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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 
アフィリエイトで⼤事なことは 

 

 作業・⾏動 

 稼ぐマインドを持つこと 

 

どちらが⼤事かと⾔えば、圧倒的に稼ぐマインドが⼤事。 

 

稼ぐマインドを持ちさえすれば、 

 

 ⽬標は適切に設定できる 

 作業のやり⽅に悩んだりしない 

 たとえ悩んだとしても対処の⽅法がすぐにわかる。 

 

稼ぐマインドは、潜在意識を有効に活⽤すれば、 

簡単に⼿に⼊れることが出来ます。 

 

このレポートでは、稼ぐマインドと潜在意識の活⽤につい

て解説していきます。 
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潜在意識へのアプローチ 
 

何をすれば良いの︖ 

 

「何をやればいいのか分からない」 

「⾃分は何が好きなのか分からない」 

 

何かやりたいのだけども、やれないという⽅は、 

とても「もったいない⼈⽣」を送っているわけです。 

 

⼈が何かを「やりたい︕」というパワーは、 

とても⼤きいです。 

 

何をやりたいか分からない⼈は、 

何でもいいから始めてみる事をおすすめします。 
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⾃分の⾏動を変えてみる。 

 

⾃分の⾏動を変えることが、とても重要なのです。 

 

「今までと違う休⽇の過ごし⽅をする」 

「通勤の経路を変えてみる」 

「少し遠くまで散歩に出かける」 

 

簡単な事で⽣活に変化を与えてみましょう。 

 

「何をやりたいのか︖」 

「⾃分とは︖」 

潜在意識と常にコミュニケーションを持ちましょう。 

 

変化があると刺激があります。 

 

簡単な変化が必ず⾃分の「潜在意識」を刺激します。 

 

ただ常⽇頃「意識」する事がとても⼤事なのです。 
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ひらめきは潜在意識からのメッセージ 

 

「意識」すると「ひらめき」があります。 

 

ひらめきは潜在意識からのメッセージです。 

 

ひらめきを⼤事にして、 

その声に⽿を傾けて⾏動すると、 

新しい⾃分を発⾒することが出来ます。 

 

 

「ポジティブ思考」 

 

「ポジティブ思考」は成功においてはとても⼤事です。 

 

たとえ失敗したとしてもそれを失敗と認めた上で、 

失敗を「ポジティブに転換」させる事が⼤切です。 

 

発想を「ポジティブ転換」へを癖にすると、 

⼈⽣が少し楽な⽅向に向き希望が⾒えてきます。 
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「気づき」 

「気づき」はふとやってきます。 

 

 物事が、そして⼈⽣が上⼿くいってる時、 

 また何をやっても上⼿くいかない時、 

 

誰にでもやってくるものですが、 

 

ある⼈はそれを敏感に察知しますが、 

当たり前過ぎて、分からないという⼈もいます。 

 

これは⼈間にとって⽣きていく上でとても⼤切で重要な

「⼼に訴えかける変化」です。 

 

 

「ささやき」を信じましょう 

迷った時は 

潜在意識が訴えかけてくる「ささやき」を信じましょう。 

 

ひらめきは必ずいつかやってきます。 

なぜなら⾃分の潜在意識に⽇々「何が有益か...」を植え込

んでいるのですから。 
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思考は現実化する 
引き寄せの法則について 

「ひらめき」「ポジティブ志向」「気付き」で 

 

潜在意識とコミュニケーションによるささやきが聞こえる

ようになると 

 

 良い⼈に出会うようになった 

 奇跡だと思うことがよく起こる 

 欲しい情報が良く⼿に⼊る 

 何かやるときに、進みが早い、⾏動しやすくなる 

 頭の回転が速い 

 直観が鋭くなる 

 

引き寄せの法則により、こんなことが起こります。 

 

潜在意識が願望を実現させます 

 

本当に欲しいもの 

本当になりたいもの 

本当に・・・な事 
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本当に必要ならば、もうすでに願いは叶っています。 

 

願いが叶わない原因は、 

３％の顕在意識でどれだけ願っても、 

９７％の潜在意識が否定しているからです。 

 

「ナポレオン・ヒルの思考は現実化する」 

 

この本を読んで実践して、結果が出る⽅は、 

潜在意識を活⽤していくのに準備が出来ている⽅です。 

 

「ナポレオン・ヒルの思考は現実化する」を実⾏して、 

思うような結果が出ない⽅は、 

 

「潜在意識を活⽤するぞ」と決めて、 

「その後に引き寄せられてくる潜在意識の学ぶ⽅法」を実

践してみるといいですよ。 
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潜在意識の活⽤の仕⽅ 
成功する為の⾏動をとるには、潜在意識に、成功するため

の考えや、思い、⾏動を記憶させなければいけないのです。 

 

そうすることで、 

物事の⾒⽅やとらえ⽅が変わり、 

成功するために必要な情報をキャッチし、 

⾏動するようになるからです。 

 

潜在意識への願望の記憶のさせ⽅ 

 

では、どのように潜在意識に記憶させればいいかと⾔うと、 

 

それは、強く意識することです︕ 

 

「成功したいと思います」より 

「成功します︕」の⽅が、思いが強いです。 

 

でも、もっといいのは、「成功した」とか「成功してます」

と現在形で思う事です。 

 

ようするに、潜在意識に「成功してる」と記憶させれば、

無意識でも成功するための思考や⾏動をとります。 
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アフィリエイトで成功するためには 
 

アフィリエイトで成功するために、 

潜在意識を変えましょう︕ 

 

「潜在意識」は 

⾃覚されることなく、⾏動や考え⽅に影響を与える意識。 

⼼の奥深い層にひそんだ意識。  

 

潜在意識は変化を嫌います 

 

潜在意識は基本的に変化を嫌います。 

なので、現在の状態から何かを変化させようとすると、 

潜在意識が働き元に押し戻そうとします。 

 

アフィリエイトは、潜在意識から変えて⾏かないと 

なかなか成功は難しいと思います。 

 

そのために。 

 

まずは、毎⽇⽬の付く所に⽬標を書いておきましょう︕ 

 

例えば、「半年後にアフィリエイトで⽉収７桁」とか 
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あまり無謀な⽬標は⾏けませんが、頑張れば出来る⽬標を

書いてみてください。 

 

 

こんな簡単なことですが、毎⽇⾒ることによって潜在意識

が、それが当たり前のようになってくると、⾏動が変わっ

てきます。 
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おわりに 
「全ての結果は⾃分が作り出したものだ」 

「⾃分 の⾝に起こる全ての出来事は⾃分に原因がある」 

 

と受け⼊れることが出来れば、  

「⾃分の⼈⽣を良くするのも、悪くするのも、その全ての 

責任は⾃分にある」 

という考え⽅になり、  

「⾃分の⼈⽣を変えられるのは、⾃分だけ」 

という思考が ⽣まれるのです。 

 

あなたが、⾃分の⼒で現状を本気で変えようと思ったとき、 

それを感じ取った「潜在意識」が、 

 

 ⽬標達成 

 夢の実現 

 ⽣きる⽬的 

 やる気 

 集中 

 忍耐 

 問題解決 

 

などに必要な ⼒をすべて与えてくれます。 
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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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