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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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このマニュアルでは、 

パソコン操作があまり得意でない方、ネットビジネス経験ゼロの方 

でも、最速で、簡単に、そして確実におこづかい稼ぎができる方法を 

ご紹介します。 

この方法を実践していただくことで、５万円、１０万円、２０万円と 

稼ぐことが可能です。 

ちなみに私はこの自己アフィリエイトで 40万円を稼いだのですが、 

自己アフィリエイトでこれだけの金額を稼いだという人は、 

今のところ私の周りでは聞いたことがありません。 

 

そこで、私が出来るだけ労力と時間を最小限に抑えて、 

どのようにして 40万円を稼いだのか。その裏ワザも公開しちゃいます！ 

 

あなたもこれを真似るだけで、私のように数十万稼ぐことが可能です。 

この自己アフィリエイトで稼いだお金はぜひ、今後 PPCを実践して 

いく上での資金として残しておくことをおススメします。 
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第 1章   自己アフィリエイトとは 

 

あなたは「アフィリエイト」という言葉を聞いたことがある、 

もしくはご存知でしょうか？ 

アフィリエイトとは、ネット上で他者のサービスや商品を 

あなたのブログやサイトなどで紹介して、 

成約が取れた場合に、報酬を得ることができる仕組みのことを言います。 

 

「自己アフィリエイト」とは、他者のサービスや商品を自分で自分に 

紹介する方法のことです。 

 

あなたが欲しいもの、購入したいものがあればこの自己アフィリエイトを 

利用して購入することで、実質「無料」で購入できたり、商品代以上の報酬

が貰える場合は、逆に儲かるということもあります。 

 

 



誰でも！簡単に！今すぐ稼げる！自己アフィリエイトマニュアル 

さらに！私が 40万円稼いだ裏ワザも大公開！ 

-  – 

Copyright (C) hana  All Rights Reserved.  

6 

アフィリエイトは副業で取り組む方が多く、リスクなく収入を得ることが 

出来ますので、まずはその仕組みをこの自己アフィリエイトで 

理解していただければと思います。 

 

自己アフィリエイトは、 

■とても簡単！ 

■すぐに稼げる！ 

■しかも無料で！ 

こんないいことずくめです。利用しない理由なんてないですよね。 

ですので、あなたも今から自己アフィリエイトで稼いでみましょう！ 

１時間程度で数万円稼ぐことも可能ですから、 

ぜひ、実践してみてくださいね。 

 

それでは、さっそく手順を説明していきましょう。 
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第２章   ＡＳＰへの登録 

 

自己アフィリエイトを行う前にまず、始めにやらなければいけない 

ことはＡＳＰへの登録です。 

 

ＡＳＰとは、アフィリエイトサービスプロバイダーの略語で、 

アフィリエイト案件を無料で扱えるサイトのことです。 

商品の販売者（広告主）と、アフィリエイターとの仲介役となっています。 

このＡＳＰに登録をしないとアフィリエイトを行うことができません。 

 

ＡＳＰに登録するには、 

・ブログやホームページ・メルマガなどが必要 

・審査がある（審査結果まで数日～１週間程度かかる） 

など、多少面倒なサイトが多く存在します。 
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そこで、比較的初心者でも登録しやすいサイトが「Ａ８.net」と言うＡＳＰ

です。ＡＳＰの中でも取り扱っている案件が多く、審査がないことから 

初心者アフィリエイターのほぼ全員と言っていいほど最初に登録する 

ＡＳＰです。 

 

他にもＡＳＰはたくさん存在しますが、登録が簡単ですぐに稼ぐ 

ことを目的と考え、まずは「Ａ８.net」を活用していきましょう。 

 

では、早速「Ａ８.net」へ行きましょう。 

下記のＵＲＬをクリックすると「Ａ８.net」の登録ページへ飛びます。 

http://www.a8.net/ 

 

http://www.a8.net/
http://www.a8.net/
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緑色の「無料登録でアフィリエイトを始める！」のバナーをクリックしてい

ただくと登録画面になりますので、メールアドレスを入力して下さい。 
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メールアドレスを入力し、「私はロボットではありません」に 

チェックを入れ、規約確認にもチェックを入れて 

「仮登録メールを送信する」のボタンをクリックして下さい。 

 

 

すると、すぐにA8.netより登録したメールアドレスにメールが届いて 

いますのでメール内にあるURLをクリックして下さい。 

 



誰でも！簡単に！今すぐ稼げる！自己アフィリエイトマニュアル 

さらに！私が 40万円稼いだ裏ワザも大公開！ 

-  – 

Copyright (C) hana  All Rights Reserved.  

11 

このURLは本登録用URLとなっていますので有効期限があります。 

早めに終わらせておくことをおススメします。 

基本情報の入力画面が出てきますので、順番に入力して下さい。 

パスワードとIDは大切な情報なので忘れないようにして下さいね。 

 

入力が終わったら「サイトをお持ちでない方」をクリックします。 

ブログ等を持っていなくてもサイト審査なしで、ファンブログが 

使えるようになります。 

次に、ブログの情報を入力していきます。 

あくまでも自己アフィリエイトをする上で必要なだけですので、 

今後は使うことがないと思いますので、自由に入力していただいて 

構いません。 

 

次に口座情報を入力していきます。 

これは、確定した報酬を振り込んでもらう口座を登録して下さい。 

全て入力が出来たら、「上記の内容で登録する」をクリックします。 
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登録完了ページになりますので、下にある「A8.net管理画面はこちら」 

をクリックすれば管理画面にログイン出来るようになります。 

ファンブログのURLは自己アフィリエイトをする際に必要になってき 

ますので、メモで残しておくかブックマークしておきましょう。 

 

第 3章 セルフバックの手順と注意点 

 

それではさっそく、自己アフィリエイトを実践していきましょう。 
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ログインしたあと、右上にある「セルフバック」をクリックします。 

 

セルフバックは自己アフィリエイトＯＫの案件だけで 

成り立つページになっていますので安心して行えます。 

セルフバックのページに移動したら、一番上のキーワード入力欄、 

もしくはカテゴリー選択からセルフバックしたい商品を検索します。 
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今回は「保険」を検索してみましょう。 

 

すると、ヒットした案件がズラッと出てきます。 

その中であなたが依頼したい保険会社を選びます。 

特にこだわりがなければ報酬額の高い会社を選ぶことで、 

稼ぐ金額も大きくなりますね。 
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ただし、注意点があります。 

赤文字で記載されている「成果条件」という所を必ず確認する必要が 

あります。 

 

 

上記の成果条件は新規面談が完了すれば報酬￥10475が 

支払われるということが記載されています。 

記載されている内容をよく確認しないと、せっかく面談完了までしても、 

成果条件に合っていなければ報酬は支払ってもらえません。 

ですので、この案件の場合、以前解約をしたことがあったり、 

面談したことがある場合は対象外となり、成果条件を満たすことが 
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できない為、承認されません。物販等の他の商品も同じです。 

以前購入したことがある場合は否承認となることがほとんどです。 

 

２回目の申し込みはほとんどの案件が禁止しています。 

ですが、中にはリピートもＯＫの案件もありますので、よく確認しましょ

う。成果条件をしっかり満たし、否認条件に該当しなければ必ず報酬は発生

します。見落としがないか必ず確認しましょう。 

 

また申し込みをする際は忘れないようメモをしておくことを 

おススメします。 

後で、何を申し込んだのか分かるようにしておけば、重複することもあり

ません。 

 

余談ですが、 

実際、私はセルフバックから保険見直し相談を申し込み、 
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結果、その保険会社と新規契約をしました。 

保険の見直しは気になっていても面倒でなかなかしないものです。 

 

私も長い間、放置状態で、保険証券も今ひとつ見方が 

わかりませんでした。 

ですが、自己アフィリエイトを行う上で、報酬額の高い保険の見直し 

はいい機会となりました。 

そして、無料相談をした結果、長年放置していた保険内容とは 

歴然の差があったことが分かったのです。 

当然、数年前に比べて今の保険は内容も充実していて保障も手厚く 

しかも、保険料が安くなるといったものがたくさんあります。 

もっと早く見直ししておけば良かったと思ったくらいです。 

 

この保険相談のおかげで、保障が手厚くなった上に、 

保険料まで下がり、更には報酬もしっかりもらっちゃったってこと 

です。これは使わない手はないですよね。 
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少し話しがそれましたが、説明の続きにいきましょう。 

保険に限らずあなたの興味のある案件を選び、成果条件にも問題が 

なければ、「セルフバックを行う」のボタンをクリックすれば、 

広告主のサイトへ移動しますので、そこから必要な情報を入力して 

いきます。申し込みが終了するまでは、他のサイトを開いたり、 

新しくタブを開いたりしないようにしましょう。 

 

間違えて他のタブをクリックしてしまうと報酬が反映されない 

場合があります。 

また、申し込む際は、入力内容に打ち間違い等がないか必ず確認を 

行いましょう。申込みが完了したら、セルフバック速報の確認です。 

 

ログインした状態で A8.netのトップページを開くと、 

左上辺りに、下記のボタンがありますので、 

右側の「セルフバック速報」と書かれている方をクリックします。 
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ここにしっかり反映されていなければ報酬はもらえませんので、 

必ず確認しましょう。 

もし、反映されていなければ画面一番上の操作メニュー（左側にあるＵＲＬ

があるタブ）の中の右端にあるリロードボタン（回転している矢印のマーク）

をクリックしてみて下さい。 

 

案件によりすぐに反映されないものもありますが 

遅くても２～３日で反映されますので、すぐに確認出来ない場合は、 

後日確認してみて下さい。 

この後、承認されれば約２ヵ月後くらいに登録した銀行口座に 

報酬が支払われることになります。 

 

どうでしたか？ 

とても簡単ですよね？ 
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これを数多くやっていくことで高い報酬を得ることができます。 

また、報酬額の高い案件は少々面倒なことも多いですが、 

承認されれば大きな収入となります。 

先程の保険相談の場合は、無料でできるので 100％利益となりますね。 

 

ただし、報酬の支払いはＡＳＰや案件によって、 

承認頻度が違いますので、だいたい２ヶ月ほど先になってしまう場合 

が多いです。すぐに支払われるということはありませんので、 

その旨、理解しておいて下さい。 

 

もう１つ、もっと簡単に登録できるポイントサイトもあります。 

それがハピタスというサイトです。 

（上のハピタスの文字をクリックするとサイトに飛びます。） 

 

https://m.hapitas.jp/register?i=20576802&route=text
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こちらは、ブログなどの情報もいりませんので、更に簡単に登録ができます。 

利用するたびにポイントが溜まり、１ポイント＝１円となります。 

楽天などで購入する際もこちらのハピタス経由で購入した方がお得ですよ。 

 

また、自己アフィリエイトできるＡＳＰは他にもたくさんありますが 

特に多くのアフィリエイターが登録している ASPをご紹介しておき 

ますね。今後アフィリエイトをする上で必須の ASPとなります。 
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ただ、これらの ASPは審査がありますので、すでにブログやサイトな 

どをお持ちでしたら、審査にさえ通れば、すぐに実践可能となります。 

 

afb 

アクセストレード 

 

また、少しでも多くの報酬をゲットする為に、例えば、A8ネットのセルフ

バックの報酬額とアクセストレードのアフィバックモールの報酬額を比べ

た場合、どちらの方が報酬が高いかを確認し、高い方で購入すれば、 

もっとお得です。また、扱っている商品も違うものがありますので、 

両方のＡＳＰに登録しておくことで、商品も幅広くなり、 

手に入れる金額も大きくなります。 

 

また、楽天市場やユニクロなど 2000店ほどが利用できるので、 

普段のネットショッピング感覚で利用できます。 

両方のサイトをうまく利用して少しでも高い報酬をゲットしましょう！ 

 

https://track.affiliate-b.com/visit.php?guid=ON&a=l44x-X2322o&p=r3565239
http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100000400cfyr
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第４章  自己アフィリエイトの注意点 

 

 

自己アフィリエイトをする上で注意することがあります。 

保険相談やエステなどの来店系・カード発行・資料請求などの案件は 

本人確認が必要となる場合があり、身分証明書の提出や電話がかかっ 

てくることも多いです。 

 

ですので、登録内容と違ったり電話での確認が取れない場合は、 

否承認となってしまいます。案件によっては、登録した住所宛に書面が送

られてきたりする場合がありますので、記載した住所と必ず一致している

ことが絶対条件となります。 

入力間違いや、登録情報と違った場合、偽りの情報を意図的に登録す 

ると、当然、否承認となりますので注意が必要です。 

ですので、打ち間違い等がないよう、正しい登録をして下さい。 
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また、電話での確認や来店時のカウンセリング等で購入や申し込みの意思が

始めからない場合も、報酬目的と判断され、否承認とされてしまいますので、 

あくまでも購入する、申し込みをする意思がある旨を伝えましょう。 

その上で、条件に合わなかったりした場合は、無理に申し込む必要は 

ありません。来店したことが成果対象であれば、来店しただけで報酬は 

支払われることになります。 

 

 

第５章  自己アフィリエイトの利用目的 

 

ここまで、実際にやってみると簡単に報酬が上がることが 

お分かりいただけたと思います。 

これを面倒がらずにたくさんやれば、数十万円も可能です。 

ただ、自己アフィリエイトは、基本的に同じ案件を二度と使えません。 

ですので、あくまでも、一時的な稼ぎの手段としかなりません。 

ですが、自己アフィリエイトを実践し、例え小額でも稼ぐことが 
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出来たということは、もうすでに、あなたはアフィリエイターとして 

１歩踏み出したも同然です。 

なぜなら、自己アフィリエイトという知識を手に入れ、報酬を得ることがで

きたからです。 

 

この手法を使えば、あなたがわざわざ自己アフィリエイトを 

しなくても、ユーザーがあなたから商品を買ってもらうことで、 

あなたの収入となるわけです。つまり、これが「アフィリエイト」という手

法です。 

 

あなたが面倒な自己アフィリエイトをしなくても、 

画面の向こう側には、商品を求めているユーザー、つまりお客様がたくさん

いるのです。そのお客様が求めている商品を紹介することで、 

あなたはこの先、ずっと稼ぎ続けることが出来るのです。 
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ずっと稼ぎ続ける為に、まずは入り口として、 

自己アフィリエイトを行い、そこからビジネスを広げていくことで、 

あなたは今後、お給料以上の収入を得ることが出来る可能性は十分あるとい

うことです。 

そのあたりの詳しいお話は今後のメルマガを通じてお伝えしていきますね。 

また、ここで稼いだ金額は、今後、アフィリエイトをビジネスとして実践し

く上での資金として残しておくことをおススメします。 

普段のお小遣いとして使うのもいいですが、この稼いだ金額をビジネスの 

資金とすることで、さらに収入を増やしていくことが出来るからです。 

 

また、今回ご紹介したこの自己アフィリエイトは、いちいち面倒だと感じ、

やらない人も出てきます。 

ですが、やらないと勿体無いというのは十分お分かりいただけたと 

思うのですが、いかに手間を最小限にし、いかに大きく稼ぐか。 

これが重要です。では、どのようにして手間を最小限にし、 

できるだけ高い報酬をゲットすればいいのか、 
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私が 40万円もの金額を稼いだ 6つの裏ワザをまとめました！ 

私の取り組んだジャンルも公開していますので、ぜひこのまま真似て 

いただければ、私のように数十万稼ぐことが出来ますよ！ 

それでは、解説していきましょう。 

 

 

第６章  私が 40万円稼いだ 6つの裏ワザを大公開！ 

 

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ので、 

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、偽りなしでどれだけ大きく稼げるのかその方法を教えちゃいますね。 
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■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。 

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
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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。 

 

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、 
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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。 
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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。 

時間も往復で考えると無駄が出てきてしまいます。 

 

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。 
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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 

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。

カウンセリングを受ける中で、心が揺らぎ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
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ンルに少し詳しくなれたりしますので、後々、その体験は体験記事をして 

活用することも出来るのでおススメです。 

 

■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
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ば報酬をゲットできるんです。 

（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。 

 

そこで私が利用したのが「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。 

https://www.infotop.jp/click.php?aid=260526&iid=53754
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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よね。 

 

■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、 

 

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、 
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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

したよ。また高い報酬額順で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。 

 

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。資金に余裕があればぜひ、活用していただければと思います。 
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◆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、 

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 
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■お試し商品購入 

■登録関係 

 

たったこれだけです。意外と少ないでしょ？笑 

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。 

 

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。 



誰でも！簡単に！今すぐ稼げる！自己アフィリエイトマニュアル 

さらに！私が 40万円稼いだ裏ワザも大公開！ 
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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。 

 

 

さて、ここまで読んでいただければ後は実践するのみ！ 

やればやるほど稼げますから、少なくても１０万円程度は狙っていただきた

いなと思います。もし、私以上に稼げたら、私の周りでは自己アフィリエイ

トであなたが一番稼いだ人になります。笑 

その場合は、ぜひ報告してくださいね！ 

 

それでは、すぐに実践していきましょう！行動の早い方は稼げる人ですから

ね！万が一分からないといった場合は、メールかスカイプコンサルに申し込

んでいただければ、アドバイスしますのでその際は連絡くださいね！ 

それでは、頑張って最低 10万円目指しましょう～！ 


