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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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～はじめに～ 
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・フェースブック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てきました。 

 

 

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/ 



【初心者が楽天アフィリエイトで月に３０万円稼ぐ４つのポイントを暴露】 

-  – 

Copyright (C) 矢野昭二  All Rights Reserved. 

4 

 

初心者が楽天アフィリエイトで月に３０万円稼ぐ４つのポイントを暴露 

楽天アフィリエイトで限界を感じている方にも是非読んで頂きたいです 

 

楽天アフィリエイトに対する誤解 
 

1. 楽天アフィリエイトはアフィリエイト初心者が、まず稼いでみるための導入時期に

行うものじゃないの？ 

 

2. 少しでも稼げるスキルを持っている方は、報酬が１％の楽天アフィリエイトなん

か見向きもしなくなるのでは？ 

 

3. 作業量が多い割には報酬が少なく、国で決められた最低賃金よりも低い作業

を延々としないと駄目でしょ？ 

 

 

楽天アフィリエイトに対する評価は、だいたいこんな感じではないでしょうか？ 

 

この楽天アフィリエイトで月に３０万円稼ぐには、どれかけの作業をしなくてはならな

いの？  多分、普通の人では無理、 

 

 

多分、あなたもこう考えておられるでしょう！ 

 

私も、楽天で稼げても月に５万円程度、季節商品があたったらせいぜい、 

月に１０万円、それ以上は無理だとおもっていました。 

 

でも、４つのポイントを抑えるだけで、月の報酬が３０万円（３０万ポイント）

に到達したのです。 

 

運がよいとか、スキルのあるなしは関係なく、再現性のある方法です。 

 

その４つの方法を詳しく解説していきますね 
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楽天アフィリエイトで稼ぐ為の公式 
 

 

 楽天アフィリエイトの報酬は 

 

アクセス数×クリック率×成約率×報酬単価 

  

この４つの要素を最大化していくことが報酬を増やすためのコツになります。 

 

それでは、これらの要素を最大化していく方法を具体的に解説していきます 
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楽天アフィリで稼ぐ為の４つのポイント 
 

１．アクセス数を最大化させるポイント 
 

アクセス数を増やすには、露出を増やすに尽きます 

 

とにかくサイト数とそのサイトの中のページ数を増やすことです。 

 

間違った SEO 対策をして、スパム判定を喰らってサイトが吹っ飛んでしまうリスクを

負うよりもアクセスアップにこれだけ確かな方法はありません。 

 

とにかく、サイトの量産とサイトの中の記事を増やしましょう 

 

コンテンツ重視の風潮もあり、サイトの数よりも中身が大事との声もありますが、 

楽天アフィリエイトは、 

 「購買意欲の高いユーザーの集客」 

 「購買者の悩みを解決して誘導するワーディング」 

は、それほど重きを置かなくても大丈夫です 

 

楽天アフィリエイトの最大の特長でもある「cookie の有効期限が 1 ヶ月」を活かせ

るように、アフィリタグを踏んでもらうことが大切です。 

 

楽天は、本当に凄い販売力を持っているので、アフィリエイトリンクさえクリックさせて

おけば 1 ヶ月以内に勝手に物が売れます。 
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２．クリック率を上げるポイント 
 

前の説明とは少し、矛盾すると思われますが、クリックしたくなる誘導文とその環境

整備がクリック率を上げるのに不可欠です。 

 

悩みを解決するという商品の中身よりも、 

 「いちばんお得」 

 「期間限定」 

 「著名人の評価」 

 「楽天で購入するメリット」 

このような点に配慮した誘導文が大事です。 

 

例えば、キーワード「ピーコート」でサイトを作った場合、 

 

次のような文言を 

サイトタイトル、記事タイトル、記事のなかに 

 

「新作ピーコートが勢揃い！ <期間限定 楽天市場> ～さんイチ押し」 

 

このような誘導でクリック率が大幅に向上していきます。 

 

楽天で購入する人は、ほとんどが商品の内容を熟知しているかたです 

 

購入するのは今しかない、それも楽天でと思わせる文言を工夫しましょう。 

 

これが上手く行けば、クリック率 10%という数字も現実みを帯びてきます。 
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３．成約率を向上させるポイント 
 

成約率を向上させるのは、４つのポイントの中でも一番難しいです。 

 

何故なら、楽天アフィリのタグをクリックして、読者は楽天市場の商品を見ている段

階だからです。いわゆる他力本願ですね。 

 

楽天の販売サイトのつくりが良かったら、成約率も上がるし、今ひとつなら、成約に

結びつかないでしょう 

 

強いて言えば、「購買するタイミングは今でしょ！」と思わせる誘導文の精度を上げ

ることぐらいです。 

 

といっても、心配ありません。 

 

何故なら、楽天アフィリエイトなら、アフィリタグを踏んでから１ヶ月の間、クッキーが有

効だからです。 

 

サイトで紹介している商品を購入しなくても、クッキーが有効なタイミングで、他の商

品を購入してもらえば良いからです。 

 

ですので、成約率はあまり、気にしなくても大丈夫です。 
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４．報酬単価をアップさせるポイント 
 

報酬単価を上げることも、クッキーの有効期限内に何を購入するかわからないので、

コントロール出来ないと思っておられるのではありませんか？ 

 

実は、これはある程度、コントロールすることが出来るのです 

 

高額商品をアフィリエイトすれば、当然ながら報酬単価も高くなります。 

 

 高額な商品を検索する方 

 日常的な低価格な商品を検索する方 

この２タイプの方がおられます。 

 

高額品、例えばスイス製の時計を検索する方は、他のブランドものの商品も検索さ

れるのです。 

 

だから、高額商品を楽天でアフィリエイトすれば、クッキーの有効期限内に高額な商

品を購入されすケースが多いのです。 

 

結論として、高額商品をアフィリエイトしましょう 

目安は、最低でも２万円といったところです 

 

------------------------------------------------------------ 

 

以上、 

初心者が楽天アフィリエイトで月に３０万円稼ぐ４つのポイントをまとめました。 

 

３．成約率を向上させるポイント 

は、他力本願なところがあるので、残りの３つのポイントに注力しましょう 
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楽天アフィリエイトの肝 
 

楽天アフィリエイトで大事なことはアフィリリンクをクリックさせることです。 

 

アフィリエイトリンクをクリックさせるだけで勝手に儲かる仕組みが出来上がっているの

です 

  

サイトを量産してアクセスを集めまくり、高額な商品のアフィリタグを貼り、魅力的な

誘導文でアフィリエイトリンクをクリックさせる 

 

 

それだけで、月報酬３０万円が余裕で稼げるようになります！ 
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～おわりに～ 

 
今回、解説させて頂いた５つの項目をしっかり実践していけば、 

必ず良い結果が出ます。 

 

肩肘張らずに実践してくださいね 

 

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２０万円を稼ぐ手法を伝授します】 

http://navi-info.org/ 

 

※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  ノウハウコレクターが実際に月３０万円稼ぐ秘訣とは！？ 

メルマガの登録解除ＵＲＬ  

http://mail.os7.biz/m/bSpF 
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