  

念のため付け加えておきますが、記事を書くのが不安という方には、 

ブログの記事作成の代行サービスというのがあります。 

 

一個の記事を書いてもらって、３００円から１，０００円というところです。 

 

大体、記事の文字数に比例します。 

 

最近のＳＥＯは、記事が長い方が有利といわれていますから、１０００文字以上 

書いてもらうとして、一記事１０００円くらいの料金が必要です。 

 

もし、こういったサービスを利用して記事作成を外注に出すと、本来は自前でできる 

はずのところに、思いがけず経費が掛かることになります。 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798116696/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4798116696&linkCode=as2&tag=eknd14-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4478017212/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4478017212&linkCode=as2&tag=eknd14-22
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本業や家庭のことでとても忙しくて時間がない、こうなったらお金がかかっても 

気にしないという方は、こちらのサービスを使ってみたらいかがでしょうか。 

 

Ferretのライティングサービス 

記事作成代行ドットコム 

 

このほか、同じようなサービスは、ネットで探すともっとたくさんありますよ。 

 

ちなみに、このようなサイトを見ていくと、ＳＥＯについての情報もたくさん拾えますから、

参考になると思います。 

 

 

 ランディングページを宣伝するツール 

 

ブログを使って集客する 

 

ネットで、誰かに情報を見て貰うために、使える手段は、いくつかあります。 

 

その中で、私がもっぱら使っているのは、ブログです。 

ブログより、優れているのは、ホームページですが、こちらは、初心者がいきなり始めるよ

うなものではないと思っています。 

 

ホームページよりもパワーは落ちますが、ブログでも、読者の立場で有益なものになるよう

に、しっかり作りこんでいけば、十分、検索上位を狙えるものにすることができます。 

 

一番最初に取り組むブログは、無料ブログで十分だと思います。 

Seesaa ブログ、FC2ブログ、A8、はてなブログ、ライブドアブログなどですね。 

http://tool.ferret-plus.com/writing
http://tool.ferret-plus.com/writing
https://writing-daiko.com/
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これら無料ブログも、広告を外すには有料にする必要があるので、広告がどうしても嫌だ、

オリジナルにしたいという方は、ワードプレスがおすすめです。 

 

私もワードプレスを使っていますが、これを作るのに必要なのは、独自ドメインとレンタル

サーバー、さらに SEOを施したテーマを用意できると最強ですね。 

 

レンタルサーバーは、有名どころを選べば問題ないでしょう。ちなみに、私は、GMOサー

バーを使っています。 

 

あまり安いレンタルサーバーを（100円サーバーなど）を選んでしまうと、接続が不安定で

たびたび表示できなくなるなどの障害の頻度が多いのではという不安はあります。 

 

また、メールアドレスを、その独自ドメインで作った時に、サーバーエラーのとき送受信で

きなくて、メンバーとの間でトラブルになったことがあります。 

 

そういう意味で、大手、かつ実績のあるところを選ぶ方がいいでしょう。 

 

また、スターサーバーでは、無料でワードプレスを持てるサービスがあります。 

https://www.star.ne.jp/free/ （フリー PHP+MySQL を選ぶこと） 

 

しばらくの間使った経験がありますが、問題は起きていませんので、スマホで見るときの広

告が気にならなければ、お使いになってみてはいかがでしょうか。 

 

ただし、アクセスが上がってきたとき、広告を外そうとすると、月 300円がかかります。1

ブログについて 300円です 

 

通常、レンタルサーバーを借りた場合、ワードプレスを何個でも立ち上げられますから、 

ちょっと割高になります。その辺のことまで考えると、タダだからといって、メリットだけ

に気を取られると、あとから後悔することもあり得ますね。 

 

https://www.star.ne.jp/free/
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独自ドメインは、契約したサーバーの案内にしたがって、決められたサイトから独自ドメイ

ンを取得すると操作がしやすいと思います。 

 

さらに、各レンタルサーバーには、ワードプレスを自動インストールするサービスが、必ず

と言っていいほどあります。もちろん無料です。 

 

ワードプレスは、デフォルトのままでもブログを作れますが、デザインを無料、有料の中か

ら選択できます。 

 

ワードプレスのデザインのことを、テーマなどといいます。（他のブログやホームページで

は、テンプレートといいます） 

 

テーマは、以前は、英語版が多かったりして、なかなかカスタマイズがしやすいテーマに出

会えないために、有料のテーマを使わざるを得なかったりしました。 

 

それで、私はそして有料（24,800 円）のテーマの、賢威を購入したのですが、今は、同様

に使いやすくてかっこよく、しかも価格が数千円程度のテーマが幾つもありますし、無料の

テーマもあります。から、いろいろ探してみてください。 

https://digipress.digi-state.com/  

 

グーグルで検索するときは、以下のようなキーワードを入れてみてください。 

ワードプレスのテーマ 有料 とか、 

ワードプレス テーマ 日本語 

ワードプレス テーマ SEOに強い 

 

 

それぞれに特徴を持った理想的なテーマが見つかるでしょう。 

 

レンタルサーバー、独自ドメイン、ワードプレスのインストール、テーマの導入と、勧めた

ら、ワードプレスのブログを始める事ができます。 

https://goo.gl/UvLD7i
https://digipress.digi-state.com/
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ネット初心者の方には、ここまでたどり着くのは、大変な作業に感じるでしょう。 

ですから、始めからワードプレスを考える必要はありません。 

 

seesaa などの無料ブログの方が、立ち上げてすぐに記事を書き始めることができますし、

検索結果に出現するのも、ワードプレスより、むしろ早いといわれます。 

 

レンタルサーバーまではちょっとめんどくさいと感じる人には、はてなブログお薦めです。 

はてなブログは、有料（600 円から 1000 円）にすると、ブログが 10 個くらいもてると思

います。 

 

慣れてきて、ブログ集客のコツが飲み込めてきたら、ワードプレスのブログに挑戦するので

も、遅くはないと思いますよ。 

 

ちなみに、ワードプレスが資産ブログと云われる理由は、無料ブログは、サイトの都合に振

り回されることもあり、最悪の場合、突然の閉鎖もあり得ますし、サイトが問題を起こして、

グーグルから嫌われるとか、トラブルの影響を受けやすいという欠点があります。 

また、無料ブログは、検索順位が上がりやすいという長所がありますが、下がりやすいとい

う面もあり、時間をかけて上がったワードプレスの方が、上位に君臨し続けてくれるという

長所があります。 

 

それで、資産的価値が高い(長く稼げる)ブログを作りたいなら、ワードプレスだということ

ができますね。 

このブログの作り方については、ネットで検索してもらえば、たいへん詳しいサイトが 

幾らでも見つかりますから、そちらを参照してくださいね。 

無料ブログから始めるなら、それぞれのサイトで用意しているマニュアルに沿ってすすめ

ていけばいいですし、それでもわからない点があれば、ネット検索で、 

 

たとえば、「Seesaa カスタマイズ 日付を消す」 などとキーワードを入れれば、殆どの質

問に答えが見つかります。 
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このように、何か調べたいと思ったときに、どのようなキーワードを入れるかによって、的

確な答えを早く見つけることができます。 

 

この検索力も、インターネットのスキルですから、何かわからないときには、すぐに人に訊

くのではなく、自分でもいろいろ試してみましょう。 

 

 

ブログの反応を上げる～SEOとは？ 

 

最後に、SEOについてもお話ししておかなくてはいけませんね。 

 

SEO に関する情報や、レポートは、ネットで探すと無限にあります。しかも、内容は刻一

刻と変化しており、一つのナウハウが完成されたと思ったら、まったく違うノウハウが、 

必要になったりします。 

 

だから、本当の意味で、SEOの完全なるスペシャリストなどはいないのです。 

 

もちろん、私も・・・ 

 

時間の経過とともに、刻々と移り変わる SEOに、どうやって付き合っていったらいいので

しょうか。 

 

常に自分のサイトを検索上位において、アクセスを集めたいのであれば、誰よりも最新の情

報に敏感であり、新しい SEO対策を、先頭切って追いかける必要があります。 

 

有料のセミナーに参加したり、個人的に、最先端の SEOを研究している人にお近づきにな

って、情報を聞き出すとか、でしょうか。 
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そんなことは、お金もかかりますし、なかなかできませんよね。 

 

では、どうしたらいいのでしょうか。 

 

今後も、SEO対策の情報は、くるくると変化していくと思いますが、究極の SEOとは、何

かということを考えるのが、最近の傾向になってきています。 

 

最終的にグーグルが目指しているものは、検索によって情報を集めている読者にとって、よ

り良い情報を提供するサイトを上位に置くということですから、 

 

今後は、小手先のテクニックをあえて行わず、読者に役に立つ情報をわかりやすく丁寧に書

いていくのが、もっとも効果的な SEO対策であるという考え方です。 

 

それが、究極の SEO、なんて、よく言われます。 

 

一生懸命書いて書いて書きまくり、やっと反応が出てきてやれやれと思ったら、 

ペナルティを食って、ブログが圏外に飛ばされる、なんて経験もしました。 

 

思えば、それも、いい経験だったと思いますよ。 

 

そのたびに、不死鳥のようによみがえるのが、ネットビジネスの面白さというものかも 

しれません。 

 

初心者の人が、ワードプレスを使うこともなく、SEOのことも全く知らなくても、 

あなたの伝える情報に価値があれば、インターネットを使って収入を得ることはできます。 

 

ですから、このレポートで伝えた事柄の、半分を実行すれば、十分です。 

出来ることから、始めてみることです。 
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 リストと引き換えるプレゼントの作り方 

 

ステップメールを作ってみる 

 

私のランディングページには、メール講座の受講フォームが、上と下に貼ってありますね。 

 

http://netmlm.jp/1814644/?rep 

 

ここから、メール講座に受講申し込みをすると、ステップメールの配信がスタートします。 

 

ステップメールとは、ステップメールとは、あらかじめ設定しておいたメール文章が、スケ

ジュールごとに順番に配信されるメールのことです。 

 

これは、集めたリストに対して、一週間とか二週間の期間、自動的に、有益なメールを、配

信してくれるものです。 

 

私のチームは、買取式のステップメールをメンバーに無料で使ってもらっていますが、 

自前でステップメールを設定するには、メルマガ配信スタンドを契約しなくてはなりませ

ん。 

 

それには、最低、月に 2000円くらいは必要になります。 

 

もちろん、自動化しないで、自分で一通一通、直メールを送ったって、同じです。 

でも、メール講座に登録する人が、毎日毎日複数人来るようになったら、自動にしないと大

変ですよね。 

 

http://netmlm.jp/1814644/?rep
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ステップメール配信サイト 

 

ステップメールを作れるサイトは、いくつかあります。 

 

ワイメール 

MyASP(マイスピー) 

エキスパートメール Pro 

 

このほか、サーバー設置型メルマガ配信スタンドもあります。 

（これは、レンタルサーバにインストールするタイプなので、サーバーが必要になります） 

 

例えば、「楽メール」は、使いやすいのでお勧めです。 

https://www.raku-mail.com/ 

それぞれの公式サイトに入って、よく吟味してお決めくださいね。 

 

また、無料のステップメール配信サイトもあります。練習用に使ってみてもいいかもしれま

せんね。 

 

でも、無料のものは、扱いにくいことが多く、設定にも苦労します。 

しかも、せっかく完成したのに、思うように機能が整っていなかったり、広告が目立ちすぎ

るなどの理由で取りやめにすることもあります。 

 

それなら、評判をよく調べて、始めから有料のものを使うのがいいのではないでしょうか。 

初心者の方ならなおさら、そうだと思います。 

 

無料レポートを作る 

 

無料レポートをプレゼントにしたい場合、ブログで申込みページを設け、そこで申し込んで

くれた人が、受け取れるようにします。 

https://www.raku-mail.com/
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あなたも、PDF形式のレポートで、E-Bookを無料でダウンロードしたことが 

あると思います。 

 

E-Bookの作り方 

 

何を作るかというと、それは、自分のブログの読者が、是非とも読んでみたいと思うものが

いいに決まっていますね。 

 

あなたのブログに来るのは、どんな人たちでしょうか。 

 

 

それを見極めたら、その人たちが欲しいと思える無料レポートを作っていきましょう。 

 

私が、あなたに今回プレゼントしたのは、 

「MLMのような勧誘ビジネスをインターネットで成功させる方法」ですね。 

 

これも、上記のような手順で、インフォゼロに登録してあります。 

 

どうやって作ったのかということですが、これは、どんな情報をどうやってレポートに 

するかがイメージできれば、あとは書くだけです。 

 

無料レポート用のテンプレートを利用して、（マイクロソフトオフィスの Word の形式）を

使って、すらすらと書きなぐり、PDFに変換（Wordにある機能）するだけです。 

 

無料レポート用のテンプレート 

(ラムネデザイン) 

 

こちらから無料で登録すると、10種類をテンプレートを手に入れることができます。 

http://goo.gl/EUii61
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出来上がったら、自分のサーバーにアップロードして、その URL をメールで紹介すれば、 

欲しい人は、そのURLをクリックするだけで、あなたの作った無料レポートを読むことが

できます。 

 

でも～～ 

 

サーバーを持っていない人は、どうすればいいの？ 

 

無料レポートスタンド 

サーバーを契約しなくても、あなたの無料レポートを、アップロードしておいてくれるのが、

無料レポートスタンド。 

 

このサービスを使えば、ブログなど作らずに、読者を増やすことができます。 

 

ただし、そのためには、1 ダウンロードあたり 50 円を払うとか、他の人の無料レポートを

紹介してポイントをためるなどの努力を求められます。 

 

それを厭わないのなら、無料レポートスタンドはとても便利なものです。 

 

 

無料スタンドは、かなりあると思います。主だったものを上げておきますね。 

 

メルぞう 

インフォゼロ 

スゴワザ 

 

これらのサイトに、自分が作った無料レポート（電子書籍）を登録して、サイトからダウン

ロードするように設定します。 

http://mailzou.com/index.php
http://mailzou.com/index.php
http://mailzou.com/index.php
http://info-zero.jp/
http://info-zero.jp/
http://info-zero.jp/
http://sugowaza.jp/
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これは、それぞれのサイトをクリックして、手順に沿って登録すればできますね。 

 

あらかじめ、利用するにあたり、どういう約束があるかは、調べてから登録するようにして

くださいね。 

 

 

さて、これで、MLMなどの勧誘型ビジネスをインターネットで成功させるのに必要な 

方法は、すべてこのレポートに納めることができました。 

 

各作業には、有料か無料か、どのサービスを選択するか、自分で決めなくてはいけないこと

が、たくさんありましたね。 

 

もしも、迷ったら、私どもにメールしてください 
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   あとがき 

 

ここでまとめたインターネット集客に関する情報により、MLMをはじめとした、勧誘型の

ビジネスをインターネットで成功させるための考え方を知っていただけましたでしょうか。 

 

先ほども申し上げた通り、このすべてを実践しなくても、インターネットで集客することは

できます。 

 

私がMLMを実践している関係で、MLMを例に挙げて説明しましたが、このリストマーケ

ティングの考え方は、物販にしても、情報にしても、共通するものですから、あなたのビジ

ネスに合わせて応用してみてくださいね。 

 

ネットワークビジネスをインターネットで実践したい方は、今日ここで読んだことを、その

まま行えば、ネットワークビジネスに関心がある人のリストを集めることは、難しくないで

しょう。 

 

インターネットに特化した理想的な MLM をお探しの方は、私が取り組んでいる MLM を

ご検討ください。 

 

是非、こちらから資料請求してください。 

https://netmlm.jp/0053123/exsus_seikyu 

 

あなた様のご成功をお祈りしています。 

 

 

                インターネットでMLMを面白くする 

                ネットMLM推進チーム 

              

https://netmlm.jp/0053123/exsus_seikyu

