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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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この度は、 
私の無料レポートをダウンロードして頂き、本当に感謝です♪ 
 
⾃⼰紹介から簡単にさせて頂きます。私の名前は「⽮野昭⼆」です。 
 
私は、インターネットビジネスを始めて３年⽬になります。 
 
サイトアフィリエイト、ツイッターアフィリエイトやフェースブックア
プリのアフィリエイトなど、多くのジャンルのアフィリエイトを経験し
てきました。 
 
俗にいう「⾼額塾」でも、いろんなことを学んできました。 
 
学んだ事の中で⼀番⼤事なことは、 
「⾼額塾に⼊っても稼げない」 
ということかな〜 
 
稼げるまでには、時間もかかり、寄り道もいっぱいしてきました。 
でも、今では、安定した収⼊を得られるようになりました。 
 
新しくアフィリエイトをされる⽅や、稼げなくて悩んでおられる⽅に 
わたしのように迷ったりせずに、そして時間をかけずに最短距離で稼げ
ることが出来るようにと、このレポートを作成いたしました。 
 
 
もっと詳しいプロフィールは下記ＵＲＬでも確認できますので 
 
少しでも興味を持たれた⽅はコチラからご覧いただきたいと思います。 
 
http://navi-info.org/profiel 
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はじめに 
 

SNS でアフィリエイト、 

その中でも 

ツイッターでアフィリエイトするのが⼀番稼げます。 

 

ASP でもツイッターのアフィリエイトが NG のところも多

いですが、短縮 URL を使うことでアフィリエイト出来ます。 

 

 情報商材アフィリ 

 無料オファーアフィリ 

で⼗分、⽉５０万円は稼げます。 

 

ツイッター、フェイスブックなどの 

SNS アフィリエイトの特⻑は、 

 

いいね︕やフォロワーを集めれば集めるほど、 

その媒体が強くなり、 

アフィリエイト報酬も⽐例して⼤きくなりところです。 

 

 今から、ツイッターを始める⽅、 

 中々、フォロワーが増えない⽅、 

半年で⽉５０万円稼げる⼿法を伝授致します。 
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最⼤の情報拡散ツールとしてのツイッター 
 

SNS としての Twitter（ツイッター）利⽤は、 

とても⼤きな情報拡散ツールとなります。 

 

ツイッターのサービス提供⾃由度がかなり⾼いことが 

アフィリエイトビジネスでの活⽤に⼤きなメリットを感じ

させてくれます。 

 

Twitter はツイートした内容を短時間で爆発的に拡散させ

ることができます。 

 

これはツイッターが 

 「今⾒たことをすぐにツイート」できるダイレクト性と 

 匿名性が⾼いサービス 

であることなどが影響しています。 

 

そして 140 ⽂字という⽂字数制限があることも、 

気楽にツイートを共有することに拍⾞をかけていると⾔え

るでしょう。 

 

ツイートをリツイートされて拡散していくと、 

⾃分のツイッターアカウントを多数のユーザーに気づいて
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もらえます。 

 

気づいたユーザーにとってツイートやアカウントが価値を

感じられるものであれば、 

 

そのアカウントのフォロワーになってくれる可能性が⼗分

あります。 
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ツイッターで重要な３つのポイント 
  

１．⾃分⾃⾝のブランディング 

２．⾃分のブログやメルマガに誘導 

３．タイミングを⾒てアフィリエイトを仕掛ける 

  

 

ツイッターで、役に⽴つことや価値あることを呟き、 

 

 

ブログやメルマガに誘導する。 

 

 

その結果、 

あなたを信頼してくれた⼈が 

アフィリエイトリンクをクリックして、 

あなたが紹介する商品を購⼊してくれる流れになります。 
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ツイッターで稼げない理由 
  

フォロワーの数が少なすぎる 
 

記事にアフィリエイトリンクを貼っても、そのリンクをク

リックして、その商品はサービスを購⼊してもらえる割合

は、１％以下が普通です。 

 

従ってある程度のフォロワーがいないと、報酬は発⽣する

ことはありません。 

 

絶対的にフォロワー数が多くないとダメです。 

 

10,000 ⼈に呟いて 1%がクリックしたとしても、たかが

100 クリック。 

 

これでは、⼩銭ぐらいしか稼ぐことは出来ません。 
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フォロワーからの信頼が⼗分でない 
ツイッターは、相⼿が誰かわからずに、 

みんなフォローしまくりますよね。 

 

で、フォロー返ししてもらえるのを待つ・・・ 

みんな、このような⾏動をとっています。 

 

その結果、 

タイムラインにはよく分からない⼈の呟きがズラズラ〜っ

て表⽰されます。 

もはや、よほど気になる⼈の呟きじゃない限り、 

ほとんど読まれません。 

 

あなたの呟きも、そんな中に埋もれてしまっています。 

 

役⽴つ情報を呟いたり、⾯⽩いことを呟いたり、 

フォロワーが思わずチェックしたくなる呟きを継続的に呟

くことでフォロワーからの信頼を徐々に獲得していくよう

努⼒しましょう。 

 

アフィリエイトリンクを呟いているだけでは、 

将来的に誰にも相⼿にもされなくなります。 
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⼀昔まえのノウハウを今でも使っている 
 

ちょっと前までは、無料オファーをどんどと仕掛けてくる

⼈が多く、それでも、ちょっとした報酬が稼げていました。 

 

今では、悪質のアフィリエイターとしてのレッテルを貼ら

れて、すぐにフォローをやめられてしまいます。 

 

今は、無料オファーと⾔えども、あなたから申し込む理由

がなければ、クリックさえしてもらえません。 

 

 

 

あなたがツイッターで稼げない状況であるなら、必ずどれ

か１つは当てはまっていたのでは・・・︖ 
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ツイッターは上⼿に活⽤すれば、アフィリエイトで相当稼

ぐことが出来ます。 

 

ツイッターで稼ぐ⽅法 
 

無料オファーを紹介して稼ぐ 
 

アフィリエイトには、無料で登録するだけで報酬が発⽣す

るものが、たくさんあります。 

 

無料オファーとよばれるものや資料請求的なもの、ポイン

トサイトなどがそれに該当します。 

 

Twitter のアカウントを複数つくって、ジャンルや属性を絞

って投稿していきます。 

 

無料オファーなので、⾦銭的な負担が無いので、気軽にク

リックしてもらえます。 

 

ただ、関⼼のうすいものは、無料でもクリックしてもらえ

ないので、ジャンルは属性に合った無料オファーを選びま

しょう。 
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ネットビジネス系無料オファーを紹介して登録して稼ぐ⽅

法もあります。 

 

例えば、メールアドレスを登録するだけで報酬が発⽣する

アフィリエイトもあります。 

 

注意 

Twitter で無料オファーアフィリエイトのリンクをつぶや

きまくることで、スパム⾏為と映り、ユーザーからスパム

と判断されるとブロックされたりスパム報告されることに

より、ツイッターアカウント凍結リスクが⾼まるので注意

が必要です。 
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Twitterとメルマガの連動で稼ぐ 
 

まずメルマガ登録フォームを⽤意し、Twitter の投稿で、そ

こに誘導します。 

 

登録してもらったメルマガでお得な情報や有益な情報を発

信し、また属性にあった商品や情報商材などを紹介してい

きます。 

 

Twitter アカウントとメルマガの内容属性は同じジャンル

が好ましいです。 
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ツイッターとメルマガ連動の流れ 
 

メルマガ登録フォームを⽤意します。 

 

 

特別な専⽤登録ページへのリンクをツイッター上に作成。 

 

 

Twitter の記事であまりゴリ押さない感じでメルマガ登録

を促します。 

 

 

メルマガでアフィリエイトリンクを⽤意して、無料オファ

ーや情報商材等を紹介していきます。 

 

そのメルマガから購⼊した⽅が圧倒的にお得になる内容に

しましょう。 

 

Twitter とメルマガを連動して商品を紹介していくのはと

ても有効なマーケティング⼿段となります。 

 

メルマガは、登録された読者には、いつでもメルマガを送

信できるプッシュ型ツールであることが最⼤の特⻑です。 
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最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。 
 

【⽮野昭⼆のブログ情報】 
ネットビジネスで本当に稼ぐことは出来るの︕︖ 

【６ヶ⽉で⽉３０万円を稼ぐ⼿法を伝授します】 

http://navi-info.org/ 

 

↓⽮野昭⼆のプロフィールはコチラ↓ 

http://navi-info.org/profiel 

 

【⽮野昭⼆のメルマガ情報】 
※メルぞうより無料でダウンロードされた⽅は 

⾃動的にメルマガへ代理登録されます 

 

発⾏者名︓⽮野昭⼆ 

 

連絡先︓ ashiyaproject@gmail.com 

 
メルマガタイトル︓ノウハウコレクターが実際に⽉３０万円稼ぐ秘訣とは︕︖ 

 

メルマガの登録解除ＵＲＬ︓http://mail.os7.biz/m/bSpF 
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