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■著作権について 

本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊子の著作権は、発行者株式会社リブモーメントにあります。 

本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。 

■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)との間で合意した契約です。本冊子を甲が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： 

乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、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 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ずして出版・講演活動および電

子メディアによる配信等により一般公開することを禁じます。特に当ファイ

ルを 第三者に渡す事は厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社に

おいてのみ本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 

第３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が生じた

としても一切の責任を負いません。  
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自己アフィリエイトとは？ 

 

各 ASP（アフィリエイターと広告主をマッチング

させるサービス）が各プロモーション（案件）の

無料登録、資料請求などのサービスで自己アフィ

リエイトのリンクを発行して、報酬発生条件を満

たして、自分の報酬にするということです。 

自己アフィリエイト可能、セルフバック可能とい

う案件が ASP にありますので、それを利用しま

す 

アフィリで最も簡単で 

成果をあげられる方法の一つです。 

 

ここでは、簡単でスピーディにできる自己アフィ

リエイトの方法を紹介したいと思います。 
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４つのステップで完了。 

自己アフィリの流れ。 
 

１.ASP（広告会社ハピタス）に登録。 

2.プロモーションを探す。 

3.プロモーションの 

報酬発生条件を満たします。 

4.換金します。 

以上の４つのステップで完了です。 
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ハピタスって何？報酬が発生す

るのは何故？ 

ハピタスは大手企業や有名ショップ（ヤフーショッピング、アマ

ゾン、楽天、iTunes）など １０００件以上のショップと提携し

ており、様々な生活シーンでポイントをためて、 

貯めたポイントを現金やギフト券 、 電子マネーなどに変換 

できるサイトのことです。 

大手企業も提携しており、信頼性の高いポイントサイトです。 

ハピタスは、大手企業と提携することで、企業から提携費

用をもらい、ハピタスは提携費用の一部をハピタス利用者

に還元し、 

そして企業は多くの顧客や注文を獲得することができ、

顧客は還元されたポイントを利用してお得に買い物でき

る仕組みになっています。 
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そして、このポイントは、お金にも換金できるのです。 

ハピタス利用者も、ハピタスも 

ハピタスと提携している企業にも 

全てに win-win な仕組みなのです。 

 

ハピタスを使うとお得になる 

１ ネットで購入するあらゆる 

  買い物が安くなる。 

（楽天 アマゾン ヤフーショッピング ビック

カメラ ZOZOTOWN イオン etc..） 
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２ 旅行するときに利用するホテルや 

  レンタカーの申し込みも安くなる。 

  

（楽天トラベル るるぶ じゃらん ヤフートラ

ベル ect..） 

３ 資料請求や無料登録でも報酬を得られる。 

４ エステ コスメの体験などが 

  実質無料で行える 

  （全額ポイントバックがある） 

などなど、報酬が得られるだけでなく、毎日の買

い物からもどんどんお金が節約できそして貯まる

ということですね。 
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ステップ１ハピタスに登録する 

３０ｐｔプレゼント 
 

ハピタス無料登録 詳細は URL をクリッ

ク。 

http://tomosin.com/cs2/49/ 

ここの URL から登録する

と 

 

３０ｐｔプラスで受け取ることができます。 

 

まずはこの URL にアクセスしてください。 

クリックするとこのような画面が表示されます。 

下図の「今すぐ無料会員登録」をクリックします。 

http://tomosin.com/cs2/49/
http://tomosin.com/cs2/49/
http://tomosin.com/cs2/49/
http://tomosin.com/cs2/49/
http://tomosin.com/cs2/49/
http://tomosin.com/cs2/49/
http://tomosin.com/cs2/49/
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新規会員登録フォームが開かれます。 

必要事項を記入していきます。 

※メールアドレスとパスワードはメモ帳に保存しておきましょ

う。 
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必要事項の記入が終わったら、「同意する」にチェックをい

れて「同意して確認画面」をクリックしましょう。 

※メールマガジン購読の部分は「希望しない」にチェックする

とメールが届くことがなく、解除の手間も省けて便利です。 
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このような画面になりますので、必要事項の確認が済んだら、

送信するをクリックしてください。 

（確認事項は個人情報保護のため、隠しています。） 
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必要事項を確認して、送信ボタンをクリックした後に、登録し

た自分のメールアドレス宛に、「ハピタス」からメールが届き

ますので、確認してください。 

 

あなたが登録したメールアドレスを見てみましょう。 

 

メールアドレスに仮登録完了のメールがあると思います。 

ない場合は、迷惑メールも確認してみてください。 
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それでもない場合は、５～１５分時間をおいてみてみるか、そ

れでも届かない場合は、メールアドレスの入力が間違っていた

可能性があるのでお手数ですが初めからやってみてください。 

このメールの中身を確認すると 

下記のようなメールが届いていると思います。 

させます。 

 

 

 

次に登録した携帯の方に、ハピタスから数字４つの認証コード

が届きます。その認証コードを下記の図の場所に記入します。 

本文中の URL をクリックして登録を完

了 
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記入出来たら、送信をクリックします。 

 

 

正常に認証されれば、下記のような画面が表示されます。 

これでハピタスへの登録は完了です！ 

ひとまず、お疲れ様です！ 
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楽天やアマゾン、イオン、ZOZOTOWN、など大手企業と提

携していますので、買い物の時にポイントがたまったり、お得

に買い物できたり、便利ですので、お気に入り登録することを

お勧めします。 

会員登録が終わったら次はプロモーション（案件）を探しま

す。ハピタスにログインしてください。 
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ステップ２           

ハピタスでプロモーションを探す 

ログインしたら、「サービスでためる」をクリック。 

すると案件がでてくるので 

「クレジットカード」をクリック。 
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下にスクロールしていき、「ライフカード」を探します。 

入会費・年会費は無料なので、新規カード発行だけで、 

９０００ｐｔ（キャンペーン価格）がまるごともらえます。 

下図のポイントをためるをクリック。 
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ステップ３ 

プロモーション（案件）の報酬

発生条件を満たす 

ポイントを貯めるをクリックして、プロモーション（案件）の

ページにとび、スクロールして「お申し込みはコチラ」の 

 

ボタンをクリックして、必要事項を記入すれば、これだけで報

酬は発生していきます。 

個人情報を入力するページはありますが、個人情報が勝手に流

用されることは、絶対にありませんので、ご安心ください。 

このように、プロモーション（案件）の報酬発生条件をみたし

ていけば、簡単に報酬が発生していきます。 

ではここで、お勧めのジャンルをいくつか紹介しておきますの

でよろしければ参考にしてください。 
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◆お勧めのジャンル 
※時期により、お得なジャンルや案件は変わりますので、 

あくまで参考にして、最新の案件を探す事をおすすめします。 

１ クレジットカード 

クレジットカード系は、1 回の報酬額が高額です。 

一度に何枚もカードを発行すると審査に落ちる確率が高くなる

ので、２～３枚程度にしましょう。 

２ 無料相談 

保険などの無料相談するだけで、現金がもらえます。 

プロの方なので、自分の保険の見直しにももってこいです。お

得でお金もセーブできるプランを沢山の保険会社の中からピッ

クアップしてくれるでしょう。 

３ FX 口座開設 

報酬額が高額で、一回の取引のみであっても現金がもらえま

す。特に「外為ドットコム」は、口座開設だけで現金がもらえ

ますので、簡単でお得です。 
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証券口座の解説 
 

報酬額が高額なジャンルではあります。 

通常は 1 回の取引で、報酬が発生していきます。 

「カブドットコム 証券」は、高額ではないですが、口座開設

とログインだけで現金がもらえるので、簡単でお得です。 

 

報酬が貯まってきたら、換金しましょう。 
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ステップ４ 

お金に換金する 
 

ハピタスにログイン後、左上の「ポイント交換」をクリックし

ます。 

 

ハピタスのポイント交換の一覧と、画面がでてきます。 
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ポイントを交換したいところに、カーソルを合わせて、換金さ

きのサイトの指示に従って交換していってください。 
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ひと手間加えるだけ！ 

日々のお買い物、旅行をお得にする 

楽しみながらショッピング 

 ちょいテクを公開！ 
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ハピタスは沢山の大手企業と提携しています。 

なかでも、有名な「楽天市場」を例に、日々のお買いものをお

得にする技をご紹介します。 

他のサイトも通常、手順は同じですので、割愛いたします。 

ハピタスにログイン後、ショッピングでためるをクリック。 

総合ネット通販・オークションをクリック。 
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ここの楽天の広告をクリックします。 

他のサイトを利用している方は、その利用中

のサイトをクリックしてください。 



【たったの４つのステップで最初の軍資金を確実に稼ぐ方法（方法次第で、３０万円以上も可）】 

 

-  –27 
Copyright (C) ※tomosin  All Rights Reserved. 
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以上で、ちょいテクの紹介を終わります。 

他にも色んなプロモーション（案件）や、ハピタスのようなポ

イントサイトが多くありますのであなたに合ったものを選んで

やってみてください。 

しかし、自己アフィリは多くの案件の作業を繰り返せ

ば、数十万園の金額を手に入れる事ができますが、何度も繰り

返し使える収入源ではありません。 

何か自分に買ったり、贅沢するのも良いですが、これを軍資金

として今後のアフィリで稼ぐために使用する事をお勧めします 

ハピタスで手にしたお金を１度使って終わりにしてし

まうか、あるいは、軍資金としてビジネスに投資し、

自分の稼ぐスキルを高め、生涯年収で、数千万、数億

円の金額にするのか？ 
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どちらが良いかは明白だと思います。 

 

僕はそうして収入をあげていった張本人でもあります。 

短期的な目先の利益ではなく、 

長期的な利益を考えて狙っていきましょう。
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