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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。 

 

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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ツイッター認証アカウントを⼤量収集していく仕組み 

 

Twitter“認証アカウント”収集ツール「Twitter Storm」 

が、“ツイッターマーケティングの最終ステージ”を演出します。 

 

まずは、「Twitter Storm」の紹介⽂から、 

 

「Twitter Storm」を使うことで 

ブログやメールマガジンを⽤いなくても 

ツイッターのみで７桁台、強いては８桁台という 

途⽅も無い収⼊さえも⽣み出せてしまうという、 

【究極的なツイッターのマーケティング戦略】 

 

ツイッターマーケティングの最終ステージ 

 

このマーケティング⼿法は、 

実際にツイッターのみを使って「⽉収」べースで 
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７桁（数百万）強いては８桁代（数千万円）の収⼊を荒稼ぎ

している、 

 

“ほんのごく⼀部のツイッターユーザー”が、ほぼ独占的に実践してい

るビジネスモデルです。 

 

“ツイッターだけで⽉収１０００万円を稼ぐ” 

 

普通に考えればこれは到底不可能な数字に思えるかもしれません。 

 

「⼀体、何を売ったらそんな⾦額が稼げるの︖」 

 

そんな疑問も普通に湧き出てくるものと思います。 
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「売っていくもの」は、 

・物販 

・情報商材 

・スマートフォン向けのサービス 

 

といったもので、⾔ってみれば 

本当にごく普通の「アフィリエイト」です。 

 

ツイッターというサイトのみを使った、この⼿のごく普通のアフィリエイト

案件のみでも 

 

⽉収ベースで１０００万円規模の収⼊を得るという事は 

“このマーケティング⼿法を使えば現実的に可能”になります。 

 

「⼀体何⼗万⼈のフォロワーがいればそんな⾦額が稼げるんだよ︕」 

と、思われるかもしれません。 

 

確かにツイッターのみを利⽤した普通のアフィリエイト戦略で 
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ただツイートを投稿してフォロワーを誘導していく流れでは、 

せいぜい稼げても数万円、数⼗万円レベルがいいところです。 

 

少なくとも数万⼈、数⼗万⼈レベルのフォロワーでは 

その質をどんなに⾼めても⽉収ベースで、⽉に数百万円というような

収⼊を得る事はほぼ不可能というもの。 

 

アフィリエイトで⼤⾦を稼ぎ出すのか。 

 

実はそのような「ありえない規模の⼤⾦収⼊」をツイッターで稼ぎ出し

ているごく⼀部のユーザー達は、ツイッターで⼈知れず「あるもの」を集

め続けています。 

 

多くのユーザーが⼀⽣懸命「フォロワー」を集めている中、彼等がこっ

そりと収集していっているもの。 

 

それは“認証アカウント”というものです。 
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そもそもその「認証アカウント」とは何なのか。 

 

これは意外にご存知の無い⽅も多いのではないかと思います。 

 

ただ実際にツイッターを活⽤して、信じ難い程の⼤⾦を稼ぎ出してい

るようなユーザーは、その⼤半がこの「認証アカウント」というものを活

⽤しています。 

 

フォロワーを集めるのではなく「認証アカウント」を集める事で 

実際にウン百万、強いては１０００万円以上もの⼤⾦を 

“⽉収ベース”で稼ぎ倒しているわけです。 

 

つまりツイッターにおけるその「認証アカウント」には、フォロワー何万⼈、

何⼗万⼈以上もの「価値」があり、その絶⼤な価値に気付き、その

集め⽅を⼼得ている利⽤者だけが、その恩恵を受けて途⽅も無い

「⼤⾦」を稼ぎ出しているんです。 
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ただ、この事実、その⽅法、そしてそのノウハウは、その⼀部の利⽤者

だけがそれらを「独占」している状況にあります。 

 

「認証アカウントを集めて⼤⾦を稼ぎ出す。」 

“最も稼げる究極的な⼿法” 

 

この Twitter Storm は、タッタ１ツイートで 

数万円はおろか数⼗万円 

そして⽉に数百万円、数千万円 

を稼ぐ事も可能とした驚愕のツール。 

 

そして Twitter Storm を⼿に⼊れる事で 

究極のビジネスモデルを実践する事が容易となるいわば最強のツイッ

ターマーケティングを現実のものとしてしまう異次元のツイッターツール

なんですね。 
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Twitter“認証アカウント”収集ツールの裏の顔 

Twitter Storm は、認証アカウントスパムとして迷惑がられているの

も事実 

 

⾃分の Twitter アカウントから、勝⼿にリツイートをしたり、 

フォローしたりするトラブルでお困りの⽅が多いです。 

 

これは、Twitter Storm の裏の側⾯です。 

 

この勝⼿にリツイートされる内容には、⽂⾔と画像の合わさったもので、

下品なものからアフィリエイト・イデオロギーといった内容など多岐にわ

たります。 

 

これらはスパムツイートと呼ばれており、内容によってはアカウントのイ

メージを壊しかねず、そのツイートを⾒ているフォロワーも不愉快に他

なりません。 
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アプリケーションに貴⽅の Twitter のアカウントを外部から操作できる

権限を与えても良いですか︖」ということで、「連携アプリを認証」を

選択すると 

 

・タイムラインのツイートを⾒る。 

・フォローしている⼈を⾒る。新しくフォローする 

・プロフィールを更新する。 

・ツイートする 

 

などの操作を、上記のアプリケーションに許可することとなります。 

 

そして許可を⾏うと、スパムツイートの⽂⾔に合わせたページに⾶ばさ

れ、それと同時に⾃分のアカウントからも 

「スパムのリツイート・スパムアカウントのフォロー」が⾏われてしまいま

す。 
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つまり、⾃分のアカウントから勝⼿にリツイートされている原因は、 

このような興味を引く内容のスパムツイートの URL にアクセスして、 

うっかり「連携アプリ」の許可を⾏ってしまったからだといえるでしょう。 

 

また、スパムツイートの利⽤規約には下記のように記されており、 

連携アプリの許可を⾏ったアカウントに対して「フォローやリツイート」を

⾏うと記載されています。 

 

そして連携アプリの許可をした時点で規約に同意したとみなされると

のことです。 
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最後に 

Twitter“認証アカウント”収集ツールは、確かに強⼒なツー

ルであることは間違いありません。ツイッター側からの規

制が⼊るまでは、稼ぎ続けるでしょう。 

 

ただ、このやり⽅で迷惑を被る⼈が出てくるのも事実です。 

使うかどうかは、あなたの良識で判断されれば良いかなと

思います。 
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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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