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ネットビジネス超初心者でも出来る
パソコン１台で小遣いを稼ぐ 

【自己アフィリエイト】 
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はじめに 

初めまして！ 

末広と申します。 

この度は、数ある無料レポートの中から私のレポートを手にとって頂き
ありがとうございます。 

このレポートでは、 

ネットビジネスが初めての超初心者でも 
簡単に出来る小遣い稼ぎ、【自己アフィリエイト】
の方法をお伝えしていきますので、 

どうぞ最後までお読みくださいませ。 
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【推奨環境】 
このレポート上に書かれているURL はクリックできます。できない
場合は最新のAdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

◆ 著作権について 

当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、
以下の点にご注意ください。 

◇ レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、
本レポートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、およびオ
ークションサイトなどで転売することを禁じます。 

◇ 本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子
ファイル、ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流
用および転載することを禁じます。 

◆ 使用許諾契約書 

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以
下、乙とする）との間で合意した契約です。 

本レポートを甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。 

第1 条（目的） 本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲
が非独占的に使用する権利を承諾するものです。 

第2 条（第三者への公開の禁止） 本レポートに含まれる情報は、著作権法によ
って保護されています。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、
甲はその情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開す 
ることを禁じます。 

第3 条（損害賠償）  甲が本契約の第2 条の規定に違反した場合、本契約の解
除に関わらず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価
格の10 倍の金額を支払うものとします。 

第4 条（その他） 当レポートに沿って実行し、期待通りの効果を得ることがで
きず、万一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないも
のとする。 
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第１章 誰でも簡単に出来るアフィリエイト方法 

（１）ブログが無くてもアリエイトは出来ます。 

アフィリエイトと聞くと、ブログが無いと出来ない
イメージが強いのですが、 
今回この方法では、現時点でもしブログがなくても、                        ＡＳＰ
（アフィリエイトセンター）に登録できる方法をお教えいたします。 

その方法とは「自己アフィリエイト」です。 

この方法は、簡単に報酬を得ることができてとても魅力的です。 

（２）自己アフィリエイトとは？ 

自己アフィリエイトとは、ご自身がアフィリエイトをする
商品やサービスに申込し、報酬が発生するシステムです。 
方法としては、自分のブログやサイトにアフィリエイトバナーを

掲載し自分でクリックして申し込む方法と、 
そのような面倒な過程を省き、ＡＳＰから直接申し込む「セルフバック」と
いう方法があります。 

ちょっと怪しようにも思われがちですが、勿論合法であり、
れっきとした正式なアフィリエイト手法です。 

わかりやすいイメージとしては、ＣＭや広告でやっている 
「今なら無料サンプル提供中」とか、「キャッシュバックキャンペーン中」
という感じです。 

そのためにはまずフリーメールのアカウントを所得しましょう。 

（こちらではフリーメールのアカウント所得方法はここでは割愛させていた
だきます。） 

Ｇmail 
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=ja 

ヤフーメール 
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/list/p/565/c/918,2869 
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第２章 さっそく自己アフィリで稼いでみよう！ 
 

（１）自己アフィリの方法 

自己アフィリエイトには２種類あり、 

「サービスの申込系」と「商品購入」があります。 

「商品購入」だと商品購入代金は値引き、もしくは無料になりますが、
商品購入の自己アフィリではあまり大きな金額は稼げません。 

よって今回は「サービスの申込系」の自己アフィリをして頂きます。 

サービス申し込みはもちろん無料で、アフィリエイト報酬がもらえるという
ことは、アフィリエイト報酬の全額があなたの利益になるということです。 

今回は、自己アフィリでも一番簡単な「A8net 」のセルフバックをやって頂
きます。 

（２）A8.net の登録方法 

１．「A8.net」のトップページへアクセスします。 

⇒ https://a8.net 
「無料会員登録」をクリックします。 
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２． 

先ほど所得したフリーメールアドレスを入力し、下の英数字も入力。 

そして画面下にスクロールし、「利用規約及び「個人情報の取り扱いについて」 に
同意する」のチェックボックスにチェックを入れ、 

「上記内容で送信」をクリックします。 
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３． 
入力したメールアドレス宛に、A8.net からメールが
届きますので、そのメールを開きます。 

迷惑メールに入ってしまう場合もあるので、
迷惑メールフォルダも確認しましょう ^_^ 

メールを開くと、メール内の文章に 

「登録用 URL」が記載されていますので、 

「登録用 URL」をクリックします。 
 

４．次にサイトへ行きあなたの「基本情報」を登録していきましょう。
必要事項は必ず入力してください。 
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まず、「ログインID」の欄にお好きなお名前を入力します。
その後「利用確認」をクリックし、 
その「ログインID」が使えるかどうかを確認します。 

すでに使われている場合は、他のを「ログインID」再度入力します。 
 

一番下まで入力し、最後に「サイトをお持ちでない方」を
クリックします。 

※もし、すでにあなたがブログを持っている場合は、「サイトやブログをお
持ちの方」からお進みください。 
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５．サイト情報を入力します。
ブログタイトルは 
「○○の日記」や「本日のニュース」等の
タイトルをつけてください。 

紹介文も簡単なもので大丈夫です。 

全部入力したら、「次のステップを」をクリック。 
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6．次に「口座情報」を入力します 

ゆうちょ銀行とそれ以外の金融機関とが選べます。 

ここでは「ゆうちょ銀行」をおすすめします。
なぜなら、 

ゆうちょ銀行の方が他の銀行より振込手数料がかなり安いからです。 

入力ができましたら、「確認画面へ」をクリックします。 
 
 

 
 

7．「確認画面」にて、 

登録内容に間違いがないかを確認し、 

一番下の「上記内容で...」をクリックします。 
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確認が済んだらその下の自動申し込みプログラムの選択 
というものがありますので、そちらは申し込んでもいいですし
チェックを外して申し込まなくても問題はありません。 

 

「上記内容で【A8.net】/【ファンブログ】の登録を行います」の
ボタンを押せば登録完了です。 

登録作業お疲れ様でした。 

これで、A8net に登録が完了しました。 
 

※右上の「AS 会員スタートアップマニュアル」にA8.net の詳しい利用方法な
どが載っていますので、参考にしてください。 

 
 

8．セルフバックの方法 

いよいよ自己アフィリをして頂きます。 

「A8.net」のトップページへアクセスし、ログインします。 

⇒ http://a8.net/ 
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「AS 会員」の方でログインします。 

次に「セルフバック」をクリックします。 
 

9．プログラムの選択 

このページの「ピックアップランキング」の 

「お申込みセルフバック」から選ぶか 

「お申込セルフバック」をクリックしてプログラムを選んで下さい。 
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セルフバックする案件を選んだら、「セルフバックを行う」をクリック
すると、企業のホームページが開きますので、 
その企業のセルフバックの条件や登録の指示にしたがって申込をすれば完了
です。 
時期によってセルフバックの案件や報酬額が変わりますので、
定期的にチェックすることをお勧めします。 

◆ １～１０万円を手っ取り早く稼ぐには 

基本的には報酬単価が高いものから申し込んでください。 

・ＦＸ口座開設 

・クレジットカード申し込み 

等がとてもオススメなのですが、 

クレジットカードの申し込みに関しての注意点は、 
短期間で色々な会社に申し込みをしすぎると「申し込みブラック」
になる恐れがあるので注意が必要です。 

まずは単価の高い1～2 件に絞って申し込みましょう。 
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ＦＸ口座の申し込みに関しての注意点は、 

成果条件で初回入金１０万とか、１０万通貨での取引等の
条件がついているものがありますので、 

口座申込のみで報酬が発生するものがリスクが少なくてオススメです。 

他にも、 

・資料請求 

・エステ体験 

・保険相談 
・ネット回線契約 
等がオススメです。 

 

※セルフバックの成果報酬が確定する時期は各サービスによって異なります
ので各サービスにお申し込みをする際に各自でご確認ください。 

ほとんどの入金が１ヶ月～２ヶ月後だと思っていて下さい。 
 

第３章：最後に 

ここまでにの説明で、 

自己アフィリだけでも１万円～１０万円くらいは楽に稼げる
ということをご理解いただけたかと思います。 

勿論、今回の「自己アフィリ」で稼いだお金は 

前から欲しかった物や旅行、飲食等に使うのも自由です。 

しかし今後、本格的にアフィリエイトで稼いでいきたいと思うのであれば
アフィリエイトの教材や、ドメイン、サーバー代、 

メルマガ配信システム代等、アフィリエイトを進めていく上で 
必要なものに「軍資金」としてあて、今後の「自己投資」に使うことも良い
かと思います。 
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これで、今回お伝えすることは以上です。 

最後までお読みいただきほんとうにありがとうございます！ 
皆さんの更なるご活躍応援しております！ 

 
 
 

末広 
 

 

◆ メインブログ 
⇒ http://s-hiro.com/wp/ 
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