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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/profiel 
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楽天アフィリエイトは⼤きく稼げないの︖ 
 

サイトアフィリで最初に始めるのは、 

楽天アフィリエイト。 

 

あなたも、やってみられたのでは・・・ 

 

でも、ブログを量産したのに、報酬の絶対額が少なく、

割に合わないと・・ 

早々と撤退したのではありませんか︖  

 

そうですね。 

 

報酬が１％の楽天アフィリエイト。5 万円の商品が売れ

たとしても、たった 500 円の報酬。 

 

これなら、やってられませんよね。 

 

我が国の最低賃⾦よりも低い作業を延々と⾃転⾞操業

のようにしていくのは到底、無理。 
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初⼼者が、始めに楽天アフィリエイトをして、挫折する⼈

が多いのは、このような理由なのではないでしょうか︖  

 

私は、他の⼈よりも、少しだけ多く努⼒をしたつもりです。 

 

それでも、 

⽉の報酬は、５万円を超える事はありませんでした。 

 

ある⽅法を始めるまでは・・・ 

 

この、ある⽅法でやり始めると、 

 

次の⽉には、報酬が発⽣ベースで 10 万円を超え、 

その翌々⽉には、確定ベースで３０万円（３０万ポイント）

を超えました。 

 

この⽅法を、このレポートの読者の⽅に共有していきたい

と思っています。 

 

また、楽天アフィリを⾏うにあたって 

「必ず稼げる商材の⾒つけ⽅」 

を解説していきます。 
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楽天アフィリエイトで稼ぐからくり 
 

楽天アフィリで稼ぐ為の、魔法の⽅法はありませんが、 

 

楽天アフィリエイトの報酬の仕組みを理解することで、 

稼ぐための⽅法が⾒えてきました。 

 

つまり、 

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に注⼒すれば良いのです。 

 

とても単純なことですが、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には︖ 

 

アクセス数を増やすには、どうすれば良いと思いますか︖ 

 

それは、当然、露出を増やすこと。 

サイトの数とそのサイトの中のページ数を増やすことです。 

 

これが、⼀番確かな⽅法です。 

 

つくれば、つくるだけ露出は増えます。 

でも、何か効率の悪い⽅法のようですね。 

 

そんな時に、バックリンクサイトを作って SEO 対策をした

り、SEO 業者からリンクを購⼊したり、そんな誘惑にから

れてしまいます。 

 

でも、SEO 対策で、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。 

 

サイトの量産が⼀番確かな露出を上げる⽅法です。 
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⼀定量のサイトの数は、必須だと思って 

作業していきましょうね。 

 

コンテンツ重視で、⼀つ⼀つのサイトを丁寧につくる事を

推奨されていますが、楽天アフィリの対象は、じっくり⽂

章を読んでくれる読者ではありません。 

 

質より量で攻めて⾏きましょう。 

 

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 

 

とにかくサイト閲覧者に楽天アフィリのタグをクリックし

てもらうだけで良いです。 

 

楽天アフィリエイトの最⼤の特⻑は、 

「cookie の有効期限が 1 ヶ⽉」アフィリタグさえ踏んでも

らったら他⼒本願で報酬が発⽣していきます。 

 

楽天市場での販売⼒、販促⼒はスゴイので 1 ヶ⽉以内に勝

⼿に物が売れるようになります。 
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２．クリック率を上げる為には 

 

クリックしたくなる誘導⽂、若⼲のコピーライティングの

スキルが必要です。 

 

でも、難しいことではありません。 

 

次の項⽬を意識して⽂章を組み⽴てるだけで OK です。 

 「いちばんお得、安い」 

 「期間限定、今だけ」 

 「著名⼈の評価、多くの⼈が評価している」 

 「楽天で購⼊すればこれだけのメリットがある」 

 

例えば、 

「マフラー」のキーワードでサイトを作ったとすると、 

 

サイトタイトル、記事タイトル、記事のなかに 

次のような⽂⾔を使いましょう。 

 

 

「新作マフラーが勢揃い︕」 

 <期間限定 楽天市場>  
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〜さんイチ押し 

売上ランキング〜週連続 NO.1 

 

このような⽂章で誘導すると、思わずクリックしてしまい

ます。 

 

商品説明はそれほど重要ではありません。 

 

購⼊するのは今しかない、 

それも楽天でと購⼊するのが⼀番メリットが⼤きいと思わ

せましょう。 
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３．成約率を向上させるには 

 

成約率を向上させることは、サイトの中で出来ることでは

ありません。 

何故なら、あなたの楽天アフィリのタグをクリックして、

楽天市場での、当該商品の紹介⽂を⾒ているからです。 

 

強いて⾔うなら、わかりやすい紹介⽂を掲載している商品

を選ぶようにしましょう。 

 

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 
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４．報酬単価をアップさせるには 

 

報酬単価を上げるには、単価の⾼い商品を選ぶことが必要

ですが、⾼くなればなるほど、購買に結びつく可能性が低

くなります。 

 

また、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、コントロールすることは難しいです。 

 

ただ、統計によると。 

掲載商品と同じぐらいの商品を購⼊する傾向にあるとのこ

と。 

 

例えば、低価格商品を楽天で購⼊する⼈は、その価格帯の

商品ばかりをチェックする傾向にあります。 

 

⾼価格帯を購⼊する⼈は、その価格帯の商品をチェックす

るようです。 

 

単価、２万円から３万円の商品をアフィリするのが、⼀番

良さそうですね。 
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楽天アフィリで絶対に売れる商材の⾒つけ⽅ 
 

アフィリエイトで⼤事なのは、商品選び、 

商品名がキーワードなら、必ず売れる商品・商材さえ、選

ぶことが出来れば、報酬は後から付いて来ます。 

 

ここでは、 

楽天アフィリエイトでの商材選びについて解説して

いきます。 

 

楽天アフィリエイトのやり⽅については、 

いろんなやり⽅がネットで紹介されていますが、 

商材選びに関しては、私のやり⽅は少し違います。 

  

多くの⽅が実践されているのは、 

楽天市場でのランキングを⾒て商材を決めて 

それを Yahoo の検索窓に⼊れて、 

複合キーワードが出てくれば、ブログをつくる 

確かにこのやり⽅は成功法で間違っていないと思いますが、 
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初⼼者が最短で報酬を発⽣させるには、 

ある程度のスキルが要求されてきます 

  

アフィリエイト初⼼者は 

 商材の注⽬ 

 商材の新鮮さ 

を考慮する必要があると考えます。 

  

商材の注⽬度に関しては 

  

楽天アフィリエイトのサイトの注⽬キーワードから 

商材を選びます 
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この場合なら 

 マリンゴールド 

 ⽣おせち 

等です。 

  

この内容は１週間でかわっていきます 

（更新は⽕曜⽇のようです） 

その他のキーワードをクリックして現われる画⾯で 

トレンドを先読みしてライバルに差をつけて成果アップを

⽬指そう 

に表⽰される商材から選んでみてください 
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この内容は２週間でかわっていきます 

（更新は隔週の⽕曜⽇のようです） 

１⽇に 

２商材ぐらいのブログをつくるペースで進めると良いです 

次に新製品を取り上げるようにしましょう 

  

新製品情報は google のアラートサービス

(https://www.google.co.jp/alerts) 

があるので、 

新製品情報をメールで通知してもらえるようにすると良い

ですよ 

楽天は殆んどの新製品を扱っているので、問題ありません 

 キーワードを⾒つけるスキル 
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 SEO のスキル 

 コンテンツ作成のスキル 

これらのスキルが、まだ、未熟な段階では、 

注⽬度と新鮮さで勝負していきましょう 
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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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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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