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♡ごあいさつ♡ 

ぺんこです。  
  
特典セミナーを開いていただき  
ありがとうございます！  
  
わたしは専門学校を卒業してから16年間  
看護師として地元の急性期病院で働いてきました。  
  
20代の独身の頃はいくらでも体力があって  
二交代の夜勤でも元気にナースコールをとって  
明けで遊びに行くなんて日常茶飯事でした。  
  
手当ももらえるし、余暇も長いので  
むしろ夜勤専従（月に夜勤8～9回）という  
働き方をしていた時期もあります。  
  
時は流れて今は30代後半。  
  
保育園児がいるので夜勤は免除してもらって  
日勤のみフルタイムで働いています。  
  
二人の子どもの育児で体力も精神力もギリギリ・・・  
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夫と休みが合わなくて、ワンオペの日は  
子どもたちを連れて近所を散歩することすら 
できない 日があります…  
  
数年後、生活のために夜勤を再開させて働くのか、  
そういう働き方をしたいのか  
  
自分に問いかけてみたら  

「絶対いやだ」  
  
と確信しました。  
  
・夜は寝て、昼間活動したい。 

・夜勤で体内リズムが崩れて将来の  
　健康不安に怯えたくない。 
  
・朝ごはんと晩ごはんは子どもと一緒に食べたい。 

・わたしが夜働くことで夫に負担をかけたり  
　子どもたちに寂しい思いをさせたくない。 
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そのために、 
本業のかたわらコツコツ資産を作り上げて  
収益を得る「仕組み化」を利用したネットビジネスを  
始めました。  
  

「仕組み化」を利用したネットビジネスでは  
「時間」と「お金」両方手に入れることができます。  
  
なので、わたしは生活費の心配をしなくても  
本業を週3ペースに落として  
  
子どもたちとゆっくり向き合ったり  
自分の趣味に時間やお金を使える日々を  
  
理想に掲げて日々がんばっています。  

   
こちらのセミナーは 
モノを売るためのビジネスの基礎から  

「仕組み」の作り方まで、例えを使って  
わかりやすくお伝えしています。  
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・結局「仕組み」って一体なに？  
  
・ネットビジネスを始めるかどうか  
　考え中 
  
・興味はあるけど  
　できるかどうか自信がない 
  
↑このような方は 

このセミナーをご覧いただくことで 
仕組み作りの全体像を把握することができます♪ 
  
軽い気持ちで読み進めてみてくださいね＾＾  
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【なぜ仕組み化が必要なの?】  
簡単にいうと、 
時間と引き替えにお金をもらう労働だと  
いつまでも時間の自由は得られないからです。  
  
世の中の働き方を４つに分けた  
「キャッシュフロー・クワドラント」 
という図があります。 

  
  
　 
 
 

　 

 

「E」　従業員　（会社員、パート、アルバイトなど）  
「S」　自営業  （カフェ、美容院、八百屋など） 
「B」　ビジネスオーナー（ 会社経営者） 
「I」　投資家　　（不動産、株、FXなど） 
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「E」と「S」は働いた時間分だけ収入を得る 
時給の働き方です。 

会社に自分の時間を提供するので 
収入を上げようとすると 
自由な時間が減ってしまいます。 

また、寝る時間や食事の時間、移動の時間など 
働ける時間にも限りがあるので 
収入にも上限が発生します。 

この働き方を「労働収入」といいます。 

「B」と「I」は自分以外の人、もの、お金など 
価値のあるものに働いてもらっています。 

価値を提供することで収入を得ているので 
自由な時間が多く、収入に上限がありません。 

この働き方を「権利収入」といいます。 
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職場のお医者さんたちが 
「自分たちは所詮サラリーマンだから…」 
って言ってるのを聞いて 

「勝ち組がなに言ってんの～」 
って思ってましたが 

考えてみると医者だって「E」の従業員。 

外科の先生は土日も毎日出勤していたし 
（術後の経過観察がありますから） 

夜も遅くて当直もこなし、収入はあれども 
「子どもがまったくなつかない…」 
って嘆いてました。 

いつも遅くまで病院に残っているから 
家族との時間はないみたいです(>_<) 

時間と引き換えに収入を得る労働だと 
いつまでも自由は得られないんですね。 

 / 8 35



価値を提供することで収入を得る 
ビジネスオーナーの働き方だと 

自分の知識を活かしてお客さんの悩みを解決する、 
なんてビジネスもできます。 

悩み解決の報酬が5万円だったら、 
解決までに10分しか使ってなくても5万円いただける
のです。 

時間＝お金の労働収入の立場から見ると 
あり得ない働き方です。 

わたしたちが目指すのは 
そんなあり得ない働き方なのです♪ 
  

ネットビジネスは色々あるけれど  
  
ビジネスオーナーの働き方を選ばないと  
時間とお金、両方手に入れることはできません。  
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例えば、  
ブログに商品リンクを貼るブログアフィリエイトは  
都度トレンド記事を更新する必要があるので  
自分の時間を使って収入を得る時給の労働で×です。  
  
うちの子大好きYouTube  
収益を得るためにはチャンネル登録数1,000人以上  
年間再生回数4000時間以上をクリアしている、  
というのが最低条件です。  
  
この条件をクリアしていても広告収入は  
1再生あたり0.０５～0.１円程度。  
過酷すぎて副収入を得るために  
気軽にはじめるものじゃないですね(‾◇‾;)  
  
せどり（不用品転売）は  
商品を仕入れて、販売ページに上げて  
梱包して発送を延々と繰り返す必要があります。  
  
辞めたら収益ゼロ。  
自分の時間を使って収入を得ているので×です。  
  
  
じゃあ、時間もお金も手に入れられる  
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ビジネスオーナーの働き方を  
自分ひとりでやるためには、何を選べばいいの？  
ってことなのですが  
  
それがわたしの紹介している  
「ブログメルマガアフィリエイト」なのです！  
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【ものが売れる基本の流れ】  
  
集客→教育→販売→サポート  
  
これはオンラインでもオフラインでも同じ 
大原則です。  
  
お客さんを集めて、商品のメリットをお伝えして、
買ってもらう。  
売ったらそのままじゃなくてアフターフォローする。  
  
  
具体的に説明すると　  
例えば洋服屋さん。  
  
人通りの多いところにお店が建っています  
ショーウインドウにかわいい服が並んでます。  
(集客)  
↓  
販売員さんに似合う服をおすすめしてもらいます。  
(教育)  
↓  
おすすめしてもらった服を買います。  
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(販売)  
↓  
タグついてれば返品いつでも0Kとか  
ポイントカードがたまるとプレゼントがもらえたり  
また来よーって思えます♪  
(サポート)  
↓  
商品、サポートがよければ 
リピーターにつながります。  
  
この流れを個人がネット上に作るのです。  
  
難しそうですか?  
意外とできるんです!  
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【意外とできる、その理由】  
  
1．固定費がたくさん必要ない  
  
実店舗を出そうとすると準備金が必要です。  
土地を探したり、内装を整えたり。  
  
商売がうまく立ち行かなくなったら  
家賃や固定費が支払えなくなって借金する可能性も⋯  
  
ネットビジネスの場合 
メルマガを発行するための費用や  
有料のブログを使う場合はサーバー代が 
固定費として かかります。  
  
でも固定費と言ってもだいたい月10,000円以下。  
実店舗と比べるとローリスクです。  
  
借金を抱えるリスクはほぼゼロなので  
安心して始められます。  
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2．売るものはなんでもOK  
  
商売は価値とお金の交換で成り立っています。  
  
「価値」というと漠然としていてわかりづらいけど  
物も価値だし情報も価値なのです。  
  
かわいい洋服や実用的なバッグ  
イッタラのお皿  
レンジだけでできる時短レシピ  
ダイエット情報・・・  
  
ぜーんぶ価値あるものです！  
  
あなたはなにか得意なことがありますか?  
  
例えば・・・  
似顔絵が得意、英語が得意  
手先が器用でハンドメイドで小物が作れます。  
筋トレしてボディメイクして 
メリハリボディを手に入れました!  
  
全部価値です☆  
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お金と交換できます。  
  
なんにも得意なことがない?  
わたしもそうです!  
  
わたしは勉強をして、ネットを使って  
収益を得る方法(情報)を売っています。  
  

まずは真似してみて  
ビジネスを進めていく過程でほかに売りたいものが出
てきたら  
方向転換してもOKです♡  
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【結局仕組み化ってなに？】  
  
集客一教育一販売一サポートの流れを  
ネット上のツールを使って自動化することです。  
  
SNS (Twitter、ブログ、インスタグラム 
YouTubeなど)を使って 
  
お客さんに興味をもってもらい  
メルマガ(自分のお店)に登録してもらう。  
(集客)  
↓  
メルマガを使って商品のメリットを紹介する(教育)  
↓  
お容さんが買いたい!って思ってくれたら  
決済ページへ進みます。  
(販売)  
↓  
売ったら終わりじゃないですよ！  
困ったことがあったら相談に乗ったり  
特別待遇したりします。  
(サポート)  
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↓  
アフターフォローがよかったらリピーターにつなが
る。  
  
ほら、さっきのお洋服屋さんの例と一緒ですね＾＾  

【メルマガの仕組み】  
  
あらかじめメルマガの内容を作っておいて  
それを自動で配信してくれる機能を使います。  
  
この機能を「ステップメール」といいます。  
  
例えば、先にメールを10通セットしておくと  
新しい読者さんが登録するたびにまずは1通目、  
次の日に2通目って感じで  
自動的に、ちゃんと順番に送信してくれる機能です。  
  
ー度メルマガの中身を作って設定しておけば  
あとはツールが勝手にやってくれるので 
労力は最小限。  
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読者さん1人に送るのも100人に送るのも  
使う労力は同じというわけです。  
  
これをレバレッジ(てこの原理)といいます。  
最小の力で大きな力を産み出すという意味です。  
  
  
SNSを使った集客もツールを使って自動化すれば  
  
自分が寝ていても、遊んでても  
勝手にお客さんが来てくれて  
勝手に商品が売れる流れができる・・・  
  
というのが「仕組み化」の概要です。  
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【なんでメルマガなの?】  
  
お店がメルマガとすると  
販売員はネット上に作られた 
24時間働く自分の分身です。  
＝ステップメール  
  
○ステップメールを使って  
　教育～販売までを自動化できる。  
  
○ステップメールを使えば  
　1人に届けるのも100人に届けるのも労力は同じ。  
  
これらはすでにご説明した通り。  
  
メルマガには他にもこんな↓メリットがあります。  
  
１．お客さんと1対1の濃い関係が持てる。  
  
メールという空間で二人でおしゃべりしているような
感覚です。  
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お客さんが返信してくれればらにお得な情報をお伝え
できるし  
やりとりを繰り返すことで「この人は大丈夫」って  
信用につながります。  
  
2．メアド(顧客リスト)が手に入る。  
  
万が一 
使っていたメルマガスタンドが潰れちゃった！ 
  
なんて時もメアドのバックアップをとっておけば  
また別のメルマガスタンドを使って  
すぐに商売を再開させることができます。  
  
３．こちらからお客さんに 
　　メールを送ることができる。  
  
ブログだけで商売する場合  

イメージとしては  
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「人通りの少ない道に商品置いて、販売員が毎日別の
物を 良い商品だよー買ってくださいな～って言って
る」状態です。  
  
お客さんが来るのを待たないといけないし、  
ここで商品を買う根拠がないんですね。  
  
メルマガなら、こちらからメールを送ることで  
お客さんにアピールできます。  
  
お客さんは興味無かったらメールを開かないで  
メルマガ解除すればいいだけ。  
  
何か物を買う時、ぜんぜん知らない人から勧められる
より  
友達から勧められたものの方が欲しくなりませんか？  
  
それと一緒で  
メルマガを通して、販売員であるあなたの話をして、  
お客さんにあなた自信のことを知ってもらうのです。  
  
例えばこのセミナーの最初とか  
特典①のレポートでわたしは自分の話をしましたね。  
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ぺんこはこういう過去の経験があって  
いま仕組み化をやってるんだな～ってお分かりいただ
けた  
かと思います。  
  
こんな感じで自分の話をすることで  
信頼関係が築かれて、購買確率が上がるのです＾＾  
  
  

【LINE@は?】  
  
LINE@はアフィリエイトは禁止されています。  
商品を売るなら結局別のサービスに誘導したり  
手間がかかります。  
  
下手するとアカウント削除になったりするかも。  
そうすると集客からやり直し、、、  
  
LINEの方がメールより普段馴染みがあるので  
開封率が高いって情報もありますし、集客の一貫とし
て  
メルマガと併用するのはよいかもしれません♪ 
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【セールスしないといけないの?】  
  
セールスは必要なしです。  
  
服屋さんでも勧められたからって手当たり次第買わな
いですよね?  
自分で欲しいか欲しくないか考えます。  
  
それと同じで、商品のメリットは伝えるけど  
買うかどうかは相手の判断に任せます。  
  
押し売りはしなくてよいし、  
買う側は「やっぱり考えます」とか断らなくていい。  
(わたし服屋でのこの気まずさ苦手です。  
　試着までしちゃった手前断りづらいのよ⋯)  
  
ただメール無視すればいいだけ。  
双方気が楽。  
  
価値観が合う人だけがお客さんになるから  
自分も気分良いし、お客さんも嫌な気持ちにならない
のです＾＾  
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【誰でもできるの?】  
  
必要な技術はいくらかあるけど  
後天的に身につけられるものです。  
  
特別な才能はいらないので、誰でもできると言えます
ね。  

  
◯パソコン操作の知識  
  
ネットサーフィンとWordがちょろっとできれば  
充分かなと思います。  
てかわたしはそれくらいのスキルです⋯。  
  
長女妊娠中、産休に入ったノリで買った  
2013年製のMacBookairを引っ張り出して 
作業してます～。  
  
Wordオンラインで色々制限ありつつ 
工夫してやってます。  
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あと、隙間時間で作業するために 
スマホも使ってます。  
スマホだけだとちょっと厳しいです~_~;  

  
◯ライティングのスキル  
  
商品のメリットを伝えるだけでは 
ものは売れないのです。  
  
服屋でも、どこ着ていくねんってドレスを  
「普段使いもできるし、  
　ちょっとしたパーティーにも着ていけますね☆」  
って言われた経験ありません？  
  
ちょっとしたパーティーなんて  
わたしの人生にこれまでもこれからも存在しないけど  
ちょっと欲しくなったりするのです（笑）  
  
物を買うときって使う未来を想像して  
キュって心がときめくのです♪  
  
わくわくして、買おう！って思う。  
女性は特にそうかなって思います。  
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わくわく感や、これ買わないとやばいかも！ 
って恐怖心とか 気持ちが動くとき 
人はものを買うのです。  
  
だからメリットだけじゃなくて  
感情を動かす文章の工夫が必要です。  

  
◯マーケティングの知識  
  
これは奥深くて簡単に説明できないのですけど・・・  
  
ものを買ってもらうために立てる戦略みたいなもので
すね。  
誰にどんなものを売るかとか、どんな集客をしていく
かとか。  
  
こちらも勉強していくことで身につく知識です。  
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◯忍耐力  
  
お気づきのとおり、仕組み化は始めたその月に  
どかっと収益があがるものではありません。  
  
人によっては最初の仕組みを作るだけで1ヶ月以上か
かるし  
1日に取れる作業時間によってはもっとかかること
も・・・。  
  
そこを理解して、継続してトライアンドエラーを  
繰り返すことができれば収益を得ることができる  
ビジネスモデルと言われています。  
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【具体的な進め方】  
  
1．理想の未来を思い浮かべよう  
  
お金を得るのは手段であって目的ではありません。  
月収10万、月収100万、いくらでもOK。  
  
でも、そのお金を手に入れて何がしたいか  
どんな生活を送りたいかを先に考えましょう。  
  
100万円って目標掲げたけど  
理想の生活をするためには 
もしかしたら50万円で 足りるかもしれない…。  
  
100万円のために盲目的に努力する 
時間と労力を考えると  
50万円で早く理想の生活を送ったほうがいいですも
のね♪  
  
理想の生活を考えて 
そのためにはいくら必更かなって  
逆算して考えるのが良いですね＾＾  
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2．誰になにを売るのか決める  
  
得意なものがあればそれを売り物にしてもいいし  
なにもなければ人の作ったものを売ることもできま
す。  
  
人が作った商品を売ることを 
アフィリエイトといいます。  
  
人が作ったものを代わりに紹介して売ることで  
紹介料として報酬がもらえる仕組みです。  
  
どんなに良い商品でも、買うかどうか決めるのはお客
さんです。  
  
誰に売るのかも考えましょう。  
  
例えば痩せてる人に 
ダイエット情報は売れないですね。  
  
商品と誰に売るのかがミスマッチしていると  
どんな良いものでも延々と売れません~_~;  
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3．仕組みを作ります  
  
まずはステッブメール作りが最優先。  
  
ここができないと、お店がないのに人集めているのと
同じです。  
  
道ばたに中身もわからない謎の商品ぼんとおいて  
お金入れてって言ってるのと同じといえば  
ヤバさが伝わるでしょうか・・・  
  
まずは自分の分身の販売員を作りましょう。  
  
いきなり声かけて「これ買って!」じゃ売れないです。  
下手すりゃ通報です。  
  
まずはあなた(販売員)を知ってもらって、信頼関係を
築く。  
  
どうしてこの商品が必要なのか、メリットを伝えたり  
時には手に入れなかった未来を見せて  
購買意欲を持ってもらいます。  
  
ものが売れるときはワクワク、ドキドキ、 
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感情が動きます♡  
  
お客さんの感情を動かすメルマガを書きましょう！  
  
●メルマガはなにを書けばいいの?  
  
具体的にメルマガに何を書けぱいいかは「型」といっ
て決まりがあります。  
  
それに沿って書けば大丈夫。  
  
●どれくらい書くの?  
  
最初は7～10通くらいでOK。  
紹介したい商品が増えたら 
その時メルマガを増やしていけば 良いのですd(^_^o)  
  
●大変じゃないの？  
  
やってみた感想として 
メルマガを作る最初は大変でしたが  
できあがったらだんだん作業は減る理屈なので 
楽になります♪  
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実感としては延々ブログ毎日更新するよりかは 
楽かなと思います♪  
  
4．ステップメールができたらいざ「集客」
→「販売」  
  
SNSなどを使ってお客さんを自分のお店(メルマガ)に
誘導します。  
  
実はここも自動化できますが  
できれば最初は自動化しない方がいいと思います。  
  
商売はオンラインでも人と人とのつながりが大切なの
です。  
  
Twitterでリプしたり、フォロワーさんの集客の手伝
いをしたり、  
  
直接つながった人が買ってくれなくても  
その友達が買ってくれるかもしれません。  
  
販売は決済サイトを作るのですが  
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アフィリエイトならリンクを貼るだけでOKなのでお
手軽です。  
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おわりに  

かんたん仕組み化セミナーは以上となります。 

最後まで読んでくださりありがとうございます！  

初心者さん向けにビジネスの基礎の基礎から 
「仕組み化」の全体像について説明しました。 

これを読んで少しでもイメージがついたり、 
わたしもやってみようかな…と興味が湧いたり 
したら嬉しいです。 

わかりにくいところや、もう少し詳しく知りたい 
などありましたら、遠慮なく聞いてくださいね。 

メルマガに返信くださればわたしだけに届きます。 

今後もメルマガでは有益な情報を発信していきます。 
楽しみにしていてくださいね(*^^*) 

ぺんこ
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