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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。 
 
アドセンス・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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はじめに 
 

アドセンスで稼ぐのはとてもシンプルで再現性があります。 

 

サイトアフィリエイトの⼿法はいろいろあります。 

 

私は、無料ブログで楽天アフィリエイトから始め、コピーランディング、

SEO など、いろんな知識を学び、⽣計を⽴てる程度には稼ぐことが出来

ました。 

でも、ここに到達するのに、３年もかかりました。 

 

私のやり⽅は、決して再現性のある⽅法でもなくて、同じようにやった

ところで、同じだけの報酬を得る保証はどこにもありません。 

つまり、いろんな偶然が重なった結果なのです。 

 

そこで、私は、２ヶ⽉前にアドセンスにトライしました。 

そして、２ヶ⽉で⽉２０万円の報酬を得ることが出来たのです。 

 

しかも、やればやるだけ報酬が増えるのが実感できるのです。 

 

アフィリエイトで⼀番曖昧な部分「誰がやっても、同じ結果が出る」 

唯⼀の稼ぎ⽅がアドセンスなのです。 

 

このレポートを書こうとした理由は、誰にでも、作業をすれば、それだ

け報いることが出来る⽅法を⾒つけたからです。 

 

初⼼者の⽅でもわかりやすく、⽉１０万円の報酬をゲットする⽅法を解

説していきます。 
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１．⽉１０万円のアドセンスの報酬をゲット 
アドセンスは、何も商品を売らなくても、クリックのみで収益が発⽣し

ます。 

 

アフィリエイトの場合は、クリックされて、その先の販売ページで商品

が売れて初めてあなたにアフィリエイト報酬が発⽣します。 

 

だから、初⼼者のかたは、当然アドセンスの⽅が格段に稼ぎやすいです。 

 

アドセンスで収⼊を得るために実際にやっている事は、実は結構簡単で

す。やれば必ず稼げます。 

 

アドセンスは⼤体 PV 数と⽐例して収益も上がっていきます。 

 

したがって、作業量に⽐例して収⼊が増加するのが⼤きな特⻑です。 

 

PV が増えてくれば、アドセンス以外の収⼊も⾒込めるようになるので、

当然サイト⾃体の収益は、もっと⼤きくなります。 

 

 

Google アドセンスの収益額は、 

クリック率 1%、クリック単価 30 円と⾔われています。 

 

従って３４万 PV のサイトが作れれば⽉１０万円の報酬になります。 

 

やることは簡単、PV を増やすことだけに注⼒をするだけで良いのです。 
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２．アドセンスで最短で稼ぐ為の準備 
 

サイトの量産はしません。 

 

２つのブログ（サイト）をつくります。 

 はてなブログ PRO でトレンドブログ 

 WP でパワーサイト 

 

ⅰ）無料ブログもしくは、中古ドメインを使います 
 

新規ドメインの場合、エイジングフィルター 

（⼀定の期間、新しいドメインが検索順位の上位にあがらないようにす

るアルゴリズム、但し、コンテンツ、被リンクの状態が良いものに限っ

てはフィルターがかからない場合もあります）の影響で３ヶ⽉から６ヶ

⽉は検索エンジンからのアクセスは期待出来ません。 

 

ですから、中古ドメインもしくは、無料ブログを使います。 

 

無料ブログはドメインが強いので、エイジングフィルターの影響を受け

ることはありません。 

 

ⅱ）利⽤するブログサービスは、はてなブログ PRO 
 

はてなブログ PRO は、⽉ 980 円で 10 個までブログを作れます。 

有償のブログを使う理由は、 
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無料ブログサービスは、ブログのアカウント削除のリスクがありますが、

有償の場合は、削除されません。 

 

安⼼してコンテンツ、記事をつくれます。 

 

また、有償版では、はてな側が設定する広告表⽰を外すことができるの

で、あなたが設置するアドセンス広告だけになるので、クリックの機会

も増えます。 

 

はてなブログ PRO は 

検索結果で上位に表⽰され易いブログサービスで評判です。 

 

また、はてなブックマークからのアクセスも期待できるので、報酬を加

速させることが出来ます。 

 

はてなブックマークのトップページには、はてなブログ専⽤のエントリ

ースペースが⽤意されています。 

 

ここに⾃分のブログが表⽰されれば、アクセスが増え、はてなブックマ

ークをされる機会が増えます。 

 

３．アドセンスで最短で稼ぐ為のコンテンツとは︖ 
 

アドセンスで稼ぐには、サイトの訪問者を増やす必要があり、その為に

は、２通りのやり⽅を実践しましょう。 
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ⅰ）トレンド記事・時事ネタをはてなブログ PRO でつくる 
 

今流⾏りのネタを素早くブログに書いて投稿します。 

 

トレンド情報の中でも芸能⼈ネタが良いですね。 

 

エンタメ情報のまとめサイトなどから、最新のネタを⾒つけて、多少リ

ライトして投稿します。 

（画像は肖像権の問題も絡むので、画像引⽤先は必ず、記載しましょう。） 

 

キーワードは特に意識する必要ありません。 

 

芸能ネタなら、芸能⼈の名前がキーワードになりますから、⾃然に⽂章

をかけばよいです。 

 

グーグルアラート https://www.google.co.jp/alerts 

をエンタメのカテゴリーで登録しておけば、いろんなネタがメールで届

きます。 

それを元に記事におこせばよいです。 

 

テレビ欄をよくチェックして、少し先のトレンドになりやすい記事を前

もって⽤意しておくのもおすすめです。 

 

そうすることによって、アクセスの爆発を誘発します。 
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ⅱ）トレンドでアクセスを稼ぐ秘訣はキーワードをずらし 
 

例えば、芸能⼈の熱愛ネタの場合、 

例えば恋愛禁⽌のグループとかの場合は、 

 

○○熱愛 

というキーワードで記事をつくっても良いですが、 

競合が多いので、すこしキーワードをずらします。 

 

○○破局 

○○卒業か︖ 

とかのキーワードを考えます。 

 

○○熱愛よりもアクセスは少ないですが、同時に破局、卒業などの複合

キーワードでも、ある程度のアクセスは⾒込めます。 

 

検索順位がより上位に位置する可能性が⾼いのでアクセスの絶対数は確

実に多くなります。 
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ⅲ）悩み解決の記事を WP でパワーブログに育てる 
 

ワードプレスを使ってパワーブログをつくりましょう。 

 

wordpress であれば、管理者は⾃分なのでアカウントを削除される⼼配

もありませんし、⾃分専⽤のドメイン（独⾃ドメイン）なので、上位表

⽰する際に制限もされません。 

 

さらに、Wordpress は、SEO に有利な事でも有名です。 

 

 

パワーブログとは、⼩規模なブログを何百個、何千個と量産するタイプ

とは違い、⼀つのの⼤規模なブログを作って稼ぐスタイルです。 

 

⼀つのテーマに絞って記事をかいていきましょう。 

 

テーマもはてなブックマーク⽉間ランキングを参考にして、 

上位のテーマを選ぶようにすることでアクセスが増えます。 

 

後で記述している「お悩み系のテーマ」を選ぶことで、稼げるに⼗分な

アクセスが⾒込めます。 

 

あまりに、ビッグなキーワードを選べば競合が多いし、ニッチ過ぎると

アクセスの絶対数が限られるので、うまくキーワードをみつけましょう。 

 

あまり頭を使わなくても記事をどんどん書いて⾏ける⽅法を紹介します 

検索キーワードツール（http://www.related-keywords.com/） 
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でおおまかなテーマのキーワードを検索窓に打ち込みます 

 

複合キーワードが表⽰されるので、その複合キーワードで記事をつくっ

ても良いし、 

 教えて goo 

 Yahoo 知恵袋 

の質問が⼀覧で表⽰されます。 

 

それを Q&A ⽅式でリライトして記事をつくりましょう。 

 

質問の数だけ、記事がつくれるので、記事ネタが思い浮かばない時など

には、重宝しますよ。 

 

テーマは「お悩み系」を選ぶようにしましょう。 

 

お悩み系の広告の単価は⾼いものが多いです。 

読者の共感も得やすいし、クリック率も⾼くなります。 

 

具体的には、次のようなテーマがあげられます。 

 

これらは、⽐較的広告単価も⾼く、アクセスの絶対数も多いことは実証

済です。 

 

美容整形、⾜痩、Ｏ脚、便秘、にきび、エステ、豊胸、レーシック、視

⼒矯正、頭痛、腰痛、肩こり、眼精疲労、性病、ヨガ、ＥＤ、うつ病、

アトピー、あがり症、⼝臭、薄⽑、育⽑、増⽑、わきが、花粉症、キャ

ッシング、結婚、離婚、占い、⾵⽔、葬式、ローン、クレジット、借⾦、

消費者⾦融、融資、税⾦、⾃⼰破産… 
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Ⅳ）読者の為になるオリジナリティのある記事 
 

いかに読者の為に有益な記事を沢⼭積み重ねる事ができるか︖ 

 

オリジナリティーがありそれがブログ訪問者にとって有益なものである

必要があります。 

 

読者にとって有益な記事をきちんと積み重ねていけば、その記事が財産

となり、過去記事のロングテールキーワードによって検索から⼈が来る

ようになります。 

 

リピーターも増え、PV はある程度までは少しずつですが着実に増えてい

きます。 
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Ⅴ）アドセンス広告の貼り⽅ 
 

Adsense 広告を貼る場所は、サイドバーの上部が、クリック率(CTR)が

⾼めです。 

 

バナー広告のサイズは、最もオーソドックスな 4 種類の中から選ぶと良

いと思います。 

 

 ビックバナー728×90 

 レクタングル（中）300×250 

 レクタングル(⼤)336×280 

 スカイスクレイパー（120×600） 

 

 

ⅳ）はてなブックマークを意識しましょう 
 

また、はてなブックマークは、悩みを解決するような記事の場合、ブッ

クマーク数が伸びやすいです。 

 

ブックマーク数が数百といく記事になれば、その記事だけで⽉数万 PV

を獲得することもあります。 

 

はてなブックマーク数が伸びる記事というのは、 

総じて Google 検索エンジンの上位に表⽰されやすい傾向にあります。 

 

はてなブックマークと検索エンジンの両⽅からアクセスを呼びこむこと

が出来ます。 
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４．アドセンス報酬の増え⽅ 
 

最初はトレンドブログの⽅がアクセスも報酬も得やすいです。 

記事が当たれば、つくったその⽇から、そこそこの報酬が発⽣します。 

 

WP のパワーブログは、それよりも時間がかかります。 

ニッチなキーワードでも競合が多いし、アクセスの絶対数はトレンドキ

ーワードの数分の⼀。 

 

でも、記事数の増加にともなってロングテールのキーワードを拾ってい

けるので、記事数と時間の経過ともにジワジワとアクセスが増えていき

ます。 

ロングテールとは、⼀般には特定のキーワードでの上位表⽰だけではな

く、関連する様々なキーワードで WEB サイトをヒットさせ、より幅広

い、またはより購買に近い検索を⾏うユーザーを獲得できるようにする

ための施策のことを指します。 

 

トレンドブログは、常にトレンドをウオッチしていく必要があり、それ

を怠ると⼀気にアクセスが減っていきます。 

⼀⽅、パワーブログは、初速は遅いけれど、記事が稼げる資産として蓄

積していくので、アクセスが減るようなことはありません。 
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おわりに 
 

2 つの種類のブログをしっかり更新していくことで、 

アドセンス＆ブログ開設 1 ヶ⽉で 10 万円以上の稼ぎが狙えます。 

 

⽉１０万円から⽉２０－３０万円のアドセンスの報酬を狙うには、 

パワーブログの数を増やしていくのが良いとおもいます。 

 

今までサイトアフィリをやっていて、稼げる感覚を実感できなかった⽅

には、アドセンスが是⾮ともおすすめです。 

 

また、やればやるだけ儲かる、作業が無駄にならないネットビジネスは

アドセンスしか無いとおもいます。 

 

是⾮、お試しくださいね。 
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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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初めてでも、3 ヶ⽉で、⽉１０万円獲得する⽅法を詳しく解説

http://navi-info.org/ 
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