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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 
 

まとめサイトが腐るほどあるのはなぜでしょうか︖ 

 

それは、 

「儲かるから」 

です。 

  

不⼈気サイトでも、毎⽉⾷っていけるくらいは稼げます。 

 

それに、まとめサイトの引⽤なので、⽐較的簡単に作るこ

とが出来ます。 

 

このレポートでは、 

 

 まとめサイトの収益源 

 まとめサイトのアフィリエイトのやり⽅  

 スマホ⽤のまとめサイトについて 

 

解説していきます。 
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まとめサイトの収益源  
 

まとめサイトの報酬は次の３つから獲得出来ます。 

 

 アフィリエイトタグ (amazon リンクや楽天リンク)  

 クリック広告  

 ⽉間契約広告 

 

 

アフィリエイトタグ  

amazon や楽天のアフィリエイトタグをまとめサイトに貼

ってアフィリエイト報酬を獲得します。 

 

ゲームブログとか、商品を紹介しやすいまとめサイトをつ

くるのが儲けるコツです。 

 

「このゲームが⼈気ですよ︕」 

といってアマゾンリンクを張ってみましょう。  

 

アマゾンリンクを⼀度、クリックするとからアマゾンに移

動すると、PC 内部にアフィリンク経由という情報が残りま

す。  
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その結果、その時に購⼊せずとも後⽇思い出してアマゾン

から買うと、まとめサイトに報酬が発⽣します。 

 

 

※Amazon のクッキーの有効期限はリンクを踏んでから

24 時間なので、期限を過ぎてからの購⼊は成果に含まれま

せん。 

 

 

まとめサイトを⾒る前から買おうと決めていたゲームがあ

ったとすると、 

  

記事にのってるから価格とかが気になってアマゾンリンク

を踏む→後⽇買う。 

 

としてだけでもまとめサイトの報酬となります。 

  

これがスゴイです。 

  

⽉間 PV が 100 万くらいの中堅以下サイトで、⽉に 10 万

ほどの収益となります。 

 

 



まとめサイトで確実に安定収益を稼ぐ３つの⼿法 

【２０１５年 今が絶好のチャンス︕︕】 

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

7

 

クリック広告 

クリック広告は単純にクリックすることで報酬になるハー

ドルの低い広告です。 

 

もちろん、⾒るだけ(表⽰されるだけ)では報酬になりませ

ん。 

 

紹介する商品をサイト側で選べるアフィと違って、広告の

内容は広告会社から⾃動配信されます。  

 

そのため、どうしてもアフィほどは爆発的に稼げることは

ありません。 

 

まとめサイトの上の⽅や左右等、⽬⽴つ位置に広告を配置

されましょう。 

 

ユーザがクリックすると、広告会社にもよるが、1 円〜8 円

くらいの報酬となります。 

  

ただしこの単価は、PV 数とクリック率によって広告会社に

設定された値となります。 
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「今⽇はたくさんクリックされた︕ どれだけ稼げたか

な︖」 

って思っても、クリック単価がやけに安く設定されていた

りして、稼げなかったりもします。 

 

広告会社の⼀存で、単価がコロコロ変わっていきます。  

サイト側としては、こっちはちゃんとユーザ集めてるのに

なー。とがっかりすることもあります。 

 

クリック広告の儲けは、⽉間 PV100 万のサイトでちゃんと

した広告会社を選び、⽬⽴つ箇所に広告を置いたという前

提で ⽉に 3 万ほどの収益にしかならない ですね。 

 

PC がスマホと違い、マウスというピンポイントでクリック

できるデバイスを使っていることが原因 ではないかと思

います。 

 

もっと突っ込んでい⾔えば、PC では誤クリックが少ないた

めクリックは相対的に少ないです。 
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⽉間契約広告 

 

サイトがある程度成⻑してユーザが集まるようになってく

ると、広告会社からのメールが頻繁に届くようになります。 

  

内容は「我々の会社のこのような広告を、あなたのサイト

のこのページに⽉間○万円で載せてもらえませんか︖」と

いうものです。 

 

これは管理⼈とメール連絡がとれるサイトである必要があ

る ので、必ずまとめサイトにはプロフィールとメールでの

連絡先を記載しておきましょう。 

 

アフィリエイトタグやクリック広告と違い、契約さえすれ

ば安定した固定の儲けが必ず⼊るのが嬉しいですね。 
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スマホまとめサイト 
 

クリック広告の本領発揮は、スマホサイトがメインとなり

ます。  

 

コンテンツを増やす⼿間が必要な PC サイトに⽐べ、シンプ

ルで稼げるスマホサイトは⼿間に対する収益が段違いです

ね。 

 

スマホ⽤のまとめサイトの良いところは  

 

1. 最近 iPhone 使い始めました︕というユーザが、まとめ

紹介アプリから⼊ってくる場合があります。 

 

2. PC ⽤サイトで記事を登録すれば、スマホ⽤サイトにも⾃

動で記事が反映され、⼿間がかかりません。 

 

そして何より・・・  

 

誤クリックが多い 。⾮常に多いです。 

これが本当にでかいです。 
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スマホは指で操作する都合上、どうしても思ったところ以

外がタップされる可能性が⾼くなります。 

 

そしてその結果、間違って広告をタップしてしまったとし

ても、ユーザは 

「間違ったところをタップした⾃分に原因がある」 

と思う傾向があります。  

 

 

その読み込み終わってからズレて広告を押すってのも、計

算のうちです。 

  

0.7 秒とかウェイトをかけてから画⾯に表⽰する⽅法もあ

りますね。 

 

 

お気に⼊りのまとめサイトをよく⾒てみましょう。 

  

妙にボタンの近くに広告が表⽰されていないですか︖  

 

トップに戻るボタンの近く、最新の記事へのリンクの近く、

画⾯下のあたりにフワーっと浮き出る広告、等々・・・  
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みんな誤クリックを狙ったものですよ。  

 

 

PC ⽤サイトとスマホサイトの広告クリック率の差は  

 PC サイト 0.1%以下  

 スマホサイト 1.7〜1.9%  

 

このくらい違ってくるものです。 

 

スマホ⽤のクリック広告のクリック単価は、2〜5 円と PC

版に⽐べ少し安くなります。 

  

それでも、クリック数の違いから断然スマホサイトが稼げ

ます。 

  

スマホ⽤サイトの⽉間 PV が 100 万だったとしても、⽉の

収益は軽く 20 万を越すほどとなります。 

 

PV ⽤サイトは⽉間 PV が 100 万だったとしても、⽉の収益

が 3 万程だとすると、 

 

なんと、6 倍から 7 倍の報酬となります。 
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この誤クリック中⼼とした広告収益モデルは⻑く続かない

とは思います。 

  

いずれ広告会社と契約している広告主が、クリック数の割

りに売り上げが上がらない事に気付く でしょう。 

 

その時は、現在多くのスマホユーザに不快感を与えている、

スマホクリック広告が下⽕になることでしょう。 

 

 

android ならアドブロックブラウザてアプリ使えば広告消

せます。 

 

 

まとめサイトの報酬の割合は、報酬額が 30 万円としたら、 

 

 アマゾンなど PC サイトアフィ ８万円  

 PC サイトクリック広告 ２万円  

 PC サイ⽉間契約広告 5 万円  

 スマホサイトクリック広告 15 万円 

 

という感じです。 
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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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