
 

 完全無料 

読むだけOK 

Twitterを使って 

1か月目で25万円を簡単に稼いだ話 

~小さな夢物語~ 



‣はじめに 

少し長い文章にはなりますが、最後までお読みいただければこの方

法の仕組みが理解でき、あなたにも簡単にできるという自信が湧い

てくると思います。 

実際にパソコンと携帯電話を使ってとても簡単な作業を行うだけですし

（私がパソコンでできることはインターネットと文字入力くらいです笑） 

最初に3時間くらい作業していただいた後は、数日に一度、10分の作業

をするだけでほとんど自動的にお金がはいってくるようになります。 

また、この方法を実行するのに資金は１円もいりませんし、ノーリスクです。 

巷にあふれているような最終的には資金を注入しないといけない話になる

インターネットビジネスとも違うのでご安心ください。 



このレポートには、アフィリエイトという言葉が何度もでてきますが、アフィリ

エイトとは簡単に説明すると、インターネットを使って広告収入を得ることで

す。 

まずは、自己紹介として簡単に私のこのビジネスにおける実績を申し上げ

ます。 

4か月前までの私は、なにか良い副収入が得られるビジネスは無いかとア

フィリエイトブログやせどり、個人輸入販売などを数年に渡って行なってい

たのですが、1か月の最高収入はせいぜい4万円程度でした。 

アフィリエイトだけに限定すると月に4000円も稼げておりませんでした。 

毎日仕事が終わった後に数時間も作業をしてこの結果でしたから、とても

割に合わず、このままずっとこんな生活が続くのかと焦っていました。 

しかし、4か月前にこのアフィリエイト＋Twitterという方法に出合い、今ま

での失敗を活かし、若干の改良を加えることで、1か月目にして25万円、2

か月目は36万円、3か月目には52万円と着実に成 



果をだせるようになりました！！ 

今回はこの手法をお伝えしたいと思います。 

ただし、条件があります。 

‣条件 

この方法に取り組むには以下の3点を満たしている必要がございます。 

・18歳以上であること 

・インターネットに繋がっているパソコンを持っていること 

（スマホでもOKです。） 

・通話可能な携帯電話を持っていること 

この3つの条件が揃っていれば誰でも簡単に稼げます。 

作業に要する3時間とは、あまりパソコンに詳しくない、スキルがない私に

とっての時間ですので、パソコン操作に慣れている方でしたら2時間ほどで

終わってしまうかもしれません。 



そのくらい簡単です。 

また、このレポートは各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、たった3時間の作業です。 

私と同じように今まで毎日数時間、インターネットでなにか良い商材がない

かと検索したり、ブログのコンテンツに頭を悩ませたりしてきた方もたくさん

いらっしゃると思います。 

もうその必要はございません。このレポートをご覧いただき、 

その後、この作業に3時間だけ集中していただければ、あとは数日に一度、

10分程度好きな時間にちょっとした作業をするだけで25万円の収入が見

込めるのです。 

ちなみに、1か月に25万円だけで打ち止めではありません。 

Twitterの作業を続ければ、先ほど、私が申しあげたとおり、 

毎月＋50％くらい利益を伸ばすことが可能です。 

一般的なアフィリエイトはブログを何十個も作って、アクセスを上げるため

にSEOを研究して、人が集まるコンテンツを考えて．．． 



とこんな感じだと思います。 

そしてそのような苦労の割にほとんど儲かりません。 

今回ご紹介するアフィリエイトは3時間の集中した作業と 

Twitterでの簡単な作業でできます。 

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、さっそく作業を行っていきましょう‼ 

‣3時間作業の流れ 

では、まず、この3時間にあなたが行う作業の流れをご説明します。 

とあるサイトに無料登録する 

「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 



「作業その1」と「作業その2」の作業を、ほかの5つのサイト 

でも行う。 

このレポートをコピーして「あなたの紹介用URL」を貼り付ける。 

「作業その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。※スマ

ートフォンの方は作業その4と5はスキップしてください。後で行うことも可

能です。 

Twitterで紹介URLをキャッチフレーズと一緒にツイートする。 

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、170分、つまり2時間50分でした。 

ですので、「作業その3」と「作業その4」の間にでも、コーヒーブレイクを入

れてくださいね。トイレタイムでもOKですよ笑 

でもそのくらい、心に余裕をもって、この作業を楽しんで取り組んでくださ

い。 



ただし、集中力を切らすのは、その10分だけにしてくださいね。 

パソコンスキルのない私に出来たくらいですので、難しい作業はひとつもあ

りません。にも関わらず、あなたは、30代のサラリーマンの月収を得ること

ができます。先に申しましたが、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全く必要ありません。 

確かに最低限クリアしなくてはならないポイントがいくつかあるので、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。あなたに稼いでいただければ、私にとっても利益にもなるのです。で

すから、私はわかりやすく丁寧にお伝えし、あなたに稼いでいただきます笑 

実は、この方法を私は以前から知っていたのですが、ちょっと抵抗がある、

詳細な情報がない（詳しく調べてもいませんでした）などといった「言い訳」

でずっとやらずにいました。 

今年の正月明けの1月5日、時間がぽっかり空いたので試しにやってみた

ところ、初月に254,000円の収入。 

気が動転するほど驚きました。ちなみに翌月は363,000円、さらに 



翌月は525,000円とどんどん収入が上がっています。現在の現時点では、

60万円を超えております‼ 

私が地団太踏んだ理由もわかりますよね？わら 

では、次の項目からひとつひとつの作業を丁寧にご説明していきます。 

まず、この稼ぐ方法は、出会い系のアフェリエイトを上手に利用します。『出

会い系！？』 

勘違いしないでくださいね。あなたに出会い系で誰かとあってほしいと言っ

ているわけでも、出会い系のサクラをやってほしいと言う訳でもありませ

ん。 

出会い系で『アフィリエイト』を行うだけです。 

簡単に申しますと、あなたが出会い系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すれば、あなたに手数料が入るという仕組み

です。 

今、私があなたに、このようにご紹介していますよね？その同じことを「超」

がつくほど簡単にやっていただこう 



というものなのです。 

『でも、誰かに紹介するって…どうやって？？』 

あわてないでくださいね。今から順を追ってきちんとご説明します

ので。が 

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があり

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ないのであれば、

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、いつの間にか収入が入っていま

す。この方法があなたにとって、アフィリエイトを知るきっかけに

なると思います。 

信じられない方がいると思いますが、騙されたと思ってぜひ、試し 



てみてもらいたいとおもいます。 

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

録だけで報酬が発生します。つまり、情報を与える仕組みさえ作っ

てしまえば、本当の意味では、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では入金まで時間がかかるものが多い

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。 

なお、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、特に未成年を対象にした事件

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、様々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年に規定さ

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ともな業者です。 

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 

この法によるものが大きいようです。 

「出会い系＝危険」というイメージはまず捨てていただいて、上手

に出会い系を利用することを考えましょう。 

「30代のサラリーマンの月収」はそこから始まります。 

『それでも、まだ出会い系は心配…』 

とまだあなたは思っておりますか？ 

わかりました。でわ、説明を続けさせていただきます。 

安心安全であるとい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 

 

となります。 

1の「運営期間が長い」は、長く健全な運営するためには全体的に必

要なポイントです。 

健全でなければ、とっくの昔に淘汰されているはずですので。 

2の「会員数が多い」は、全うに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、それに応じて会員も 

増えるのでハードルに加えています。 

3の「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。また、 

4は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 

時の対処方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、最低限の安全は確保できるという判断です。 

最後に、5は「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、この届け出を提出し、認定を受けていることが必須だと 

考え、加えました。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 

納得なされたのではないでしょうか？ 

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、私のほうからこれ以上、あなたに提供で 

きる材料はございません。大変残念なのですが、このレポートはご 

み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。 



「ハッピーメール」稼げる度★★★★★★ 

 

http://happymail.co.jp/?af8926531 

・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：届け出・認証済み 

（認定番号：90080003000） 

ウェブサイトのデザインが変わっていても「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。 

http://happymail.co.jp/?af8926531


「ワクワクメール」稼げる度★★★★★★ 

http://550909.com/?f0352327 

・開設年：2001年 

・会員数：350万人 

・法人名：株式会社ワクワクコミュニケーションズ 

・個人を特定できる方法：携帯認証 

・インターネット異性紹介事業：届け出・認定済み 

（認証番号：96090001000） 

ウェブサイトのデザインが変わっていても「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。 

http://550909.com/?f0352327


「PCMAX」稼げる度★★★★★★ 

http://pcmax.jp/?ad_id=rm214580 

・開設年：2002年 

・会員数：400万人 

・法人名：株式会社マックス 

・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：届け出・認定済み 

（認定番号3012029100） 

ウェブサイトのデザインが変わっていても「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。 

http://pcmax.jp/?ad_id=rm214580


「イクヨクルヨ」稼げる度★★★★★★ 

http://pc.194964.com/AF1146008 

・開設年：2000年 

・会員数：500万人 

・法人名：ブロスゲイト株式会社 

・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：届け出・認証済み 

（認定番号：63080004000） 

ウェブサイトのデザインが変わっていても「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。 

http://pc.194964.com/AF1146008


「メル☆パラ」稼げる度★★★★★☆ 

http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvls

k3z 

・開設年：2003年 

・会員数：150万人 

・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：携帯認証 

・インターネット異性紹介事業：届け出・認証済み 

（認知番号：90080006000） 

ウェブサイトのデザインが変わっていても「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。 

http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvlsk3z
http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvlsk3z


「ミントC!Jメール」稼げる度★★★★☆ 

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=brotkn0675g225qffk61pj24c 

・開設年：1999年 

・会員数：300万人 

・法人名：有限会社エムアイシー総合企画（メル☆パラと同じ会社） 

・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：届け出・認定済み 

（認定番号：90080006000） 

ウェブサイトのデザインが変わっていても「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。 

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=brotkn0675g225qffk61pj24c


この6つのサイトは、出会い系では有名な健全サイトとゆわれていま

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

リエイトの方法は知っていたのですが、多少の抵抗感があり、その

上、出会い系に対する情報も手元になく、何もやらずに放置してい

ました。 

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に対しても、良く考えて

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・利用と

も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、料金がかかるのが普通です。 

しかし、上記のサイト先は、「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・女性ともに登録は

無料で、後から何かの請求やリスクの負担もありません。 

少なくともアフィリエイトを開始してからは、何ともありません。 

・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、個人を特定できる登録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、あくまで本人認証のため

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。 

勿論サイト運営会社は「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年以上も運営を続けてきた訳ではありません。

健全でなければ、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つのサイトはともに完全無料登録ですので、あなたに

は全くリスクはありません。 

私はこの内2つのサイトだけ、最初の1か月間で25万円の報酬をいた

だきました。ただ、登録後にあまりの高収入に驚き、気が動転し、

「もっと早く登録すればよかった！」と、躊躇していた事を後悔し

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よいのかを考え、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わけです。 

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。 

さあ、非常に長くなってしまいました。いよいよここからが本番で

す。 

・具体的な登録手順 

それでは、『ハッピーメール』を例にとって登録手順をご説明しま

す。 

この項のタイトルの「あるサイト」とは、「ハッピーメール」のこ

とです。 



『ハッピーメール』稼げる度★★★★★★ 

http://happymail.co.jp/?af8926531 

お一人様のご登録で、4,000円の報酬、最大で5,500円まで拡大 

上記のURLをクリックしてトップページを開きます。 

1、 新規会員登録です。あなたが女性なら「女性無料登録」を、 

 

あなたが男性なら「男性無料登録」をクリックしたください。 

2、 登録するエリアと都道府県を選んでクリックしてください。 

3、 ★印の必須項目をすべて入力して〔次へ〕をクリック 

 

・携帯電話の番号をハイフン（‐）なしで入力してください。 

・暗証番号は4ケタの覚えやすいものを入力してください。 

4、確認画面で内容を確認して、表示されている番号へ電話をかけて

携帯番号の認証を行います。この電話番号確認は 

先ほどお伝えした通り、不正な番号登録を防ぐためのものです。 

電話番号認証は、あなたの携帯電話から指定の番号へかけることで

すべ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

http://happymail.co.jp/?af8926531


い手間が発生したりすることは全くありません。 

ダイヤルすると、「ハッピーメールへご連絡いただき、ありがとう

ございました。登録する方は［1］を押してください。」とメッセー

ジが 



流れますので、［1］を押してください。そうすると、「ありがとう

ございました。登録をお続けください。」と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。 

勿論のことながら、それ以降、登録した電話番号には一本の電話す

らかかってきません。所要時間は約10秒です。 

確認次第、［登録する］をクリックします。 

※年齢確認をすると、出会いをするためのやり取りを行うことがで

きますが、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‼ 

 

さて、「作業その2」では、いよいよ今回の作業の「極秘テクニック」

にとりかかります。  

やることは、カンタンです。  

「作業その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、具体的に「あなたのアフィリリンク」をゲットする方法を、  

1~6の順にご説明していきます。  

1、「メンバーメニュー」から「アフィリエイト1件4,000円」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、［利用規約（申し込みへ）］をクリックします。  

3、規約を読み、［取得する（登録）］をクリックします。  

4、内容を読み［はい］をクリックします。  

5、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。  

6、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を開いて、

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「作業その4」と「作

業その6」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。多くの方へのご紹介の方法は、「作業

その5」と「作業その6」でご説明しますね。 

 さあ、この「作業その3」も非常に重要です。これまで「作業その1」

と「作業その2」で取り込んだ、「ハッピーメールの無料登録」と、

「あなたの紹介用URL」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を開いて、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、登録するのは、『ワクワクメール』、『PCMAX』、『イクヨ

クルヨ』、『メル☆パラ』、『ミントC!Jメール』となります。  

「ハッピーメール」稼げる度★★★★★★(会員登録済み)  

http://happymail.co.jp/?af8926531 

「ワクワクメール」稼げる度★★★★★★  

http://550909.com/?f0352327 

「PCNAX」稼げる度★★★★★★  

http://pcmax.jp/?ad_id=rm214580 

「イクヨクルヨ」稼げる度★★★★★★  

http://pc.194964.com/AF1146008 

「メル☆パラ」稼げる度★★★★★☆  

http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvls

k3z 

「ミントC!Jメール」稼げる度★★★★★☆  

 http://mintj.com/?mdc=991&afguid=brotkn0675g225qffk61pj24c 

『ワクワクメール』、『PCMAX』、『イクヨクルヨ』、『メル☆パラ』、

http://happymail.co.jp/?af8926531
http://550909.com/?f0352327
http://pcmax.jp/?ad_id=rm214580
http://pc.194964.com/AF1146008
http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvlsk3z
http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvlsk3z
http://mintj.com/?mdc=991&afguid=brotkn0675g225qffk61pj24c


『ミントC!Jメール』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 



な流れだけでご説明しますね。  

『ワクワクメール』稼げる度★★★★★★  

http://550909.com/?f0352327 

お一人様のご登録で、4,000円の報酬  

『ワクワクメール』の場合は、トップページ右上の無料会員登録を

クリックしてください。それ以降は、『ハッピーメール』とほぼ同

じです。（携帯メールを入力する必要があります。また、スマート

フォンの場は、スマートフォンの標準ブラウザよりご登録ください

と書かれていますが、PCのブラウザから登録を進めてOKです。）  

「あなたの紹介用URL」は、以下の手順で取得します。  

1、 ログインします。  

http://550909.com/?f0352327


2、 メンバーメニューの〔トップページ〕でアフィリエイト登録し

ます。  

3、 〔アフィリエイト¥０〕をクリックします。  



4、 中段の「あなたの専用紹介コード」の下に「あなたの紹介用URL」

が表示されています。  

 



『PCNAX』稼げる度★★★★★★  
http://pcmax.jp/?ad_id=rm214580 

お一人様のご登録で、4,000円の報酬  

『PCMAX』の場合は、トップページの「新規登録」の下に必要事項を

入力し、無料会員登録をクリックします。見た目は『ハッピーメー

ル』や『ワクワクメール』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。また、メールを

登録しなくてもアフィリエイトはできます。  

「あなたの紹介用URL」は、以下の手順で取得します。  

1、〔メインメニュー〕左下の〔アフィリエイト〕ボタンをクリック

します。  

2、アフィリエイト登録をした後、〔アフィリエイトTOP〕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「あなたの紹介用URL」

が表示されています。  

『イクヨクルヨ』稼げる度★★★★★★  

 http://pc.194964.com/AF1146008 

お一人様のご登録で、現在は5,200円‼  

http://pcmax.jp/?ad_id=rm214580
http://pc.194964.com/AF1146008


『イクヨクルヨ』の場合は、トップページの「会員登録」の「男性」

か「女性」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。こちらも間違いなく登録できるでしょう。  

「あなたの紹介用URL」は、以下の手順で取得します。  

1、 ログインします。  



2、 〔友達を誘って、¥5,200〕をクリックします。  

3、 画面下の〔登録する〕をクリックします。  



4、 画面下に「あなたの紹介用URL」が表示されています。  

 

『メル☆パラ』稼げる度★★★★★☆  

http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvls

k3z 

お一人様のご登録で、2,000円の報酬、最大で5,000円まで拡大‼  

『メル☆パラ』の場合は、トップページ左上の「男性・女性 無料会

員登録」をクリックします。こちらは電話認証ではなく、SMSメール

を受け取って認証番号を入力する形ですが、シンプルな内容ですの

で問題なく登録できるでしょう。  

http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvlsk3z
http://meru-para.com/?mdc=991&afguid=3meb16dlxdoc02hs12azvlsk3z


「あなたの紹介用URL」は、以下の手順で取得します。  

1、 会員ページの〔アフィリエイト 0円〕をクリックします。  

2、 真ん中の〔メール送信〕をクリックします。  

 

（フリーメールをご利用したい場合は右クリックでメールアドレス

をコピーして、メールを送信してください。）  

3、 下のリンクからアフィリエイトページにいきます。  



4、 真ん中の〔専用URLを取得〕をクリックし、届いたメールに記載

されています。  

 

『ミントC!Jメール』稼げる度★★★★★☆  

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=brotkn0675g225qffk61pj 

24cお一人様のご登録で、2,000円の報酬、最大で5,000円まで拡大‼  

『ミントC!Jメール』の場合は、『メル☆パラ』とほぼ同じ作業で、

登録から「あなたの紹介用URL」の取得までできると思います。（同

じ会社なので） 

 

http://mintj.com/?mdc=991&afguid=brotkn0675g225qffk61pj


10分間のブレークタイムは取りましたか？笑  

それでは、「作業その4」に行きましょう。「作業その4」では、こ

のレポートをまるごとWardにコピーして、『ワクワクメール』、

『PCMAX』、『イクヨクルヨ』、『メル☆パラ』、『ミントC!J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Wardにコピー」の方法は、PDFのレポートの画面上で  

「Ctrl」+「A」で文書を反転させ、「右クリック」→「コピー」か  

「Ctrl」+「C」でコピーは完了です。その後、Ward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/?af8926531になっていますが、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/?af●●●  

・ワクワクメール http://550909.com/?f●●●  

・PCMAX http://pcmax.jp/?ad_id=●●●  

・イクヨクルヨ http://pc.194964.com/AF●●●  

・メル☆パラ http://meru-para.com/●●●  

http://happymail.co.jp/?af8926531


・ミントC!Jメール http://mintj.com/●●●  

※●●●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。  

※多少間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/?af8926531」の上にそのまま貼

り付けてください。また、できればこのレポートに記載されている

画像も、ひとつひとつ貼り付けてもらえれば良いのですが、大変で

したら、文章を貼り付けるだけでも大丈夫です。それでも問題の無

いように文章を作っていますので、ご心配なく。  

この貼り付けからWard作成までの部分の説明が、意外にきちんと説

明されていないレポートが多いのですが、ここも踏み外してもダメ

です。  

あなたが稼ぐために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、私も嬉し

い（稼げる）ということです。両者両得な訳です。ですから、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つのサイトにURLを「あなたの紹介用

URL」に変更しましたか？そうしたらこのレポートと全く同じでは都

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上げておきますね。  

・暑い夏を在宅ワークでぶっ飛ばせ‼3時間のがまんで30万円が懐に‼  

・たった3時間で、旦那の稼ぎを超えられる方法を教えます。  

・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Ward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作成ソフトをお持ちで

なければ、下記の「プリモPDF」がオススメです。勿論、無料でダウ

ンロードできます。  

プリモ

http://www.forest.impress.co.jp/library/software/primopdf/ 

  

http://www.forest.impress.co.jp/library/software/primopdf/


プリモPDFをインストールして、Ward文書をPDFに変換してください。

いかがでしょうか？このPDFファイル作りが終了したら「作業その4」

は終了です。  

このできあがった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となります。  

繰り返しになりますが、登録の際に電話番号確認が発生しますが、

のちほど何らかの電話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。わたしは、登録して4か月半以上が経ちま

すが、どのサイトからも一度も連絡がありませんので、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、掲載してくださいね。  

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している

と勘違いされて警戒される可能性があります。  

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件ほど登録をいただい 



ており、『ワクワクメール』、『PCMAX』、『イクヨクルヨ』、『メ

ル☆パラ』、『ミントC!Jメール』でそれぞれ1日1件ほどの登録をい

ただいております。勿論、曜日によっての波や、月末か初月かの波

がありますが、1日あたり18,000円程度の報酬が発生しています。  

仮にあなたがアフィリエイト初心者であっても「作業その1」から「作

業その5」を行えば、初月から1日3人程度に登録をいただくことが可

能だと思いますよ。 

 

さぁ、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』https:/info-zero.jp/ 

『激増』 http://www.gekizou.biz/  

『まがいち』 http://www.magaichi.com/  

です。  

上記3つのサイトは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。  

「作業その4」で作ったあなたのレポートを3つのサイトに登録しま

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「作業その5」は、あっさ

りしていますよね!?  

そうなのです。これで稼げてしまうので、あっさりしていていいの

です。  

では、楽しみながら稼いでしまいましょう。 

 

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Twitterでの宣伝方法をご紹介しま 

http://info-zero.jp/?icd=33087


す。とは言っても、Twitterでつぶやいてサイト登録を促すだけです。  

何も難しくありませんね。  

つぶやき方のコツとしては、会員数350万人� 日本で200人に1人の男

性は登録している大手安心ハッピーメールは、今すぐ女性と会いた

いなら絶対おすすめですよ。→紹介URLなど、興味をそそるつぶやき

方がいいそうです。  

肝としては、いかに多くのフォローをしてもらえるかにかかってい

ると思います。そのために誰でも構わないので多くのフォローをす

れば、それだけフォロワーは増えていきます。フォロワーが増えて

いけば、どんどん多くの人に宣伝活動できます。  

目安としては50人ぐらいフォロワーが増えたら、稼ぐ準備は整った

と考えてください。  

手動でフォロワーを増やしたり、つぶやいたりする時間がない・・・

というあなたには、無料で使用できる自動フォローツールが有効で

す。これを使うと、稼ぎが加速することは間違いありません。  

私は有料のものを使っていますので、ツールはご自身で探してご利

用ください。 （0円と約束しましたので有料ツールのオススメはで

きません。）  



これは簡単なお話です。上記の6つのサイトを回って成果を確認し、

ある程度、報酬が溜まったら、受け取りをすることです。  

意外と忘れがちになってしまうのですが、アフィリエイトの報酬は

一定期間が過ぎてしまうと無くなってしまいます。これは各サイト

のアフィリエイト規約に書かれていますので、ぜひご確認ください。  

また、成果が出ていることがわかると日々の生活のモチベーション

もあがるかもしれません。わたしはそうです。やっぱりお金が入っ

てくるのを見ると嬉しくなっちゃいますからね♪  

ちなみに・・・私の現在の報酬額ですが、現在は2013年1月254,000

円、2月363,000円、3月525,500円、4月676,500円、  

合計1,819,000円といった感じです。  



4か月で「516人」にご登録いただいたのですが、なにより驚くべき

なのはそうアクセス数です。何人だと思いますか？実に「4,721人」

なんです。つまりどういうことかと申しますと、  

実に9人に1人の方にご登録いただいているわけです。登録率は驚異

の11%です。  

他の、アフィリエイトではありえない数字だと思います。  

初月、2か月目、3か月目と経つにつれて、驚くほどの会員登録率と

目を丸くするほどの金額が振り込まれています。  

思い立ったが吉日です。明日に先延ばしにしないで、今日取り組み

ましょう。  

追伸 

さて、いかがでしょうか？  

これがアフィリエイト+Twitter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!?」と言った方もいらっしゃる

かもしれません。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いな・・・と思って、どうしても前に進めな

い方は騙されたと思って、一度だけ、『ハッピーメール』でも『ワ

クワクメール』でも会員登録をする前に、ページの中を見れば、ど

んな人が登録しているのかが少しだけ覗くことができますので。（満

たれないサイトもありますよ。）  

なかなか、面白い人間模様が渦巻いていますよ。笑  

今回ご紹介しました、出会系サイトは、質の良いサイトのみをピッ

クアップしました。そして、そのサイト内で出会いを求めている人

の多くが、とにかく出会いを求めて頑張っています。  

特に、私くらいの年齢になると、出会いも減ってしまい、こうした

出会い系サイトの存在にすくわれている人も少なくないだろうなと

思います。また、最近では出会い系サイトで知り合い結婚する方々

も増えてきています。こんな世界もあるのだなと思いながら、一度

騙されたと思ってチャレンジしてください。  

この少しだけの一歩が、大きな稼ぎの一歩になるはずです。  

この仕組みを利用して、毎月200万円近くを稼ぐ猛者たちもいます。  

あなたには、それだけの土俵が用意されているのです。  



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？  

これは、同様のご質問をいくつかいただきましたので、あえて加え

させていただきました。断言します。そんなんことは、一切ありま

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

な言い訳を心の中で並べ立てて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言い訳にすぎません。  

みなさん、こんな言い訳をいくつも並べて結局はやらないのです。  

たかが、3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かかわらず。  

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、気持ちが舞い上がっても結

局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。  

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。  

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。  



・3時間でできる。  

・パソコンスキルがなくても1か月目で25万円稼げる。  

・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??  

私はこの方法で実際にお金を得ることにより、ずっと思いえ描いて

いた小さな夢を叶えることができました。  

高級腕時計を購入しただけですけどね。笑  

しかし、もしこの方法をやっていなければ、おそらく5年かかっても

こんな小さな夢すら叶えることはできなかったと思います。  

それをたった3時間と数日に一度、10分程度の作業で実現させました。

あなたにも私のようなお金で叶えることができる小さな夢はござい

ませんか？  



ぜひその夢をかなえさせてください‼  

このたびは、本レポートを最後まで読んでいただきありがとうござ

いました。  

あなたの大成功を心よりお祈りしております。  
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