
～1 ヶ月で 188280円を稼いだ方法～ 

 

はじめまして！とむです。 

今回とむがお伝えすることは 1 ヶ月で 188280円を稼いだ方法です。 

自己アフィリエイトを使ったノウハウは再現性が高く即日で稼ぐことができます。 

 

このノウハウを知りたい人はおこずかいが欲しい人、副業をしたい人、ビジネスに取り組みたい人

など様々な人がいると思いますが、その人たちにとむから 1つ言えることは自分の力だけで稼ぐな

ら自己アフィリはすごいということです!! 

 

 

「こんな簡単でいいの？」ってなります。本当に。 

 

 

デメリットがあるとするならば、、、。 

サイトの登録とかが何回もするのがめんどくさい！とかです。しかし、このデメリットを覆すほどのメ

リットがあります。なんと、、、自己アフリエイト初日で 39000円稼ぐこともできるのです。 

  

 

そもそもアフィリエイトって？自己アフリエイトって？怪しいことではないの？ネットビジネスってわ

かんないからこわいかも。そんなことをとむ自身感じていました。 

そのためまず初めに、アフィリエイトと自己アフィリエイトについて知ってもらい、そこからどのように

して稼いだのかを紹介していきます。 
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アフィリエイト 
 

アフィリエイトって何なの？一言でいうならば紹介料です。 

 

いつも通っている美容院にお友達を紹介したら、次回自分がカット無料になったり、トリートメントサ

ービスしてもらった経験ありませんか？ 

自動車教習場で友達を誘って一緒に合宿免許やスクール通ったら二人とも通常より安くなったこと

ってありませんか？ 

今まで使っていた携帯をＤ社からＳ社に機種変更したら、乗り換え割引やキャッシュバック等しても

らったことはないでしょうか？ 

  

美容院であれば「友人からの紹介」により、美容院に行く。結果、割引がある。 

 

自動車教習場では「友人からの紹介、若しくは、お互いの紹介」によって自動車教習場に入学す

る。結果、割引がある。 

携帯では友達の口コミ、世間の評判といった情報からの「機種変更を行う（自分自身を紹介する）」

結果、割引がある。 

 

本来何もなければ、その美容院、教習場、携帯会社にお客様が来なかったところ、「紹介」があっ

たおかげでお客様が来るのです。その「紹介」に対して代価を支払うのがアフィリエイトというもの

です。 

 



次は図で説明します。 

 

 

①紹介ではアフィリエイターやブロガーが、自身のブログ等に無添加シャンプーとてもよかったで

す。と、レビューを書いたとします。 

Ａさんがそのページをみて無添加シャンプーが欲しくなり購入しました。 

②広告主側ではＡさんが購入したので売上が上がりました。アフィリエイトの広告代理店に報告し

ます。 

③広告主から報告があった広告代理店は成果としてアフィリエイターやブロガーの人に報酬を支

払います。 

 

簡単にいうと、Ａさんが購入したのはアフィリエイターやブロガーの人が紹介してくれたおかげです。

その紹介料として報酬が支払われるということです。 



自己アフィリエイト 
自己アフィリエイトはアフィリエイトの３つめのたとえ話の携帯会社の機種変更に近いものがありま

す。 

 

今までＤ社だったところをＳ社に変えます。するとＳ社は今後継続して売上が入り続けます。 

この乗り換えを促進させるために、乗り換え割引やキャッシュバック等が存在します。 

会社にとって売上が上がることが重要なのです。 

 

 

「紹介した結果売上が上がる」 

「自分自身を紹介してその会社の売上があがる」 

 

 

その会社にとっては、どちらも売上が上がることに変わりはありません。 

そのため、自分自身を紹介して紹介料をもらうことができるという「自己アフィリエイト」が存在しま

す。 

  

 

次は図で説明します。 



 

先ほどのアフィリエイトとの違いは顧客の紹介があるかないか（顧客＝自分）の違いです。 

 

①(自己)紹介では、「顧客」＝「アフィリエイター、ブロガー」という風に捉えられます。 

広告主から見てみると、「顧客」も「アフリエイター・ブロガー」も１人のお客様です。物やサービスを

購入してもらえると売上が上がります。②と③の流れはアフィリエイトと同じです。 

 

②広告主は購入してもらったので売上が上がりました。アフィリエイトの広告代理店に報告します。 

 

③広告主から報告があった広告代理店は成果としてアフィリエイターやブロガーの人に報酬を支

払います。 

 

簡単にいうと、紹介をするのが自分でも、紹介料として報酬が支払われるということです。 



とむが 1ヶ月 188280円稼いだ内訳 
⇒自己アフィリエイト 

クレジットカード 

三井住友カード→15000円 

楽天カード→12000円楽天ポイント 5000 円 

ファミマＴカード→7000円 

合計 39000円 

FX 

ＤＭＭＦＸ→20000円 

ＪＦＸ→10000円 

外貨ジャパン→15000円 

ヒロセＦＸ→7000円 

みんなのＦＸ→6500円 

セントラル短期ＦＸ→8500円 

ＦＸＴＦＭＴ４→10000 円 

ＧＭＯクリック証券→5000円 

合計 82000円 

その他 

プロミス→5000円 

オリックスカードローン→3000円 

教えて！土地活用！→5000 円 

自分銀行→1500円 

ジャパネット銀行→1000円 

合計 15500円 

自己アフィリ合計金額 

136500 円 

 

 



これだけ稼ぐことができれば、マックブック AIR やドローンや一眼カメラを買うこともできます。 

自己アフィリをやればまだまだ稼げます。とむに教えてくれた人は自己アフィリだけで 20万円以上

稼ぐというつわものでした!! 

 

残りの 51780円はメルカリの不用品販売で稼ぎました。 

 

要らないもの不必要なもの 

マンガ・参考書・サングラス・使わなくなったカメラやドローン・ゲーム・フィギィア・化粧品・嗜好品・

釣竿など等自分が使わない不必要なものはとりあえずすべて出品すれば売ることができます。 

 

この時に大切なのがマーケティングです。 

 

自分が売りたいものと同じものを売っている場合、その人の価格や内容が上回っていない限り基

本買ってもらうことができません。 

まずは価格と内容、内容を充実させるために良い写真を複数枚使いましょう。 

さらに秘策として、1日出品したら出品を取り消して再出品します。 

そうすることによって新しい商品としてページの一番前に表示されます。ずっと出品したままだとど

んどんページの下に埋もれるので見てもらえなくなります。 

ちょっとしたことですが、これをするだけで検索した人が見てくれる率が格段に上がります。 

その状態で価格と内容が周りよりも良ければ買ってもらえます。最初にあなたの商品を見て、それ

を基準として他の商品を比べるので買ってもらいやすくなるわけです。 

 



自己アフィリのポイント 

自己アフィリの時に気を付けるべきポイントを３つ紹介します。 

 

報酬が高いサイトを見比べるべし 

後ほど詳しく説明しますが、とむは A8net とハピタスを使っています。A8net とハピタスはアフィリエ

イトサービス（略称ＡＳＰ）最大級です。2つのサイトを使う理由はサイトによって報酬額が違うため

です。 

 

クレジットカード案件は A8net>ハピタスで報酬率が高めでした。時期によって報酬額は変わってく

るので両方見るのがおすすめです。 

個人的にはハピタスのほうが推しですね。スマホで使いやすい&期間限定で報酬アップが多い&案

件が多いです。 

 

ハピタスはスマホで使いやすいので通勤中や休憩中、テレビをみながらとかでも気軽にできるの

でおすすめです。 

 

案件は無料のものをするべし 

クレジットカードとかは年会費がかかるものもあります。10000円の報酬に対して年間費 1000円で

あれば報酬のほうが多いので美味しい案件かと思いますがやめておいたほうが良いです。理由

は 2つです。１つめ、年会費永年無料でも高額報酬のものがあります。２つめ、解約がめんどくさ

い。忘れたいたら使っていないカードの年会費がとられるからです。 

詳しいクレジットカード攻略方法は後述しますね！ 



成果獲得条件を必ず確認するべし 

自己アフリエイトは申し込めば必ず報酬が貰えるというわけではありません。各案件ごとに成果条

件があります。 

 

例えば、、、 

 

【ポイント獲得条件】 

※ビジネスカードは、対象外になります。 

※また、家族カードをお持ちの方もしくは以前お持ちだった方も対象にはなりませんのでご注意く

ださいませ。 

 

 

というように、カードを作るだけでなく「ビジネスカードはだめ」「以前持ってたらだめ」など、条件をし

っかり見ないと、せっかく登録したのにムダに終わることがあるのでお気を付けください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 



自己アフィリエイト実践編～ＡＳＰに登録～ 
では、これからは実際に自己アフィリエイトを進めて行くやり方を紹介していきます。 

A8netの登録 

 

 

A8netホームページより一部抜粋です。A8netはアフィリエイトサービス最大規模の会社です。下

のリンクから登録できます。↓↓↓クリックで登録できます↓↓↓ 

  

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZJ0PG+633JEA+0K+113QF5 

 

 

登録方法もA8netより抜粋。画像にて流れの説明をします。簡単なので上のリンクから登録するだ

けでもＯＫです。 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZJ0PG+633JEA+0K+113QF5
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZJ0PG+633JEA+0K+113QF5


分からなくなったり、流れを把握されたい方はこちらをご覧ください。 

  



 

 
 

という流れで A8netは登録完了です。 



ハピタスの登録 

ハピタスは自己アフィリ専門のＡＳＰです。いつものアマゾンやヤフーの買い物をこのサイトを経由

するだけでもポイントが付きます。自己アフィリ案件が A8netに比べて多く、自己アフィリをするなら

マストです！ 

下のリンクで登録できます。A8netに比べてハピタスはお得で下記のＵＲＬで登録すると 30ポイン

トもらえます。通常の登録だともらえず、紹介で入るとお得にポイントがもらえる仕組みです。 

 

https://m.hapitas.jp/register?i=21309310&route=text 

A8netよりこちらのほうが登録が簡単です！下記に手順を載せておりますので、わからなければ

ご覧ください。 

 

 

 

 

初めにメールアドレスとパスワードを入力。 

https://m.hapitas.jp/register?i=21309310&route=text
https://m.hapitas.jp/register?i=21309310&route=blog_banner_300x180_01


 
 

次に性別や生年月日などを入力。 

 
その次は内容の確認。 



 

メールが来るのでリンクをクリック。 

 
 



ショートメールで届いた認証コードを入力。 

 

完了です。これであなたも今から自己アフィリができます♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 



自己アフィリ案件の探し方 

A8net 

ログインしたらこの画面に来ます。緑ボタンの「セルフバック」をクリック 

 

今回はカードをクリックしてみます。 

 
すると下のようになります。とむが三井住友登録した時は 15000円だったのでかなり下がってます

ね涙 



 

実際に見てみましょう。期間限定で金額が上がっています。 

 

期間限定で報酬アップですね。成果条件。否認条件をしっかり確認！問題なければセルフバック

ボタンをクリックして登録！条件を満たしていれば報酬をＧＥＴできます。 

A8netは自己アフィリの案件が少な目なので、ねらい目はハピタスですね!次はハピタスを紹介しま

す。 

 

 



ハピタス 

ログインしたらこの画面に来ます。ハピタスセレクションはお得なものが案件が多いです。 

 

下に行くとみんな deポイントがあります。これは先着順何名様という限定です。ハピタスセレクショ

ンよりもかなりお得な案件があります。ここは毎日確認するレベルですね。 

 

実際にこのページに入るとこんな感じです。水色ボタンの「ポイントを貯める」から登録して、成果

条件を満たせば報酬がもらえます。 



 

注意すべきは条件をしっかり見ること!!!かなり重要です。必読です。 

 

ここを見落として報酬がもらえないこともありますのでご注意を！ 

 

 

 

 



クレジットカード案件攻略 
いよいよ自己アフィリで稼いでもらいます。王道にして一番簡単なクレジットカード案件です。 

クレジットカード発行関連の案件は、A8netやハピタスで先ほどお伝えした、セルフバックボタンや

ポイントを貯めるボタンを押してそこから登録するだけでＯＫです。クレジットカードは、特に利用し

なくても持っているだけで OKなカードなので、気軽に申し込んでも大丈夫です。 

しかし！注意点が 3つあります。 

 

注意１ 登録は年会費が無料のものを選ぶ 

注意２ 成果条件、否認条件を必ず確認する 

注意３ カードの発行は 1度で行う（日をまたがない）。そして 3枚までにおさめること。 

 

※注意 1，2に関しては、「目次３．１自己アフィリのポイント」をこの記事で最初に紹介したため割

愛いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



カードの発行は 1度にまとめて。最大 3枚までで 

カードの発行は一日にまとめて案件をするほうが吉です。理由は何日にも分けて登録すると申請

が通らないことがあるからです。 

 

クレジットカードを発行すると、「ＣＩＣ」「ＪＩＣＣ」といった信用情報機関に情報がいきます。 

 

実際に記載されているか調べたところ確かに履歴が載っていました。発行したカード 1枚 1枚の情

報が載っています。住所、氏名、生年月日、電話番号、勤務先、運転免許番号などです。実際に

自身でクレジットカードに申し込んだ時の情報が記載されています。 

 

何日にも分かれて申請すると「この人はお金に困っているのではないか？」と思われ、申請が通ら

ないという流れです。しかし、1日で申請する事でこの問題はクリアできるわけです。 

 

結論として1ヶ月で 1~3枚まで、その次に作成するときは半年後に。これが、とむ自身やってみたこ

とから導いた答えと、調べた結果です。気になる人は≪自己アフィリ クレジットカード≫で調べた

らいろいろ情報がありますので見てみてください。 

 

 

 

 

 

https://www.cic.co.jp/
http://www.jicc.co.jp/


A8netとハピタスを比較して案件攻略 

まずは A8netから確認しましょう！ホーム画面です。 

 

そこから下に行くと、クレジットカードのリンクがあるのでクリック 

 

すると、カード検索画面が出てきます。年会費のところを永年無料で検索 



 

すると出てきました！後は、詳細をクリックして成果条件否認条件を確認します。 

 

この条件を見てみると、今まで登録しておらず、発行することができたら案件クリアです。 



 

次は、ハピタスを確認していきましょう！ 

  

ホーム画面から一番下のカテゴリーをクリック、そして、クレジットカードを押します。 

 

次に獲得ポイントの多い順で検索します。詳細をクリックしていき年会費がかからないところを探し

ていきます。 



 

楽天カードがありました。楽天ポイントもつくため 12000円分です。 

 

次に成果条件・否認条件を確認します。 



 

 

このようにして確認していき、A8net とハピタスでお得なほうで登録していきます。 

 

 

<補足> 

悩んだ時はここから調べてみてください。永年無料でお得なものです。2018年 9月 16日現在 

 

楽天カード→楽天ポイントもつくからお得 

 

ヤフーカード→Ｔポイントもつくからお得 

 

ファミマＴカード、三井住友カード、ローソン（ぽんた）カード、セゾンインターナショナルカード等。ハ

ピタスのみんな deポイントにも注目です。 

 

 

  

クレジットカード案件攻略はこれにて完了です。カードを作るときは実際に自分が使うもので作る

ほうが役に立ちます。もし、必要でなければ鍵付の引き出しとかにしまっておきましょう。 

 

 



ＦＸ案件攻略 
FX・証券口座開設の案件は、高額報酬を手にすることができる&案件数が非常に多いので魅力

的な案件です。ただし、ほとんどの案件が口座開設だけではなく、「FX口座への入金」「実際に取

引する」という条件つきというものが多いです。 

 

実際取引するからこわい？損をするのでは？今までやったことがない、すこし不安だな。と感じら

れるかもしれません。しかし、1度やってみれば、後は繰り返しやるのみなのでクレジットカードより

も案件数が多く、報酬も高いのでかなりお得です。とむ自身ＦＸ案件のみで 82000 円の報酬をもら

いました。 

 

ちなみに途中で満足してしまったのでやめてしまいましたが、FXだけでも 10万稼ぐことはできま

す！ 

 

ＦＸ案件のポイント 

ポイントは 3つあります。１つずつ説明していきますね！ 

 

ＦＸは成果条件と否認条件が本当に大切!! 

 

ハピタスのＤＭＭ.com証券を見てみましょう。 



 

ポイント獲得条件（成果条件）は１lot以上の取引のみすれば、報酬が獲得できます。ドル円のスプ

レッド（手数料）が 0.3銭のため、1lotの取引にかかる手数料は 30円です。取引後少し待って取引

完了させれば 30円を払って 4000円の報酬を得ることができます。 

 



スプレッド（手数料）と取引 lot数を確認しましょう！ 

スプレッド（手数料）とは取引するときにかかるコストのことです。簡単にイメージするならば、物を

買った時に発生する消費税のようなものです。 

 

<補足> 

スプレッドは広告の詳細に載っています。ほぼ全ての記事に載っていますが載っていなければ、

会社名スプレッドで調べたらすぐに出てきます♪ 

このスプレッド（手数料）が高く、取引 lot 数が多ければ、報酬以上にお金を払う可能性があるので

注意です。 

 

スプレッドは 0.3銭が一番安い基準です。このスプレッドの案件を探しましょう。 

 

<例> 

報酬額 5000円 スプレッド 0.3銭 成果条件・取引 50lot以上 

1lotに 0.3銭＝30円かかる。これを 50 回なので、50×30＝1500円。 

報酬は 3500円という計算です。しかし、取引する中で＋になることもあるのでこの報酬額は前後し

ます。 

条件が 10lotに変わった場合 

1lotに 0.3銭＝30円かかる。これを 10 回なので、10×30＝300円。 

報酬は 4700円です。条件によって報酬として得ることのできる額は大きく変わります。 

  

  

ポイントは、取引 lotが少ないもの、もしくは、取引 lotが多くとも報酬が高いところがねらい目です。 

 

 



スムーズに進めて行くために意識すること 

スムーズに進めるポイントは空いている時間、通勤中・休憩中等にスマホで良い案件を探してＦＸ

の登録を済ませることです。登録自体は難しいことはないので空き時間で十分にできます。 

そして、登録書が家に届いたらパソコンやスマホで必要回数の取引をしていきます。もう一つポイ

ントで 1個の案件をするのに時間はそこまでかかりませんが、量が増えると時間がかかります。そ

のため、家に登録書が届いたら逐一やることを非常におすすめします。 

とむはまとめてやって大変だな(笑)１個ずつすればよかったなと思いました。 

 

報酬が支払われるまでに忘れてはいけないこと 

 

報酬が支払われるまで出金しない 

報酬が支払われるまで忘れてはいけないことがあります。それは、報酬が支払われるまで口座か

ら出金しないことです。取引条件を終わらした！出金！という流れだと、自己アフィリ目的でやって

いるな？と思われ報酬が支払われないケースがあります。そのため出金は報酬が支払われてか

ら出金するようにしてください。 

 

 

申し込み時の情報を保管しておくこと 

申し込み時の完了メール、ＡＳＰに記載されている取引条件（必要 lot数等）、有効期限、自分が取

引を完了させた日、に入金した金額などはすべてメモしておきましょう。とむ自身登録できていない

から報酬が反映されないといったことがありましたが、ＡＳＰに問い合わせをしたら、問題なく取引

できており報酬が支払われるというケースがありました。 

 

 



登録時のメールがなければ報酬が支払われなかったかもしれません。又この時、いつに成果条件

が達成したかどうかも答えなければいけませんでしたので、このメモもしておいたほうが良いです。

下の写真はとむの携帯のメモです。出金手配済までできてるので情報が少ないですが、最初は

「登録日」「会社名」「入金額」「確定未 or確定」など、そのメモをみたら今どの常態かわかるように

していました。 

 

では、実際に 1つの会社の取引を進めてみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＦＸ攻略情報実践 

ハピタスの外貨ジャパンで実践例をお見せします。まず成果条件を確認しましょう。 

 

成果条件 

新規口座開設＋申込日から 60日以内に新規 1lot以上の取引完了 

●（0.1Lotの注文＋0.1Lot決済）×10 回も対象となります。 

●法人様の口座開設も対象となります。 

●DMMFX/DMM CFDの口座をお持ちでも、対象となります。 

  

成果条件はかなり簡単ですね！ 

  

では、ポイントを貯めるをおします。すると、外貨ジャパンの画面に切り替わります。 



 

ここでクリックして登録を進めて行きます。住所、氏名、電話番号など、全て入力が完了したらメー

ルが届きます。その後本人確認書類とマイナンバーカードをメール、郵送、ＦＡＸ等で登録します。

メールが一番早いです。数日後外貨ジャパンＦＸからログインするためのＩＤやパスワードが届きま

す。 

 

ＩＤとパスワードが届いたら外貨ジャパンにログインします。真ん中の外貨ジャパンＰＲＯのログイン

ボタンをクリック 



 

ここで、届いたＩＤとパスワードを入力します。 

 
ログインが完了するとこのような画面に入ります。まず、取引するために入金します。画面中央下

の入出金をクリックします。 



 
クリックするとクイック入金と出金の画面が開きます。口座名と金額を入力します。 

 
クイック入金を実行します。完了するとメールで完了報告と共に、ＦＸ口座にお金が入ります。 



 

では、ここから取引開始です。もう一度成果条件を確認です。 

成果条件 

新規口座開設＋申込日から 60日以内に新規 1lot以上の取引完了 

●（0.1Lotの注文＋0.1Lot決済）×10 回も対象となります。 

●法人様の口座開設も対象となります。 

●DMMFX/DMM CFDの口座をお持ちでも、対象となります。 

  

1lotのみで良いので 1取引のみです。「売 Bid」「買 Ask」どちらでもよいのですが、今回は「買 Ask」

から入ります。クリックするだけで 1lot購入できます。 

 
次はこの取引を終了させます。この時は一括決済を押します。このボタンを押すと 



 

この画面がでてきます。ここで取引完了を押せば 1lotの取引完了です。 

 

取引が完了すれば下に履歴が出ますのでそれを確認すればＯＫです。今回は＋80 円で終了です。

自己アフィリ目的と思われないために、念のため＋1~2回すると安心ですね。 

ＦＸは難しいように思われるかもしれませんが、ＦＸをするわけではありません。 

自己アフィリのために攻略するだけなので難しいことは考えずにやっていけば攻略していけます。

ほとんどのサイトはこのように簡単に取引することができます。 

1 回この取引ができたら、あとは繰り返すだけです♪この作業を繰り返して案件をどんどんクリア

していきましょう！今回はこの取引わずか 1分ほどで報酬 4000円＋ＦＸ収入 80円です。分給 4080

円。半端ないですね。ほんとに驚愕です。仮にこれが 50lotだとしても 1取引完了 30秒×50 回＝

25分（1500秒）。25分で 4080円は相当すごいですね。時給 1000円のアルバイトなら４時間働か

ないといけない金額です。 



ＦＸ案件リスト 

随時更新されるため探す方法を紹介いたします。 

A8net 

まずはホーム画面へ行きます。セルフバック右上をクリックします。 

 

その後検索でＦＸと入力 

 

検索結果がこちらです。 



 

全部で３４件です。次にハピタスをみて見ましょう 

ハピタス 

まずはホーム画面です。右下の検索をクリック 

  

ＦＸで検索 



 

 

 

検索結果は７８件。A8netの約２倍あります。ＦＸ案件はハピタスのほうが案件数が多いです。また

みんな deポイントの時は特にお得です。また期間限定でポイントアップしてることもありますので

要確認です。 

  

A8netとハピタスに共通して言えることは、いい案件はお気に入りして案件を見失わないようにしま

しょう。そして、取り組む案件はスクリンーンショットでその時の条件を残しておきましょう。一定期

間が経つと条件が変わってしまうためです。 

 

 

 

 

 

 

 



その他案件攻略 
 

銀行口座開設 

銀行口座の開設は登録のみで報酬がもらえるところが多いです。ハピタス検索で自分銀行やジャ

パンネット銀行等があります。時期によって報酬も変わって来ますが 1000~2000ほどの報酬がもら

えます。またキャッシング付きの銀行口座開設であれば 5000～超えるものもあります。 

 

カードローン 

カードローンと聞いて抵抗がある方もいるかもしれませんが、こちらも審査と登録のみで

2000~5000円ほどの報酬がもらえます。プロミスやオリックスカードローン、楽天カードローン等で

す。実際にプロミスであれば、登録後本人確認の電話等で報酬が確定しました。ちなみに、カード

ローンは登録するだけでは年会費などは発生しません。 

 

 

不動産面談 

勉強になります。とむは教えて！土地活用や楽々不動産といった低コストから始めることのできる

不動産面談を受けました。電話でお話しした後、直接会って話を進める流れです。税金対策で月 1

万円で不動産投資をするというのが不動産業界の中で人気が高まっているようです。とむは年金

保険に入って税金対策をしていたので今回はお断りしましたが、年金保険に入ってなかったら始

めていたと思います。 

 

保険面談 

とむ自身保険に入っているので、興味がなかったので受けていませんでしたが保険面談で自己ア

フィリエイトで稼ぐこともできます。保険の知識がつくことや営業トークを学べるなどといった観点か

ら受ける人もいます。 



普通のお買いもので 2重でポイントを貯め 

ハピタスはアマゾンやヤフー、楽天、じゃらんなど有名どころのショップと連携しているため、ハピタ

ス経由で買い物するだけでショップのポイントとハピタスのポイントが 2重でたまるのでお得です。 

 

 

その他 

ＨＰを作るためのサーバーや、美容院、化粧品など世の中にあるものはほぼ全て、自己アフィリで

きる可能性が高いです。ハピタスはすべて自己アフィリエイトなのでカテゴリーを暇な時間などに

見まわるのもよいかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実際に報酬は支払われるの？ 
実際に報酬はちゃんと支払われるのか？ここに対して不安を持っている人もいると思います。とむ

が実際にやってみて振り込まれているスクショがありますのでそちらをアップいたします。 

 

<補足>2019年 4月 25日追記 

過去の写真を探し出したので、とむがやったものすべては載っていないですが報酬が確定して振

り込まれているという事実は確認していただけると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A8net 

A8netで案件を複数申し込んで取引や成果条件をこなしたものが 62085円分あります。 

 

成果条件をクリアして振り込まれるとこんな感じです。 

 

<7月 18日>15000円は外貨ジャパンで 6月 28日に成果条件をクリアして 7月 18日に振り込まれ

ています。<7月 12日>5000円は GMO クリック証券で 7月 12日支払われています。 

同様に未確定のものも同じように随時支払われていくという流れです。 



ハピタス 

やはり自己アフィリはA8netよりもハピタスのほうが稼ぎやすいですね!!全 10件で 77300円分未確

定がまずあります。 

そしてこの２つがまず未確定から確定報酬に変わりました。 

6月 24日に成果条件をこなして 7月 18 日に確定で支払です。 

 
だいたいすべての案件は 1ヶ月～2か月で確定します。クレジットカードとかで早いものは 1週間で

確定になったりや、U-NEXTの無料動画サービスの申し込みだったら即日とか、物によって様々で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



まとめ 
最後に簡単ではありますが、自己アフィリエイトのデメリット、メリットをお伝えします。 

 

 

自己アフィリエイトのデメリット 

１、1つの案件に対して 1回しかすることができないため稼げる額は有限です。 

２、登録→作業の繰り返しです。 

３、成果条件をしっかりみないと報酬がもらえないことも。ちなみにとむはすべてもらえました♪ 

 

 

 

 

自己アフィリエイトのメリット 

１、自分 1人（自己完結）で 10万円以上稼ぐことができる 

２、起業するような元手（必要資金）がなくてもできる 

３、分給 4000円や初日 39000円稼ぐといったこともできる。 

４、空いた時間でできる。通勤中、休憩中に 

デメリットもありますが、明らかにメリットが大きすぎます☆ぜひ実践してみてください☆ 

  

 

すごい情報量が多くなってしまいました!しかし、1個ずつやっていけば確実に成果が出ます!! 

何か欲しいものがあれば、そのために努力をすることは大変じゃないと思います！ 

ドローン、一眼カメラ、４ｋムービー、ＧＯＰＲＯ、ＭＡＣ、旅行代等ほしいものは人間いっぱいあると

思います。 

欲しいもののために一緒にがんばりましょう！ 



 

分からないことや進めれないことがありましたらサポート致します☆ 

最後まで読んでいただきありがとうございました。 

また、自己アフィリ以外にも最近は、新たなアフィリエイトを始めました。 

自己アフィリ以上に稼げていることも多いです♪♪ご興味がある方はＬＩＮＥ＠からご連絡ください! 

  

 https://line.me/R/ti/p/%40neu0677z 

https://line.me/R/ti/p/%40neu0677z

