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はじめに 

■著作権について 本冊子と表記は、著作権法に保護されている著作物で

す。 本冊子の著作権は、発行者にあります。 

このレポートの利用に際しては、以下の条件を遵守してください。 

1.このレポートに含まれる一切の内容に関する著作権は、レポート作成

者に帰属し、日本の著作権法や国際条約などで保護されています。  

2.著作権法上、認められた場合を除き、著作権者の許可なく、このレ

ポートの全部又は一部を、複製、転載、販売、その他の二次利用行為を

行うことを禁じます。 

 3.これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事、刑

事を問わず法的責任を負うことがあります。 

 4.レポート作成者は、このレポートの内容の正確性、安全性、有用性等

について、 一切の保証を与えるものではありません。また、このレポー

トに含まれる情報及び内容の利用によって、直接・間接的に生じた損害

について一切の責任を負わないものとします。 

このレポートの使用に当たっては、以上にご同意いただいた上、ご自身

の責任のもとご活用いただきますようお願いいたします。 
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     はじめに 

　 

みなさん、こんにちは！ 

ゆきです(^^)🍀  

この度は、IMPにご参加いただきまして 

ありがとうございます！ 

あなたがこれからイラストでお絵かきフリーランスにな 

るためのスペシャル特典として、 

「イラストで月3万円の不労所得を得る方法」についてご用
意しました。 

どうやってイラストで不労所得にするの？というお話です
が、「ストックイラスト」を使った方法についてお話しま
す。 

聞いたことがある方や、もうすでに始めている方もいらっ
しゃるかもしれませんが、 
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本書では、ストックイラストへの登録方法、売れるイラス
トのリサーチ方法、さらにストックイラストでの収益を加
速させる方法について余すところなく紹介していきます。 

「イラストに自信がない…」 
「イラスト売ったことない…」 

という初心者さんでも、実践可能な内容になってるので、
ぜひ最後まで読んで、行動に移していきましょう！ 
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    第1章　ストックイラストとは 

ストックイラストとは、インターネット上でストック型の
素材提供を行うサービスのことです。販売している素材は
写真、イラスト、映像など様々です。 

あらかじめ、ストックイラストに自分が描いたイラストを
登録しておき利用者にダウンロードされた分だけ制作者に
お金が入るサービスで、わかりやすくいうとイラストの自
動販売機のイメージです。 

ストックイラストに登録されているイラストは印刷物や
WEBサイトで使用されることを前提としたイラストを指し
ます。 

わたしが登録しているのは、Adobeストック、PIXTAで
す。クリエイターとしてイラストを登録するとイラストが1
点ダウンロードされるごとに報酬がもらえます。 

いったんイラストを登録してしまえばダウンロードされた
分だけ収入になるので、不労所得にすることができるので
す。 
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第2章　ストックイラストに登録する 

次は、いよいよクリエーターとしてストックイラストに登
録します。わたしが登録している、Adobeストックと
PIXTAでの登録手順をご紹介します。 

・AdobeStock（アドビストック） 

AdobeStockは、アメリカのアドビ社が運営するストック
イラストサービスです。全世界に向けて登録したイラスト
が公開されるため、イラストが多くの人の目に触れるとい
うメリットがあります。登録されているイラストはクオリ
ティが高く、イラストの審査は比較的厳しいです。 

《adobe IDを登録》 
こちらのURLをクリックして、adobeストックフォト 
のサイトを開きます。 

https://stock.adobe.com/jp/ 
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上のメニューから作品投稿をクリックします。 

 

必要事項を入力してadobe IDを作成 
必要事項を入力していきます。 
電子メールアドレスはフリーメールで大丈夫です。 
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《電子メールアドレス認証》 

下記のようなメールが届きますので、リンクをクリック
します。 
リンクがちゃんと飛ばない時は、文章内のリンクをコ
ピーしてブラウザに張り付けて移動します。 
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下記の画面に切り替われば電子メールアドレスの確認が
成功です。 

 

adobe IDの登録完了です。 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下記の画面が登録完了後のトップ画面です。あとは画像
をアップロードしていくだけです。 

 

adobe stock画像アップロードのやり方 
下記アドレスからadobe stockクリエイターページにロ
グインします。 

https://contributor.stock.adobe.com/jp/ 
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すると下記の画面になりますので、上のメニューから
「アップロード」を選択します。 
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《画像をアップロード》 

青丸のところにドラッグして持ってくるか、青丸の中の
「参照」からアップロードする画像ファイルを直接選択
します。 
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 《アップロードしたファイルの情報を入力》 

アップロードしたファイルのタイトルやタグを入力して
いきます。画像に関連した検索されやすいキーワードを
入力しましょう。 
入力したら保存して、承認申請をしましょう。 
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《本人確認》 

本人確認が済んでいない場合はここで本人確認をする必
要があります。 
写真付きの運転免許証やパスポートの画像をアップロー
ドします。 
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《アップロードの最終確認》 

アップロードするファイルの選択が選択されていること
を確認して、提出をクリックします。すると審査が始ま
ります。 
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・PIXTA（ピクスタ） 

PIXTAはストックイラストでは有名な国産のサービスで
す。サイトが全て日本語なので安心して利用することがで
きます。また、素材のクオリティも高いためプロのデザイ
ナーでPIXTAを利用している人も多いのです。 

まずはサイト上部の登録フォームから会員登録を行いま
す。 

https://pixta.jp 

メールアドレス、パスワード、氏名や住所などの個人情報
の入力を行い完了です。登録したアドレスに確認メールが
届くので、到着したメールを確認たら登録完了です。 
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《本人確認》 

まずは本人確認書類をアップロードしましょう。免許証や
マイナンバーカードなどの写真を専用フォームにアップロー
ドします。マイナンバーカードの場合はマイナンバーが写る
とNGとなります。 

《入門テスト》 

作品を投稿するまでにストックフォトのルール（著作権や
禁止行為についてなど）についてのお勉強とテストを受け
る必要があります。 

15問ほどの2択問題を全問正解することで合格となりま
す。テストと言っても内容は簡単かつ何度でも挑戦できる
ので身構える必要はありません。 
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《販売作品の登録＆審査》 

テストが終わったら販売したい作品を登録しましょう。 
写真・イラスト・映像から選んでください。 

 

アップロードが完了したら次は作品の情報設定を行いま
す。最初はアップロード枚数に制限があります。（1か月間
で30枚まで）一定の条件でアップロードできる枚数が増加
します。 

アップロード可能枚数が増やす条件は 
• セレクトが十分で審査でリジェクトが少ない事 
• 販売素材の品質 
• タグの適切・正確さ 
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※この制限はあくまで”アップロード数”なので審査落ちや
キャンセルでもお構いなしです。きっちりと合格できるよ
うなイラストを選別してからアップしましょう。 
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《情報の設定について》 
・タイトル 
そのままですね。作品のタイトルなのでわかりやすいもの
がいいでしょう。 
・タグ 
検索にひっかかりやすいように多くの関連ワードを入れる
のがいいでしょう。 

・最小販売サイズ 
単品販売の場合はサイズが大きくなるほど高額になりま
す。つまり「最低でもこの金額で売りたい」といった場合
や、作品の内容的に大きいサイズでのみ公開したいといっ
た場合に設定します。 
わたしはより多くダウンロードしてほしいと思っているの
で最低サイズはSにしています。 
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《独占販売》 
設定にするとPIXTA以外での販売はできなくなりますがそ
の分コミッション率が高くなります（売上報酬が増え
る）。 
PIXTAのみで販売を行うか、他サイトも併用して販売する
かはよく考えて行いましょう。 
他で扱う予定がないのであれば独占にしたほうがいいです
ね。 

《定額制販売》 
PIXTAには「１枚いくら」の単品販売の他に、「１か月○
枚までダウンロード可能」といった定額制のプランがあり
ます。 
定額制だと購入単価は安くなりどのサイズでも定額内でダ
ウンロードができるようになるので購入者にとってお得で
す。 
そのためクリエイターへの支払いも少なくなります。 

以上の入力後に審査へ 
あとは審査が通ればサイト上に並びます。 
審査はおよそ1週間ほどかかるようなので気長に待ちましょ
う。 
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《コミッションについて》 

・単品購入 
単品購入と30日10点ダウンロードプランの定額制のコミッ
ションがこちらになります。 
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・定額制 
30日10点ダウンロードプラン以外の定額制プランのコミッ
ションがこちらです。 
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    第3章　売れるイラストを制作する裏技 

　イラストを登録する際の注意点やダウンロードされやす
いイラストの傾向をご紹介します。 

・キーワード検索でダウンロード順に並べ替え、自分でも
描けそうなものを真似て描く 

「吹き出し」でダウンロード順に検索してみました。リア
ルでレベルの高いイラストが並んでいますが、シンプルな
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吹き出しアイコンも売れ筋上位にきています。最初は、こ
ういう描きやすくて売れているものを真似ていくのが収益
化への近道です。 

・イラストはプロ並みでなくても良い 

先ほどの、吹き出しのイラストで分かったと思いますが、
プロ並みのイラストでなくても売れるということです。す
でにイラストを描いている人や、これからイラストを描く
人は、自分の描いたイラストが本当に売れるのか不安にな
ると思いますが、全く心配は入りません。 

その理由ですが、ストックイラストは印刷物やWEBサイト
で使用されることが多く、たとえばグラフィックデザイ
ナーがチラシに野菜のイラストを使いたい場合、ストック
イラストでイメージに近いイラストをダウンロードして使
用することがあります。 

このような場面を想定すると、リアルで上手いイラストよ
り、使いやすさを重視していることがわかります。 
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・イラストは100点以上登録しよう 

ストックイラストでイラストを販売する場合、登録点数が
100点を超えたあたりで売れ始めるという統計がありま
す。 

ある程度点数が多くなければ利用者の目に止まる確率が低
く、結果的にダウンロードされる確率も低くなるので、ま
ずは登録数100点を目標にしてイラストを描いてみましょ
う。 

・ストックイラストを続けるコツ 

ストックイラストで収入を得るには継続して書き続けるの
が効果的です。そのためには、1日1点などノルマを決めて
制作するのも方法の一つです。また、100点登録したら次
は200点を目標にするなど、目指す方向を決めて描いてい
けばモチベーションを保つことができます。 

AdobeStockで1年間で150点以上イラストの売り上げがあ
れば、Illustratorのソフトを1年間無料で使えるサービスも
ある（R.3.2.22現在）ので、それを目標にしてみるのもい
いですね。 
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第4章　（極秘）完全外注でさらにストック 
　　  の売り上げを加速させる方法 

これは知らない人が多いと思うのですが（この発想に至る
イラストレーターはたぶんいない）。ストックイラストで
登録するイラストをクラウドワークスで外注する方法で
す。 

https://crowdworks.jp 
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「イラストレーターなのに、イラストを外注するってどう
いうこと？」って思われたかもしれませんね。 

イラストに自信がない初心者さんであったり、自分では描
けない絵柄をかわりにほかの人に描いてもらい、それを売
るという方法です。 

あなたがするべきことは、たった2つだけ。 

✅どんなイラストが売れているのかリサーチする 

✅商品を募集する 

です。 
あらかじめ自分で売れているイラストをリサーチしてお
き、そのイラストをクラウドワークスで募集するのです。 

たとえば、簡単なアイコンなどのイラストであれば、20個
1セットにしたものを1,100円(消費税込・最低価格)、複雑
なものであれば1枚1,100円にするといった感じです。 

そしてコンペ形式で募集して、その中から売れそうだなと
思ったものを選びます。 

出品ページの文章は、一度作ってしまえば何度も使い回し
ができるのでそれほど労力になりません。そして、商品が
決まったら、そのデータをストックイラストに登録して販
売するという流れです。 
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私が依頼したときの文章を載せておきますので使ってくだ
さいね。 
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ある程度の初期投資は必要になりますが、きちんと売れる
イラストをリサーチしておけば、ストックイラストでは半
永久的に売れ続けるので、必ず元を取ることができます。
（Adobeストックで1枚100円で売れたとして10枚売れた
ら元が取れるという計算です。） 

クラウドワークスは、ほとんどのイラストレーターさんは
出品する側に周りがちですが、選ばれなかった時のリスク
が大きすぎます。 

このPDFを読んでいるあなたは、賢く活用していきましょ
うね(^^)🍀  
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      おわりに 

いかがだったでしょうか？ 

この内容をきちんと実践することで、イラスト初心者さん
でも月３万円は達成可能です。 

イラストの上達にも繋がるし、売れるイラストのリサーチ
の練習にもなるので一石二鳥です。 

イラスト初心者さんこそ、ぜひ、始めてほしいです。 
やるかやらないかだけなので。 

そして、ストックイラストで月にある程度、自動収益化が
できていれば、精神的にもかなり余裕ができます。 

お絵かきフリーランスめざして一緒に頑張っていきましょ
うね(^^)🍀
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