
 出会い系アフィリエイト

 Twitter ＋ LINE ＠



 男の欲望を現金に変える
 Desire is Moner



 著作権について
 このレポートは著作法で保護されている著作物です。下記の点についてご注意いただきご利用くだ
 さい。このレポートの著作権は Hajimeに属します。

 著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、
 転売等することを禁じます。このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。

 このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をい
 かなる手段においても複製、転売、流用、転売等することを禁じます。

 著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき
 損害賠償請求を行う等、民事、刑事を問わず法的手段に解決を行う場合があります。このレポート
 に書かれた情報は、作成時点での著作の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の
 最新化、見解の変更等を行う権利を有します。

 このレポートの作成には万全を基しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著
 者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任負わないことをご了承願います。このレポートのご
 利用は自己責任でお願いいたします。このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につ
 きましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

 3



 目次

 まずはじめに

 第一章 (準備編 )

 ・出会い系サイトに登録する
 ・ Twitter のアカウントを作成する
 ・ LINE ＠を作成する

 第二章 (Twitter 垢の育成 )

 ・アカウントキャラを決める
 ・プロフィール、ヘッダー画像、プロフ画像の設定
 ・フォロー作業とフォロー対象のリサーチ

 第三章 (ツイートの自動化 )

 ・ツイートボットでツイートを自動化しよう

 第四章 (LINE@ でマネタイズ )
 ・ LINE@ を作成し、 Twitter から LINE ＠にリスト化する

 最後に 4



 まずはじめに

  まず初めに、今回のノウハウは Twitter と LINE ＠を使い出会い系サイトを紹介する出会い系アフィリエイトノウハウに

  なっております。

  従来のブログアフィリエイトとは違いサイトを作成する必要がありません。

 Twitter で集客して LINE ＠にアクセスを流して出会い系サイトを紹介する流れになりますのでブログのように文章を考

  える必要がありません。

  問題点はどのようにして LINE ＠にアクセスを流すかがキーポイントになってきますのでこれからその方法を一から順

  番にご説明していきます。

  出会い系サイトは無料登録をしてもらうだけで報酬が発生する上単価がとても高いのが特徴と言えます。

  本来のアフィリエイトであれば 1万円の商品が購入されたら 30%の 3000円がこちらに報酬として入って来るイメージに
  なりますが、実は出会い系サイトでは高いところで無料登録するだけで 4000円という報酬をもらえるサイトもあるぐ

  らいです。

  今回紹介するノウハウは僕が当初 30 万円で購入した教材を完全無料でご紹介しますので他言無用でお願いいたしま

  す。

   ※今回のノウハウは僕が現在行っている集客特化型アフィリエイトの前に実際にやっていた手法となり、このノウハ
  ウでも月収 20 万円程度は可能ですが、月収 100 万円という収益を出すことはまず不可能です。

  私の行う集客特化型アフィリエイトに、興味がある方は個別にてご連絡いただければと思います。
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 第一章 ( 準備編 )

  まず準備編として
  ・ Twitter のアカウント作成

  ・出会い系サイトの登録
  ・ LINE ＠のアカウント作成
  この 3 つを登録していただきます。

 Twitter のアカウント作成は既に持っている方はアカウントは複数作成出来ますので新

  しく作成してください。

 LINE ＠は LINE とは別でアプリが必要になるので iPhoneの方は App Storeで『 LINE ＠』

  と検索してインストールしてください。

  これから出会い系サイトの登録作業に入っていきます。

  使用できるサイトは全部で 6 つありますので次のページから順番に登録してください。
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 まず出会い系サイトに登録する理由として自分が出会い系サイトに登録することで出会い系サイトからア
 フィリエイトの紹介 URL を取得することができます。

 こちらはあなた自身がきちんと登録していないと紹介 URL を取得出来ませんので登録していきましょう！ 

 ・ ワクワクメール
 ・ ハッピーメール
 ・ J メール
 ・ PCMAX 

 この４つのサイトに登録します。 

 紹介できるサイトが多ければ多いほど収入もあがりますので是非全てのサイトをご利用ください。

 上記のテキストを押すと各サイトに飛ぶことが出来ます のでまずは登録を終わらしてしまいましょう。

 またアフィリエイトリンク取得方法ですが基本的に全てのサイトで共通になりますので今回はワクワクメー
 ルで説明します。

 上記の画像はワクワクメールの個人ページのトップ画面になりますが『アフィリエイト』という部分から
 紹介リンクを取得出来ます！

 基本的にリンクは短縮する必要はありませんのでそのままご使用ください。
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 第二章 (Twitter 垢の育成 )

  これから紹介していくサイトの登録が終わったらこれから集客に活用する Twitter のジャンル

  を決めていきます。

  ネカマ垢を作成していきます。

  ネカマとはネット上で女性になりきるという事です。

  Twitter の検索で『セフレ募集中』『セフレ』と検索すると多くのネカマ垢がいるはずです。

  例えば参考になる垢を共有しますと右の写真の
  垢の方が参考になるかと思います。

  まずはあなた自身もこのようなアカウントを作成していきます。

  画像に関してはネット上にたくさん検索すれば出てきますので
  拾ってください。

  この方はここ 2年ほど見かけますがずっと 23 歳のままです。
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 アカウントのキャラクターが決まりましたら次はフォローする対象のリサーチしてい
 きます。

 まずはじめにお伝えしますと、今回のノウハウで行う日々の作業はフォロー作業のみ
 になります。

 どのような人たちをフォローしていくのか？

 これはとても簡単で、再度『セフレ』と検索して先程のようなネカマアカウントを探
 します。

 ここでは先程の垢を参考お話を進めていきます。

 このアカウントの日々のツイートを見ていくと
 結構いいねやリツイートがされているかと思います。

 このいいねをしている方やリツイートしている人たちをフォロー
 していく感じになります。
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 何故フォロワーからフォローしないんですか？という質問をいただくことがあります。

 このアカウントであればフォロワーが 6 万人いるからここからフォローしていったほうが

 効率よくないですか？

 という質問がありますが確かにそれも一つの手でもあります。

 しかし、フォロワーからフォローしていくと業者が多いのも事実。

 少し前に規制で一斉に業者の疑いがあるアカウントの索条がありましたがそれでもまだま
 だ業者います。

 そこで何故、いいねやリツイートからフォロー作業をしていくのか？

 答えは簡単で、業者はフォローしてもいいねやリツイート作業まではしないからです。
 いいねやリツイートをしている方は進行形で Twitter を日々使用している方たちなのでフォ

 ローしていけばフォローバックしてくれる確率がかなり高くなります。

 質の高いフォロワーさんになるということです。

 10



 第三章 ( ツイートの自動化 )

   お次は日々のツイート内容ですがもちろん手動で投稿するのが 1番です。

  しかし、一つの手として自動でツイートを出来る方法を教えます。

  ネットで『ツイートボット』と検索すると出てきますのでまずは対象の Twitter アカウ

  ントでログインしてください。

  こちらから もサイトに飛べます。

  ログイン後は『つぶやき登録』から次にページに行くとツイートを登録出来る画面に
  切り替わります。

  目安は最低 30 ツイート
  出来れば 50 ツイート登録してみてください。

  右写メの詳細設定から投稿頻度や投稿順番など
  変更できるのでお好みで変更してみてください。

 11

https://twittbot.net/


 どんなツイートを登録すればいいの？

 と迷いがちですがこちらの垢を検索してこの人のツイート内容を参考にしてみてください。

 この垢は 1 年前に僕の知り合いが作成した垢になります。

 あくまでも参考程度で丸パクリは辞めましょう！

 コツとしてはいいねやリツイートをしてもらえるような内容の投稿。

 見ている人に反応させる内容にしましょう！

 後ほど今回作成したネカマ垢の LINE ＠も作成しますが日々の
 ツイート内容に LINE に誘導させるツイート内容も含めたいところです。

 今回のノウハウの最終地点は LINE に友達追加させたいので

 メインはそちらになります。

 このアカウントを作成した人には申し訳ありませんが、このアカウントを
 参考にするのが 1 番良いかもしれません。

 以上で準備辺は終わりになります。
 ここからが収入に直結するところになってきます。
 12



 第四章 (LINE ＠でマネタイズ )

  ここからが収入に直結してくる作業になります。
  第一章で作成した LINE ＠アカウントを本格的に活用していきます。

  何故 LINE ＠を作成するのかは LINE ＠には友達追加してくれた方に自動で前もって設定し

  たメッセージを送れる機能があります。

  この機能をうまく活用するというわけです。

  自動でメッセージが届いた時にいかに相手に反応させるかがポイントになってきます。

  この自動メッセージを送った時点で出会い系サイトのアフィリエイトリンクも送ってしま
  うということです。

 Twitter で集客→ LINE ＠に友達登録→自動でアフィリエイトリンクが送られる。

  このような流れになります。

  なので自分自身が 1 番重要的にする作業は Twitter ではフォロー作業がメインになります。
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 ※言い忘れていましたが LINE ＠の画像は Twitter で設定したプロフ画像と同じ物をご使用ください。

 自動メッセージについては先程紹介したこちらのアカウントのが参考になるかと思いますので一度
 友達追加してみてください。
 自動でメッセージが届くはずです。

 その時の文章を参考にあなたも作成してみてください。

 この方の LINEの URLを貼っておきます。

 ここでの注意点が自動でメッセージを送ることにより
 どうしても相手からしたら業者？と思われがちになって
 しまいます。

 なので絵文字を使ったりなどしていかに業者間がないように
 振る舞うかがポイントになってきます。

 ここで友達してくれた相手があなたのリンクからサイトに無料登録して
 くれたらワクワクメールであれば一件 4000 円の報酬になるということです。

 右の画像の方は一件しかアフィリエイトリンクを貼っていませんが
 2 つ 3っとリンクを載せて登録してもらえたらそれだけ収入が上がる仕組みです。
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 さいごに

  当アフィリエイトノウハウもこれで最後になりますがいかがでしたか？

  今 LINE@ はアフィリエイトをするにあたって欠かせない SNS です。
  ＋ Twitter は出会い系関係のアフィリエイトをするにあたってもってこいの SNS になり LINE ＠と Twitter

  の相性がかなりマッチングしたノウハウ構成になっています。

  ネットビジネスの壁は、集客が出来ないことです。

  想像してみてください。

  コンビニにどんなに良い商品があっても揃っていてもお客さんがいなければ宝の持ち腐れではないで
  しょうか？

  どんなに美味しいラーメン屋さんを経営していてもお客さんがいなければ売上にならないかと思いま
  す。

  今回のアフィリエイトでもそうです。

  ネットビジネスに限らずビジネスは集客が難しいということ。
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 しかし、今回のノウハウは集客という壁を簡単にすり抜けています。

 ノウハウとマーケティングがかなり相性が良いからです。

 また出会い系アフィリエイトはたくさんの人が実践していますがほとんどの人が稼げずに諦
 めてしまう人がほとんどです。

 Twitter で『セフレ』と検索するとたくさんのネカマ垢がいるかと思いますがあれはほとんど

 の方がアフィリエイターです。

 ですが、どれも中途半端なアカウントばかりで皆稼げていないアカウントばかりになります。

 あなたも途中で諦めず最低でも三ヶ月は継続してみてください。

 さて、これをもちまして最後になります。

 あなたのこれからのネットビジネス人生の第一歩に役立つノウハウになっているかと思いま
 すので是非お役に立てればと思います。
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