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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。 

 

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 
アフィリエイターの⽬的は、 

読者に⽂章を読んでもらって、 

クリックして販売サイトに⼊ってもらうことですが、 

 

アフィリエイト初⼼者のサイトやブログでは、ここまで到

達してくれる読者が少なくて、アフィリエイト報酬がいっ

こうに増えない状況が続きます。 

 

アフィリエイト初⼼者でも初⽉から報酬が発⽣する為の 

３つのポイントをまとめてみました。 

 

これに沿って作業をこなすことで、アフィリエイト報酬が

みるみる伸びていきますよ。 
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読者に⾏動を促す簡単なテクニックとは︖ 
読み⼿に⾏動を起こさせるテクニックとは、 

⽂章の最後に 

 ⾏動を促す⾔葉を書く 

 ⾏動することによるメリットを提⽰する 

 ⾏動を促す⾔葉として 

 今すぐ、ココをクリックしてください 

 〜⽇までの限定キャンペーンなので 

  

興味があっても、殆んどの⽅は、後でやろう 

と思う⼼理が働きます。 

そして、 

後でやろうと思ったことは、⾏われることはありません。 

どこで、その情報を知ったのかを覚えていることが少ない

から、 
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あなたのサイトに戻ってきて、クリックすることは奇跡に

近いことなのです。 

 だから、⾏動を促す⾔葉が⼤事なのです。 

 そして、⾏動を起こすことによるメリットをわかりやすく

提⽰していきます。 

 商品数が限られており、今ならご⽤意出来ます。 

 キャンペーン中なのでもれなく粗品をプレゼント 

 返⾦保証がついており、損することはありません。 

  

⼈は、無意識のうちに、「⾏動してヨシ」と思わせること

が⼤事なのです。 

⾏動を促す⾔葉 

＋ 

⾏動を起こすことのメリット 

を与えてあげることで、 

⾃分が⾏動して良いと思わせることが出来ます。 
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 これが、あるなしでは、 

クリック率が２倍以上変わってきるし、 

当然、得られる成果も⼤きく違ってきます。 

 せっかく、苦労してつくった⽂章も、 

クリックしてもらえないと報われません。 

その為にも、⾃分が⾏動して良いという許可証を発⾏して

あげましょう。 
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タイプ別にアプローチしていくことでクリッ

ク率が劇的アップ 
あなたは、どんな読み⼿に対して⽂章を書いていますか︖ 

ペルソナの設定はとても⼤事ですが、その前に、タイプ別

にアプローチしていきましょう。 

 読む⽅のタイプがわかれば、 

そのタイプ別にアプローチしていくのが⼀番ですね。 

  

⼤きく分けて 読者は５つに分けられます。 

１．論理的思考タイプ 

データ、根拠、実績、機能、効率、数字を重視します。 

２．感情優位タイプ 

ストーリー、五感や感性をくすぐる⾔葉を重視します。 

３．不安優位タイプ 

不安を⾃覚させる⾔葉、苦⾔、叱咤、脅しに弱いタイプ。 

４．好奇⼼旺盛タイプ 
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新しさ、斬新さ、ユニークさ、画期的、物珍しさを重視。 

５．損得勘定タイプ 

お買い得感、儲かる、特典、⾦銭的価値を重視するタイプ 

  

ところで、あなたはこの中の何タイプですか︖ 

 タイプ別にアプローチしていく⽂章の例として 

 １．論理的思考タイプ 

「１００⼈中９３⼈が効果を実感 

吸汗性と速乾性に優れた⾼機能メッシュ素材 」 

このような具体的な⽂⾔がこのタイプには有効です。 

 ２．感情優位タイプ 

「ベタつきなし、爽やかなつけ⼼地」 

このような利⽤者の感覚に沿った⽂章が有効です。 

 ３．不安優位タイプ 

「これを付けないと、トンでもない状況が続きます。 

それでも、選択しないことを選びますか︖」 
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このような不安を煽る⽂章が有効です。 

４．好奇⼼旺盛タイプ 

「あなただから、この価値をわかってもらえます。 

街中で⽬⽴つこと間違いなし・・」 

⾃尊⼼、プライドをくすぐる⾔葉が有効ですね。 

５．損得勘定タイプ 

「本⽇より、３⽇間、あなただけに３０%オフで提供しま

す。」 

購⼊して得することを理解させる⽂章が有効です。 

  

タイプ別にアプローチしていくことで、 

⽂章にも説得⼒が出てきます。 

やはり、オールラウンドで攻めるよりも、 

特化型で攻めるほうが効果があります。 

試⾏錯誤を繰り返しながら、どのタイプの⽅が多いかを⾒

極めてくださいね。 
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 読者のタイプにズバッとはまれば、 

あなたとの強固な関係性を築くこともできますよ。 
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⼈を動かす⽂章は「⾃問⾃答の結集」 
⽂章で⼈を動かすスキルを磨くのに持ってこいの⽅法があ

ります。 

それは、「⾃問⾃答」です。 

なぜなら、 

⾃問は⾃分がしたい質問ではなく、読者が、このような質

問をしたいだろうなと考えて先回り出来るからです。 

あなたが紹介したい商品やサービスに対して 

「読者は、どんな質問をしてくるのだろうか︖」 

それを考えることによって、 

⽂章に織り込む材料が棚卸しされます。 

読み⼿が、その商品やサービスに対する疑問と、 

⾃問が合致した場合、 

読み⼿は⾃ら、先に進んで答えを求めてきます。 

⾃問⾃答を済ませてつくった⽂章は、読み⼿の疑問や知り

たい情報が網羅されています。 



初心者が初月から報酬を発生させる為の３つの秘策 
《成功者なら誰でも実践している必須の方法》 

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

13

少し、厳し⽬で、当該商品の⾃問⾃答を繰り返していくこ

と、つまり、 

販売サイトに書かれていない、ネガティブな情報も、その

解決策を含めて⾃問⾃答スタイルで書いていくと 

  

読者も 

 「それが、知りたかった︕」 

 「私のことをよくわかってくれている︕」 

 「この⼈、信頼できるかも︕」 

となるわけです。 

  

読者との関係構築が上⼿く出来れば、この先、何⼗回、い

や何百回と販売のチャンスも⽣まれ、それが、バイラル的

に拡散していくこともあります。 
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また、 

⾃問⾃答スタイルなら、⽂章スキルがあまりなくても、問

題ありません。 

そして、 

探せば無限にネタが出てくるものです。 

⽂章スタイルにお悩みでしたら、 

「⾃問⾃答スタイル」を取り⼊れてくださいね。 
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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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