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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 
 

アフィリエイトを始めた頃にやっていた事でこれは失敗し

たなと後悔したことをまとめました。 

 

つまり、この失敗事例を参考に、反⾯教師としてアフィリ

エイトの作業を⾏うことで、初⼼者でも最短で稼げるよう

になります。 

 

 

「アフィリエイトで初⼼者が稼ぐためにやるべき 10 箇条」 

を参考にしてくださいね。 
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１．始めからサイトを量産しない 
 

サイト量産型で稼いでいる⼈はいるのですが、 

初⼼者が取り組むにはハードルが⾼くなっています。 

 

サイトの量産をノルマとしていると、どうしてもサイトの

質が低下してしまいます。 

 

質の良いサイトを量産する分には全然構わないのですが、

ゴミサイトの量産では先がありません。 
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２．同時に複数サイトの制作に取り掛からない 
 

同時に複数サイトの制作に取り掛かるのもお薦めしません。 

 

仮にサイトのアイディアが複数浮かんだとしても 1 つずつ

しっかり作って⾏きましょう。 

 

1 つのサイトの完成が⾒えた段階で 2 つ⽬の制作に取り掛

かるのが良いと思います。 

 

複数の事を同時に進⾏していくのは、サイトアフィリに慣

れてからにしましょう。 
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３．1 つのサイトにこだわり過ぎない 
逆に 1 サイトに愛情を注ぎ込みすぎるのも問題です。 

 

特に初めて作ったサイトでやりがちなのですが、 

そのサイトではどう頑張っても稼げないのに 

無駄な修正を繰り返してしまう⼈が少なくありません。 

 

初めて作ったサイトが、いきなり稼ぐサイトになる事はほ

とんどないと覚悟しておきましょう。 

 

たとえ、めちゃめちゃ質の良いサイトができたとしても 

そのサイトが稼ぎ出すようになるまでに時間がかかる場合

が多いです。 

 

⼀応の完成を⾒た時点で、次のサイトを作り出すのが良い

と思います。 

 

これは SEO の部分にも⾔えることですが、 

サイトが評価されるまでには時間がかかります。 

 

果報は寝て待てのことわざにあるように、忘れた頃に成果

が発⽣するものです。 
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４．オリジナルコンテンツを作るように⼼がける 
 

コピペばかりで、オリジナルコンテンツが無いサイトは、 

SEO の⾯で評価されません。 

 

これだけインターネットが⼀般化し、ユーザーの IT リテラ

シーが上がっている状態では、オリジナルコンテンツが無

いと、アクセスを集めることができても成約数を増やすこ

とは難しいでしょう。 

 

オリジナルコンテンツを作るのは、それほど難しくありま

せん。 

 

ユーザーが求めている情報であればそれはもうオリジナル

コンテンツです。 

 

商品を売るという意識から、ユーザーが何を求めているの

かという意識に変えることが出来れば、⾃然とどんなコン

テンツを作れば良いのかが⾒えてくると思います。 
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５．メインよりもサテライトに時間を使うことをしない 

 

メインサイトの評価を上げるために被リンク⽤のサテライ

トサイト制作はかかせないのですが、 

 

現在の Google は⾃作⾃演リンクに対するペナルティが厳

しくなっています。 

 

被リンクがなくてもアクセスを集めることは可能ですので、 

まずはメインサイトの質を上げることに集中した⽅が良い

と思います。 

 

中⾝がないサイトにアクセスを集めた所で、ザルで⽔を汲

むようなものです。 

 

受け⽫をしっかり作った上でアクセスを注ぎ込むのが良い

と思います。 

 

ただし、アクセスがないサイトに⼒を⼊れてもしょうがな

いという側⾯もあるので、 

 

バランスが⼤切ですね。 
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ひとまずそのサイトにとって必要な情報を詰め込んで、 

その後でサイトを更新しつつサテライトサイト作りに取り

組むのが良いと思います。 

 

ただ、⾃演リンクのリスクを考えると、コンテンツがある

サイトであればサテライトサイト作りは必要ないのではと

私は思います。 
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６．順位アップ、アクセスアップを⽬的にしない 
 

検索順位を上げることやアクセスアップさせることが⽬的

になってしまうと、⼀向にアフィリエイト収⼊は増えない

でしょう。 

 

もちろん検索順位を上げたりアクセスアップさせることは

重要なのですが、これらは⽬的ではなく⼿段です。 

 

そのキーワードで上位表⽰すれば絶対に稼げるという事が

わかっている場合でも、そういったキーワードは既にライ

バルたちがひしめき合っていますので、 

 

初⼼者がそこに挑むのは無謀だと思います。 

 

仮に SEO に集中し、2 年後、3 年後に上位表⽰できたとし

ても、SEO に集中していなければその間に沢⼭の稼げるサ

イトが作れたかもしれません。 

 

アフィリエイトの⽬的は商品やサービスを売ることですの

で、ゴールから逆算して⾏って今何をすべきなのかを考え

ていきましょう。 
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７．サイトデザインにこだわり過ぎない 
 

アフィリエイトサイトでもデザインは⼤切なのですが、 

⼀定のレベルをクリアしていればそこを極める必要はない

と思っています。 

 

特に、スマホ全盛の昨今、デザインよりもコンテンツが⼤

事ですね。 

 

テンプレートをそのまま使うぐらいから始めていけば良い

と思います。 
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８．得意ジャンルのサイトを作る 
 

初⼼者の⽅はまずは⾃分の得意ジャンルのサイトを作るの

が良いと思います。 

 

アフィリエイトに関するスキルがない状態で、不得意ジャ

ンルのサイトを作ることはとても難しい作業になります。 

 

仮にサイトが作れたとしても、ユーザーの興味を引くよう

なコンテンツができるとは思えません。 

 

その分野に対する知識がある⼈と無い⼈が書いた⽂章とで

は、説得⼒が全く違ってきます。 

 

得意なジャンルが無いという場合は、⼀つの分野を、にわ

か勉強でも良いので、極めるつもりで知識を深めましょう。 

 

また、⾃分が興味があるジャンルのサイト作りに挑戦して

も良いと思います。 

 

勉強しながらサイトを作っていくのは⼤変ですが、興味が

あれば続けられるはずです。 
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９．⾊々な⼈の意⾒に左右されない 
 

⼈の意⾒に左右されるのは、良くありません。 

 

知識がない場合、得た情報を次から次へと試していき、サ

イトがグチャグチャになってしまう事も珍しくありません。 

 

⾊々な所から情報を集めてくるのは良いのですが、しっか

り軸を持ってブレずにやっていきましょう。 

 

成功者の意⾒全てが⾃分にとっての正解とは限りません。 

 

アフィリエイトは⾊々な⼈の意⾒を聞くと混乱する場合が

多いです。 
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１０．これはと⾔う⼈の意⾒も聞き⼊れましょう。 
 

既に成功している⼈であれば⾃分のやり⽅が確⽴されてい

るでしょうが、初⼼者は⾊々な物を吸収して取り⼊れてい

く必要があります。 

 

早い段階でメンターと呼ばれる⽅を⾒つけるのも稼ぐには

⼤事なことです。 
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最も重要なことは︖ 
 

アフィリエイトで成功するために最も重要な事が「継続」

です。 

 

続けなければ成功は⾒えて来ません。 

 

逆に続けていれば誰にでもチャンスがあるのがアフィリエ

イトです。 

 

全く収⼊に繋がらない状態で続けるのは⼤変なのですが、

始めの半年、1 年ぐらいは思ったように成果が上がらなく

ても諦めずに続けていきましょう。 
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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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