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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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はじめに 
 

今からネットビジネスを始めようと思っている⽅、 

 

 本当に稼げるのでしょうか︖ 

 全体の５％程しか稼げてないという話も良く聞くし・・・・ 

 ネットビジネスもいろんなジャンルがあって、何に⼿を付けてい

いのか分からない 

 

こんな漠然とした悩みを持っておられると思います。 

私も同じでした。 

 

⾒るもの、聞くもの初めてのことばかり、 

胡散臭い情報が⾶び交っているようで、 

最初は怖くてなかなか始められませんでした 

 

でも、 

始めてしまうと、いつの間にかどっぷり浸かってしまって 

毎⽇の報酬の報告に⼀喜⼀憂する⽣活になってしまいました。 

 

私の経験から、初⼼者の⽅でも 

迷わずに成果を出せる最速で最善の⽅法をお教えします。 
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ネットビジネスのジャンル 
 

ネットビジネスといってもさまざまですが⼤きく⼤別すると 

 

アフィリエイト系 

販売代理店となって、売上額の歩合計算で⼝銭を獲得する。 

 

オークション・せどり系 

商品の在庫を持ち、売買価格の差額で利益を出す。 

 

他にもネットビジネスと称されるいろんなビジネス形態があります

が、初⼼者が始めるとしたら、上記のうちのどちらかで始めることを

オススメします 

 

商品の⽬利きが出来る⽅は、オークション・せどり系が良いかもしれ

ませんね。 

 

でも、在庫を抱えるために資⾦需要が発⽣し、梱包、発送、⼊⾦管理

などの細々した作業も必要になります。 

 

だから、まずはアフィリエイト系のジャンルで⼿堅く稼ぐことが初⼼

者の⽅には⼀番のおすすめです。 

 

稼げるジャンルの商品知識が豊富で、尚且つ好きなジャンルであれば

ベストですが、⼤抵の⽅は、そうではありませんね︕︖ 

そのような⽅でも、ネットアフィリエイトビジネスで必ず稼げる⽅法

を伝授します。 
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コンスタントに稼げる８つの⽅法 

 

１．メンターをみつけましょう 
初⼼者が誰にも相談せずにアフィリエイトを⾏うのは⼤変です。 

 

報酬は上がるにしても、常に 

 

 これでいいのか︖  

 どこか間違っているのでは︖  

 間違った⽅向に突き進んでいるのでは︖ 

 

と不安になります。 

そんな時に、相談出来る⽅を⼀⼈つくりましょう。 

 

といっても、 

そんな⼈どこにいるの︖との質問が聞こえてきそうですが、 

 

ネットでいろんなことを検索している時に、アフィリエイト系の情報

商材の販売者のサイトを⾒ることがありますよね︖ 

 

それらのサイトを吟味して、 

なるほどと⼀番納得出来る⽅のメルマガに登録しましょう。 

 

そうすれば、毎⽇、メルマガが来るはずだし、 
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 キーワードのこと 

 コンテンツのこと 

 SEO のこと 

等、 

 

サイトを作る上での悩み事や相談事があれば聞いてみればよいです。 

 

メンターの経験からいろんなアドバイスをしてくれます。 

 

それでも、気が引けるなら、安い商材でも購⼊するといいですよ。 

 

情報商材を販売するアフィリエイターはたくさんおられます。 

 

その中で、あなたが⼀番信頼するアフィリエイター（メンター）と交

流を持ちましょう。 

 

稼いでいるメンターさんのウエブサイトを⾒ると、完成度が⾼く、ち

ょっと近寄りがたく、 

 

また、⽉に７桁稼いでいるとかなると、雲の上の⼈のように思えてし

まいがちですが、彼らも、数年前は、多分あなたと同じ⽴場だったと

思います。 

 

躊躇せずにメンターの懐に⾶び込むことが稼ぐ最短距離です。 
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２．同じレベルのアフィリエイターと交流 
 

もう⼀つ⼤事なことは、 

あなたと同じレベルのアフィリエイターさんと交流をもつことです。 

 

同じレベルであれば、遠慮無く、いろんな質問をぶつけあうことが出

来るし、あなたの抱えている悩みを、⼼底理解してくれると思います。 

 

情報交換をすることで、アフィリエイターとしてのレベルも向上して

いきます。 

 

そこで⼤事なことは、ギブアンドテイクの精神です。 

 

情報をもらうだけではなく、同じだけの情報を提供しましょう。 

 

アフィリエイトの作業は孤独で⾟いですが、仲間がいると思えるだけ

で、作業のモチベーションも上がり、⼼強く感じますよ。 

 

また、同じレベルの⼈には、あなたの⽅から積極的に声がけしていき

ましょう。 
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３．ユーザー、読者の為になる情報を⼼がける 
 

サイトアフィリを始めたばかりの時は、ユーザー（読者）よりも 

google にいかに評価してもらうかばかりに気を配ってしまいがち。 

 

読者に良い情報を届けようにも、アクセスしてもらわないと、 

つまり、上位表⽰されないと何も始まらないと思ってしまうわけです。 

 

それで、無機質な⽂章でキーワード出現率とか気にしたりして、全然、

読者と向き合わないわけです。 

 

これは、⾃殺⾏為に等しいということ、ご存知でしたか︖ 

 

つまり、SEO 対策が上⼿く⾏って上位表⽰されたとしても、 

読者の滞在率、時間、直帰率などを検索エンジンが評価して、 

再度、順位を付け直します。 

 

読者の共感が得られないサイトと評価されれば、順位は必ず下がるだ

けではなく、下がった順位から上にはあがりません。 

 

ここをしっかり理解したうえで、検索エンジンを意識せずに読者（ユ

ーザー）に直接訴えかける記事を書きましょう。 
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４．あなたの強みを意識する 
 

サイトアフィリの作業は多岐にわたっています 

 

 商材のリサーチ 

 ライバルサイトに打ち勝つ⼿法 

 キーワード選び 

 タイトルの付け⽅ 

 リライトの⽅法 

 オリジナリティの出し⽅ 

 画像の探し⽅ 

 画像の魅⼒的な掲載⽅法 

 リンクの送り⽅ 

 サイトの管理の仕⽅ 

 

これらの作業の中でも、得意、不得意があると思います。 

 

その得意な作業、つまりあなたの強みを意識します。 

 

そして、その得意部分が感じられるサイトにしていきましょう。 

 

すると、サイトに息吹が感じられるようになり、他の⼈では簡単に真

似できない魅⼒的なサイトに変⾝していきます。 

 

読者（ユーザー）の共感も、より獲得することが出来、すべてのこと

が良い⽅に転がっていきます。 
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５．悩み系の商材を研究すること 
 

例えば脱⽑、育⽑、ダイエット、これらの分野は鉄板です。 

 

ご⾃分の体験から、 

商品の評価や競合商品との⽐較が出来るまで研究すること。 

 

その研究成果をサイトにまとめてみれば、少なくとも読者が満⾜され

るサイトとして注⽬されていくでしょう。 

 

６．⽇々の作業を好きになること 
 

私の経験では、毎⽇、３つのサイトをつくることをノルマとしていま

した。 

 

リサーチ、キーワード選び、コンテンツ作成、SEO 対策、サイトア

ップ、既にあるサイトのメンテとかなりの作業量になってしまってま

した。 

 

報酬が思ったように上がらないと、ノルマを増やし、⼀⼈ではやりき

れない作業量になってしまってました。 

 

それで、報酬が思い通りに上がっていたかといえば、「NO」です。 

 

ノルマとしてやっていたので、すべての作業が雑になり、サイトも⾯

⽩みにかける無機質なものとなってしまいました。 
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そこで、⾃分の得意な分野「フィットネス系」で⾃由にサイトをつく

ったところ、SEO 対策も何もやらないのに、６ヶ⽉程、検索順位の

１ページ⽬をキープしました。 

 

複合 KW では１番を取っているものも有ります。 

お陰様で、この１商品だけで、毎⽉、サラリーマンの初任給ぐらいの

稼ぎは有ります。 

 

サイトアフィリエイトの基本を無視して⾃由レポートの様なサイト

の⽅が、Google に好かれていることがわかりました。 

 

稼げるジャンルという制約はありますが、好き勝⼿に記事をかけるだ

けの商材を⾒つけることが稼ぐための近道です。 

 

楽しみながら書いているのか、義務として書かされているのかは、読

者にも Google にもお⾒通しなのです。 
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7．つくったサイトに極度の思い⼊れは禁物 
 

先ほどの話とは、少し⽭盾するかもしれませんが、 

アクセス解析などで分析することも時には必要ですが、アクセスが急

に落ちた時など、凹んでしまって、サイトの⼿直しをしてみたりしが

ちですが、 

 

「そういう⽇もある、いつかはアクセスも戻ってくる」と思っておき

ましょう 

 

このサイトで稼げなくなったらどうしようと⼼配すればするほど、そ

の通りになりますので「いずれは、Google も私のサイトの良さに気

づくはず」と考えておけば良いのです 

 

その間に、他に好きな商材を⾒つけてサイトを好きに作っていけば良

いのです。 
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8．⼩⼿先の技術に頼らない 
 

サイトアフィリの教科書には 

 

 キーワード出現率 

 アフィリタグの位置 

 バックリンクの有効性 

 ⽇本語ドメイン、中古ドメイン 

  

いろんなことがまことしやかに書かれています。 

 

でも、こんなまやかしに騙されてはいけません。 

 

現在、継続して報酬を発⽣させている私のサイトでは上記のことを実

践していません。 

 

逆に、忠実に教科書通りにやっているサイトで継続して稼がせてもら

っているサイトは皆無です。 

 

つまり、⼩⼿先の技術に頼らずに、好きなことを読者が満⾜するカタ

チで記事を書いていけば、それが評価され、検索順位も上がり、サイ

ト訪問者もふえます。 

 

もともと、読者を満⾜させるコンテンツになっているのでコンヴァー

ジョンも⾼く、報酬につながっていきます。 
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おわりに 
 

今回、解説させて頂いた 8 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。 

 

肩肘張らずに好きなことを好きなようにサイトをつくってください。 

 

あなたの成功を⼼から願っています。 
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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】 
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