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● 推奨環境●
このレポート上に書かれている URL はクリックできます。で
きない場合は、最新の AdobeReader を無料ダウンロー
ドしてください。
https://get.adobe.com/reader/?loc=jp

● 著作権について●
このレポートは著作権法で保護されている著作物です。
下記の点にご注意いただきご利用ください。

このレポートの著作権は矢後至譜に属します。
著作権者の許可なく、このレポートの全部または一部をい
かなる手段においても、複製、転載、流用、転売等するこ
とを禁じます。

このレポートの開封をもって、下記の事項に同意したものと
みなします。



このレポートは秘匿性の高いものであるため、著作権者の許可なく、こ
の商材の全部または一部をいかなる手段においても、複製、転載、流
用、転売等することを禁じます。

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為
を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑
事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。
著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更
等を行う権利を有します。

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万が一誤り、不正確
な情報等ありましても、著者・パートナー等の業務提携者は。一切の
責任を負わないことをご了承願います。

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。

このレポートの利用することにより生じたいかなる結果につきましても、
著者・パートナー等の業務提携者は一切の責任を負わないことをご
了承願います。
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やり方は アフィリエイト そして 自己アフィリエイト という方法です。

アフィリエイトという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが
「自己アフィリエイト」という言葉は聞いたことが無いかもしれませんので
順を追ってご説明します。

最初に断っておきますが、違法性は一切ありません。
アフィリエイトに対する間違った情報が多く、勘違いをされている方が、
非常に多いので、冒頭でお伝えしておきます。

では、アフィリエイトの仕組みをお伝えします。

アフィリエイトとは、企業の商品やサービスを紹介することで、その商品
やサービスを必要とする人が購入もしくは加入をした時に、企業から支
払われる報酬のことを言います。

TV の CM や雑誌等の広告宣伝と同じように私達がインターネットを
使って宣伝を行い、その成果によって、歩合制の報酬（広告収入）
を得るということです。

【 49分以内に５万円を稼ぐ方法】
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宣伝して商品が売れたから、企業から「ありがとう」の意味で報酬をも
らうわけですから、全然、違法性はないですよね？
仕事をしてお給料をもらうアルバイトや会社員と全く同じです。

大事なのはインターネットを使うことで誰でもできるということ。
そして、やることは以下の３つです。

１）宣伝用のブログを開設する
２） ASP に登録する
３）商品・サービスを宣伝する、または自分で利用する

おそらく「ブログ」という言葉に拒否反応を示した方が多いと思います。
私もそうでした、毎日更新するのは大変ですものね（笑
実はこのブログは継続的に更新は必要ありませんのでご安心ください。
のちほど詳しく説明します。

ASP というのはアフィリエイトを仕切っている企業です。
ここに登録をしないとアフィリエイトをすることができません。
メールアドレスとブログ、振込用口座があれば登録可能ですからここも
難しくはありません。

最後は、商品をブログで宣伝してそこか報酬を得ることになりますが、こ
こには、うれしい副産物もありますのでのちほどお伝えします。
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よく、アフィリエイトで１００万円稼いでます！とかネット上で聞くことが
ありますが、やり方次第では充分狙えますので、このレポートでアフィリ
エイトの仕組みを良く勉強してからチャレンジしてみてください。

もちろん簡単なわけは無いので、そこは覚悟が要りますけどね。

では、やり方を解説していきましょう。

使用する ASPは業界でも大手の A8.net を使用します。
私も利用していますよ。他にも沢山 ASPはありますが、報酬が原w
れないなど、ドラブルも聞きますから、最初は大手の ASP にした方が
安全です。

A8.net ・・・会員数、広告主数ともの最大規模を誇るアフィリエイト
サービス、 Amazon や楽天などの有名ショップから、あまり知られてい
ない注目商品を扱うショップまで幅広いジャンルの広告を扱ってます。
https://www.a8.net/

１．アフィリエイト専用のメールアドレスを作成しよう！

　　　現在使用中のメールアドレスでも構いませんが、登録後に重要
　　　なメールがたくさん届くようになりますので、アフィリエイト専用のメ
　　　ールアドレスを作成することをおすすめします。
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　　アドレス自体は、 Gmail で構いません。
　　
　　 Gmail アカウントの作成
　　 https://accounts.google.com/SignUp?hl=ja

このメールアドレスを ASP へ登録することになるのですが、
A8.net では審査用ブログの登録が必須になりますので、事前に
ブログの開設が必要になってきます。

ただ、作り方は難しくないですし、時間も 15 分程度で作成できますか
ら、一緒に順を追って作っていきましょう！

２． seesaaBLOG でブログを開設してみよう！

　　　では無料のブログサービスを使っていきます。
　　　今回は seesaa というブログサービスを使います

　　　 seesaaBLOG
　　　 http://blog.seesaa.jp/
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seesaaBLOG のページを開いたら、「新規登録」をクリックします。

開いた画面の空欄を全て埋めてから「アカウントを登録する」をクリック
します。すぐに、登録したメールアドレス宛に登録確認メールが届きます
から、文中にある確認用 URL をクリックすれば登録は完了します。
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この画面が表示されれば登録は完了です。簡単ですよね？
ただ、このままではブログは完成していません、あと少し頑張りましょう

まずは、 seesaaBLOG へログインしてください。
登録したメールアドレスとパスワードを使用します。
正しくログインできると以下の様はページが表示されますので
「ブログを書く」をクリックします。
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次に表示されるページから「新しいブログを作る」をクリックします。

変わったページに必要事項を入力してください。
ホスト名（ URL）が、あなたのブログ用 URL になります。
最後に「セキュリティーコード」に表示されている数字を右側へ転記して
から「ブログを作る」をクリックしてください。

あとちょっとなので頑張りましょう！
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ただしく設定ができていれば、以下のようなページが表示されます。

おめでとうございます。これが、あなた専用のブログです。
次に審査用を通すために「ブログタイトル」をクリックして、記事投稿画
面に移行し、５記事ほどブログを書いておきましょう。

０記事では審査は通らないので注意してください。
大体、 300~500文字程度の記事で問題ありません。
もしかしたら、ここが一番時間の取られる部分かもしれませんね。

公序良俗に反しないような記事なら問題はないはずです。
画像も特には必要ありませんので、日記を書くつもりで書いてみましょう

書き終えたら次のページへ進んでください。
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5記事書き終えましたか？
最初は大変ですけどなれてくると楽しくなりますよ。
ただ、今回は更新の必要はありませんからこれで終わりです。

３． ASP へ登録して見よう！

　　　メールアドレスと審査用ブログがそろいましたね。
　　　では、 A8.net へ登録していきましょう。
　　　こちらはブログよりも簡単ですよ。
　　　 https://www.a8.net/

　　　

　　　

　では、「アフィリエイトをはじめてみる！」をクリックしましょう
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画面が変わったら、先ほど作ったメールアドレスを入力して、登録確認
メールの到着を待ちます。
登録確認メールが届いたら、文中の URL をクリックして登録画面に進
みます。

必要項目を入力したら、一番下の「サイトをお持ちの方」をクリックしま
しょう。

切り替わった画面で、報酬を受取る口座を入力します。

「確認画面へ」をクリックし、確認ができれば、アフィリエイター登録完了
です。お疲れ様でした！
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さぁ！準備が整いましたね！では、アフィリエイト方法を説明します！

4. アフィリエイト方法は３通り！

　　やり方が実は３通りあります
　　
　　１）紹介したい商品・サービスを自分のブログなどで紹介して
　　　　　欲しい人に購入・加入してもらうことで報酬を得る方法
　　　　　（通常アフィリエイト）

　　２）自分のブログに商品・サービスの広告を掲載し、自分で
　　　　　広告をクリックしたり商品購入・サービス加入をすることで
　　　　　報酬を得る方法
　　　　　（自己アフィリエイト）

　　３）セルフバック

　　大きく稼ぎたい時には（１）で頑張ることになります。
　　それなりのテクニックや分析能力と時間が必要なので、
　　なれてきてから、チャレンジするのもありですよ。

　　今回はそんなに時間は掛けられないので、（２）（３）を
　　行うことになります。
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まずは、 A8.net へログインします。
入力する場所を間違えないでくださいね

【自己アフィリエイト】
１）ログインしたら「プログラム検索」のタブをクリックします。
２）条件絞込みのプログラム詳細で「本人申込OK 」にチェックを　
　　　いれます。

　　　
　　

　　
　　　この状態で「検索」をクリックします。
　　　
　　　こうすることで、自分が申し込み可能な広告をだけに、絞り込む
　　　事ができます。
　　　この手順は（３）セルフバックでも使用しますで、覚えておいて
　　　ください。
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３）検索結果は以下のようになります。
　　　上部を見てもらえば、分かる通りすごい数が登録されています。

　　　

　　　申し込みたい商品を見つけたら「本人 OK 」であることを確認し
　　　「提携申込み」をクリックします。
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　　　例えば、以下の商品の場合はキャンペーン中なので、報酬額が
　　　アップして 新規カード発行で 7,000 円となっていますね。

　　　

　　　提携審査に「審査あり」の場合は審査が通るのを祈りましょう
　　　このカードの場合は「即時提携」ですので提携申込みした時点で
　　　自己アフィリエイトを行うことが可能になります。

　　　こういったキャンペーンによる増額は常になにかしらの商品や
　　　サービスで行っていますので、見逃さないようにすれば大きく稼ぐ
　　　事が可能になります。

　　　情報はメールで送られてきます、最初に専用メールをオススメした
　　　理由はここにもあります。

特典レポート
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　　　ちなみに、提携審査はすぐ終わるものから、時間がかかるものも
　　　ありますし、審査に通らない場合もあります。
　　　
　　　審査が通った場合は、アフィリエイトが出来る「リンク」をブログへ
　　　貼ることが可能になりますから、そのリンクをブログへ貼ったあとに
　　　自分でそのリンクをクリックして、自分で申込みを行います。

　　　それではリンクの作り方と貼り方を説明します。

４）アフィリエイト提携方法とリンクの作成

　　　商品・サービス一覧の右側にある「提携申込み」をクリックすると
　　　以下のような詳細が表示されますので、よく読んで一番下にあ
　　　る「提携申請する」をクリックします。　　
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　　　なんだか、提携とかいうと企業と取引してるって感じですよね
　　　審査ありの場合はここで審査結果を待つことになります。
　　　提携完了するとのメッセージが表示されます。

　　　

　　　表示されたメッセージ中央にある「広告リンク作成」をクリック
　　　すると、たくさんのリンクが表示されますので、そのなかから自分の
　　　ブログにあったサイズや形式（バナーかテキスト）を選んでください
　　　今回は以下のように大きめのバナーを選びました。

　　　

　　　選んだリンクの「ブログサービスを選択」で作成した seesaa を
　　　選択するので「　【クイック投稿】 seesaaBLOG 」を選びます。
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　　　選択すると自動的に seesaaBLOG が開きますが、ログインして
　　　いない場合はログインが必要になります。

５）リンクをブログに貼り付ける

　　　

　　　

　　　こんな画面が表示されていますか？
　　　表示されていれば、「続けて記事を作成」で紹介記事を書きます
　　　もちろん本文はなくて構いません。必要なのは「タイトル」だけです
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　　　タイトルが入れば、普通に記事を投稿するのと同じく、一番下の
　　　「保存」をクリックしてブログへのリンク貼り付けは終わりです。
　　　右側のメニュー記事一覧から確認してみてください。
　　　編集画面しか出ないようであれば「プレビュー」でも OK です。
　　　正しく保存できいていれば以下のようなページが表示されます。

　　

　　あとはこの貼り付けられたリンクを自分でクリックして、クレジットカー
　　ドの申込みをしてカード発行されれば、このカードの場合は報酬と
　　して 7,000円が振り込まれると、いうことになります。
　　 2,000円足せば後楽園ホールのリングサイド買えますね（笑

今回は「本人申込OK 」の商品に自分で申し込んでアフィリエイト報
酬を発生させよう！というやり方でした。
違法性もなく、企業にも、わたしたち消費者にも利益がある、アフィリエ
イト、是非試してみてください。

次のページではもうひとつのやり方をお伝えします。
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もうひとつのやり方はこれです。

６）セルフバック

　　　たぶん、自己アフィリエイトよりこっちのほうがよく使うことになるん
　　　じゃないかな？わたしもそうですからね。
　　　では解説します。

　　　簡単に言ってしまえば、（４）（５）の手順を全て飛ばして、
　　　自己アフィリエイトをやってしまおう！という方法です。
　　　
　　　先にこっちを説明しても良かったんですが、基本的なやり方を
　　　知っておけば、後々役に立ちますのでこちらを後にしました。
 　　
　　　では次ページでセルフバックの方法をしっかり解説しましょう！
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　　　スタートはここです。

　　　

 　　先ほどは「本人申込OK 」でしたが「セルフバック」を選んで
　　　検索をします。
　　　同じように沢山の提携先が表示されますので「セルフバック」が
　　　クリック出来る提携先を選択しましょう。
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　　　クリックすると以下のような詳細ページが表示されますから、
　　　「セルフバックを行う」をクリックします。

　　　

　　　次の瞬間には企業の申し込みページが表示されますので
　　　そのまま申込みを完了させてください。
　　　申込みが成功したらアフィリエイト報酬発生です！

　　　この場合は、カード発行で 4,531円が振り込まれますね。
　　　これも普段なら立ち見の料金にちょっと足せばリングサイド
　　　で観戦できます！！
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先ほどから、クレジットカードを例にしていますが、これにはもちろん理由
があります、これを見てください。

みての通り、クレジットカードの報酬額は非常に高額です。
一般的な商品・サービスは 500円くらいが多いです。
しかも、キャンペーンが入ることが多く、もっと高額な報酬になることは
しょっちゅうです。

セゾンカードなんかは１回のアフィリエイトで特別リングサイドをタダで観
戦できちゃいますからね（笑
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しかもこれ、自分で広告出して得る報酬より、セルフバックの方が高額
なんてことはざらにあります。

もちろん逆のパターンもあるので、通常アフリエイト・自己アフィリエイトの
方法とセルフバックの方法の２パターンを紹介させていただきました。
ガチでやれば大きく稼ぐことも可能だという理由がわかったでしょ？

知り合いや家族でクレジットカードを作りたい！旅行の予約をとりた
い！保険を見直したい！なんて人がいたら、
自分のページの URL を教えてあげて、そこから申し込んでもらう
これだけで、あなたに報酬が入ってくるわけです。

しかも、申し込んだ人にも割引や年会費無料、ポイント付与などの特
典が付きますから、だれも損をしないんです。
これは最初にお話した副産物です。

今回は高額報酬のクレジットカードをご紹介しましたが、他にも

・株、 FX口座の開設
・保険の無料相談
・学校の資料請求

などでも、かなり高額の報酬を得ることが可能です。
やる気になれば６０分以内に １０万円 １０万円を超えることもできますよ。
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最後に注意点をいくつかご紹介します。

・報酬の支払いは翌々月の 15 日
・基本的に 5,000円以上から入金される
・クレジットカードは月に 3枚以内に抑える
・自動車の無料見積もりは後々の勧誘がしつこいので避ける
・保険の見直しは、面談が必須なので注意する
・虚偽の申請や登録した後の即解約は避ける

以上です。
すぐ入金があるわけではありませんが、継続的に続けることで、 3 ヶ月
後以降は毎月報酬が発生することになります。

一度ブログサイト作成と ASP 登録を済ませてしまえば、１日 10分
程度の作業で毎日 1,000円以上、場合によっては 1 万円は稼げる
ことになりま。時給 1 万円仕事なんてそうそうないです。

しかも在宅ですからね。

またクレジットカードは作れば作るほど、信用が下がるという、よくわから
ない仕組みになっていますから、作りすぎないことが大事です。
また、ショッピング利用が条件になっていることもありますのが、 1回だけ
ショッピングを行い返済後に解約を行えば問題ありませんし、その後、
期間を置いて、再度申込みなんてこともできます。

クレジトカード 3枚を３~５セット用意して、毎月ローテーションす
る、なんて方法もあります。
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いかがでしたか？
そんなにむずかしい方法ではありませんよね。
しかも、自分だけでなく、まわりも一緒にしあわせに出来る方法です

もし、これまでアヤシイとか思っていた人は考え方が変わったんじゃない
でしょうか？わたしはこの方法を知った時に目からうろこが落ちました。
楽をして儲けているわけでもありませんから後ろめたさもありません。

まずはこのやり方でアフィリエイトに慣れていただいて、インターネットから
報酬を得ることを覚えてください。
そして、なれてきたら他の ASP を試していく、なんてこともやってみてくだ
さいね。

会社終わってからアルバイトやるくらいなら、よっぽどこちらの方が実入り
はいいですし、身体への負担もなく、拘束時間も少ないです。
なんせやる時間を自分で決めることができますからね（笑

では、この方法でグッズ代・チケット代を捻出してプロレス楽しんでいき
ましょう！！

それでは！
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CHANGE CHANGE 　　
　 　 　　 　 　 YOUR LIFEYOUR LIFE

……andand
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                                                                   https://michi-pro.com

いっしょに　　　いっしょに　　　
　プロレス！　　　プロレス！　　
　　　行こうぜ！　　　行こうぜ！


