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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。 
 
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 
Tsu は、報酬のシェア（広告料の９０％が還元される）の

⾯がクローズアップされますが、 

実は Tsu の拡散⼒こそが魅⼒です。 

 

tsu(スー)は、 

 「アクセス」 

 「反応率」 

 「拡散率」 

など 

フェイスブックとは⽐べ物にならないくらいの、 

考えられないくらいの 異常なレベルの数値が出てしまう

との評判です︕ 

 

SNS ツールとして Facebook を凌駕する⽇も、 

そう遠くないと思われます。 

 

今から、最強の SNS ツールの準備をしておきましょう。 

 

投稿記事を拡散させるには、 

友だちの数と質が重要になってきます。 
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いかに 

 

 「友だちを増やし」 

 「フォロワーを増やし」 

 「投稿記事の表⽰頻度を上げるか」 

にかかっています。。。 

 

このレポートでは、 

⽇本⼈に限定した友だちを、 

最⼤限の数、5000 ⼈にまで増やす⽅法を解説しています。 

 

それも、 

20 ⽇間で⽇本⼈の友達 5000 ⼈を獲得する⽅法を、 

図解も含めてわかりやすく説明しています。 
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なぜ、⽇本⼈だけに絞る必要があるの︖ 
 
Tsu で友達獲得するのは、さほど難しくありません。 
 
ただ、先々のことを考えて、 
⽇本⼈に限定して友達を増やすのが賢明な⽅法です。 
 
Tsu では、友達の数が 5000 名に限られます。 
 
１．⽇本⼈だけの 5,000 名 
２．⽇本⼈、外国⼈混成の 5,000 名 
 
どちらが、価値が⾼いと思われますか︖ 
 
もちろん、 
⽇本⼈だけの 5,000 名の⽅が、マーケット価値は⾼いです。 
 
⽇本⼈の購買意欲や購買額が⾼いということではなく、 
ターゲットが絞られているので、 
友達リストとして利⽤価値が⾼いのです。 
 
先々に、 
Tsu で広告記事を投稿する際も 
⽇本語だけの対応で OK です。 
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別に⽇本⼈だけの 5,000 名ではなくても、 

例えば、タイ⼈だけの 5,000 名でも良いわけです。 

 

しかしながら、 

名前だけで、タイ⼈だと⾒分けることは難しいので、 

⽇本⼈にターゲットを絞ったわけです。 

 

友達枠の５０⼈を有効に活⽤して、⽇本⼈への友達の申請

の仕⽅を解説します。 
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注意事項 
 

TSU では、⾃分が友達申請しているリストを確認する術が

ありません。 

 

⼤事な友達申請枠を無駄にしないために、友達申請すると

きに、follow を⼀緒にクリックしておきましょう。 

 

そうすることで、⾃分プロフィールの following ページで、

⾃分がフォローしているリストが⾒れるので、同時にそこ

で、友達申請中状態を管理することができます。 

 

また、友達になってくれた⼈は、follow を管理しやすくす

るため、そして follow 枠を開けるために follow を外してい

きましょう。 

 

Tsu の友達申請でおさえておくべきポイントは 

 フォロー回数、1 ⽇ 500 回まで 

 友達申請出来る枠は 50 ⼈ 
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⽇本⼈を選び出そう 
 

⽇本⼈の特殊性 
 

友達、5000 ⼈を達成するのに、 

⾼度なテクニックは必要ありません。 

 

ただ、対象を⽇本⼈にするには、 

⽇本⼈の⾏動様式、美的感覚を理解する必要があります。 

 

多分、あなたも⽇本⼈ですから、 

あなたの価値基準でも良いと思います。 

 

⼀般的な⽇本⼈が Tsu を⾒る時間帯は、 
 

 午前７時頃から９時半頃 （通勤途中） 

 午後０時頃から午後１時 （昼⾷） 

 午後３時頃から午後４時 （コーヒーブレイク） 

 午後６時頃から午後１１時（帰宅・帰宅後） 
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⽇本⼈が⾒て「いいね︕」したくなる記事は︖ 

 

 ⽇本語の説明⽂ 

 ⽇本の最近のキャラクターもの 

 ⽇本の芸能情報 

 ⽇本の⽇常の⾵景 

 レストランの⾷事 

 ⽇本の原⾵景 

 ⽇本語のショートストーリー 

等です。 
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友達申請の⼿順 
 

１．⽇本⼈への友達申請のベストな時間帯 
 

⽇本⼈でアクティブな友達を探します。 

（アクティブとは、Tsu にログインしている状態） 
 

時差を考えて、 

⽇本⼈だけが Tsu を閲覧し易い時間帯を選びましょう。 

 

外国⼈が⼊ってくると友達申請の効率が少し悪くなります。 

 

⽇本⼈の友達を増やすゴールデンタイムは 
① 朝の８時頃から１２時頃までと、 

② 夜の２０時頃から２３時頃まで 

 

朝の８時頃から１２時頃までは、⽇本⼈の独壇場 

１２時を過ぎれば、 

アジア系の閲覧者が多く⼊ってきます。 

 

夜の２０時頃から２３時頃までは、 

いろんな国籍の閲覧者が流⼊してきますが、 

⽇本⼈の絶対数も多い。 
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したがって、 

 朝の８時から１２時 

 夜の２０時から２３時 

に作業をするのが最も効率的です。 

 

２．友達の数の多い⽅を探します 

 

著名な⽅でも、 

あなたに Tsu の紹介してくれた⽅でも良いです。 

友達の数が 3000 ⼈以上の⽅を探しましょう。 

 

その⽅の Feed のページを表⽰させます。 

 

Feed ページ（ニュースフィード）への移動は、 

ヘッダー内の真ん中「Tsu（スー）」のロゴをクリッ

クします。 
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３．新しい投稿記事をチェックします 

 

投稿してから１２分以内の記事の中から 

「いいね︕」の数（♡マークの数）が１０個以上の記事を

⾒つけましょう。 

 

（別に１２分や♡マーク１０個にこだわる必要ありません。

⼀つの⽬安と考えてください。） 

 

そして、 

⽇本⼈が「いいね︕」しやすい投稿記事を選びましょう。 
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⽇本⼈好みではない記事画像の例 

 
 

この記事は５分前の投稿でいいね︕（♡マーク）の数が 20

個です。 

 

最初はわかりづらいかもしれませんが、⽇本⼈が好む記事

や画像には特⻑があり、このような⼣焼けの画像は、あま

り⽇本⼈好みではありません。 

 

やはり、２０⼈のうち⽇本⼈は、たったの４名でした。 
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⽇本⼈好みの記事・画像 

 
⼀⽅で、 

この記事は、１２分まえの投稿ですが、 

いいね︕（♡マーク）が２３で⽇本⼈が１３⼈でした。 

 

⽇本の⿂屋さんの⾵景で、⽇本⼈に受け⼊れやすい記事に

なっています。 

 

慣れれば、⽇本⼈好みの記事がわかるようになります。 
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４．♡マークをクリックしていいね︕している⼈を表⽰ 

 

投稿記事の♡マークにカーソルをあわせます。 

 

 
カーソルを合わせるだけで、１０名の「いいね︕」してい

る⼈がプレビューで表⽰されます。 

 

この場合は、⽇本⼈らしい⼈が１０名中１⼈だけです。 

このような場合は、効率を考えて、パスしましょう。 

そして、次の投稿記事を探します。 

 

⽇本⼈の好みの記事投稿を⾒つけてプレビューで⽇本⼈が

３⼈ほど⾒つかれば、♡マークをクリックして、「いいね︕」

した⼈を表⽰させます。 
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５．⽇本⼈に対して友達申請 

 

 
 

この中で、⽇本⼈と思われる⽅を選んで 

Add Friend をクリック。 
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（グレイの Request Sent にすること。） 

Follow をクリック。 

（グレイの Following にすること。） 

Add Friend ⇒ Follow の順番にクリックします。 

 

そして、 

Following /Request Sent にしておきます。 

 
 

この作業を、何も考えずに、機械的にやっていきましょう。 

 

１２分以内にいいね︕のアクションを起こした⽇本⼈に友

達申請しているので、 

すぐに、友達申請を受け⼊れてくる可能性が⾼いのです。 
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６．友達申請の上限５０⼈まで友達申請をし続けます。 

 

友だち登録 Add Friend⇒ Follow の順番でクリックが５０

⼈に達すると 

 
 

このような警告⽂が表⽰され、それ以上 Add Friend をクリ

ックすることが出来ません。 

 

しばらく待ちましょう。 
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７．Follow している⼈を表⽰させます 

２０分ぐらいたったら、 

⾃分の Tsu に戻り Follwoing のタブをクリックします。 

 
 

 
 

すると、Follow した⼈の⼀覧が表⽰されます。 

Request Sent が Friend に変わっていたら、友達申請を許

可してくれているということ。 

 

そうなれば、グレーの Following をグリーンの Follow に変

えておきましょう。 

 

⼤体、半分ぐらいの確率で友達申請の許可が来ます。 
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８．Following の画⾯を更新しましょう 

 

 
 

次に、再度、Follwing のタブをクリックして画⾯を更新し

ます。 

 

すべてグレーになっているのを確認して、 

Follwoing  Resent Sent を Follow Add Friend に変えま

す。  

 

すべてグレーからグリーンに。 

 

つまり、友達申請、Follow をリセットするわけです。 

 

それから、再度、「２．友達の数の多い⽅を探します」に戻

り、１２分以内の記事で「いいね︕」（♡マーク）が１０個

以上の⽇本⼈好みの投稿記事を⾒つけて、♡マークをクリ

ックして⽇本⼈を⾒つけて友達申請していきます。 

 

この作業を繰り返します。 
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９．事前に記事投稿やシェアを⾏いましょう 
 

時系列的には、最初に⾏うべきことなのですが、 

 

友達申請の直前に 

「何か⾒てほしい記事」を投稿、 

もしくは、 

他の⽅の記事をシェア 

してから友達申請をしましょう。 

 

そうすると、友達リクエストの通知が届くので、 

あなたのページを⾒にきてくれやすくなり、 

伝えたい記事のビューが簡単に増やせます。 

 

シェアとかもされやすくなるようです 

 

そして、友達申請の際に、記事に「いいね︕」することで

許可を取りやすくなります。 

 

友達申請のフローで、平⾏して「いいね︕」をすることは、

少し⾯倒かもしれませんが、 

１⽇最⼤ 1,000 件の「いいね︕」を有効活⽤出来ればいい

ですね。 
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⽇本⼈友達 5,000 ⼈までの軌跡 
 

慣れるまでは、１⽇２時間程の作業時間で、 

友達が 300 ⼈ 1 週間で 2500 ⼈程獲得出来ます。 

 

2 週間⽬からは、作業効率は上がりますが、まだ友達にな

っていない⽇本⼈を探すのが難しく、1 ⽇ 250 ⼈程のペー

スになります。 

 

⼀⽅で、友達が増えれば、友達申請をされるケースもある

出てきます。 

 

1 ⽇、2 時間の作業時間を確保できるのでしたら、最短の

17 ⽇で⽇本⼈の友達 5000 ⼈到達できます。 

 

⽇本⼈の友達が 5000 ⼈達成すれば、 

記事を投稿し、その中にオプトインのアフィリエイトタグ

を貼り付ければ、かなりの報酬が発⽣するようになります。 

 

Tsu は、同じ記事を投稿しても、アカウントをストップさ

れたり、エッジランクが下がることはありません。 

報酬の発⽣のイメージはつかめましたか︖ 
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私の⽇本⼈友達の獲得の軌跡 
  新規友達の数 累計 

1 ⽇⽬ 312 312

2 ⽇⽬ 305 617

3 ⽇⽬ 290 907

4 ⽇⽬ 302 1209

5 ⽇⽬ 315 1524

6 ⽇⽬ 311 1835

7 ⽇⽬ 302 2137

8 ⽇⽬ 280 2417

9 ⽇⽬ 290 2707

10 ⽇⽬ 293 3000

11 ⽇⽬ 312 3312

12 ⽇⽬ 275 3587

13 ⽇⽬ 278 3865

14 ⽇⽬ 301 4166

15 ⽇⽬ 260 4426

16 ⽇⽬ 265 4691

17 ⽇⽬ 309 5000
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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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