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 ～Twitterアフィリエイトのメリット～

  ①人工的にバイラル拡散ができるようになる。
  ②そのバイラル拡散によってあらゆるビジネスへの誘導が可能となる

 この ２つがメリット です。
 それでは各項目に関して詳しくお話しをしましょう。

 ①人工的にバイラル拡散ができるようになる。

 皆さんは バイラル効果 って経験したことがありますか？
 わかりやすくお話しすると情報が一瞬にして広がっていく（拡散）ことです。

 実はこの情報拡散を行うという点については
 数ある SNSの中でも Twitterは群を抜いて１位になります。
 なぜなら、 Twitterはお手軽に使える情報コミニティーツールだからです。

 もっと厳密にお話しすれば、 Twitterでは

 ハナから情報拡散するための仕組み（ボタン）が存在するのです。

 それが ＲＴ（リツイート） ボタンになります。

 それではバイラル効果が
 どの程すごいかお話ししましょう！

 まず、あなたの Twitterフォロワーが 100 名だとします。

 そこであなたが口コミを広げたいと思う、ご自身の「ツイート」をつぶやくと、
 当然ながら 100 名の方だけのタイムライン上に公開されるわけです。

 しかしながら、ここでその 100 名のユーザーのうち
 1 名がこのツイートに興味を持ちＲＴボタンを押したとします。

 すると、あなたがツイートした内容がそのままＲＴしたフォロワーさんにも
 すべて公開されるわけです。
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 わかりますか？

 ＲＴはＲＴして下さったフォロワーの方々にもすべて
 タイムラインに公開されるわけです。

 もしも、このＲＴして下さった方がフォロワー 300 名なら
 ご自身のフォロワー 100 名  ＋  ＲＴのフォロワー 300 名  ＝  400 名

 のタイムラインに公開されたことになります。

 また、もしもこのＲＴして下さった方がフォロワー 10000 名なら ...
 ご自身のフォロワー 100 名  ＋  ＲＴのフォロワー 10000 名  ＝  10100 名

 のタイムライン上に公開されるわけです。

 さらにさらに
 ここからが Twitterのすごい部分になります！ !
 先ほどの例では、ＲＴして下さった方に 10000 名のフォロワーがいるわけですが

 この中の複数のアカウントがＲＴする可能性があることに気づきませんか？

 つまり、理論上ではＲＴが続く限り
 情報拡散は途切れることなく続いていきます。
 これがバイラル拡散ってやつになります。

 本ノウハウでは、このバイラル拡散を意図的に
 Twitterで作りだすことが可能になるわけです。

 では次のメリットです。

 ②バイラル拡散によってあらゆるビジネスへの誘導が可能となる

 当然ながら意図的にバイラル拡散をすることができれば
 圧倒的なアクセス数も誘導することが可能になります。

 なぜなら TwitterのＲＴボタンを押してるのは

 それぞれの存在するユーザー なんですからね！
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 当然ながら、ＲＴされるツイート内にブログへ促すＵＲＬリンクがあれば
 そちらに相当数のクリックが発生するのは必然です。

 特にＰＰＣのブログサイトを運営されている方や
 物販関係の有料商材を販売する方、無料ＤＬ広告で稼いでいきたい方には
 非常に優位なポジションを維持することができるはずです。

 なおここで注意ですが
 無人ＲＴサービスというのを皆さんご存知ですか？

 最近この無人ＲＴサービスが安価で提供されています。
 特に、 外注サービスサイト（ココナラ）に多数出品されています。
 この手のサービスですが絶対に使用しないで下さい。

 なぜならかなりの
 高確率で凍結しますので ( 笑 )

 中には凍結しないアカウントもありますが
 相当なダメージがあなたの Twitterアカウントに蓄積されている

 のは忘れないで下さい。

 ※ Twitterアカウントは目に見えない体力が存在します。

  この体力が一定数より少なくなるとアカウントロックや凍結になります。

 なおこの手のサービスの特徴ですが
 ＲＴ数だけ５０～１００程度つくのに
 いいね数がまったくつかない … むしろ０

 この場合は無人ＲＴサービスだと思って間違いないです。

 そもそも、ＲＴ数はいいね数よりも付くことは、基本的にありえませんので
 そこからも 「ウソＲＴです」 と告白しているようなものです。

 またこの無人ＲＴはサーバー型ツールを稼働させて
 あなたのツイートをＲＴしているのですが、このサーバーを経由していることが
 Twitter 社から凍結の対象となっている ことを忘れないようにして下さい。
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 このサーバー型ツールを稼働した結果すべて凍結したという話もあります。

 本当恐怖ですよね ...

 ちなみに凍結するツールですが

 ・フォローマティ○○系ツール
 ・ツイッターブレ○○系
 ・その他インフォトップで販売しているツールです。

 なお上記のようなサーバー型ツールを稼働させると
 ３ヶ月以内に９割以上アカウントが凍結します。

 また、アカウント体力が低い場合即時凍結します！
 絶対に使用しないで下さい。

 ちなみに、一度この手の凍結を Twitter社から食らうと
 あなたのパソコンのＩＰアドレスを Twitter社がすべて記録しており

 次回あなたが新しいアカウントを作成しても、常にマーキングされてしまいます。
 つまり、凍結する状態が「常」になってしまうわけです。

 これではもう Twitterアフィリを行うこと自体

 不可能になってしまいます。

 でもここで理解してほしいことがあります。
 そもそも Twitter 社はビジネス運用を禁止している ってことです！

 そこは絶対に忘れないようにして下さい。

 その上であえて
 アフィリエイトしていく訳ですからね！
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 次にデメリットに関してお話しします。

 正直大きなデメリットはございませんが、 2 点だけお伝えしておきます。

 それは、 「凍結する危険性」 と 「絶対的な時間がかかる」 、という点です。

 アカウント凍結 …

 正直、健全な営業をしていても凍結する時は凍結します。
 これは覚えておいて下さい。

 後ほど Twitter社が凍結するための裏基準をしっかり公開しますが
 大手企業が運営する公式アカウントすら何の前触れもなく凍結するほどです ...
 ※ 最近では凍結に異議申し立てを行えば、かなりの確率でアカウント復活しますが

  個人のアカウントの場合はほぼ不可です。

 そして、もう一つのデメリット
 それは、 Twitterアフィリエイトはとにかく

 絶対的な時間がかかる！ということです。

 ちなみにどこぞのシステム屋さんがうたっている 

自動フォロワー増加ツールであるフォローマティ○○ですとか
 ツイッターブレ○○とかありますがすべて稼働直後に即凍結します。
 ※ サーバー型自動フォローシステム

つまり、 Twitterで成功するには

 近道や自動化はなく、毎日数時間の投資が必要になるってことです。
 逆に言えば時間させ投資すればこの点はクリアできますよね！？
 最低２時間は投資する必要がある と思います。
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  良質なアカウントの作り方

 皆さんは良質な Twitterアカウントって何かわかりますか！？

 それは フォロワーが伸びやすいアカウント であったり、
 凍結耐性がしっかりできているアカウント になります。

 しかしながら、先ほども解説しましたように
 Twitterアカウントは正直、凍結する時には凍結するってことです。
 Twitter社の手の内で転がされる以上 この 可能性を 0% にすることは事実上不可能 で

 す。

 つまり、最低限の凍結対策だけ行い
 フォロワーが伸びやすいアカウント作成に特化すること が
 一番重要 になることがわかるはずです。

 ここの良質なアカウント作成方法ですが
 長年の Twiterキャリアとトレンドを見極める目利きが必要になってきますが

 しっかりレクチャーしようと思います！！

 《良質アカウント作成方法》
 ・アカウント作成方法
 ・アカウント属性の決め方
 ・アカウント自己ＰＲ等の作成方法
 ・ツイート作成方法

 それでは私も新しいアカウントを作成しますので
 あなたも私と一緒にアカウントを作成しましょう！！

 ではま一番最初にアカウントを作成していきますが
 ここで重要なのは 最低５つはアカウント作成する ってことです。

 そのことを前提にアカウントを作成していきますので
 しっかり勉強して下さいね！！
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 ①アカウント作成方法

 まず、ヤフーのフリーアドレスを１つ作成します。
 そして、インターネットからツイッターＨＰにログインして
 「アカウント作成」をクリックします。

 なお、今回作成するアカウントは
 一番のメインとなるアカウントとしますので
 電話番号認証はご自身の携帯番号を使う といいでしょう。

 次に各項目を入力しましょう！！
 アカウント名などは後で変更可能ですので
 ここではあまり気にせず簡単に決めてしまいましょう。
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 各項目を入力しましたら
 とりあえずアカウント作成は完成です！！

 なお、２つ目以降のアカウント作成についてですが
 先程のようにアカウント新規作成から作成し、
 電話番号認証の電話番号を違う番号にすればＯＫ です。

 もし違う電話番号をお持ちでなければ
 ヤフオクからアカウントを購入しましょう！
 下記に購入方法を記載して置きますので
 参考にして下さい。
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 検索名に「ツイッターアカウント」と記入して
 検索しましょう。

 すると様々なアカウント出品されていますが
 この中で 「電話認証済」 という商品を購入しましょう。
 なお、この際でずができたら１アカウントづつ購入するようにお願いします。
 ※ ツイッターは長期間ログインされないと凍結するため。
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 それでは、ツイッターアカウントを無事に作成しましたら
 次に、そのツイッターアカウントの属性を決めていきましょう！！

 ②アカウント属性の決め方

 では次に作成したアカウントを属性を決めましょう！
 なお、この作業が良質なアカウントを作る一番キモになってきますので
 しっかり理解するようにして下さい。

 まず結論ですが、作成したアカウントは
 「アニメ系」か「ジャニーズ系」か「芸能系」を中心に作成して下さい。
 なぜならこれらのアカントが一番コアなツイッターユーザーが多数占めているからです。

 特にツイッターアフィリイトをする上で
 どんなユーザーがツイッターを使っているか？
 ここの部分をしっかり把握した上で、属性を決めて行きましょう！

 日本のツイッター市場では
 ツイッターユーザーが多い順番から
 中学生⇒高校生⇒小学生⇒大学生⇒社会人 です。

 つまりこの部分を常に意識して
 アカウントの属性を決める必要があります。
 特に中学生・高校生が興味をもつアカウントを作る！
 この部分が最も重要になってくるわけですね。
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 では、この中学生・高校生が何に興味があるのか？
 この答が アニメ系・ジャニーズ系・芸能系 だってわけです。
 なんとなくわかりましたね＾＾

 特にツイッターアフィリエイトで
 月収 20 万円以上稼いでいるプレイヤーは

 確実にこの点をクリアして運営しています。

 当然私もツイッターアカウントはすべて
 アニメ系・ジャニーズ系・芸能系 となっております。
 その他のアカウントは一切使用していません。

 では各ジャンルに関して解説して行きます。

 まず アニメ系 に関してですが
 ツイッターのタイムラインでよく見かける
 アニメのアカントを参考にするといいでしょう！

 例えば 2018 年の場合、

 【ゼロから始める異世界生活】 に関する
 アカウントは絶対に作成するようにして下さい。

 またジャニーズ系であれば
 【嵐】 に関するアカウントも必須です。
 芸能系であればニュースで報道されている
 ネタを参考にするといいでしょう！
 例えば、トランプ大統領をお題としたネタ系
 アカウントでもいいかもしれません。

 なお、すべてのアカウント属性に共通することですが

 旬であることが極めて重要になります！！

 例えばアニメ系で解説すれば
 ドラゴンボールや NARUTO -ナルト - などは

 旬ではないので作成してはいけません。

 作成してもフォロワーも伸びずらく
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 結論一番重要なアフィリエイト報酬も伸びずらいです。

 それでは私は、 【ゼロから始める異世界生活】 に
 ターゲットを絞りアカウント属性を確定したいと思います。

 ③アカウント自己ＰＲ等の作成方法

 では次に作成したアカウントを
 より完璧に仕上げていきましょう。

 まず 【ゼロから始める異世界生活】 に登場する
 人気キャラクター【レム】ちゃんに的を絞り
 ＰＲ項目を含めすべて完璧にしていきましょう！

 下記項目を作成していきます。

 まず一番重要な「プロフィール画像」を
 作成していきましょう。

 インターネット上で「レム」と入力し
 画像検索していきましょう。
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 そうすると画像がたくさんありますので
 その中からプロフィール画像をセレクトしましょう！

 なお、その際のポイントですがプロフィール画像に関しては
 濃いめの色合いの画像をセレクト するといいと思います。

 また、全身が映っている画像よりも
 上半身がしっかり写っている画像 の方が
 ツイッター上で埋め込むとしっくりきますので
 ぜひ参考にしてみて下さい。

 私はこんな感じでレムちゃんの画像を埋め込みました。
 この画像がしっくりこないと後の フォロー作業に支障がでます ので
 しっかり画像はセレクトして下さいね。
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 次にヘッダー画像を埋め込みましょう！
 ここでは プロフ画像より色合いが薄いものをセレクト して下さい。

 この時、色合いのバランスにも気をつけて下さいね！
 統一感があればある程良いです。

 次に自己紹介の部分ですが
 この部分をよく手抜きで作成されている方がいますが
 ツイッターヘビーユーザーであればある程、
 確実にこの項目はチェックされますので
 妥協ないように作成していきましょう！！

 また作成のポイントとして
 必ず 「アカウント属性」 と 「学生」 ということを明記して下さい！！
 そして、できるだけ 「女子」 としてアカウント運営するといいでしょう。
 なぜなら、 ツイッターで最もヘビーユーザーが多いジャンルはアニメ系になります。

 このアニメ系ジャンルはとにかく男子学生が多いことが上げられます！
 ゆえに、 女子高生 や 女子中学生 としてアカウント運営しますと
 かなりの反応率が高いアカウントになります。

 では早速ですが下記を参考にしながら
 各項目を埋めていきましょう。
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 ではまずアカウント名をチェックしてみましょう。
 ここでも必ずどんなアカウント第三者からわかるように
 アニメの名前 と 学生・女性 という部分を明記しておきます。
 ※ 違和感ない感じにして下さい。

 次に自己紹介ページですが、ここでもしっかり
 「ＪＫ１年」「ちひろ」「リゼロ」 といったように

 アカウント属性・学生・性別 を明記していきましょう！！
 なお、ここで小手先テクニックですがこの自己紹介に
 「彼氏募集中」みたいな文言を記入するとダイレクトメッセージ（ＤＭ）に
 かなりのメッセージがくるようになります。 ここから個別にメッセージを行い  15



 アフィリエイトをするのも有り といえるでしょう。

 そして最後に、 「場所」 の項目ですが
 ここの部分も実際に 実存する場所を明記 するといいでしょう。
 そうした方がよりヘビーユーザーが興味を持ち、
 フォロー返しやＲＴをしてくれるようになります。

 それではすべての項目を記入した
 アカウントをご覧下さい！！

 どうですか！？
 数分前に作成したアカウントですが
 かなりの完成度だとは思いませんか（＾＾）

 私の場合はすでに過去 50を超える

 アカウントを作成しておりますので
 アカウント完成までわずか数分でしたが
 あなたの場合１時間はかかってもいいですからね！！
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ツイート作成方法

 では次にツイートに関してです。
 このツイートに関しては ２つのパターン がありますが
 両方とも必ずマスターするようにして下さい！！

 その２つとは ボットツイート と リアルツイート です。

 またここでしっかり覚えておいて欲しいことがあります！！
 それは Twitterアフィリエイトで稼ぎたければ

 リアルツイートは絶対的にマスターする必要がある ってことです！！

 なぜなら明らかにリアルツイートからのアカウントのが  
報酬が発生する確率が高いからです。
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例えば、私のボットアカウントで
常時ＲＴ数が 50 ～ 100 、いいね数 100 以上がありますが、

このアカウントでアフィリエイトを行うと正直良くて 1 日 2000 円前後でしょう（笑）

 ではこれが仮にリアルツイートだけのアカウントだったらどうでしょうか？
 １日だけでも 最低１万円以上は確実です。 これぐらいの差があります。

 結論、あなたに覚えておいて欲しいのは
 アフィリエイトを行うアカウントは
 必ずリアルツイートアカウントにすること！

 そして、それを援護する部隊に
 ボットアカウントを用意することです。

 また、ここで私が実際に Twitterアフィリエイトで稼いでいる

 リアルな編成部隊の割合をご紹介します。

 私の場合、各Ａ～Ｄグループの４部隊に独立させており
 その各グループの中に 8 アカウントがあります。

 そして、その８アカウントのうち 5 アカウントが
 すべてリアルツイートのアカウントになり、残り 3 アカウントが

 ボットアカウントになります。

 また、すべてのＡ～Ｄグループのアフィリエイト作業は
 このリアルツイート 5 アカウントで行っているってことです。

 こんな感じでイメージが湧いたと思いますが
 ボットアカウントでは アフィリエイト作業は一切していない ってことです！

 だいたい分かりましたね！？

 では、あなたがもし５アカウント稼働していた場合ならどうでしょうか？
 結論、可能であれば 5 つリアルツイートアカウントにする、もしくは 1 アカウントだけ

 ボットにして残りすべてリアルツイートにするかです。
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 こんな感じでそれだけ リアルツイートは大切 なわけです！！

 ではまずリアルツイートに関して
 マスターして行きましょう！！

 ここでまず理解して欲しいことは
 リアルツイートは楽しいし非常に簡単だってこと です！！

 いいですか、このリアルツイートは
 何も難しいことなんてないのですよ。

 文章＋画像
 この形式を必ず厳守し
 １日に１回夕方の１ 8 時～２ 0 時くらいにツイートすること！！
 これだけで良いのです。

 では先程作成した私のアカウントで
 リアルツイートをしてみますので
 じっくり勉強して下さい。

 ①まずネットで「リゼロ」で画像検索する。
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 これらの画像の中から
 面白系やほんわか系の明るめのキャッチー画像を
 セレクトしていきましょう。

 ここで重要なのは
 暗い画像などは決してセレクトしないこと、
 またアダルトな画像もＮＧだということです。

 ではこれらの画像の中から
 私は下記をセレクトしました。

 プロフィール画像にしても良いぐらいの
 素晴らしい画像をチョイスしました！
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 なお、先ほどのツイートする時間ですが
 これを学生さん達の生活リズムを意識しなければいけません。

 学生さんがいつスマホを見るのか？

 それは学校の授業や部活が終わり
 帰宅中の電車の中や自宅でくつろいでいる時に
 スマホをじっくりと見るわけです！

 つまりその時を予想して
 ツイートをする必要があるってことです。
 見られてなんぼですからね（＾＾）

 そして、実際に私が
 作ったツイートがこちらです！！
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 この文章を見てもらえばわかりますが
 いたって普通のツイートです（笑）
 特段面白くもなければ、落ちもないツイートです（笑）

 でも、だからいいんです。
 このようなツイートを毎日していれば
 間違いなくあなのツイートに対してメッセが入ります。
 そうしたら、そのメッセに対して簡単にお返事してあげて下さい。

 この返事作業が極めて重要になります！

 もう一度思いだしてほしいのですが、
 このツイッターアカウントはあくまで ＪＫ１年 の ちひろちゃん が
 運営しているってことでしたよね？

 だからこのぐらいのツイートのが良いのです。
 ツイートのレベルはこの程度で、後はフォローだけを
 ひたすら伸ばしていけば当然反応も上がっていきます！

 そして、このメッセに反応するユーザーこそが
 そのアニメ業界のツイッターにおける  22



 ヘビーユーザー なのです。

 だからこそ、そのヘビーユーザーの輪をどんどん
 広げていくことが重要になってきます。

 あたり前ですがヘビーユーザーの友達は
 ヘビーユーザーの確率が高いですよね！？

 もし、そんなヘビーユーザーがＲＴしたらどうなるでしょうか？

 当然、炎上（拡散）します。

 この法則を逆に利用するってことですね！！
 またフォロワーを増やす方法も後ほどしっかり解説します。

 念のため、もう一つだけリアルツイートをしてみましょう！！
 今回は「リゼロ  萌え」で検索してみます。

 この中から同じように
 画像を選定して、
 画像に合うようなツイートを
 考えて・・・
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 こんな感じでツイートしました★
 本当シンプルで簡単ですよね（＾＾）

 では、次にボットツイートのやり方に関してです。

 ボットツイートのやり方

 ちなみに今回私が作成したアカウントですが
 プロフィールの名前が電車内事件簿と記載しているように
 ツイートも電車内における面白ツイートをボット化しようと思います。

 また、ボット化に関してですが

 凍結のリスクは正直あります。

 しかし、今から私が紹介するボットは
 極めて凍結のリスクが低いボットになりますので
 安心して頂ければと思います。
 ※ それ以外のボットはすべてＮＧです。

 それは、 twittbot（ついぼっと） です。

 このボットだけは最も安全といえるボットかと思います！！
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 インターネットで、「ついぼっと」と検索すると

 こんな感じでトップに出てきます！！
 この twittbot にツイートを登録していくわけですが
 そのツイートをどこから探してくるか ...

 結論、非常に簡単です。

 こちらもインターネットで
 「電車内面白ツイート」と検索してみましょう！！
 すると、下記ような感じにかなりでてきます。
 この中からツイートをセレクトしていく訳です。
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 例えばこの中から、
 この赤枠で囲んだリンクを調べてみましょう！！

 すると、下記のような
 画像なしのツイートがたくさんありますよね？

 つまり これらのツイートを参考にして、ほんの少し修正（リライト）を加えた形
 にしてボット化していく！ということになります。
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 注意：ツイート年式が比較的新しく、１年前のツイートは使わないようにして下さい。

 では、実際に一番上のツイートから
 順番にボット化していきましょう！！

 ではまず、インターネットから再度「ついぼっと」と検索していただき
 twittbot サイトにログインしましょう。
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 サイトにログインしましたら、
 下記のページになっている思います。

 このページを開いたまま
 別のタブでボット化したいツイッターのアカウントに
 ログインしましょう。

 そして、「プレミアムバーションはこちら」を
 クリックして、「無料版」⇒「ログイン」をクリックします。  28



 シリアル画像のＮｏを入力して、「送信」をクリック。

 次に、「ＬＯＧＩＮ」をクリック。

 すると、ツイッターとのアプリ連携の確認画面になりますので
 「連携アプリを認証」をクリックして下さい。
 ※ ここでボットを使っていることがツイッター社に認知されますが

  本ツールであれば凍結のリスクは極めて低いです。
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 すると自動で下記の画面に切り替わるはずです。
 そして、ここからツイートを自動で投稿できるようにボット化しますので
 「つぶやき」をクリックして下さい。

 実際にこの画面から、 [] 枠の中に投稿したいツイートを記入し

 「つぶやき追加」のボタンを押せば完了なわけです！！
 非常に簡単ですよね＾＾

 30



 では、先程の電車内の面白ツイートを上から順番に
 ボット化していきましょう！！

 今回は参考に３つ程お見せしますので
 ぜひ参考にしてみて下さい。
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 まず、一番上の文章からです。
 こんな感じにリライトしました ( 笑 )

 残り２つも下記のような感じにリライトしました。
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 どうでしょうか？
 ボット化はこの程度で問題ありませんからね！
 そして、つぶやきを追加をクリックして「詳細設定」をクリックします。

 そして、下記のページが表示されますので
 順次設定を行っていきます。
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 まずつぶやき状態は、「つぶやく」に  を入れて下さい。
 つぶやき順番は「登録順でつぶやく」に●を入れて下さい。
 つぶやき間隔は「 1 時間間隔」か「２時間間隔」に●を入れて下さい。

 夜間のつぶやき禁止に  を入れて下さい。

 以上の項目に●と
 下記の設定を更新するをクリックして下さい。
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 以上でボット化の設定は終りになります！
 とてもシンプルで簡単でしたよね（＾－＾）

 またボット化するツイートの数ですが 100 ～ 150 程度で問題ありません。
 逆にボットツイート数が 100 を切るようであれば、インターネットからネタツイートを
 再度収集する必要があります。最低 100 ツイートは組み込んで下さい。

 そして、ここでツイッターアカウントの「設定」を
 クリックしてみましょう。

 そして、この中の「アプリ連携」を
 確認してみると …
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 twittbot のアプリありますね！！

 当然ボットを止めたければこの連携を取り消せば
 いいですからね。

 また、ついでですが 上記６番目にある「モバイル」欄 をクリックしていただき

 もし自身の携帯番号が登録してあったら排除することを強くお勧めします。

 なぜなら、この Twitterアフィリエイトでは

 複数のアカウントを稼働させることが絶対条件のため
 電話番号が登録されたどれかのアカウントが凍結、
 ないしはアカウントロックになってしまった場合、

 その他の 健全なアカウントでも
 ログインできなくなってしまう場合がある からです。

 これらを防ぐために、
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 " 電話番号登録は極力しない "

 これが鉄則なわけです！！

 電話番号登録や認証は、
 あくまでアカウント作成やイレギュラー事があった場合のみ
 使用するといったイメージです。

 その都度、携帯番号登録を行いましたら
 排除して行きましょう。

 そして、先程のボットで設定した
 つぶやき間隔の時間がくると下記のように自動で
 ツイートされていきます！！
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  フォロワーの増やし方

 恐らくこの部分が一番皆さんが気になるのではないでしょうか？
 この部分を解消するために数万円をお支払した方もいらっしゃるでしょう。

 答えは非常にシンプルです。

 フォロー＆アンフォローを繰り返す！
 これだけです。

 つまり、ツールを使わずにご自身の目検で
 リアルなフォロワーさんをひたすらフォローしまくるのです！！
 アカウント作成から一週間程度は 50 名～ 150 名フォローし
 それ以降は 300 名～ 500 名フォローしていけばＯＫです。

 また凍結をしないにせよ、かなり重要なのが
 反応の良いアカウントで作業する！これが極めて重要になります。

 例えば 5 日間毎日 300 名フォロー作業を行ったとします。

 Ａは一般的なアカウント、Ｂは良質なアカウントだとします。
 すると下記のようなフォロー返しの差が生まれることになります。

 Ａ（一般レベル）
 １日目： 50 名
 ２日目： 120 名（＋ 70 名）
 ３日目： 200 名（＋ 80 名）
 ４日目： 280 名（＋ 80 名）
 ５日目： 360 名（＋ 80 名）

 Ｂ（良質）
 １日目： 100 名
 ２日目： 250 名（＋ 150 名）
 ３日目： 450 名（＋ 200 名）
 ４日目： 680 名（＋ 230 名）
 ５日目： 930 名（＋ 250 名）
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 どうでしょうか？
 わかりますか、これぐらいの差がでるんですよ！！
 しかもこれ、実際のケースよりも甘く見てです。

 ちなみに私の場合、毎日 8 アカウントを
 それぞれ 500 人ずつフォローしていきますが
 平均でフォロー返しは 350 名です。

 つまり１日で、平均フォロワーが 2800 名増えることになります。
 １０日間で 28,000 名、３０日間で 84,000 名、半年間で 504,000 名です！

 結構簡単にフォロワーが増えるのが想像できるのではないでしょうか？

 では、実際に フォロー作業 してみましょう！！

 まずはフォロワーが０名ですので
 検索欄から「リゼロ」と検索して一番上に表示される
 アカウントのフォロワーをフォローして行きましょう。

 そして、ターゲットを決めたアカウントの
 フォロワーをクリックして、アニメアカウントのみを
 ひたすらフォローしていきましょう！！
 この時、初めてフォロー作業を行う場合は
 アカウントの体力がまだ弱いのでフォロー人数は５０人～８０名程度に留めて下さい。
 また、緑色の枠のような実写真ユーザーは極力フォローしないで下さい。
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 理由としてはアダルトアカウントである可能性が高いからです！
 また、フォロワーの質を高める為にも極力アニメのみにフォーカスした方が賢明です。
 小技ですが鍵付きユーザーもフォローしないで下さい！

 では実際に私も
 フォロー作業を行ってみます！

 私はこんな感じで一気に 120 名程
 フォローしてしまいました ( 笑 )
 ※ あなたは 50 名～ 80 名程度にして下さい。
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 このまま明日まで一日待ちましょう。
 そうすれば、かなりの割合でフォロー返しがくるはずです！

 そして、フォロワーが１０００名を突破するまでは
 フォロー人数３００名を上限にしてひたすらフォロー作業を
 行うといいでしょう。

 また、ここで重要となってくるのが
 片思い解除 です。

 毎日フォロー作業をしていれば
 当然ですがフォロー返しをしてくれない
 ユーザーもたまってきます。

 そうすると自身のアカウントの
 フォロー と フォロワー のバランスが
 悪くなってしまいます。

 このアンバランスな状況を解消するために
 片思い解除作業 を行っていきましょう！！

 なお、この片思い解除作業ですが
 凍結のリスクが非常に高まる作業だと認識して下さい。

 ですが、ここであなたに安心してもらいたい理由が２つあります。
 先程私が解説した リアルツイート と今から 私が推奨する片思い解除方法 を
 使えばその リスクは極めてゼロに近くなります。

 では、私が推奨する
 その片思い解除に関して解説しますね！！

 それは、 「フォローチェック」 を使って解除する方法です。

 このフォローチェックは私を含め
 私のコンサル生徒さんも使っている
 非常に便利な片思い解除ツールとなっております。

 使用方法もとにかく簡単です！
 ただし、このフォローチェックはスマホや
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 タブレットのみ対応しております。
 スマホの App Storeの検索欄から

 「フォローチェック」と検索してみて下さい。
 すると下記のようなアプリが表示されます。
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 ちなみに私や私のコンサル生徒さんは
 上のフォローチェック for Twitter を使用しておりますが

 どちらでも大丈夫です！！

 アプリを実際に起動させますと
 各アカウント画面が表示されます。

 その中から片思い解除したいアカウントを選択し
 クリックしますとさらに詳細画面が表示されます。

 その中の項目の
 「あなたが片思いしている」をクリックして下さい。
 なおここに表示されている 44 の数字ですが、

 リストの人数だと思って下さい。
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 〇で囲んだ部分をクリックして頂き
 一括アンフォローをクリックして頂ければ
 後は自動で片思い解除がスタートします。

 なお、肩思い解除人数等は設定の画面から自由に決められます。
 私は「上限なし」設定で解除しまくってます（＾＾）

 また、ここで １つお約束 があります。  45



 この片思い解除はフォロワー人数が
 １０００名を突破するまでは３００名を限界値として下さい。
 １０００名突破後は５００名まで大丈夫です。
 逆に５００名以上の片思い解除は凍結リスクが
 極めて高くなりますので絶対にやめて下さい。

 そもそも、 この大量の片思い解除作業は
 Twitter規約に違反していますので、 Twitter社からアカウントロックや

 凍結のペナルティーを受ける可能性が高まります。

 では片思い解除方法をマスターした所で
 再度フォロワーを伸ばす作業を復習していきましょう！

 《当日》
 ①フォロー作業（ 300 名～ 500 名）

  リアルツイート

 《翌日》
  フォロー作業（ 300 名～ 500 名）

  リアルツイート
 ③片思い解除作業（ 300 名～ 500 名）

 《翌々日》
  フォロー作業（ 300 名～ 500 名）

  リアルツイート
 ③片思い解除作業（ 300 名～ 500 名）

 このようなイメージですね！！
 もちろんこの①～③の順番はそれぞれ変えてもＯＫです。
 ただし、規則正しくルーチン化することだけ
 忘れないようにして下さい。

 これだけ守ればフォロワーは当たり前のように
 増え続けますからね！！

 では残るはアフィリエイトに関してのレクチャーのみですが
 その前にツイッターにおける悪質なアカウントの概要と
 Twitterビジネスにおける最も警戒すべき項目についてお伝えします。
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  悪質なアカウント

  
      では、悪質なアカウントに関して解説していきます。
 それは運営する中で凍結するリスクが高いアカウントや
 そもそもビジネス運用に不向きなアカウントのことです。

 下記がその一覧です。
 もし、あなたがこれらのアカウントを保有・運用していれば
 即時凍結の可能性もありますので今すぐログインしないようにして下さい。

 ※ Twitter社は API認証というものと IP アドレスからどのユーザーが

 どのアカウントを使っているか把握しています。

 ● ＮＧアカウント ●

 ・アダルトアカウント
 ・批判アカウント
 ・有名人のなりすましアカウント
 ・丸ぱくりアカウント

 これらに該当するアカウントはかなり危険です。
 すぐに作り直すかもしくは捨ててしまいましょう。
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  Twitter ビジネスで一番警戒すべきこと!

 この Twitterビジネスを行う上で最も警戒すべきこと。

 それが何かご存知ですか！？それはズバリ連結凍結です！！

  これが最も最悪です。

 それでは連結凍結がどのようなものかお話しますね。
 それは、ご自身が保有するすべての Twitterアカウントが

 ある紐付きからすべて凍結することです。

 さらに、この連結凍結の場合
 アカウント復活の可能性は極めて 0 に近いと

 ご理解下さい。

 せっかく時間をかけて育てあげた Twitterアカウントが

 とある日をきっかけに、すべて凍結になってしまうのです。
 この恐怖ときたら本当に恐ろしいです。

 そこで連結凍結しないために
 下記項目を必ずクリアすることが
 必達条件になってきます。

 必ずルール厳守にて宜しくお願いします。

 もし下記の一つでも該当する行為をしていれば
 あなたは近い将来必ずすべてアカウントが凍結しますので
 各項目がクリアになるようにして下さい。
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1.  短期間に自身のパソコンで大量のアカウント作成を行っている。
2.  ツイート内容をパクリ系・アダルト系・批判系・テロ系にしている。
3.  サーバー型経由のツールまたはＡＰＩ認証アプリを連携している。
4.  10個以上のアカウントを同一パソコンから作業している。
5 . アフィリエイトを行う時に無料短縮ツールや直接リンクで投稿している。

 以上 5 項目です。

 大変重要な項目になりますので
 必ずご自身と照らし合わせてみて下さい。
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  現状のTwitter塾の実態

 

 高額塾には２つのパターンが存在することを覚えておいて下さい。
 それは中身のコンテンツが本物の場合と本物ではない場合がある！ということです。 

 もちろん私は前者の人間ですが、業界の 6 ～ 7 割は後者だという認識を忘れないで下さい。

 なぜなら プロダクトローンチはとにかく稼げる からです。

 一回行えば最低でも月収 1000 万円は軽く稼げます。
 私でも 195,000 円の商材を 100 名に販売しましたので
 195,000 × 100＝ 19,500,000円  稼げたことになります。

 どうですか？かなり稼げるでしょ。
 よ～するにこの点だけに特化して、
 中身なんてスカスカの高額塾が多数存在しているってことです。

 しかも、厄介なことにこの Twitterビジネスに関していうと

 非常に悪質な高額塾が多数ある！という事実です。

 なぜなら Twitterで使うツールなんてのは
 システム屋さんに委託すれば 200 万円前後でそれなりのものが

 完成する からなんです。

 つまり、このツールを餌にしてプロダクトローンチを仕掛けて
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 高額な塾代で荒稼ぎしているわけです。もちろんツールなんて使った数ヶ月後には凍結
 か
 サーバーの移転とか何かを理由にしてツールの停止、もしくは継続利用の場合は月額代
 をさらに請求する、といった感じになります。

 本気で Twitterビジネスを取り組もうとリスクを承知で

 お金を払っている方々からすれば本当に腹の立つ話だと思いますが、
 残念ですがこれが現実です。

 上手いランディングページに
 決して騙されないようにして下さいね！！

 早い話、 サーバー型のツールは必ず凍結する！
 このことだけは頭の中に必ずぶち込んで下さいね。

 では次からアフィエイトに関して
 レクチャーして行きます！！
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アフィリエイトで確実に稼ぐ方法！！

 ではここから報酬に直結する解説になりますが
 大前提として、稼働アカウントが５つ以上あり、それらすべてのアカウントが
 最低５０００フォロワー以上あるという上で解説させて頂きます！

 もし、あなたがまだ運営アカウントが１つしかないのであれば
 まだアフィリエイトできるレベルではない ってことです。
 またフォロワーがまだ５０００名を超えていないのであれば、それも同じくです。
 ※ 理想は最低１万フォロワーです。

 Twitter アフィリエイトはとにかく最低現の媒体力が必要になってきます。

 逆にいえば媒体力さえあれば誰でも稼げるビジネスだってことです！！

 では実際にどのように稼いでいくか！？
 お伝えしていきますね！！

 意識するポイントは全部で ３ つです。

 

 この鉄の掟３項目をすべて厳守すれば確実に稼げれます！！
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鉄の掟　３選 

鉄の掟 ①  ～アフィリエイトをする時間を極めろ！～

 アフィリエイト行う時に一番重要なのが時間です。
 特に Twitterアフィリエイトの場合は、ユーザーがあなたのツイートを見て

 タップすることがなければ稼げようがありませんからね！！

 つまり、まずは無理やりにでも相手のタイムラインに
 あなたのツイートを表示させなければいけないってことです。

 ではどのように表示させるのか？
 結論、刻み時刻にツイートするってことです。
 もっと厳密に言えば、ＴＶコマーシャルに切り替わったその瞬間に
 アフィリエイトツイートを行うってことですね！！

 大体多くの学生さんや社会人さんはＴＶを見ますよね。
 そして、ＣＭに切り替わった時にあなたもよくスマホを見ませんか？
 つまりその瞬間をピンポイントに毎回狙うってことです。

 一番確実なのは新聞を見て
 ＣＭに切り替わる時間帯をすべてノートに書きだし
 その時刻にアフィリツイートする！これです。

 念のため、下記に成約率の高い時間帯を
 すべて記載しておきます！ぜひ参考にしてみて下さい。

 【平日パターン】
 ５：３１  ５：４４  ５：５８
 ６：１４  ６：２８  ６：４４
 ７：５８  ８：１４  ８：２８  53



 １１：２８  １１：４４  １１：５８
 １２：１４  １２：２８  １２：４４

 １７：０１  １７：１４  １７：２８  １７：４４  １７：５８
 １８：１４  １８：２８  １８：４４  １８：５８
 １９：１４  １９：２８  １９：４４  １９：５８
 ２０：１４  ２０：２８  ２０：４４  ２０：５８

 ２２：０１  ２２：１４  ２２：２８  ２２：４４  ２２：５８
 ２３：１４  ２３：２８  ２３：４４  ２３：５８
 ２４：０１  ２４：１４  ２４：２８  ２４：４４  ２４：５８
 ００：１４  ００：２８  ００：４４  ００：５８

 大体平日だとこれぐらいがコアな時間になります！
 特に緑色で塗りつぶした時間帯はかなり数字が出やすいです＾＾

 また黄色に塗りつぶした箇所は
 出会い系サイト案件などアダルト色が若干ある案件でも
 成約が出やすい時間帯になります。

 なお土日祝日は上記の時間帯プラス
 お昼の時間帯に成約数が伸びますね！！

 ここでは刻み時刻にアフィリを行う！と
 覚えておいて下さい。

 鉄の掟 ② ～アフィリエイトをする成約型を知れ！～

 次にアフィリエイトを行う際の
 ツイート文章の型についてレクチャーします。

 結論、下記のような形式で投げると
 成約率がかなり上がります。
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 また、最近ではＵＲＬの部分を
 ご自身で作成したブログのＵＲＬに
 置き替えているプレイヤーも数多くいます！

 なお、上級プレイヤーはブログを咬ませた方がいいでしょう。
 先程のツイートをつぶやくと
 下記のように表示されます。

 見やすくスッキリした感じですよね！！
 成約率の高い文章を作るポイントは

 短めの文章を２行～３行作成し
 ⇒ ＵＲＬ

 そして画像を１つか３つ貼り付けです。
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 つまりスマホで Twitterのタイムラインを見た時に

 読みやすく、なおかつ興味をそそりやすい形式で投稿するのが
 極めて重要になるわけです。

 また、下記をご覧下さい。
 こちらは公式ページのアプリゲーム紹介ですが
 正直、文字ばかりが前面に出てしまい読みづらいです。
 下記のような紹介では一向に報酬は伸びないでしょう。
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 また下記のような
 文章と文書でふたをかぶせるような
 ツイートでも成約が伸びるでしょう！

 私が一番最初にご紹介した型と
 交互に使うといいと思います。

 また画像ですが、若干セクシー路線のが報酬が取れます（笑）
 例えば、女性キャラクターの胸チラ画像とかですね！！

 これは Twitterを使っている年齢層が

 １０代２０代が多いから当然の結果です。
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 鉄の掟 ③ ～相互ＲＴを極めろ～

 この相互ＲＴですがこれで
 報酬が倍増すると思って下さい。

 つまりＡアカでつぶやいた
 アフィリツイートをご自身のサブアカＢ～Ｅすべてで
 順番にＲＴしていく作業になります。

 当然この時にも刻み時間にＲＴすることを
 忘れないで下さい！！

 あくまでタイムラインに見せなければ
 意味がないですからね！！

 この鉄の掟③からもわかるように
 ここでアカウントを複数保有していなければ
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 ＲＴできませんよね？

 また媒体力がある者同士でＲＴすることで
 当然、拡散力も桁違いに影響するわけです！！

 媒体力がまだないアカウントは
 フォロー作業の徹底を行って下さい。

 以上鉄の掟をすべて厳守すれば
 確実に Twitterアフィリエイトで稼ぐことができます！

 自信を持って作業を行って下さいね。
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  なんでも相談コーナー

 【通報・凍結関係】

 《どんなことをすると通報されますか？》
 人気アカントのなりすましを行ったり、
 ＲＴ数やいいね数のあるツイートの完全パクリをすると
 管理者から通報されるケースが多々あります。
 特に絵師さん関連のツイートを無断で掲載すると
 かなりの割合で通報されます。

 《通報されると、その後、どうなりますか？》
 通報を放置した場合は、 Twitter社よりチェックが入り凍結となります。

 なお米国では損害賠償を請求される場合もあり通報を受けた側は即時業務改善を
 行うのがベストといえます。

 《どうなると凍結されますか？》
 アカウントには目に見えない体力が存在します。
 その体力が一定ゲージより下回ると凍結となります。
 体力ゲージが減る要因としては、下記項目があげられます。

 ・片思いフォロワー解除  ・過度のフォロー作業
 ・サーバー型のツール稼働・ツイッター規約に違反する行為
 ・通報無視  ・過度のＲＴ

 《凍結したらもう戻らないのですか？》
 そんなことはないです。しかし、凍結の種類によっては不可能です。
 一番初期の凍結であれば、ワンクリックで回復しますが２回目以降は
 凍結解除の申し立てをツイッターサポートに行います。
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 なお、下記の場合の凍結はほぼ回復不可だと思って下さい。

 ・連結凍結  ・ Twitter ルールを無視した凍結  ・永久凍結

 特に、凍結を繰り返しているユーザーの場合は、
 パソコンのＩＰごとに Twitter社にチェックされてますので

 凍結解除申請は絶対にしないで下さい。

 《自動ツールを使って凍結しました。どうすればいいでしょうか？
 残念ですがサーバー型のツールは Twitter社が一番嫌っている行為です。

 凍結の場合はそのアカウントは諦めましょう。また自動ツールは今後絶対に使用し
 ないで下さい。 Twitter社に IP アドレスごと見られていると思って下さい。

 稼いでいるアフィリエイターさん程ツールは使っていません。

 【コンバージョン関係】

 《ブログに飛ばすとクリック率が下がります。対処方法は？》
 ブログへ飛ばすと、サイトを開くのに時間がかかることがあります。
 簡易サイトの場合は瞬時に開くので問題ありませんが、バナーや動画などあると
 かなりの時間がかかり結果的にユーザーが嫌いクリックを拒む傾向があります。

 《ツイッターアフィリに向いた商材はありますか？》
 無料ダウンロードアプリがベストですが、それ以外ですと脱毛剤などが稼働します
 その他、コンプレックスを解消する商材などもありです。
 また夏場に関して言えばビキニや日焼け止め商材、カラーコンタクトも稼働します。

 《アダルトサイトへ誘導は NGですか？》

 アダルトサイトへの誘導事態は問題ありませんが
 誘導する際に使う画像などが問題です。乳首やあそこが出ている画像はＮＧです。
 また誘導サイト先が無修正やロリコン・盗撮関係もＮＧです。
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