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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 

 

 考え⽅が変われば⾏動が変わる 

 ⾏動が変われば、結果が変わる 

 結果が変われば未来が変わる 

 

結果を出している⼈は、 

かならず失敗を乗り越えています。 

 

そして、その失敗を失敗として考えていません。 

 

「失敗とは、成功するまでの道のりの途中である。」 

このように考えるわけですね。 

 

また、失敗は成功の反対語である、 

と思っている⽅が多いようです。 

 

しかし、成功の反対は、 
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「⾏動しないこと」なのです。 

 

このことをしっかりと覚えて頂きたいのですが、 

いったいなぜ、このように⾔えるのでしょうか。 

 

失敗は、成功に近づいているのに対して、 

⾏動しないことは、成功に１歩も近づいていないからです。 

 

⾏動して、何かしらの結果を⽣み続けること。 

 

これは、結果を出すために、避けては通れない道です。 
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稼ぐために重要なもの 

 

アフィリエイターとして 

稼ぐために重要なものとは何だと思いますか・・・︖ 

  

  

 スキル︖  

 テクニック︖  

 ノウハウ︖  

 マインド︖ 

 

これらすべてが必要ですが、 

その中でも⼀番必要なものは何でしょうか︖ 

 

稼ぐために持ち続けなければならない⼀番⼤切なものは、

「マインド」です。 

 

別の⾔葉で⾔うと「⼼構え」です。 
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もちろん、「スキル・テクニック・ノウハウ」を持ち合わせ

ていれば、稼ぐことに有利なことは間違いありません。 

  

 でも、 

その全てが稼ぐことに繋がるかはわかりません。 

 

こだわりすぎると、結果が出ていないことに焦ることにも

なり、モチベーションも下がってしまいます。 

  

アフィリエイトで稼ぐという明確なマインド、⼼構えがあ

ることで、技術やテクニックは後でついて⾏きます。 
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稼ぐマインドとは、 

まず⾏動してみることです。 

 

そこで、わからないことにも出くわします。 

 

それを、まず⾃分だけで徹底的に調べてみる。 

ほとんどの事はネットでググれば答えはみつかります。 

 

この検索能⼒を磨くことで、ネットビジネスに必要なスキ

ルやテクニックなどは⾃然に養われます。 

 

最初に全てをそろえてアフィリエイトを始めるより、 

やりながら考え⾜りないものを⾝につけていけばよいと思

います。 

  

  

アフィリエイトで稼ぐための心構えとは？ 
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アフィリエイトで稼ぐ︕と思っている⽅の中には 

「本業・副業・お⼩遣い稼ぎ」考えは様々だと思います。 

  

しかし実際に稼ぐことを⽬的としたとき、本業の意識で取

り組むことが絶対に必要です。 

 

しっかりとした基盤ができるまでは副業でも⼗分だと思い

ますが、意識が副業感覚ではよくありません。 

  

 「本業意識を持つ」これがとても重要です。 

  

本業の意識でアフィリエイトに取り組めば、 

モチベーションの低下を抑えることができます。 

  

そして、 

アフィリエイトを本業にしていこうと考えたときには、 

しっかりとした⼼構えで作業をこなしてモチベーションも

維持し報酬を獲得していかねばなりません。 



アフィリエイターとして稼ぐために○○が一番重要 
《稼げない 95％に入らないための唯一の方法》 

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

10

 

でも、はじめたばかりの初⼼者は、やり⽅もわからず、 

モチベーションの維持は⼤変でもあります。 

 

このステージでは、 

稼ぐマインドを確⽴することが重要です。 

 

もし、モチベーションの低下を感じても最低限の作業を⾏

い、継続させることを優先させましょう。 

  

アフィリエイトで稼ぐと決めた以上、 

副業であっても本業の意識が必要不可⽋となってきます。 
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ゴール（目標）とプロセス（過程）を明確化 

 

アフィリエイトに限らず何かで稼ぐ、 

または成し遂げるためには 

 

ゴール（⽬標）・プロセス（過程）の明確なイメージがとて

も重要です。 

  

 ⽬標として、 

アフィリエイトでどれだけ稼ぎたいのか︖ 

しっかりとした⾦額を設定することが重要です。 

 

現実的で具体的な⽬標をたてましょう。 

そして、 

 

そこに到達するまでのプロセスも、出来るだけ具体的なイ

メージを持ちましょう。 
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曖昧なイメージでは、モチベーションも低下してしまい、 

その結果、ゴールにもなかなかたどり着くことができなく

なってしまいます。 

  

明確な⽬標をイメージすることで、 

それに必要な過程（スキル・労⼒と時間・戦略）も⾒えて

きます。 

  

イメージができたら、 

全体像を確認してスタートしていきます。 

 

これにより、 

「現状やるべきこと・やらなくてよいこと」 

の優先順位も明確になるため、 

効率の良い仕事に繋がります。 

  

そして、⾃分で決めたことは、 

何があっても継続していくこと 
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これを忘れないように・・・ 

  

何事も続ける（継続する）ことで思考⼒やテクニックも⾝

についていきます。 

 

やはり「継続は⼒なり」ですね。 

  

稼ぎ続けるにはそれほどにマインドが重要となってきます。 

  

そしてこのマインドが植えつけられれば、 

多少の不具合が起きても諦めることはなくなるでしょう。 

  

 更に進み、アフィリエイターとしてモチベーションを維持

し稼ぎ続けると考えたとき、 

 

アフィリエイトの作業が楽しくなり、そうなると⼀気に報

酬もアップしていきます。 
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あなたのアフィリエイトライフがより良い⽅向へ向かうこ

ととなれば幸いです・・・ 
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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 



 

 

 

 

 

 

アフィリエイターとして稼ぐために○○が⼀番重要 

《稼げない 95％に⼊らないための唯⼀の⽅法》 

http://navi-info.org/ 

 

Copyright (C) 矢野昭二  All Rights Reserved. 

 


