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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 
サイト（ブログ）アフィリ、メルマガアフィリで報酬を獲

得するには、⽂章を読者に読んでもらう必要があります。 

 

ところが、ネット上に情報が氾濫している状況で 

 読者にクリックしてもらう、 

 開封してもらう 

 

ことは並⼤抵のことではありません。 

 

そこで、このレポートでは、思わずクリックしてもらえる

⽂章の書き⽅やレイアウトの簡単な作り⽅を解説していき

ます。 
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思わず買いたくなる⽂章を書くには○○が有効 
 

アフィリエイトで、 

思わず買いたくなる⽂章ってありませんか︖ 

 

サイトアフィリで⽉５０万円稼いている⼈と⽉１０万円の

⽅の⽂章を⽐較してみると 

 
知らない間に引き込まれていく⽂章なのかどうかが、 
ポイントだと思います。 
 

でも、そんな⽂章、なかなか書けない。 

 

そもそも、⽂才がないのだから・・・ 

 

もしかしたら、 

あなたもこんな⾵におもっているかもしれませんね。 

 

無意識化の問題やニーズに気づかせる 

 

悩みを抱えている⽅は、その解決⽅法がわかれば、⾃分で

なんとか処理します。 

でも、多くの⽅は、 
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その悩みの本質に気づいていないのです。 

 

 だから、気づかせてあげる。 

 

 ⾃覚させてあげる 

 

という訴求⽅法がとても有効なのです。 

 

たとえば、 

 

休⽇も疲れが抜けないお⽗さんへ。 

 

もしかすると、その原因は、ビタミン B1 の不⾜にあるか

もしれません。 

 

この⽂章の後に、ビタミン B1 が不⾜するとどのような症

状が現われるかと⾔う説明 

 

ビタミン B1 の不⾜を補う商品の紹介があれば、このお⽗さ

んは、紹介された商品を試してみようと思うのではないで

しょうか︖ 

 

あまり深く考えていなかったけど、⾃分にはこんな問題が
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あったのか 

 

という気づきで、読者との距離がグッと縮まります。 

 

  



思わずクリックしてもらえる⽂章とレイアウトの作り⽅ 

【初⼼者必⾒ 報酬が３４５％アップ】 

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

8

真似るだけで売れる⽂章がつくれるテンプレート 
 

アフィリエイトを初めて、最初にすることは、 

成功者のやり⽅を真似ることです。 

 

最初から、⾃⼰流で突っ⾛っても、 

どこかで壁にぶち当たります。 

 

とくに、サイトアフィリで売れる⽂章を書くには、 

実績の出やすいテンプレートを使うようにしましょう。 

 

テンプレートを使うことで、ネタがあれば、 

スラスラと書くことが出来ます。 

 

テンプレートのあるなしでは、かかる時間が３倍ぐらい違

うものです。 

 

それに、読みやすく設計されているため、成果も出やすい

です。 

 

  

 

ここで、 
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共感を呼ぶ⽂章のテンプレートをご紹介します。 

 

 「商品名」 

 

 「キャッチコピー」 

 

 「ベネフィットを含む商品概要」 

 

 「ベネフィットの根拠」 

 

 「信頼性を⾼める」 

 

これが、基本のテンプレートです。 

 

この基本テンプレートをベースにして 

派⽣させればよいわけです。 
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例えば悩みの解決型なら 

 

「商品名」 

 

「キャッチコピー」 

 

ベネフィットを含む商品概要のところを 

 

「不安や不快などの悩みの存在を⽰す」 

 

「ベネフィットの根拠」 

 

「悩みの解決案を提⽰して、さり気なく商品を紹介」 

 

「信頼性を⾼める」 

 

「最後に要点をまとめる」 
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ワクワク楽しいことを提⽰するなら 

 

「商品名」 

 

「キャッチコピー」 

 

「ワクワク感を⽰す」 

 

「商品を紹介」 

 

「商品の詳細」 

 

「まとめ」 

 

これは、⽂章の冒頭でワクワクと楽しいことを⽰すことで 

読者の興味をいっきに惹きつけるテンプレートです。 

 

また、変則的な形ですが 
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いきなり商品紹介する形もあります。 

 

「商品名」 

 

「キャッチコピー」 

 

「商品紹介」 

 

「商品のベネフィットを⽰す」 

 

「商品詳細」 

 

「まとめ」 

 

これは、商品⾃体に⽬新しさがある場合、 

商品名だけで、すぐに需要が⾒込める場合に有効です。 

 

いかがですか︖ 

 

このとおりにするだけなので、簡単でしょう。 

 

⽂才がないと悩んでおられるお⽗さんも、 

これなら、スラスラ書けるのではありませんか︖ 
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おすすめの商品を 64%の確率で買ってもらう⽅法 
 

アフィリエイトでクロージングが苦⼿なかた。 

 

⽂章⼒、コピーライティングのスキルというよりも、 

「成功の鉄則」を使っておられないのが理由だと思います。 

 

この成功の鉄則とは、 

 

アフィリエイトの⽂章の型のことです。 

 

テンプレート通りに⽂章を書くことで、かなりの確率で 

クリックしてもらうことが出来ます。 

 

そのなかでも、いちばん、成果の出やすい⽅法をお伝えし

ます。 

 

それは、 

 

「⽐較をもちいて商品の価値を浮き彫りにする⽅法」 

 

です。 
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基本的なテンプレート（型）は 

 

「商品名」 

 

「キャッチコピー（⽐較型）」 

 

「A の成功例と B の失敗例のエピソード」 

 

「A と B の違い」 

 

「A の紹介」 

 

この⽅法は、 

 

購⼊者が得る利益や恩恵（ベネフィット）を 

鮮明にイメージしてもらう時に有効です。 

 

ポイントは 

 

「⽐較に具体性があること」 

 

「⽐較のギャップが⼤きいこと」 
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そして、 

 

商品のベネフィットを⾒やすく箇条書きにした 

 

「ブレット」 

 

を⽂章の始めの⽅に持ってくると、 

 

読者も理解しやすいと思います。 

 

このブレットの下にアフィリリンクを貼っておくことで 

買い上げ率も⾼くなります。 

 

このブレットの数は、２－３個なら少なすぎるし、２０個

もあると、多くて何がベネフィットかわからないです。 

 

だから、 

 

１０個前後を完結にまとめるのがいいでしょう。 

 

この１０個の内、少なくとも２，３個は、 

 

「⾃分に関係がある。」 
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「気になるもの。」 

 

が含まれていると感じるものです。 

 

この気になることを⽂中で解決⽅法を明⽰していったり、 

共感する内容にしていけば、⽂章を精読してもらえると思

います。 

 

精読されれば、 

次のステップに進めていくことが出来るのです。 

 

これで、あなたも⼀端のコピーライターになったも同然。 

 

⾯⽩いようにあなたの⽂章に、 

読者が引き込まれていきますよ。 

  



思わずクリックしてもらえる⽂章とレイアウトの作り⽅ 

【初⼼者必⾒ 報酬が３４５％アップ】 

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

17

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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