
webビジネスど素人が０から２０万円稼ぐための

自己アフィリエイトマニュアル



※特典の20万円稼ぐリストを知りたい方は一気に一番下までスクロールしてください。

どうも、ロウトです！

僕は2021年の3月いっぱいで
公務員を退職し

フリーランスになりました。

しかし、2021年の2月。
僕は公務員という立場を利用し

一瞬で3万円を稼ぎました。

これから紹介する稼ぎ方は

「稼ぎたいと思っている人」

なら誰でも簡単に稼げる超うまい話です。

このように書くと一気に

怪しくなるのですが

公務員でも合法的で安全安心。

知らないだけで損してしまう

誰でも楽して簡単に稼げる方法です。

ただし、デメリットもあります。

それは

「一回きり」ということと

「稼ぐ力は身につかない」

ということです。



今回のレポートでは

「自己アフィリエイト」

について教えていきます。

ちなみに実績が全くないところから

ネットビジネスをスタートさせたい

という人は

この自己アフィリエイトをマスターし

知らない人に教えるビジネスができます。

すでに自己アフィリエイトを知っている人でも

めんどくさがってやらない人もいます。

確かに地味ですが

めんどくさがるのはもったいないので

ぜひあなたは取り組んでみてください。

そして自己アフィリエイトを知らない人に

教えてあげたり

めんどくさがっている人の代行をしてあげたり

ビジネスチャンスに繋げてください。

それではいきます。
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1.アフィリエイトとは？

アフィリエイトとは

「他人の商品を紹介するビジネス」

です。

想像してください。

もしあなたが僕の持っているPCを預けられて
「代わりに売ってきてください」

と言われたとします。

そしてあなたは

1万円でAさんに
売ってきてきくれました。

当然、僕からは

「販売してくれてありがとう。

お礼に5000円差し上げます」

と言って利益を分配しますよね。

これがアフィリエイトです。

つまり、紹介料をいただくビジネスですね。



アフィリエイトと聞くと

ネット上でのやりとりだと思うかもしれませんが

リアルで普通に行われていることです。

実生活において

あなたが買い物している

ほとんどはアフィリエイト。

例えばスーパーに買い物に行った時、

「佐藤さんが作ったレモン」

が置いてあったとしましょう。

これもビジネスなのですが

収益の仕組みがわかりますか？

これは佐藤さんが作った商品を

スーパーが代わりに売ってあげて

その利益を山分けしているのです。



ではなぜそんなことをするのか。

答えは

お互いのいいところを引き出せるから

です。

つまりwin-winなのです。

あなたがレモンを買いたい

と思ったらまずは近くのスーパーを

思い浮かべますよね？

佐藤さんの家にレモンを買いに行こう

とはならないはずです。

つまりスーパーの方が「集客力」があります。

でもスーパーはわざわざ人件費を割いて

レモンを作るかというと

利益が小さいのであまり好みません。

佐藤さんが個人で畑を耕すのであれば

かなりの利益が生まれますが

何人も養えるほどの利益ではありませんよね。

このようにアフィリエイトは

お互いの長所を活かし

短所を補うビジネスモデルです。



この考え方を使えば

なぜフードコートがあるのか？

家電量販店のアフィリエイトの構造

なども解明できるはずです。

ぜひ考えてみてくださいね。

さて、それをネット上で行うのが

アフィリエイトというものです。

あなたがブログで

「アフィリエイト入門」という本を

紹介する記事を書いたとしましょう。

ブログに訪問したAさんが
あなたの記事を見て

本を購入しました。

本の出版社は売り上げが上がります。

そして紹介してくれたあなたに

報酬を支払います。

Aさんが本を購入する手伝いをしてくれたので
紹介料があなたに振り込まれた

ということになります。



この流れの中に

ASPと言われる仲介屋さんや
Googleアドセンスという広告屋さん
がいて複雑化しているというだけです。

アフィリエイトとは

他人の商品を代わりに販売し

紹介料をいただくビジネスモデルなのです。



2.自己アフィリエイトとは？

自己アフィリエイトも

アフィリエイトと同じ仕組みです。

先ほどの「佐藤さんのレモン」ですが

スーパーに行って

佐藤さん本人がレモンを買ったらどうなりますか？

スーパーとしては売り上げが上がっていますよね。

もちろん佐藤さんにもスーパーから報酬が入ります。

そう。売る側にとっては

売り上げが上がれば

誰が買おうと問題ないのです。

アフィリエイトは紹介料と表現しましたね。

つまり自己アフィリエイトとは

自分自身を紹介して紹介料をもらうビジネスです。



3.自己アフィリエイトのデメリット

①稼ぎ続けることはできない

冒頭でも言った通り

１度限りのものが

多いです。

ポイ活と言って

小さい額のものを購入して

どんどんポイントを貯める

というのが得意なのであれば

やってみてもいいですが

１００円稼ぐのも大変です。

一気に１万円ほど稼げるのは

少ないので一回限りだと

思っておいてください。

また、すでに他のサイトで

申し込みをしていたら

使うこともできないので注意です。



②注意しなくてはいけない案件がある

自己アフィリエイトをするときに

おすすめなのは

◯クレジットカードの申し込み

◯保険の見直し

◯不動産

です。

クレジットカードは信用情報です。

１〜３枚ほどであれば

問題なく作れますが

あまりにも作りすぎると

信用情報に傷がついてしまうデメリット

があります。

保険の見直しも

相談するだけで報酬が得られますが

規約に「意図しない案件は受け付けない」

と表現があります。

つまり保険の見直しの相談は

しなくてはいけません。



僕は今加入している保険が大丈夫なのかを

第三者目線で調べて欲しい

という旨でお願いしました。

結果的に保険の変更はしなかったのですが

このように保険屋さんと

やりとりはしなくてはいけないので注意してください。

詳しい話を聞くと保険もおもしろいので

社会勉強の一環として

申し込んでみるといいかもしれませんね。



4.自己アフィリエイトのメリット

①完全無料でできる

お金はいっさい必要ありません。

無料の会員登録などで報酬が得られます。

なぜ無料なのかというと

あなたがリピーターになってくれる

可能性があるからです。

女性の化粧品のドモホルンリンクルの

CMを見たことがありますか？
無料お試しセットを配布していますよね。



これは会社にとってはマイナスになる

と思われがちですが

次から購入してくれれば売り上げは上がります。

目先の利益ではなく

後からくる利益を求めている

ということになりますね。

自己アフィリエイトも

リピーターになってくれる可能性にかけて

無料で提供しますよ

という仕組みなのです。



②すぐに始められる

自己アフィリエイトはいますぐ

始めることができます。

ネットを普段から使っていなくても

感覚的にできますし

1人だけで完結します。

YouTubeを始めるとなると
機材を準備しなくてはいけませんが

サイトで無料登録していけばいいので

今すぐ20万円を稼ぐことができますよ。



③スマホぽちぽちで一瞬で稼げる

↑こういう広告には注意してください。

でも自己アフィリエイトだけは

本当に１時間で３万円稼げます。

慣れれば５分ほどでどんどん報酬が

あげられるはずです。

実は僕の知り合いには

これだけで５０万円ほど稼げた人もいますが

すごく大変なので興味ある人は調べてみてください。



④ネットビジネス開始の軍資金になる

ネットビジネスをやるのであれば

「投資する」

という考えが必須になります。

コーチをつけて教わるにも

広告を出すにも

物販で仕入れするにも

お金はかかります。

本気で、最短最速で稼ぎたいのなら

必ず自己投資が必要になります。

自己アフィリエイトで

３万円稼げたと言って

飲み代に使うと...

何も生み出しません。

でもその飲み代を

経営者とのつながりのために

使うのであれば

将来の可能性は広がります。



ちなみに僕は

毎月副業で稼いだお金は

情報に投資しています。

コンサルという仕事をしている以上

僕にとっての情報を得るというのは

仕入れ作業と同じ。

毎月１０万円は投資し、

深く知りたいと思ったことは

その道のプロにコンサルをお願いしています。

今までのコンサル代金は

ゆうに５００万円を超えています。

でもそれも全て回収しています。

いきなりお金が出て行くのは怖いですが

それ以上に稼げばいいだけの話です。

ぜひお金の使い方も考えてみてくださいね。



5.ポイントサイト登録

自己アフィリエイトを行うには

ポイントサイトやASPの
登録が必要になります。

今回はわかりやすい

「ハピタス」という

ポイントサイトだけ操作説明をします。

ハピタスの方が感覚的に

できますし、

僕も長年使っているのでおすすめです。

ちなみに下のリンクから登録してもらえると

あなたに１０００円が振り込まれます。

僕にも５００円が入るので

これもアフィリエイトですね。

よければこちらからどうぞ↓
https://hapitas.jp/register?i=22012527&route=pcText

https://hapitas.jp/register?i=22012527&route=pcText


ハピタス画面がこんな感じ。

ハピタスのホーム画面から

「今すぐポイントを貯める！」

を選択します。

※ホーム画面はよく変更されるので会員登録できそうなボタ

ンをクリックしてください

クリックすると新規会員登録フォームが出てくるので全ての

項目を入力してください。



最後に「同意して確認画面へ」というボタンがあるのでクリッ

クすれば登録完了です。

内容確認画面が出てくるので

特に情報の修正がなければ

「送信する」をクリック。

登録したメールアドレスに

ハピタス完了メールが届くので

そのURLをクリック

すると携帯の電話番号に認証番号が出るので入力します。

電話番号にメッセージがこない人は



ページに記載されている「0-3」から始まる番号に
電話をして認証を完了させてください。

ここまできたら会員登録は完了です。

先ほどおすすめした

案件は高単価ですが

普通の買い物もハピタス経由なら

何％かは戻ってくるので

探し物をするときはまずハピタス経由で

探してみてください。

品数も多いので、意外と

ポイントも溜まって

おもしろいですよ。

しかもこのポイントは

自分の銀行口座に現金として

振り込むことができます。（１ヶ月３万ポイントまで）

ネットで稼ぎ

リアルの口座に振り込まれる楽しさを

ぜひ味わってみてください。



6.サイトに登録する際の注意点

ハピタス以外にもたくさんの

ポイントサイトがあります。

なので、ポイントサイトを駆使すれば

月３０万円ほど稼ぐことも

可能ではあります。

しかし、詐欺には注意して欲しいので

選んではいけない注意点を

お伝えしていきます。



①課金してくるサイト

ポイントサイトは基本

広告費用を運営しているので

無料です。

月額利用を請求するような

サイトが多いので

気をつけてください。

ただし、ASPに関しては
有料会員になると

VIP待遇が受けられるなどの

特典があったりもします。

とはいえ、最初は無料で

始めるのが無難でしょう。



②ポイント期限が短い

アフィリエイト報酬の場合、

最低振込金額が５０００円以上

だったりもします。

ですが、自己アフィリエイトの場合は

そんなことあり得ません。

ポイントサイトは

最低数百円〜

有効期限も半年〜１年が普通です。

大幅に異なっているサイトの場合は

利用者に報酬をあげる気がないので

注意してください。

「ハピタス」や「A８.net」に関しては
満足度の高いサイトなので

まずは２つから始めるのがおすすめです。



7.案件の探し方

０円からスタートするには

「申し込む」タイプが1番です。

慣れてきたら自分に合う案件を

探してみてください。

案件はホーム画面の左上から

「ショッピング」を選べば

普段の買い物で使える案件を見つけられます。



今回は高単価案件の1つである
クレジットカードについて紹介します。

まずホーム画面の左上から

「サービス」を選択し、

そのままクレジットカードを選んでください。

そうするとクレジットカードが

たくさん出てくるので

持っていないカードがあれば申請しましょう。

※信用情報に傷がつかないように、半年に３枚が限度だと

思ってください



ただし、必ず詳細はよく読むようにしてください。

クレジットカード会社の

VISAやJCBを選択できるのが普通ですが
ポイントがつくのはVISAだけ
というのもあったりします。

条件を読んで大丈夫そうなら

カードの申請に移ります。

「ポイントを貯める」をクリック



あとはクレジットカード会社の

申し込みフォームに移るので

入力しておけば2週間ほどでポイントが入りますよ。

ただし注意しないとポイントが反映されない

パターンがあるので記しておきます。

◯案件を申し込んだ直後にブラウザの戻るボタンを押す

案件の申し込み中や申し込み完了の時に、「←」ボタンを
タップするとポイントが反映されないことがあります。

必ずページ内にある「確定する」ボタンと「戻る」ボタンを使っ

てください。

◯複数ページ表示やページをすぐに閉じる

ページの読み込みが遅い時に

複数のタブで違うサイトを見ているとポイントが反映されない

ことがあります。

また、ページをすぐに閉じると同様なので気をつけましょう。



8.その他の自己アフィリエイト案件

1.モニター
2.資料請求
3.アンケート
4.体験教室参加
5.治験サイトへの登録
6.セミナー・面談への登録
7.動画サービス

このあたりなら比較的安全にポイントがたまります。

証券会社やFXは高単価なのですが
マイナスにならないようにだけ注意しましょう。

特典として20万円稼ぐためのリストを用意しました。

自分に合う案件を探してみてください。



最後に

ネットビジネスは

正しい努力を一定期間続ければ

稼げます。

でも自己アフィリエイトは怪しいほどに

楽で、簡単で、早く稼げます。

集客スキルも思考も、

マーケティングもコピーライティングも

何も要りません。

あるのはたった少しの手間です。

もしめんどくさい、ダサいと

思うのであれば

冷静に考えてみてください。

少しの手間だけで１万円稼げるのと

必死に節約しながら１万円貯金するのでは

どちらを選びますか？

僕は「若い時こそ我慢したくない」

という思いがあったので

ビジネスを始めました。



そして自己アフィリエイトに出会い、

「カードを申請するだけで１万円！？」

と驚きました。

すでにもう持っているカードもあって

「知らなかっただけで損していた」

のです。

だって同じことをして

１万円もらえるか

１円ももらえない

のでは絶対前者ですよね。

僕は副業禁止なので経済的な問題は

「節約するしかない」

と思っていたのですが

ポイントを活用したり

ふるさと納税を利用したり

できることはたくさんありました。



今は経営者の方やフリーランスとして

大活躍している人とも関われていますが

みんなハピタスやふるさと納税は行っています。

「知っていれば損しないこと」

が世の中にはたくさんあります。

あなたは自己アフィリエイトを知りました。

あとは行動するだけですよ。

それではレポートはこれで終わりです。

ありがとうございました。

あなたの成功をお祈りしています。



特典〜20万円稼ぐための高単価リスト〜

①FX・金融

15,000円：アクセストレード(53449)FXブロードネッ
https://member.accesstrade.net/atv3/abm/merchant/534
49/detail.html

13500円：JANet (21922)セントラル短資ＦＸ
https://cashbackcity.ppls.jp/promotion/detail/21922

13,000円：アクセストレード(868442)LIGHT FX
https://member.accesstrade.net/atv3/abm/merchant/868
442/detail.html

13,000円：アクセストレード(834663)トレイダーズ証券みん
なのＦＸ

https://member.accesstrade.net/atv3/abm/merchant/834
663/detail.html



②保険

16,500円：バリューコマース ファイナンシャルプランナー
(FP)送客促進プログラム
https://aff.valuecommerce.ne.jp/ad/adDetail/2154850

10000円：TGアフィリエイト (6218)保険GATE
https://www.trafficgate.net/affiliate/search/search.cgi?ke
yword=6218

10000円：A8.net 10台以上の自動車保険（フリート契約）
(19-1203)(s00000015923007)
https://pub.a8.net/a8v2/asJoinPrograms.do?action=confi
rmSearch&insIds=s00000015923007



③不動産

15000円：A8.net 安心・丁寧・分かりやすいで3冠！700万
円からの中古区分マンション投資【NAN】
(19-1129)(s00000020675001)
https://pub.a8.net/a8v2/asJoinPrograms.do?action=confi
rmSearch&insIds=s00000020675001

15,000pt：ハピタス (79217)新日本コンサルティング（不
動産投資個別面談）

http://hapitas.jp/item/detail/itemid/79217

14,000pt：ハピタス (78588)【無料オンラインセミナー】
お金の勉強会 ◆CrazyMoney online◆
http://hapitas.jp/item/detail/itemid/78588

12,800pt：ハピタス (78091)不動産投資が450万円も安
く取り組める【”不動産投資原価販売”..
http://hapitas.jp/item/detail/itemid/78091

12,000pt：ハピタス (77866)マンション経営セミナー【株
式会社イー・トラスト】

http://hapitas.jp/item/detail/itemid/77866

12,000pt：ハピタス (77743)【WEB可能】プロパティエー
ジェント　セミナー参加

http://hapitas.jp/item/detail/itemid/77743



10,000pt：ハピタス(79656)イー・トラストの不動産投資セミ
ナーhttp://hapitas.jp/item/detail/itemid/79656

10,000pt：ハピタス(75511)不動産投信面談【ピュアリアルエ
ステート株式会社】

http://hapitas.jp/item/detail/itemid/75511

10000円：A8.net 初めてのマンション経営なら【ニッテイラ
イフ・セミナー】(19-1121)(s00000020176001)
https://pub.a8.net/a8v2/asJoinPrograms.do?action=confi
rmSearch&insIds=s00000020176001

以上で20万円です。

この上でクレジットカードも申し込めば30万円以上稼げます
のでぜひ試してみてくださいね。

※情報は2021年11月22日現在です。

ロウト


