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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 DL 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。 
 
ブログアフィリエイト・サイトアフィリエイト・フェースブックアフ
ィリエイト・メルマガ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。 
 
⾼額塾にも⼊塾して、そこでいろんなことを学んできました 
 
そして、稼げるまでには、 
時間もかかり、寄り道もいっぱいしました。 
 
でも、今では毎⽉、安定した収⼊を 
ネットビジネスだけで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、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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１．ノウハウコレクターとは︖ 
 

たくさんの商材を購⼊し、セミナーに参加して塾に⼊らされて、⾼い

授業料を払って作業をしても、なかなか稼げずに⽬新しいノウハウに

⽬移りして、同じことを繰り返す⼈たちのことです。 

 

今まで⾊々な教材を買って試してみたけど、  

どれも途中で諦めたり、稼げなかったから今度こそ︕  

 

って感じでどんどんお⾦をつぎ込んで教材をコレクターしちゃう⼈

達ですね︕︖ 

 

情報商材の販売者やアフィリエイターの格好の餌⾷になっています。 

 

いずれは、 

⾃分の限界を感じてネットビジネスから去っていく⼈が多いです。 

 

でも、これはノウハウコレクターの負の⼀⾯です。 

 

ちょっと⼯夫するだけで、しっかりと稼ぐことが出来るのですよ︕︕ 
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２．ノウハウコレクターのタイプ 
 

ノウハウコレクターはどんなタイプの⽅がおられるのでしょうか︖ 

 

（１）⾃律的ノウハウコレクター 
 

ネットの検索スキルがあり、欲しい情報を速やかに⾒つけ出して、い

ろんな情報商材のノウハウを⾒つけ出せる⽅。 

 

アフィリエイトのノウハウはネットから集めることができます。 

 

有料商材を購⼊することなくネットからノウハウを⾒つけ出したり、

メルマガ登録するだけでお宝の情報商材を⼊⼿したりいています。 

 

 

（２）他⼒本願ノウハウコレクター 
 

⾃分で知りたい情報を⾒つけ出そうとせずに、他⼈に依存するタイプ

の⽅。 

 

決してネット検索スキルがないわけではありませんが、検索スキルに

⾃信がなく、⾃分で良し悪しの評価を放棄してしまい、他⼈の意⾒に

左右される⽅。 

 

このような⽅は、情報商材販売者の格好の標的になってしまっていま

す。 
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アフィリエイトをする上で、⾃分で判断する場⾯に必ず遭遇します。 

 

その際に、情報商材の販売者に質問して、その回答通りに⾏って⾏こ

うとします。 

 

たまたま、情報商材販売者にアフィリエイトのスキルがあれば、的確

な指摘をしていくでしょうが、 

情報商材アフィリエイターで稼げている⽅はほんの⼀握りです。 

 

購⼊した当初は、｢よ〜し︕がんばって稼ぐぞ〜︕︕｣って やる気

満々だと思います。  

 

でも、 

いつも稼げなくて諦めてまた次の商材に⼿を伸ばしてしまいます。 

 

わからないことを質問しても、⾼圧的な回答がつづき、嫌気をさして

他の情報商材を買ってしまいがちなのです。 

 

その悪循環で、元を取ろうとして、泥沼にハマってしまい、ついには

全く稼げないまま、やめてしまいます 

 

いかがですか︖ 

ノウハウコレクターにはこの２種類のタイプの⽅がおられます。 
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３．ノウハウコレクターが稼げるようになる鍵 
 

これらの２種類のタイプの⽅の違いは、たったひとつのこと。 

 

それは、 

⾃分の直感を信じて稼げるイメージを持っているかどうかです。 

 

気持ちを切り替えるだけで、 

スーパーアフィリエイターになることも⼗分可能なのです。 

 

ノウハウを多く集めている⽅なら、まずそれらを熟読することです。 

 

その中には、全くデタラメなノウハウもあるでしょう。 

時代遅れになってしまったノウハウもふくまれているでしょう 

 

でも、それらをまとめて読んでみましょう 

 

そうすれば、 

 これは、活⽤できるノウハウ、 

 これは、今では通⽤しないノウハウ 

 これは、このポイントがおかしい 

 

と⾃分なりの評価が出来るはずです 

 

これは、凄いことです。 
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多くのノウハウを⾃分なりに分析できたわけですから・・ 

 

これが出来たら⾃分を褒めてあげてください 

 

「ひょっとしたら、 

私はネットアフィリエイトの才能があるかも知れない」 

このように思えてくるはずです。 

 

私には情報商材を⾒極めるスキルがある。 

私は〜⽉後には 〜万円稼げている 

 

この⾔葉をいつも⼝に出して繰り返してください 

 

ここまでくれば、 

あなたは、⾃律的ノウハウコレクターになっています。 

 

もう、お⾦をかける必要はありません。 

 

何かわからないことがあれば、 

 購読しているメルマガを発信している⼈ 

 今までに情報商材を購⼊した⼈ 

 

に尋ねれば良いのです 

 

余程のことがない限り、相談にはのってくれるはずです 

 

アフィリエイトで稼ぐためには、 
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⾃⼰投資は絶対条件だと⾔われています。 

 

でも、あなたは、もう既にかなりの⾦額を投資しています 

 

だから、今までのネットワークを使って稼がせてもらいましょう。 

 

次のステージにいくには、 

更なる⾃⼰投資が必要になってくるかもしれませんが 

それは、あなたが稼いだ範囲で投資していけばよいのです。 

 

 

抽象的なお話はここまで、これから具体的なお話にはいります。 
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ノウハウコレクターの強みは何かというと 
 

 多くのノウハウの知識がある。 

 ノウハウやツールを活⽤した実績がある。 

 情報商材の販売者やアフィリエイターとの⼈脈がある。 

 

ネットビジネスの世界でも 

この前まで 稼げていた ノウハウやツールが 

今は 全く通⽤しない なんてことも 珍しくは ありません。 

 

あなたが たくさんのノウハウを⼿にしており、 

常に 稼げる旬な情報を チェックしているのなら 

 

稼げているとか稼げてないとかは 別にして 

あなたの⾏っていることは間違いなく成果につながる⼟台を築き上

げたということです。 

 

｢ でも 稼げてなければ 意味はない。」 

あなたは そう思うかもしれませんが 

あなたは 今まで⼿にしたノウハウを 上⼿く使いこなせていない 

ただ それだけの話で 決して悲観的になることはないのです。 
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結論から申し上げますと、 

 

ノウハウコレクターが稼ぎやすいのはメルマガです。 

その理由を解説していきます。 

 

メルマガアフィリとサイトアフィリ 
 

ノウハウコレクターのあなたが 溜め込んだ知識や 

パソコンの中に眠ってしまっている情報を 

有効的に使い 稼ぐ⽅法がメルマガ アフィリエイトなのです。 

 

え いまさら、メルマガ︖ 

あなたは そう思ったかもしれません。 

 

ブログ（サイト）アフィリ、フェイスブックやツイッターでアフィリ

エイトしてきたあなたが、いまさら、全く違うジャンルのメルマガア

フィリをするのに抵抗があるかと思います。 

 

でも、もう⼀度、サイトを量産して、バックリンク⽤のブログも⼤量

につくってリンクをあてる作業をしていきますか︖ 

 

常にグーグルのアルゴリズムの変動に脅かせながら、サイトをつくっ

ていくのも懲り懲りだとも思っておられるのではありませんか︖ 

 

しかし ノウハウコレクターで 稼げていない⼈に 

もってこいのネットビジネスが実は メルマガアフィリエイト なの

です。 
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実際に、アフィリエイトで稼げてる⼈は必ずと⾔っていいほどメルマ

ガを発⾏しアフィリエイトをしています。 

 

どうしてメルマガアフィリなの 
 

ノウハウコレクターがメルマガアフィリで稼げる理由は 

 

理由１．サイトアフィリに⽐べて作業が簡単 
 

最初のメルマガの設計には時間をかけていくべきですが、 

⽇々のメルマガの投稿は、定型的なレイアウトの上に、思いつくまま

に書くだけ。 

 

SEO、キーワード選択、HTML の知識なんていりません。 

⽇本語がかければ問題ありません。 

 

慣れてくれば、ネタ探しから 送信するまで 1 時間もあれば充分です。 

 

簡単だから続けやすくて、 

「これだけやったのだから、成果はどうなの︖」 

というメンタル⾯でのプレッシャーもなくなります。 

 

理由２．メルマガのターゲットがあなたのような⼈だから 
 

メルマガを配信していくターゲットは 
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「ネットビジネスで儲けてやる」 

という⽅が中⼼です。 

 

彼らに情報商材を販売していくわけです。 

 

 

あなたは、このような⽅の気持ちがとても良くわかるので、 

あなたの今までの稼げなかった経験が、とても⽣かされます。 

 

理由３．あなたには、たくさんの協⼒者が既に存在 
 

メルマガでアフィリエイトするには、読者が必要です。 

読者を増やすには、メルマガでたくさんの購読者を持っている⽅に協

⼒してもらうのが⼀番です。 

 

でも、どんな⾵にして⾒つければ良いの︖ 

 

この点も⼼配ご無⽤ 

 

既に、たくさんの情報商材を購⼊されているあなたは、それらの購⼊

元、販売者やそのアフィリエイターにお願いすればよいのです。 

 

情報商材を販売、アフィリエイトしている⽅は、たくさんの購読者を

もっています。 

 

あなたが彼らの情報商材を購⼊して、成果が出ていないということで

あれば、彼らにも負い⽬があり、必ず、読者を増やすことに協⼒して
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くれるでしょう。 

 

理由４ 読者を集める為の無料レポートのネタが豊富 
 

メルマガでは読者を集める為の無料レポートが必要になってきます。 

 

多くのノウハウや情報を持っていれば 

その読者を集めるのに必要となるレポートを多く作ることができま

す。 

 

今まで 無駄になってしまったと思っていた教材等が 

再び あなたが稼ぐための 財産に変わります。 

 

このレポートを作るのに⼤事なこと、読者の共感を得るのは 

成功例ではなくて、失敗例なのです。 

 

成功例は、情報商材のランディングページには嫌ほど書かれています

が、失敗例、失敗談というのは、あまりありません。 

 

たとえば、ある商品を購⼊する際に、その商品の「悪い⼝コミ」を⾒

たくなるのと同じです。 

 

あなたは、読者を集める仕掛けを あなたは ⼤量に持っているという

ことです。 

 

あなたは ほかの⼈が羨むぐらいの 稼ぐための⼤きな武器を 

既に⼿にしていることに 気づいてください。 
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無料レポートとメルマガの関係 
 

無料レポートとは︖ 
 

無料レポートとは 知識やノウハウを書⾯上で落とし込んだものです。 

 

あなたは 今までに⼿にした商材や知識をあなたの⾔葉、表現で 書き

換えてしまうだけで簡単につくれます。 

 

無料レポートスタンドとは︖ 
 

無料レポートスタンドは、レポートが たくさん登録してあって、好

みに応じて検索して閲覧、ダウンロードできるところです。 

 

あなたがつくった無料レポートを無料レポートスタンドに登録しま

す。 

登録するには 審査があったりしますが、審査を通すのは 

さほど難しくはありません。 

 

無料レポートスタンドであなたのレポートをダウンロードして閲覧

することが出来ます。 

 

そして登録された あなたのレポートをダウンロードすると 

あなたのメルマガ読者になる条件が付く という流れです。 
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無料レポートスタンドのなかでも⼀番読者増に貢献してくれるのは、 

《 メルぞう 》 http://mailzou.com/ 

 

他にもたくさんの無料レポートスタンドがありますが、最初は 

メルぞうだけで⼗分です。 

 

 

無料レポートスタンドを徹底的に利⽤しましょう 
 

あなたの無料レポートをダウンロードしてもらわないと、読者が増え

ないので、無料レポートをできるだけ多く登録して、無料レポートス

タンドのポイントを稼ぎましょう。 

 

ポイントの数が増えれば、抱合せの紹介をしてもらえます。 
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抱き合わせとは、 
 

下記の協賛メルマガより、２つのメルマガを選択して、 

メールアドレスを⼊⼒して「e-Book をダウンロードする」ボタンを

押して下さい。 

 

ポイントが増えれば、ここに掲載され、タイトルが魅⼒的であればチ

ェックされてダウンロードされ、あなたのメルマガ読者が増えていき

ます。 

 

また、 

あなたが持っているサイト、ブログ、Facebook、Twitter などのメ

ディアでもレポートを紹介しましょう。 

 

そしてレポートをダウンロードしてもらってメルマガ読者にしてい

きましょう。 

 

 

メルマガが⼀番稼げるアフィリエイト⼿法 
 

私は、サイトアフィリエイトが⻑かったのですが、メルマガアフィリ

エイトを初めて、反応がぜんぜん違うことを実感しました。 

 

サイトアフィリは、検索で上位表⽰されれば、それなりに稼げます。 

ただ、検索上位をキープする⽅法、⽅程式がありません。 
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 リンクを何本送ればよいか︖ 

 記事を増やすタイミングは︖ 

 キーワード出現率は︖ 

 

常時、こんなことを考え、悩みながらの作業がつづきます 

 

⼀⽅、メルマガアフィリでは、投稿記事の良し悪し、アフィリエイト

の誘導が上⼿く⾏っているかどうかは、感覚でわかります。 

 

そして、反応が良ければ成果も出てきます。 

 

したがって、次の投稿記事に⽣かすことが出来て、 

メルマガの質も向上していきます。 

 

普段から 読者にとって有益な情報を配信するように 

⼼がけていれば 多くの読者は きっと 読み続けてくれるでしょう。 

 

もちろん 開封してもらうために 

タイトルを魅⼒的にしてみたりといった 努⼒も必要です。 
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おわりに 
 

ノウハウコレクターの⽅が最適な稼ぐ⽅法として メルマガアフィリ

エイトをオススメしてきました。 

 

これは、わたしの実体験に基づくもので、 

再現性についても折り紙つきです。 

 

是⾮、メルマガを実際に始めていただき、ここに書かせていただいた

レポートを参考にして頂ければ有難いです。 
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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︓頑張っても稼げなかったノウハウコレクターが⽉３０万円

を獲得するまでの軌跡【ネットビジネス初⼼者が陥る罠、それを克服するポイ

ントを解説していきます】 ⼀⽣稼げる仕組みを今からつくりましょう︕︕ 

メルマガの登録解除ＵＲＬ︓http://mail.os7.biz/m/bSpF 
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