
キーワード無双（改）徹底活用法

※

このレポートはキーワード無双を利用するときにアフィリエイト報酬を倍増させるための
活用レポートです。

特典というわけではないですが、キーワード無双を持っていないと意味不明の言葉が出て
きます。

まだ持っていない人で、答え合わせがしたい方はキーワード無双（改）をどうぞ。（無料
です）

＞＞ キーワード無双を無料でゲットするならコチラ

尚、このレポートは、著作権法で保護されている著作物です。

勝手にこのレポートの一部、または全部を 如何なる手段であっても 複製、流用、転載、
転売、再配布することを禁じます。

また、このレポートは著作者の考えや経験に基づくものです。 この通りに行えば必ず稼
げる、とは言えません。

このレポートを実践し、 如何なる損害が出た場合であっても一切の責任は負いません。 
あらかじめご了承ください。
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・はじめに

まず、当レポートをご覧いただき、ありがとうございます。

当レポートは、私がキーワード無双を使ったアフィリエイトを行う上で、大切にしていることをド
サッと提供しているレポートになります。

キーワード無双を持っていない人には意味不明かもしれませんが、どんな感じなのか、推理しながら
読んでみても面白いと思います。

既にキーワード無双を持っている方は、このレポートを大いに生かしてくださいね。

あ、そうそう、キーワード無双をダウンロードしようとしている人は、アフィリエイトのことについ
て、多少なりとも知識があるとは思いますけど、アフィリエイトの基礎中の基礎の知識について、念
のため書いておきます。

知っている人は読み飛ばしてください。

アフィリエイトというのは、商品を紹介してお金を稼ぐ方法です。

紹介している商品が購入された場合、対価としてアフィリエイト報酬を受け取ることが出来ます。

キーワード無双は、そのアフィリエイトを実践するにあたって、初心者でも稼ぎやすいASP（紹介して
アフィリエイト報酬をゲットできる商品を選ぶサイトのこと）を教えてくれています。

更には、どういうキーワードを使って記事を書いたり、ブログやサイトを作れば稼ぎやすいのか、と
いうことを教えてくれます。

「キーワード」というのは、あなたがパソコンやスマホでいろいろな情報を検索するときに検索窓に
入れたり、声で言う言葉のことです。

キーワード無双に書かれているような選び方で、キーワードを選び、それに関する記事を書くと、と
りあえず10,000円程度は、ほぼ１００％の確率で稼げるようになるでしょう。

いや、それどころか、このASPだけで月500,000円以上稼いでいる人もいますよ。

ただし、そこまでの稼ぎを得るためには、より効率よく稼ぐための方法が必要です。
コレを使うと、より手早く、大きく稼ぐことが出来るでしょう。

その方法について、当レポートでこっそり伝授しちゃいます。

それでは、次のページからスタートします。
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・まずは、アカウントを連携させよう！

まず、最初に準備することとして、ASPに登録する必要があります。
コレに関しては、キーワード無双にも書かれているので問題ありません。

ですが、もう1つやっておいたほうがいいことがあるので、ここで補足します。

それは…そのアカウントと、「ある銀行」とを連携させるということです。

実は、キーワード無双で利用するASPは、一定金額以上のアフィリエイト報酬を貰おうとする場合、
「ある銀行」と連携させていない場合、貰えなくなってしまうのです。

キーワード無双＋このレポートで書かれていることを本気で実践した場合、その一定金額以上のア
フィリエイト報酬なんて、簡単に突破しちゃいますから、出来るだけ早く連携する必要があります。

一応、ネット銀行のため、口座開設等はとても簡単にできますが、それでも少しだけ期間が空いてし
まいます。

ですので、キーワード無双を始めるにあたって、ASPに登録したら、ついでに銀行の口座開設まで済ま
せてしまいしょう。

＞＞ 銀行の口座開設はコチラ
※　既に口座を持っている・連携させている人は問題ありません。

さあ、次のページから、本格的にキーワード無双で大きく稼ぐためのテクニックを書きますよ。
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・アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦（その１）

さて、これからがこのレポートの真骨頂です。

キーワード無双で紹介されているASPは、基本的には商品の価格に対するアフィリエイト報酬が低め
に設定されています。

ですが、この方法を使うことで、一気にアフィリエイト報酬を稼ぐことが出来る可能性が高くなりま
す。

まず1つ目は、アフィリエイト報酬が特別になっている商品を選んでいくということです。

実は、キーワード無双で使うASPには、特別報酬を受け取れる商品も多数存在します。

通常の 2～5倍というのはもちろんのこと、すごい商品だと、10倍、20倍、それ以上、というものも存
在します。

例えば、通常報酬が100円程度だった場合、2倍の商品でも 200円、10倍だと1商品で1,000円ですよ。

極端に書くと、アフィリエイト報酬が1,000円程度のものなら、10個売れるだけで10,000円ゲットで
す。

もちろん、キーワード無双に書かれているようなキーワードを選ぶということが前提ですけど、その
中でもどのキーワードを選んでいいか悩んでいる人は、アフィリエイト報酬が大きいものを選ぶよう
にしてください。

そうすれば、少ない労力で大きな報酬を受け取れる可能性が高くなりますよ。

・アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦（その２）

続いていきます。

キーワード無双で紹介されているASPを使うと、ネット通販で購入できるような、ほぼ全ての商品・
サービスを紹介できるようになります。

それがいくら高いものでも OKです。

いや、正確な上限はありますよ。
上限は、999,999,999円（＋税込み）です。

つまり、999,999,999円のものを紹介して売れれば、アフィリエイト報酬は莫大なことに…
なりますけど、現実的ではありません。

実際、販売されていますけど、10億円もの商品を買える人なんて殆ど無いでしょうから。

ですが、キーワード無双に書かれている選定方法で、高額商品のキーワードを選ぶというのはありで
す。

一撃必殺を夢みる人は、実践してみてください。
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・アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦（その３）

ガンガン行きますよ。

先程、高額な商品を選ぶとかなりのアフィリエイト報酬が発生するということを書きました。

その応用編です。

キーワード無双で扱うASPには、本当にたくさんの商品、サービスが登録されています。

その中でも、かなり高額になりやすい割に、むちゃくちゃ利用されるサービスがあります。

それは、「旅行関係」です。

そう、実はキーワード無双で取り扱うASPには、旅行に関することまで入っているのですよ。

旅行って、例え日帰りの国内旅行だったとしても、10,000円程度は軽く必要ですよね。

しかもそれは1人の場合であって、これが 2人、3人、家族旅行となっていくと、2倍、3倍と増えて
いきます。

宿泊施設を使う場合だと、更にお金が必要ですし、海外旅行なんかになってくると、10万円以上、何
ていう可能性もあります。

だから、例えアフィリエイト報酬が金額に対して低くても、大きなアフィリエイト報酬を期待するこ
とが出来るわけですね。

ちなみに体験談ですけど、この旅行関係で、30万円のツアーを紹介したことがありますよ。
こうなるともう、ウハウハです。

ですので、もしも旅行関係に興味がある人は、いや、あまり興味がないとしても、大きなアフィリエ
イト報酬をゲットしたいと考えているのであれば、旅行関係を攻める価値はありますよ。

次のページからは、どちらかと言うと大量ゲットと言うよりは「塵も積もれば山となる（チリツモ）
系」でアフィリエイト報酬を集めていく方法になります。
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・アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦（その４）

続いては、先程までとは打って変わって、現実的な話を少し。

キーワード無双で扱うASPは、大手ネット通販サイトを利用します。

で、通販で商品を購入したことがある人は分かると思いますけど、その場合、送料が必要になること
が多いですよね。

ですが、「5,000円以上購入すると送料無料！」みたいな感じで、送料が無料になる条件を出している
ショップもかなり多いと思います。

今回はコレを利用します。

要するに、「5,000円以上購入すると送料が無料になるからまとめ買いをお勧めします」みたいな感じ
で、まとめ買いをすることを促すのです。

こうすることで、1,000      円の商品だったとしても、  5      つ購入してくれればアフィリエイト報酬が      5      倍  に
なります。

アフィリエイト報酬が少ない商品の場合は、5倍になったところで大したことはないかもしれませんが、
まとめ買いを促すことで、購入する人もトクをしたと感じるし、WIN-WINといえますね。

紹介する側としても、記事の穴埋めにもなりますから、かなり嬉しいです。

特にこの方法は、キーワード無双の第 5章、【D】にかかれてあるような商品を選ぶときに使うとかな
り効果的ですよ。

・アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦（その５）

続いても、チリツモ系の方法です。

ネット通販は送料が必要なことが多いと書きましたが、同じぐらい送料無料の商品も多いですよね。
でも、送料無料と書かれているものの殆どは、価格に送料分を上乗せしています。

単価100円で、10個入り送料無料1,500円、みたいな感じで。

ですが、送料無料の商品があるのなら、積極的に送料無料の方を選んで紹介したほうがいいです。

理由は２つあって、まず、送料無料と書かれている方が売れやすいということ。

もう１つは、送料無料の場合は価格に上乗せされているので、その分だけアフィリエイト報酬がたく
さんもらえるからです。

例えば、「1,000円＋送料500円の商品」と、「1,500円で送料無料の商品」の場合なら、前者の場合
はアフィリエイト報酬は、1,000円分しかもらえませんが、後者の方は1,500円分もらえます。

要するに、送料無料のほうが売れる上に、沢山アフィリエイト報酬をもらえることが多いというわけ
です。
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これ、例の場合だと、たったの500円分でしかありません。

ですが、実際の送料って最近高くなっていて、高いものでは1,000円以上する場合もあります。

また、1つや 2つではなく、10や 20、100商品となっていくにつれ、この差は無視できないものとなっ
てきます。

正に、塵も積もれば山となる（チリツモ）系だと言えるでしょう。

本当に、長く続ければ続けるほど、商品が売れれば売れるほど差が出てきますので、積極的に送料無
料の商品を狙うようにしましょう。

・アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦（その６）

アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦、続いては、どんな商品にも組み込むことが出来る上に、比較
的高額なアフィリエイト報酬をゲットできちゃう作戦です。

最初の方でも書いたように、キーワード無双で取り扱うASPにはたくさんの商品やサービスがありま
す。

その中でも、「カード」に関しては、かなり効率の良い稼ぎ方になります。

なぜなら、これを紹介して成約した場合、約 1,500円という比較的嬉しいアフィリエイト報酬をゲッ
トできるからです。

しかも、その「カード」は、無料で発行することが出来ますし、通販ショップを利用するときにむ
ちゃくちゃ便利なので、気軽に紹介することが出来ます。

テレビCMも結構頻繁にしているし、知名度もかなり大きいため、もしもまだ持っていない人がいたら、
紹介の方法によっては、かなりの確率で成約することが出来ます。

どんな商品にも組み込みやすいので、記事の穴埋めにももってこいですから、正に一石二鳥と言えま
すね。

次のページは少し難易度の高いことまで書いています。
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・アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦（その７）

アフィリエイト報酬大量ゲット大作戦、これが最後です。

その方法とは…キーワード無双に書かれているASP以外の商品も、同じような感覚でキーワード選定
をして、積極的に挑戦する、ということです。

キーワード無双に書かれているASPは、たしかに初心者向けですし、月10万円ぐらいまでならサクッ
と稼げる可能性が高いです。

ですが、それ以上は稼げないとは言いませんが作業量的にも、単価的にも難易度が高くなってしまい
ます。

そこで、キーワード無双に書かれているASP以外のASPを使うという選択肢が出てくるわけです。

例えば、A8.netなどが有名ですね。

A8.netならば、１件 1,000円のアフィリエイト報酬どころか、1件 10,000円以上のアフィリエイト報
酬を狙えるような商品も取り扱っています。

はっきり書くと、月10万円とかを目指すのであれば、アフィリエイト報酬が500円の商品を 200個売
れるようにするよりも、アフィリエイト報酬が10,000円の商品を10個売れるようにするほうが簡単な
ことが多いです。

ですので、A8.netのような高額のアフィリエイト報酬を狙えるASPでキーワード無双のキーワード選
定ノウハウを応用して実践するというのはアリです。

＞＞   A8.net      の登録はコチラ  

ただし、この方法には大きな欠点があります。

それは、アフィリエイト報酬が高額な商品であればあるほど、ライバルも多くなってしまい、キー
ワード無双で選定できる商品がかなり少なくなる、もしくはまず無いような状況に陥るということ。

そして、良さそうなキーワードが見つかったとしても、ライバルがどんどん増えていき、報酬を安定
させる方法が難しいということです。

その分、一発当たれば、大きく稼げますけどね。

その欠点を補うにはどうすればいいのか…それは、キーワード無双の上位版とも言える、NEOノンバト
ルアフィリエイト（超）を購入して、実践することです。

NEOノンバトルアフィリエイト（超）では、より具体的なサイトの作成方法や、サイトを安定させるた
めの方法もバッチリ書かれていますから。

もしも、先行投資をしてても大きなリターンを得たいと考えているのであれば、検討してもいいと思
いますよ。

＞＞   NEO      ノンバトルアフィリエイト（超）はこちら  

※　このレポートを読んでくれている人のための限定特典も用意しています。詳しくは決済ページを
チェックしてみてください。
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・キーワード無双で選んだキーワードでサイトやブログ、記事を作成するときの注意点
（その１）

続いては、キーワード無双で選んだキーワードで、サイトやブログ、記事を作成するときの注意点に
ついて書いていきます。

まずは、「サイトタイトルや記事のタイトルをしっかり考える」ということですね。

googleや yahooなどでキーワードを使って検索した人は分かると思いますけど、検索すると、一気に
10個ぐらいずらっとサイトやブログが出てきますよね。

で、その10個ぐらい出てくる中から、自分が欲しい情報が書かれているであろうサイトにアクセスす
る…そういう流れになるはずです。

ということは、いくらキーワード無双を使って、凄いキーワードを見つけることが出来たとしても、
googleや yahooなどで検索されたときに表示されるタイトルが微妙だと、アクセスしてくれる人が少
なくなってしまう、ということになりませんか。

ですので、キーワード無双を使って選んだキーワードを検索した人が、アクセスしてくれやすいよう
なタイトルにする必要があるわけです。

では、これはどうやればいいのかと言うと…
実は簡単です。

あなたが実際に色々なキーワードで検索してみて、「このサイトのタイトルならアクセスするだろう
な」という素敵なサイトタイトルを真似ればいいだけです。

正確に書くと、真似るというのは全く同じタイトルにする（パクる）という意味ではないですよ。

あなたがどうしてそのサイトタイトル・記事タイトルに惹かれたのか、その理由を考えて、分かった
らその原因となることと同じようなことを、あなたのサイトやブログのタイトルに加えればいいだけ
です。

そうやって、あなた自身をお客さんにしてみて、どういう感じならアクセスしたくなるか、というの
を考えることは、とても重要です。

今後もかなり使えるテクニックですので、ぜひともマスターしてみてください。
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・キーワード無双で選んだキーワードでサイトやブログ、記事を作成するときの注意点
（その２）

さくさくいきます。

今度は、ブログやサイトの記事に、「具体的な価格」を書くのは止めておいたほうがいいという話で
す。

理由は簡単で、ネット通販で購入できる商品は、どんどん価格が変わっていくからです。

ですので、あなたがブログやサイトを作成したときの価格と、アクセスしてくれた人が実際に見たと
きの価格とは変わっている可能性が非常に高いのです。

例えば、「1,000円です！」と書いていた商品が、実際には1,500円になっていたら…多分、ほとんど
の人が購入しないですよね。

そういう悲劇が起こってしまう可能性が高いので、価格は書かないでおきましょう。

それに、敢えて価格を書かずに、「○○の価格をチェックしたいならコチラ！」みたいな感じで、ア
フィリエイトリンクに誘導すれば、クリックしてくれる可能性が高くなるという効果もあります。

こういう感じで、アフィリエイトリンクの先に答えがあるような誘導方法って、かなり効果的なので
す。

そういう意味でも、価格は絶対に書かないようにしてください。
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・終わりに…

という感じで、キーワード無双を有効活用して大きく稼ぐためのコツについて色々書いてきました。

キーワード無双を読んだ後、この特典に書かれていることを意識しつつ実践していけば、他の人より
もずっと早く、大きく稼ぐことが出来るようになりますよ。

ぜひとも取り組んでみてください。

また、キーワード無双をまだ無料でゲットしていない人には分かりにくいレポートだったと思います。

もしもまだ、キーワード無双をゲットしていない人がいたら、無料期間のうちにゲットしておくこと
を強くお勧めします。

＞＞   NEO      ノンバトルアフィリエイト（超）の肝が無料で学べます  
※　いつまで無料なのかは分かりません。お早めに！

後…本当はまだまだ書きたかったのですが、実はここに書いてあるのは、NEOノンバトルアフィリエイ
ト（超）を私経由で購入してくれた人に渡している、特別な特典の1部だったりします。

ですので、これ以上書くと、私から購入してくれた人に怒られそうなので止めておきます。

私経由で購入してくれた人には、ここに書かれていることの10倍以上の分量で、思いっきり濃いア
フィリエイトで稼ぐ方法を書いています。

しかも、より具体的に、です。

なにしろ、このレポートに書いてあることは、私の NEOノンバトルアフィリエイト（超）の特典の、
４つあるレポート（初級編・中級編・上級編・その他）のうち、初級編の「ほんの触りの部分だけ」
ですからね。

その上、どんどん改訂していってますから、分量は今後も増えていきます。
私が稼げるようになればなるほど、そのノウハウを余すことなく書いていきますから。

もしも、先行投資を行うことでより手早く、大きく稼ぎたいとか、私の100ページ以上ある大ボ
リュームの特典を見たい方は、NEOノンバトルアフィリエイト（超）をゲットしてみてください。

＞＞   NEO      ノンバトルアフィリエイト（超）はコチラから  
※　特典の詳しい内容は、決済ページで確認してください。
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https://www.infotop.jp/click.php?aid=128729&iid=22298&pfg=1
http://detaminecenter.com/lp/6367/538274

