
Twitter アフィリエイトで
３万円上乗せする方法
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■著作権について 

本冊子と表記は、著作権法て保護されている著作物てす。 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ましては、以下の点にこ注意くたさい。

■使用許諾契約書 

本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行者(以下、乙と称す)との間て合意
した 契約てす。本冊子を甲か受け取り開封することにより、甲はこの契約に同意したことになり
ます。

第1条 本契約の目的: 

乙か著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基つき甲か非独占的に使用する権利を承
諾す るものてす。

第2条 禁止事項:

本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本冊子から得た情報を、乙
の書 面による事前許可を得すして出版・講演活動およひ電子メティアによる配信等により一般公
開するこ とを禁します。特に当ファイルを 第三者に渡すことは厳しく禁します。甲は、自らの事
業、所属する 会社およひ関連組織においてのみ本冊子に含まれる情報を使用てきるものとします。

第3条 損害賠償:

 甲か本契約の第2条に違反し、乙に損害か生した場合、甲は乙に対し、違約金か発生する場合か
こさ いますのてこ注意くたさい。

第4条 契約の解除: 

甲か本契約に違反したと乙か判断した場合には、乙は使用許諾契約書を解除することかてきるも
のと します。

第5条 責任の範囲: 

本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害か生したとしても一切の責
任を 負いません。



　はじめに

こんにちは、高木 翔太です。

突然ですが、
twitter アフィリエイトで稼いでいる方は
どのくらいいるのでしょうか？

僕はあまりいないと思っています。

正しい方法でされていない方が多いと
個人的には感じているわけであります。

僕は今回、正しい方法をお伝えして、
このブルーオーシャンの市場に
旋風を巻き起こせると確信しています。

スパムになるような乗っ取り稼ぎではなく、
堅実な方法で着々と稼いで頂き、
やっただけ稼げるという公式を
しっかり比例させたいと思います。

それでは始めていきましょう!!



１　twitter登録
まずは twitter 登録からですね。
簡単にできるので、サッとやってしまいましょう!!

https://twitter.com/

右下の３項目を埋めて”twitter に登録する”を押して
先へ進んでください。
必要な項目を埋めて、アカウントを登録してください。

登録できましたら、登録したメールアドレスに
twitter から通知がきていますので、
そちらをクリックしてログインしてください。

これで登録は完了です。

https://twitter.com/


２　プロフィールを編集する
プロフィールは大事です。
まずアイコンを決めましょう!!

ここは好きなものを、と言いたいところですが、
ここからきっちりいきます。

例えば美容系の twitter を作りたいのであれば
アイコンもそれに合わせたアイコンにしましょう!!

なぜ美容系かは順を追って説明しますので
今はスルーしてください。

例えばこのアカウントが参考になります。



名前、アイコン、ヘッダー、自己紹介。
全て一貫させてくださいね!!

名前が『女の子のダイエット法』なのに、
自己紹介が例えば
「お笑いが好き！
　ダウンタウン、くりーむ、ナイナイ、さまぁ〜ずなど！
　気に入ったらフォローしてね！！」
だったら、まずフォローしませんよね？笑

こういうのはダメです、
後々修正が面倒くさいので、ここから
きっちりやっておきましょう。

ちなみにアイコンの画像サイズは
400 ピクセル×400 ピクセル（最大 10MB）

ヘッダー画像は
1500 ピクセル×500 ピクセル（10MB 以下）
が推奨されています。

ということで同じ要領でヘッダー画像も
作成してくださいね!!



３　良い参考アカウントをリサーチする
ここから本格的に内容に入りますね。
良い参考アカウントとは、上記の例ですと
美容系で成功しているアカウント、ということです。

どういうアカウントが参考になるのか。
確実におさえて欲しいポイントは次の３つ

１　一貫性がある
２　フォロー数よりフォロワー数が多い
３　RT、お気に入りに差がなく２桁

これらを確実におさえてるアカウントです。

１の一貫性とは、先程お伝えしたように
名前、アイコン、ヘッダー、自己紹介、
ツイート、添付画像、全てを統一するということです。

２のフォロワー数が
多くなければならない理由は、
フォロワー数が多いということは
それだけ”そのアカウントが気に入られている”
という証明になるからです。



３の RT、お気に入りの差は
RT だけ桁違い多い場合とかですと、
ツールを使って機械的に数を増やしているためです。

こうなると実際には
”全然支持されてないツイート”
だったりするので、注意が必要です。

そして、もう一点お伝えしておきたいのが、
どんな分野のアカウントがいいのか、
というところですね。

今回の場合、端的に言うと
”稼ぎやすいアカウント”ということになります。

先程、美容系を例えに出したのは
当然美容系が稼ぎやすいからです。

夏ですと脱毛を押していくと良いです。

他には、出会い系、お笑い系、雑学系、感動系、
恋愛系、共感系、動物系、ゲームアプリ系、、、etc

このあたりを狙っていってください。



以上の点に気をつけながら
良いアカウントを見つけてみてください。

４　メモ帳などに鬼コピペ＆編集
良いアカウントを見つけられたら、
そのツイートを丸々メモ帳などに鬼コピペしてください。

鬼コピペです笑

１アカウントにつき、
最低２００くらいはコピペしておきたいですね。

そしてそれを１つずつ編集します。
丸々コピーはさすがにマズい、ということです。

ではどうするか、といいますと、
語尾だけ変える、一人称を変える（私を僕になど）

この程度で十分です。

これをしてください。
そして画像もとっておいてください。



もちろん Google等でご自身で
１つずつ探されるのでしたらいいのですが、
大変になると思いますので、
画像もコピペしておきましょう。

そして文章が多い場合は、
画像は短縮URL に変換しておきましょう!!

（１４０文字以内におさめなければならない）

５　アカウントを増やす
ここでツールが必要になってきます。
ツールを使わずにもできますが、
死ぬほど大変です笑

絶対的にオススメはしません。

それで、僕が使ってるツールを推奨します。

『フォローマティック』
http://www.infotop.jp/click.php?aid=270127&iid=58937

推奨理由は、
・twitter 自動フォローツールで１番売れている
・サポートがしっかりしている

http://www.infotop.jp/click.php?aid=270127&iid=58937


この２点が有力なポイントです。

サポートって本当大事です。
つまずいた時に、Q＆A がズラリとありますし、
メールサポートも
「忙しいので１週間くらいはご了承ください」
と言いつつ、３日くらいで返信してくれます。

それで、これを使わないと
死ぬほど大変なのが自動ツイート。

先程メモ帳に鬼コピペ＆編集したものを
自動ツイートに登録すると、
時間帯、曜日など詳細設定して
勝手につぶやき続けてくれる様になります。

まぁ、もしお持ちでないようでしたら
とりあえず購入しておいてください。

これで、最低１０アカウント作成します。

そしてそれぞれにつぶやきをストックしておき、
RT を絡めながらまわしていきます。



６　自動つぶやきを作成する

これは鬼コピペしたつぶやきです。
で、これもポイントが２つあります。

・改行ができている
・画像がついている

これらが絶対的不可欠な要素。

言葉遣いとかは圏外で、綺麗な言葉を使ってください。

こんな感じですね!!



７　ASPに登録をする
ASP とは
アフィリエイトサービスプロバイダーの略です。

Twitter を収益化するには
オリジナルコンテンツか、
アフィリエイトをしないとなりませんね。

で、オリジナルコンテンツは難易度が高いので、
アフィリエイトをしていきましょう。

ASP に登録すれば
商品を紹介できるようになります。

ASP には以下の様なサイトがあります。

Moba8
A8 
SmartC 
Link-A 
リンケーシ

これらは twitter において、



とても成約しやすい案件が揃っているASPです。

この内最低３つは、登録しておいてください。

８　専門アカウントをRT する
これは１つの例ですが、
アフィリエイト専門のアカウントを作っておきます。

そして、別に作っていた、拡散アカウントに
この専門アカウントのアフィリエイト案件を
RT します。

で、この割合が
拡散９：１専門
くらいにしておいてください。

これは普通にユーザー目線で考えた時に、
アフィリエイトの案件ばかり流れてきたら
ウザイからです。

あとはこれらのことを
作り続けることです。



これを賢明にやってもらえれば、
収入は確実に右肩上がりになり、
Twitter だけで
毎月３万円は入ってくるようになります。

もし、これで右肩上がりにならない、
具体的に言えば
・クリックに対しての成約率が悪い（５％が目安）
・そもそもクリックされていない
などの問題がない限りはうまく行くハズです。

　おわりに
いかがでしたでしょうか？

Twitter 市場は現在、
大凍結祭が 2014年秋に起きたおかげで
大変穴場マーケットになっています。

というのは、超有名 bot たちが
超稼動アカウントの再構築を
”何故かあきらめた”ためです。



これは謎ですが、
とにかくそのおかげで
抱え込まれてたフォロワーが解放されたわけです。

簡単に言うと
稼ぎやすくなったということです。

これらのノウハウを生かして、
これからの Twitter 市場が
より熱くなるだろうと予測して
今回のまとめとさせていただきます。

それでは、ブログ、メルマガでお会いしましょう!!

お疲れ様でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高木 翔太

ブログ
http://g-milktea.com/

『フォローマティック』
http://www.infotop.jp/click.php?aid=270127&iid=58937

http://www.infotop.jp/click.php?aid=270127&iid=58937
http://g-milktea.com/
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