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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 
 

フェースブックは SNS の中でも⼀番特異なツールで 

着実に利⽤者が増えてき⾒ましたが、 

 

ツイッター、LINE やインスタグラムの利⽤者が増えてきて

相対的にシェアをさげています。 

 

また、フェースブックの規制がキツくなり、⼤量にいいね︕

を獲得してもリーチが少なくてってきているとの声をよく

聞きます 

 

フェースブックで稼ぐのは⾮常にむつかしくなってきてい

るとの評論も少なくありません。 

 

でも、未だまだフェースブックで稼ぐことが出来ます。 

 

というよりも、フェースブックがより稼ぎやすい環境が整

ってきました。 

 

このレポートでは、フェースブックで確実に安定報酬をゲ

ットできる６つのポイントを解説します。 
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最初に⾃分で⼤きな媒体を作ることがスタートです。 

 

ある程度の友達の数、いいね︕の数 

（少なくとも 5000 は集めましょう）が必要となります。 

 

友達、いいねの集め⽅に関しては、私の無料レポートを参

考にしてくださいね。 

 
２０１５年 フェイスブックアプリで稼ぐ最新の画期的な⼿法を紹介 

⇒ http://mailzou.com/get.php?R=81295&amp;M=32645 
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１．Facebook ページでアフィリエイト 
 

ある程度の友達の数、いいね︕の数が集まれば、記事投稿

の際にアフィリエイトを⾏うことで報酬を発⽣することが

出来ます 

 

気をつけるポイントは、 

 

 アフィリエイト記事は、２割ぐらいに抑えましょう（５

つ投稿すれば、⼀つ） 

 

 アフィリエイトはオプトイン無料オファーを選ぶよう

にしましょう（読者には、売り込みを意識させないよう

にするには、無料オファーが良いです） 

 

 Facebook ページのインサイトを⾒て、属性に合ったア

フィリエイトをしましょう。 
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２．フェースブックページへの広告掲載 
 

ある程度のいいねを獲得すると広告主や広告代理店から、 

広告掲載のアプローチがあります。 

 

ご⾃⾝のフェースブックページのコンセプトやターゲット

が明確な場合は、いいね︕の数がそれほど多くなくても、

掲載の依頼がある場合も多いですよ。 

 

この場合、報酬は歩合ではなく固定報酬なので、安定的な

報酬がある程度の期間、あなたの銀⾏⼝座に振り込まれま

すよ 
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３．メルマガで稼ぐ 
 

Facebook は交流の場と認識されているので、 

売り込みの姿勢を⾒せるのは良くないです。 

 

フェースブックでご⾃⾝の発⾏するメルマガに登録しても

らうようにしましょう。 

 

毎⽇、有益なメルマガを発⾏していれば、少しづつでもあ

なたのファンが増えてきます。 

 

フェースブックで売り込まず、あなたのファンになってい

ただいた⽅に、適切なものをアフィリエイトするようにし

ましょう 
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４．フェースブックのコンサルとなって稼ぐ 
 

コンサルと⾔っても⼤上段に構える必要がありません。 

 

他の⼈よりも、ちょっと先に経験した体験や知識を教えて

あげるというだけで、⼗分コンサルタントとして悩んでい

る⽅のお役にたちます。 

 

例えば、あなたが苦労した経験、それをいかにして克服し

たか、そしてどのようにして成果をだしてきたのかを、そ

の時の気持ちを交えて話してあげる。 

 

これが、⼀番有効なコンサルの⽅法ですよ。 

 

すると、このステージから収益が⼀気に加速するものです。 

  



【フェースブックでもう稼げない！と思っていませんか？  

確実に安定報酬をゲットできる６つのポイント】 

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

10

 

５．教材を作ってみましょう 
 

コンサルしながらご⾃分の経験、それに⾃分では気が付か

なかったことで、コンサル⽣に気づかせてもらったことを

書⾯でまとめていきましょう。 

 

教材を作る意識でやるといいですよ。 

 

教材は、デジタルでつくれば、いくらでも複製が可能だし、

販売することも出来ます 

 

コンサルは⾁体労働なので多数に教えることは不可能です

が、教材にして販売すれば⾃動化することもできます。 
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６．ご⾃分の Facebook ページを販売する 
 

サイト売買ほど頻繁に⾏われているわけではありませんが、 

Facebook ページのバイアウト M＆A も⾏なうことが出来

ます。 

 

サイト M＆A のサイトは下記をご参照ください 
http://sitecatcher.net/ 

http://www.sitema.jp/ 
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〜おわりに〜 
今回、解説させて頂いた５つの項⽬をしっかり実践して 

いけば、必ず良い結果が出ます。 

 

肩肘張らずに好きなことを好きなようにサイトをつくって

ください。 

 

アナタの成功を⼼から願っています。 
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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︓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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