
【完全無料】最速でツイッターアフィリで成功した方

法！  

 ～初心者編～   

大人系アフィリエイトとツイッターを使って、   

４時間かからない初期作業で簡単に報酬を発生させ   

た方法をお教え致します。   

    

★＜はじめに＞★ この方法は、初期投資がかかりません。   

高額な情報商材でありがちな肝心な情報を別サイトに誘導した   

り、セミナー参加誘導も致しません。   

このレポートで全て書いてしまうので、少し長い文章ですが、   

この文章を 2 回ほど（納得いくまで！）読み返して頂くと、仕組   

みとカラクリ（WIN=WIN の関係）が理解でき、あなたにもでき   

る自信がでると思います。   

できればこの文章をプリントアウトして作業されることをお勧め  

致します。   

突然ですが、稼げていますか?   

うつむきながら「いいえ(涙)」と答えたあなた、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 10 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 20 万円を、その稼ぎは少しずつ増え、今年の   

4 月は 50 万円となりました。   

    

この方法は誰もが簡単で取り組めるのですが、   

この方法に取り組むための条件は、下記の 3 つになります。   

１）18 歳以上である。   

２）インターネットにつな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。   



    

作業自体は、４時間です。   

私は、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。   

（納得する時間を合わせると 4 時間かかりました＾＾）   

作業時間はだいたい４時間くらいをみていただければと思い   

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。   

そうです。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、あなたは月に 10 万円を稼げてしまうのですか   

ら。ちなみに、月に 10 万円が上限ではありません。   

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、私自身が経験しています。   

    

私も経験した、世の中にあるアフィリは HP を作ったりブログを   

20 個以上作って SEO でアクセスを上げる苦労などなど･･･。   

    

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す！   

では、一緒に頑張っていきましょう！!   

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    

■４時間の作業の流れ＜概略＞   

１）まずこの文章をなんとなく読んでみる。（６０分）   

２）作業―1 (３０分)   

・後で、記載の６つのサイトに無料登録する。   

３）作業―2 (２０分)   

・２）の「作業―1」で登録したサイトで「あなたの紹介   

用 URL」をゲットする。   



４）作業―3 (２０分)   

・「作業―1」と「作業―2」の作業を、他の５つのサイトで   

も行う。   

５）作業―4 (５０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   

６）作業―5 (６０分)   

・「作業―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、４時間でした。   

ですので、まあ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。(笑)   

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、間違えないように集中して下さい。   

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   

の間違いで入金が遅れてしまう可能性も出てくるので。   

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、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。(笑)   



実は、この方法を、私は以前から知っていたのですが、時間   

がない、忙しいなどといった「いいわけ」で、ずっとやらず   

にいました。   

やっぱり王道は、トレンドサイトのアフィリと信じてましたが、   

全然ダメで、焦ってやったみたのが始まりです。   

始めてみたところ、初月に 10 万円の収入。 嬉しかったですね！   

こんなことなら、もっと前にやって、心に余裕がほしかったと   

後悔するほどでした。   

ちなみに、今年になってから、３月は 40 万円、更に４月は、   

50 万円の収入が上がっています。５月に至っては、58 万円です。   

順調に伸びていっています。   

私が、地団駄踏んだ理由もわかりますよね？(笑)   

    

では、作業を丁寧にご説明していきます。   

    

まず、この稼ぐ方法では、出会い系のアフィリエイトを上手   

に利用します。   

あなた『えっ？出会い系？』   

はい、勘違いしないでくださいね。   

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。出会い系のサイトの「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形です。     

今、私はあなたに、このようにご紹介しています。   

その同じことを、「超」が付くほどカンタンにやって頂こう   

というものなのです。   

あなた『でも、誰かに紹介するって・・・どうやって？』   

まあ、そう慌てないでくださいね！。   

「作業―1」から「作業―5」で、段取りをおって、きちんと   

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   

てしまいます。   

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、   

この出会い系アフィリエイトは無料登録してもらうだけで   

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。   

    

さらに、一般のアフィリエイトは、入金までに時間が掛かる   

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。    

＜↓ここは重要＞   

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。   

あなた『それでも、まだ出会い系は心配･ ･･』   

まだ、あなたはおっしゃるのですか?   

･･･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   

認定済みであることです。    

1．「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、とっくの昔に淘汰されているはずです。   

  

2．「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．「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。    

4．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）    

5．「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。もちろん架空請求もないです。   

    

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？   

（まあ私自信が遊ぶことはないですが・・・・・）   

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、残念ながら私からこれ以上あなたに   

提供できる材料はありません。   

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   

６つのサイトです。   

まずは、この６つのサイトに無料登録することが第一歩です。   

面倒くさがりなアナタ。  

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   

らね♪     

頑張っていっきに登録しちゃいましょう！   

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**    

①『ハッピーメール』   

稼げる度 ★★★★★   

↓登録はコチラから↓   

http://happymail.co.jp/?af13861475  

・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   

http://happymail.co.jp/?af13861475
http://happymail.co.jp/?af13861475


（認定番号:90080003000）   

サイトのデザインが変わっていても、要は「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みてくださいね！    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**    

②『J メール』   

稼げる度 ★★★★★   

↓登録はコチラから↓   

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42  

・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)    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**   

  

③『YYC』   

稼げる度 ★★★★★   

↓登録はコチラから↓   

http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/  

・開設年:2002 年   

・会員数:500 万人   

・法人名: LINE 株式会社 ライブドアが運営してます。   

・携帯認証が必要な場合があります。   

・年齢確認（18 歳以上）の為、クレジットカード必要   

 （但し、請求は、０円 ※絶対に１円も請求なしです！）   

・インターネット異性紹介事業:届出・認定済み   

(認定番号:63080004000)    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**    

④『PCMAX』   

稼げる度 ★★★★★   

↓登録はコチラから↓   

http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968  

・開設年:2002 年   

・会員数:300 万人   

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968


・法人名:株式会社マックス   

・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:30090388002)    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**    

⑤『イククル』   

稼げる度 ★★★★★   

↓登録はコチラから↓   

http://pc.194964.com/AF1186012  

・開設年:2000 年   

・会員数:800 万人   

・運営の超大型出会い系！クチコミで更に爆発的増加中!   

サクラ無し優良出会い系サイトのイククル   

超有名女性誌でも掲載中だからクチコミで素人女性が   

急増中！    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**    

⑥『ワクワクメール』   

稼げる度 ★★★★★   

↓登録はコチラから↓   

http://550909.com/?f1350294  

・開設年:2006 年   

・日本で有数のコミュニティサイトです。   

ワクワクメールを通じて、恋人や友達、メル友など、   

素敵なお相手を見つけられます。   

毎日の新規登録会員数 1,600 人以上、サイトへの書き込み   

数 2 万件以上、1 日の閲覧数が約 1,000 万 PV もある優良サ   

イトです。    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**    

①『ハッピーメール』②『J メール』③『YYC』④『PCMAX』⑤  

『イククル』⑥『ワクワクメール』   

この６つのサイトは、出会い系では有名な健全サイトと言わ   

れています。   

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を知っていたのですが、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。   

http://pc.194964.com/AF1186012
http://pc.194964.com/AF1186012
http://550909.com/?f1350294
http://550909.com/?f1350294
http://happymail.co.jp/?af13861475
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pc.194964.com/AF1186012
http://550909.com/?f1350294


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６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。   

（教えてくれた知り合いも 2 年ほどこの方法で問題ないで   

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６つのサイトは共に完全無料登録ですので、   

あなたにはまったくリスクがありません。   



私はこの内４つのサイトだけで、最初の 1 ヶ月間で約 10 万円   

の報酬をいただきました。   

ただ、知り合いに教えて貰った時に面倒臭がらずにやっておけば  

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。   

（まあ、それでも出会い系で相手を探すのはしないと思いま   

すｗ）   

さあ、非常に長くなってしまいましたが・・・・・   

いよいよここからが本番です。   

それでは『ハッピーメール』を例にとって具体的な登録手順   

をご説明します。   

※サイトのリニューアル等で登録手順が異なることがあり   

ますが、大きな違いはありません。   

このレポートの説明がなくてもサイト内の説明で登録でき   

ます。   

    

    

    

●作業―1 (３０分)   

サイトに無料登録する。     

①『ハッピーメール』を一番初めとして   

稼げる度 ★★★★★   

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!!    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**    

下記の URL をクリックして表示されたトップページの   

画面中央にある「まずは簡単な無料登録」で新規会員登録し   

ます。   

http://happymail.co.jp/?af13861475  

    ↑↑↑＜URL をクリック＞↑↑↑   

1. あなたが女性なら【女性】を、男性なら【男性】をクリ   

ックします    

http://happymail.co.jp/?af13861475
http://happymail.co.jp/?af13861475
http://happymail.co.jp/?af13861475


2. 表示された画面に必要事項を入力し【確認画面へ】   

をクリックします   

登録には、携帯番号の認証が必要になります。   

この電話番号認証は、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、間違わずに入力してください。   

電話番号認証は、あなたの携帯電話から指定の番号（無料）   

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。   

電話が掛かると、自動音声ガイドが流れますので   

指示に従って操作してください   

（急がなくても大丈夫ですよ）   

最後に「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。所要時間は約 10 秒です。   

当然のことながら、それ以後、登録した電話番号には 1 本の   

電話も掛かってきません。    

3. 入力した内容に問題がなければ【登録する】をクリック    

4.【プロフィール登録】をクリックし、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。    

5. 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。   

  

6. 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。    

7. 登録の確認です。 【確定する】をクリック。    

8. 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―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。（他の５サイトも同様に作業-3 でやります）   

さて、「作業―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―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   

てきてくださいね。   

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、方法を順番に、ご説明していきます。    

1. 左メニューの中にある【アフィリ】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   

帳等で、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、    

http://happymail.co.jp/?af13861475
http://happymail.co.jp/?af13861475


「作業―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―5」でご説明し   

ますね。   

    

●作業―3 (２０分)   

「作業―1」と「作業―2」の作業を、他の５つのサイトでも   

行います。   

さあ、この「作業―3」も非常に重要です。   

これまで「作業―1」と「作業―2」で取り組んだ、   

「無料登録」と、「あなたの紹介用 URL のゲット」を   

残りの５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等で、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ね。   

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、残り５つのサイトを登録するのは、    

②『J メール』    

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42   

③『YYC』   

http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/   

④『PCMAX』   

http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968   

⑤『イククル』   

http://pc.194964.com/AF1186012   

⑥『ワクワクメール』    

http://550909.com/?f1350294   

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！    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

②『J メール』   

稼げる度 ★★★★★   

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pc.194964.com/AF1186012
http://pc.194964.com/AF1186012
http://550909.com/?f1350294
http://550909.com/?f1350294
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42


http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42  

↑↑↑＜URL をクリック＞↑↑↑   

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」   

または「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】（中央の名前の下方）をクリック    

3.「あなたの紹介用 URL」が表示されます    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

③『YYC』   

稼げる度 ★★★★★   

http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/ 

↑↑↑＜URL をクリック＞↑↑↑   

お一人様のご登録で、2000 円!    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

『YYC』の場合は、トップページの「無料ユーザー登録する」   

をクリックしてください。   

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。   

・年齢確認（18 歳以上）は、して下さい。クレジットカードが   

必要ですが、請求は、０円 ※絶対に１円も請求なしです！   

（登録の時に、安心できる文章も書いてあります！）   

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】をクリック    

3.「あなたの紹介用 URL」が表示されています。    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

④『PCMAX』   

稼げる度 ★★★★★   

http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968  

↑↑↑＜URL をクリック＞↑↑↑   

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://happymail.co.jp/?af13861475
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968


お一人様のご登録で、2,000 円→現在は 4,200 円の報酬   

※初回報酬は、６つのサイトの中で最大!!    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

『PCMAX』の場合は、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、『PCMAX』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 4200 円】をクリック    

4. 中段の「こちらの専用リンクをコピーしてお使いくださ   

い」の下に、「あなたの紹介用 URL」が表示されています。   

  

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-   

⑤『イククル』   

稼げる度 ★★★★★   

http://pc.194964.com/AF1186012  

 ↑↑↑＜URL をクリック＞↑↑↑    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

『イククル』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。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、トップページの友達誘って￥5,200 のリンクをクリック。    

3、「あなたの紹介用 URL」が表示されています。    

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

⑥『ワクワクメール』   

稼げる度 ★★★★★   

http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pc.194964.com/AF1186012
http://pc.194964.com/AF1186012
http://550909.com/?f1350294


http://550909.com/?f1350294  

↑↑↑＜URL をクリック＞↑↑↑   

   

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

『ワクワクメール』の場合は、トップページの「無料会員登録」   

をクリックしてください。   

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. メンバーメニューのトップページ→アフィリエイト登録   

します。    

２. 「アフィリエイト￥０」をクリックします。    

３. 中段の「あなたの専用紹介コード」の下に   

URL が表示されています。   

    

※【ちなみに、それぞれの出会い系サイトは登録後にプロフィールの編集、無料ポイント の 

利   

用を行ってください。登録後に全く利用がないとアフィリエイトの承認がされにくくなっ   

てしまいます。】   

   

  

**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**-    

   

●作業―4 (５０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   

疲れたときは休憩しながらでもいいですよ(笑)   

それでは「作業―4」に行きましょう。   

「作業―4」では、このレポートをまるごと Word にコピー   

して、    

①『ハッピーメール』、②『J メール』、③『YYC』   

④『PCMAX』、⑤『イククル』、⑥『ワクワクメール』   

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   

http://550909.com/?f1350294
http://happymail.co.jp/?af13861475
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pc.194964.com/AF1186012
http://550909.com/?f1350294


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/?af13861475  

と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/●●●    

・PCMAX: http://pcmax.jp/●●●    

・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/?af13861475  

の上にそのまま貼り付けてください。   

この貼り付けから Word 作成までの部分の説明が、意外にキ   

チンと説明されていないレポートが多いのですが、ここも踏   

み外してはダメです。   

あなたが稼ぐためには重要な内容ですからね。   

あなたにキチッと稼いでいただくということは、つまりは、   

私も嬉しい(稼げる)ということです。   

両者両得な訳です。   

だから、私もキッチリとあなたにお教えします。   

それでは先に進みましょう。   

６つのサイトの URL を、「あなたの紹介用 URL」に変更しま   

したか?   

そうしたら、タイトルが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ね＞   

◆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!!   

http://happymail.co.jp/?af13861475
http://happymail.co.jp/?af13861475


◆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 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://forest.watch.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。   

繰り返しになりますが、本人確認のためには、電話番号認証が   

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し、架空請求も全くありませんので、   

安心してくださいね！   

また、６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６つ以外にものせてもいいですが、あまり数が多すぎて   

も管理が大変かもしれません。   

安全なサイトだと私が確認できたのが６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１０個にしてもい   

いかもしれませんが、   

やはり私があげた６つが安全なサイトだと思います。   

なにより、６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』『YYC』『PCMAX』『イククル』『ワクワクメール』   

とが、それぞれ 1 日 0～1 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 15,000 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よ＾＾   

※【ちなみに、それぞれの出会い系サイトは登録後にプロフィールの編集、無料のポイン ト

の利用を行ってください。登録後にまったく利用がないとアフィリエイトの承認がされ に

くくなってしまいます。】  

    

●作業―5(60 分)   

「作業―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   

さあ、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「info-zero」です。    

http://info-zero.jp/    

このサイトは 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。   

初心者にも使い易くステップメールも無料で使えます。   

「作業―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―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   

http://happymail.co.jp/?af13861475
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://550909.com/?f1350294


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―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(やっと出で   

きました^^)を使った仕組みです。   

と言っても、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！   

とはいえ、まずは『フォロワー』を増やさないとどうしよう   

も無いですね笑   

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   

見ていただければ、何が言いたいかわかっていただけたかと   

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ことです。   

keke55sougo のアカウントも実はもともと放置してあった   

んですが、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が 2000 を超えてきました。   

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   

んですが、５日たらずでこの方法で全部フォロワー数 1,000   

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   

を入れる   

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。   

別に上にある私のアカウントも含めていいですよ（笑）   

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（笑）   

    

-----------------------------------------------------------------------------    

■ツイッターツールを使う方法    

-----------------------------------------------------------------------------    

ツイッター集客や自動化できるソフトをご紹介致します。   

ツイッターツールのどちらかを連動させれば 収入は雪だるま式  

に増えて行きます。   

（慣れてきたら使ったほうがいいと思います！）    

    

１．ツイッターキング２   

 http://www.infotop.jp/click.php?aid=324738&iid=65731   

↑↑↑＜URL をクリック＞↑↑↑   

 （現在、私が使っているものです！）    

２．Twitter Brain-ツイッターブレイン-   

http://www.infotop.jp/click.php?aid=324738&iid=59291   

  ↑↑↑＜URL をクリック＞↑↑↑   

 （この商品は、超有名ですね！）    

   

-----------------------------------------------------------------------------    

■登録する６つのサイトのまとめ    

-----------------------------------------------------------------------------    

①『ハッピーメール』    

http://happymail.co.jp/?af13861475   

②『J メール』    

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42   

③『YYC』    

http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/   

④『PCMAX』    

http://happymail.co.jp/?af13861475
http://happymail.co.jp/?af13861475
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=2ae5zxh5ka2801z74q906iuz42
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://www.yyc.co.jp/af/8bd765f0/
http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968


http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968   

⑤『イククル』   

http://pc.194964.com/AF1186012   

⑥『ワクワクメール』    

 http://550909.com/?f1350294   

 

※【ちなみに、それぞれの出会い系サイトは登録後にプロフィールの編集、無料のポイン ト

の利用を行ってください。登録後にまったく利用がないとアフィリエイトの承認がされ に

くくなってしまいます。】   

 

-----------------------------------------------------------------------------    

■追伸    

-----------------------------------------------------------------------------    

さて、いかがでしたでしょうか? これが、出会い系で稼ぐた   

めの方法の全貌です。   

「これって本当に私にもできるかな?」と思った方もいるか   

も知れません。   

でも、考えてみてください。   

家にいながらにして、空いた時間をちょっと集中して、出会   

い系サイトを眺めながら、お金稼ぎができてしまうなんて、   

楽しいと思いませんか?   

パソコンの作業が難しそうだな・・・と思って、どうしても   

前に進めない方は   

だまされたと思って、やってみてください。   

金銭負担はまったくないので、やるだけで利益になっていき   

ます。   

元々この話を教えてくれた知り合いはこの仕組みを利用し   

て、毎月 200 万円近くを稼います。   

最初はツイッターだけから今はサイトを立ち上げて別のア   

フィリエイトをやてます。   

普通に生活出来る人は少し生活水準をあげるため、私みたい   

に失業した人は今一度自分の人生と誇りを取り戻すための   

第一歩にしてみてください。   

最終的には複数アカウントで展開していけば、もっと大きな   

収入になるとは思います。   

ツイッターもつぶやきを全自動にしたり、いろいろ自動にし   

http://pcmax.jp/?ad_id=rm257968
http://pc.194964.com/AF1186012
http://pc.194964.com/AF1186012
http://550909.com/?f1350294
http://550909.com/?f1350294


てしまう技もあるのですが、   

最初から自動にしてしまうとアフィリエイトしてる人ばか   

りフォロワーになるので多少人間味あふれることは書いて   

くださいｗ   

軌道にのればフォロワーは勝手に増えていくのでほぼ放置   

で、次のアカウント育ててても有効だと思います。   

それから、「作業―5」でご説明した宣伝ですが、是非、   

ツイッターで軌道乗ったら自分のオリジナルの宣伝方法で   

挑戦してみましょう。   

自分の HP やブログで体験レポートをしていくこともすごく   

効果的です。   

特にブログは、HP 作成の知識がまったくなくても開設でき   

ますからぜひ挑戦してみてください。   

※【ちなみに、それぞれの出会い系サイトは登録後にプロフィールの編集、無料ポイント の 

利   

用を行ってください。登録後に全く利用がないとアフィリエイトの承認がされにくくなっ   

てしまいます。】    

-----------------------------------------------------------------------------    

■追伸 2    

-----------------------------------------------------------------------------    

あなたは「この方法が広まってしまって、みんなが真似をし   

始めたら、もう稼げなくなってしまうんじゃない?」   

と思っていませんか?   

同様のご質問をいくつか頂きましたので、あえて加えさせ   

て頂きます。   

断言します。 そんなことは絶対にありません。   

なぜなら、結局、このレポートを読んでも、やらない人の方   

が多いからです。   

一瞬、これは凄いかも・・・とやる気になっても、   

様々な「いいわけ」を心の中で並べ立てて   

（仕事してた時の私のように）   

そして結局やらないのです。   

例えば   

「今日は時間がないから明日やろう。」   

「これって、稼ぐにはもう遅いんじゃない?」   

「まだ私には無理だろうな。」などなど。   



追伸 2 の冒頭にお話しした   

「この方法が広まっちゃったら、もう稼げなくなっちゃうの   

では?」という発想もすでに「いいわけ」です。   

こんな「いいわけ」をいくつも並べて結局はやらないのです。   

たかだか、ながくても４時間の作業なのに。   

しかも、稼げる仕組みがこれほどまでに整っているにも関わ   

らず。   

だからやるべきなのです。 みんなやらないから。   

ちなみに私は、このレポートを読んで、気持ちが盛り上がっ   

ても結局はやらない人の方が圧倒的に多いと思っています。   

そのような結果も出ています。   

以前の私がそうだったから。   

しかし、この「出会い系アフィリエイト」は、実は何年も前   

から存在する方法です。   

にもかかわらず、風化したやり方には一切ならず、そして、   

出会い系業者はこの方法でお客様を集めています。   

しかも、どんどん獲得単価を上げています。   

つまり、この方法に取り組む人には、どんどん環境が良くな   

ってきているのです。   

この環境、あなたのおかれている状況を、よくよくお考えに   

なってください。   

もう一度、このレポートの内容を復習します。   

・長くて４時間でできる   

（PC 普段触ってる人は 1 時間半もあれば可能）   

・実際のところ、やらない人がたくさんいる   

それでもあなたは、少しのチャレンジもしないで稼げないと   

決めつけますか?   

この度は、本レポートを最後まで読んでいただき誠にありが   

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 


