
パソコン苦⼿さんでも⼤丈夫！

収益化の基礎を詳しく丁寧に解説！

ママが家で稼げばすべてがうまくいく！

ママのためのブログ収益化
⼊⾨BOOK

ゼロから分かるブログの基礎！

頑張るママを全力応援！ママアフィ部　部長チロ



【著作権について】

■このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 
 
■このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。
 
■使用者は本冊子から得た情報を、著者の事前の許可なく一般に公開する事を
　禁止します。
 
■このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。
　著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利
　を有します。 
 
■このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等
　がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わない
　ことをご了 承願います。
 
■このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、
　著者・ パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願
　います。

 
■著作権は「チロ」に属しますので、無断で本冊子の一部または全部を編集・
　加工はできません。

ママのための収益アップ大作戦マニュアル！　

はじめに ママアフィ部



ママのためのブログ収益化入門book

ごあいさつ ママアフィ部

家にいながらお⾦が稼げたらなぁ
もう少しだけ家計にプラスが欲しいなぁ
もっと家族の「やりたい！」を叶えてあげたいなぁ
まだまだ⾃分の⼈⽣も楽しみたいなぁ
スキルも特技もないけど私にも出来るのかな？
在宅ワークが流⾏ってるけど、本当に怪しくない？

押忍！ママアフィ部部⻑のチロです！

このマニュアルではママにとって理想の働き⽅と私が確信している家で出来る
仕事【ブログ運営】の基礎について詳しく解説しています。

私が約５年間ずっと実践していて、⼈⽣を変えた仕事が【ブログ運営】です。
ちょっと前の私のように「こんな悩み」があれば必ず最後まで読んでくださいね

こんな悩みや疑問を読むだけでスカッと解消できるのが
この「ブログ収益化⼊⾨book」です。

家で稼ぐことに関する情報はインターネットで検索すればたくさんあります。
でも、正直あやしいものも多いですし、どれが本当か判断つきませんよね。

この⼊⾨bookでは私が実際にやっている⽅法を正直に書いています。
【ブログ運営】というお仕事は夫にも⼦供にも義理のお⺟さんにだって⾔える、
まっとうなお仕事です。

特に⼩さいお⼦さんがいるママさんが『うん、うん！なるほど！』と
分かりやすいように⼼を込めて書きました。

�
このレポートを読むことで、あなたの未来が明るくなること
あなたの家族の笑顔が増えることを願っています。

そして、ぜひ⼀緒に【ブログ運営】を取り組みましょう！
きっと楽しいですよ(*^^*)



まずは簡単に私の⾃⼰紹介をさせていただきます！

    
    チロというニックネームで

   【家で稼ぎたいママを全⼒応援】してる

    前⽥千鶴と申します。

元はお菓⼦作り職⼈だった私がパソコンスキルゼロから家でブログを始めて、

今ではおかげ様でママさん向けの講座やサポートを⾏っております。

三男妊娠中に始めたブログのおかげで今では最⾼⽉収８桁を達成するまでに！

また私が主宰しているママ専⽤のブログ収益化コミュニティ【ママリボン】でも
私と同じようにゼロから始めて、ネット上に顔や本名を出すこともなく

⼦育ての合間の時間を使って⽉収10万円、50万円や100万円以上を稼ぐママも
います！

⼦育てを優先しながら⾃分の空いた時間で⾃由に働ける！
ママにとって理想的な仕事がブログアフィリエイトだと実感しています！

だからこそ「ママが家で稼げばすべてがうまくいく！」という信念の元
ママ限定で情報発信やサポートに精を出しています＾＾

詳しいプロフィールはこちら → チロのプロフィール

というわけで前置きが⻑くなりましたが、早速本題に⼊りますね。

ごあいさつ ママアフィ部

ママのためのブログ収益化入門book

https://affimama-chiro.com/profile/
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ママが家で働く⽅法とは？ ママアフィ部

私や私が教えてるママさんがどうやって家にいながら普通のパート以上の収入を
得ることが出来るようになったのか。
 
それは【アフィリエイト】という方法です。
 
私は今、この【アフィリエイト】という仕組みを使って家にいながら仕事をして
お金を稼いでいます。
 
最近ではちょっとずつメジャーになってきて、聞いたことあるってママさんも
多いかもしれませんね＾＾
 
 
アフィリエイトってなぁに？
 

アフィリエイトとは、企業の商品やサービスをブログなどで紹介し
売れれば価格の何％かを報酬として頂けるっていう仕組みです。
 

ところであなたは家電や化粧品を買うときに、
《価格.com》や《アットコスメ》を利用したことありますか？

 
私も家電の最安値を調べるときや
化粧品の口コミを調べるときに
良く使ってるんですがこのサービスも
アフィリエイトで成り立っています。
 
 
ネット通販大手のアマゾンや楽天なんかでもやっているので、もしかしたら既に
知ってる人も多いもしれませんね＾＾
 
そんな誰もが知ってる大手企業も取り入れているちゃんとしたビジネスなんで
す。
 
 
この【アフィリエイト】を【ブログ運営】に取り入れるというのが、私たち
ママが家にいながらパソコン１台でできるお仕事です



アフィリエイトの⼿法は⾊々！ ママアフィ部
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この【アフィリエイト】の中にも実はいろんな手法があるんです。

手法というと「どうやって収入を得るか」ですね。
主なアフィリエイト手法の３つを簡単に紹介します！
皆さん色んな所で知らないうちに目にしてる方も多いのでは？と思いますよ＾＾

アフィリエイトの種類

【クリック報酬型】 
ブログなどに広告を掲載し、見た人が
クリックしてくれると報酬が発生する

例）サイトやブログに表示されるアレ

 
【インプレッション報酬型】 
広告が表示されるだけで
クリックされなくても報酬が発生する

例）YouTubeに表示されるアレ

 
【成果報酬型】 
モノが売れると商品価格の
一部が紹介料としてもらえる。
または、無料登録を促し登録されると
紹介料（数百円程度）が発生する

例）楽天の商品を紹介されてるときのアレ
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アフィリエイトで稼ぐには？ ママアフィ部

前のページでお話したように、アフィリエイトで稼ぐためには広告を貼って、
それをクリックしてもらったり、購入（申込)などをしてもらう必要があります

ということでママがブログを運営してアフィリエイトで稼ぐには、このような
ステップが必要になります！

ママがブログ運営で稼ぐステップ

１．ブログを⽴ち上げる
２．広告を貼る
３．クリックされるのを待つ

【ブログアフィリエイト】で稼ぐ方法って、こんなシンプルなのです＞＜

え？そんなわけないだろ！！って？

いや、ほんと、ブログアフィリエイトで５年以上稼ぎ続けている私も、私が教え
てるママさんたちもこの３ステップしかやってません。

『そんなに簡単ならみんな稼げてるでしょ！』

こう、思いますよね？

そうなんです。ココが問題です。

実は実際にアフィリエイトで5000円以上稼いでいる人は全体の５％以下。
残りの９５％の人はブログを書いても5000円以下というのが実情です。

じゃあどうしたらいいのか？というお話をしていきます。



アフィリエイトで稼ぐには？ ママアフィ部
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ブログを運営してパート以上の収入を稼ぎ、夢を叶えていくためには
必要なものが２つあります。

それはこの２つです。

ブログ運営で成功するために必要なモノ

「正しい知識」と「継続するチカラ」
この２つさえあれば【ブログ運営】で成果を上げることは可能です。

逆言うと、この２つがなければブログアフィリエイトで稼げない残りの95％に
入ってしまうでしょう＞＜

この入門bookを読んでくださってる方はほとんどの方が子育て中のママさん。

家事に育児に忙しい中、１分たりとも無駄な時間は過ごしたくないですよね＞＜

なので明日から始まるママアフィ部のメール講座ではあなたが最短ルートで
ブログアフィリエイトで成功し、理想の未来を手に入れる方法をお話しします。

実際に私も、私の教えてるママさんたちもリアルタイムで現役で成果を上げ続け
ている方法です。

なので１通も見逃さないようにしてくださいね＾＾

こんなに私がママに「ブログ運営」という仕事をおススメしているのには
大きな理由があります。

それは「ブログ運営」はママに向いてるということです！

その理由をちょっとお話させてください。



ブログがママに向いてるワケ ママアフィ部
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私がブログに書いている内容は自分がワクワクすることや好きなこと、また
悩みが解決した話などです。

またブログの中で買ってよかったもの、見つけた良いものを紹介してアフィリエ
イト報酬を得ています。
 
これこそが『子育て中のママ』がブログ運営に向いている理由です。

ママがブログ運営に向いてる３つの理由

私がブログアフィリエイトを実践して収入を得るようになってから本当にママに
この【ブログ運営】という仕事は向いているなぁとつくづく実感しています。

外に働きに出ることなく、家で仕事ができるので子供とたくさんの時間を
気兼ねなく過ごせるというのも、子育て中の主婦には一番ありがたい！

 
でもその他にもブログ運営がママにピッタリ！と思う理由が３つあります。

その理由とは

1.  毎日、悩みが尽きないから

2.  たくさんの商品を買う時期だから

3.  他のママの役に立つという承認欲求が満たされるから

 
この３つの理由です。
次のページで一つずつ詳しく説明していきますね＾＾
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理由１：毎⽇、悩みが尽きないから

子育てをしていると、ほんと毎日悩みが尽きませんよね。
妊娠中から今までを考えてみても、何かしら悩んではスマホで検索していません
か？？（わたしはめっちゃシテマス＞＜）
 
実は、このあなたの悩みこそが『価値』があるんです。
 
悩みを解決した方法、悩みを解決するために買ったもの、
これらをブログ記事にすることで、読者さんが検索して読みに来てくれます。
 
だから育児中はブログのネタ、紹介する商品も尽きることがないんです。

理由２：たくさんの商品を買う時期だから

子育てをしていると、自分のためには１万円の
クリームは買わないけど子どものカサカサ肌のためには
つい高くて良さげな保湿剤を買ってしまいませんか？

 
妊娠中から出産して子供が2歳くらいになるまではとにかく必要とするものが
人生の中でも最も多い時期だと思います。

 
だから妊娠中や育児中の【ブログ運営】では一つのジャンルではなく、いろいろ
なジャンルの商品を扱えるのがメリットです。

子どものベビー用品やおもちゃ、自分の産後ダイエットグッズや洋服などブログ
で紹介できる商品は無限大です！
 
他のブログではこうもいきません！
子どものためだったらついお金を使っちゃう！

そんな方たちにおススメのものを紹介してあげるのがあなたの仕事です。

ブログがママに向いてるワケ ママアフィ部
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理由３：他のママの役に⽴てるから
他のママの役に立つという承認欲求が満たされます。

承認欲求とは、他人から認められたいとする感情の総称。
 

家事や育児をいくら頑張っても『誰からも認めてもらえない』というのは本当に
つらいことですよね＞＜
育児のストレスの大半はこれが原因じゃないかと言われているほどです。

私もずーっとずーっとそうでした。

 
それがブログを書くことで、なんとこの承認欲求が満たされます！
 
えーー？うそでしょ？？と思いますか？
 
ちょっと想像してみてください！

あなたの悩みを解決したというブログの記事に「目から鱗が落ちました」や
「あなたのブログで私が悩んでいた問題が解決できました。」

などの声がコメントが全国から寄せられたら。。。。

 
めちゃくちゃうれしくないですか？？？
普段、家族や友達以外の他人から認められたリ、感謝されたりって普段ないです
よね？
 
それが全国から届くのですからパートやアルバイトなどでは絶対に味わえない、
ものすごく満たされた気持ちになりますよ！
 
あなただけの経験談を求めている人はネット上にたくさんいます！
 
それをブログに書くことで、報酬というお返しをもらうのが
子育て中のママにこそおすすめする【ブログ運営】のやり方です。

ブログがママに向いてるワケ ママアフィ部



これまで、私が３人の息子を育児しながらスキマ時間にブログを書いて
アフィリエイトで収入を得ている【ブログ運営】という仕事についてお話をして
きました。
 
どうでしょうか？

あなたも興味が湧いてきましたか？？

なんか、私にもできそう！と思いませんでした？

 
少なくとも、家にいながらパソコンを使ってアフィリエイトで収入を得るという
【ブログ運営の仕事】が怪しくないということだけでも分かってもらえたかと思
います＾＾

 
具体的なブログアフィリエイトのやり方や、収入アップのためにやっていること
などは私のブログやこれから7DAYSメール講座でリアルに紹介していきます。

 
　　　　　　　　　　　　　　「ブログアフィリエイトやってみようかな」

　　　　　　　　　　　　「家で稼ぐことに、ちょっと興味が出てきた！」

　　　　　　　　　　　　　　　「新しいことにチャレンジしてみたいな」

 
そう思ったら、まずは８日後に一歩踏み出してみませんか？

 
【ママアフィ部】部長の私チロが全力で応援します！！

 
【ブログ運営】は自分の経験、スキルが『価値』に変わり『お金』になる！！
 
めちゃくちゃステキな仕事です。

さあ！今すぐ始めましょう！ ママアフィ部

ママのためのブログ収益化入門book



私私はブログでお金を稼げるようになって、笑顔が増えました。

 
子どもたちのやりたがっていた
習い事をさせてあげたりだけじゃなく

自分の髪の毛やネイルに気兼ねなくお金をかけたり

家族旅行で星野リゾートに泊まったり
好きな時に好きなところに旅行もできるように。

保育園に三男を入れることなく、毎日、小学生の長男と次男には玄関をあけて
『おかえり』が言えます。

子供の行事には１つ残らず全て参加して、子どもが喜ぶ役員も何も心配すること
なく引き受けることが出来てます（本当は嫌だけどw子どもため！）

 
私がブログ始めて笑顔が増えたことで、家族の笑顔も増えたんです。

５人家族なので、単純計算でも５倍以上も笑顔が多くなったんですよ！！！！

 
本当にブログアフィリエイトを始めて良かったと実感してます。

 
この体験を、これを読んでくださっているあなたにも伝えたい！

『日本中のママの笑顔を増やしたい！！！！』
どこでもいる平凡な主婦の私ですが、大きな野望を持って書いています。
 
私の熱い想い、文章から伝わりましたか？ｗｗｗ

さいごに ママアフィ部

ママのためのブログ収益化入門book



ありがとうございました！ ママアフィ部

ママのためのブログ収益化入門book

ママが家で稼げば すべてがうまくいく！

ありがとうございました！

この信念をもって【ママアフィ部】ではママが⼦育てしながら家でガッツリ稼ぐ

⽅法を発信していきます。

�「家族の笑顔のためにブログを頑張るママを全⼒応援！」の理念の元、
今、困ってるママ悩んでるママの役に⽴つのが私の幸せです。

ちょっと前の私がそうだったように
毎⽇が⼦育てや家事でいっぱいいっぱいのママたちが
ブログという素敵な仕事に出会ってもっと幸せになって欲しい！

家族の「やりたい！」だけじゃなく⾃分の「やりたい！」も叶えて欲しい�！

そんな想いで活動しています。
また７DAYSメール講座でお会いしましょう＾＾

そして⾃分にとっての理想の未来へ向かって⼀歩踏み出しましょう！
分からないことがあれば気軽にLINEより質問してくださいね！

発⾏者情報：チロ（前⽥千鶴）

特定電⼦メール法：https://affimama-chiro.com/tokuden/

お問い合わせ：https://affimama-chiro.com/mail/

LINE＠（プレゼント有）：https://line.me/R/ti/p/%40482tcukq

Twitter：�https://twitter.com/chiro_affimama�
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