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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 
サイトアフィリエイトをはじめたばかりの⽅、 

やってみたけど、成果が出ていない⽅ 

 

に対して 

 

シンプルに再現性１００％の⼿法を伝授していきます。 

 

アフィリエイト成功者に共通する特⻑を紹介し、 

  

アフィリエイトで「成果」の出る⽅法を 

詳しく解説していきます。 

 

そして、 

いざ作業を始めた時に最初に直⾯する課題、 

つまり 

 

「アクセスの集まる記事タイトル」 

を悩まずに⾒つける⽅法も 

具体例を交えて、説明していきます。 
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アフィリエイト成功者に共通する特⻑ 
 

アフィリエイトで稼いている⽅は、 

最初、始めた頃はどうだったのか︖ 

 興味ありませんか︖ 

 

１．ある程度、ネットビジネスに精通していて、スキルが

⾼かった。 

２．ネットビジネスはずぶの素⼈、リアルのビジネスでも

うだつがあがらない 

  

アフィリエイトの成功者は、 

この、どちらのタイプが多いとおもいますか︖ 

  

答えは、 
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２．ネットビジネスはずぶの素⼈、 

リアルのビジネスでもうだつがあがらないタイプ 

の⼈が圧倒的に多いです。 

  

どうでしたか︖ 

以外だったでしょう︖ 

  

でも、⾔われたこと、与えられたことは、 

必ずやり遂げてきた⼈でもあるのです。 

  

アフィリエイトで稼ぐのにとても⼤事なことは 

・⽬の前の課題を全⼒でクリアすることに集中すること 

稼げそうで稼げてない⼈に共通するのは、 

・先の話、先の話をどんどん聞こうとする 
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傾向が強い。 

いろんなことを聞きたい気持ちは 

よ〜〜っく分かります。 

 

けれど、⽬の前の問題解決に 

全⼒を尽くせない⼈が次の課題に 

進めるわけがないんですね。 

 

⾃分の⾏っていることに疑問をはさむ 

知識も時間も持ちえていない 

素⼈の⽅が、稼ぎだすのは早いです。 

 

「何を聞いたらいいか分からない」 

⽬の前の⾔われたことしか出来ない。 
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結果、⽬の前の作業に集中するので、 

⼀つ⼀つ確実に進んでいく。 

という結果が起きます。 

 

⼀⽅、⾏動せず知識ばかり増えた⼈は 

・聞きたい事がいっぱい 

このために、⾏動レベルに基づかない、 

単純な知的欲求を満たすために 

・その段階で不必要でお⾦にならない質問 

が増え、そんな話を聞いてると 

やるべきことがぶれる。 

結果として⾏動を起こせない。 

 

そんな悪循環が続きます。 
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ネットビジネスの業界で良く⽿にするのが 

「知りすぎることは害悪でしかない」 

という話をします。 

 

・⽬の前の課題をきちんとこなし続ける 

地味な作業ですが、 

これが稼ぐための近道ですよ。 
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 アフィリエイトで「成果」の近道とは︖ 
 

アフィリエイトを⼤体３ヶ⽉ほどやっている⽅が 

⼀番、悩んでおられるのではないでしょうか︖ 

  

３ヶ⽉で成果が出なかったとしても、 

それまでの⽉⽇は無駄になりますが、 

３ヶ⽉なら、「しょうがない」 

と思える最低の期間ですよね。 

  

つまり、やめる（逃げる）という気持ちが、 

頭の中に少しは残っているので 

余計に悩んでしまうのですね。 

でも、 
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■⾃分はノウハウどおり正しくやれているのか︖ 

■もっと簡単に、効率的に、稼げるのか︖ 

■そもそもこのノウハウを信じて良いのか︖ 

 

とにかくとても不安ですよね。 

⽬標を達成できずに、 

モチベーションを維持できず、 

あと⼀歩のところまできているにもかかわらず、 

やめてしまうという 

⾮常にもったいないことになりかねません。 

  

ところで、成果を得るために、 

サイトアフィリを実践されているとしたら、 

・マニュアルの通りに商品を選んでみる 
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・マニュアルの通りにキーワードを選んでみる 

・サイトタイトル、記事タイトルを決める 

・記事を書く 

さらにこの精度を上げることを意識して、 

課題を洗い出しながら、 

・２つ⽬のブログを作ってみる 

・３つ⽬のブログを作ってみる 

と、段階ごとに着実にクリアし”成果”を得ていると、 

⾃然とその先に、報酬という成果が⾒えてきます。 

報酬という成果をあせるなら、 

なおさら、 

まずは直近の課題からクリアしていきましょう。 

直近の課題こそ、 

ご⾃⾝にとって⼀番簡単で、重要なこと、 

そして報酬へ直結するものです。 
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それさえクリアしてしまえば、 

報酬という成果までそんなに遠くはありませんよ。 

ご⾃⾝にとって今の適切な”成果”とは何か、 

を正しく設定してみてください。 
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「アクセスの集まる記事タイトル」を悩まず

に⾒つけるには 
 

アフィリエイトを始めた時は、 

アクセスやクリック率の向上のような 

SEO 的な事に気を使わなくて、というよりもそのような知

識が無いので 

楽に記事を書けたし、記事の内容を要約するような 

記事タイトルを⾃然に⾒つけることが出来ました。 

  

でも、なまじ知識がついてくると、 

あ〜でもない、こ〜でもないと 

作業の途中で悩んでしまいますよね。 

  

そして、記事タイトルを決めるのに、 
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１時間程、かかるようなこともあります。 

 

時間をかけて選び抜いた記事タイトルも 

 凡庸なものになっていて、 

 読者に⾒むきもされない 

ってことも良くあります。 

でも、ここで悩まずに、⾃然に記事タイトルを付ける⽅法

があります。 

私が実践しているより⽅ですけど、 

結構、アクセスがあつまります。 

  

私が実践している記事タイトルの付け⽅のポイントは５つ 

1・記事の内容が推測できるものにする 

2・読んでお得感を感じさせる⽂章 

3・短すぎず⻑すぎず 
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4・狙うキーワードは 1 つに 

5・検索結果や SNS で表⽰された時の事を想像して付ける 

  

この５項⽬に当てはまる⽂章は、慣れてくると、頭の中で

どんどんと湧いてきます。 

そして、その頭の中の泉から、⽂章を吐き出していけばよ

いのです。 

記事なんて、簡単に書けちゃいますよ。︕ 
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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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