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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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このレポートは、華（hana）のメルマガ読者さん限定で公開するもので

す。 

これを手に入れたあなたは、私と同じ方法で自己アフィリエイトする 

ことで私のように 40 万円、もしくはそれ以上稼ぐことが可能です。 

 

多少、面倒に思われる部分もあるかと思いますが、 

後はあなたが「どれだけ稼ぎたいか」によって、 

実践してもらえればと思います。ぜひ、参考にしてみてくださいね。 
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◆自己アフィリエイトをする前に 

自己アフィリができるＡＳＰはたくさんありますが、そもそも各 ASP への

登録が完了していないと自己アフィリエイトができませんので、 

まだという場合は、まずは、誰もが登録する ASP を紹介しておきますので 

先に登録を済ませてから行っていきましょう。 

 

A8 ネット 

afb（アフィＢ） 

アクセストレード 

 

 

 

 

 

 

 

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=262CNV+23M3DM+0K+ZSD6A
https://track.affiliate-b.com/visit.php?guid=ON&a=l44x-G11088N&p=Z300981k
http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100000400cfyr
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◆自己アフィリエイトの裏ワザ 

 

自己アフィリエイトは基本的に本人が１度しか使えない手法です。 

もし、住所や名前など情報をごまかしたり、偽ったとしても、 

バレる可能性が高いです。 

なぜなら、本人確認が必要なものが多いからです。 

 

ですので、ごまかしたとしても否承認になり、時間の無駄になりますの

で偽ったりしないようにして下さい。 

では、偽りなしでいったいどんな裏ワザがあるのかを 

さっそく教えちゃいますね。 

 

■カード系の申し込みは数回に分けて申し込む 

カード系は高額報酬が貰えるので絶対に抑えておきたいですね。 

カード系にはクレジット系やローン・金融系、ポイント系など 

種類がありますが、どれも必ず審査が入ります。 
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まず最初に本人確認の書類提出や電話での本人確認です。 

次に今あるローンや返済状況などの確認ももちろんありますね。 

無事に審査が通り、そしてカードが送られてくるので他の案件に比べて

少々時間がかかりますが、その間に次々と別のカード申し込みをするの

はやめた方がいいです。 

一気にいろんなカード会社に申し込みをすると怪しまれ、 

審査が通りませんので、だいたい１ヶ月で３社までにして下さい。 

期間をあけて申し込めば、ほぼ大丈夫です。 

 

そして、もう１つ！ 

あなた本人はもちろんのこと、家族の分も作ってしまいましょう。 

もちろん、勝手にはできません。理由は本人確認書類の提出や本人確認

の電話がある場合があるからです。ですので、家族に理由を説明し、 

カードを作ることを了承してもらってから申し込みをして下さいね。 

これだけでもざっと数万円になりますよ。 
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ただし、これまでカード支払いを怠ったことがあるなど、審査に通らな

いかも・・・と言う場合は時間の無駄になりますので、しない方がいい

でしょう。 

 

■無料査定をしまくる 

これはあなたの家にある使わなくなったものなどの不用品を買取業者に

査定してもらいます。査定はほとんどが無料です。本やＤＶＤ、 

ブランド物や金などのアクセサリー、また車やバイク等もありますね。 

ブランド物やアクセサリーは人気商品や価値のあるものであれば、 

高額で買い取ってくれる上に報酬まで貰えるので非常におススメです。 

 

買取が成立しないと報酬がもらえなかったり、広告主側の定めた買取金

額に満たないと報酬がもらえない場合があるので、成果条件を必ず確認

しましょう。買取が成立しなくても無料査定をしてもらうだけで、 

報酬がもらえる広告主も多いので、金額に満足いかなければ返送しても

らうだけです。そして、そのまま別の買取業者に無料査定を申し込むの
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です。これをいろんな買取業者に次々と査定してもらうことで、 

より多い報酬をゲットすることができますよ。 

本当にいらないものは査定金額が一番高い業者で買い取ってもらえれば

一石二鳥ですね。 

 

■まとめて行く 

これは、来店系の場合です。 

来店系は様々なジャンルがありますが、例えば、エステや美容外科、 

脱毛、育毛チェックなどの、お試し体験、無料カウンセリングなどです。 

 

だいたいこのような体験やカウンセリングというのは、時間がかかりま

す。短くて１時間程度、体験などになると２～３時間はかかります。 

その時間を確保しなければなりませんが、できるだけあなたの自宅 

もしくは、会社の帰り道など交通費や時間が節約できる場所を選ぶこと

です。大手になると全国展開している所が多いですので、選びやすいで

すね。なぜ、まとめて行った方がいいのかと言うと、日にちを別々にそ
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れぞれ取ってしまうと、そのたびに交通費や時間がかかってしまうから

です。あなたの住んでいる地元にあればいいのですが、だいたいは人の

集まる大都市にサロンがありますよね。 

 

私の場合ですと往復で 500～1000 円かかる所がほとんどでした。 

その交通費と移動時間を少しでも安く短くすませるために、 

１日にまとめて 2～3 箇所に来店するのです。 

 

朝から１日かけて回れば、当然ランチ代も必要になってきますが 

別の日に分けて行く交通費と比べれば安くすみます。 

往復の時間短縮にもなりますので、同じ地域にあるサロンを１日のうち

にまとめて行ってしまいましょう。移動時間、体験やカウンセリングの

時間をだいたい計算して当てはめていけば効率よく来店できます。 

 

ただ、体験やカウンセリングを受けていると、心が揺らぐことが多々あ

ります。だってやはり悩みやコンプレックスを解消する為の店なので 
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話しているうちにどうしてもやりたくなってしまいますからね。（笑） 

 

ちなみに、サロンによっては、かなりの格安でお試し 3 回で 3000 円。 

などのキャンペーンをやってたりするので、支払うことにはなるけれど、 

カウンセリングを受けて 10000円の報酬になるなら、3000円のサービ

スを受けても 7000 円の利益になりますし、それで多少なりとも悩みな

どがましになったり、変化があれば安い金額で出来た～！と満足もでき

るので、逆にお得です。また、今後紹介していく際のレビュー記事にす

ることもできます。ですが本当にコースなどを申し込むかどうかはご自

身の判断にお任せします（笑） 

 

つまり、報酬額に対して体験料や交通費を差し引いてマイナスに 

ならなければ、せっかくの機会なので、多少支払ってでも体験してみる

のもおススメですよ。マッサージなんて気持ちいいですし、 

サイズも一時的ですが変わります。また、直接話しを聞くことで、その

ジャンルに少し詳しくなれたりしますので。 
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■欲しい商品を事前に確認する 

すでにあなたが商品を使用していたり、登録済みにも関わらず今になっ

て「な～んだ。自己アフィリが出来たのか～！」って悔しい思いをする

こともあります。 

 

同じ購入するなら、報酬を貰って少しでも安く、もしくはお得に購入し

たいものです。ですが、残念ながらすでに、あなたがその商品の購入者

であれば今から自己アフィリで購入しても否承認になるでしょう。 

（案件によりリピートＯＫもあります） 

ですので、欲しいものがあればその商品がアフィリエイトをしているか、 

尚且つ、自己アフィリ出来るかを事前に確認することで、 

欲しい物を安く購入、もしくはタダで購入、更には報酬まで貰えた！ 

なんてこともあるのです。 

 

また、本人はすでに購入者なので報酬はもらえないけど、 

家族の名前を使えば報酬をゲットできるんです。 
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（案件によるので成果条件を確認する必要があります） 

ですので、家族の承諾を得て、欲しい商品を購入もしくは 

登録しまくれば、更に更に報酬ＵＰ～！ですよ。 

 

■キャンペーン時を狙う 

各ＡＳＰでは時期によって報酬アップキャンペーンなどを行います。 

期間が決まっていますが、この期間中であれば、普段は 3000 円の報酬

が、8000 円にＵＰしたりと大幅ＵＰの案件も多々出てきます。 

ですので、同じ自己アフィリをするなら、このキャンペーン中に 

更にお得に報酬をゲットしましょう！ 

 

■報酬額の高いＡＳＰを選ぶ 

アフィリエイトをするには必ず事前にＡＳＰに登録しなければならないの

ですが、実は同じ案件でも報酬額や成果条件が違う場合が多々あります。 

同じ案件で自己アフィリエイトするのに報酬額が安い方のＡＳＰを 

利用してしまうと、ちょっと損した気分になりますよね。 
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同じやるなら少しでも報酬額の高いＡＳＰを利用した方が 

いいに決まってます。 

ですが、ＡＳＰによってその案件がない場合もあるのでチェックが必要です。 

 

そこで、私は私自身がアフィリエイトで利用しているＡＳＰをいくつか 

チェックしながら、報酬額のできるだけ高いＡＳＰで自己アフィリしました。 

 

各 ASP で同じ案件も扱っていたりするので、 

それぞれ、ログインして報酬額の一番高いＡＳＰで自己アフィリエイトする

方が収入は増えますよね。 

 

ですがこれ、非常にメンドクサイです。 

同じ案件が他のＡＳＰにあるかどうかをまず調べて同じ案件があった場合、 

どちらの方が報酬が高いのかをいちいち確認してからでないと 

前へ進まないからです。 
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そこで私が利用したのがコレ↓↓↓ 

「インペリアルゴールドざくざく君 for web」という 

自己アフィリエイトツールです。 

 

このツールの何がすごいかと言うと、 

３つの有名どころ ASP から自己アフィリエイトできる案件を、 

全て自動で抽出してくれるんです。 

自己アフィリエイト商品数はなんと 7,000 点以上！ 

しかも管理機能もすごいんです。 

 

■高額報酬順番に並べる機能 

■高額報酬 UP 設定期間中の商品だけをリストアップする機能、 

■１００万稼げる４大ジャンル＋１を自動で抽出する機能、 

■申し込みページまで自動で誘導してくれる機能、 

■申込済など必要ない商品の削除機能、 

■報酬発生期限メール通知アラート機能、 

https://www.infotop.jp/click.php?aid=260526&iid=53754
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これだけの機能が付いています。 

このツールのおかげで同じ商品でも一番報酬の高いＡＳＰがすぐに分かる

ので、いちいち各ＡＳＰにいって報酬額を確認する。といった面倒な作業を

しなくて済みます。また、ジャンルごとの報酬の高い順や全案件での高い報

酬額順に設定することも可能なので、 

大きく稼ぐにはひと目で分かる為、とても便利です。 

 

私が報酬をゲットした全てをこのツールのみに頼ったわけではありません

が、（時には他にもないかと地道に探すこともありました） 

このツールを利用したことで案件を探しやすく、探す時間が大幅に短縮しま

した。また高い報酬額を一発で見ることが出来るので、報酬額がどんどん 

ＵＰしたということは間違いないですね。 

 

もし、「報酬額を調べるのは面倒臭そうだな」 

「できるだけ楽に自己アフィリで稼ぎたい」「とにかく最大限に稼ぎたい」

と思うのであればこのツールを利用した方が、楽に大きく稼げるでしょう。 
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絶対に活用してくださいとは言いませんが、このツールを活用した方が、 

調べる時間を大幅に短縮できる上に、一番高い報酬額を手にすることが出来

るので、お得だということです。 

忙しくて時間がない、面倒臭いという方には、おススメのツールだと思いま

すよ。 

 

◆私が実際に利用したジャンル 

 

上記の裏ワザを利用しながら、ここから実際に私が実践したジャンルを 

公開しますね。 

ただし、私の場合は報酬をゲットしたいからと言って、必要のないジャンル

や興味のないジャンルには一切手を出していません。 

 

理由は簡単です。後がメンドクサイからです。 

電話がかかってきたり、セールスがあったり長話を聞かされることになるか

らです。そのたびに貴重な時間を費やすのは勿体無いので、 
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あくまでも私は自分が興味のあること、負担にならないことのみです。 

では、そのジャンルを紹介しますね。 

 

■保険無料相談 

■エステサロン 

■無料査定（買取） 

■カード申し込み 

■商品購入 

■登録関係 

 

たったこれだけです。 

意外と少ないと思いませんでしたか？ 

もちろん、他にも可能ですよ。資料請求とか口座開設など 

他にも数え切れないほどたくさんありますからね。 

でも、先ほどもお伝えしたように、私自身が興味のないもの、 

必要のないものには自己アフィリはしていません。 
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では、なぜ 40 万円も自己アフィリだけで稼げたのかというと 

ジャンルを見てもらったら分かるように、高額報酬のものにほぼ絞っている

からです。細かい報酬をたくさん得るのも積もれば大きいですが、 

その分、時間と労力が必要です。自己アフィリに時間をかけ過ぎても、 

あくまで一時的な稼ぎにしかならないからです。 

 

自己アフィリに時間と労力をかけるくらいなら、 

ユーザーから購入してもらう方が楽で早いですからね。 

もちろん、上記のジャンル以外にも高額報酬のものはたくさんありますので 

あなたに合ったジャンルで稼いでみて下さいね。 

 

以上、私が実際に行った裏ワザとジャンルのご紹介でした。 

あなたも参考にしてみてください。 

そして、実践すれば 確実に高い報酬を手に入れられますよ。 


