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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ようと思っている⼈、 

 そして、初めて⾒たけど、なかなか稼げない、 

 稼げるまでに⻑い時間と作業を続ける⾃信がないと思

っている⼈に 

 

まずは、⽉１０万円のアフィリエイト報酬を獲得する⽅法

を解説していきます。 

 

といっても、難しくて複雑な内容ではありません。 

 

たった２つの事 

 ジャンルの選定 

 キーワード選び 

に注⼒するだけで、 

３ヶ⽉⽬には 

⽉１０万円の報酬をゲットすることも可能です。 

 

シンプルにそして愉しくアフィリエイトの作業を⾏ってい

きましょうね。 
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１．アフィリエイトで売れるジャンルはコレ 

アフィリエイトをする上で、商品選びはとても重要ですね。 

せっかく時間をかけて作ったサイトやブログでも 

売れない商品をアフィリエイトしていたら 

稼げないですものね。 

あなたは、アフィリエイトで 

どんなジャンルのものを選んでいますか︖ 

 

既にアフィリエイトを何ヶ⽉もされていたら、 

 売れやすいジャンル 

 売れにくいジャンル 

が⼤体わかってきますよね。 



アフィリエイトで⽉１０万円を最速で稼ぐ為に必要な 

たった２つのポイントとは︕︖ 

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

6

 

売れ易いジャンルとしては、 

 ダイエット 

 美容 

 健康 

 育⽑ 

 脱⽑ 

 転職 

 婚活 

 投資関連 

 ⼝座開設  

などです。 
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要は、『悩み系』と⾔う事ですね。 

・お⾦の悩み（キャッシング・投資・転職等） 

・異性の悩み（綺麗になりたい・ダイエット・脱⽑・育⽑・

婚活等） 

・健康の悩み（健康⾷品等）  

どれもが悩みを解決する商品です。 

⼈は⽣きていく上で様々な悩みを抱えて⽣きています。 

⾦銭・仕事・病気・コンプレックス・美容・⼦育て・⼈間

関係・ 恋愛・・・等々、 

⼈それぞれ⼤なり⼩なりあるはずです。 

今では、インターネットという便利なものがあるので、 

どうやったらその悩みを解決することができるのか。 

検索すればいくらでも調べることが可能です。 

その悩みを解決してくれる商品が⾒つかれば、 

⼿に⼊れたいと 思うのが普通でしょう。 
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また、悩みの中には、 

 ⼈に⾔えない、 

 ⼈に⾒られたくないものもあり、 

 悩みによっては外出して購⼊することができない、 

 ⼈に会って購⼊したくない 

等の購⼊できない理由がある為、 

ネットで購⼊する⼈も多いわけです。 

  

ですので、「悩み系」というジャンルは 

アフィリエイトしていく上で 飽和することはありません。 

 

悩んでいる⼈が安⼼して購⼊できるようなサイトやブログ

が 出来上がったら、 

次にキーワード選定をしていかなければなりません。 
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 ２．初⼼者でも間違わないキーワード選定 
ここでも、やはり悩んでいる⼈の⽴場にたつ。 

ということが⼤切です。 

  

悩んでいる⼈がどういうキーワードで検索するのか 

ここを考えなければなりません。 

ですので、 

あなたが紹介する商品がどんな商品なのか 

ということは広告主のサイトをきっちり確認することで 

分かります。 

 広告主のサイトにはいくつものキーワードとなる ヒント

が隠れています。 

それを⾒逃さないということです。 

商品名以外にも、悩んでいる⼈が検索するであろうキーワ

ードは、意外にも広告主のサイトにあったりします。 
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ですので、 

売れているからとただ単に商品名の複合などを 選定する

だけでなく、 

広告主のサイトを隅々まで チェックしておく必要がある

のです。 

  

そうすれば⾃分では思いつかなかったキーワードが ⾒つ

かる場合があります。 

売れるジャンルは、ズバリ、悩み系、 

あとは、売れる商品・売れるキーワードで 売り上げＵＰし

ていきましょうね。 
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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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