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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 
2015 年の狙い⽬︕は、まとめサイトの運営 

 

ネット副業には 

 アフィリエイトサイト作成、 

 せどり 

 メルマガ 

 ブログ、NAVER、２ｃｈまとめサイト 

 

他にも、いろいろありますが、 

 

初⼼者が始めやすいものとして 

「まとめサイト」があります。 

 

初⼼者がつくりやすく、 

PV が集めやすいので報酬も発⽣しやすいです。 

 

また、 

 

コンテンツを考える必要もありません。 

 

効率化しやすいツールも⼿頃な価格で販売もされ、 
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つくったまとめサイトは資産として稼ぎ続けてくれます。 

 

将来的に本業にもできるので、 

 

是⾮、まとめサイト運営を始めてみましょう。 
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まとめサイトが稼げる理由 
 

稼ぐために必要なのはサイトにアクセスを集めることです。 

 

この PV（ページビュー）を集めれば集められるほど、 

広告やアフィリエイト商品を購⼊してもらう可能性が⾼く

なるため、⾃分の収⼊も増えていきます。 

 

まとめサイトのポイント・メリットとは︖ 
 

１．PV を集めやすい 

 

サイトに PV を集める⼀番基本的な⽅法が SEO 対策です。 

 

この SEO 対策は google や yahoo などの検索で上位にきて

もらうための対策のことです。 

 

これがサイトにアクセスを集めるための最も基本的な⽅法

になるのですが、 

 

はっきり⾔って⼤変です。 
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特に報酬の⾼いキーワードや商品、例えば FX や美容系、カ

ード系などは、競合サイトも本格的に SEO 対策に取り組ん

でいるため、なかなか検索順位で上位にいくことはできま

せん。 

 

 

そうなると当然サイトへのアクセスはほとんどなく、収⼊

もないというようなことになってしまうのです。 

 

しかし、まとめサイトはこうした問題に⽐較的強い傾向に

あります。 

 

通常、アフィリエイトサイトは 1 つのサイトに 1 つのキー

ワードを設定して、そのキーワードで上位になろうとがん

ばります。 

 

ビッグキーワードになれば、検索数はものすごく多いので

すが、当然ライバルも多く、新規参⼊者、特に初⼼者のア

フィリエイターが作ったサイトには 

 

まったくアクセスがなく、すぐにサイト閉鎖をしてしまう

ということになります。 
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まとめサイトが有利なのは、ロングテールでキーワードを

とりやすいということです。 

 

ロングテールというのは簡単に⾔うと、 

 

⽉間の検索数が少ないキーワードでもそうしたキーワード

をたくさん取り込めれば、トータルでは膨⼤なアクセスを

得られるというものです。 

 

通常、まとめサイトは⼤量の記事を作成し、定期的に更新

していきます。 

 

その記事が増えれば増えるほどアクセスが増えやすくなる

のです。 

 

これは、たとえ特定の記事で検索順位が全く上位にいかな

くても、他の記事のいずれかが上位にいけばアクセス数は

稼げるという考え⽅です。 

 

つまり、数打てば当たるという⼿法ともいえます。 
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通常のサイト運営には、記事を作成するには⾮常に時間が

かかります。 

 

その結果、検索順位で上位にいかなければ全くアクセスが

稼げず割りにあいません。 

 

しかし、まとめサイトは⾃分で記事を考える必要がないの

で、⾮常に⼿早く更新することができ、結果、数打てば当

たるという戦法が打ちやすいのです︕ 

 

それに加えて、相互 RSS といった 2ch まとめブログならで

はの独⾃⽅法でも集客できます。 
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２．コンテンツを考える必要がない 

 

まとめサイトは記事（コンテンツ）を⾃分で考える必要が

ないため、記事更新が楽です。 

 

通常、ブログを書くとかなりの時間がかかります。 

 

特にアフィリエイトサイトを作ろうと思えば、 

 

そのジャンルについて勉強をして、記事を書くなんてこと

も当たり前です。 

 

 

そうすると 1 記事作成に数時間なんて普通にかかってしま

います。 

 

しかし、まとめサイトでは、2ch などの掲⽰板から元のコ

ンテンツをもってきて、まとめるだけですので、⾮常に効

率的に記事が作成できます。 

 

すると次第に PV が増えていき、収⼊が増えていくようにな

ります。 
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３．効率化ツールがあります 

 

まとめサイトの記事更新が簡単とは⾔っても、実際には結

構な時間がかかります。 

 

記事元を探し、まとめ、html にし、記事を投稿するという

流れは⾮常に⾮効率です。 

 

最初はがんばれてもすぐにつらくなるでしょう。 

 

 

しかし、まとめサイトには専⽤のツールがいくつか存在し

ています。 

 

フリーのものも、有料のものもあります。 

 

ソフト内だけで記事探しから更新までが⾏えるので⾮常に

効率的です。 

 

最初は試しにフリーのものを使⽤して、ある程度の⽬星が

付いて来た段階で有償のものを検討してみてはいかがでし

ょうか。 
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４．資産になる 

 

まとめサイトブログは資産になります。 

 

まとめサイトの場合、独⾃ドメインで運⽤すれば完全に⾃

分のサイトになることから、稼げるサイトは資産となりま

す。 

 

こういう点からもまとめサイトは⾮常に魅⼒的なネット副

業なのです。 
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今、まとめサイト運営が狙い⽬な理由は︖ 
 

まとめサイト⾃体や、まとめサイトの運営者の数が、2014

年 3 ⽉に起きた 2ch 転載禁⽌騒動以降、減っています。 

 

逆に考えるなら、新規参⼊する余地ができています。 

 

まとめサイトをある程度運営し続けて規模が⼤きくなれば、 

⽉間 100 万円クラスを稼ぐ⼈も増えてきます。 

 

また、トップクラスの⼈は数千万円とも⾔われています。 
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まとめサイトおすすめのジャンルは︖ 
 

まとめサイトに新規参⼊する場合のおすすめのジャンルは、

ゲームやアニメです。 

 

これらのジャンルは新しいソフトや番組が増え続ける上に、 

ファンがつきやすいためです。 

 

特定のゲームのまとめサイトを作れば、知識がなくてもユ

ーザーを獲得できる可能性は⾼いです。 

 

 

有名なソフトは競合も多いですが、少しマニアックなソフ

トやアニメに参⼊すると、⼀定数のＰＶを得やすいので、

新規参⼊者でも始めやすいです。 
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まとめサイトツールの有⽤性について 
 

しかも、まとめサイトを⾃動でつくるソフトを使えば、記

事更新が容易なので、複数サイトの運営も楽々できます。 

 

「2ch.sc」を始め、「おーぷん 2 ちゃんねる」、「爆サイ」、

「talk」など主要な掲⽰板を対応済みのものが多く、⼈気ス

レッドを⾃動抽出して、レスの編集も⾃由⾃在。 

 

簡単にまとめることが可能なのです。 

 

 

他にも、 

 

Twitter 上で、いま盛り上がっている注⽬キーワードを 1 ク

リックで⾃動収集したり、 

 

関連するツイートを抽出して、⾃⾝のサイトに⼀括投稿が

出来るものもあります。 

 

 

Twitter の反応をまとめることで、掲⽰板のレスとは違うテ
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イストの記事が出来上がります。 
 

 

複数サイトの運営をすることで、トータルの期待収益を増

やすことができるのです。 

 

まとめサイトをつくるのは、ツールを使わなくてもできま

す。 

 

ただし、効率性は⾮常に悪いため、本気で稼ごうと考えて

いる場合に絶対にツールを使⽤したほうが良いです︕ 
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まとめサイトの作り⽅ 
 

１⽇の作業量は︖ 

 

まとめサイトの記事更新は 1 ⽇ 3 記事から 5 記事を、コン

スタントに続けていく必要があります。 

 

 

まとめ記事作成のステップは︖ 

 

まとめ記事作成は、3 ステップ 

 

 ステップ１  記事元となるスレを探す 

 

 ステップ２  記事をまとめる 

 

 ステップ３  記事を投稿する 

 

この作業に要する時間は、⼿作業の場合、1 記事 1 時間ぐ

らいはかかります。 

 

１⽇ 5 記事投稿するのなら 5 時間かかってしまいます。 
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まとめサイト作成にはツールを使うのが効果的ですね。 

 

 

まとめサイトのツールを使うと記事作成が最速 1 分ででき

てしまいます。 

 

記事元のスレ探しから、投稿までが 1 分でできてしまうの

で、６０分の１の作業量ですみます。 
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最後に 
アクセス、PV が集めやすくて、ネタに困らない「まとめサ

イト」 

 

膨⼤なコンテンツをツールを使って短時間でつくれてしま

います。 

 

そのまとめサイトが、充実するにつれて、報酬が上がって

いき、半永久的に稼ぎ続ける「打ち出の⼩槌」になってく

れますよ。 
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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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