
Twitter×高額アフィリエイトで稼ぐ為の5STEP 

アフィリエイトでどうしても長続きせず稼げなかった飽き性の私が、ツイッターを

用いてたった１時間半の初期作業で簡単に報酬を発生させた方法とは？ 

■はじめにこの方法は実行するのに1 円もかかりません。 

情報商材でありがちな肝の情報を別サイトに誘導したり、セミナー誘導もしません。 

このレポートで全て語ってしまうので、少し長い文章ですが、この文章を2 回ほど

読み返していただくと、仕組みとカラクリが理解でき、あなたにもできる自信が湧

いてきます。 

できればこの文章をプリントアウトして実行されることをおすすめします。 

 

突然ですが、稼げていますか? うつむきながら「・・・いいえ」と答えたあなたに、

先にお伝えしておきます。 

今のあなたが、「パソコン歴1 ヶ月以上のキャリア」であれば、1 ヶ月後、 

あなたは15 万円を生み出すことはできるでしょう。 

先に私自身のお話をしておくと、これからご紹介する方法で、私は昨年の10 月に

22 万円を、その稼ぎは少しずつ増え、直近の5 月は58 万円となりました。(後述

に実績を簡単に載せています。) 

ただ、この方法は誰もが簡単で取り組めるのですが、その簡単さをどのように伝え

れば良いかと腐心し、悩んだ末に隠居生活の父親で実際に試してみることにしまし

た。父は、ごく普通の63 歳のおじさん(おじいちゃん?)です。 

パソコン歴はサラリーマンの時Word を少しいじったのと、毎年の年賀状で使う 

程度で、アフィリエイト歴はもちろん0 年です。 

父は超がつくメカ音痴でサイトの登録どころか、ケータイのメールですら、面倒 

臭がり、どちらかと言えばキングオブアナログ世代です。その父を、10 日間ぐら

いで、なんとかパソコンで登録をしたりできるまでに教え込みました。 

で、その父でもできるアフィリだったら、「そりゃ簡単だろ」と言う訳です。 

要はインターネットができて、文字入力ができればOK です。 

私が横で説明しながらではあるものの、父親は4 時間ほど、このアフィリエイトに

必要な仕組み作りに頑張って取り組んでくれました。そして、1ヶ月後に見事に父

のほうは17万円を手にしたのです!! (アフィリエイトでなぜお金が発生してるかは

理解してないかも知れませんが…) では改めて、このアフィリエイトの話をしてい

きます。この方法に取り組むための条件は、下記の3 つとなります。 

 

1. 18 歳以上である 

2. インターネットに繋がっているパソコンがある 



3. 携帯電話がある 

この3 つの条件さえ整っていれば、誰でも稼げる方法です。 

実行する4 時間とは、父親の取り組み時間から想定して算出しましたが、私自身は

そこそこパソコンに慣れていることもあり、1 時間半ほどで作業が終了しました。 

作業時間はだいたいこのくらいと思って頂ければと思います。 

また、このレポートでは、この作業をあなたが迷わず行えるように、できるだけ、

簡単な言葉を使って作成しました。繰り返しお伝えしますが、あなたに必要なのは、

たったの4時間です。 

あなたの大事な4 時間を、この作業に集中させてください。 

その4 時間で、あなたは月15 万円を稼げてしまうのですから。

ちなみに、1ヶ月に15 万円だけで打ち止めじゃありません。 

その後も、1 週間に1 度程度のメンテナンスで、月を追うごとに150%増しくらいで、

利益が積算されていきます。それは、私自身が体現しています。世の中にあるアフ

ィリエイトはHP を作ったりブログを50 個も100 個も作ってSEO でアクセスを上げ

る苦労…じゃなかったですか? それは素人には無理な作業です。 

しかし、今回紹介するアフィリの全ては４時間の集中した作業のみです。 

ひとつひとつ丁寧に作業すれば絶対できますから大丈夫!! では、ご一緒に頑張っ

て参りましょう!! 

 

■４時間の作業の流れまず、この４時間にあなたが行う作業の流れをご説明します。 

●まずこの文章をなんとなく読んでみる(60 分) 

●作業その1(30 分) あるサイトに無料登録する 

●作業その2(20 分) 「作業その1」で登録したサイトで「あなたの紹介用URL」を 

ゲットする 

●作業その3(20 分) 「作業その1」と「作業その2」の作業を、他の3 つのサイト

でも行う。 

●作業その4(40 分) このレポートを全部word にコピーして「あなたの紹介用URL」

を貼り付ける 

●作業その5(60 分) 「作業その4」で作ったレポートを無料のレポートスタンドに

設置する以上です。それぞれの作業時間の目安を(●●分)という感じで書いてみま

した。 

 

全部合計したら、２３０分、つまり３時間50 分でした。 



ですので、最初のこの文章を読んでみるというのは時間の取り過ぎかもしれないの

で、文章読みながら進める人なら３時間もかからないかもしれません。 

文章を読みながら、並行して作業をやっていくことで効率よく進めることができる

と思います。 

ただし、登録などの時は、間違いないように集中してください。 

アフィリエイトなので、せっかく入金されるはずなのに登録のまちがいで入金が 

遅れてしまったりの可能性も出てきますので。 

そこさえ気をつけてやれば、そこそこ食べれるぐらいにはなれます。 

先に言いましたが、この方法はHP を作るスキルもブログのアクセスを上げる苦労

もまったく必要ありません。（SEO 対策的なことはいらないです。） 

確かに、最低限クリアしなくてはならないポイントがいつくかあるので、それを 

これから丁寧に説明していきます。ちなみに、私があなたにこの方法をお伝えする

ことで、私にもメリットがあります。あなたが稼いでくれれば、私にとってのアフ

ィリエイトにもなるのです。 

ですから、私は、わかりやすく丁寧にお伝えし、あなたに稼いで頂きます 

実は、この方法を、私は以前から知っていたのですが、時間が無い、忙しい等と 

いった「言い訳」で、ずっとやらずにいました。 

失業してから焦ってやったのが始まりです。昨年９月の終り、失業で時間がぽっか

り空いたのでやってみたところ、初月に223,000 円の収入。気が動転するほど驚き

ました。 

同時に、こんなことなら失業前にサイドビジネス的にやっておくんだったと後悔し

ました。ちなみに、今年になってから(3 月)は401,500 円、更に翌月(4 月) は

490,500 円の収入が上がっています。現在に至っては、58 万円と、順調に伸びてい

っています。 

現在はツイッターアカウントを増やした効果もあって、月の10 日の時点で30 万円

を達成です（父はあまり関わってもないので月10 万になってますが） 私が地団駄

踏んだ理由も分かりますよね? では次から、ひとつひとつの作業を丁寧にご説明し

ていきます。 

 

■作業その1(30 分) あるサイトに無料登録するまず、この稼ぐ方法とは、出会い

系のアフィリエイトを上手に利用します。『えっ?出会い系?』そこで勘違いしない

でください。 

あなたに、出会い系で誰かと会って欲しいと言っている訳でも出会い系のサクラを

やって欲しいと言っている訳でもありません。出会い系で「アフィリエイト」を行

うのです。簡単に言うと、あなたが、出会い系のサイトを誰かにご紹介して、その

ご紹介した方がサイトで無料登録をすれば、あなたに手数料が入るという寸法です。 



今、私はあなたにこのようにご紹介していますよね? その同じことを、「超」が付

くほど簡単にやって頂こうというものなのです。 

『でも、誰かに紹介するって・・・どうやって?』そこで慌てないでください。 

「作業その1」～「作業その5」で、順を追ってご説明します。 

ちなみに、あなたは今までにアフィリエイトで収入を得たことはありますか?  

あなたがもし、アフィリエイトで収入を得たことがあるのであれば、この出会い系

アフィリエイトは、それまでのアフィリエイトよりもあまりにも簡単に収入を得ら

れるはずです。 

あなたがもし、アフィリエイトで収入を得たことが無いのであれば、これがきっと

初報酬となるでしょう。それほど、単純明快に稼げる方法だからです。そして、あ

なたがまだアフィリエイトという言葉すら知らない方でも全然大丈夫です。 

書いてある通りに作業を進めれば、いつのまにか収入が入っています。この方法が

あなたにとって、アフィリエイトを知るキッカケになると思います。しかも、一般

のアフィリエイトは、紹介した人が商品の購入に至るなどお金が動かなければ報酬

が発生しませんが、出会い系アフィリエイトは無料登録だけで報酬が確定します。 

つまり、情報を伝える仕組みさえ作ってしまえば、本当の意味でほったらかしの 

収入を得ることができてしまうのです。（うちの父みたいに） 

さらに、一般のアフィリエイトが、入金まで時間が掛かるものが多いのですがこの

出会い系アフィリエイトは驚くほど高額で、しかも早ければ2日後に入金されます。 

なお、出会い系についてお伝えしておきますと、数年前までは、出会い系自体の法

律が定まっておらず、特に未成年を対象とした事件が多かったのは事実です。 

当時は、何も法規制がされていなかったために、さまざまな業者が出会い系市場に

参入したからでしょう。 

そこで「出会い系サイト規制法」という法律が平成15 年に制定され、さらに内容

の一部が改正されて平成20 年12 月1 日より新たな「出会い系サイト規制法」とし

て、改めて施行されました。この法規制により、出会い系運営業者の淘汰が進み、

現在でも残っているのは法を正しく遵守しているまっとうな業者です。 

最近、ニュースで出会い系の被害があまり聞かれなくなったのもこの法によるとこ

ろが大きいようです。(今は、オレオレ詐欺がどんどん進化していますね。) 

 「出会い系=危険」というイメージはまず捨てて頂いて、上手に出会い系を利用 

することを考えましょう。 

「まず月々ある程度の月収」は、そこから始まります。 

『それでも、まだ出会い系は心配・・・』まだ、あなたはこうお考えかと思います。 

これはあくまで商材としてインセンティブがよく入金が確実なものをチョイスし

てるので、出会い系に興味あるかないかは別にしてください。 

安心安全であると言われている著名な出会い系サイトの中から、「更に」5 つの 



ハードルを設け、そのハードルをクリアしたサイトのみを今回のアフィリエイト 

対象サイトに厳選しました。 

その、5 つのハードルとは、 

1. 運営期間が長い 

2. 会員数が多い 

3. 法人化している 

4. 個人を特定できる方法での登録を促している 

5. 「インターネット異性紹介事業」を届け出ており当局から認定済みであるです 

1 の「運営期間が長い」は、長く健全な運営するためには絶対的に必要なポイント

です。健全で無ければ、とっくの昔に閉鎖されているはずです。 

2 の「会員数が多い」は、全うにサイトを運営するためには、会員数の確保が必要

であることと、この手のサイトは口コミで広まりやすく、質の良いサイトであれば、

口コミだけで広がり、それに応じて会員数も増えるのでハードルに加えています。 

3 の「法人化している」は、運営母体が個人であると、どうしても登録されている

個人情報の扱いが脆弱になってしまいます。ゆえに、法人化した企業による運営を

条件に加えました。 

また、4 は、本人確認が取れない登録方法であると、何か問題があった時の対処法

が無いことになります。携帯電話で本人認証しているサイトであれば、最低の安全

は確保できるだろうという判断です。（特に報酬の入金） 

最後に5 は、「インターネット異性紹介事業」の届け出には十数種類の書類が必要

で、法に則った運営を国から誓約させられることから、この届け出を出し、認定を

受けていることが必須だと考え、加えました。いかがでしょうか? 

これで、私が厳選した出会い系サイトが健全な運営をしていることに納得がいった

のでは無いでしょうか? 

もし、それでも、「いや、やっぱり出会い系だし・・・」とおっしゃるのでしたら、

私の方からこれ以上あなたに提供できる材料はありません。 

大変残念なのですが、このレポートはゴミ箱へ破棄してください。5つのハードル

をクリアした出会い系サイトが下記の4つのサイトです。まずは、この4つのサイト

に無料登録することが第一歩です。 

面倒くさがりな貴方。 

このレポートを読み進めながら同時進行でサクサク会員登録を済ませてしまいま

しょう。この会員登録が山場です。 

これを乗り越えればあとは報酬発生を待つだけなのですから。頑張って一気に登録

していきましょう。 

『ハッピーメール』 



稼げる度★★★★★★ 

登録はこちらから 

http://happymail.co.jp/?af4598789 

● 開設年:2000 年 

● 会員数:350 万人 

● 法人名:株式会社アイベック 

● 個人を特定できる登録方法:携帯認証 

● インターネット異性紹介事業:届出・認定済み(認定番号: 90080003000) ウェブ

サイトのデザインが変わっていた場合は、「新規登録」ですので難しく考えず、HP 

の案内に従って登録して下さい。 

『J メール』 

稼げる度★★★★★★ 

登録はこちらから 

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a 

● 開設年:2000 年 

● 会員数:300 万人 

● 法人名: 有限会社エムアイシー総合企画 

● 個人を特定できる登録方法:PC 認証であるが相手とのやり取りが発生する際に

携帯認証が必要 

● インターネット異性紹介事業:届出・認定済み(認定番号： 90080006000) 

『YYC』 

稼げる度★★★★★★ 

登録はこちらから 

http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/ 

● 開設年:2002 年 

● 会員数:500 万人 

● 法人名: LINE 株式会社ライブドアが運営 

● 携帯認証不要 

● インターネット異性紹介事業:届出・認定済み(認定番号: 63080004000) 

『わくわくメール』 

稼げる度★★★★★★ 

登録はこちらから 

http://550909.com/?f0916881 

http://happymail.co.jp/?af4598789
http://happymail.co.jp/?af4598789
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a
http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/
http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/
http://550909.com/?f0916881
http://550909.com/?f0916881


● 開設年:2002 年 

● 会員数:300 万人 

● 法人名:株式会社ワクワクコミュニケーションズ 

● 個人を特定できる登録方法:PC 認証であるが相手とのやり取りが発生する際に

携帯認証が必要 

冒頭でもお話ししたとおり、私は以前から、この出会い系アフィリエイトの方法は

知っていたのですが、仕事していたのと正直多少の抵抗感があり、その上、出会い

系に対する情報も手元に無く、何もやらずに放置していました。 

しかし、実際に登録してみてわかるのですが、これらのサイトは、アフィリエイト

に取り組もうと考えている人間に対しても、よく考えて作られているなと思うほど、

随所に安心安全な仕組み作りが施されています。 

■安心安全な仕組み作りが施されていると思う点 

(1) 通常、出会い系サイトを利用すると、女性の場合は、登録・利用共に完全無料

ですが男性の場合には、登録は無料であっても利用する際には料金が掛かるのが普

通です。しかし、上記のサイトは、「先にポイントを購入してメールを送る」とい

う良心的なシステムを採用していますので、無料登録を行ってもやはり不安であれ

ば利用さえしなければ、男性でも完全無料という仕組みになっています。 

■安心安全な仕組み作りが施されていると思う点 

(2) 上記の4 つのサイトは、優良なサイトなので男性・女性共に登録は完全無料で

しかも、後から何かの請求やリスクの負担もありません。 

少なくとも、私はアフィリエイトを開始してから半年以上の間は何もありません。

（教えてくれた友達も2 年程この方法で問題無いです。） 

■安心安全な仕組み作りが施されていると思う点 

(3) 携帯電話を利用して、個人を特定できる方法での会員登録を促しているので、

何か問題があった際に個人の特定が可能なため、犯罪等の目的で利用できない仕組

みとなっています。 

※携帯電話での認証が必要となりますが、あくまで本人確認のためですので、その

後電話に何らかの連絡があることは一切ありません。 

もちろん、サイト運営会社は、「本人確認のため」に携帯認証を行っていますので

それ以外の目的で利用すると、事業運営が継続できなくなってしまうリスクも抱え

ています。 

どのサイトも伊達に10 年近く運営を続けてきた訳ではありません。健全なサイト

でなければ、悪評が悪評を呼び、とっくに淘汰されていたでしょう。上記4つのサ

イトは共に完全無料登録ですので、あなたには全くリスクがありません。 

私はこの内2つのサイトだけで、最初の1ヶ月間で約22 万円の報酬を頂きました。

ただ、登録後に、失業保険より高い金額に、友達に教えて貰った時に、面倒臭がら



ずすればよかったと後悔したのと同時に、「健全な出会い系は健全であること」を

どのようにあなたに伝えれば良いのかを考え、上記のような5つのハードルを設け、

サイト選びの基準を独自に思いついた訳です。 

結果として、安全な仕組みが施されている点が次々に見えてくる形となりました。

非常に長くなってしまいました。いよいよここからが本番です。それでは『ハッピ

ーメール』を例にとって登録手順をご説明します。 

『ハッピーメール』 

稼げる度★★★★★★ 

 

登録はこちらから 

http://happymail.co.jp/?af4598789 

お一人様のご登録で、2,000 円→現在は3,500 円の報酬ご紹介人数が増えるごとに、

最大で5,000 円まで拡大!! 『ハッピーメール』上記のURL をクリックしてトップペ

ージを開きます。 

1、新規会員登録です。あなたが女性なら【女性無料登録】を、あなたが男性なら

【男性無料登録】をクリックしてください。 

2、登録するエリアと都道府県を選んでクリック都道府県も選びましょう。 

3、【50P 無料登録はコチラ】をクリック 

4、電話番号と暗証番号を入力して【送信】をクリック・携帯電話の番号をハイフ

ン(-)なしで入力してください。・暗証番号は4 ケタの覚えやすいものを入力して

ください。 

5、確認画面で確認して【次へ】をクリック 

6、電話番号確認画面で、携帯番号の認証を行います。この電話番号確認は、先ほ

どお伝えしたとおり、不正な番号登録を防ぐためのものです。あなたの携帯電話の

番号を間違いの無いように入力してください。 

電話番号確認は、あなたの携帯電話から指定の番号へ電話を掛けることで全てコン

ピューターが行いますので、誰かと話したり、ややこしい手間が発生したりするこ

とはまったくありません。ダイヤルすると、「ハッピーメールへご連絡いただきま

したありがとうございました。登録する方は【1】を押してください。」とメッセ

ージが流れますので、【1】を押してください。 

そうすると、「ありがとうございました。登録をお続けください。」というメッセ

ージが流れますので、電話を切ってしまってOK です。もちろんのことながら、そ

れ以後、登録した電話番号には1 本の電話すら掛かってきません。所要時間は約10 

秒です。確認次第、【登録】をクリックします。 

7、【プロフィール登録】をクリック。 

http://happymail.co.jp/?af4598789
http://happymail.co.jp/?af4598789


8、プロフィールを入力します。必須事項は【ニックネーム】だけです。他は空欄

でもOKです。後で修正も可能ですので、とりあえず【ニックネーム】だけ入力しま

しょう。ニックネームを入力したら【次へ】をクリック。 

9、自己評価を入力します。後で修正が可能ですので、何もいじらなくてOK です。

【次へ】をクリック。 

10、興味ある事を入力します。こちらも、後で修正が可能ですので、何もいじらな

くてOKです。【登録】をクリック。 

11、登録の確認です。【確定する】をクリック。 

12、年齢確認【メンバーメニュー(総合ページへ)】をクリック。 

※【年齢確認へ】をクリックすると、出会いをするためのやり取りを行うことが 

できます。アフィリエイト機能は年齢確認をせずに利用可能です。お疲れ様でした。 

これで登録は終了です。 

■作業その2(20 分) 「1」で登録したサイトで「あなたのアフィリリンク」をゲッ

トする 

さて、「作業その2」では、いよいよ今回の作業の「極秘のテクニック」に取りか

かります。やることはカンタンです。「作業その1」で登録した『ハッピーメール』

で、「あなたの紹介用URL」をゲットします。 

あなたが稼ぐための重要なポイントですので、しっかりついてきてください。 

今、あなたの『ハッピーメール』の画面は、「メンバーメニュー」になっていると

思います。もし、ログアウトされていたら、トップページに一度戻って、メンバー

ログインから先ほど登録した携帯番号とパスワードで再度ログインしてください。 

では、具体的に「あなたのアフィリエイトリンク」をゲットする方法を、1~5 の順

にご説明していきます。 

1、「メンバーメニュー」から、【アフィリエイトランクUP キャンペーン】をクリ

ックし、アフィリエイトプログラムに参加します。 

2、アフィリエイトの規約を確認して、【取得する(登録)】をクリックします。 

3、アフィリエイト登録画面で【はい】をクリックします。 

4、登録完了画面で【アフィリエイトトップ】をクリックします。 

5、この画面で出てきた【アフィリエイト専用リンク】の下に書かれたURL が、「あ

なたの紹介用URL」になります。これこそが、あなたの稼ぎの肝になります。 

この「あなたの紹介用URL」は、あなたのパソコンのメモ帳を開いて、サイト名と

一緒にコピー&ペーストして、保存しておいてください。コピー&ペーストした「あ

なたの紹介用URL」は、「作業その4 」で使います。 

なお、先に簡単にご説明しておくと、あなたが「あなたの紹介用URL」を、多くの

方々にご紹介すればするほど、あなたにアフィリエイトとして紹介料が入ってきま

す。 



多くの方々へのご紹介の方法は、「作業その5」でご説明しますね。 

■作業その3(20 分) 「1」と「2」の作業を、他のサイトでも行うこの「作業その3」

も非常に重要です。これまで「作業その1」と「作業その2」で取り組んだ、「ハッ

ピーメールの無料登録」と、「あなたの紹介用URL のゲット」を、残りの3 つのサ

イトでも行います。 

先ほどもお話しした通り、それぞれのサイトの「あなたの紹介用URL」はあなたの

パソコンのメモ帳を開いて、サイト名と一緒にコピー&ペーストして保存しておい

てください。 

下記のサイトの内、『ハッピーメール』は会員登録を済ましていますので、 

登録するのは、『わくわくメール』『YYC』『J メール』となります。 

『ハッピーメール』 

稼げる度★★★★★★ (会員登録済み) 

登録はこちらから 

http://happymail.co.jp/?af4598789 

『J メール』 

稼げる度★★★★★★ 

登録はこちらから 

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a 

『YYC』 

稼げる度★★★★★ 

登録はこちらから 

http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/ 

『わくわくメール』 

稼げる度★★★★★★ 

登録はこちらから 

http://550909.com/?f0916881 

 

『J メール』『YYC』『わくわくメール』と、順にゆっくり丁寧に登録作業をして

いきましょう。基本は、『ハッピーメール』と同じですので、ここでは簡単な流れ

だけご説明しますね。 

『J メール』 

http://happymail.co.jp/?af4598789
http://happymail.co.jp/?af4598789
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a
http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/
http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/
http://550909.com/?f0916881
http://550909.com/?f0916881


稼げる度★★★★★★  

登録はこちらから 

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a 

お一人様のご登録で、2,000 円『J メール』の場合は、トップページの「男性無料

登録」又は「女性無料登録」をクリックしてください。 

見た目は、『ハッピーメール』とは違いますが、入力する内容に大きな違いはあり

ません。 

問題なく登録できると思います。アフィリエイトページには、 

1、ログイン 

2、【アフィリエイト0 円】をクリック 

3、「あなたの紹介用URL」が表示されます 

『わくわくメール』 

稼げる度★★★★★★ 

登録はこちらから 

http://550909.com/?f0916881 

お一人様のご登録で、現在は4,000 円の報酬 

トップページの「新規メンバーエントリー」の「男性」か「女性」かをクリックし

てください。 

見た目は、『ハッピーメール』や『J メール』とは違いますが入力する内容に大き

な違いはありません。問題なく登録できると思います。ちなみに、『わくわくメー

ル』の場合は、携帯電話番号の登録は必要ありません。その代わり、パソコンのメ

ールアドレスを登録する必要があります。 

アフィリエイトページには、 

1、ログイン 

2、【メンバーメニュー】をクリック 

3、「アフィリエイト」右の【友達紹介4000 円】をクリック 

4、中段の「あなたの専用紹介コード」の下に、「あなたの紹介用URL」が表示さ

れています。 

『YYC』 

稼げる度★★★★★☆ 

登録はこちらから 

http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/ 

お一人様のご登録で、2000 円! 『YYC』の場合は、トップページの「新規登録」の

をクリックしてください。 

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a
http://550909.com/?f0916881
http://550909.com/?f0916881
http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/
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非常にシンプルな内容の登録画面になっています。 

こちらも問題なく登録できるでしょう。 

アフィリエイトページには、 

1、ログイン 

2、【アフィリエイト】をクリック 

3、「あなたの紹介用URL」が表示されています。 

■作業その4(40 分) このレポートコピーして「あなたのアフィリリンク」を貼り

付ける 

それでは「作業その4」に行きましょう。 

「作業その4」では、このレポートをまるごとWord にコピーして、 

『ハッピーメール』『J メール』『PCMAX』『YYC』の 

URL をそれぞれ「あなたの紹介用URL」に変更してください。 

「まるごとWord にコピー」の方法は、PDF のレポートの画面上で、「Ctrl」+「A」

で文章 

を反転させ、「右クリック」→ 「コピー」か「Ctrl」+「C」でコピーは完了です。 

その後、Word を開き、「右クリック」→「貼り付け」でOK です。 

また、私のレポートの「紹介用URL」は、例えば『ハッピーメール』でしたら、

http://happymail.co.jp/?af4598789になっていますが 

通常の「あなたの紹介用URL」は下記のようになっているはずです。 

 

・ハッピーメール: http://happymail.co.jp/●●● ・わくわくメール: 

http://550909.com/●●●・YYC: http://www.yyc.co.jp/af/●●●/  

 

※●●●が、あなた固有の番号になり、この番号により識別されます。※多少違っ

ている場合もあるかも知れませんが気になさらないでください。 

このようなあなたの紹介用URL」を私のURL(例えば『ハッピーメール』でしたら

http://happymail.co.jp/?af4598789 の上にそのまま貼り付けてください。 

4つのサイトのURL を、「あなたの紹介用URL」に変更しましたか? 

次に、このレポートとまったく同じでは都合が悪いので、あなたならではのオリジ

ナリティあふれるタイトルに変更しましょう。 

ご参考までにタイトル案を挙げておきます。 

◆暑い夏を在宅ワークで吹っ飛ばせ!!3 時間の我慢で30 万円がフトコロに!! 

◆たった3 時間で、ダンナの稼ぎを越える方法を教えます。 

◆ちょっとの作業で大きな見返り!!睡眠時間を削っても納得の確かな方法とは? 

なお、文書はWord で作成するのですが、ご紹介する時はPDF ファイルにしなくて

はなりません。もしあなたが、PDF ファイルをお持ちでなければ、下記の「プリモ

http://happymail.co.jp/?af4598789
http://happymail.co.jp/?af4598789%20


PDF」がオススメです。もちろん、無料でダウンロードできます。 

●プリモPDF http://www.forest.impress.co.jp/library/software/primopdf/ 

プリモPDF をインストールして、Word 文章をPDF に変換してください。いかがでし 

ょうか? このPDF ファイルを作りが終了したら「作業その4」は終了です。 

PDF ファイルが、あなたの紹介用レポートとなります。これこそが、あなたの稼ぎ

のネタです。ちなみに、サイトごとに、換金のルールが多少違ってきますので、ご

案内しておきます。 

(お一人紹介ごとにいくらの紹介料をいただけるかという情報も入れておきます。) 

『ハッピーメール』 

http://happymail.co.jp/?af4598789 

・お一人様のご登録で、2,000 円→現在は3,500 円の報酬ご紹介人数が増えるごと

に、最大で5,000 円まで拡大!! ・換金請求可能額:10,000 円以上かつ5 人以上の紹

介から・毎週月曜日締切り、翌火曜日以降の?払い。 

『J メール』 

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a 

・お一人様のご登録で、2,000 円ご紹介人数が増えるごとに、最大で5,000 円まで

拡大!!・換金請求可能額:10,000 円以上かつ5 人以上の紹介から 

『YYC』 

http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/ 

・お一人様のご登録で、2,000 円・換金請求可能額:10,000 円以上かつ5 人以上の

紹介から 

『わくわくメール』 

http://550909.com/?f0916881 

・お一人様のご登録で、2,000 円→現在は4,200 円の報酬・換金請求可能人数:3 人

以上の紹介から・毎月10 日/20 日/月末締切り10 日後の支払い(銀行休業日を除く) 

※条件は変わることがあります繰り返しになりますが、本人確認のために『わくわ

くメール』以外は、電話番号確認が発生しますが、何らかの電話確認があったりす

ることは一切ありません。 

逆に言えば、この本人確認は、法規制により健全なサイト運営のために行っている

ものです。私は、登録して半年以上が経ちますが、どのサイトからも1度も連絡が

ありませんので、安心なさってくださいね。 

また、4つのサイトをセットで登録し、掲載してください。1つのサイトだけだと、

そのサイトの関係者がサクラで宣伝をしていると勘違いされて警戒される可能性

があります。逆に４つ以外にものせてもいいですが、あまり数が多過ぎても管理が

大変です。安全なサイトだと私が確認できたのが４つというだけで、他にもあるぞ、

管理もできるぞという方は５，6 個にしてもいいかもしれませんが、やはり私が挙

http://www.forest.impress.co.jp/library/software/primopdf/
http://happymail.co.jp/?af4598789
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3uhuuxlue2dgm2qeyns3pnaw7a
http://www.yyc.co.jp/af/00dbd44c/
http://550909.com/?f0916881


げた4 つが安全なサイトの四天王だと思います。 

何より、4つを一緒に紹介することで、収入金額がその分倍増されます。私は現在、 

『ハッピーメール』で1 日2 件ほどの登録、『Jメール』と『わくわくメール』と

『YYC』が、それぞれ1 日1 件ほどの登録があります。 

もちろん、曜日によっての波や、月末か月初かの波がありますが、1日あたり平均

しても15000 円以上が発生しています。仮に、あなたがアフィリエイト初心者でも、

「作業その1」から「作業その5」を行えば、初月から1 日2 人程度に登録をもらう

ことは可能だと思います。 

■作業その5(60 分) 

「4」を無料のレポートスタンドに設置する最後の作業です。 

ここまでで、あなたの作業は8 割方終了しています。 

もう一息です。頑張りましょう。最後は、あなたが作ったレポートを、あなたが宣

伝する 

作業です。利用するのは「無料レポートスタンド」です。 

この「無料レポートスタンド」に、あなたが作った無料のレポートを登録すれば、

これらのスタンドに集まる方々にご案内することができます。 

オススメはこちらのサイトです。 

インフォゼロ 

上記のサイトはHP を持っていなくても、フリーメールさえ持っていれば登録がで

きる上に審査もありません。 

「作業その4」で作った、あなたのレポートを、上のサイト登録しましょ 

う。それだけで収入が発生するようになります。「作業その5」は以上です。 

・・・意外に「作業その5」は、アッサリしていますよね? そうなのです。これで

稼げてしまうので、アッサリしていていいのです。 

では、楽しみながら、稼いでしまいましょう。 

■作業その5 プラスアルファ（どうやって宣伝するの？） 

Twitter で宣伝しましょう。 

さて、「作業その5」では、無料レポートスタンドを利用した宣伝方法をご紹介し

ましたが、さらに進化した宣伝方法をご紹介します。 

それは、このレポートのタイトルであるTwitter を使った仕組みです。とは言え、

何も難しくありません。 

ただ、ツイッターで、つぶやいてサイト登録を促すだけです。まずは『フォロワー』

を増やさないといけません。安心してください。実は、フォロワーを増やすちょっ

とした裏ワザがあります。 

コチラのアカウントを御覧ください。 

https://twitter.com/keke55sougo 

https://info-zero.jp/
https://info-zero.jp/
https://twitter.com/keke55sougo


見て頂ければ、何が言いたいか分かって頂けたかと思います。 

ズバリ、『相互フォローを求めるアカウント』を作り、フォロワーを増やし、十分

フォロワーが増えた(200 くらい)所で広告を投下し始めるのです。 

ポイントとしては、・アカウント名にfollow, sougo 等のワードを入れる実は 

keke55sougo のアカウント元々放置してあったのですが、このアフィリエイトをや

ると決めてから名前を変えて一気にフォロワー数を2000 以上になりました。 

さらに報酬を増やしたいので、別のアカウントを５つ作ったのですが、５日たらず

でこの方法で全部でフォロワー数1000 近くになってます。名前には「相互フォロ

ー」「フォローバック」といった言葉を入れ、既にフォロワー数を伸ばしている「相

互フォローアカウント」を探し、そのフォロワーリストのなかから『一般人のアカ

ウント』を適当にフォローする。 

相互フォローアカウントの輪に入っている一般人は、「なんとなくフォロワーが欲

しい」人達です。このようなアカウントを「相互フォローアカウント」でフォロー

すれば、高確率でフォローが返ってきます。そして、フォローしたことを忘れた頃

に、流されて来る広告を何気なくクリックするのです■私の実績を少しだけ公開ち

なみに・・・私の現在の報酬額ですが、現在は2015年10 月: 223,000 円(スタート

月) 10 月から2 月までは20 か 

ら35 万の間で動いてました。 

無理にフォロワー数伸ばそうと3000 フォローとか一気にしたらアカウント凍結さ

れたり、放置したりしてたため・・・ 

2016年3 月: 401,500 円4 月: 490,500 円5 月: 581,500 円合計:1,696,500 円と 

言った感じです。4 月からまた動き始めたのはツイッターアカウント増やしたのが

大きいと思います。 

4ヶ月累計で「508 人」が登録をしてくれたのですが、何より驚くべきなのは総ア

クセス数です。 

何人だと思いますか? 実に、「4607 人」なんです。 

つまりどういうことかと言うと、実に9人に1人の方が登録をしてくれている訳です。 

登録率は、驚異の11%超です。他のアフィリエイトではあり得ない数字だと思いま

す。初月、2ヶ月目、3ヶ月目と経つにつれて、驚くほどの会員登録率と目を丸くす

るほどの金額が振り込まれていきます。 

■フォロワー収集作業自動化ツールのご案内 

マニュアルで解説した通り、ツイッターにおけるフォロワーの収集作業は極めて単

調なものですので、実際のところこの程度の収集工程は誰が実践しても結果は変わ

りません。このような「誰がやっても同じ結果が出るような作業」は、出来る経営

者や起業家であれば、このような単調な作業には自らは手を付けず、完全に人に任

せてしまうか自動化を図るというのが定石かと思います。 



少なくともこのような作業に自分自身の貴重な時間と労力を割いていく事には何

のメリットもありません。時間と労力をどこに割り振るかがビジネスで成功する為

の原則ですので、このような「誰がやっても同じ結果を出せるフォロワーの収集作

業」のようなものに自分の貴重な時間と労力を割いていくのは賢い選択ではないと

いう事です。そしてこの単調な作業はネットビジネスという市場においては、まさ

にその「自動化」を図る事が出来ます。むしろその工程レベルはプログラム化した

システムに自動化させた方が遥かに精度も高く、そのようなシステムに委ねてしま

った方がその単調な作業をただ 

淡々と自動的にこなしていってくれるわけです。 

そんな「フォロワー収集」を自動化させるツールで最も「その精度が高い」と言わ

れているツールがこちらのフォローマティックXYというツールになります。 

↓↓↓↓ 

詳細はこちらから 

是非このツールを活用し、ツイッターにおけるアフィリエイトの効率・収益を最大

化させて下さい。 

この度は、本レポートを最後まで読んで頂き誠にありがとうございました。あなた

の大成功を心よりお祈りしています。 

■免責事項本レポートでご紹介する内容は、個人の経験と分析の結果、安全かつ優

良な情報をまとめたものですが、必ずしもあなたの利益を保証するものではありま

せん。本書の内容により、いかなる損害が発生しましても一切の責任を負いません。

本レポートをダウンロードした時点で、あなたはこれに同意したものとします。 

 

以上__ 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=80231&iid=58937
http://www.infotop.jp/click.php?aid=80231&iid=58937

