


【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
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■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。
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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
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はできません。



【著作権について】 2

はじめに 4

チロがこのガイドブックを作った理由 4

チロがおうちで稼ごうと思ったわけ 4

スマホを使って出来るおうちビジネス 7

アンケートに答えて稼ぐ 7

アンケートサイトで稼ぐステップ 8

アンケートサイトで稼ぐためのポイント 8

ポイントサイトを使って稼ぐ 8

ポイントサイトで稼ぐためのポイント 9

自己アフィリエイトで稼ぐ 9

自己アフィリエイトで稼ぐためのポイント 10

パソコンを使って出来るおうちビジネス 11

クラウドソーシングで稼ぐ 11

スキルシェアのプラットフォームで稼ぐ 12

ブログアフィリエイトで稼ぐ 12

YouTubeで稼ぐ 13

SNSで稼ぐ 13

ノウハウや知識を売って稼ぐ 13

独自のサービスや商品で稼ぐ 13

ママがおうちで稼げば、すべてがうまくいく！ 14



はじめに

こんにちはー！チロです！

こちらのガイドブックを

受け取っていただきありがとうございます★

❖ おうちで収入を得たい！

❖ 自分で稼ぎたい！

❖ 子どものために頑張りたい！

そんなあなたにこのガイドブックでは全くのビジネス初心者

ママでも、スキルや知識がなくても、機械音痴でも出来る

「おうちで収入を得る方法」を分かりやすくお届けします

チロがこのガイドブックを作った理由

私は2015年の三男妊娠中におうちでもお金が稼げるっぽいということを知り、夫に黙って一

人でコソコソとネットビジネスをスタートさせました。

色んな人のブログ読んだり、その頃は自分の収入がなかったので図書館で本を予約して読ん

だり、妊娠後期の大きなお腹を抱えてブックオフを何軒もはしごして古本を探したり。

正直、無駄な行動も多く、スマホにかじりついて、子供たちを放っておくという本末転倒な

時期を過ごしたこともあります＞＜

でも、これからチャレンジするママ達にはそんな想いをしてほしくない！！！

最短ルートで夢を叶えてほしい！理想の生活を手に入れて欲しい！

そんな想いから、当時の自分に教えてあげたいことをこのガイドブックにまとめました。

チロがおうちで稼ごうと思ったわけ

お金がすべてじゃないけれど、私はお金が好きです。

というのも、お金があれば世の中の大抵の悩みやストレスは解消できるから！

ちょっと考えてみてください。

今日、笑顔の回数と怒った顔の回数、どっちが多かったですか？



私がおうちで収入を得る前は、確実に「怒った顔」の

ほうが多いママでした。

というのも、全然余裕がなかったんです。

● お金の余裕

● 時間の余裕

● 心の余裕

全部ギリギリで、つねにイライラしていました。

当時は子ども２人とつねに一緒の日々。

夫は会社員で毎日遅いので、ほぼワンオペ育児でした。

大人と会話するのはレジの人に「袋入りません」って言うくらい。

そのくらい孤独で子育てだけの毎日でした。

男の子３人で、実家は遠いから働きにも出れない、保育園も入れない

そもそも専業主婦歴７年目で、いまさら新しい仕事をできる気がしない。

でも出来れば保育園に入れずに、子供の成長は全部見たい！

だけど、そんな中かわいい盛りの幼稚園とか入園前の３歳の子に自分でもびっくりするくら

い、やくざみたいな怒号を浴びせるくらいイライラしてた毎日で。

そして子供が寝た後に、かわいい寝顔を見て「何であんなに怒っちゃったんだろう…」

「あんなにも怒らなくてよかったのに」と自己嫌悪になってくらい寝室で泣いたものです。

でも次の日また、イライラを抑えられない！！！！！

本当に悪循環の日々でした。

でもですよ！

それが自分でお金を稼げるようになって、180度変わったんです！！！

まず、お金の不安が解消され、子供との時間を思いっきり楽しめるようになりました。

その次に、お金を使って便利家電を買ったり、

家事代行を頼んだり、外食を増やしたりして時間の余裕が増えました。

そうすると心に余裕ができて、いつでもニコニコの笑顔を

子供に向けることができたんです。



もう、本当に！おうちで収入を得るようになって、人生がガラッと変わりました！！！

もし、あのとき、チャレンジしなかったら。。。と思うとゾッとします。

子どもたちが大きくなるにつれてお金もかかるようになります。

お金や将来への不安から、節約して、余計ギスギスイライラしていたことでしょう。

今はスマホも普及して、よりWebやネットビジネスが身近に感じられるようになってきまし

た。さらに副業解禁や在宅ワークなど、社会的にも推奨されてきました。

私が始めた頃は「ネットビジネスって怪しい！！！」「手を出したらダメだ！」「詐欺に違

いない！」という思いっきりマイナスイメージwからでしたが、そんな中でも勇気を出して

チャレンジした自分を褒めてあげたいです。

だからこそ、せっかくこういった

「おうちで稼ぐ方法」があると知ったのなら

ぜひあなたにもチャレンジしてほしい！

そして私と同じようにおうちで稼いで

もっと良い人生を手に入れて欲しい！

そのための第一歩として、パソコン１台を使って、

リスクもなく、少しの初期投資（年間１万円以下）

でお金を稼ぐためのおうちビジネスを紹介していき

ます！

私はハッキリと確信してますが、ママの笑顔が家族の幸せです。

まずはママが幸せじゃないと！！！

自分のチカラで幸せを掴み取って行きましょうよ！！！

じゃあ、さっそくママがおうちで収入を得る方法を分かりやすく解説していきます！



スマホを使って出来るおうちビジネス

パソコンが家にないよー！という方も多いかもしれません。

今はスマホでほとんどできますし、パソコンが必要ないお家もありますよね！

ただ、これから本格的におうちで収入を得ようと思ってるな

らパソコンがあったほうが早く成功ルートに乗れます。

なので、まずはスマホを使ってパソコン購入の資金を貯める

のもいいですね！

中古のパソコンだったら３万円台で買うことも出来ます。

家事や子育てのスキマ時間に取り組むことができるので

まずはサクッとチャレンジしてみましょう！

アンケートに答えて稼ぐ

アンケートサイトで企業や個人のアンケートに答えることで収入を得るビジネスです。

「アンケートサイトに登録して、アンケートに答える」

シンプルにいうと、これが実際にやることですね。

報酬はポイントで貯めることがほとんどで、それを電子マネーやマイル、楽天ポイントなど

に交換してお買い物などに使うことができます。

私が実際に使ったことがあって、実際に報酬を得たサイトをご紹介しますね！

楽天インサイト https://member.insight.rakuten.co.jp/

マクロミル https://monitor.macromill.com

リサーチパネル https://research-panel.jp/

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/213c69c3.e0cb6115.1511818e.1533c7c9/?link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoic2hvcCIsInR5cGUiOiJoeWJyaWRfdXJsIiwiY29sIjoxLCJjYXQiOiIxIiwiYmFuIjoiNTE0MTk3IiwiYW1wIjpmYWxzZX0%3D
https://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/213c69c3.e0cb6115.1511818e.1533c7c9/?link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoic2hvcCIsInR5cGUiOiJoeWJyaWRfdXJsIiwiY29sIjoxLCJjYXQiOiIxIiwiYmFuIjoiNTE0MTk3IiwiYW1wIjpmYWxzZX0%3D
https://monitor.macromill.com/int/?entry_kbn=460&int_id=Z33398046A
https://research-panel.jp/


アンケートサイトで稼ぐステップ

1. アンケートサイトに登録する

メールアドレス、名前、住所、家族構成などが多い

2. アンケートサイトからメールが来るので承認する

登録したメールアドレスに承認のリンクがあるのでタップする

3. アンケートに答える

ちょうどいいタイミングでない場合もあるので、複数登録すると良い

4. 答えたアンケートによってポイントが貯まってく

ポイントが貯まったら自分が好きなポイントに交換することが可能

アンケートサイトで稼ぐためのポイント

スマホを使って子育てや家事の合間にアンケートに答えるだけというビジネスで、簡単に月

数千円の収入を得ることができます。

ただ、正直、１つ１つの単価は低いのでパート代になるか？というとなりません＞＜

とりあえず稼ぐのにチャレンジしてみたい！というかたにはおすすめです＾＾

ポイントサイトを使って稼ぐ

ポイントサイトは最近は「ポイ活」などと呼ばれていて、テレビでもよく特集が組まれるほ

ど有名になってきました。

Instagramとかでも投稿してる人が多いので、ママには比較的馴染みがあるビジネスではな

いでしょうか？

「ポイントサイトに登録して、買い物したり、登録したりする」

シンプルにいうと、これが実際にやることですね。

アンケートと同じで報酬はポイントで貯めることが出来て、それを電子マネーやマイル、楽

天ポイントなどに交換してお買い物などに使うことができます。

私が実際に使ったことがあって、実際に報酬を得たサイトをご紹介しますね！



ハピタス https://hapitas.jp/

モッピー https://pc.moppy.jp/

楽天リーベイツ https://www.rebates.jp/

ポイントサイトで稼ぐためのポイント

ポイントサイトを経由して有名通販ショップ（楽天やニッセン）でお買い物をしたり、保険

の見積もりなどのサービスに申し込んだりすることでポイントが貯まります。

あとはゲームをしたり、SNSでシェアするだけでポイントがもらえるものもあります！

アンケートと同じく数千円であれば、スマホで気軽に稼ぐことができるでしょう！

自己アフィリエイトで稼ぐ

自己アフィリエイトという稼ぎ方です。

スマホで出来る中では、一番大きな金額を稼ぐことが可能です！

私はこの自己アフィリエイトを使って１か月で７万円稼いだことがあります。

自己アフィリエイトとは名前の通り「アフィリエイト」で紹介できる商品やサービスを自分

で申し込むことで報酬が入ります。

ASPと呼ばれる、私たちと広告を出す企業をつなぐ会社を経由して行うことができます。

ASPは様々な会社があるのですが、それぞれのASPで色んな自己アフィリエイトがあるので、

何か欲しいものや使ってみたいサービスがある場合は率先して使いたい仕組みです。

化粧品や動画配信サービスも申し込むことで報酬がもらえるので、お得に使うことができま

す。

特にクレジットカードなどは、年会費無料で作れるものが多く、無料でカードを作って5000

円の報酬をもらうことも出来ます。

ルールや条件、規約をシッカリと確認することを忘れずにチャレンジしてみましょう！

https://hapitas.jp/register?i=11525922&route=pcText
https://hapitas.jp/register?i=11525922&route=pcText
https://pc.moppy.jp/entry/invite.php?invite=9Rb8e151
https://pc.moppy.jp/entry/invite.php?invite=9Rb8e151
https://www.rebates.jp/referrer?referrerid=CHIRO
https://www.rebates.jp/referrer?referrerid=CHIRO


クレジットカードを作ることに抵抗がある方も多いかもしれませんが、手っ取り早く比較的

大きな収入を得ることが可能なので、チャレンジしてみるのがおすすめです！

私も年会費無料のカードを何枚か作って、その資金でネットビジネスの教材やパソコンを購

入しましたよ＾＾

私が実際に使ったことがあって、実際に報酬を得たサイトをご紹介しますね！

※自己アフィリエイトは上で紹介したポイントサイトでも実践することができます。

　ポイント交換のために合算した方が良い場合もあるので、その辺にも注意しながらどこで自己アフィリエイト

　を頑張るか？を決めるとよいですね＾＾

Ａ８．ｎｅｔ https://pub.a8.net/

もしもアフィリエイト https://af.moshimo.com/

afb https://www.afi-b.com/

自己アフィリエイトで稼ぐためのポイント

アンケートやポイントサイトよりも比較的大きな金額を稼ぐことが出来る【自己アフィリエ

イト】ただし、それぞれの商品で１回しか実践することができません。

また、報酬が入るまでのルールが複雑な場合もあるのでしっかりとチェックするようにしま

しょう！

例えばFXの口座開設などだと報酬が10000円と高額な場合が多いです。

そのための条件として「株の売買を１取引以上」などのルールがある場合があります。

そういったのを確認しつつチャレンジしてみましょう！

私的にはクレジットカード作成が一番簡単で大きな金額がもらえるのでおすすめです！

https://pub.a8.net/
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BPP82+AHHAII+0K+ZUAMB
http://msm.to/FArHSC6
http://msm.to/FArHSC6
https://www.afi-b.com/https://t.afi-b.com/visit.php?guid=ON&a=l44x-N110A&p=l415855p
https://t.afi-b.com/visit.php?guid=ON&a=l44x-N110A&p=l415855p


パソコンを使って出来るおうちビジネス

スマホの次はパソコンを使ってお金を稼ぐ方法を紹介していきます。

先ほども書きましたが、パソコンを使った方が

確実に大きな金額を稼ぐことが可能になります。

なので持ってない方は、自己アフィリエイトなどで

資金をためて、パソコンを買うところから始めるとよいでしょう＾＾

これからビジネスとしてやっていきたい！と思ってるならパソコン必須

ママのためのパソコン選び方ガイドに関しては別のガイドブックでお伝えしますね！

クラウドソーシングで稼ぐ

人からの依頼やお手伝いをするビジネスです。Webライターやデータ入力、音声の書き起こ

しなど比較的初心者さんでも仕事をすることができる稼ぎ方です。

未経験でもOKという仕事も多く、比較的取り組みやすいのが特徴です。

Webライターのほかにも動画編集やプログラミング、Web制作などの仕事も見つけることがで

きます。

スキルや得意なことがあれば、こういったところでマッチングして仕事をとっていくのもよ

いでしょう。

また簡単なアンケート回答で報酬がもらえるものがあるので、そういったのからチャレンジ

しても良いですね！

私もクラウドソーシングでWebライターからチャレンジしました。

そして月に10万円達成して、アフィリエイトの教材代を捻出したことがあります！

私が実際に使って、実際に報酬を得たことがあるサイトを紹介しますね！

クラウドワークス クラウドワークス
(crowdworks.jp)

シュフティ 主婦向け在宅ワークの求人
情報ならシュフティ
(shufti.jp)

ランサーズ ランサーズ | 日本最大級の
クラウドソーシング仕事依
頼サイト (lancers.jp)

https://crowdworks.jp/
https://crowdworks.jp/
https://app.shufti.jp/
https://app.shufti.jp/
https://app.shufti.jp/
https://www.lancers.jp/
https://www.lancers.jp/
https://www.lancers.jp/


スキルシェアのプラットフォームで稼ぐ

自分の得意なことやスキルを売るビジネスです。

簡単に自分のスキルを売ることができるプラットフォームを使って稼ぎます。

1件500円から販売することができ、商品が売れるまでは利用料などかからないので、sy補器

費用ナシ、ノーリスクで始められるというのがポイントです。

Webライターや動画編集はもちろん、似顔絵やイラスト、占い、ダイエット、英会話などた

くさんのサービスが掲載されています。

またお悩み相談や愚痴聞きなど、自分では商品にならないだろう。。。と思っているもので

も意外と売れていたりします！

なので、最初はざっと商品を見てみて、どんなものが売られているか？をチェックしてみる

のが良いですね！

私も実際に使ったことがあるプラットフォームを紹介します！

ココナラ https://coconala.com/

ストアカ https://www.street-academy.com/

タイムチケット https://www.timeticket.jp/

ブログアフィリエイトで稼ぐ

私がママに一番おすすめしている稼ぎ方です。

「ブログを作り、記事を書いて、広告を貼る」というのがシンプルにやることです。

上で紹介した自己アフィリエイトの商品やサービスを他の人へ向けて紹介すビジネス。

自分が書いた記事を見て、広告をクリックしてくれたり、広告をクリックして商品を買って

もらった際に紹介料として報酬を受け取れます。

ブログアフィリエイトで稼ぐ方法はまた別のガイドブックで詳しく解説しますね！

https://coconala.com/invite/B0VKAK
https://www.street-academy.com/
https://www.timeticket.jp/


YouTubeで稼ぐ

皆さんも一度は見たことがあるYouTubeに広告を掲載して稼ぐビジネスです。

Googleアドセンスというクリック報酬型の広告を使って収入を得ます。

いわゆるユーチューバーもこちらの仕組みを使っています。

Googleアドセンスの広告を使うためには登録者数や視聴時間などの基準を突破し、審査に合

格する必要があります。

好きなものや趣味、得意なこと、ハンドメイド、ペットや赤ちゃんちゃんなどの人気コンテ

ンツがあればYouTubeで収入を得ることも可能です！

SNSで稼ぐ

TwitterやInstagramを使ってアフィリエイトを行っていくビジネスです。

SNSで商品やサービスを紹介して、そのリンクをクリックして申し込みがあれば報酬が入る

仕組みです。

また自分のブログへの誘導にも使えるので、情報発信をしている人はSNSを併用していくと

いいですね！

ノウハウや知識を売って稼ぐ

自分の経験から得た知識やノウハウをテキスト化して販売してくビジネスです。

noteやbrainなどのプラットフォームを使って販売していきます。

TwitterなどのSNSやブログなどと連動してやっていくのがおすすめ！

独自のサービスや商品で稼ぐ

自分でサービスを作って、売れる仕組みを作って稼ぐビジネス。

他の人の商品を紹介するよりハードルは高いですが、利益率は高く報酬を大きくすることが

可能な稼ぎ方です。

あなたの得意やスキル、好きなことを販売してくならこちらがおすすめ。

商品作成だけじゃなく、コピーライティングやマーケティングの思考も大事になってくるの

で時間がかかるのは事実。

ですが、一度仕組みを作れば月100万～1000万円も目指せるビジネスになります。



ママがおうちで稼げば、すべてがうまくいく！

ということで、ここまでママがおうちで稼ぐ方法について解説してきました。

ほとんどのモノが誰でも今すぐ出来るおうちビジネスかと思います。

ただ、さぁ！始めようと思ってもなかなか行動できないというのが実際のところ。

私もそうだったので、よくわかります。

始めの一歩がなかなか出ない＞＜

ただ、その一歩を踏み出すのに迷ったら、ちょっと考えてみてください。

あなたがおうちで収入が得られるようになったら、どんな素敵な未来が待っているか？

● 子供の成長を全部近くで見れるよ！

● 毎日「おかえり」と子供を迎えられるよ！

● 気兼ねなく学校や園行事に参加できるよ！

● 病気の時はつきっきりで看病できるよ！

● 子供の可能性をつぶさなくて済むよ！

● 夫の転職を応援できるよ！

● もっと親孝行できるよ！

● 家族でいろんな所へ旅行に行けるよ！

● 自分のお金で自由におしゃれできるよ！

● もっと心に余裕ができるよ！

● もっと時間に余裕ができるよ！

● マイホームが買えるよ！

● 欲しい車が買えるよ！

● リフォームもできるよ！

● ご飯作りたくない日は外食できるよ！

● 買い物しながら計算せずにかごに入れられるよ！

● お気に入りだったブランドの洋服を着れるよ！

● ドラコスじゃなくてデパコス買えるよ！

何度も言いますが、私はおうちでお金を稼げるようになって人生が変わりました。

子供との時間を大切にしながら、自分のことも大切にできる生活がとても幸せだし、自分の

チカラでこの生活を送ることができる「私」に自信を持っています。

この自信が、私の人生をキラキラしたものに変えてくれました。



専業主婦を７年やって、子育てと家事しかしてない

私の人生はもう輝くことはないと思っていました。

ただ子どものために生きる。

ただ、ひたすらガマンして、耐えて

それが母親というものなんだ！と思い込んでました。

でも違いました。

自分のチカラで稼げるようになって、分かったことがあります。

確実に言えるのは「ママの笑顔」が家族の笑顔につながるということ。

自分の笑顔は自分で作れるということ。

そして、それを選ぶのも選ばないのも自分自身だということ。

私は私と同じ子育て中のママである【あなた】にも

自分の人生を生きてほしい。

もっと楽しんでほしい。

もっと選んでほしい。

そんな想いで、こういった発信を５年以上

全力でやっています！！！！！

だって、本当に楽しくなるから！！！

自分と家族の夢のためにチャレンジしてみませんか？

絶対に出来るから！！！

このガイドブックやメッセージを読んでご意見

ご感想やご質問があれば、いつでもお待ちしております♪

ではまた♪


