
SYU１です。第 4回：プロテイン系でプロメディアを育成！ 
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人生は飛び方しだい！ 

自分で立ち「自由へ疾走」するための招待状 
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###name###さん 

こんにちは！ 

今日もお気に入りの ROCKを聴きながら楽しく作業している SYU１です。 

 

今回もお読みいただきありがとうございます。 

 

私の趣味であるバンド活動は国内だけでなく 

年に 1回は海外でライブをするのですが 

毎回知らない食べ物や多くの人に出会うのも楽しみの一つ。 

 

 

会社に勤めていた頃は普段の平日に 

海外へ行くなんてことはありえなかったのですが、 

そんなことを気にせずよくなったのもネットビジネスのおかげですね。 

 

 

ステージの中央で歌うように「自分が主役の人生」 

であることをますます実感しています。 

 

 

さて、早いものでもうメールも 5通目。 

 

毎回かなりアップテンポな感じでお送りしていますが 

ついてこれてますでしょうか？ 

 

 

「早すぎてここがわからないんだけど」 

「ちゃんとついていけるかな」 



 

という疑問や不安があれば遠慮なくメールしてくださいね。 

（メールに直接返信しもらえれば OKです。） 

 

 

基本を積み重ねていくことが後々の成功につながるので 

少しでも疑問に思ったことはそのつど解消していきましょう。 

 

当たり前のことを当たり前に積み上げたことが最終的に大きな差となります。 

 

 

前回のメールではノウハウコレクターという稼げない状態の危険性、 

正しい方法で着実に進めていくことの重要性をお伝えしました。 

 

 

私が知る限りでも、いつの間にかノウハウを買い漁ることが習慣になってしまったり 

最初に正しいノウハウを知らないばかりにずいぶん遠回りしたという話をよく聞きます。 

 

 

世間にあふれるノウハウは情報を与えることで終わっているものも多いですが 

稼ぐためには情報を得たら実践することが前提です。 

 

何かを学んだらすぐに行動に移すことで 

しっかりと定着させていきましょう。 

 

 

そして、行動のためには前回お伝えした「マインドセット」 

というものが重要です。 

 

 

###name###さんが前回の動画をまだ見ていないというのであれば 

こちらからどうぞ。 

 

【動画】心の刃を研げ！シンプルマインドの育てかた 

→ URL 

 



 

では、今回の内容についてお話していきますね。 

 

一番最初のメールで触れましたが 

###name###さんがネットビジネスで最初の目標とするのは 

「10万円以上」稼ぐことです。 

 

 

ただ、ネットで稼ぐ方法を検索すると 

「これでもかっ！」というほど多くの情報が出てきます。 

 

 

しかし、情報が多いにも関わらずなかなか稼げない 

あるいはノウハウコレクターになっている人が多いのはなぜだと思いますか？ 

 

 

その理由は稼ぐことについての情報が 

単に表面的なものとなっているからです。 

 

 

たとえば「アクセスが集まりやすい芸能系のサイトをいくつも作る」 

というノウハウがあったとしても 

 

「それってまとめサイトと同じことをやればいいの？」 

という疑問が出てきますし 

 

「芸能系と一口に言ってもどんなネタについて書けばいいのか」 

といきなり壁にぶち当たるかもしれません。 

 

 

そんな表面的なノウハウが重なれば 

もう情報マヒ状態です（苦笑） 

 

表面的なものがいかにもろいか 

ということで言えば 

 



私が子供の頃、オリンピックで世界記録を出した 

陸上競技のベン・ジョンソン選手を思い出します。 

 

 

当時次々と記録を出していたカール・ルイス選手のライバル的存在だったのですが 

後にジョンソン選手の記録はドーピングによるものだと発覚し 

競技の世界から永久追放されてしまいました。 

 

 

また、ボディビルダーの世界でもそういった噂はよくありますが、筋トレマニア（笑）の友人によると 

ドーピングしているボディビルダーは早く亡くなる傾向にあるようですね。 

 

 

ということで今回は 

多くの人が陥りやすい表面的な方法を 

『ドーピング系』ノウハウと呼ぶことにします。 

（例えがリアルなのはご了承ください） 

 

 

###name###さんをはじめ、おそらく多くの人が求めているのは 

一時的な『ドーピング系』ではないでしょう。 

 

 

私がおこなっているサイトアフィリで言えば 

表面的な知識を得ただけではペナルティを喰らう可能性もありますし 

 

「ペナルティを受けないようにするには？」 

ということにたどり着くはずです。 

 

 

そんな一時的なノウハウに対し、私がおすすめするのは『プロテイン系』ノウハウ。 

※プロテイン：筋肉をつけるための栄養補助食品 

 

 

今回は私が日頃おこなっている筋トレに例えた 

『ドーピング系』と『プロテイン系』ノウハウについて 



どうして結果が違ってくるのか 

 

根本となる考え方についてお伝えしていきます。 

 

 

テーマは以下のとおり。 

 

＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝ 

１．『ドーピング系』と『プロテイン系』の違いって？ 

２．プロメディアの育成方法 

＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝＝＝ 

 

では、始めていきますね！ 

 

 

１．『ドーピング系』と『プロテイン系』の違いって？ 

 

ネットビジネスで稼ぐということは 

一見何だか難しいことをしているように見えますが 

 

その本質はとてもシンプルで 

『稼げるメディアの育成』ということに尽きます。 

 

 

そして、育成したメディアを通じ 

『アクセスをお金に変えるシステム』 

を作ることによって収入を生み出します。 

 

 

このメディアというのが、いわゆる 

ブログやメルマガ、SNS といったものですね。 

 

 

育成と書きましたが、これはアクセスを集めたり 

コンテンツをより内容のあるものにしていくということで 

 



正しい方法で育てていけば小さな芽を 

お金のなる木に変えることが可能です。 

 

 

私が育て上げたサイトも今でこそ 

ほとんど手を加えずに 1日 1万アクセス以上は余裕、月収 10万円以上といった感じですが 

最初の頃は 1 ヶ月 1000アクセスにも達しない状態でした。 

 

 

ただ、ノウハウコレクターと呼ばれる多くの人は 

「このメディアさえ使えば稼げる」と思い 

 

ドーピングに手を出すように 

 

「芸能サイト量産で自動収益！」 

「SNSでゼロから楽々集客！」 

など 

 

いかにも最初から楽できそうな感じのものに飛びつきたがります。 

 

 

しかし、実際におこなってみると 

たとえ一時的に効果が出たとしても 

その後どうやって継続的に収入を増やしていけばいいかわからなかったり 

 

場合によっては内容がブラックなノウハウで 

ペナルティを受けてしまうこともあります。 

 

 

それに対し『プロテイン系』のノウハウというのは 

 

 

先ほどの例で言うと 

 

「アクセスを呼ぶ芸能サイトの考え方」 

「多くの人が思わず気になるツイート」 



 

といった感じで、メディアの育て方自体を 

具体的に表したのが 

『プロテイン系』ノウハウです。 

 

 

こちらはヒットするネタの見極めや 

記事の書き方などを体系立てて考える力がつくので、 

 

しだいに記事を書くスピードや次に書く記事への活かし方なども 

手に取るようにわかり記事を書くのが楽しくなってきます。 

 

 

私も最初 1記事書くのに 1時間以上悪戦苦闘していましたが 

慣れれば 30分程度でさらっと書き上げてしまうことも。 

 

 

前回「守・破・離」という考え方についてお話しましたが 

基礎から応用へと素早く頭の中で反応できるようになるわけですね。 

 

 

このように 

正しいフォームで筋肉を増やしていくが如く 

 

継続しながら成長し稼げる正攻法が 

『プロテイン系』ノウハウと言えます。 

 

そして、この方法を押さえておけば 

お金を稼ぐ方法が無限に広がります。 

 

 

無料ブログを量産しても成果が出ないのは 

反動をつけたり速く動かすだけで 

筋トレの成果が出ないのと同じ。 

 

 



筋肉が不十分な状態でいきなりベンチプレスに挑んでも 

重り無しの棒を持ち上げることすらできずに即筋肉痛です。 

 

 

主要な『筋肉』をまず鍛え上げる！ 

 

すなわち、メインとなるサイト（ブログ）を 

まず一つしっかり完成させることで、 

月収 10万円ぐらいなら継続して稼ぐことは余裕です。 

 

 

アフィリエイトで稼ぐにしても 

サイトの成長段階によって成果の出るネタやジャンルは変わってきます。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・いきなり有名過ぎる芸能人の記事を書いても既存のサイトに負けそう 

↓ 

・まずはこれから注目されそうな人を探してみる 

↓ 

・多くの人が今後注目するであろうことは？ 

↓ 

・そう言えばオリンピックの開催が近い 

↓ 

・まだ無名だがメダルを獲得しそうな選手について書いてみる 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

という感じで、上記はあくまで一例ですが 

アクセスを集める際の考え方について学べば 

その後どうすれば稼げるかも理解できるようになります。 

 

 

ただ、そうした考える努力を省いて 

何もせず利益を得ようと楽な道に走ると 

 

ドーピングで記録が無効になったり、 



ギャンブルにはまって五輪出場停止なんてことが起こります。 

 

 

また、ドーピング系のようにその場しのぎのノウハウというのは 

 

「もうサイトアフィリでは稼げない。これからは YouTubeアフィリの時代だ！」 

といったようなことを唱えがちですが 

 

実際は以前お話したように 

実力をつける際の段階があるだけで、サイトと YouTube 

どちらも稼げる媒体であることには変わりありません。 

 

 

サイトで稼げるようになれば実力がついて 

やがて YouTubeでも稼げるようになります。 

 

 

私の仲間にもかつてノウハウコレクター状態だった方がいましたが、 

やはり最初に正しいノウハウを知らないと回り道することになってしまいます。 

 

 

では、次に回り道しないための 

進め方に入っていきますね。 

 

 

２．プロメディアの育成方法 

 

先ほどは###name###さんがネットビジネスで稼ぐために 

メディア育成が大切ということをお話しました。 

 

 

ただ、その方法がつかめずに 

その場しのぎの『ドーピング系ノウハウ』 

にはまってしまう人も多いです。 

 

 



稼げる選手を地道に育てるのは大変そうに感じるかもしれませんが 

そう難しくとらえる必要はありません。 

 

 

多くの人はプロの選手ではなくネット上に市民ランナーを 

次々に送り出しているような状態ですから、 

 

###name###さんがプロの育成知識を手にすれば 

月収 10万円台はたやすく走破できます。 

 

 

仮に本業が忙しい場合でも 

すきま時間を使いながら１日１～２時間もあれば 

着実に収入を増やすことができますから。 

 

 

そのために、先ほどの『プロテイン系』の考え方が必要というわけです。 

 

 

再び筋トレを例にしますが 

私がビジネスをする上で大切にしているのが、健康管理。 

 

どんな仕事でも当たり前かもしれませんが 

特に自分でビジネスをしていくうえで必要な、新たに発想を生み出す力は 

健康だからこそと実感しています。 

 

 

という私も実は子供の頃、シーズンごとに風邪をひいては 

何度も繰り返すほど病弱だったのですが 

 

筋トレで体を鍛え始めてからは風邪をひくこと自体ほとんどなくなりました。 

 

 

さらに私の経験上、ロクに筋肉もない状態でいきなり重いバーベルを上げることはできません。 

 

 



まずは、自分が持てる範囲の重さのダンベルから 

徐々に慣らしていきます。 

 

 

・軽いダンベルをクリア！ 

 ↓ 

・少し重めのダンベルで慣らしてバーベルにも挑戦！ 

 ↓ 

・大きな重りのついたバーベルも制覇！ 

 

 

これがプロテイン系の段階的アプローチで 

徐々に筋肉を増やし、ビルドアップしていく感じですね。 

 

 

小さな成功体験で自信をつけながら、より大きな課題に挑戦していく。 

 

最初は貧弱でもやがて 

多くの人が驚くほど見栄えもよくなります。 

 

 

###name###さんのメディアも 

初心者に最適なサイト（ブログ）を 

『プロテイン系』で育てていくことをおすすめします。 

 

 

サイトを使った『プロテイン系』アフィリエイトは 

ゼロからの実績作りにピッタリです。 

 

 

パワーサイト（アクセスが集まるサイト）が 1つできれば 

継続的に収入を得ることが可能。 

 

 

その場しのぎのノウハウは相手にせず 

目標の月収 10万円を最短時間で更新していきましょう。 



 

※ 

自分メディアの育成方法は 

アフィリエイブルの『レベルアップの章』（仮タイトル）もご参照ください。 

 

 

プロ選手のように育てたメディアの収益化についても 

今後のメールでお伝えしていきますね。 

 

 

『ドーピング系』ノウハウの誘惑には 

負けることのないようくれぐれもご注意ください。 

 

では、今回の内容はここまで。 

 

 

P.S. 

 

今回は安定収入をゲットするためのお話でしたが 

『単発で 10万円稼ぐ』とかなら 

自己アフィリでも充分可能です。 

 

 

ただ、###name###さんが継続的かつ安定的に稼ぐことを望むなら 

今回のメディア育成というお話は重要な土台になります。 

 

 

『稼げるメディア』が 1つできれば 

本当の意味での量産も可能です。 

 

月収 10万円のサイトが 10個あれば 100万円になるわけですし 

プロ選手のチームをネット上に作れば 

自動的に金メダルが続出というわけです。 

 

 

稼げるアフィリエイターは、このように 



収入を膨らませるシステムを作っており 

 

私もたくさんの『プロテイン系メディア』を活用しながら 

自動収入につなげています。 

 

 

一度仕組みを作れば大きな収入となり、経済的にも精神的にも 

余裕ができますね。 

 

 

私が教えている人たちも 

今回紹介した『プロテイン系メディアの作り方』を 

その通り実践しているだけです。 

 

 

そうやって、月収 10万円以上達成する人が 

とめどなく誕生しています。 

 

###name###さんも自分の力で立ち真の自由を勝ち取るために 

『プロテイン系』ノウハウを注入しながら自身のメディアを育てていきましょう。 

 

 

P.P.S. 

 

私が自身のバンドや弾き語り活動で影響を受けたミュージシャン、 

エルトン・ジョンのライブを観に行く機会がありました。 

 

ピアノを弾きながら自身の曲を表現力豊かに歌う人ですが 

何より驚いたのは演奏の仕方や歌い方を崩しても 

軸がぶれないこと。 

 

聴きなれた曲でも「こんな歌い方ができるのか」と 

新たな感動がありました。 

 

 

プロなのでそういったことはライブで繰り返されていると思いますが、 



バリエーションが無限に広がるのは基本がマスターできているからこそ。 

 

基本→応用の流れが 

うまくいってるんでしょうね。 

 

 

前回のメールでは色々な芸術に触れた経験が 

後々自分の仕事を豊かにしてくれるとお話しましたが、 

興味があれば彼の動画をチェックするのもいいかもしれません。 

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。 

では、また次のメールでお会いしましょう。 
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