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・著作権について 
本冊⼦並びに本冊⼦の表記は、著作権法で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。 
本冊⼦の使⽤に関して、以下の点を⼗分ご留意ください。 
 
・使⽤承諾に関する契約 
本契約は、本冊⼦を持つ個⼈・法⼈（以下甲）と発⾏者（以下⼄）との間での契約で
す。 
本冊⼦を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになります。 
 
第⼀条 本契約の⽬的 
⼄が本冊⼦に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾するものです。 
ただし、使⽤は⾮独占的なものに限られます。 
 
第⼆条 禁⽌事項 
本冊⼦に含まれる⼀切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊⼦に含まれる情
報を、甲は⼄の書⾯による事前許可なくして出版・講演活動およびメディア配信などによっ
て⼀般公開することを禁じます。また、電⼦メディアによる配信等によって⼀般公開すること
を禁じています。特に当ファイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は⾃らの所属す
る会社や組織においてのみ、本冊⼦に含まれる情報を使⽤できるものとします。 
 
第三条 損害賠償 
甲が本契約の⼆条に反し、⼄に損害が⽣じた場合には、⼄は甲に対し違約⾦を請求する
権利を有するものとします。 
 
第四条 契約の解除 
甲が本契約に反したと⼄が判断した場合は、⼄は使⽤承諾に関する契約を解除すること
ができるものとします。 
 
第五条 免責事項 
本冊⼦に含まれる情報の使⽤責任の⼀切は甲にあり、この情報により甲に損害が⽣じて
も、⼄は⼀切の責任を問われません。 
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この度は、私の無料レポートをダウンロードして頂き本当に感謝です♪ 
 
 
⾃⼰紹介から簡単にさせて頂きます。私の名前は「⽮野昭⼆」です。 
 
私は、インターネットビジネスを始めて３年⽬になります。 
 
ブログアフィリエイト・サイトアフィリエイト・フェイスブックアフィ
リエイト・メルマガアフィリエイトなど、多くのジャンルのアフィリエ
イトを経験してきました。 
 
⾼額塾にも⼊塾して、そこでいろんなことを学んできました 
 
 
そして、稼げるまでには、時間もかかり、寄り道もいっぱいしました。 
 
 
でも、今では毎⽉、安定した収⼊をネットビジネスだけで得られるよう
になりました 
 
新しくアフィリエイトをされる⽅や稼げなくて悩んでおられる⽅に 
わたしのように、迷ったり、時間をかけずに最短距離で稼げることが出
来るようにと、このレポートを作成いたしました。 
 
 
もっと詳しいプロフィールは下記ＵＲＬでも確認できますので 
少しでも興味を持たれた⽅はコチラからご覧いただきたいと思います。 
 
http://navi-info.org/profiel 
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アマゾンアフィリエイトとは 
 

アフィリエイト初⼼者が、まず⾏うのは楽天アフィリエイト、 

サイト、ブログを量産することで稼ぐ事ができます。 

 

クッキーの有効期間が 30 ⽇で、ほぼ他⼒本願で 

報酬をゲット出来ます 

 

でも、⽉ 3 万円程度の報酬がせいぜい、 

⽉に 10 万円を稼ぎだすには⼀苦労です。 

 

この段階でアマゾンアフィリエイト（正式にはアマゾン・アソシエイ

ト）を始められる⽅が多いです。 

 

ある程度、キーワード選びやサイト作成のスキルが⾝についていれば、 

アマゾンアフィリエイトで⼀気に報酬を伸ばすことができます。 

 

 

このレポートでは、 

失敗しないアマゾンアフィリエイトで稼ぐ⽅法 

アフィリエイト初⼼者が成果を出す６つの⽅法を解説していきます。 

 

やればやるほど報酬が増える、再現可能なアフィリエイトを 

アマゾンアフィリエイトで実感してください。 
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アマゾンアフィリエイトの特⻑ 
 

プランを２つから選べます 
 

アマゾンアフィリエイトではスタンダードプラン（固定報酬）かパフ

ォーマンスプラン（変動報酬）か決定することができます。 

 

良い条件が整っているパフォーマンスプランをほとんどの⽅が選ん

でいます。 

 

スタンダードプランのメリットは、ほぼ無いと思われます 

 

 

毎⽉の現⾦⽀払い 
 

アマゾンアフィリエイトの報酬は銀⾏振込または Amazon ギフト券

で受け取ることができます。 

 

銀⾏振込みの場合は 5,000 円以上、Amazon ギフト券では 1,500 円

以上報酬が貯まった時点で⽀払いとなります。 

 

毎⽉末⽇までの紹介料が 60 ⽇後までに⽀払われます。 
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豊富な品揃えから選べます 
 

アマゾンは 1,000 万点以上の商品が揃っています。 

 

⽇⽤⼩物からコスメ、家電、CD,DVD ゲーム、家電製品から⾼級品ま

で、ほぼ何でも揃っています。 

 

アフィリエイトできるジャンルがとても広いです。 

 

 

リンク⽅法のヴァリエーションが多い 
 

アマゾンアフィリエイトでは、17 種類のリンク⽅法が揃っています。 

 

アマゾン・アソシエイトの管理画⾯から簡単にリンクタグを取得、操

作が出来ます 

 

種類が豊富なのでそれだけ広告掲載の仕⽅にもバリエーションが増

え、ウェブサイト訪問者が興味を⽰しやすい広告を紹介できます。 

 

ツールバーを使ってリンク作成も可能です。 

 

管理画⾯に⼊って商品を探す⼿間が省けるのがとても好評です 

 

  



絶対に失敗しないアマゾンアフィリエイトバイブル 
【アフィリエイト初⼼者が⽉１０万円の成果を出す６つの⽅法を暴露︕】 

〜誰でも再現可能なアフィリエイトならアマゾンから〜 

-  – 
Copyright (C) 矢野昭二  All Rights Reserved.  

7

 

管理画⾯がとてもみやすい 
 

アマゾン・アソシエイトの管理画⾯から、 

1 ⽇前の売上・報酬の詳細画⾯が確認できます。 

 

 

スマホにも対応 
 

最近ではスマホ⽐率が⾮常に⾼くなっており、スマホ、携帯⽤の広告

（アフィリエイトガグ）も⽤意されています。 

スマホからのアマゾンの広告も⾮常に⾒やすく、購買につながりやす

いです 
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アマゾンアフィリエイトのメリット 
 

世界最⼤の通販会社で絶⼤な信頼感 
 

アマゾンは、世界最⼤のネット通販会社で、顧客満⾜度が⾮常にたか

いです。 

 

特に顧客のフォロー、対応が素晴らしく、気持よく取引ができること

で⾼く評価されています。 

 

梱包、パッケージもしっかりしています 

⼀回りお⼤きめのダンボールで梱包されるので、とても安⼼できます 

 

 

クッキーが 24 時間の間有効 
 

あなたのサイトでアフィリエイトタグを踏んでから 24 時間の間は、

別のサイトでアマゾンの商品を購⼊しても、あなたの報酬になります。 

 

楽天の 30 ⽇間に⽐べれば短いですが、1 ⽇の期間でも、そこそこの

買い上げがあるものです。 

 

 

送料が安い 
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アマゾンでは、1500 円以上で送料無料となっています。 

 

送料無料キャンペーンも頻繁に開催しているので、低価格商品の場合

は競合の ASP と⽐べてもアマゾンで購⼊される⽐率が⾼いです 
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アマゾンアフィリエイトで成果を出す⽅法 
 

初⼼者がアマゾンアフィリエイトで成果を出す 5 つの⽅法 

 

1.アフィリエイトを正攻法で攻める 
 

正直、裏ワザとかツールを使った簡単な⽅法は、⼀時的に報酬が増え

るかもしれませんが、いずれ廃れてきます。 

 

読み⼿が、気持よく読める、知らない間にアフィリエイトタグをクリ

ックしていた、という状況をつくりだすような誘導やサイト構成が望

ましいです 

 

出来れば、アフィリエイトする商品を購⼊して、実際に使ってみた体

験談などを、画像を交えて紹介するようなカタチがベストです 

 

あまりにも、「買ってください」とおもわえるような表現を連呼した

り、アフィリエイトタグの貼り過ぎには注意しましょう 

 

サイトを⾒ている⽅が、たまたま、あなたのサイトに来ていただいた

ので、あなたでしかわからないこと、その商品についてサイトへ訪問

された⽅が抱く疑問を解決することで⾃然と注⽂につながっていく

ものですよ。 
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２．報酬単価を意識しましょう 
 

商品単価が低い物のほうが、注⽂につながりやすいです 

 

だからといって、安いもの、例えば 1500 円以下の商品の場合は、送

料が有料になるケースが多いので、避けたほうが良いでしょう。 

 

ただ、1 商品の報酬は 1000 円が上限になるので、報酬率２％のもの

は、10 万円の商品の注⽂があっても、10,000 X 2% = 2,000 では

なく 1000 円になります。 

 

だから、50,000 円以内の商品を選ぶことをおすすめします。 

 

トレンド商品は別として、1 万円以上、5 万円以下を狙うと良いです 

 

 

３．アマゾンアフィリエイトの SEO 対策 
 

ⅰ）記事タイトルとサイトタイトルには商品名を⼊れましょう 

 

SEO 的には、記事タイトルとサイトタイトルは⾮常に⼤事です。 

 

アマゾンアフィリエイトの場合は、商品がキーワードとなるので、商

品名はタイトルの左側に商品名を⼊れる癖をつけましょう。 
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ⅱ）アクセス解析で複合 KW を⾒つけましょう 

 

アクセス解析ツールを利⽤すれば、⾃分のサイトに訪問者がどんなキ

ーワードで検索してきたのかがすべて把握できます。 

 

これらの複合キーワードはあなただけのお宝なので、この複合 KW を

使って記事を追加していきましょう 

 

 

４．相互リンク・被リンクを増やしましょう 
 

サイトが上位表⽰するための⼤事な要素の⼀つが他のサイトからの

リンク数です。 

 

他のサイトからどれだけ紹介されているかによって、検索エンジンは

サイトを相対的に評価しています。 

 

といっても、なかなか他⼈からリンクを送ってもらうことは難しいで

すよね 

 

だから、まず相互リンクを増やしましょう 

 

⾃分と同じジャンルのサイトで同じだけのコンテンツ量があるサイ

トを探して相互リンク依頼をしてみましょう。 

 

相⼿のサイトが⾃分のサイトと遜⾊のない質と量のレベルであれば

OK してくれると思います。 
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断られてもダメ元なので、落ち込むことはありません。 

 

また、ランキングサイトなどにも、どんどん登録していきましょう。 

 

アフィリエイトでリンクは⼤事ですが、初歩レベルで良いです。 

 

被リンクはやればキリがないですし、本格的にやればお⾦もかかって

しまいます 

 

無料レベルで出来る範囲内で⾏うだけでよいです。 

 

 

５．質の濃いサイトを作る 
 

読者が知りたい・興味を持つような⾯⽩くて役に⽴つ・オリジナリテ

ィのある記事を書くことが何より⼤切です。 

 

読者が欲しいものやサービスを売ったり、⾃分の経験を踏まえて紹介

する。 

 

キーワード出現率など、⼩⼿先に頼る必要はありません。 

⾃然に湧き出てくる⽂章をそのまま書き留めれば良いだけです。 

 

質の濃いサイトを作ることが、 

実は⼀番効率的なリンクを増やす⽅法に繋がるのです。 
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６．販売ページの簡素さを克服 
 

アマゾンアソシエイトの攻略は、「販売ページの簡素さ」を克服して

いくことが鍵となります。 

 

それには、次の２つの⽅法が有効です。 

 

ⅰ）アマゾンの得意ジャンル商品を選ぶ 

販売ページの作りこみが必要のない「本・CD・ソフトウエア・フィ

ギュア」などのページは、amazon が最も得意とするジャンルであり、

⾼い注⽂率が⾒込めます。 

 

さらに amazon は、本・CD の『レビュー機能』がとても良く出来て

います。 

 

これらのジャンルに関しては、楽天よりも amazon のほうが注⽂率

が⾼くなります。 

 

ⅱ）アマゾンページの「販売ページの簡素さ」をサイトで補う 

アマゾンのアフィリエイトタグをクリックする前に、⾃分のサイト内

でしっかりと商品情報を説明します。 

 

出来るだけ画像を多く取り⼊れて、競合製品や新旧製品の⽐較をして

みるのも良いでしょう。 

 

⾃分のサイトで商品的に納得してもらい、アマゾンの販売ページに⾶

んできた読者の購⼊率は⾼くなります。 
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Amazon アフィリエイトと楽天の違い 
 

紹介料率が⾼い 
 

アマゾンは圧倒的な商品数を誇り、さらに紹介料率が最⼤ 10％と⾼

⽔準である事が最⼤の魅⼒です。 

 

楽天市場は商品数はアマゾンを凌駕しますが、料率なら圧倒的に

amazon アソシエイトが有利です。 

 

 
 

楽天アフィリエイトが初⼼者向けなのに対し、アマゾンアフィリエイ

トは奥が深く、どちらかと⾔うと中〜上級向けのアフィリエイトシス

テムと⾔われています。 
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楽天市場よりも安いケースが多い 
 

アマゾンでは、リアルタイム時価が反映されるため、値引き局⾯では、

アマゾンの⽅が楽天市場よりも安い場合が多いです。 

 

従って、購⼊率（コンバージョン）も⾼くなります。 

 

Amazon アソシエイトは、正規販売店よりも価格が安く、購⼊率が

⾼い商品を「⾼料率」でアフィリエイト出来ます。 

 

 

サービスと会員の質が⾼い 
 

アマゾンも楽天市場も会員制になっています。 

 

ただ、楽天市場の場合は、モール出店者によって、サービスの質にば

らつきがあります。 

 

アマゾンの場合は、質の良いサービスに定評があるので、購⼊⼿続き

のハードルが低いです。 

 

 

アマゾンの販売ページが簡素すぎる 
 

楽天市場の販売ページも、詳しく掲載されたものから、わかりにくい

ものまでいろいろあります。 
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アマゾンの販売ページは、定形のフォーマットになっており、⾒やす

いですが、決して詳しくはありません。 

 

未だ、該当商品に対する知識に乏しい⽅が、アマゾンの販売ページを

⾒て、すぐに納得して購⼊するケースは少ないかと思います。 
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おわりに 
 

アマゾンアフィリエイトで短期間に成果を出す⽅法を解説してきま

した。 

 

楽天アフィリエイトでサイトアフィリ、商品の紹介に慣れてきた中級

者が⾏うアフィリエイトとみなされがちですが、サイトアフィリ初⼼

者がアマゾンから始めても、成果を出すことが出来ます。 

 

今まで、思い通りの報酬が獲得できなかった⽅も、今⼀度、アマゾン

アフィリエイトを⾒なおして⾒ればいかがでしょうか︖ 
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最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。 
 

【⽮野昭⼆のブログ情報】 
ネットビジネスで本当に稼ぐことは出来るの︕︖ 

【６ヶ⽉で⽉３０万円を稼ぐ⼿法を伝授します】 

http://navi-info.org/ 

 

↓⽮野昭⼆のプロフィールはコチラ↓ 

http://navi-info.org/profiel 

 

【⽮野昭⼆のメルマガ情報】 
※メルぞうより無料でダウンロードされた⽅は 

⾃動的にメルマガへ代理登録されます 

 

発⾏者名︓⽮野昭⼆ 

 

連絡先︓ ashiyaproject@gmail.com 

 
メルマガタイトル︓頑張っても稼げなかったノウハウコレクターが⽉３０万円

を獲得するまでの軌跡【ネットビジネス初⼼者が陥る罠、それを克服するポイ

ントを解説していきます】 ⼀⽣稼げる仕組みを今からつくりましょう︕︕ 

メルマガの登録解除ＵＲＬ︓http://mail.os7.biz/m/bSpF 
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