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はじめに 
【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 4 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 5 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。 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html


30万稼ぐ為のスターターキット 

3 

Copyright(C)2020 生き方快適サポート All rights reserved 

自己アフィリエイトの仕組みについて！ 

3時間で 10万円稼ぐ方法 

  

 

自己アフィリエイトについて、内容をまとめてみました。 

 

そもそも、「自己アフィリエイトって何？」という場合は、こちらをご覧にな

っていただければと思います。 

 

自己アフィリエイトはすぐに報酬が発生するので、ぜひとも実践してみて報酬

をゲットしてみてください。 
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自己アフィリエイトとは？ 

まずアフィリエイトとは、広告紹介サービスのことです。 

 

以下に簡単な概要をまとめてみました。 

 

■アフィリエイトの概要 

  

 

図を見てみると、 
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①お客さんがアフィリエイターのサイトを経由して広告主の商品を購入する 

②購入情報を広告主がアフィリエイト広告代理店（ASP）へ報告する 

③アフィリエイト広告代理店からアフィリエイターへ広告紹介料を支払う 

 

という仕組みのことです。 

 

これにより、 

•  お客さんは欲しい商品を購入できる 

•  広告主は商品を販売できる 

•  広告代理店は広告主から広告料をもらえる 

•  アフィリエイター広告代理店から紹介料がもらえる 

といった、win-win-win-winの関係を築くことが可能になります。 

（もちろん、このようにうまく紹介料をもらえるアフィリエイターは限られて

いますが） 

 

今だと、Youtubeやインスタグラムライブで紹介した商品がよく売れたら、そ

のキャッシュバックをする 

 

「企業案件」 

 

と呼ばれるものですね。 

 

これを踏まえて、次に自己アフィリエイトについて説明します。 

 

自己アフィリエイトとは、アフィリエイターが自作自演でアフィリエイトを実
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践することで紹介料を獲得することです。 

 

少し分かりにくいかもしれませんが、以下の概要をご覧頂ければと思います。 

 

 

 

■自己アフィリエイトの概要 

  

この図からもわかるように、お客さん＝アフィリエイターであり、自作自演で

商品を購入することで、紹介料を獲得できます。しかもキャッシュバックは高

額のものを選ぶことができます。 
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方法は自分のアフィリエイトリンク(URL)から自分のサイトにアクセスして商

品を購入したり、サービスを受けたりすることで広告収入を得られます。 

 

「でもそれって払った金額の方が多いんじゃ・・・」 

 

そうならないための仕組みが今回ご紹介する方法になります。 

 

A8ネットというサイトを使って自己アフィリはやることになるので、早速、A8

ネットという広告代理店のサービスに登録することで、自己アフィリエイトを

実践してみましょう。 

 

A8ネットで自己アフィリエイトを登録してみよう 

登録方法 

パソコンの場合、 
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こちらを押して、次のページで 

「同じメールアドレスを 2つ入力」して下さい。 

 

最後は下の図の、黒丸で囲んだ 2箇所チェックをして、 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HM8G6+F0LODM+0K+ZSD6A
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HM8G6+F0LODM+0K+ZSD6A
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赤く囲んだ「仮登録メールを送信する」を押して、自動返信メールが届けば、

仮登録が完了です。メール文中にある URLをクリックして登録完了です。 

 

スマホの場合は、 
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「アフィリエイトをはじめてみる」をクリック。 

次のページのメールアドレスを 2箇所同じものを入れ、下に下げると、 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HM8G6+F0LODM+0K+ZSD6A
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HM8G6+F0LODM+0K+ZSD6A
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2箇所チェックを入れ、仮登録メールを送信する、で仮登録が完了します。 

その後自動返信メールに書かれている URLを入れて、本登録が完了します。 

 

この他にもアクセストレード（アクトレのセルフバックはこちら）、など今の

うちから、他の ASPも登録しておくことも合わせてオススメします。自己アフ

ィリエイトの案件はたくさんあるとはいえ、案件の数には限りがあるので、あ

らかじめ複数の ASPとサクッと早いうちに登録だけしておけば、それだけたく

さんの案件が扱えるようになります。 

https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100000400dzn9
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100000400dzn9
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100000400dzn9


30万稼ぐ為のスターターキット 

12 

Copyright(C)2020 生き方快適サポート All rights reserved 

 

もちろんどの ASPも登録料、年会費等費用はは一切かかりません！ 

登録した ASPの分だけ報酬が 2倍 3倍と増えるチャンスが出てきます。また各

ASPによって同じ案件、例えばクレジットカード登録でも報酬単価がアクセス

トレードでは 8000円、A8では 10000円と差がある場合もあります) 

※）アクセストレードで 8000円、A8で 10000円と同じ案件で両方とも申し

込んだ場合、先に受理された方のみ報酬が発生します。同じカードを発行して

も、両方の ASPから 8000円＋10000円＝18000円となるわけではないので、

ご了解下さい。 

 

いよいよセルフバックへ 

登録が完了した方はこちらからログインして下さい。 

⇒A8自己アフィリサイトはこちら。 

 

 

登録の際に基本情報を入力する画面にて「サイトをお持ちでない方」を選択し

て登録すれば、ブログを持っていなくても登録することが可能になります。 

 

今回は先程もお伝えしたように、案件数も多く、単価も一番高いことが多い、

A8ネットを例にご説明します。A8ネットに登録後にログインすると、パソコ

ンでは右上の青いボタン、「セルフバック」という項目があり、こちらをクリ

ックします。 

  

https://pub.a8.net/a8v2/selfback/asIndexAction.do
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こちらのセルフバックは、上記した紹介者用 URLを発行しなくても、自分で登

録したり、無料サービスを申し込むことで、報酬を受け取ることが出来るシス

テムです。 

 

クリックすると、セルフバック専用ページに飛びます。 

  

 

こちらのページで紹介されている案件をあなたが登録すれば、自分自身に報酬
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が入ってくるようになります。 

 

お勧めとして、以下の案件が比較的高額な案件です。 

•  クレジットカードの登録 

•  保険の相談 

•  エステサロンの体験コース 

コロナウイルス発生によりリスクを避けるため、オンラインで完結するもの以

外の保険の相談や、サービスを受けるために出向く必要のあるエステサロンは

今はおすすめしていません。 

クレジットカードは 1枚につき、3000円～8000円くらいのものまであります。 

 

ただし、注意点として登録は月に 3枚までにしましょう。また 3枚登録する場

合は１日のうちにまとめて登録するようにしましょう。(そうすることで、クレ

ジットカードの審査が通りやすくなります)。違うクレジット会社から「セゾン」

と名前の付いている同じセゾン系列のものは別の月にまたがって申請するのも

審査を通しやすくするコツです。 

またセルフバックは、年会費が発生するものの方が成果報酬は高いです。 

ですが、基本的には年会費が発生するものは自己アフィリしないで下さい。も

しするのであれば、報酬発生後に解約することを忘れないよう、スケジュール

帳などにきちんと書き込んでおきましょう。解約のやり方（手順）としては、

そのクレジットカードは使用しないようにし、報酬発生が翌々月末振込なので、

余裕を見て、申し込んでから 4ヶ月以降 1年未満に解約することをお勧めして

います。私は大体 4ヶ月後、自己アフィリで得た報酬を入金確認後に、解約し

ていることが多いです。 

 

保険の相談については、1回で 5千円～1万円くらいとなっており、相談する際

は断る前提でも、「入るかどうか迷ってる」くらいのスタンスで望むようにし
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ましょう。 

(あからさまに入る気がない、というのが伝わると「お近くに相談出来る場所が

ございません・・・」と断られ、相談すらできない恐れがあります) 

 

最後にエステの体験コースですが、1回あたり、千円～5千円くらいの料金がか

かりますが、1万円以上のキャッシュバックがついてきます。 

 

ただし、一点注意があり、体験コースの後に半年間コース(30万円前後)などを

勧められることがあるので、事前によく認識しておくようにしましょう。普通

に考えると、そうやって集客して見込み客を「お店側は」見つけていることに

なります。 

 

もちろん、本当にいいと思った場合は申し込んでもいいと思いますが、「何の

目的で自己アフィリエイトをしているか？」ということをよく考えて、購入す

るか判断するようにして頂きたいと思います。 

 

また、報酬は翌々月に 5000円以上の報酬が確定した段階で振込まれるので、

クレジットカードなどの高額案件を登録して報酬をゲットしましょう。 

 

人によっては１時間程度で数万円以上の報酬を獲得するのも可能なので、ぜひ

取り組んでみてください。 

 

 

【注意】 

１．キャッシュと Cookieをきれいにしてから申し込む 

基本的にアフィリエイトは自己アフィリ（セルフバック）を含めて、パソコン

上の Cookieというもので判定しています。そのため、 

・Google Chromeというブラウザを使用すること 
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・申込み前にはキャッシュを一度クリアすること 

をお勧めしています。 

 

 

というのも、上記したように色んな ASPが自己アフィリを設定しており、一度

報酬額の確認等でサイトを除くと、Cookieの上書きが起こるからです。で、そ

の上書きが毎回起こればいいのですが、【時々】Cookie上書きがなされないこ

とがあるようです。 

 

キャッシュと Cookieのクリアの仕方についてはこちらを参照して下さい。 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platfor

m%3DDesktop&hl=ja 

※）ログインしていたものはログアウトされたとしても、ログイン情報は残っ

ているのでご安心下さい。 

 

２．FX系のものには手を出さない 

実はクレジットカードと同様に案件としても豊富で、高額報酬になっているも

のとして、FXの口座開設と申込み、入金というものがあります。 

 

クレジットカードもそうですが、要はなぜ自己アフィリを認めているかという

と、その後企業側に儲けが見込めるから、自己アフィリのような最初の敷居を

低く設定している訳です。クレジットカードは持てば使うという人も居るでし

ょうし、FXも口座開設と入金したら、一度は取引してみようかと思うのが人情

です。 

 

 

FX系の案件は一度でも取引をすることが条件となりますので、 

・口座開設 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja
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・取引銀行やクレジットカード情報登録 

・マイナンバーか免許証登録 

などなど手続きが多い上に、先にお金を入金（後から返金されるのですが）と

いう２万円を受け取るために 10万一旦は入金しないといけないということが

起こるため、慣れていない方には不信感を持ちやすい案件だと思われます。 

 

引き出し方が分からないなどのトラブルも聞きます。 

 

FX口座を既に開設したこともあり、取引もしたことがあり、入金出金等にも慣

れているという方には FXの案件はお勧めですが、そうでない方には手間と心理

的負担の方が大きいかと思いますので、FX系案件には手を出さないようにしま

しょう。 

 

３．クレジットカードを使わない 

世の中には「借りたお金は自分のもの」と考える人も居ますが、結局それは借

金です。利息が付きます。そうすると、毎月利息の支払いに充てるため、クレ

ジットカードを使えば使うほど、毎月の使えるお金は減ります。 

 

ですので、もう一度、 

 

【目的を忘れないで下さい！】 

 

大事なことは、クレジットカード会社は「発行したら１回くらいは使うだろう」

という思惑で、あなたにセルフバック報酬を支払ってでも、使わせたいのです。 

 

これが、クレジット会社が自己アフィリを認めている理由です。 

 

その思惑に乗らないためにも、以下の点を覚えておいて下さい。 
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クレジットカードは届くと、大体が中身に固いものが入っているやや分厚い封

書で届きます。 

【封は開けずにスマホのスケジュールの４ヶ月後に◯◯カード解約と書き入れ、

無くさないところに置いておく】 

 

これを徹底して欲しいのです。 

特に初年度無料で、セルフバック報酬の高いものは、忘れた頃に２年目の年会

費請求が来ます。大体２年目の会費はアフィリ報酬よりも高いため、解約を忘

れると結局損をすることになります。 

 

それを避け、必ずクレジット会社の思惑に乗らないために、絶対に使わないで

下さい。 

 

４ヶ月後に封を開け、カードの裏に書いてある電話番号に電話。 

 

「クレジットカードを整理していたら、結局使わないことが分かった。解約し

たい」 

 

これを伝えるだけで OKです。特にそれ以上深い理由は聞かれません。 

 

コールセンターより、「これで解約お手続き完了です」と言われたら、クレジ

ットカードにハサミを入れ、悪用されないようにして、廃棄しましょう。 
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最後に 

現在、日本は産業革命以降、例を見ないバイオテロに遭い、さらにそれに便乗

したインフォデミック（情報の感染拡大）にさらされています。 

 

何が正しく、何が間違えているのか、手に入る情報が日々変化し、またその情

報量や精査の時間に、私たち日本人は潰される未来が見えています。 

 

そんな状況だからこそ、安心安全に稼いでもらうために、今回のレポートを作

成しました。 

 

ただし、情報というものは刻一刻と変化します。 

そして情報量に押しつぶされて行くわけです。 

 

「私が今までいくつも失敗してきた経験を踏まえて、今複数の収入の柱、つま

り“複業で”この危機を乗り越えて欲しい」 

 

このような思いで、書かせていただきました。 

 

あなたは自己アフィリという手法を手に入れたことで、お子さんに対して、 

 

「ネットを使った何かなら儲けられるようになるかも」 

 

と感じていただいたかと思われます。 

 

ただ今は上記したように、インフォデミックで、あなたやお子さんのお金を巻

き上げようとする情報に溢れています。 
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今回お伝えした情報で未来を感じてもらいつつ、でも騙さないマインドは常に

お持ち下さい。 

 

 

発行責任者 

生き方改革塾 塾長 舩曳 泰孝（臨床心理士） 
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E-mail: info@ikikai.net 
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