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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。 
 
サイトアフィリエイトやフェースブックアプリの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。 
 
俗にいう「⾼額塾」でも、いろんなことを学んできました。 
 
学んだ事の中で⼀番⼤事なことは、 
「⾼額塾に⼊っても稼げない」 
ということかな〜 
 
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、安定した収⼊を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せずに、そして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 
アフィリエイトを経験した⼈は、 

アマゾンアソシエイトで稼いできた、 

⼜は稼いでいるという⽅が多いでしょう。 

 

アマゾンアソシエイトで稼ぐことは、 

それほど難しくありません。 

 

楽天アフィリエイトが、 

⼀番の初⼼者向けと⾔われていますが、 

 

アマゾンアフィリエイトの⽅が簡単で、 

サイトのメンテナンスもずっと楽ではないでしょうか︖ 

 

 

最初から、⽉に、何⼗万とか稼ぐのは、 

ちょっと⼤変かもしれませんが、 

 

⽉に数千円くらいなら、初⽉から獲得可能です。 
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アマゾンアソシエイトで稼ぐコツ 
買わせようとすることは逆効果 

 

商品を買わせようとはしないことが⼤切です。 

 

アフィリエイトなので、商品を買わせない。 

 

買ってもらわないと、報酬につながらないのでは︖ 

 

確かにアマゾンアソシエイトは、 

商品が実際に売れないと報酬が発⽣しませんが、 

 

⾃然な流れのアフィリエイトタグを貼ることで、 

読者は、気に⼊れば商品を購⼊します。 

 

だから、 

別に商品を買わせようとする必要はないのです。 

  



amazon アフィリエイト 初⼼者が初⽉から報酬発⽣・５つの鉄則 

これだけやれば悩まずに資産サイトがサクサク出来ちゃいます︕ 

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

6

 

クッキーを上⼿に利⽤する 

  

アマゾンアソシエイトでは、 

クッキーが１⽇有効です。 

 

楽天アフィリエイトが３０⽇間（１ヶ⽉）だから、 

アマゾンアソシエイトは、その３０分の１。 

 

他⼒本願での報酬が期待できないように思われますが、 

 

結構、他⼒本願の報酬は獲得できます。 

 

楽天アフィリエイトのクッキーの３０⽇間は、 

⻑いように思われますが、 

 

読者があなたのサイトのアフィリタグをクリックしても、

次に別の⼈のアフィリタグをクリックすれば、 

あなたのクッキーの効果が消えてしまいます。 

 

⼀⽅、アマゾンアソシエイトの場合は、 

読者が、あなたのアフィリタグをクリックしてもらうと、

１⽇有効で、 
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その間にその⼈がアマゾンで何か買い物をすると、 

それが全て報酬になってくれるのです。 

 

クッキーが有効な１⽇の間に売れたものは全部です。 

 

ですから、たった１つの商品のクリックでも、 

その先でその商品は買わずに、 

別の商品を買ってくれたなら、 

 

それが全て報酬の対象になります。 

１０個でも２０個でも売れたものは全部です。 
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アクセスとクリック数を増やすことが肝要 

 

クリックだけでは報酬にはならないものの、 

実際クリック数が増えていけば、 

 

それに⽐例して売れる商品の数、 

そして、売り上げ⾦額は増えていっています。 

 

従って、いかに商品のリンクをクリックさせるか︖ 

そこに注⼒すべきなのです。 

 

Amazon には膨⼤な商品数があるので、 

殆んどの商品のアフィリタグを⾃分のサイトに貼り付ける

ことが出来ます。 

 

アマゾンアソシエイトは、 

クリック数に⽐例して売上があがります。 

 

従って、 

如何に多くのクリックを獲得するかに注⼒しましょう。 

 

また、アマゾンのアフィリタグは、安⼼感があるので、 
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つまり、 

クリックしただけで、購⼊になってしまうことがないこと

を殆んどの⽅が理解しています。 

 

クリックを増やすこと、 

 

それは、すなわちアクセス数を増やすことが⼤事です。 

 

だから、 

記事の数を増やして、その記事に関連する商品のリンクを

貼っていけば、⾃然とクリック数も伸びていくと思います。 

 

レポートも⾮常に⾒やすいので、 

少しずつ成果が上がっていく過程を 

観察することができます。 

 

だから、 

モチベーションは保ったまま作業が⾏えるのではないでし

ょうか︖ 
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amazon アフィリエイトの始め⽅ 
 

amazon アソシエイトのプログラムに参加すると amazon

のアフィリエイトリンクをサイトやブログに設置できるよ

うになります。 

 

あなたのサイトやブログを訪問した⼈が、 

あなたのブログに設置したアマゾンのアフィリエイトタグ

をクリックして 

 

商品を購⼊すれば、定められた料率が報酬として発⽣する

仕組みになっています。 

 

 

amazon で稼ぐ為の５つの鉄則 
 

鉄則１． 

商品を選んで 

商標キーワードのブログ、サイトをつくりましょう。 

 

鉄則２． 

ページ数は、４００⽂字を５ページ 

もしくは、 
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２０００⽂字ぐらいのペラサイト 

 

鉄則３． 

あまり、考えずに、サラッとブログを量産しましょう。 

 

鉄則４． 

製品単価 ２万円前後の商品を選ぶようにしましょう。 

 

鉄則５． 

レポートを確認して、報酬が発⽣すれば、そのサイト（ブ

ログ）のページを増やしましょう。 

 

これが amazon でのアフィリエイトで稼ぐ⼀番のコツです。 
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アマゾンアソシエイトの報酬 
  

これまでは、 

アマゾンアソシエイト経由で売れた商品の個数に応じて報

酬の料率が変更するという 

「パフォーマンスプラン」が適⽤されていました。 

 

これが廃⽌され、 

売上個数のインセンティブなしの固定になりました。 
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最新の紹介率は次のとおりです。 

 

10% 

 Amazon インスタントビデオ 

 Amazon コイン 

8% 

 Kindle デバイス 

 Kindle アクセサリ 

 Kindle 本 

 デジタルミュージックダウンロード 

 Android アプリ 

 ⾷品&飲料 

 お酒 

 服 

 ファッション⼩物 

 ジュエリー 

 シューズ 

 バッグ 

 コスメ 

5% 

 ヘルス＆ビューティ⽤品 

 ペット⽤品 
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4% 

 DIY ⽤品 

 ベビー・マタニティ⽤品 

 スポーツ&アウトドア⽤品 

 ギフト券 

3% 

 本 

 ⽂房具/オフィス⽤品 

 おもちゃ 

 ホビー 

 キッチン⽤品/⾷器 

 インテリア/家具/寝具 

 ⽣活雑貨 

 ⼿芸/画材 

2% 

 CD 

 DVD 

 ブルーレイ 

 ゲーム/PC ソフト(含ダウンロード) 

 カメラ 

 PC 

 家電(含 キッチン家電、⽣活家電、理美容家電など) 

 カー⽤品・バイク⽤品 
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 腕時計 

 楽器 

0.5% 

 フィギュア 
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最後に 
紹介率の変更で、アマゾンでアフィリエイトする⽅が減っ

てきているようですが、 

 

アマゾンアソシエイトは、初⼼者にとっても、経験者にと

っても、稼ぎやすくて、報酬も安定しやすいです。 

 

私も３年前に作ったサイトから、 

コンスタントに報酬が発⽣しています。 

 

紹介率の変更は、マイナーなことです。 

 

それで、⽉に数万円の報酬の減少など無いと思います。 

 

ネットで商品購⼊する⼈は、 

アマゾンのサービスに満⾜して、 

その後は、必ずアマゾンで購⼊する流れになっています。 

 

アマゾンアソシエイツで⼤きく稼いでくださいね。 
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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︓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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