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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。 

 

ブログアフィリエイト・サイトアフィリエイト・フェイスブックアフィ

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 

 

http://navi-info.org/profiel
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アフィリエイトで継続的に稼いでいくには 

 

サイトアフィリエイトで裏技的なグレーな方法ではなく 

正攻法のパワーブログをつくるのが、安定的な稼ぎの近道です。 

 

このレポートでは、 

 

超成功法のパワーブログの作り方、ジャンルの選び方、記事の書き方、

安定的な報酬を獲得する方法を解説していきます。 

 

１．どうしてパワーブログなの？ 

 

ペラサイトを量産するとその中のいくつかからは、一時的な報酬は獲得

できます。 

 

でも、それは継続的な収入を産み出す資産にはなりません。 

 

ペラサイトでは、一定の報酬を獲得するには、サイトを量産していく必

要があります。 

 

何故なら、コンテンツ量の少ないサイトは、検索エンジンの評価がいつ

までも続かないからです。 

 

最終的に長期的な継続収入を考えるとパワーブログが最も稼ぎ続ける資

産になります。 
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２．パワーブログのメリット 

 

裏ワザを使ったり、検索エンジンを欺くような手法ではなく、正攻法な

ので検索エンジンのアップデートに左右されないです。 

 

また、コンテンツ量が多く、自然な文面だから、様々なキーワードでの

集客が見込めます。 

 

そして、長期的に運営することで信用度も高くなります。 

 

また、Google アップデートのたびに「順位が落ちるのでは？」とビク

ビクすることもなく、精神衛生上も良いです。 

 

自分が全く考えなかったキーワードからのアクセスや他の人も考え付か

ないお宝のキーワードによるアクセスも見込めます。 

 

つまり、ロングテール SEO 戦略がとても有効なのです。 

 

ロングテール SEO とは、一般には特定のキーワードでの上位表示だけではなく、

関連する様々なキーワードで WEB サイトをヒットさせ、より幅広い、またはより

購買に近い検索を行うユーザーを獲得できるようにするための SEO のことを指し

ます。 
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３．パワーブログのディメリット 

 

コンテンツ量が必要になります。 

 

だから、一朝一夕につくれるのではなく、最低、３ヶ月ほど、記事を追

加して更新していく必要があります。 

 

最初は作業量の割にアクセスや報酬が少なくてモチベーションの維持が

難しいです。 

 

結果など気にせずに、がむしゃらに記事を更新して継続していく精神力

が必要になります。 
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４．パワーブログの準備 

 

ⅰ）ワードプレスでブログをつくります 

 

ワードプレスを有料レンタルサーバーに設置し、独自ドメインで運用し

ます。 

 

ブログ削除の心配もないし、全ての管理が自分で出来るようになります。 

 

ⅱ）レンタルサーバ契約とワードプレスの設置 

 

レンタルサーバにあなたのブログを設置します。 

 

そして、ワードプレスというツールでブログをつくっていきます。 

 

ワードプレスの設置は、お使いのレンタルサーバで「簡単インストール」

のメニューがありますので、そこでワードプレスを選ぶだけで簡単に設

置できます。 

 

ワードプレスは、テンプレートも豊富にありますし、何といってもプラ

グインがたくさん用意されており、大抵のことがプラグインで実現でき

てしまうところが魅力です。 

 

ⅲ）独自ドメインの登録 

 

独自ドメインとは、ホームページ等の URL のことです。 
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このドメインネームを登録していきます。 

 

ドメイン販売会社はいくつかありますが、常に、キャンペーンをやって

いるので、それを狙ってドメインを取得しましょう。 

 

取得するドメインは、 

 .com 

 .info 

 .net 

 .jp 

  

から選びましょう。 

 

中古ドメインや日本語ドメインにはこだわらなくて良いです。 

 

パワーブログは、ローマ字ドメインにしましょう。 

 

全く意味のない語句をドメインとするよりは、コンテンツやサイトテー

マと関連性の高いキーワードをドメインに含めるようにしましょう。 

 

ⅳ）Wordpress の SEO 対策用テンプレート 

  

Wordpress 専用のテンプレートも有償、無償いろいろありますので、お

好みで選んでください。 

 

ちなみに一番、SEO 対策に良いと評価されているのは、賢威テンプレー

トです。 
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５．パワーブログを書く前のリサーチ 

 

ⅰ）ジャンル選定 

 

 悩みに関するコンプレックス商材（脱毛、育毛、ダイエット、フィ

ットネス） 

 役に立つ情報（iPhone の裏ワザ、収納の仕方など） 

 趣味（スポーツ、レジャーなど） 

 サービス系（婚活、引っ越し、車査定等） 

 

これらのジャンルで、興味があり、毎日、記事を更新していても嫌にな

らないジャンルを選ぶのが良いでしょう。 

 

普遍的なテーマで、長期的にブログ運営が可能で広くユーザーを集めら

れるジャンルが望ましく、その見極めとして、 

 

「専門雑誌が発行されているか？」を基準に決めるのが良いでしょう。 

 

専門雑誌が発行されていると、ネタに困った時にも便利ですよ。 

 

自分自身が、その分野に精通していればアドバンテージがありますが、

精通していなくても問題ありません。 

 

毎日、記事を書いていると、自然とその分野に精通し知らない間に、か

なりの専門家になってしまいます。 

知識が多いかよりも、好きかどうかで決めるのが良いでしょう。 
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ⅱ）パワーブログのイメージ（キュレーションタイプ） 

 

世の中には、いろんな情報が溢れかえっています。 

 

情報を断片的に紹介するというよりも、キュレーションタイプ、すなわ

ち、散らばっている情報を、体系的にまとめてわかりやすく提供するブ

ログにしてきましょう。 

 

いわゆる、まとめサイトのイメージです。 

 

つまり、ターゲットが欲しがる特定分野の情報を分かりやすくまとめ、

コンテンツとして提供するブログを作るということです。 

 

それにプラスして、あなたなりの考え方や意見などの独自の切り口が加

わることで、さらにブログの魅力が増します。 

 

 

ⅲ）アフィリエイトする商材を選ぶ 

 

アフィリエイトするべき商材を絞り込み、実際に購入して自分で試して

みましょう。 

 

中には、アフィリエイトするからサンプルを送ってくださいと頼んでみ

ると、商品を提供してくれるところもあります。 

 

私は、洗顔石鹸のパワーサイトをつくっているのですが、アフィリエイ

ト収入の方が高い洗顔石鹸もありました。 
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サイトのでき次第ですが、そこそこのパワーサイトになれば、商品提供

してくれる販売者も増えてきます。 

 

信頼できるレビューサイトから商材を絞り込むのも一つの方法です。 

 

実際に試してみることでレビュー記事を書くと説得力が出てきます。 

 

自信を持ってお勧めできるものは、ストレートに、 

ちょっと首を傾げる商品も、ご自分の感想というコメントをつけて書く

ようにしましょう。 

 

扱い商品すべてを褒めちぎる必要はありません。 

 

率直な意見を知らせてあげるほうが、信頼度が高まりますよ。 
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６．パワーブログ実践編＋キーワード 

 

ブログ全体の導線を意識して記事を入れていきましょう。 

 

ⅰ）パワーブログ全体の構成は 

 

 アクセスを呼びこむ記事 （２０％） 

 読者を満足させる記事  （６０％） 

 商品購入に結びつく記事 （２０％） 

 

で構成していきましょう。 

 

パワーブログへ読者を集める記事には、いろんなキーワードを散りばめ

て、とにかくブログへ呼び込みます。 

 

その後、オリジナリティのある役立つ記事内容で読者を魅了して満足さ

せることで読者との信頼関係を築きます。 

 

その後、客観的な評価や主観的な意見を織り込み、商品を購入する理由

付けをしていきます。 

 

では、詳しく見ていきましょう。 

 

 

ⅱ）アクセスを呼び込む記事 

 

アクセスを集めるためのトレンドキーワードをつかって、ブログのテー
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マに沿った記事を書いていきます。 

 

旬な情報や新製品の話題などのキーワードは、比較的上位表示しやすく、

ターゲットのニーズとマッチすれば、そのキーワードで爆発的なアクセ

スを得ることも可能です。 

 

但し、トレンドキーワードには、賞味期限があるので、常に新しいネタ

が必要になってきます。 

 

定期的にトレンドキーワードで記事をアップすることで、常に読者を呼

びこむ事ができ、徐々にアクセスは増えていきます。 

 

 

ⅲ）読者を満足させる記事 

 

読者を満足させる情報コンテンツ、つまるところユーザーにとって役に

立つ・価値のあるコンテンツが、非常に重要になってきます。 

 

ここを疎かにすると、せっかく集めたアクセスが逃げていくのでもった

いないです。 

 

一定数のユーザーをブログのファンになってもらい、ブックマークして

もらえるぐらいの有益情報を発信していきましょう。 

 

大事なのは、コンテンツ（記事）に魅力があり、オリジナリティがあり、

役に立つ情報がたくさんアップされていてい、なおかつ定期的に新しい

情報が更新されていることが重要になります。 
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読者自身が自分の悩みや問題を絞り込めていないことも多く、その場合

は、オリジナリティのあるコンテンツによって読者を正しい選択へと導

いてあげます。  

 

 

ⅳ）商品購入に結びつく記事 

 

商品購入に結びつく記事は、商品・サービスをレビューするキーワード

つまり、商品名（サービス名）+複合キーワードを用いて記事を書きま

しょう。 

 

「○○商品、レビュー」 

「○○商品、検証」 

「○○商品、口コミ」 

「○○商品、評価」 

などです。  

 

アクセスの絶対量はそれほど多くないですが、読者が購入に至る最後の

詰めなので、迷わせないしっかりとした記事が必要となってきます。 
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７．パワーブログの実践 注意事項 

 

ⅰ）アクセスの分析 

 

アクセス解析ツールを使って、ブログにくるアクセスを分析してみまし

ょう。 

 

ブログの運営を続けアクセスが徐々に増えてくれば、キーワードの絞り

込みが楽になります。 

 

アクセス解析によって、ニーズのあるキーワード、ターゲットにマッチ

したキーワードが、徐々に判明してくるはずです。 

 

中には、あなただけのお宝キーワードもあり、そのキーワードでは、独

占状態になることがあります。 

 

 

ⅱ）パワーブログの成功には濃いアクセスが大事 

 

パワーブログは、アクセス数は多くなくても良いのです。 

 

少ないアクセスでも、ターゲットを絞って、関係性の構築出来ているブ

ログのファンを増やすことを目指しましょう。 

  

アクセスが少なくても、コンバージョンは高くなるので、報酬も増えて

いきます。 
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ⅲ）悩みを解決する為のブログ 

 

パワーブログのターゲットとなる読者は、常に疑問を持ち、悩み、考え、

苦悩しているわけです。 

 

彼らの悩みや疑問、苦悩に思いを馳せ、その”想い”を上手にくみ取るこ

とができるコンテンツを提供できれば、自然とアクセスが増えて、コン

バージョン率も高まり、コンスタントな報酬を生み出すパワーブログに

なるでしょう。 

 

ⅳ）万人向けの記事ではなくマニアックなコンテンツに 

 

ジャンルに精通した人でしか思い浮かばないテーマ、キーワードを選ぶ

ことで濃いファンが獲得できます。 

 

他のアフィリエイトサイトにはないオリジナリティの高い「マニアック

な記事を書く」ということを意識しましょう。 

 

 

ⅴ）販売ページに載っていないことを書く 

 

販売ページには、いろんな有益な情報が掲載されており、ブログの体裁

を整えるために、引用したくなりがちですが、読者は、販売ページに載

っていないオリジナリティの高いコンテンツを求めています。 

 

SEO 的にも、オリジナル記事は有利だし、読者との関係性を高めるため

にも、あなたでしか知り得ない情報をコンテンツとして提供するように
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しましょう。 

 

ⅵ）記事は頻繁に更新しましょう 

 

記事をアップするペースは、最初の１ヶ月は、毎日更新するようにしま

しょう。 

 

その後も、定期的に更新していくことでファンをつなぎとめることが出

来ます。 
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おわりに 

 

パワーブログは、考えただけでも気が遠くなるような作業が必要とのイ

メージを持たれがちですが、ブログの設計さえ、しっかりとやることで、

自然に記事のネタが浮かんできます。 

 

このレポートに書いてあるとおりに進めることで、知らない間に１００

ページ以上のパワーブログになっていきます。 

 

また、パワーブログはペラサイトと違って、稼ぎ続ける資産になるので、 

やればやるほど、報酬も増えていきます。 

 

パワーブログつくりに悩んでおられる方に、このレポートが参考になれ

ば嬉しいです。 
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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：ノウハウコレクターが実際に月３０万円稼ぐ秘訣とは！？ 

【ノウハウコレクターが陥る罠、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 

 

 

http://navi-info.org/
http://navi-info.org/profiel
mailto:ashiyaproject@gmail.com
http://mail.os7.biz/m/bSpF
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