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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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最初に 
あなたはノウハウコレクターという⾔葉を聞いたことがあ

りますか︖ 

 

おそらくアフィリエイトを実践している⽅なら皆さん聞い

たことがあるかと思います。 

 

ノウハウコレクターが、 

 

 稼げない⽅ 

 カモにされる情報弱者 

 

の代名詞になっているようで、 

ちょっと違うかなと思います。 

 

いずれにしても、ちょっとしたきっかけで稼げる潜在⼒を

持っているノウハウコレクターが、稼ぎに⽬覚める⽅法を 

お話しようと思います。 
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ノウハウコレクターとは 
 

ノウハウコレクターとは、ノウハウを購⼊するというその

⾏為⾃体に満⾜してしまい、何も⾏動を起こせない、また

は少し実践しただけですぐにやめてしまって、また他のノ

ウハウを繰り返し購⼊し続け、いつまで経っても結果を出

すことができない⼈のことを指した⾔葉です。 

 

ネットビジネス、アフィリエイトの分野だけで通じる⾔葉

です。 

 

これはアフィリエイトに参⼊したばかりの初⼼者の⽅によ

く⾒られる傾向であります。 

 

でも、実際にアフィリエイトで稼いでいる⽅の殆んどが、

この時期、ステージを経験されています。 

 

従って、あなたが、現在、ノウハウコレクターだと⾃覚し

ていても、⼼配する必要はありません。 
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ノウハウコレクターは良くないこと︖ 
 

ノウハウコレクターと⾃覚していても、決してわるいこと

ではありません。 

 

確かに、⾦銭的（経済的）に⾟いことではりますが・・ 

 

ノウハウというものは、効率よく作業をして結果を出すた

めのものです。 

 

まず最初は⼀つのノウハウを徹底的に極め、ある程度結果

を出し、スキルを⾝に付けてから他のノウハウに⼿を出す

べきなのです。 

 

ちょっとこらえ性がないのが⽋点かもしれません。 
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ノウハウコレクターになってしまう原因︖ 
 

その原因としてあげられるのは、 

 

1. 知識が少ない 

2. 初めはなかなか結果が出ない 

3. 他のノウハウに⽬が移る 

4. 稼ごうという決意が弱い 

 

 

知識が少ない 

 

アフィリエイトを始めたばかりの頃は知識が少ないため、

稼ぐために、どのような作業を、どんな順番で、どんな優

先順位でやれば良いのかがわからない。 

 

また、やはり初⼼者に適したアフィリエイト⼿法というも

のが存在するのですが、どれがそれに当てはまるのかまっ

たくわかりません。 
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始めはなかなか結果が出ない 

 

いくら初⼼者⽤のノウハウや⼿法で⾏っても、アフィリエ

イトで最初の結果が出るまでは、かなりの時間がかかって

しまいます。 

 

特に、最初の３ヶ⽉は、頑張って実践していてもあまり結

果を出すことができないため、その稼げない時期に作業が

嫌になってしまい、 

 

「この作業、時給換算でいくら︕︖」 

と考えてしまいます。 

 

あとちょっとで結果が出るのに次に⽬が移ってしまいます。 
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他のノウハウに⽬が⾏ってしまう 

 

結果がなかなか出ない頃に、 

「果たして、このノウハウで稼げるのだろうか︖」 

との懐疑⼼が出てきます。 

そして、他のノウハウに⽬移りしてしまい、今実践してい

るノウハウをやめ、そちらのノウハウを購⼊してしまうの

です。 
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稼ごうという決意が弱い 

 

副業で軽い気持ちで始める⽅が多いため、ちょっとやって

稼げなかったらすぐにやめてしまうことが多いです。 

「アフィリエイトで９５％の⼈が 5,000 円も稼げない」と

いう通説を真に受けて、⼀⽣懸命にやっても、⾃分が５％

の仲間⼊りは難しいと、勝⼿に思い込んでいる。 

 

だから、ノウハウコレクターが多く⽣まれてしまうのかと

思います。 
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ノウハウコレクターから脱出するには・・ 
 

脱ノウハウコレクターをするための⼀番の⽅法は 

「環境を変えてみる」ことです。 

 

結果を出せていないなら成功者が集まる環境へと⾶び込む

ことが何よりも⼤事です。 

 

成功者が集まる環境に⾶び込むのは最初は勇気がいるかと

思いますが、それができなければあなたは変わることはで

きないのです。 

 

成功者が主催するセミナーに参加したり、 

今まで、購⼊した教材などの販売者に質問をしてみたり、 

 

最初は勇気がいりますが、すぐ慣れてくるものです。 

 

できれば結果を出せている⽅と頻繁に接触できる環境がベ

ストです。 

 

これがノウハウコレクターから脱出して結果を出すための

最短の、⼀番の⽅法です。 
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こうして⾃分のいる環境をどんどん⾃由にコントロールで

きるようになれば、どんどん収⼊も増えていきます。 

 

結果を出せている⼈はほとんどがこのような道筋を歩んで

いますし、結構シンプルな⽅法です。 
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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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