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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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はじめに 
 

これからのアフィリエイトはスマホ︕ 

 

とにかく 

スマホを意識したサイトを作らないと⽣き残れません。 

 

初⼼者で全くサイトを作ったことがない⼈は、 

そもそもどこから⼿を付けていいのかわからない︕ 

 

今まで PC サイトでアフィリエイトしたきた⽅、 

今では、アクセスの殆んどがスマホからですよ。 

 

初⼼者の⽅が勘違いしていのが、 

スマホサイトはスマホで作るべきだという勘違いです。 

 

スマホだけを利⽤してサイトが作れてしまうと思うかもし

れませんが、スマホアフィリエイトサイトはＰＣで作りま

す︕ 

 

何故スマホだけじゃだめなのか︖と⾔うと 

デザインや広告の貼り付けなどサイトのカスタマイズの際
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にどうしてもＰＣを使った⽅が効率がよいからです。 

 

どこからも⾒れるデザインをレスポンシブルといいます 

 

どこからアクセスしてもきれいで⾒やすく分かりやすい記

事であること。 

 

PC から、タブレットからそしてスマホからの全てのお客様

を逃がさないサイトを作ることが重要です。 

  

  

確かに最近のアフィリエイトのアクセスはスマホからが多

いですが、スマホだけを意識して、パソコンやタブレット

の市場を無視したデザインのサイトを作ってしまうと、 

 

こんどはスマホ以外からアクセスがあった場合、⾮常に⾒

にくくて、すぐに訪問者が去る＝有益ではないサイトにな

ってしまいます。 

 

PC やタブレットを無視して作ったとしても、⾒にくくて訪

問者がすぐに去ってしまうことで、google の評価が下がり、

検索順位を下げてしまうので注意しましょう。 
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レスポンシブルデザイン対応のテンプレートでサイトをつ

くりましょう 

 

スマホユーザーにあったサイトつくりをしないと、 

報酬が下がってしまいますよ。 

 

このレポートでは、スマホユーザーに特化したサイトの作

り⽅を解説していきます。 
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PC ユーザーとスマホユーザーの違い 
 

キーワードは短めに 

 

スマホの検索キーワードは⾮常に短い︕ 

 

スマホの検索窓はＰＣに⽐べると⾮常に狭いですよね︖ 

画⾯が狭いので当然ですが、その狭い画⾯の中に検索キー

ワードを打ち込むわけですから、短く２〜３語ぐらいにな

ると思います。 

  

となると、複合キーワードニッチな市場を狙うというのは

⼤切ですが、キーワードの前半にはスマホでアクセスしそ

うなタイトルを先に持ってきた⽅が良いです。 

  

ちなみにスマホで検索されやすい⾔葉は 

「誰にも知られたくない⾔葉」が多いです。 

 

スマホユーザーの傾向 

 

スマホでたまたまアクセスした場合は、⼩さなスクリーン

で⻑⽂を読まないし、何記事も連続して読んでくれること
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はまれです。 

 

その場合は先に⽬次を作っておく、結論を書いてから理由

を書くなどの⼯夫をした⽅が良いです。 

 

スマホサイトの利⽤者は短気。まずはそれを⼼に刻んでく

ださい。 

  

⻑い説明,たらたらとした⾔い訳を読んでいるうちに別の

ページに⾶んでしまうということを忘れないでおきましょ

う。 

 

スマホサイトで稼ぐ⽅法 
スマホユーザーへの対策 

 

１０００記事などの膨⼤なコンテンツを作るよりも、 

２０〜３０記事位の⼩規模なマニアックなサイトをいくつ

も作った⽅が良いです。 

 

スマホの場合は 1000 ページもあるような⼤きなサイトを

作る必要はありません。 

 

⼤体広告関連のカテゴリを２〜３個⽤意すれば⼗分です。 
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リンク先の広告の中から⼀押しの特徴なり機能や効果に合

わせてカテゴリを⽤意しそこに記事を書いていく。 

 

例えば健康サプリを扱うのであれば、その効果を三つに分

けて、記事を⾜して⾏く、 

 

または効果＋利⽤者の声(感想など)にわけて記事を⾜して

⾏くという感じです。 

 

ディスプレイの関係上⼀度の⽂字数に限界があるスマホサ

イトでは先に結論。 

 

次に理由という⽂章の⽅が読んでくれる確率が⾼いです。 

 

例えば箇条書きで⽂章の結論をところどころまとめていく。 

 

Ｑ＆Ａの短⽂を繰り返すなどの⼯夫をしてみましょう。 

  

次にタイトルの⾯⽩さには気を付けた⽅が良いでしょう。 

 

 

ＨＰでは専⾨的なものが求められますが、スマホ利⽤者の



初⼼者がスマホアフィリエイトでぶっち抜く禁断の⼿法︕ 

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

10

多くがＬＩＮＥ,フェイスブック,ＭＩＸＩなどのコミュニ

ケーションツールとして利⽤している⼈が多いことから考

えても、堅苦しいサイトよりもカジュアルな記事の書き⽅

の⽅が好まれます︕ 

 

テキストリンクを活⽤しましょう 

 

また、バナーリンクの場合は⼤きさが崩れることもあるの

で、テキストリンクがおすすめです 

 

⼀番注意したいのはバナー広告です。 

 

スマフォに特化したサイトを作りたいのであれば、バナー

のサイズには気を付けてください。 

 

ロングバナーを使ってしまうとスマフォで表⽰された時に

画⾯からはみ出してしまいます。 

  

タブレットの種類によって最適なサイズは違うと思うので、 

 

分からなければまずはテキスト広告にしましょう︕ 
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アフィリエイトのジャンル決め 
 

⾳楽,ゲーム,マンガの３つのジャンルは 

デジタルコンテンツと⾔われる商品。 

 

個別のタイトルでスマホサイトを作ってもよいですが、 

⾳楽,ゲーム,マンガなどの⼤くくりでサイトをつくること

にも平⾏して挑戦しましょう。 

 

これは⼀度作ってしまえば無限に配信することが可能であ

り、それゆえもっとも利幅のあるビジネス商品となります。 

 

だからこそ参⼊者も多く、⼀度成功すれば、ATM 状態にな

ります。 

 

クリックや⻑い⽂章を嫌うスマホ利⽤者のためには最終的

に⼀ページで雑⾳をなくした、つまり余計なキーワードを

省いたサイトを沢⼭作ってあげた⽅が親切なのです。 

  

個別ページをどんどん増やすのではなく、情報に素早く検

索者をたどり着かせる⼩規模サイトを複数作るべき。 

 

利⽤者は気が短く⻑い⽂章を好まないです。 
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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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