
 

◆著作権および守秘義務契約◆  

このマニュアルは著作権法で保護されている著作物です。  

著作権者の許可なく、このマニュアルの全部又は一部を複製、

転載、流用、転売等 することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行

為を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民

事・刑事を問わず法的手段による解決を 行ないます。 

※本マニュアルの内容を外部に漏らすことなく、ご自分だけで

使用いただければ問題ありませんので、ご安心ください。  

 

 

 

 



残業続きの忙しいサラリーマンが 
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0.はじめに 
 
この度は僕べーやんの商品を購入頂きまして、 
まことにありがとうございます。 
 
 
この手法は、 
僕が残業続きの会社でサラリーマンを続けながら、 
空き時間・帰宅後の時間を利用して 
開始初月から10万円を稼ぎだした手法です。 
 
 
この手法は、継続することで収益拡大も測れます。 
また、収益を安定させたり、 
半不労所得を得ることも可能です。 
 
 
今まで、１５０名以上の外注ライターを雇った経験の中で、 
身に付けた具体的な手法になります。 
 
 
この手法は何度もABテストを行い、 
まずは如何に良い外注ライターさんが集まってくるか、 
応募文を研究し、繰り返し修正と実験をしました。 
 
 
その中で圧倒的な人数で応募が殺到し、 
さらに圧倒的な低コストで、 
外注さんを雇える方法を開発しました。 
 
 
さらに外注ライターさんを管理する方法や、連絡方法、 
モチベーションの維持方法に至るまでまとめました。 
これさえあれば、外注ライターさんを集めるところから、 
外注ライターさんに記事を量産してもらい、 
半不労所得のような形で資産を構築していくことが可能です。 



 
 
一番最後には、この手法のキモとなる、 
雇った外注ライターさんを使って、 
初月から月10万円を稼げる方法を紹介します。 
 
 
しっかりと、このマニュアルをインプットして、 
自分なりの方法でアウトプットしてください。 
まずは今すぐに外注ライターを雇うことからはじめましょう。 
 
 
そして、今後自分で何かをする時の基本は、 
全てのことに共通していますが、 
出来ている人から学ぶことが大切です。 
 
 
例えば、外注ライターを応募する時に、 
応募数が多い人の応募文を、 
自分なりに真似てみることが大切です。 
 
 
今回はすぐに外注ライターの募集活動ができるように、 
各章の最後に特典としてテンプレートを用意しています。 
 
 
しかし、自分のオリジナリティを出すことも大切です。 
応募文でどれだけ人を惹きつける文面を書けるかで、 
圧倒的な人数を雇うことが可能になります。 
 
これが成功すると下記の画像のように、クラウドワークス側から無料で

支援させてくださいと、営業メールがきます（笑 



 
 
 
各章の最後に特典としてテンプレートがあるので、 
自分なりのオリジナリティを出して、 
ABテストをして分析し、 
外注ライターさんを圧倒的に安く、 
大量に雇えるように努力してみてください。 
 
何か質問があるときは、 
最初に登録してもらったLINEから、 
質問をして頂きますようお願いいたします。 
 
 
テンプレートを使って、応募すると、 
下記のような入れ食い状態になります！ 
 



 
 

 
 
それでは、説明を初めていきます。  



1.クライアントに信頼されるプロフィールを設定する 
 
あなたが例えば、どこかの企業に就職しようと考えた時に、 
どういったことに注目しますか？ 
 
・給与面 
・待遇 
・会社の大きさ 
・会社の将来性 
・会社の信頼性 
 
 
いろいろある中で、 
注目すべきは「会社の信頼性」だと思います。 
 
 
もちろん、給与面を真っ先に見る人もいますが、 
まずは会社（プロフィール）を、 
知ってもらうことから始められた方が良いです。 
 
 
大手企業とかは、 
会社のイメージを上げるためだけで、 
数百万円かけてCMを作るくらいですから。 
 
ということで、まずはご自分の信用作りからしていきます！ 
 
基本的に全てにクラウドソーシングサービスを利用します。 
・クラウドワークス 
・ランサーズ 
・ココナラ 
など  



そして、圧倒的な募集を得るために、 
まずは「プロフィール（会社概要）」からしっかり作ります。 
 
こちらが出来ていないと、 
ライターさんはどんな人に雇われるのか、 
不安になって応募をためらうこともあるので、 
必ず設定するようにしましょう。  



1-1.クライアントに信頼されるプロフィール 
 
クラウドソーシングサービスの特徴は、 
どんな人（あなた）でも、仕事を発注できることが特徴です。 
 
また、どんな人でも、 
仕事を請け負うことができるのが特徴です。 
 
 
しかし、実際に仕事を受注・発注するには、 
生身の人間であるクライアントから、 
信頼を勝ち得なければなりません。 
 
 
そのクライアントたちから、 
信頼を得る方法は大きく２つあります。 
 
 
ひとつは、プロフィールページで、 
自分がやっていることや人柄をアピールすること。 
 
 
ふたつめは、案件への応募時に、 
クライアントから信頼される対応をすること。 
 
ここでは、ひとつめの 
「プロフィールページでのアピール」 
にスポットをあてて解説していきます。 
 
クライアントから好感をもってもらえる 
プロフィールの作り方について、 
３つの項目にまとめてみました。 



1-2.プロフィール画像を設定しよう 
 
プロフィール画像は、 
実際に直接会うことがないクラウドサービスにおいて、 
「顔」ともよべる重要な要素になります。 
 
 
デフォルトのアイコンや未入力は避けて、 
自分らしい画像を掲載しましょう。 
 
 
プロフィール画像としてよく使われるのは、 
自身の顔写真や、 
ネット上で作った似顔絵アバター、 
フリーアイコン、 
ペットの写真、 
娘や息子の写真、 
フリー画像、 
会社のロゴなどです。 
 
 
ここでひとつ気をつけたいのは、 
「ネットに自分や親族の写真を掲載するリスク」と、 
「クライアントからの心象」です。 
 
 
クラウドワークスのプロフィールは、 
ネットができる人物であれば、 
誰でも閲覧ができるものです。 
 
 
 



自分の顔写真を掲載することは、 
クライアントからしてみれば、 
発注者の人となりが見えやすいメリットです。 
 
 
しかし、一方で受注者にとっては、 
クライアントがきちんとした人かを、 
見抜くツールでもあります。 
 
 
今回は個人的に仕事を発注するので、 
かしこまる必要はないですが、 
自分の顔写真か、ネット上で作った似顔絵アバターが、 
ベストの選択です。 
 
 
注意すべきは、 
既存のアニメ画像や芸能人の画像を使用すると、 
著作権や肖像権の侵害に抵触してしまう可能性があります。 
 
 
仕事を受けるクライアントからも、 
ネットリテラシーが低いと判断される危険があるため、 
使用は控えてください。 
 

 
 
 
 
 
 



1-3.プロフィール（会社概要）に経歴を書こう 
 
私がこれまで百人以上雇った中で、 
プロフィールに何も書いていない人がいます。 
 
 
そう言う人は結局音信不通になっています。 
それだけ周りに対する配慮が不足しているわけです。 
 
 
自分が発注する側から見ても、 
やっぱりきちんとしたプロフィールが 
書いてある方が良いですよね？ 
 
 
だから、受ける側の立場も考えて、 
プロフィールにはしっかりと、 
自分がいま何をしていて、 
どんな人を探しているのかを書きましょう！ 
 
 
一番大切なのは、この発注者は、 
信頼できるか？ 
という点です。 
 
 
これまでの実績 
（実績がなくてもこれからやること） 
を記載することで、 
受注者から信頼を得ることが可能です。 
 
 



また、相手がわかりやすい情報にする 
という思いやりの姿勢を心がけることで、 
受注者から好印象をもたれやすくなるでしょう。 
 
そして、自分から受注することのメリット、 
仕事に対しての姿勢、 
自分の理念を明確にしましょう。 
 
 
最後に、 
プロフィールページには、 
閲覧してくださったクライアントに向けた 
感謝のメッセージを書くようにしましょう。 
 
ということで、お待たせしました。 
 
特典として紹介していた 
「信頼されるプロフィールテンプレート」 
をご確認ください。 
 
※ここままコピペする方もいらっしゃいますが、 
コピペだけではオリジナリティがなくなり、 
逆に不信感を頂く受注者さんもいらっしゃいますので、 
自分なりの文言にできるだけ変更されるようにお願いします。 
 
次の章から応募についての具体的な解説に入ります。 

 
  



特典1：プロフィールテンプレート 
 
皆さん、初めまして。 
自己紹介のページをご覧頂き、誠にありがとうございます。 
 
「ご自分のクラウドワークス名」と申します。 
 
クラウドワークスでは、お互いにWIN-WINの関係性を考えてお仕事を発注させてい
ただいております。 
お互い気持ち良く、誠実な関係でお仕事させていただける方と一緒に業務に取り組

めればと思っております。 
 
オンラインでのコミュニケーションということもあり、わかりにくい表現等あるか

もしれませんが、 
積極的にやりとりをさせていただくことで、双方気持ちの良いお仕事ができればと

考えております。 
よろしくお願い致します。 
 
何かご不明点、疑問点がございましたら、遠慮なくご質問頂ければと思います。 
 
 
私の理念としては、ライティングの初心者の方でも、基礎から応用まで学べる仕組

み・環境を構築することで、 
初心者の方でもライティングスキルが急速に上達すると考えております。 
 
具体的には複数名でグループを組みながら、お互いに良いところをインプット・ア

ウトプットしあう環境を構築しています。 
 
働きながらスキルを得たいという人にとっては最適な環境だと言えるかもしれませ

ん。 
クラウドワークスで業務をやり取りするということで、お互いに、気持ちよくス

ムーズに仕事をできるように誠心誠意取り組んでいきます。 
 
これから、よろしくお願い致します。 
 
最後までお読み頂き、ありがとうございました。 
何かご不明点や疑問点がある場合は、遠慮なくお尋ねください。 
 
 

以上 
 



2.ライターを募集する  
 
まず、外注ライターさんを３０人集めるには、 
継続した募集の掲載と興味がある人からの応募が必要です。 
 
その圧倒的な応募を得るには、 
ライターを習ってみたい初心者に向けて 
「ライティングモニターで募集する」必要があります。 
 
 
例えば、みなさんが街角で立ち止まることって、 
どんなことですか？ 
 
・無料でティッシュもらう 
・無料で団扇をもらう 
・可愛い女の子に声をかけられる 
・イケメンに声をかけられる 
・何かの試飲サービス 
・スーパーの試食サービス 
 
 
このように目につくもの、 
立ち止まるものって、 
無料で自分にメリットがあることです。 
 
 
だから、 
ライティングの技術を知りたい、 
ライティングをやってみたい人に対して、 
お金をもらって体験できるライティングモニター 
として募集をかけます。 
 



モニター体験なので、 
料金は、「50円」で募集します。 
 
クラウドソーシングサービスによっては、 
50円で募集できないところもあるので、 
そのあたりは創意工夫が大切です。 
 
 
募集文のポイントしては、 
下記のようになります。 
 
2-1.ライターに向けたメッセージ 
 
2-2.実際にライターを募集する 
　→　モニターでお金がもらえる 
 
2-3.ライターに募集して得られるものを明示する 
　→　ライティング体験（勉強）が出来る 
 
2-4.ライターに信用してもらう方法。 
　→　かならず怪しんで質問してくる人がいます。 
 
2-5.ライターに継続してもらう仕掛けとは？ 
　→　モニター体験するメリットを強調します。 
 
2-6.ライティングのオンラインサービスと比較する 
　→　ライティングスクールに通ったらかなりお金がかかる 
 
2-7.ライターの応募文で信頼を獲得する方法とは？ 
　→　どんな人がこのモニターをしているのか安心させる 
になります。 



2-1.ライターに向けたメッセージ 
 
ここでみなさん疑問に思うのが、 
初心者しか雇えないなら意味なくない？ 
ということだと思いますが、 
 
 
ブログ記事を書くうえで大切なのは、 
特典として付属してあるマニュアルにある通り、 
「ブログ記事のライティングの型」です。 
 
 
ちなみに僕は以前まで、 
「シュフティ」というところで、 
２０人ほど外注ライターさんを雇ったことがあります。 
 
 
その時は、適当なマニュアルを渡していましたから、 
１記事１０００円だろうが、 
上がってくる記事って、 
添削がめちゃくちゃ必要なわけです。 
 
 
出されてきたものを一生懸命こちらで添削して、 
自分のブログに掲載したりするので、 
結局自分で記事を書いてるのと、 
ほぼ労力は変わらないわけです。 
 
その失敗をばねにして、 
今度はきっちりとしたマニュアルを作成したんです！ 
 
 



でも、上がってきた記事は、 
熟練の外注さんほど、 
マニュアルに沿わない記事ばっかり！ 
 
そして、なぜマニュアルに従わないのか？って、質問したら、 
自分のやり方があるから。。。ってことで、 
結局はケンカしてご破談になりました（笑 
 
 
その時にヒントを得たのが、 
初心者の人ほどマニュアル通りに、 
きちんと記事を書いてくれたことです。 
 
 
ライティングの経験が浅い人って、 
自分自身も正解の型を持っていないので、 
忠実にマニュアルに沿ってくれるわけです。 
 
 
だから、僕は初心者ばかり雇い始めたわけです。 
マニュアルでしっかりと勉強できますよ！って。 
 
 
そしたら、１記事４００円とかでも 
雇えるようになってきました。 
 

 
 
  



2-2.実際にライターを募集する 
 
他の方でも結構ライティングを教えますよって、 
募集を見ることがあります。 
 
でも、僕はもっと圧倒的に人を集めたかったので、 
モニターという形にしました。 
 
実は以前、１記事２０００文字５０円×２０記事で、 
同じようにライティングを教えるってことで、 
ライターを雇っていたこともあります。 

 
たしかに、応募はちょこちょこ来るんですが、 
何回も同じような応募文を出す必要があるので、 
かなりめんどくさいんです。 



最近はクラウドワークス側の監視も、 
厳しくなってきたのか、 
同じような募集が増え過ぎたら、 
募集が勝手に中断されることもありました。 
 
だから、思考錯誤して、 
モニターを募集することにしたわけです。 
 
モニター募集だったら、 
やる気のある人とやる気のない人の区別がつく。 
 
たしかに１記事２０００文字５０円で、 
結構な数を雇っては見たのですが、 
圧倒的にやる人もいれば、 
全然やらない人もいる。 
 
 
ぶっちゃけマニュアルだけもらって、 
サヨナラっていう人もいます。 
 
 
そこで考えたのが、 
ライター体験で得られる内容です。 
  



2-3.ライターに募集して得られるものを明示する 
 
モニターに参加される人が 
モニター体験で得られる一番嬉しいものって、 
ライティングマニュアルだと思います。 
 
 
ぶっちゃけ、マニュアルなんて 
探せばいくらでも見つかります。 
 
それを自分流にアレンジすればいいだけなので、 
簡単に出来上がります。 
 
 
もちろん、特典としてお配りしていますが、 
できるだけアレンジしてくださいね。 
僕のブログ用に書いてあるマニュアルなので。 
 
 
ここで強調したいのが、 
ライターに募集して参加するだけで、 
何が手に入るかを具体的に明示してあげます。 
 
・ライティングマニュアル 
・ライティングの仲間たち 
・ライターに募集して勉強できる 
・ライティングをちょっとだけ体験できる 
 
そして、絶対にお金はかからないことを強調します。 
逆にお金がもらえて勉強できることを強調します。  



2-4.ライターに信用してもらう方法。 
 
「このモニターに参加したらお金がかかりますか？」 
「後から変な教材とかの売り込みはありませんか？」 
 
このような質問をしてくる人は１０人に１人います。 
しっかりと募集文を読んでくれた人は、 
問題ないのですが、オンラインということで疑り深い。 
 
実は根本を調査してみると、 
クラウドソーシングサービス各社でモニター募集を装って、 
プロダクトローンチの手法を使って、 
モニター終了後に高額商材を売る人がいました。 
 
 
だから、同じモニター募集と勘違いして、 
聞いてくる人がいます。 
 
 
でも、 
そんな人は逆にありがたいです。 
 
 
だって、 
その人はライティングに、 
めちゃくちゃやる気のある人なので。 
 
 
そう言う人は確実に続けてくれます。 
 
 
  



2-5.ライターに継続してもらう仕掛けとは？ 
 
全体の流れとしては、 
 
◆ライティングモニター体験 
　　　↓ 
◆やる気のある人をそのまま外注ライターとして雇う 
そこで１記事５０円～１００円くらいで雇う！ 
 
 
こういう流れです。 
 
 
だから、やる気のある人だけを雇って、 
しっかりと教え込むことができる。 
 
 
募集文では、 
モニター体験終了後も、 
応募してもらえれば、 
そのまま企画に参加できますよって、 
案内します。 
 
 
だから、 
モニターで終わる人もいれば、 
やる気のある人だけは残るって感じになります。 
 
だから、前章で紹介した様に 
最初から１記事５０円×２０記事１０００円で雇うよりも、 
応募が殺到するってわけです。  



2-6．同業他社サービスと比較して本当にお得だと強調 
 
ライティング初心者の人って、 
在宅ワークをしようとしているから、 
ライティングを学ぼうとして、 
同業他社のサービスも気になるところだと思います。 
 
 
それらの同業者がやっているサービスURLを張り付けて、 
「ライティングを習おうと思ったら、 
こんなに高いんだぜ！」 
って、感じであえてスクールを紹介してあげます（笑 
 
 
もちろん、 
そこで本当にやる気のある人は、 
スクールに入るかもしれません。 
 
 
でも、絶対に入ることはありません！ 
 
 
なぜなら、みんなモニター体験で、 
お金を稼ぎに来ているから。 
 
 
だから、 
ライティングスクールを紹介することで、 
自分のモニター体験が如何に優れているかが、 
強調されます！ 
 
  



2-7.自己紹介動画を撮影して募集文で信頼を獲得 
 
最後に必要なのが、 
自己紹介動画を入れるってことです。 
 
 
これを入れると、 
「どんな人が教えてくれるのか？」 
文字だけでは伝わらない視覚情報も入りますので、 
信頼を勝ち取ることができます。 
 
 
僕は、 
副業でやっていますので、 
もちろん顔出しはしていません。 
 
 
だから、画面＋声だけで、 
自己紹介をしています。 
 
また、自己紹介のテンプレとレジュメ 
を特典としてお付けします。 
 
また、 
無料で使える動画作成マニュアルも、 
特典としてお付けしています。 
 
 
では、お待たせしました。 
下記がライティングモニター募集のテンプレートになります。 
 
自分なりにアレンジして使ってみてくださいね。 



特典：モニター募集の応募文テンプレート 
 
タイトル： 

【ライティング初心者必見!!ライティング講座モニター生募集!】【ライティングマニュアルを見

ながら、しっかりと勉強できる環境を完備しています】  
 

 

 

本文： 

こんにちわ。 

○○○○と申します。 

 
この度は、本ページにお越しいただきましてありがとうございます。 

現在、私は【ライティング技術を学ぶ企画】で約20名以上の方に実践を通した添削指導をしています。 

 
そこで今でも実践している企画を体験してもらうモニターを募集します。 

自分が興味を持ったものは、「楽しめて」「おもしろいから」「継続できる」と思います。 

 
今回は、モニターとして「企画にちょっとだけ参加」頂き、ライティング技術について体験して頂きます。 

 

ちなみに私の自己紹介になります。 

○○○○○→自己紹介動画を撮影したYouTubeのURL 

 
 
これらの疑問を少しでも払拭してもらえたらいいなと、思います。 

◇企画で利用しているマニュアルは、作業終了後にプレゼント致します♪ 

 
★★このお仕事の目的★★ 
実際に企画をモニターとして体験いただき、それを元に企画の改善をはかるのが今回の目的です。 

 
この企画では、実践で使えるライティング技術が無料で学べます。 

そして、同じライティングを学ぶ仲間と切磋琢磨する楽しさを味わえます。 

楽しめておもしろい継続できるお仕事を体験して頂く企画です♪ 

 
★★企画参加で得られるもの★★ 

 
この企画では、実践で使えるライティング技術が無料で学べます。 

そして、同じライティングを学ぶ仲間と切磋琢磨する楽しさを味わえます。 

楽しめておもしろい継続できるお仕事を体験して頂く企画です♪ 

◇企画で利用しているマニュアルは、作業終了後にプレゼント致します♪ 

この企画であなたは７つ以上のことが手に入ります。 

１．実践で使えるライティング技術 

２．他で応用できる情報収集能力 

３．記事を早く作成できる技術 



４．コミュニケーション能力 

５．人の気持を動かす技術 

６．ワードプレス技術 

７．そして報酬etc.. 

 

 

★★作業手順★★ 

１．企画にモニターとして体験いただきます。 

２．マニュアルを見てまずはマニュアルの感想を送って頂きます。 

３．実際に１記事作って納品して頂きます。 

◇企画で利用しているマニュアルは、作業終了後にプレゼント致します♪ 

◇モニター終了後にそのまま企画に参加いただくことも可能です。 

 

 

もし、あなたがライティングの仕事をするためにオンラインスクール受講を考えていた場合、 

実際にオンラインのライティングスクールって、どのくらいの費用がかかるか知っていますか？ 

 
↓下記、URLから実際のオンラインスクールのWEBサイトに飛びます。 

https://online.dhw.co.jp/course/writing/  

こちらのスクールは、2カ月で48000円かかります。 

 
このように高額なお金を払うことなく無料でライティング講義が学べるので、 

ライティングを学んで、今後ライターとして稼いでいきたい方に向いてるかと思います。 

※企画終了後に、高額な教材を売りつけるなどといった行為は決して行いません。 
 
★★求める人物★★ 

・ライティングに少しでも興味がある方 

・ライティングを勉強したい方 

・パソコン、スマホをお持ちの方 
※モニター参加するだけで、マニュアルがもらえます。 

※報酬は、50円ですが、報酬以上の価値があります。 

※「クライアントに源泉徴収してもらう」にチェックを入れないでください。 

 

 

★★企画応募候補者の方が気になることQ&A★★ 
Q0：モニター終了後にお金を請求されたりしない？ 

→　宣言します！絶対にお金をこちらから請求することはありません！ 

・マニュアルは全て無料配布します。 

・入会金、月額費用なども一切かかりません。 

・モニター終了後にあやしげな教材を売り込むこともしません。 

・利用するソフトも全て無料で利用可能です。 

※利用するソフト：WordPress、Gmail、Photoscape、その他、必要な無料アプリ。 

 

Q1：めちゃめちゃ厳しそう！　 

→　厳しさ「０」宣言！「楽しんで」「おもしろい」がモットーです。 

まずは成長していただくことを第一に考えています。 

 

Q2：本当にライティング技術が上達するの？ 

https://online.dhw.co.jp/course/writing/


→　マニュアルをお渡ししますので、それに沿ってライティングしていただければ、初めてでも記事が作

成できます。 

また、よくわからないことがあれば、理解できるまで全力サポートさせて頂きます。 

初心者の方がライターになる手助けをさせて頂きます！ 

 

Q３：ライティング初めてだから不安で仕方ない 

→　確かに不安いっぱいだと思います。 

でも、大丈夫！はじめは皆さん素人です！私だって勉強する前は素人でした！ 

 

こちらの企画ではまずはマニュアルを見ていただいて、ライティングの知識を高めてから、 

実際に記事を書いてもらうことから始めます。 

記事作成の要領さえつかめば、誰だって人を動かす記事を作るのは簡単ですよ！ 

また、しっかりとサポートさせていただきますので、不安は解消されるはず！ 

 

モニターだけで終了してもらうことも可能です。 

 

【採用方法】 

・求める人物に該当していれば即採用します。 

 

【注意事項】 

こちらから連絡しているが1週間以上音信不通はやめてください。 

なんの連絡もなく納品報告されるのはやめてください。 

音信不通の場合は、契約解除リクエストを送信させてもらいます。 

 

 

【応募のやり方】 

↓以下の内容を教えてください。このままコピーして返信ください。↓ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１【年齢】 

２【性別】 

３【職業】 

４【趣味・特技】 

５【応募内容のどこに惹かれて応募したか？】 

６【１日のお仕事確保時間の目安】 

７【お仕事に向けて1言】 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

企画参加でライティング初心者から上手くなっていっている人ばかりです！ 

是非一緒に楽しみましょう♪ 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

以上 

 

3.ライターの採用･管理方法、モチベーション維持方法 
 



実際にモニターとして応募してきた人たちに対して、 
契約の流れなどを説明していきます。 
 

3-1.ライターの採用方法 
実際にモニターとして応募してきた人に対して、 
契約をしてからモニターとして参加してもらいます。 
 
実際に記事を納品してくれた人に対しては、 
記事納品のお礼の返事をして、 
出来が良ければそのまま採用への案内を送るという流れです。 
 
１．応募してきた人と契約する 
 
２．マニュアルを送付する 
※マニュアルをインプットしてもらう 
 
３．マニュアルの感想５００文字以上で書いてもらう。 
※アウトプットしてもらう 
 
４．感想に対して出来るだけ明確に褒める！ 
例１）そんな風に考えているなんて凄いですね！」 
例２）こんなにいっぱい感想が聞けてかなり勉強になります！ 
※感想を具体的にいっぱい書いてくれる人って、 
本当にやる気のある人ばかりです。 
 
５．実際に１記事作成してもらう。 
※キーワードは適当に決めましょう。 
 
６．記事を納品してもらい内容が良ければ外注として雇う。 
※記事の具体的なところを褒めてあげることも忘れずに。 
実際に応募して参加してもらうことになれば、 
僕はチャットワークというソフトを利用して、 



やり取りをしています。 
 
納品完了時に、チャットワークへ誘導して、 
そのまま外注ライターとして、 
働いてもらう感じになります。 
 
かなりの数の応募があった場合は、 
選り好みした方が後になって絶対にお得です。 
 
最初は初めて応募してきた人を、 
採用したくなりますが、 
焦らずにじっくりと吟味した方が絶対に良いです！ 
 
そして、あまり機械慣れしていない人は、 
めんどくさい質問ばかりしてきたり、 
誤字脱字のオンパレードなので、 
採用は見送った方が得策です。 
 
本当にやり取りして、 
良いなと思った人だけを、 
採用するようにしましょう。 
 
ちなみにですが、 
以下の④種類の方の応募が多いです。 
 
１．学生：すぐに辞めるし、音信不通になります（笑 
２．定年退職者：機械音痴、音信不通になりやすい（笑 
３．副業したい人：音信不通になりやすい（笑 
４．主婦：責任感もやる気もある方が多く最高です！ 
※主婦でも30~40代がベストです。  



3-2.ライターの管理方法 
 

まず、記事の投稿についてですが、 
外注ライターさんを雇われている人で、 
未だにテキストやGoogleドキュメントで、 
記事を納品してもらっている人がいます。 
 
 
しかし、そういう投稿方法だと、 
結局あとで自分で画像を追加したり、 
アイキャッチ画像を追加したり、 
文字装飾や吹き出しを設定したりする必要があります。 
 
 
僕は、外注ライターさんには、 
直接ワードプレスへ投稿してもらっていました。 
 
その方が、効率的にも良いし、 
何より外注ライターさんの勉強にもなるので、 
非常にスピード感があります。 
 
ワードプレスの管理画面のユーザー新規登録で、 
「管理者・編集者・投稿者・閲覧者」と、 
各レベルを設定して、 
ログインID/PWを割り振る機能があります。 
 
「ワードプレス　ユーザー　権限グループ」で、 
検索すると分かり易い説明された記事が出てくるので、 
そちらで詳しくは確認してみてください。 
 
僕の場合は、外注ライターさんには、 
「編集者」としてIDを発行して、 



全ての方に同じログインID/PWで入ってもらっています。 
 
 
そして、ライターさんとのやり取りは、 
「チャットワーク」を使って行います。 
 

 
 
 
チャットワークはアプリをインストールすることで、 
個別にチャットをしたり、 
グループチャットをしたりと、 
無料でいろいろな用途でチャットを組むことができるので、 
大変便利なツールになります。 
 
 
こちらを利用して全てのやり取りを行います。 
パソコンやスマートフォンにもインストールできるので、 
凄く便利です。 

https://go.chatwork.com/ja/


 
チャットワークの中で、個チャット以外には、 
グループチャットで以下を設定します。 
 
１．納品報告チャット 
納品報告をしてもらうチャットです 
概要欄にルールなど注意事項を掲載する 
 
２．添削チャット 
納品された記事に対して添削指導する為のチャットです。 
概要欄にルールなど注意事項を掲載する 
 
３．感想チャット 
添削後に納品された記事を紹介するチャットです。 
企画に参加したライターさん同士で記事を見て、感想をいう場

所になります。 
 
４．雑談チャット 
なんでも良いので雑談するチャットです。 
記事作成での悩み事など、みんなで解決する感じです。 
 
 
また、ライターさんの記事管理方法ですが、 
スプレッドシートを利用します。 
 
スプレッドシートの使い方はWEBで検索すれば、 
死ぬほど出てくるので割愛します。 
 
ライターさんにスプレッドシートに参加してもらい、 
納品日付などをライターさん自身で 
編集してもらうようにします。 
 



ある程度の納品用の枠を作って、 
一番上に、「ライターの名前」 
次からは、日付と記事タイトルを 
入れてもらうようにしました。 
 
 
そして納品完了したら、 
緑色にしてもらうようにしました。 
※特典で見本をお付けしています。 
 

 
特典3：ライター管理シート 
特典4：記事作成マニュアル 
特典5：最終チェックシート 



 
下記、スプレッドシートに全てをまとめていますので、 
ご自分で作ったスプレッドシートにコピペしてください。 

 
スプレッドシートのダウンロード 

 
※記事作成マニュアルはダウンロードしてから、 
ご自身の名前で作り直すなどしてから配布してください。 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14qAgu4RJvsQmYvif9HjDr7Rfwp4XYSX5hnw_vF6pKsk/edit?usp=sharing


3-3.ライターのモチベーション維持方法 
 
ライターとして応募してくる人は、 
まず初心者でライティングを知らない人がほとんどです。 
 
 
そして、一番の初心者の方が期待するポイントが、 
「記事を添削指導してもらえる」ってことです。 
 
 
また、他の人の記事を添削指導する内容を見れるってのも、 
大きなポイントです。 
 
 
全くライティングを知らない人にとって、 
ライティングマニュアルを持っているあなたは 
凄い先生なわけです。 
 
 
モチベーションを維持する上で一番大切なのは、 
ライターさんを褒めまくるってことです！ 
 
添削指導する流れは以下のような感じです。 
１．記事納品のお礼 
２．とりあえず記事のどこかを褒めまくります！ 
３．添削したポイントを示します。 
４．修正依頼するポイントを示します。 
５．最後にもう一度褒めます！ 
 
この流れで必ず褒めて締めくくるようにします。 
 



また、普段から個チャットを利用して、応募時に教えてもらっ

た趣味の話とか、相手の好きそうな話題をしてあげることが重

要です。 
 
人間は、自分に興味を持ってくれる人を好きになります。 
  



4.１カ月で10万円を稼ぐ具体的な方法 
 
さて、いよいよ外注ライターさんが集まってきてから、 
速攻で稼ぐ仕組みを実践していく章になります。 
 
ここで他のアフィリエイターさんは、 
トレンドブログだったり、 
アフィリエイトブログだったり、 
結構難しいことを教えるのですが、 
僕はそのやり方は始めのうちはおススメしません。 
 
確実にやった方が儲かるのですが、 
やはり時間がかかるため、 
手っ取り早く収益につながる方法をお伝えします。 
 
4-1.ライターを使って手っ取り早く稼ぐ方法 
 
手っ取り早く稼ぐ方法として一番早いのは、 
ココナラ・ランサーズ・クラウドワークスで、 
記事作成を請け負うのが一番早いです。 
 
普通の応募者と圧倒的にレベルが違うことをアピールします。 
・しっかりと記事作成を勉強しているライター 
・ライターが作成した記事を添削、校正している 
・ライターチームで運用しているので納期は早い 
・ワードプレスへの直接投稿も可能 
 
こういった内容で、記事を発注してくれる人を 
応募なり、募集なりすると比較的集まります。 
僕の場合は、だいたい1文字1円~にしていました。 
 
請負件数が増えてくるとだんだんと信用も生まれるので、 



1文字2円とかでも発注が来るようになります。 
 
これらを外注ライターさんの募集と同時並行でやることで、 
外注ライターさんの経費や多少の小銭は余裕で稼げました。 
 
 
ただ、上記の会社はかなり手数料を取られるので、 
僕の場合はもっと手の込んだやり方で、 
下記のような販売ページを作って、 
そこから商品を購入してもらうようにしました。 
http://asiabolabet.info/ 
 
※Welcartというプラグインで手軽に販売ページを作れます。 
※決済手段として、ペイパルを利用しています。 
※銀行振込なら一切手数料は取られません。 
  



4-2.ライターを雇えば雇うほど稼げる裏技的手法 
 
4-1.よりも金額は少なくなりますが、 
こちらの方がより確実に稼げます。 
 
それは、外注ライターさんに、 
ASPで人気のあるFOD案件などのアフィリを踏んでもらい、 
実際に１ヵ月無料体験をしてもらうという手法があります。 
 
やり方としては、 
１．A8などのASPでFOD案件のアフィリリンクを取得 
２．自分のサイトにFOD案件のアフィリリンクを設置 
３．外注ライターさんにFODの無料案件に応募してもらう 
４．その無料体験の体験談を記事にしてもらう 
５．FODの無料体験談として記事をアップする 
 
これをすれば、 
外注ライターさんの勉強にもなるし、 
1件1,000円くらいがアフィリ相場なので、 
雇った分の外注ライターさんの20記事分の費用は 
こちらで捻出できます。 
 
非常に簡単なやり方なので、ぜひやってみてください。  



4-3.ノータッチで定期的に稼いでいく戦略作り 
 
ノータッチで定期的に稼いでいく戦略は、 
「仕組み作り」に精を出すことです。 
仕組み作りとは、いわゆる「組織作り」です。 
 
 
外注ライターさんは初心者から雇うことになりますが、 
記事作成マニュアルを読んで実践する人は 
すぐに上達することが多いです。 
 
 
その中で優秀な人に対しては、 
すぐに添削者へのオファーを出します。 
 
 
記事作成が上達する方法として、 
添削者になった方が加速度的に、 
作成能力が上達するという感じで、 
オファーを出します。 
 
 
理想は、3人に１人の割合で添削者を作ることです。 
 
 
添削者をたくさん作ることで、 
自動的に記事が納品され、 
添削したものが出来上がり、 
質の高い記事が出来上がっていきます。 
 
 
 



さらに添削者の中でも頑張っている人には、 
1つのサイトの責任者として、 
記事の公開もしてもらうようにしてもらいます。 
 
 
あとは、記事に対して、感想を言ってあげる。 
頑張っていると思われるポイントを 
めちゃくちゃ褒めてあげる。 
 
 
さらには添削者も褒めてあげる。 
 
 
これさえやっておけば、 
ほぼノータッチで、新しい記事が出来て、 
サイトが自動的に成長する組織が出来上がります。 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



4.最後に 
 
今回の教材は、これで以上になります。 
 
繰り返しになりますが、 
「残業続きの忙しいサラリーマンが初月から10万円以上の
WEB収益を実現する教材」を、 
ご購入いただきありがとうございました。 
 
 
今後については、 
皆様の意見を基にこの教材を、 
バージョンアップさせていきたいと考えています。 
 
 
ぜひともTwitterのDMにて、ご感想を頂ければと思います！ 
質問などもあれば、DMで頂ければと思います。 
Twitter：@hiro5470 
 
 
以上、よろしくお願いいたします。 
このたびは本当にありがとうございました！ 

https://twitter.com/hiro5470

