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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 

 

http://navi-info.org/profiel
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１．フェイスブックアフィリエイトの現状 

 

フェースブックを使ったアフィリエイトは一時期、流行りましたが、 

もう廃れてしまって稼ぐことが出来ない！？ 

 

このように思われている方が多いと思います。 

 

 ツイッター、LINE、インスタグラムなどが普及してきて、フェイスブックの独壇

場ではなくなってきた。 

 

 特に若年層の方からフェイスブック離れが始まっているのでは？ 

 

確かに、フェイスブックは、SNSの媒体の一つになってしまいましたが 

SNSでアフィリエイトや広告が出来るのはフェイスブックだけ、 

 

やり方によって未だまだ稼ぐことが出来ます。 

その、とっておきの方法をやさしく解説していきます。 

 

フェイスブックアフィリエイトの特長 

 

サイトアフィリエイトは、狙ったキーワードで潜在ニーズを持った人を集めてそのター

ゲットに販売するという狙い撃ち式のほうしきです。 

 

一方、 

フェイスブックは基本的にはターゲットを絞らず、不特定多数に「数打ちゃ当たる」

方式に訴えるカタチのアフィリエイトです。 

 

アクセス数が重要になるので、趣味のページとかよりも、トレンド系、ネタ系のペー

ジが良いとされます。 
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２．フェイスブックアフィリエイトの種類 

 

ⅰ）画層広告バナーを載せた記事の投稿 

 

画像バナー広告を載せて、本文でそのまんまアフィリエイト文を書きます。 

 

広告だけなら、ユーザーからの共感を得られずに、 

投稿へのいいねが獲得できません。 

 

その結果、リーチ数が伸びないので、 

繰り返していくことで、エッジランクが下がっていきます 

 

ⅱ）アフィリエイトしない純粋な記事との組み合わせ 

 

ページ全体のコンセプトを尊重しながら、朝晩に１回づつ程度、 

2,3行の広告文の文面とアフィリエイトリンクを貼る方法。 

 

ページを成長させることと、アフィリエイトを組みあわせる方法で、 

従来のフェイスブックアフィリエイトの主流でした。 

 

ⅲ）フェイスブックアプリの活用 

 

フェイスブックアプリは診断系がクリック率が高く、有効でしたが、 

日々たくさんのアプリが登場して、読者はお腹いっぱい気味ですね 

 

また、診断アプリはフェイスブックページに強制的にいいねを押させることに規制が

かかってしまったので、今はあまり有効な手段ではなくなっています。 

 

今は診断系のアプリよりも情報提供系のアプリが読者の共感をえやすいです。 
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３．フェイスブックページの集客の方法 
 

まずは、フェイスブックの個人ページの友達を増やしましょう 

 

ⅰ）個人ページの友達の増やし方 

 

（１）I love facebook という名前の FB グループに入会 

https://www.facebook.com/groups/ibsaibasa/ 

グループへの参加方法はめっちゃ簡単です！ 

 

登録申請をして承認されると１日１０名程度の友達の申請が届きます。 

 

グループ内でご自分から友達申請をすることで、 

友達をどんどん増やしていきましょう 

 

 

（２）鬼顔本（おにがんぽん）というツールを利用しましょう 

http://onifb.net/ 

このツールを使うことで、友達が全自動で増えます。 

 

さらに！全自動で「いいね！」もしてくれます。 

 

つまり、このツールを最初に一度だけ設定しておくと、 

ほったらかしで友達が増えるわけです 

しかも！無料で利用できます 

 

I LOVE FACEBOOK に入会して鬼顔本（おにがんぽん）のツールをつかう

ことで友達を 5,000人まで増やす事ができます。 

 

 

 

http://onifb.net/
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ⅱ）フェイスブックページの「いいね！」の集め方 

 

フェイスブックの個人ページで友達が出来れば、フェイスブックページの方へ

友達を誘導してページに「いいね！」をしてもらいましょう。 

 

個人ページの友達が、フェイスブックページに「いいね！」してもらうのは、難しいで

すが、８割ぐらいの方は「いいね！」の協力をしてくれるでしょう。 

 

これで、あなたのフェイスブックページに4000の「いいね！」が獲得できます。 

 

 

ⅲ）フェイスブックページの相互いいね！協力依頼 

 

fbrank.main.jp 日本語 Facebook ページ ランキングを参照ください。 

http://fbrank.main.jp/ 

 

このサイトでは、カテゴリー別に「いいね！」の数のランキング形式で、す

べてのフェイスブックページが閲覧できます。 

 

このサイトであなたと同じカテゴリーで「いいね！」の数が同じ程度の方に

フェイスブックでメッセージを送って相互「いいね！」協力依頼をしましょ

う。 

 

これで、あなたのフェイスブックページのいいね！の数が大分、増えたと思います。 

この方法で、少なくとも 5000 いいね！を獲得しましょう。 

 

単純な作業ですが、やればやるだけ、いいね！は増えていきます。 

 

いいね！の数が 5000 というのが、 

これから説明していく稼ぎ方の最低条件になります。 

 

http://fbrank.main.jp/
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フェイスブックで稼ぐのはアプリの活用 

フェイスブックで稼ぐ１番の近道はアフィリエイトじゃないんですよ。 

アプリを活用して広告収入を獲得していくのが、効率的で早道なのです。 

 

４．フェイスブックアプリの現状 

 

未だに「Facebookで簡単にいいね！を集めて、それを、お金に変える方法」

みたいな情報商材も無くなりません。 

 

しかも、それを買う人達も結構いるようです。 

 

私もその一人でした。 

 

私のフェイスブックアプリ体験記 

 

「Facebookページを作ってから、◯◯診断とか◯◯占いとか、まずテキト

ーな Facebookアプリを作れば良いよ。 

そしていいね！を増やして、 

ファンに無料のオプトインのアフィリエイトをすれば、 

１日２万円ぐらいの報酬になりますよ」 

と言われてフェイスブックアプリを始めました。 

 

 

最初は、診断アプリを何十万円もかけて、開発してもらっていましたが、 

その後は、29,800円で販売している「アプリ作成キット？」のようなもの

で、診断アプリをつくって、フエイスブックページに投稿していました。 

 

 

でも、可愛いペットの画像や、格言・名言は、いいね！やシェアを獲得でき
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ますが、診断ツールは、いいね！が伸びず、リーチも少ないままでした。 

 

 

診断ツールは、一時期流行ったようですが、診断する内容も一巡して、読者

も飽きてきたのだと思います。 

 

 

診断ツールの開発元に相談しても、 

「世の中の人は、自分を客観的にみるのが好きだから、何も考えずに、診断

アプリをするんです。アプリが連鎖で広がるから、運が良ければ Facebook

ページのファン数は 10万人を越えますよ」 

との返事でした。 

 

 

いくら頑張っても、新規いいね！獲得が３００程度、一方で「診断ツール」

はネタ探しから、文章入力まで、少なくても３－４時間はかかってしまうの

で、途中で挫折してしまいまいした。 

 

 

それで、またツール開発元に相談すると、 

「今は、情報提供系のアプリをつくれば稼げるよ」 

と言われ、情報提供系のアプリを量産しましたが、 

新規いいね！獲得が１日 １０件程度とふるいませんでした。 

 

なんとか、力技で頑張って、新規いいね！の数を 1,000 件まで増やしまし

たが、 

 

2014 年 11 月 5 日から Facebook ページの「いいね！」の有無でコンテ

ンツを変えたり、「いいね！」をキャンペーンの参加条件にする「ファンゲ

ート」の仕組みが禁止されることになりました。 
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つまり、フェイスブックアプリでいいね！の誘導が出来なくなったので、い

いね！を増やす道が途絶えてしまいました。 

 

といっても、いいね！を増やしたところで、リーチや拡散していくことは難

しいので遅かれ早かれ、辞めざるを得なかったわけです。 

 

 

ところが、 

新たなビジネス手法のフェイスブックアプリが登場したのです。 

 

それを聞いた時、自分の耳を疑いました。 

 

 

アプリの広告の報酬をアプリ運営者とシェアするというビジネスモデル 

高い授業料を払わなくても、月 1,000 円（税抜き）で始められるのです。 
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５．広告収入をシェアする画期的な FBアプリ  

 

「いいね！で日給２万円」で始めた生徒さんたちが、ほとんど稼ぐことが出

来ない状況を憂慮して開発されたフェイスブックアプリです。 

 

それが「BuzzMakeや Buzzbu.info」です。 

 

ⅰ）新アプリの特長は？ 

 

このアプリツールはバイラルサイト型になっています。 

 

サイトはワードプレスを使った見た目の良いサイトが出来上がります。 

 

従来の facebookアプリツールはいいね！を集めるのが目的でしたので、ア

プリを投稿すれば終了です。 

 

これに対し、新アプリツールは自分のサイトへ記事を蓄積させてていきます。 

 

同時に、facebook からのファンがこのサイトを閲覧することで、Google

でのあなたのサイトの評価が高まり検索順位の上位に表示されるようにな

ります。 

 

サイトユーザーからの安定したアクセスも期待でき、過去の記事も閲覧され、

その分、いいね！、シェアや報酬が増えていきます。 

 

フェイスブックページでアフィリエイトタグを貼って稼ぐのではなく、 

アプリツールでつくったページの広告のクリック数に応じた報酬になりま

す。 
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ⅱ）新アプリを使って報酬の獲得 

 

広告は、アプリをクリックして表示される記事の合間に表示されます。 

 

広告は、「BuzzMake・Buzzbu.info」等の運営会社が掲載していますので、

広告の選択とか一切関与しなくてすみます。 

 

広告のプロが行っているので、最大限の広告収入を得ることが出来ます 

 

スマートフォン対応の広告だけですが、スマートフォンでのクリックが大半

ですので十分だと思われます。 

 

新アプリツールでの広告収益の 35％が報酬になります。残りの 65％がツー

ル運営者の報酬になります。 

 

アプリツールを自分で作成するには、従来のツールを使っても、レンタルサ

ーバ、そしてフェイスブックディベロッパーの IDも必要でしたが、これら

は、すべてツール運営者が負担、管理していきます。 

 

ツール運営者と運命共同体ですので、サポートも全力でやってもらえます。 

例えば、 

 

 クリックされやすい記事のアドバイス 

 投稿のタイミング、 

 エッジランクが低くなった時の対応の仕方 

 

ほとんど毎日、アドバイスをもらっています。 
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ⅲ）新アプリでいいね！やシェアが増える仕組みは？ 

 

フェイスブックページの記事に表示されるアプリ URLをクリックすると新

しいワードプレスでつくられた画面が表示されます。 

 

記事の導入文が表示され、その下に「続きを見る」が表示されています 

 

「続きを見る」をクリックすると次画面へ移り、記事の本文が表示されます。 

 

ここで、「続きを見る」の下に、「記事をシェアーする」がありますので、こ

こでチェックマークを外さなければ、自動的に facebookへ投稿されます。 

 

 

さらに、次画面の「いいね」の数が一つ増えます。 

 

この「いいね」は、facebookページの「いいね」ではなく、この記事の「い

いね」と「記事をシェアーする」のカウンターになっています。 
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記事を楽しんでもらったあとに、「Facebook でシェアー」をクリックして

もらえれば、このアプリが拡散していく仕組みです。 

 

さらに、記事の上下に、「Facebook でシェアー」「twitter でツイート」が

あるので、こちらをクリックしてもらうことでも拡散していきます。 

 

 

新アプリでいいね！が増える仕組みは、 

 

いいね！獲得には２つの方法があります。 

 

 

 

1. 任意の FB ページ名の最新情報配信中の表示枠の中に、「いいね！」を

表示しています。この「いいね！」をクリックしてもらうことで、FB

ページのいいね！が増えます。 

 

2. 「続きを読む」をクリックすると、いいね！のポップアップ表示がされ

ます。 

 



２０１５年 フェイスブックアプリで稼ぐ最新の画期的な手法を紹介         

【アフィリエイトではなく、広告収入のシェアで確実に稼げます】           

具体的な「いいね！集め」の方法、報酬を５倍にする手法など満載 

-  – 

Copyright (C) 矢野昭二  All Rights Reserved.  

15 

 

ⅳ）このアプリツールの有効的な使い方 

 

「アプリ相互紹介フォーラム」を最大限活用 

新アプリを利用する方のフォーラムが設置されています。 

エッジランクの同じ方同士で、アプリを相互紹介することで、投稿のチャン

スが増えます。 

 

いいね！シェアの獲得、もちろん報酬もそれだけアップします。 

 

あなたがアプリでつくった記事のランキングがあなたのサイトに表示され

ます。 

 今日の人気記事 

 今月の人気記事 

この中で、今月の人気記事の上位数記事を相互紹介すれば良いのです。 

 

同じようなエッジランク（いいね！の数でブループ分けされています。） 

 

例えば、あなたのフェイスブックページで 5,000 円の報酬が得られたとし

たら、それを５人に相互紹介で記事シェアをお願いすれば、 

5000円 ｘ ５＝25,000円の報酬になる可能性があります。 

 

タイミングによって、それ以上にもそれ以下にもなりますが・・・ 

 

フェイスブックページのアプリで、今までとは比較にならないような報酬を

ゲットすることができますよ。 
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おわりに 

このアプリツールに出会うまでは、フェイスブックアプリで稼げる感覚は持

てませんでした。 

これを使ってから、毎日フェイスブックページで、このアプリを使った記事

が、どれだけの方にみてもらっているのかが、リアルタイムでランキングで表

示されるのがわかります。 

それで、当たり記事の傾向がわかるし、自分の当たり記事を相互紹介でフォ

ーラムの参加している方に投稿（シェア）してもらうと、収益が、相互紹介の

数だけ、増えていきます。 

今まで、フェイスブックアプリで稼ぐことができなかった方は是非、お試し

ください。 

 

このレポートはアプリツールの宣伝の場ではないので、アプリツールの連絡

先は記載していません。ネットで BUZZMAKE で検索すれば確認できると思い

ます。どうしてもわからない場合は、ご連絡頂ければお教えします。 

 

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/ 

 

※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 

http://navi-info.org/
mailto:ashiyaproject@gmail.com
http://mail.os7.biz/m/bSpF
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