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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 
超初⼼者のアフィリエイターが稼げるきっかけになる恋愛

のトリプル理論をご紹介します。 

 

読者や顧客と３回の接触であなたのファンになってもらえ

る究極の⽅法です。 

 

４回⽬からは、あなたの思うがままに関係性を維持してい

くことが出来ます。 
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恋愛のおはなし 
まず、恋愛のおはなしから始めていきます。 

あなたの、中学、⾼校時代に戻って 

想像してみてください。 

 

クラスでずっと⼀緒にいる 

ももこちゃんには何も思わないのに 

ある⽇いきなり転校してきた 

ゆきちゃんに恋をしてしまった 

ことがありませんか︖ 

 

ももこちゃんのほうが 

顔は可愛いし、 

スタイルもいいし、 

性格だっていい娘だし、 

クラスも⼀緒で 

委員もやってきて、 

信頼しあえる関係もある 

なのに、 
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ある⽇転校してきた 

ゆきちゃんのほうに 

惚（ほ）れてしまった︖ 

 

これって、なぜなのでしょう︖ 

 

実は恋が始まる時 

「恋愛のトリプル理論」という 

法則にのっとり⼈の⼼は動いて⾏きます。 
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恋愛のトリプル理論 
これは、出会ってから約 3 回で 

その⼈との関係性が決定する、というもので 

１度⽬︓第⼀印象を【判断】する 

２度⽬︓第⼀印象が正しいか【⾒極め】る 

３度⽬︓１、２度⽬の評価が正しいか【再確認】する 

この、わずか３回の接触で 

単なるクラスメート︓ももこちゃん 

気になる気になる︓ゆきちゃん 

どちらになるかが、 

決定してしまうというのです︕︕︕ 

 

そしてこの 

恋愛のトリプル理論は 

恋愛の初期の信頼形成に、 

ほぼ、当てはまるだけでなく 

ネットビジネスの世界でも 

⾮常に“したたかに”応⽤されています。 

メルマガに応用 
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例えば、メルマガに登録した場合など、 

３つの段階を経験してもらうよう 

「恋愛のトリプル理論」 

が組み込んであるのです。 

第 1 回⽬ プレゼントするよ「ヨロシク」ね︕ 

第 2 回⽬ もう⼀回プレゼントだよ「ヨロシク」ね︕︕ 

第 3 回⽬ キミにプレゼントをした僕は「こんな⼈」だ

よ︕︕︕ 

  

あなたの⼼の動きは、、 

第 1 回⽬ 

わあ、プレゼントもらっちゃった、いいのかな︖︖【判断】 

↓ 

第 2 回⽬ 

わあ、またもらっちゃった、いい⼈なのかな︖︕【⾒極め】 

↓ 

第 3 回⽬ 

うん、この⼈は信⽤できる、間違いない︕︕【再確認】 

いかがでしょう︖⾒事なステップ構造になっていますよ

ね︖ 
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このように 

恋愛のトリプル理論に基づく 

疑似恋愛にも似た信頼関係って、 

ほんとーに強固なので、 

「わかっちゃいるけど、買っちゃった」 

というケースになりがちなんです︕ 

ちょ〜っと昔、 

あのバブルの時代（^-^;）には、 

「彼⼥への告⽩は 3 回⽬のデートで︕」 

なーんて特集が、雑誌・ポパイなどで 

組まれていたりしましたね、アレと⼀緒です。 

 

さらに⾔うと、 

この恋愛のトリプル理論、 

３回⽬以降に「最初の印象」が 

くつがえる可能性は、⾮常に低く 

とくに「男性」において 

その傾向が強いと⾔われています。 
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だから 

美⼈局（つつもたせ） 

にひっかかっちゃうのは 

ほとんどが男性と 

はっきりデータに出るのだそう（＾ー＾︔） 

あなたも 

この恋愛のトリプル理論を積極的に活⽤していくといいで

すよ。 
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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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