
【アフィリエイトってなんじゃらほい レポート】 

 

こんにちは、まっつーです。 

 

このレポートは、 

アフィリエイトって何？ 

あんまよく知らない・・・ 

 

という方のために作成しました。 

 

このレポート見るだけで、アフィリエイトの特徴とかメリットとか、 

アフィリエイトとはいったい何なのか 

 

僕のような発達障害の人にとって、どれだけ魅力的なビジネスなのか 

がわかるようになっています。 

 

ほんと、アフィリエイトなかったら自分は何をしていたんだろう・・ 

と思ってるぐらいですからね。 



 

もしもこのレポートを読まれているあなたが、 

今とても苦しい生活をおくっているのであれば、 

救世主になるかと思います。 

 

 

このレポートを読んでもらった方には、 

「読みやすい！」 

という感想を多くいただいています。 

 

かなり読みやすくなっているので、 

暇つぶし感覚でサラッと読んでいただければと思います。 

 

 

 

 

さて、じゃあアフィリエイトとは何なのか、話していきたいと思います。 



 

 

 

 

 

1アフィリエイトの 5つの特徴 

それでは、アフィリエイトの特徴について簡単に話していきたいと思います。 

 

以下のように、5 つの特徴があるんですね。 

 

・在庫は持たなくて良い 

・初期費用不要 

・パソコン 1 台で家でもできる 

・商品はつくらなくていい 

・資産型ビジネスで、収入に上限はない 

 

それぞれ深掘りしていきましょう。 
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2 発達障害にこんなに合うビジネスってあるのか？？  



 

1−1在庫は持たなくて良い 

 

まず、在庫持たなくて良いってのはすごすぎます。 

かなり大きなメリットです。 

 

だって、普通にビジネスしようとしたら、 

何か商品を買ったり、つくったりして、 

それを売らなきゃならないんですよ。 

 

コンビニだとわかりやすいですね。 

 

まず、商品を仕入れて、 

それを店舗に置いて、 

お客さんに買われるまで、 

保管しておかなければならないです。 

 

当然、売れなかったらお金はもらえませんし、 



商品を仕入れるのにかけた分のお金を、失ってしまいます。 

 

 

だから、在庫を持つってのはリスクがあるんですよね。。 

 

金銭的にもそうですし、 

「ほんとに売れるのかな・・」 

「売れなかったら自分のお金が・・」 

となりますから、 

精神的にもよくないです。 

 

ぼくだって、ぶっちゃけ 

もしもリスクがあったら起業なんてしてないですから・・。 

 

4 度もバイトをクビになった自分が 

「よっしゃ、ビジネス成功させるぜ！」 

「リスクあっても大丈夫！！」 

「絶対に成功するから！」 



なんて思うはずがないですからね。 

 

 

それに対して、 

 

アフィリエイトは、すでに企業がつくった商品を、 

自分のブログやサイトで紹介して、売れたら、 

報酬をもらうことができます。 

 

在庫を持つ必要はありませんし、 

紹介すること自体は無料でさせてもらえます。 

 

だから、リスクがないんですね。 

 

別に、自分のつくったブログやサイトから商品が売れなかったとしても、 

金銭的なダメージは一切ないのです。 

 

だから、世間でいう 



起業→倒産→借金 

みたいなことはありえません。 

 

 

ちなみに、アフィリエイトをするだけなら開業届を出すとか、 

面倒なことは一切ないので安心してください。 

 

（めっちゃ稼げるようになったら、開業届を出すと税金がかなり安くなるので、

その時に開業届は出しましょう） 

 

ブログつくる 

→そこで商品紹介する 

→実際に売れた 

→報酬もらう 

 

これだけなので、 

ぶっちゃけると、 

ブログさえ作れば小学生でもアフィリエイトできちゃいます。 



 

ただ、ASP の登録は小学生ではできないですけどね。 

（ASP とは、自分がアフィリエイトする商品を探せる場所で、登録も無料なの

で、ほんとに一円もかからずブログで商品を紹介できます） 

 

だから、ビジネスの知識が一切ないぼくでも 

アフィリエイトをすることができたのです。 

 

話を戻しますが、やっぱ在庫持たなくていいって、 

精神的にかなり楽ですね。 

 

売れなかったらどうしよう・・ 

とビクビクすることもないですから。 

 

ちなみに、ぼくはこちらの ASP に登録しています。 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2NOL8M+F9JCMI+0K+ZXXSJ 

 

この ASP を見ると分かりますが、アフィリエイトできる商品って、 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2NOL8M+F9JCMI+0K+ZXXSJ


無限にあるんじゃないかと感じます。 

 

あなたも、確認してみて、自分の使っている商品・好きなサービスを紹介してい

ただけたらと思います。 

 

1−2初期費用不要 

アフィリエイトのヤバいところは、初期費用不要という点です。 

 

だから、お金なんて持っていない大学生のぼくでもできたのです。 

 

ふつうにビジネスしようと思ったら、 

初期費用は普通にかかります。 

 

例えば飲食店をやるとしたら、 

店舗たてて（または借りて）、 

設備整えて、 

従業員雇って、 

食材を買って、 



と、めちゃくちゃお金がかかります。 

 

それに対してアフィリエイトなら、 

ブログつくって（無料）、 

紹介できる商品・サービスを探して（無料） 

自分のペースで作業して（無料） 

実際に紹介して（無料） 

お金を稼ぐことができます。 

 

 

笑ってしまうくらいおかしなビジネスです。 

 

こんなにお金のかからないビジネスなんてあるのか！！ 

とぼくは昔驚いたことを覚えています 

 

とにかく、 

実際にやって、 

行動して、 



稼ぐのか 

 

それとも、 

何もせず、 

一円も稼がないのか 

 

これだけです。 

 

アフィリエイトはかなりシンプルです。 

 

アスペで自信のなかったぼくがアフィリエイトを始めた理由は 

上記の点がでかいですね。 

 

とにかくお金かからないのでリスクないです。 

 

 

 

 



1−3パソコン 1台で家でもできる 

やっぱり、この点が一番発達障害だとメリットがありますね。 

 

一般的に、発達障害だとチームワークが苦手です。 

 

ぼくもそうなのですが、やはり一人で黙々と作業できる方が自分に合っている

と感じます。 

 

どうしても組織で動くと、最低でも平均の能力は求められるので、 

それができないとトラブルのもとになります。 

 

実際にぼくは 

飲食店での業務はぜんぜんできませんでした。 

 

ぼくは、昼のピーク時の、 

あんなにスピード感求められる仕事はできませんでした。 

というか、今もできないでしょう。 

 



「君ほんと使えないなあ・・」 

なんてひどい言葉を平気で言われたこともあります。 

 

かなり傷付きました。 

ほんとに悔しかったです。 

 

また、人とうまくコミュニケーションがとれないこともあって、 

「何を考えているのか分からない・・」 

とか、避けられてしまったこともありました。 

 

そんなこともあって、自分の人生にはかなり絶望していたことを 

覚えています。 

 

しかし、アフィリエイトであれば、基本的に一人で作業することになります。 

 

誰からも怒られないですし、人間関係を壊す恐れもありません。 

「君は使えないからクビ」 

なんて言われることもないです。 



 

勉強したことや、マニュアルにしたがって 

コツコツ作業するだけです。 

 

自分の部屋でのんびり作業をしてもいいですし、 

カフェに行ってコーヒーを優雅にすすりながらもできます。 

 

極端に言えば、海外にいてもできるからすごいですよね、笑 

 

 

また、発達障害だと体に不調があって外に出られない・・ 

とか、 

睡眠障害もあって思うように働けない・・ 

なんて方も多いかと思います。 

 

 

 

そんな時に、 



好きな時間に、 

好きな場所で、 

好きなペースで作業できる・・ 

 

そして生活費を稼ぐことができる。 

 

あわよくば、生活費以上に稼いで 

心に余裕を持ちながら暮らすことも可能です。 

 

実際に、ぼくは月収 100 万円以上ですし、 

これからも上を目指したいと考えています。 

 

発達障害の僕にとって、 

こんな魅力的なビジネスは他にない！ 

と本気で思っています。 

 

アフィリエイトに出会えて本当によかったです。 

 



1−4商品はつくらなくていい 

アフィリエイトのすごいところは、商品も作らなくていいということです。 

 

例えば僕は今、様々なものをアフィリエイトしています。 

 

自分の使っているマットレス 

便利な車のサービス 

有機野菜の宅配サービス 

・・・ 

Etc.   

 

これらは、 

普通に僕一人で一から商品やサービスをつくって 

販売しろ・・ 

という形だったらできなかったでしょう。 

 

難易度高すぎです。 

 



でも、普通にビジネスするとしたら、 

サービスや商品を作らなきゃいけないですよね？ 

 

それだと、莫大な資本と人材が必要でしょう。 

 

しかしアフィリエイトなら、 

企業がすでにつくった商品やサービスを、 

紹介するだけでいいのです。 

 

商品をつくる必要がありません。 

 

これは、かなり大きなメリットかと。 

 

 

 

 

 

 



1−5資産型ビジネスで、収入に上限はない 

 

発達障害で、人生に絶望していた僕にとって、今はこれが一番魅力的に感じてい

ます。 

 

以前まではほんとにネガティブで、 

毎日のように布団の中で 

 

「明日がこなければいいのに・・」 

「このまま生きていても楽しめる気がしない・・」 

「このまま眠って、いっそ目覚めなくてもいいや・・」 

「この世は自分にとって生き地獄でしかない・・」 

 

こんなことを考えていました。 

 

しかし、アフィリエイトに出会ってからは、 

こんな卑屈なことは考えていません。 

 



なぜなら、アフィリエイトが資産型ビジネスだからです。 

 

どういうことかと言うと、 

WEB サイトやブログは、基本的に一度作ったら放置できるということです。 

 

稼げるサイトを何個も何個もつくっていけばいいのです。 

 

例えば僕だったら、 

月に 1 万円稼げるサイト 

月に 2 万円稼げるサイト 2 つ 

月に 5 万円稼げるサイト 

月に 30 万円稼げるサイト 

月に 70 万円稼げるサイト 

を、今保有しています。 

 

そして、これらのサイトは僕は今放置しています。 

 

しかし、稼ぎ続けてくれています。 



 

僕は時間ができたので、さらにサイトを増やしています。 

だから、今は月収１００万円とちょっとですが、もっと僕の収入は上がるでしょ

う。 

 

というか、上げていくつもりです。 

 

このように、自分のつくったサイトが、 

ネット上に資産のように積み上がっていくのです。 

 

だから、収入に上限はありません。 

 

極端な話、月に 1 万円稼げるサイトが 100 個つくれれば、 

あなたの月収は 100 万円になります。 

 

これがアフィリエイトのビジネスモデルです。 

 

 



僕は、この収入に上限がないというのが今は気にいっています。 

 

なぜなら、それは今後ずっと 

上を目指しつづけられるということであり、 

それは僕に生きる希望を与えてくれました。 

 

別に「金があればそれでいいんだ！」なんて思ってはいませんが、 

やはりお金があると、精神的に楽ですし、 

なによりも自由です。 

 

以前は 

「いつ死んでもいいや」 

「というか明日がこなくていい」 

「消えてなくなりたい」 

「生まれてこなければよかった・・」 

 

なんて本気で思っていましたが、 

 



今は 

「もっと頑張って上を目指すぞ！」 

「収入をあげよう！」 

「稼いだお金でどこか旅行にでも行こうかな」 

「ちょっと美味しいお寿司でも食べようかな」 

「親孝行でもしようかな」 

 

なんて前向きになれました。 

 

今は心に余裕があります。 

 

発達障害でも苦しむ必要はありません。 

 

行動して、 

正しい知識を入れて、 

本気で頑張れば、 

前を向いて生きられるということが分かっていただければと 

思います。 



 

 

2発達障害にこんなに合うビジネスってあるのか？？  

 

このレポートのまとめです。 

 

アフィリエイトは、以下のような特徴を持っています。 

 

・在庫は持たなくて良い 

・初期費用不要 

・パソコン 1 台で家でもできる 

・商品はつくらなくていい 

・資産型ビジネスで、収入に上限はない 

 

アフィリエイトはリスクがないですし、 

今からブログをつくって始めることすら可能です。 

‘（世間では、サラリーマンの副業として人気だったりしますね） 

 



ちなみにアフィリエイトのやり方は、今後のメルマガで教えていけたらと思い

ます。 

 

 

僕はアスペルガー症候群で、今まで本当に苦しみました。 

 

一般社会での就労は、正直に言ってきついです。 

 

アルバイトは、 

仕事ができなくて、 

人間関係がうまくつくれなくて、 

4 回もクビになりました。 

 

自信なんてまるでないですし、 

心に余裕もありませんでした。 

しかし、 

アフィリエイトに出会ってからはそんなことはありません。 

 



自分のペースでコツコツと作業していくだけですし、 

どこでも好きな時間に作業できるので、 

ストレスがありません。 

 

そして毎日、上を向いて生きています。 

 

発達障害の自分に、こんなに合うビジネスはないだろうと思っています。 

 

もしもこのレポートを読んでいるあなたが、 

 

今の生活に満足していないなら、 

苦しくて辛い生活をおくっているのであれば、 

 

少しでも僕の話があなたの希望の光になればと思います。 

 

熱が入ってしまって、 

少し長いレポートにはなりましたが、 

読んでいただきありがとうございました。 



 

まっつー 


