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はじめに

アフィリエイトは不労所得を手にするのに便利な手法ですが、これ
を成功させるには、それなりのコツが必要になります。つまり、アフ
ィリエイトを機能させ、毎月ある程度の収入を確保するには、堅実
な戦略が必要なのです。

オーディエンスを広く獲得、業務効率を最大化し、信頼を築き、不労
所得を増やすための、効果の実証されたアフィリエイトのコツ＆ヒン
トをご紹介します。

登場するヒントの数々は、すべてのアフィリエイターの方々が（どのよ
うなプログラムや商品であっても）活用できるものとなっています。
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第一章 

アフィリエイトのイロハ
アフィリエイトからの売上を伸ばすためには、まずアフィリエイトの
基本を理解する必要があります。

アフィリエイトの基本 

アフィリエイトとは、一般的に、アフィリエイターと呼ばれる人（また
は企業）が企業に代わって商品やサービスを宣伝するビジネスモデ
ルです。アフィリエイターは、自分だけの（固有の）トラッキングコー
ドを介して発生した売上（または、クリック、問い合わせなど）に対し
て、一定の割合で報酬（コミッション）を得ることができます。

アフィリエイトモデルを構成する要素は以下の4つです。

事業者（広告主）
そもそも、事業者がいなければ、商品やサービスが存在しません。
事業者は、あらゆる業界に欠かせないものであり、規模は様々で
す。

アフィリエイター
アフィリエイターは、パブリッシャーと呼ばれることもあり、事業者
の製品やサービスの価値を潜在的な顧客に宣伝し、興味を引き、最
終的に販売に結びつける役割を果たします。

ブロガーやインフルエンサーだけでなく、企業がアフィリエイターと
なることもあります。例えば、Web制作会社にとっては、アフィリエ
イトプログラムのあるSEOツールを顧客に紹介して、これが登録や
販売につながるたびに、報酬を受け取ることができます。

https://kinsta.com/jp/affiliate-academy/what-is-affiliate-marketing/
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消費者
消費者とは、アフィリエイトのリンクを通じて商品やサービスを購入
する人のことです。

ASP
ASPは、アフィリエイターと事業者の間の仲介者として機能します。
事業者は多くの場合、ASPを利用して、アフィリエイトプログラムや
商品データベースを管理します。これがあることで、アフィリエイタ
ーは、宣伝したい商品を数ある選択肢の中から簡単に選べます。

ASPの例としては、海外発のものであれば、Commission 
Junction、ShareASale、ClickBankなどがあります。日本ではA8
、バリューコマースといった選択肢が有名です。

Kinstaのように、自社でアフィリエイトプログラムを用意するケース
もあります。私たちが独自のアフィリエイトシステムを実装した理由
はこちらをご覧下さい。

アフィリエイトのビジネスモデル 

アフィリエイトには、先にご紹介した4つの要素とともに、いくつかの
ビジネスモデルが存在します。
 
インフルエンサーマーケティング 
【ブロガー、ユーチューバー、ポッドキャスト配信者、ソーシャルメデ
ィアアカウントといった、主にインフルエンサーを利用したビジネス
モデル】

このモデルは、（従来の広告に対し）周囲の人からのお勧めを重視す
る消費者が増えたことで、人気になりました。インフルエンサーが商

https://kinsta.com/blog/affiliate-system/
https://kinsta.com/affiliate-academy/affiliate-marketing-business/#different-models-affiliate-marketing
https://kinsta.com/affiliate-academy/affiliate-marketing-business/#different-models-affiliate-marketing


品を宣伝し、フォロワーがアフィリエイトリンクを通じて購入すると
収益が得られます。

このモデルは、ユーチューバー「PewDiePie」やTwitch配信者
「Ninja」といった知名度の高い人物だけでなく、小規模なコンテン
ツ作成者も活用することができます。

次の例では、インフルエンサー「Ailsa」氏（@_happygocurly_）が、
「Like To Know It（LTK）」アプリの商品をタグ付けすることで、アフ
ィリエイト収入を得ています。

例）「LTK」アプリによりアフィリエイト報酬を得るAilsa氏（@_happygocurly_）

メリット
インフルエンサーのフォロワーが増加すれば、売上もそれに比例す
るように伸びるものです。また、インフルエンサーは短期間に大量
の商品の販売を後押しすることができるため、コミッションのレー
トは高くなる傾向にあります。

10アフィリエイト報酬を引き上げる方法徹底解説ガイド

https://twitter.com/ninja/status/855542533610405890?lang=en
https://www.instagram.com/p/CPInENmLz2n/
https://www.instagram.com/p/CPInENmLz2n/
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課題
自由度は高めですが、インフルエンサーは常にフォロワーに求めら
れる情報やコンテンツを提供し続ける必要があります。  

特定の分野に特化したマーケティング  
【ブロガー、ウェブサイト所有者、ニッチな市場の知識者、技術者向
けのビジネスモデル】

このビジネスモデルは、手軽に始めることができるため、最も人気
があります。必要なのは、特定のユーザーを対象としたウェブサイト
やブログだけです。 

例えば、私のサイト「Web Hosting Secret Revealed (WHSR)」は、サーバー分野

に特化したアフィリエイトビジネスです。WHSRのコンテンツの多くは、ウェブホステ

ィング関連サービスについての情報提供を目的としています。そのため、（アフィリエ

イトプログラムのある）レンタルサーバーを自然に紹介できます。

このビジネスモデルで成功しているのは私だけではありません。多くのインフルエン

サーが、特定の市場に特化したウェブサイトを運営しています。例えば、Pat Flynn

氏（Smart Passive Income）、Mark Wiens氏（Migrationology）、Darren Rowse

氏（Problogger）などの名前は、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。

Jerry Low 氏  
Web Hosting Secret Revealed 創設者

メリット
決して、その分野の専門家である必要はありません。必要なのは、
きちんとしたウェブサイトと調査スキルだけです。

https://www.webhostingsecretrevealed.net/
https://www.smartpassiveincome.com/
https://migrationology.com/
https://problogger.com/
http://webhostingsecretrevealed.net/
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課題
参入障壁が非常に低く、アフィリエイターがたくさんおり、競争の
激しいビジネスモデルです。プレゼンスを確立、オーディエンスを
獲得し、安定した売上を出すための土台であるトラフィックの獲得
には、それなりの努力が必要です。

特定の地域に特化したマーケティング

【ブロガー、ウェブサイト所有者、ニッチな市場の知識者、技術者向
けのビジネスモデル】

こちらは、先ほどのモデルと似ていますが、地域という変数に焦点
を当てています。よくある例として、その地域の特定の言葉を使った
ビジネスの展開があります。

ベトナムのAccess Tradeがそのよい例です。こちらのアフィリエイタ
ーは、ベトナム人向けの商品やサービスを販売し、大きな利益を上
げています。

Access Tradeのホームページ 

https://accesstrade.vn/
https://accesstrade.vn/
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メリット
このモデルは、参入障壁が低いにも関わらず、地域によっては競争
がそれほど激しくないこともあります。

課題
ターゲットを絞ったビジネスモデルなので、アフィリエイターが働き
かけ、成長させることのできる市場の規模が限られます。  

メガモール型マーケティング  
【スタートアップ、資金力のあるアフィリエイター、メディア企業向け
のビジネスモデル】

アフィリエイト業界の成長に伴い、“アフィリエイト大手”が続々と現
れ、従来のエコシステムを大きく変えています。

このモデルが増えているのには次の理由があります。

1.  小規模アフィリエイターが大規模なビジネスへと成長した
こと

2. 各国でのオンラインショッピングの流行
3.  アフィリエイトの可能性に注目したベンチャーキャピタル

によるスタートアップ企業への投資

MoneySuperMarketは最大手アフィリエイトビジネスの1つであ
り、2000年代初頭の立ち上げ以来、絶大な成功を収めています。現
在、創業者のSimon Justin Nixon氏は億万長者です。

http://www.moneysupermarket.com/
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Tripadvisorのホームページ 

Tripadvisorもまた、アフィリエイトビジネスに従事し、旅行会社や
ホテルとのアフィリエイト提携で収益を上げています。調査による
と、同社の収益の77％はクリック型広告（CPAアフィリエイト）による
もので、TripAdvisorは世界の旅行に関連する支出の推定10.3％（
約5460億円）に影響を与えているということです。

メリット
このモデルが大きな収益を生み出せる可能性があることは言うまで
もありません。

課題
エンジェル投資家がいたり、ベンチャーキャピタルの支援が得られ
たりしない限り、メガモール型のアフィリエイトビジネスを始めるこ
とは、短期的には簡単ではありません。

https://www.tripadvisor.com/
https://www.tripadvisor.com/
http://ir.tripadvisor.com/news-releases/news-release-details/tripadvisor-has-massive-influence-5-trillion-and-growing-global
http://ir.tripadvisor.com/news-releases/news-release-details/tripadvisor-has-massive-influence-5-trillion-and-growing-global
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アフィリエイトビジネスの開示  

アフィリエイト活動を始める前に、注意すべきことがあります。それ
はアフィリエイトビジネスの開示です。

アフィリエイトビジネスの開示とは、商品紹介文の近くに、アフィリ
エイトとは何か、そして、商品やサービスをお勧めすることで報酬を
得ている旨を説明することを意味します。この情報を開示しないこ
とで違法行為とみなされたり、事業者（広告主）との間でトラブルが
発生したりする可能性があります。この一般的なガイドラインは、ブ
ログ、SNSへの投稿、ビデオ、ポッドキャスト、その他あらゆるデジタ
ル広告に適用されます。

アフィリエイターによる活動がユーザーの購買に影響を与えるた
め、アメリカのFTC（連邦取引委員会）はオンラインでの情報開示に
関するガイドラインを作成（お金を払って行われる商品紹介と、全く
インセンティブなしで行われる商品紹介とを区別）しています。

ここでの説明の土台となっているFTCのガイドラインは、アメリカに
しか適用されませんが、イギリスやカナダなど他の国にも同様の法
律があります。また、EUには情報開示を義務付ける法律はありませ
んが、サイト訪問者から収集する情報によっては、GDPRがアフィリ
エイトプログラムに影響を与える可能性もあります。

さらに、アメリカを拠点とするアフィリエイトプログラムに参加する
と、同様の法律を持つ国に住んでいなくとも、ガイドラインによって
開示情報が求められる可能性が高いです。よくわからない場合は、
記載しておいたほうがいいでしょう。

https://kinsta.com/affiliate-academy/affiliate-disclosures/
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-staff-revises-online-advertising-disclosure-guidelines/130312dotcomdisclosures.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-staff-revises-online-advertising-disclosure-guidelines/130312dotcomdisclosures.pdf
https://www.asa.org.uk/advice-online/affiliate-marketing.html
https://adstandards.ca/code/
https://affiliateroyale.com/2019/04/how-the-gdpr-affects-your-affiliate-program/
https://affiliateroyale.com/2019/04/how-the-gdpr-affects-your-affiliate-program/
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アフィリエイトビジネスの開示方法（文言の書き方） 

アフィリエイトについての情報開示は、以下の2点を満たすものであ
れば、どのような書き方でも構いません

1. リンクがアフィリエイトリンクであることを示す 
2.  それが何なのか、サイト上でどのような役割を果たしてい

るのかを説明する

例えば、アフィリエイトプログラムとは何か、なぜそのようなパート
ナーシップを選択したのかを詳しく説明することも、どのリンクがア
フィリエイトのものであるかを示しながら、そこから報酬が得られる
旨を一文で記述することもできます。

アフィリエイトビジネスの開示（または、その説明ページへのリンク）
は、はっきりと目立つようにし、薄い色や読めない小さな文字で隠す
ことのないようにしましょう。

aThemesは、WooCommerceテーマに関するこちらの記事で、アフ
ィリエイトビジネスについての情報開示を行っています。

「情報開示：この記事には、複数のアフィリエイトリンクがあります。
サイト訪問者がリンクをクリックし商品を購入した場合、当サイトに
コミッションが付与されます。ただし、すべての意見は私たち自身の
ものであり、肯定的なレビューに対する対価は受け取っていません」

aThemesによるアフィリエイト情報の開示

https://athemes.com/
https://athemes.com/collections/fastest-woocommerce-themes/
https://athemes.com/
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Kinstaのアフィリエイトプログラム

Kinstaのお客様にとっても、収入源を多様化したいとお考えのオン
ラインでビジネスをされている方にとっても、Kinstaのアフィリエイ
トプログラムがおすすめです。トップクラスのWordPressホスティン
グサービスをお勧めすることで、成果に見合った収益が得られます。

私はこれまで数え切れないほどのレンタルサーバーを利用してきました。その多くが

アフィリエイトプログラムを実施していますが、ほとんどが一回限りのコミッションの

支払いであまり魅力がありません。企業の成長と経常収益創出の手助けをしている

のですから、紹介相手が月額サービスを利用し続ける限り、紹介に対する報酬を受

け取ることができる仕組みこそ公平ではないでしょうか？Kinstaはこの公平性をきち

んと考慮しています。あなたの事業の成長と成功を本当の意味で手助けしてくれる

サーバーと手を組みたいなら、このアフィリエイトモデルしかあり得ません。

WP Bullet（@wp_bullet）創設者/シニアパフォーマンスエンジニア 
Mike Andreasen氏

Kinstaが自社で実施するアフィリエイトプログラムでは、紹介成功
に対して報酬を受け取ることができ、その金額はプランによっては
最大500ドルにもなります。また、紹介した相手のサービス利用料
に対して10%の手数料を永続的に受け取ることができます。Kinsta
の解約率は4％以下ですので、毎月安定した収入を長期にわたり受
け取ることも可能です。

Kinstaのアフィリエイトプログラムについての3分の動画もあわせて
ご覧ください。

https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://wp-bullet.com/
https://twitter.com/wp_bullet
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Kinstaのアフィリエイトプログラムに申し込む » 

https://kinsta.wistia.com/medias/013wrd26f7
https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://kinsta.com/jp/affiliates/
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第二章

コンテンツマーケティング
アフィリエイターはある意味で「コンテンツクリエーター」でもありま
す。これは、自分のサイトにアフィリエイトリンクを並べてユーザー
がそれをクリックしてくれるのを待っているだけでは不十分だから
です。リンクをクリックしてもらうには、提携している商品やサービ
スに関するコンテンツを作る必要があります。

コンテンツマーケティングとは、意義があり、面白く、説得力があ
る、価値あるコンテンツを作成することです。これによりウェブサイト
のトラフィックを増やすだけでなく、情報の提供によりサイト訪問者
からの信頼を獲得することができます。

ここからはサイトへのトラフィックを増加させ、コンバージョン率を
高め、信頼を確立する策をいくつかご紹介します。

 
おすすめツール紹介ページの作成と更新 

サイトの規模に関わらず、よく使うツールやサービスを掲載したペー
ジは（特定の分野に焦点を当てたアフィリエイトビジネスでは特に）
有益なコンテンツになります。

ツール紹介ページを、コンバージョン面で最適化したページ（詳しく
は後述）や、レビュー・比較系記事などの有益なコンテンツにリンクす
ることで、アフィリエイト報酬を増やせる可能性が高まります。ツール
の一覧は常に最新の状態に保ち、見やすいように整理しましょう。
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サイトのナビゲーションメニューからツール紹介ページに飛べるようにすることが重要

です。そうすることで、おすすめの製品やサービスが多くの人の目にとまり、アフィリエイ

トの収益を増やすことにつながります。 

ツール紹介ページでは、数を絞ることも重要です。最もアフィリエイト収入が見込める

製品やサービスに焦点を当てましょう。

forgemedia（@brianleejackson）共同創設者
Brian Jackson  

例: Brian Jacksonの運営するサイト「woorkup」のツール紹介ページ

商品レビューの執筆と更新 

レビューは大変効果があります。93％の人が、商品を購入する前に
インターネットでレビューを確認していると言われています。レビュ
ーを通じて商品の価値や専門知識をサイト訪問者に伝えることがで
き、それがトラフィックを生み出し、その分野でのあなたの知名度や
信頼性を高めることにつながります。また、アフィリエイトの売上を
伸ばすこともできます。

https://forgemedia.io/
https://twitter.com/brianleejackson
https://woorkup.com/tools/
https://www.qualtrics.com/blog/online-review-stats/


21アフィリエイト報酬を引き上げる方法徹底解説ガイド

レビューに記載する内容の一例をご紹介します。
• W商品／サービスがどのような問題を解決できるか
• それを使ってどのようなことができるか
• 期待どおりの商品／サービスだったか
• 価格に見合った価値があるか
• 友人に勧めたいか
• 特におすすめの特徴は何か
• 商品／サービスの改善できる点はどこか

ここで重要なのは、レビューは正直かつ正確でなければならない
という点です。アフィリエイトマーケティングは信頼関係がすべてで
す。実際にはさほど優れていない製品に対して高いレビューをする
と、見ている人の信頼を失うことになります。

レビューを執筆する際は2つの切り口を採用しています。

1. 私たちが気に入った、成功が見込まれる新サービスをレビューする。製品自体の人

気が高まれば、レビュー記事のトラフィックも増加していきます。レビュー記事は、最初

に書かれたものほど検索結果表示順位が高く、優先される傾向があります。

2. 自らブログ記事の中で頻繁に名前を出している人気のサービスをレビューする。

Themeisle（@hackinglife7）CEO
Ionut Neagu氏

既にレビューを掲載している場合には、商品やサービスに関するご
自身の意見が変わっていないかどうか、再度確認しましょう。

https://themeisle.com/
https://twitter.com/hackinglife7
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成功を支えた要因の一つとして、数ヶ月か、少なくとも1年に1度、レビューを更新し

たことが挙げられます。ここ数ヶ月は、新たな製品のレビューではなく、過去のレビ

ューを更新したり、完全に書き直したりすることに力を入れてきました。例えば、最

近、Diviテーマのレビュー記事を更新したところ、検索結果表示順位は短期間で1位

まで上昇しました。

WPKube創設者
Dev Sharma氏

また、次の例では、Digital Scrapbooking HQのMelissa氏が
Photoshop Elementsの新機能に関するレビューを執筆していま
す。記事の最後には読者がAmazonでその商品を購入できるよう
に、（アフィリエイト）リンクが掲載されています。 

AdobeのアフィリエイターであるMelissa氏によるレビュー記事（Digital Scrapbooking HQ） 

https://www.wpkube.com/divi-theme-review/
https://www.wpkube.com/
https://digitalscrapbookinghq.com/photoshop-elements-2021-review/
https://digitalscrapbookinghq.com/photoshop-elements-2021-review/
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比較記事、リスティクル記事の作成

アフィリエイトの分野では比較記事やリスティクルは非常に有効で
す。レビューと同様、トラフィックを増加させ、信頼性を高め、アフィ
リエイト報酬の増加につながります。

Kinstaのレンタルサーバー比較ページ
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比較記事
比較記事は、2つ以上の製品やサービスの情報を整理したもので
す。読者が自身で検討し、購入を決断するのを助けます。こちらの
KinstaとWP Engineの比較記事がその一例です。

リスティクル
その名称から分かる方もいるかもしれませんが、リスティクルはリス
ト形式の記事です。有益な情報が端的にまとめられます。読みやす
さ、シンプルな形式、魅力的な見出しにより、読者に好まれる傾向
にあります。ウェブサイト訪問者を増やす77の効果の実証された方
法という長文記事がその一例です。

比較記事とリスティクルの組み合わせ
比較とリスティクルの両方の要素を組み合わせて、記事を作成す
ることもできます。Kinstaのアフィリエイトプログラムに参加中の
Code In WPによる、おすすめのWordPressホスティングサービス
に関する記事は、2つのスタイルを効果的に組み合わせた優れた例
です。

これらの形式を用い、コンバージョンの最適化を行いながらアフィリ
エイトリンクを組み込めば、アフィリエイト報酬を増加できる可能性
が高まります。

ポッドキャストを始める

動画や音声を用いたポッドキャストは、アフィリエイト報酬を生み出
すのに便利な手段です。実際、ポッドキャストを聴く人の54%は、エ
ピソードの中で宣伝された商品やサービスを検討する可能性が高い
と回答しています。

https://kinsta.com/jp/wp-engine-alternative/
https://kinsta.com/jp/wp-engine-alternative/
https://kinsta.com/jp/blog/how-to-drive-traffic-to-your-website/
https://kinsta.com/jp/blog/how-to-drive-traffic-to-your-website/
https://www.codeinwp.com/blog/best-wordpress-hosting/
https://www.codeinwp.com/blog/best-wordpress-hosting/
https://www.edisonresearch.com/the-podcast-consumer-2019/
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ポッドキャストのショーノートや説明文にリンクや関連コンテンツを
掲載したり、配信中に商品の話をしたりして、提携している商品の
販売を促します。このとき、大量のリンクを貼って押し売りをしない
ようにし、価値あるコンテンツの提供を心がけることが重要です。

ポッドキャストには注意すべき制約がいくつかあります。リスナーが
利用するプラットフォームによって、リンクの表示方法が変わる場合
があります。ショーノートや説明文にリンクを掲載した上で、コンテ
ンツの見つけ方を口頭でも説明しておくと安心です。

アフィリエイトリンク以外にもポッドキャストを利用して収益を増や
す方法はあります。あなたの番組のリスナーが増加してきたら、提
携している企業に、エピソードやシリーズ全体のスポンサーになって
もらうよう取り合ってみてはいかがでしょうか。

WordPressサイトを土台としてポッドキャストを始め、リスナーを増
やす方法はこちらをご覧下さい。

Kinstaからのアドバイス

ビジネス成長のヒントをお探しであれば、Kinstaのポッドキャスト（英
語）「Reverse Engineered」を是非ご確認ください。このポッドキャス
トでは、2週間ごとに新しいコンテンツを公開し、事業に成功した起
業家や業界の専門家を招いて、彼らが会社を現在の地位にまで導い
た経緯や、直面した課題、成功事例を扱っています。
 

https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-podcast/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-podcast/
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Reverse Engineeredをチェック» 

既存のコンテンツを再利用する
新しいコンテンツを作り続けるのは大変。また、既存のコンテンツで
あっても、一度の紹介だけではその成果を十分に発揮できないこと
が多いものです。そこで、複数のプラットフォームで使い回すことで、
コンテンツを最大限に活用することができます。

この方法でより多くの人に訴求しましょう。一度は見逃していたフォ
ロワーの目にとまり、結果的にアフィリエイトの売上を伸ばすことが
できるかもしれません。

https://kinsta.com/podcast/
https://kinsta.com/podcast/
https://kinsta.com/jp/blog/content-marketing-ninja/
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好みの媒体はサイト閲覧者一人一人により異なります。（私のように）テキストを好む人

もいれば、音声や動画を好む人、画像を好む人もいます。すべてのサイト訪問者が自ら

にとって最適な方法を利用できるように、核となるコンテンツはあらゆる形式で配信

しましょう。

WebsitePlanet.comビジネス開発マネージャー
Jackie Goldstein氏

コンテンツを使い回す方法の一例は次のとおりです。
• ブログ記事の内容をもとにYouTube動画を作成する
• ブログ記事の要点をもとにしたインフォグラフィックを作成する
• Facebookの動画を短く区切って、一連のIGTVにする
• ブログ記事の重要な部分を引用して、Instagram用の画像を

作成する
• 関連する複数のブログ記事のコンテンツを組み合わせて電子

書籍を作成する

ここでも、可能であれば、コンバージョンの最適化されたページへ
のリンクを貼りましょう。

旅行ブロガーであり、アフィリエイトマーケターでもある「A Lady 
in London」も、ブログ記事の中身をしばしば他のSNSで再利用し
ています。例えば、記事の中でも特に人気の「Lady’s Guide to a 
Lovely Walk in Notting Hill（Ladyのノッティングヒルお散歩ガイ
ド）」という記事を、「Notting Hill Walking Tour in London（ロン
ドンのノッティングヒルお散歩ツアー）」というYouTube動画にして
います。また、Instagramでも大々的に宣伝しています。

https://www.websiteplanet.com/
https://kinsta.com/blog/visual-content-strategy/
https://kinsta.com/jp/ebooks/
https://kinsta.com/jp/ebooks/
https://www.aladyinlondon.com/
https://www.aladyinlondon.com/
https://www.aladyinlondon.com/2017/04/self-guided-walk-notting-hill.html#more-19670
https://www.aladyinlondon.com/2017/04/self-guided-walk-notting-hill.html#more-19670
https://www.aladyinlondon.com/2017/04/self-guided-walk-notting-hill.html#more-19670
https://www.youtube.com/watch?v=czO759xQopw
https://www.youtube.com/watch?v=czO759xQopw
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YouTubeチャンネルの例（A Lady in London）

Quoraで人とつながる

Quoraは、質問と回答が繰り広げられる、知恵袋系オンラインコミュ
ニティです。

直接的なアフィリエイトリンクの掲載は認められていないため、見過
ごされがちな選択肢です。しかし実は、Quoraを使って、“ギブアンド
テイク”によりコミュニティを効果的に形成することは可能です。

Quoraでは、（特に人気のある）質問に、自分のブログ記事へのリンク
を記載したかたちで詳しい回答をすることができます。役立つ回答に
は、必然的に、より多くの注目が集まります。ただし、Quoraの管理ス
タッフによりスパムと判断された場合にはアカウントをすぐさま削除、
停止されてしまうため、リンクの盛り込みすぎにはご注意ください。

https://www.youtube.com/user/aladyinlondon
https://www.quora.com/
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Quoraでの有益な回答の投稿は、サイトへの訪問者増加だけでな
く、あなたという人物やアカウントの存在感そのものを高めることに
もつながります。
より詳しく知りたい方は、Quoraを利用したマーケティング戦略をご
覧ください。

 
MediumとLinkedInでコンテンツを再投稿する 
 
Medium
Mediumは、アマチュアから大企業まで、誰もがオンラインで自分
の記事を投稿できる人気のブログプラットフォームです。利用者を主
体としたプラットフォームであるため、アフィリエイターからすれば、
長文記事により新たな潜在的ファンを獲得するのに使えます。

Mediumでは、過去に公開した記事をアップロード（再投稿）するこ
とも、新しい記事を一から執筆することもできます。

MediumとWordPressの詳しい比較についてはこちらをご覧下さい。 

LinkedIn
LinkedInがあらゆるビジネスに利用できるサービスであることは、
皆さんご存じの通りです。しかし、ここで記事を公開できる事実はあ
まり知られていません。MediumやQuoraと同じように、LinkedIn
を使って新たな層に訴求し、人々とつながることができます。

すでに自分のブログで掲載しているものと似たようなコンテンツを
投稿することもできますし、他のおすすめブログ記事へのリンクを貼
ることも可能です。

https://kinsta.com/blog/quora-marketing/
http://medium.com/
https://kinsta.com/blog/medium-vs-wordpress/
http://www.linkedin.com/
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詳しくは、LinkedInを活用したマーケティングをご覧下さい。

補足）各プラットフォームでは直接アフィリエイトリンクを掲載するこ
とも可能ですが、“質の低いアフィリエイトリンク”とみなされる可能
性があるためお勧めしません。そのため、Kinstaをはじめ、多くのア
フィリエイトプログラムでは、リンクをこのような場所に直貼りする
ことは許可していません。代わりに、（アフィリエイトリンクがある）ブ
ログ記事へのリンクを掲載することをお勧めします。

https://kinsta.com/blog/linkedin-marketing/
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第三章

コンバージョン率の最適
化と指標
コンテンツに工夫を凝らすのも重要ですが、データや指標を用いて、
それがコンバージョン率にどのような影響を及ぼしているかを追跡
し続けることも必要です。ここからは、その方法をいくつかご紹介し
ます。

 
主要業績評価指標（KPI）を使って成果を確認
する 

主要業績評価指標（KPI）は、マーケティングの成果を評価するため
の指標です。KPIにより、どのキャンペーンが最も多くの売り上げに
つながったか、どのキャンペーンが成果を得られていないか、どのキ
ャンペーンが調整の余地があるか、などを知ることができます。

アフィリエイトのコンバージョン率
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注目すべき指標をいくつかご紹介します。
• クリック率（CTR）→閲覧数に対するクリック数の割合。この指標

は、デジタル広告、リンク、コール・トゥ・アクションなどのパフォ
ーマンスを確認するために使用します。

• コンバージョン率→クリック数に対するコンバージョン数。コンバ
ージョンは、アフィリエイトにおいては「売上発生」を意味するこ
とが多いですが、正確には、訪問者に期待されるあらゆる行動が
対象となり得ます。電子書籍のダウンロード、ニュースレターへ
の登録、見本アカウントの申請などがこれにあたります。

• トラフィックソース別の収益→トラフィックソース毎に得られた収
益の合計です。この指標を使って、どのプラットフォーム（ウェブサ
イト、Facebook、YouTubeなど）が最も多くの収益を生み出して
いるかを判断します。

• 平均ページ滞在時間→ウェブサイトの訪問者が特定のページに
滞在する平均時間。このKPIを使って、どのページが読者にとっ
て有益であり、どのページを見直すべきかを判断します。

• 直帰率→1ページのみのセッション数を全てのセッション数で割
った値。簡単に言うと、サイトのあるページにアクセスしたもの
の、すぐにそこから離れてしまったユーザーの数です。直帰率が
高いということは、訪問者がアフィリエイトリンクを介してコンバ
ージョンに至るまでに必要な時間ページに滞在していないこと
を意味します。そのため、通常高い直帰率は好ましくないものと
みなされます。

• キーワード検索結果表示順位→特定のキーワードを検索した
際、ページが何番目に表示されるかを示します。この指標を念頭
に置いて、どのキーワードを重点的に使用するか、そして、コンテ
ンツを最適化するタイミングを決めることができます。これにつ
いては第六章で詳しく説明します。

KPIを定期的に追跡し、その分析結果をアフィリエイトの売上改善
に役立てましょう。 

https://kinsta.com/jp/blog/conversion-rate-optimization-tips/
https://kinsta.com/jp/ebooks/
https://kinsta.com/blog/how-to-build-an-email-list/
https://kinsta.com/blog/how-to-build-an-email-list/
https://my.kinsta.com/login
https://kinsta.com/blog/how-to-reduce-bounce-rate/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-seo/
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Google AnalyticsとWordPress Pretty Linksを使ってサイト上のコンバージョ

ン率の分析を行ったことで、CTRを改善するのに必要なデータを見極めることが

できました。

WP Bullet（@wp_bullet）創設者/シニアパフォーマンスエンジニア
Mike Andreasen氏

A/Bテストを活用して最もパフォーマンスの
高いコンテンツを見極める

A/Bテストを実施し、どちらのバージョンでキャンペーンを実施した
方がより良い成果を発揮できるか確認することをおすすめします。ウ
ェブページ、ブログ記事、バナー広告、メールなどでA/Bテストを実
施し、最もアフィリエイトの売上が伸びるポイントを見極めましょう。

 マーケティングの効果を最大化するためにA/Bテストを活用

https://wp-bullet.com/
https://twitter.com/wp_bullet
https://kinsta.com/blog/google-optimize/#what-is-ab-testing
https://kinsta.com/blog/banner-ad-sizes/
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A/Bテストの実施方法をご紹介します。
1.  比較したい要素を選びます。よく実施されるものとしては、

見出しのコピー、コール・トゥ・アクション、ビジュアル、レイ
アウトなどが挙げられます。

2.  優劣を判断するためのKPIを決めます。例えば、メールの件
名を比較するのであれば、開封率を見てみましょう。

3.  サンプルの数（優劣を判断するのに必要なテストの数）を決
めます。

4.  比較したい要素だけを変えた、2種類のコンテンツを作成し
ます。

5.  テストを実行します。
6.  事前に設定したKPIに基づいて、結果を評価します。テスト

に影響を与えた可能性のある外的要因も考慮するようにし
てください。

コンバージョン率最適化に使えるWordPressのA/Bテストツールも
ご確認ください。

簡単でありながら便利なA/Bテストを実施することで、コンバージョン率を2倍に

することができました。

WP Bullet（@wp_bullet）創設者/シニアパフォーマンスエンジニア
Mike Andreasen氏

コンバージョン最適化を施したランディング
ページに向けてリンクを貼る

Wこちらについては第二章で何度も言及してきました。リンクがク
リックされたからといって、それがそのまま売上につながるわけで
はありません。適切なランディングページにトラフィックを誘導す
ることで、アフィリエイト収益増加の可能性を高めることができま
す。WordPressでランディングページを作成する方法についてはこ
ちらをご覧下さい。

https://kinsta.com/blog/wordpress-ab-testing-tools/
https://wp-bullet.com/
https://twitter.com/wp_bullet
https://kinsta.com/blog/wordpress-landing-page-plugins/
https://kinsta.com/blog/wordpress-landing-page-plugins/
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ランディングページは、サイト訪問者の興味を引くものでなければ
ならない上、コンバージョンにつながる工夫がたくさん施されている
必要があります。

例えば、旅行ブロガーでありアフィリエイトマーケターでもある
Daniela Azzip Trips氏のコートダジュールの隠れた名所に関する
ブログ記事では、宿泊施設に興味を持った読者に、Booking.com
を紹介（予約画面に直接移動できる仕様）しています。

Daniela Azzip Trips（コンバージョン最適化が施されている）

https://trips.danielazzip.com/2020/07/cote-dazur-hidden-gems-french-riviera.html
https://trips.danielazzip.com/2020/07/cote-dazur-hidden-gems-french-riviera.html
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ウェブサイトのセキュリティに関する記事を執筆している方であれ
ば、Kinstaのアフィリエイトとして、WordPressホスティングの安全
性に焦点を当てたこちらのページに向けてリンクを設定するのが効
果的です。

WordPress WordPressホスティングの安全性に焦点を当てたKinstaのランディングページ

多言語対応のサイトにトラフィックを誘導する

消費者は母国語でサイトを閲覧し買い物することを好む、というこ
とがデータから明らかになっています。多言語に対応したサイトに
訪問者を誘導すれば、アフィリエイトから収益を生み出せる可能性
が高まります。

Kinstaのコンテンツは英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イ
タリア語、オランダ語、ポルトガル語、デンマーク語、スウェーデン
語、日本語に対応しています。フッターの右下にある言語メニュー
から、サイトの言語を簡単に切り替えることができます。

https://kinsta.com/jp/secure-wordpress-hosting/
https://kinsta.com/jp/secure-wordpress-hosting/
https://kinsta.com/
https://kinsta.com/es/
https://kinsta.com/de/
https://kinsta.com/fr/
https://kinsta.com/it/
https://kinsta.com/it/
https://kinsta.com/nl/
https://kinsta.com/pt/
https://kinsta.com/dk/
https://kinsta.com/se/
https://kinsta.com/se/
https://kinsta.com/jp/
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Kinstaのサイトは様々な言語で閲覧可能

.

別の例として、Website Planetも挙げられます。複数の言語でコン
テンツを公開し、ローカライズに力を入れています。

Website Planetは読者のことを考え多くの言語を用意している

言語だけでなく、企業が国ごとに別々のサイトを用意している場合
もあります。例えば、Amazonのアフィリエイトを行うなら、カナダに
はamazon.caがあり、アメリカにはamazon.comがある、といった
違いは理解しておくべきです。このわずかなURLの違いが、ユーザ
ー体験やアフィリエイト収入に大きな違いをもたらします。

https://www.websiteplanet.com/
https://www.websiteplanet.com/
https://kinsta.com/affiliate-academy/amazon-affiliate-website/
http://amazon.ca/
http://amazon.com/
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長文記事にCTA（コール・トゥ・アクション）を
つける

長文記事とは、例えば、1万文字以上のコンテンツです。そのような
記事では、トピックについて深く掘り下げることができ、エバーグリー
ンコンテンツ（廃れることなく長く読んでもらえるコンテンツ）という立
ち位置になりやすく、一般的な短い記事よりもシェアされやすい傾向
にあります。

コール・トゥ・アクション（CTA）は、訪問者に、サイト内での行動を促
すものです。通常、CTAには、リンク付きのテキスト、ボタン、または
画像が利用されます。アフィリエイトでは、CTAのリンクは、コンバ
ージョンを意識したランディングページへと向けられます。

長文コンテンツにCTAを組み込み、コンバージョンの機会を記事全
体に散りばめましょう。記事の一番下にCTAを追加するのが一般的
です。また、長さに応じて、冒頭近くに1つ、中間にいくつか入れるこ
とをお勧めします。そうすれば、読者が1つのセクションを読む場合
でも、記事全体を読む場合でも、まんべんなく働きかけることがで
きます。

このShout Me Loudの記事では、アフィリエイトマーケターの
Harsh Agrawal氏が、2つのCTAボタンを入れることでコンバージ
ョンを最適化しています。1つは、中間に。

https://kinsta.com/blog/long-form-articles/
https://www.shoutmeloud.com/kinsta-review.html
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Shout Me Loudブログ記事のCTAボタン

  

そして1つは最後に。 

Shout Me Loudブログ記事の2つ目のCTAボタン

WordPressサイトで優れた長文記事を作成する方法もあわせてご
覧ください。

https://www.shoutmeloud.com/kinsta-review.html
https://www.shoutmeloud.com/kinsta-review.html
https://kinsta.com/blog/long-form-articles/
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古いコンテンツに新しい商品やサービスを追
加する

良質な「昔の」コンテンツには、豊富なSEO効果が眠っています。イ
ンターネット上での“生存期間”の長いコンテンツは、一般的に、検
索を介したオーガニックトラフィックを十分に獲得し、シェア数もそ
れなりに蓄積している傾向にあります。

既存のコンテンツで、新たに商品やサービスを言及する
ことで、アフィリエイト収入上昇の機会を増やすことが
できます。

そして、それだけで終わらせてはいけません。この機会に、記事の
コンテンツを更新し、リンク切れを修正することをおすすめします。
以前の数字を見直し、他の新しいコンテンツやコンバージョン最適
化の施されたランディングページへのリンクを貼りましょう。読者に
とって有益であるだけでなく、コンテンツの更新によってGoogleの
ボットがサイトをより頻繁にクロールするようになり、検索結果の表
示順位が上昇する可能性があります。

アフィリエイトリンクを隠す

アフィリエイトリンクは長く、複雑で（特に技術に明るくない人にとっ
ては）時に、恐ろしくさえあるものです。また、このようなリンクは、ク
リック後の行き先の予測を妨げる傾向があり、サイト訪問者による躊
躇を招きかねません。

サイト訪問者によるアフィリエイトリンクのクリック率を高めるため
に、きれいなアフィリエイトURLを作成することをおすすめします。
また、ページ上でアフィリエイトに関する情報開示を忘れずに行い
ましょう。

https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-seo/
https://kinsta.com/blog/evergreen-content/#5-update-your-content-occasionally-if-necessary
https://kinsta.com/blog/evergreen-content/#5-update-your-content-occasionally-if-necessary
https://kinsta.com/jp/blog/broken-links/
https://kinsta.com/affiliate-academy/link-cloaking/
https://kinsta.com/affiliate-academy/affiliate-disclosures/
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もちろん、クリック数の増加だけでは意味がありません。URLの先
にコンバージョン最適化の施されたランディングページがあること
が重要です。KPIを追跡しながら、必要に応じて調整を加えていき
ましょう。

Kinstaのアフィリエイト管理画面でアフィリエイトリンクを生成する
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第四章

ソーシャルメディアマー
ケティング
ソーシャルメディアは、ウェブサイトと同様に、トラフィックを増やし、
記事を宣伝し、アフィリエイトリンクを見てもらう機会を増やすため
の、重要な選択肢です。それぞれのSNSに合わせてコンテンツを最適
化し、アフィリエイトの成果を最大限に引き上げることができます。

SNSごとの違いを説明する前に、補足です。すべてのアフィリエイトプ
ログラムがソーシャルメディアからの直リンクを許可しているわけで
はないのでご注意ください。SNSからのトラフィックを推奨するものも
あれば、特定のSNSのみを許可するプログラムもあります。これにつ
いては、ご利用のアフィリエイトプログラムの利用規約に目を通す必
要があります。これが分からない場合には、問い合わせてでも把握し
ておきましょう。

それでは、ソーシャルメディアを最大限に活用する方法をいくつかご
紹介します。 
 
ビジネスアカウントを使用する

多くのSNSサイトで、「ビジネスアカウント」を作成することができま
す。つまりは、人ではなくビジネスとしてのアカウントです。投稿の
効果やオーディエンスの属性などを判断するのに便利な分析機能
が付帯するのが一般的ですので、利用をお勧めします。
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また、多くの場合、広告出稿機能も搭載されています。ただし、ご注
意を─広告を出す前に、広告の使用が許可されているかどうかをア
フィリエイトプログラムごとに確認してください。

以下にご紹介するのは、動画クリエイター兼アフィリエイタ
ー、Krystal Lora氏のInstagramビジネスアカウントです。

Krystal Lora氏のInstagramビジネスアカウント 

 
SNSサイト間でコンテンツを使い回す

第二章で触れた通りですが、もう一度お伝えします。コンテンツを
複数の SNSで使い回すことで、効果を最大化することが可能で
す。Instagramでリールを作りましたか？それなら、TikTokで再利
用しましょう。また、YouTubeの長い動画をFacebook用に短くカッ
トすることもできます。可能性は無限大です。

この例では、Bitcatchaは、ブログ記事のコンテンツを使って
Twitterのスレッドを作成しています。

https://www.instagram.com/krystallora/
https://www.instagram.com/krystallora/
https://www.bitcatcha.com/how-to-start-a-blog/
https://twitter.com/bitcatcha/status/1397728466695380994
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BitcatchaのTwitterスレッドの一部 

動画コンテンツから副収入を得る

フォロワーの増加と共に、特定のプラットフォームで動画を公開して
収入を得ることも可能です。このレベルに達したら、副収入として是
非とも収益化を進めましょう─正しい努力は報われるべきです。

注）各プログラムの対象者や条件は変更されることがあります。最新
の情報は各サイトでご確認ください。

https://twitter.com/bitcatcha/status/1397728466695380994
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YouTubeチャンネルの例（WPCrafter）

YouTubeパートナー プログラム
このプログラムでは、クリエイターによる収益源確保の選択肢が複
数用意されています。YouTubeパートナー プログラムに参加する
と、広告収入、チャンネルメンバーシップ、グッズ紹介、スーパーチャ
ットやスーパーステッカー、YouTube Premiumからの収益受け取
りが可能になります。

プログラムへの参加やそのさまざまな機能の利用について、再生時
間、加入者数などに基づいて審査が実施されます。

Meta for Creators (元「Facebook for Creators」)
YouTubeと同じように、動画の中に広告を入れることで収益化が
可能になります。インストリーム広告では、収益化したい動画を選
択し、動画内のどこに広告を挿入するか（プレロール、ミッドロール、
イメージ広告）を選択することができます。

Facebookクリエイターとしての道を歩み始める方法もあわせてご
覧ください。

https://www.youtube.com/c/WPCrafter/featured
https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=en
https://www.facebook.com/creators/tools/in-stream-ads
https://www.facebook.com/creators/get-started
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Facebookのクリエイターになる

TikTokクリエイターファンド
YouTubeやFacebookに比べて、このプログラムはまだ初期段階に
あります。また、現在は特定の国のクリエイターにしか公開されて
いません。

ただ、TikTokで既に多くの視聴者を獲得している場合に
は、TikTokクリエイターファンドは、コンテンツから収益を上げる新
たな方法として注目したいものです。現時点では、ファンドは再生
回数、その再生回数の信憑性、エンゲージメントを指標として採用
しています。  

グループの作成またはそれへの参加

アフィリエイトというものはそもそも、人間関係の構築と発展に根ざ
しています。コミュニティを拡大することで、より多くの人がアフィリ
エイトリンクを含むコンテンツを広めてくれるようになるため、これ
は重要なことです。

Facebookグループは、人間関係の構築と発展を後押ししてくれます。

https://newsroom.tiktok.com/en-gb/tiktok-creator-fund-your-questions-answered
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質問に答えたり、関連する記事やビデオのリンクを共有したり、同じ
ような考えを持つ人たちとつながったりして、コミュニティの人々と
交流しましょう。グループは、誰でも参加できるようにしても、特定
の人だけが参加できるようにしても構いません。プライベートであ
れば、例えば、オンラインクラスのメンバーやメルマガの購読者など
に限定できます。

この例では、キャッシュバックサイトのQuidcoがFacebookグループ
を使ってコミュニティとつながり、情報を共有したり、チャレンジや
コンテストを開催したりしています。

QuidcoのFacebookグループ

既存のFacebookグループに参加する
該当する分野で既に存在するグループに参加して、存在感を示すこ
ともできます。

アフィリエイトプログラムのFacebookグループに参加する
アフィリエイトマーケティングについて学んで売上を伸ばしましょ
う。Kinstaでは、アフィリエイターの皆さんを「Make Money with 
WordPress」というFacebookのグループにご招待しています。こち
らではKinstaの最新情報やアフィリエイトの売上促進に関するアド
バイスを定期的に発信しています。

https://www.quidco.com/
https://www.facebook.com/groups/QuidcoRocks
https://www.facebook.com/groups/wearetravelgirls/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/263423794308573
https://www.facebook.com/groups/263423794308573
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KinstaのFacebookグループ「Make Money with WordPress」

 
サイト訪問者に最適な発信手段を選ぶ

インターネット上には数え切れないほどのプラットフォームが存在
します。そのため、どの手段を選ぶべきか迷ってしまう方もいるかも
しれません。私たちとしては、複数のプラットフォームを利用しつつ
も、ご自身のサイトのターゲットがよく利用するプラットフォームにリ
ソース集中的に割くことをおすすめします。

https://www.facebook.com/groups/263423794308573
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第五章

メールマーケティング
メールマーケティングを活用してコミュニティを形成しましょう。新た
なオーディエンスに訴求できるだけでなく、価値あるコンテンツをよ
り多くの人に見てもらうきっかけを増やし、アフィリエイトの売上を
増加させることにもつながります。

既に言及したとおり、アフィリエイトリンクをメールに掲載するだけ
では不十分です。読者に価値ある情報を提供しましょう。読者が様
々な記事のリンクをクリックしたくなる工夫を施し、最終的にアフィ
リエイトリンクにたどり着く動線づくりを心がけましょう。

続いてはメールマーケティングのレベルをワンランクアップするため
のコツをご紹介します。

 
最適なメールマーケティングソフトウェアを選
ぶ（レンタルサーバーのメール機能はNG）

Kinstaをはじめ多くのWordPressレンタルサーバーでは、サーバー
からメールを送信できる基本的なメール機能が利用できるはずで
す。特定の用途（パスワードのリセットなど）に利用し、サイトをまず
軌道に乗せるには非常に便利です。一方で、様々なサードパーティ
製プラグインが利用できるようになり、今やWordPressは大量のメ
ールを配信できる本格的なメールマーケティングソリューションにな
りました。

しかし、懸念材料もあります。プラグイン自体が悪いわけではない
のですが、プラグインのメール配信設定が適切にされていないケー

https://kinsta.com/blog/email-marketing-best-practices/
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スが散見されます。設定に誤りがあると、メールキャンペーンの効
果に悪影響が出るばかりか、そもそも宛先に正しく届かないことが
あります。

通常、レンタルサーバーはメールサーバーとしての利用を想定され
ていないものです。そのため、ニュースレター、お知らせ、招待など
のメールを配信するのにおすすめのソフトウェアをいくつかご紹介し
ます。:

1. MailChimp 
2. MailerLite  （以下の画像でご紹介しているソフトウェア） 
3. SendPulse 
4. HubSpot 
 
上記のリンクをクリックすると、それぞれのソフトウェアの詳しい説明
をご覧頂けます。ご自身の状況で役立ちそうかどうか、ご予算に合って
いるかどうかご確認ください。

Rising CEOのブログはメールソフトウェア「Mailerlite」を利用（MailerLiteのアフィリエイター）e

https://kinsta.com/blog/email-marketing-software/#downfalls-of-using-hosts-email-server
https://kinsta.com/blog/email-marketing-software/#downfalls-of-using-hosts-email-server
https://kinsta.com/blog/email-marketing-software/#1-mailchimp
https://kinsta.com/blog/email-marketing-software/#2-mailerlite
https://kinsta.com/blog/email-marketing-software/#3-sendpulse
https://kinsta.com/blog/email-marketing-software/#4-hubspot
https://www.mailerlite.com/affiliate
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強固な読者層を築く

メールマーケティングの戦略そのものがいくら優れていても、読者が
いなければ売上には決してつながりません。

当初、サイト内に購読ボックスを設置することから始めました。登録者数という意味で

はあまり大きな成果は出ませんでしたが、私たちのコンテンツに非常に関心の高い方

々に購読していただけました。読者数の増加に伴い、ニュースレター作成に時間をか

けることの意義が高まり、コンテンツのアップグレードを行いました。結果、読者にとっ

て魅力的な情報を提供できるようになり、登録者数は急速に増加しました。後から登

録して下さった方は、初期の方々ほどメールへの関心は高くないため、タグなどを使っ

た差別化を行うべきでしょう。

Themeisle CEO（@hackinglife7）
Ionut Neagu氏

手軽に着手する方法をいくつかご紹介します。

Eブログを始める
ブログによってより多くのインバウンド型のリードを獲得し、業界内
での信頼を高め、さらに継続的にSEOを改善（詳しくは次の章で解
説）することをおすすめします。ブログ記事内には、ニュースレターに
登録してもらえるように工夫を盛り込みましょう。

リードジェネレーションや登録にブログを活用しているマーケター
は、ブログを活用していないマーケターよりも、平均して97%多くイ
ンバウンド型のリードを獲得しているとされています。Kinstaでもこ
れが実証されています。12ヶ月で123％のトラフィック増加に導いてく
れたSEOチェックリストを是非ご覧ください。

以下にご紹介するのは、趣味やゲーム、絵画（細密画など）、写
真、3Dプリントなどに関するたくさんの記事を公開しているブログ

https://themeisle.com/
https://twitter.com/hackinglife7
https://kinsta.com/blog/inbound-marketing/
https://www.simplemarketingnow.com/content-talks-business-blog/business-blogging-statistics
https://www.simplemarketingnow.com/content-talks-business-blog/business-blogging-statistics
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-seo/
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「Tangible Day」の例です。これらの記事によりサイトへのオーガニ
ックトラフィックが増加し、読者がアフィリエイトリンクをクリックす
る（そして成果条件を満たす）ことで収益が生まれます。サイトには、
ニュースレターに登録するためのフォームも用意されています。

Tangible Dayの絵画に関する記事

補足）ブログをまだ作成していないのであればWordPressの利用を
強くおすすめします。

オプトインフォームを利用する
サイトにはオプトインフォームを設置しましょう。フッターに設置する
のも悪くないですが、「登録ボタン」をサイトの隅々まで探してくれる
訪問者ばかりではありません。そのため、こちらからはっきりと提示
するのが得策です。

WPKubeでは、次の方法で訪問者がサイトをスクロールした際にニ
ュースレターの購読を促しています。 

https://tangibleday.com/
https://tangibleday.com/painting-miniatures/
https://kinsta.com/jp/knowledgebase/what-is-wordpress/
https://www.wpkube.com/
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WPKubeのオプトインフォーム

SNSアカウントにニュースレター購読のリンクを貼る
SNSも活用しましょう。アカウントのプロフィール欄にニュースレタ
ーのリンクを掲載し、定期的に宣伝しましょう。

旅行ブロガーでアフィリエイトマーケターである「Anywhere We 
Roam」のMark、Paul氏は次の方法でFacebookページを利用し、
ニュースレターの宣伝をしています。

Anywhere We RoamのFacebookページにあるニュースレター購読フォーム

https://www.wpkube.com/
https://anywhereweroam.com/
https://anywhereweroam.com/
https://www.facebook.com/anywhereweroam/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/anywhereweroam/?ref=page_internal
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メッセージは簡潔で魅力的に

メールを受け取る人の約半数が「メールの数が多すぎる」と感じてい
る、というデータがあります。あなたにも心当たりがあるのではない
でしょうか。

ブログやオンライン記事の場合、文字数が多くても問題ありません
が、メールの場合、短編小説のような文章はNGです。メールの文面
には価値ある情報を分かりやすくまとめ、記事のリンクを貼り、アフ
ィリエイトリンクを介した購入につながるようにしましょう。 

件名を工夫する

件名が不適切だとせっかくの文面が台無しになります。47%の人が、
件名のみでメールを開くかどうか判断すると言われています。

どうすれば読者にメールを開いてもらえるでしょうか？まず、「利益、論
理、脅威」の原則を守りましょう。これは、明確な「利益」や、「理にかな
った」情報、または「見逃したくない」情報を記載するという手法です。

読者との関わりを持つ

読者に興味を持ってもらうにはどうしたらいいでしょうか？メールを
読んだ人が、あなたとやりとりをするきっかけを与えましょう。例え
ば、読者に向けて質問をしたり、関連するコンテンツへのリンクを貼
ったりします。サイトや会社への関心を持ち続けてもらえるように工
夫をする必要があります。

以下にあるように、レタリングアーティストかつアフィリエイトマーケ
ターのLauren Hom氏は、創作に関する情報やリソース、ワークシ
ートを公開しています。 

https://www.inc.com/peter-roesler/nearly-half-of-consumers-feel-they-receive-too-many-marketing-emails.html
https://kinsta.com/blog/content-length/
https://optinmonster.com/101-email-subject-lines-your-subscribers-cant-resist/
http://www.addthis.com/academy/best-practices-for-email-subject-lines-2018/
http://www.addthis.com/academy/best-practices-for-email-subject-lines-2018/
http://www.addthis.com/academy/best-practices-for-email-subject-lines-2018/
https://www.homsweethom.com/subscribe
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-レタリングアーティストLauren Homのニュースレター登録画面

 
メールにSNSシェア機能を実装する

読者がメールの中身を手軽にシェアできるようにしましょう。これ
は、コンテンツをより多くの人々に広め、あなたの存在感を高める
のに有効です。

前述のとおり、Lauren Hom氏は、創作に関する情報を読者に
毎週配信中です。読者との交流を深めるために、自分の作品を
Instagramで共有しながら、彼女のアカウント名をハッシュタグとし
て使っています（「#HOMwork」）。さらに、その中から気に入った作
品をピックアップして、ストーリーで取り上げるという工夫も加えて
います。

https://www.homsweethom.com/
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Lauren Hom氏によるInstagramのハッシュタグ（#HOMwork）

 
CTA（コール・トゥ・アクション）を活用する

メールには、読者に特定の行動をとってもらうための明確なCTA（コ
ール・トゥ・アクション）が必須です。ある調査によると、CTAはクリッ
ク率を370%以上も向上させることができると言われています。

特定のブログ記事を読んでもらいたいのであればメールのCTAとし
てそれを紹介できます。また、最新のPDFをダウンロードしてほしい
のであればそれに言及しましょう。

https://www.instagram.com/explore/tags/homwork/
https://www.protocol80.com/blog/16-kick-ass-call-to-action-statistics-that-prove-ctas-are-essential
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こちらのSmart Passive Incomeの例では、メールにCTAを設ける
ことで、読者のワークショップへの参加を促しています。

ワークショップへの参加登録を促すSmart Passive IncomeのCTA

https://www.smartpassiveincome.com/
https://www.smartpassiveincome.com/
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メールの配信頻度に気をつける

多くの人は、少なくとも月に1回はプロモーションメールを受け取り
たいと考えており、消費者の15%は、毎日受け取っても迷惑ではない
と回答しています。最適な頻度はおそらくその中間であると考えられ
ますが、業界や読者の層、コンテンツによって異なります。

ご自身のメールの読者にとって最適な頻度を見極めるには、キャン
ペーンごとに配信停止率（第二章で解説したKPIの一つです）を注視
し、それに応じて送信頻度を調整しましょう。もうひとつの方法は、
シンプルに読者自身に尋ねることです。

登録フォームの近くに頻度を記載しておくのも有効で
す。CodeinWPのニュースレター登録画面には、メールが毎週配信
される旨が明記されています。

CodeinWPのニュースレター購読画面

https://snov.io/blog/email-frequency-best-practices/
https://www.codeinwp.com/newsletter/
https://www.codeinwp.com/newsletter/
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テストと分析を繰り返す

明確な評価基準を定めず、継続的な分析を怠ると、いずれメールの
効果が薄れていき、何が悪かったのかわからないままになってしま
います。どのようなコンテンツが読者の関心を最もひいたのかを確
認するにはA/Bテストが使えます。

また、UTMタグを使ってGoogleアナリティクスでメールに関する様
々な指標を分析することもできます。キャンペーンを表示するには、
「集客」＞「キャンペーン」をクリックします。また、他の多くのメール
マーケティングツールでも、UTMタグを自動的に追加できます。

どのような指標を分析するにしても、一度だけで終わらせないよう
にしましょう。調整を加えた後、もう一度分析してみてください。メ
ールマーケティングは、常に反省・改善し続ける必要があります。

サイトやビジネスの成長を後押しするコツを 
メールで配信中！ Kinstaの無料ウィークリーニュ 
ースレターをお見逃し無く。



https://kinsta.com/blog/how-to-use-google-analytics/
https://kinsta.com/jp/wordpress-newsletter/
https://kinsta.com/jp/wordpress-newsletter/
https://kinsta.com/jp/wordpress-newsletter/
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第六章

検索エンジン最適化
（SEO）
検索エンジン最適化（SEO）とは、簡単に言えば、検索結果の上位に
ページが表示されるようにすることです。アフィリエイトにおいてな
ぜこれが重要なのかと言うと、ブログでアフィリエイトの売上を伸ば
すには、まずはサイトを見てもらう必要があります。

しかし、特定のニッチな分野においては、Googleでの検索は非常に
激しい競争にさらされます。例えば、次の画像は「Egypt itinerary（
エジプト 旅程）」で検索すると、1ページ目に表示される旅行ブログ
の一部です。その検索結果は10,600,000件を超えており、上位に表
示されるにはかなりのSEOスキルが必要です。

https://kinsta.com/jp/blog/what-does-seo-stand-for/
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Googleでの「Egypt itinerary（エジプトの旅程）」の検索結果

お分かりのとおり、サイトのSEOを改善することで劇的な結果が得
られます。
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Kinstaでは12ヶ月でオーガニックトラフィックを199%以上伸ばすこ
とに成功しています。詳しくは、リンク先の記事本文をご覧いただき
たいのですが、ここでは、アフィリエイトのコンテンツにおいて実践
できるものをいくつかご紹介します。  

キーワード調査の実施

WordPressのSEOとなると、まずは、Googleがコンピュータアルゴ
リズムであるという事実を理解しておく必要があります。キーワード
が何よりも重要です。

キーワード調査から始めましょう。成功の鍵は、多く検索されてお
り、かつ競合の少ない、優れたキーワードを見つけることです。この
作業に役立つ便利なツールはいくつもありますが、特におすすめな
のは、KWFinder、SEMrush、Ahrefsなど。

特定の国や地域に特化したアフィリエイトを行い、その言語でキー
ワードを設定することで、競争率を抑えることも可能です。他言語を
用いて検索結果で優位に立つ方法については、WordPressの多言
語化に関するガイドをご覧ください。

トラフィックを増やす上で有益なコンテンツを作ることは確かに重要です。しかし、そ

れと同時に、多く検索されているキーワードを中心にコンテンツを作成する必要が

あります。「SEO」と「ユニークで質の高いコンテンツづくり」をバランスよく実践する

ことこそ、サイトを成長させる秘訣です。

Bitcatcha.comチーフストラテジスト
Daren Low氏

https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-seo/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-seo/
https://kinsta.com/jp/blog/keyword-research/
https://kwfinder.com/
https://www.semrush.com/
https://ahrefs.com/
https://kinsta.com/blog/wordpress-multilingual/
https://kinsta.com/blog/wordpress-multilingual/
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フォーカスキーワードを必ず使用する

ブログ記事を書く際や、WordPressサイトでページを公開する際
は、フォーカスキーワードを常に意識しましょう。単にコンテンツ量
を増やすためだけに記事を作成してはいけません。

プラグイン「Yoast SEO」では、記事の要となるフォーカスキー
ワードを設定します。例えば、SEOに関するこちらの記事では、
「WordPress SEO」というフォーカスキーワードを使用しまし
た。Yoast SEOがキーワードの使用頻度を分析し、やや低いと診断
しているのがわかります。

プラグイン「Yoast SEO」を用いたフォーカスキーワードの例

https://kinsta.com/jp/blog/yoast-seo/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-seo/
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キーワード/キーフレーズの使用頻度は検索結果表示順位に直接
関係はありませんが、コンテンツにターゲットキーワードが含まれ
ているかどうかを確認する際に便利です。 

最初の段落でフォーカスキーワードを使う 

記事やページの最初の段落は非常に重要です。Googleはコンテン
ツを上から下に向かってクロールするため、キーワードがすぐに見
つかる場合、「特定のトピックへの関連性が高い」と判断される可
能性が高くなります。

また、冒頭から読者の期待するコンテンツを提供することで「ここに
必要とされる情報がある」のだと納得させ、直帰率を下げることも重
要です。

Adventures With ArtのDiana氏は、Canvaの画像サイズ変
更に関する記事で、これをうまく実践しています。この記事は
「Canvaでの画像リサイズ」を（英語で）検索すると1ページ目に表
示されます。オーディエンス増加とコンバージョン最大化に成功し
ている一例です。

https://adventureswithart.com/resize-document-canva-free/
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Adventure With Artの記事では、最初の段落にターゲットキーワードが含まれている

一方で、文章は自然で意味が通るものであるよう気をつけなければ
なりません。SEOだけを考えてキーワードをただ最初の段落に詰め
込むのではなく、キーワードを自然なかたちで冒頭に取り入れるよう
にしましょう。 

https://adventureswithart.com/resize-document-canva-free/
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文字数に気をつける

昔から言われているとおり「コンテンツが何より重要」という事実は
今も変わりません。質の高いコンテンツの方が、Googleからもサイ
ト訪問者からも高い評価が得られます。また、一般的には、長文のコ
ンテンツを公開した方が有利です。検索結果画面でより高い順位に
表示されることが幾度となく実証されています。

長文コンテンツのもう一つの利点は、フォーカスキーワードだけで
なく、徐々に様々なロングテールキーワードでも検索結果にランク
インできることです。

よく検索されている語句や文章を非常にたくさん網羅できるように
なることも、珍しくありません。コンテンツに含まれる全てのロング
テールキーワードからのトラフィックを合わせると、フォーカスキー
ワードからのトラフィックを上回るほどです。コンテンツを充実させ
ることには、あらゆるメリットがあります。

また、長文コンテンツを作成する際の注意点として、読者が記事の
特定の部分に移動しやすいように、アンカーリンクを利用しましょ
う。こちらは、WP BuffのWordPressチャットボットに関するブログ
記事です。アンカーリンクが使用されています。

https://kinsta.com/blog/long-form-articles/
https://kinsta.com/blog/long-form-articles/
https://kinsta.com/jp/blog/how-to-drive-traffic-to-your-website/
https://kinsta.com/jp/blog/how-to-drive-traffic-to-your-website/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-seo/
https://wpbuffs.com/best-chatbots-for-wordpress/
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WPBuff’s blog のアンカーリンクの例

 

適切な種類の見出しを使用する

Googleのクローラー（Googlebot）は、H1、H2、H3などのHTML
タグをチェックして、サイトにおけるコンテンツの関連性を判断しま
す。一般的には、1つの記事やページ内にH1タグを一つ、その下に
複数のH2タグやH3タグを設けるのがベストです。

見出しタグは「コンテンツの重要度を階層で示したもの」と考えると
いいでしょう。H1タグは最も重要な見出しなので、ここにはフォー
カスキーワードを組み込みます。その下の階層の見出しにも、キー
ワードやそのロングテールキーワードを含めても良いかもしれませ
ん。以下のNew York Magazineの記事が、好例です。

ただし、見出しをむやみに使用しすぎてはいけません。あくまでも、
訪問者が読みやすいようにコンテンツを分割するためのものであ
り、ページの目立つ場所にキーワードを詰め込むためのものではあ
りません。

https://wpbuffs.com/best-chatbots-for-wordpress/
https://nymag.com/strategist/article/best-planners-according-to-productivity-experts.html
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New Yorker Magazineの記事における適切な見出しタグの使用例

 

https://nymag.com/strategist/article/best-planners-according-to-productivity-experts.html


69アフィリエイト報酬を引き上げる方法徹底解説ガイド

キーワード検索結果表示順位の推移を分析する

この指標については第二章で既に触れました。ここではそれを実際
に活用してみましょう。

キーワードの検索結果順位の推移を分析することで、SEOキャンペ
ーンにおけるフォーカスキーワードの効果を確認することができま
す。記事のSEOにしっかりと取り組んだら、今度は
その結果を長期的に分析する必要があります。

私たちが実践し成功を収めた戦略をご紹介します。Googleの検索
結果2ページ目の一番上に表示されている（あなたのサイトの）記事
に注目してみてください。コンテンツや画像を追加したり、被リンク
を獲得したり、本書で紹介しているその他の戦略を実行したりしま
す。これにより、1ページ目に押し上げることができるはずです。

Google Search Consoleは、ウェブサイトがすでにランクインして
いるキーワードを把握するのに最適です。「検索パフォーマンス」から
確認できます。

Google Search Consoleのクエリレポート

https://kinsta.com/jp/blog/google-search-console/
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クリックにつながるメタディスクリプションを書く

メタディスクリプションは、WordPressのSEOに（順位という意味で
の）直接的な影響を与えませんが、CTRは左右します。メタディスク
リプション次第では、記事に注目を集めてクリック率を上げることは
可能です。

CTRが高ければ高いほど、Googleによりコンテンツの関連性が高
い（検索者の意図に合致している）と判断され、ページが上位に表示
されやすくなります。

WordPressサイトでメタディスクリプションを設定する方法について
は、動画でご紹介しています。

 

 

https://kinsta.com/jp/blog/meta-description-wordpress/
https://kinsta.com/jp/blog/meta-description-wordpress/
https://www.youtube.com/watch?v=mjmO65ssdFM
https://youtu.be/mjmO65ssdFM
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画像に適切な名前をつけAltテキストを設
定する

画像ファイルは、多くのサイト運営者が思う以上に重要です。WordPress 
SEOのベストプラクティスを実践することで、SERPとGoogle画像検索の
両方で素晴らしい結果が期待できます。

SEOを向上させるために以下をお試しください。
• 画像ファイルをWordPressにアップロードする前に、コンテン

ツに関連する名前を付ける
• （画像ファイル名を英語にするのであれば）単語の間にハイフン

を入れて、Googleが認識できるようにする
• 可能であればフォーカスキーワードを使う（少なくともアイキャ

ッチ画像には含めたいところ）
• （英語を使う際に）ファイル名を小文字にすることで、画像の

URLをすっきりとした見た目に統一することもできる

Altテキストは、SEOの面で重要であるだけでなく、サイトのアクセシ
ビリティ向上にも貢献します。

Altテキストは、サイト上の画像に適用されるalt属性（「代替テキス
ト」）のことです。altタグは、スクリーンリーダー（主に視覚に障害の
ある方が使用するもの）で使用され、画像についての理解を助けま
す。また、検索エンジンはこれを、画像の内容や周囲のコンテンツと
の関連性をより深く理解するためにも使用します。

WordPressでは、メディアライブラリから画像を選択するか、エディ
タにある画像をクリックすることで、altテキストを追加することがで
きます。

https://kinsta.com/blog/image-file-types/
https://kinsta.com/blog/wordpress-media-library/
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ブロックエディタでは、サイドバーの「ブロック」タブにある「画像設
定」の中に「Altテキスト（代替テキスト）」フィールドがあります。

  

ブロックエディタでAltテキストを追加する

 
エバーグリーンコンテンツを執筆する

WordPressのSEOや長期的なオーガニックトラフィックを考えると、
エバーグリーンコンテンツは重要です。これは、先にも触れました
が、簡単に言えば、質の高い不朽のコンテンツだとお考えください。

何度も言及、宣伝して、被リンクやソーシャルシグナル（SNSでのシ
ェアなど）を構築し続けることができるので、非常に便利です。  

https://kinsta.com/blog/evergreen-content/
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アフィリエイトリンクにスポンサー属性を付
加する

アフィリエイトは新たな収益源として有用ですが、残念なこと
に、Googleはアフィリエイトリンクを好まない傾向にあります。

アフィリエイトリンクを安全に使用するために、「sponsored」属性
を付加するようにしましょう。アフィリエイトリンクを追跡し、常に
sponsored属性が使われていることを確認するには、Pretty Links
やThirstyAffiliatesなどのアフィリエイトプラグインが使えます。

Pretty Linksを使用するだけで、スポンサー属性の付加された短い
アフィリエイトリンクを生成でき、301でリダイレクトすることも可能
です。この設定は、WordPressダッシュボードの「Pretty Links」>「
オプション」で行うことができます。

Pretty Linksの「オプション」ページ

ドロップダウンから該当するリダイレクトタイプを選択し「nofollow
有効化」と「スポンサーを有効化」を選択すると、すべてのアフィ
リエイトリンクにnofollow属性とsponsored属性が付加されま
す。nofollow属性を用いることで、すべての検索エンジンのボット
が通常の自然なリンクではないことを理解できます。

https://wordpress.org/plugins/pretty-link/
https://wordpress.org/plugins/thirstyaffiliates/
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第七章

広告主により提供され
るリソース
ほとんどのアフィリエイトプログラムの裏には、マーケター、デザイ
ナー、開発者などのチームが存在するものです。広告主の商品やサ
ービスを宣伝するのに自分で資料を作る代わりに、企業側ですでに
用意されているコンテンツを利用するのがおすすめです。 

広告主側で用意されているリソースの使用

多くのアフィリエイトプログラムに、アフィリエイターの（特に費用を
支払うことなく）利用できるプロモーション素材があります。例えば、
ウェブサイトのバナー、チラシ、ロゴやガイドライン、メールテンプレ
ート、販促コピーなどです。

これらをサイトで使用し、ランディングページへのリンクを貼ること
で、コンバージョンの機会を増やしましょう。サイトでの効果的な配
置方法については、個々のアフィリエイトプログラムの担当者に相
談してみるのもいいかもしれません。

Kinstaのアフィリエイトでは、複数のバナーをご用意しています。あ
らゆる場面で利用可能です。Kinstaアフィリエイトのダッシュボード
からご確認ください。

一般的に、アフィリエイトプログラムの最新情報は、アフィリエイト
についてのブログ記事から確認できます。

https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://affiliate.kinsta.com/materials
https://affiliate.kinsta.com/login
https://kinsta.com/jp/affiliate-academy/
https://kinsta.com/jp/affiliate-academy/
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Kinstaのアフィリエイトアカデミー  

 
広告主のコミュニティグループへの参加

多くの企業が、リソースの配布・共有や、他のアフィリエイターとの
出会いの場として有益な、コミュニティを構築しています。

Kinstaでは、アフィリエイターの方々向けにFacebookグループ
「Make Money with WordPress」をご用意しています。ここで
は、Kinstaのニュースや最新情報、アフィリエイト収益アップのヒン
ト、有名なアフィリエイターの成功事例などをご確認いただけます。

割引やセールの宣伝

お得なキャンペーン、割引、セールは、特にアフィリエイトにおいて、
販売を促進する効果的な要素です。キャンペーン目標、ターゲット
層、販促コピー、グラフィックスなどが提供されることがあります。

https://kinsta.com/affiliate-academy/
https://www.facebook.com/groups/263423794308573
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補足）Kinstaでは、割引に対して他の多くのサーバーとは異なるア
プローチをとっています。サービスとサポートの質を確保できる価格
設定を行っているため、クーポンコードはございません。また、関連
する方々（アフィリエイト、宣伝など）には、Kinstaの既存の割引をク
ーポン、バーゲン、または特別オファーなどと称することを禁止して
います。

とは言え、Kinstaのホスティングプランをお得に利用できないわけ
ではありません。1年分のお支払いを前払いで行うことで、2か月分
が無料になります。また、非営利団体のお客様向けには15％の割引
をご用意しています。

https://kinsta.com/jp/knowledgebase/kinsta-coupon/
https://kinsta.com/jp/plans/?plan=visits-business1&interval=month
https://kinsta.com/jp/plans/?plan=visits-business1&interval=month
https://kinsta.com/jp/webhosting-for-nonprofits/
https://kinsta.com/jp/webhosting-for-nonprofits/
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さいごに
アフィリエイトは不労所得を得ることのできる、価値あるシステムで
す。しかし、多くのオンラインベンチャーと同様に、見た目ほど簡単
ではありません。戦略的に取り組めば取り組むほど、より多くの収
入を得ることができます。本書でご紹介したヒントが、皆様のアフィ
リエイト活動のお役に立てることを願ってやみません。

新しい収益源をお探しであれば、Kinstaのアフィリエイトプログラム
をご確認ください！ご紹介の成功ごとに最大500ドル、さらに毎月10
％の継続的コミッションを進呈します。サーバー業界でも有数のアフ
ィリエイトプログラムです 。

Kinstaのアフィリエイトプログラムでどのくら 
いの収入が得られるか、シミュレーションはこちら 

 
最後に、Kinstaのマネージドホスティングもご検討くださ
い。WordPressブログを次のレベルへと引き上げる原動力です。最
先端のスピードとセキュリティ技術を誇り、サポートの強化にも全力
を投じています。Kinstaのサーバーにより、お客様のサイトに安心
を。アフィリエイト収入の引き上げにお好きなだけご専念ください。

Kinstaがお客様に最適なサーバーである理由 
はこちら >> 

https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://kinsta.com/jp/affiliates/
https://kinsta.com/jp/
https://kinsta.com/jp/
https://kinsta.com/jp/
https://kinsta.com/jp/
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