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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 
このレポートでは、 

即効でアクセスアップする⽅法を伝授いたします。 
 

SEO、被リンクなど、厄介で⾯倒な⽅法ではなく、 

作業時間は、僅か１０分、即効でアクセスが集まります。 

 

初⼼者でも迷わずに出来る再現性のある秘密の⽅法です。 

 

後半では、アクセスアップの体系的な理論をわかりやすく

解説します。 

 

さてこのレポートをDLして頂いたあなたには、 

 

今後のあなたのアフィリエイトに役⽴つ 

プレゼントをご⽤意いたしました。 

 

アフィリエイトの実践に便利な８種類のツールをセットに

したプレミアムツールパッケージです。 
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こちらよりご請求ください。 

↓ ↓ 

インターネットビジネスプレミアムツールパッケージご請

求ページ 

http://netfukugyo.com/8toolpack/ 

 

このレポートのことに関してご質問等ございましたら、 

こちらからお問い合わせください。 

↓ 

お問い合わせフォーム 

http://form.os7.biz/f/3a515281/ 
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即効でアクセスアップする秘訣 
 

アクセスアップ術とは︖ 

 

ツイッターとブログアカウントを⽤意するだけ︕ 

 

早速、アクセスアップ術を解説します。 

 

最初に 

 

ヤフーのトップページの「リアルタイム」 

 
 

 

をクリック 

 

すると、次の画⾯が表⽰されます。 
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ランキングで話題のキーワードが表⽰されますので、 

出来るだけ上位のキーワードを選択し、クリックします。 

 

ここでは、ランキング２位のキーヴをクリックすると、
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上記の画⾯が表⽰されます。 

 

リツートの多いツイートを少しだけ、リライトしてツイー

トすれば、かなりの確率で上位表⽰されます。 

 

また「注⽬キーワード」を含んだツイートに誘導先 URL を

⼊れて投稿するとブログ、サイトへの誘導も簡単に出来ち

ゃいます。 

 

 

リアルタイムのキーワードを含めたツイートがタイムライ

ンに流れるとアクセスが集まり始めます。 

 

これだけの単純な作業で、速攻でアクセスが集まるように

なります。 
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サイトの訪問者数を増やすには︖ 
 

サイトのアクセスが増えない・・・ 

 

サイトのアクセスが増えなくて悩んでいませんか︖とくに

やり始めの頃は「サイトのアクセスが思ったように増えな

い」というの悩みがあると思います。 

 

サイトへのアクセスを増やすにはＳＥＯだけと思っている

なら、ここを読んで考え⽅を変えてみましょう。 

 

 

アクセスはどのように増えていくのか︖ 

 

独⾃ドメインでレンタルサーバーを借りて運営しているサ

イトが、どのようにアクセスが推移していくかを解説して

いきます。 

 

アクセスの推移は、サイトを作り始めてからの⼀定期間は

殆ど増えません。 

 

ある時期を境に急激に伸びるパターンが多いです。 
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パワーブログの平均的なサイトを例に、 

 

初⽉にトップページとカテゴリページを７ページ、その後

は週に 1 ページ程度で記事を追加していき、サイトを作り

始めてから約 1 年後には、サイト全体で約 80 ページほど

のボリュームを例に説明します。 

 

副業でアフィリエイトをされている⽅は⼤体このぐらいの

ペースだと思います。 

 

ナチュラルリンクが⼤体１００本ほど、８０ページのパワ

ーブログとしては、良い⽅だと思います。 

 

このサイトに来る新規ユーザーは、ほぼ１００％検索エン

ジンから来てくれます。 

 

質の⾼いコンテンツを１年間継続して作り続けると１年間

で約３０万ページヴューのアクセス数にはなります。 
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アクセスを増えるサイトの作り⽅ 
 

サイトのメインテーマは 

キャパの多いものを選ぼびましょう。 

 

これがアクセスを集められるか集められないかの 

⼀番のコツです。 

 

これを意識するだけで、 

後のアクセス集めが⾮常に楽になります。 

 

 

どれだけ良い記事を書いても⾒る⼈のキャパが少なければ

実際アクセスを集めるのが難しくなります。 

 

例えば、 

テーマを「アフィリエイト」よりも「副業」にして 

サイトを作るほうが対象が格段と多くなります。 

 

その⽅が⾒るユーザー数のキャパが⼤きいですね。 
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ユーザーのキャパが多ければ多いほど、 

そのテーマのサイト数が少なければ少ないほど 

アクセスが集めやすくなります。 

 

稼いでいる⽅はビッグキーワードで稼ぎの⼤半を得ている

ように思えるかもしれませんが、実際はスモールワードで

ユーザーを呼び込んで稼いでいる⽅が⽐率的には多いよう

に思います。 

 

ロングテールSEOは意図したキーワードで意図した⼩規模

な流⼊を⽣み出すコンテンツを意図して作ってアクセスを

集めることです。 

 

でも、実際には、拾われやすいキーワードの選定をしてそ

のキーワードで内的な SEO をして、中⾝のある記事を書く

ってことをする⽅がアクセスも爆発的に増やせます。 

 

コンテンツを書くときはアクセスを集めやすい１つのキー

ワードを選定して、そのキーワードについてのみ具体的に

中⾝のある記事を書くことで検索からユーザーが来るよう

なコンテンツが出来上がります。 

 

1 ページあたりのアクセスは少ないけど確実に毎⽇アクセ



僅か１０分で１０００以上のアクセスを瞬間で集める秘伝の方法 
《アフィリの実践に便利なツールが無料で手に入りますよ》 

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

13

スが集めることが出来る「ミニキラーコンテンツ」を数多

く作れれば、最終的には⼤きなアクセスになってくれるは

ずです。 
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アクセスが集まりやすいテーマの⾒つけ⽅ 
 

 

アクセスが爆発するサイトとそうでないサイトの違いはな

んだと思いますか︖ 

 

答えはサイトのテーマの選び⽅です。 

 

アクセスが稼げるサイトになるかならないかは「サイトの

テーマ」でほぼ決まります。 

 

要するに、 

アクセスが集まりやすいテーマを選ぶという事です。 

 

アクセスが集まりやすいテーマを⾒つけるにはやはり経験

が必要です。 

 

いくつもサイトを作り経験するしかないです。 

 

ただし、初⼼者でもアクセスが集まりやすいテーマを⾒つ

けられる簡単な⽅法があります。 
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「このテーマ良さそう」というのを⾒つけたら、取りあえ

ずそのテーマを横展開し、数⼗ページのサイトをいくつか

作ってアクセスが集まりやすいかどうか半年ほど調査しま

す。 

 

とにかくサイトを複数作っておいてアクセスの動向を調査

する、アクセスが集まるテーマがあればそれに絞って本格

的にサイトを作り始めるのです。 

 

実はアクセスが集まるテーマでサイトを作れば、数ページ

しかないサイトでもアクセスは集まります。 

 

数⼗ページ程のパイロットサイトをまずは作ってみて、ア

クセス数の伸びや被リンクの増え⽅などを⾒てからのサイ

ト作成がお勧めです。 

 

やみくもに内容のないコンテンツを量産し、ロングテール

でアクセスを稼ぐという考え⽅は捨てるべきです。個⼈的

に感じるのは、意味のないページを増やしてもアクセスは

絶対に爆発しません。 

 

とにかく他にないオリジナルのコンテンツ、誰にも真似で

きないコンテンツを作ることです。これだとページ数は少
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なくても結構なアクセス数になって収益も早い段階で発⽣

します。 

 

多少サイトを作るまでに時間が掛かってもテーマ選びは慎

重にするほうがいいですよ。 

 

アクセスが集まるテーマを⾒つけられるかどうかが「稼げ

るアフィリエイター」と「稼げないアフィリエイター」と

の差です。 
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ユーザー⽬線になれるかどうかでが⼀番⼤切 
 

パソコンやスマホの向こうのユーザーを想像しながらサイ

トを作っていくという事が重要です。 

 

これが意外と難しいものなんですよ。 

 

ユーザーが商品をネットで購⼊する時の気持ちや状態をイ

メージしながら書くってことでキーワードが絞られて検索

から来るユーザーのニーズによりマッチしやすくなります。 

 

ネットの向こうにいる検索するユーザーの状態がどういう

状態なのかは気にしておきましょう。 

 

 

サイトで物を買うユーザーの状態は 

 

１．その商品を全く知らない 

２．その商品の名前ぐらいは聞いた事がある 

３．その商品はある程度知っているが購⼊する気はない 

４．その商品に興味があって更に詳しい情報がほしい 

５．その商品はよく知っていてすでに購⼊したい 
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６．その商品を購⼊したいがどこで買うかを迷っている 

 

 

購⼊してくれるユーザーにも⾊んな状況の⼈がいるという

ことを知っておきましょう。 
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商品説明など不要です 
 

あなたは今まで 

商品の説明を書いているだけではありませんか。 

 

あなたが物を購⼊するときは、商品のことはをどこかでし

っかり情報を得ていて、それが買えるお店を探すためにお

出かけしている状態か、お店を知っているなら、すでに買

う気満々でお店に⼊ると思うのですがどうでしょうか︖ 

 

購⼊する意欲を⾼めるサイトを作るのではなく、最後のひ

と押しをするんです。サイトに来るユーザーは買う気満々

なんですからずっと簡単なはずです。 

 

買う直前のユーザーをイメージしてコンテンツを作るって

事です。 

 

商品の説明ページなんぞメーカーや企業の公式サイトを⾒

てもらえばいいんですから。 

 

購⼊する直前のユーザーは商品の説明を聞きたいわけじゃ

ないはずですよね。買う気満々の⼈に商品の説明している
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無駄なサイトになってませんか︖ 

 

商品を説明するトップページを作り、あとは下位切り⼝の

違うコンテンツをどんどん作成していくだけです。コンテ

ンツに購⼊する直前のユーザーをイメージしたコンテンツ

です。 

 

購⼊意欲の⾼いユーザーを検索から呼び込むためのコンテ

ンツを作成することが成功するコツです。 

 

購⼊意欲が⾼いユーザーを呼び込むためのコンテンツを作

るコツは、⾃分が購⼊するきっかけになった理由や使った

感想を考えてキーワードを決めてタイトルを付けるってこ

とです。 

 

初⼼者が「商品名」をキーワードにしてしまうと間違いな

く撃沈します。 

 

アフィリエイトの場合、相⼿をイメージせずキーワードを

適当に決めてぼやけた記事を書いてしまうとＳＥＯ的に弱

くなります。 

 

どんなユーザーが検索から来るか分からないまま「似たよ
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うなキーワードのアフィリ記事」をたくさん書いてしまう

という事にもなりかねません。 

 
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 

 

 



 

 

 

 

 

 

僅か１０分で１０００以上のアクセスを瞬間で集める秘伝の⽅法 

《アフィリの実践に便利なツールが無料で⼿に⼊りますよ》 

http://navi-info.org/ 
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