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【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。

◇　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。 
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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。
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アフィリエイトとは商品やサービスを紹介することで、商
品を購入 するなどの成果があがった場合に報酬(広告収入)
を受け取ること ができる仕組みです。 

私達は商品を販売する販売者ですが、 同時に仕入れ商品の
購入者でもあります。 

また仕入れるためにたくさんのクレジットカードも作成し
ます。 

せっかくなら、そこをアフィリエイトしてしまおう、 広告
収入を得ましょう!という内容です。 

少し手間はかかりますが、一旦作成してしまえば アフィリ
エイトするたびにお金が入ってきます。 

うまくやれば 100万円以上得ることもできます。 普通に
この教本にしたがって行った場合でも、

 10万円は間違いなく稼げるでしょう。 

これから、業界最大手の  
A8.net を使ったアフィリエイトを説明します。 http://
www.a8.net/ 

A8.net・・・会員数、広告主数ともに最大規模を誇るア
フィリエイ トサービスです。 Amazon や楽天など有名な

�  4



ショップから、まだあ まり知られていない注目商品を扱う
ショップまで幅広いジャンルの 広告を扱っています。 

A8.net は登録に手間がかかり、ブログを登録する必要があ
ります。 ブログも審査を受けなくてはなりませんので、初
心者の方は、その 辺もわかりにくいと思いますので、どの
ようなブログを作り、どう やって A8.net に登録していけば
良いのかを説明します。 

 
1. アフィリエイト専用のメールアドレスを作成します。

 

既存のメールでも問題ないのですが、たくさん重要なメー
ルが届く ようになりますので、ぜひアフィリエイト専用に
新しくメールアド レスを作成することをおすすめします。 

Gmail や Hotmail などのフリーメールで問題ありません。 
メールアドレスが用意できましたら、A8.net にアフィリエ
イター登 録をします。 

が、その前に!
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アカウント登録に使う「審査用ブログ」を作成して いきま
しょう。「審査用ブログ」と言うと難しそうに思えるかも
し れませんが、実際は15分もあればできてしまいますの
で、このマ ニュアルに従って作業を進めてください 

2.seesaa ブログの開設 次にアカウント登録に使う「ブロ
グ」を作成しましょう。 

15分もあればできるので頑張って作業を進めてください。 
seesaaブログを作成します。 

http://blog.seesaa.jp/ 

「新規登録」をクリックします。 

�
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空欄を全て入力して「アカウント作成」をクリックしてく
ださい。 

入力したメールアドレスに登録確認メールが届くので 文中
にあるURLをクリックすれば登録が完了します。 

�  

�
これでseesaaアカウントの登録は完了です。 しかし、この
状態では「ブログ開設」は出来ていません。  
 
ここからブログを開設します。 
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まずseesaaブログにログインします。 先ほど設定したメール
アドレスとパスワードを入力してください。 次のような画
面がでてくるので、 「新しいブログを作る」をクリックし
てください。 

必要事項を入力していきます。 ホスト名がブログURLにな
ります。 

�   

�
最後に表示されているセキュリティコードを入力して 「ブ
ログを作る」を押してください。 
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ブログ一覧に反映されています。 

�
ブログタイトルをクリックすると記事投稿画面に変わりま
す。 

タイトルと本文を記入して5記事ほど日記を書いてみてくだ
さい。 

�
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メールアドレスとブログの準備が出来ました。 3A8.netに登
録 
次はA8.netに登録します。 http://www.a8.net/ 

今すぐ登録をクリックして次のページに進んでください。 

�
入力したメールアドレスに登録確認メールが届くので 文中
にあるURLをクリックして登録画面に進みます。  

今回は先ほど作成したseesaaブログがあるため、 ファンブ
ログは必要ありません。  
サイトやブログをお持ちの方をクリックしてください。 
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�

報酬受取口座を入力し「確認画面」をクリックしてくださ
い。 

�  

�  11



確認ができれば下までスクロールして登録完了です。 この
画面が出て来ればアフィリエイター登録が完了です。 お疲
れ様でした。 

それでは、次から A8.net で稼ぐ方法をお伝えします。 

3.A8.net でのアフィリエイトは3パターン 

それではA8.net の使い方と稼ぎ方について説明します。
A8.net でのアフィリエイトは、大きく分けて 3 パターン有
ります。 

1紹介したい商品の広告を自分のブログ、メルマガなど
に掲載し、 他人に購入して貰うことでお金が入ってく
る(通常のアフィリエイト で稼ぐパターン)  
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2ブログに広告を掲載し、自分でその広告をクリック
し、商品を買っ たりサービスを得て報酬を得る(自分の
アフィリエイトで稼ぐパ ターン)  

3セルフバック 

1はいわゆる普通の「アフィリエイト」です。物販がメイン 
で、アフィリエイターではないので、ここは他の人に任せ
ます。

興 味のある方は、ご自身でいろいろ勉強してみてくださ
い。 

2、3に関して説明致します。 まずは、2から説明していきま
しょ う。 

【自分のアフィリエイトで稼ぐパターン】 

1. A8.net にログインし「プログラム検索」をクリック。 

 
2. 条件で絞込み プログラム詳細の中の本人申し込み OK に 

チェックを入れる。 
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こうすることで掲載した広告から自分で申し込みをして報
酬 得られる案件のみを表示します。 

このように、たくさん出てきます。 

3.申し込みをしてみたい商品を見つけたら、右側の、提携
申し込み ボタンをクリック。 

キーワードの下に、本人 OK と書いてあることを確認して
ください ね。 

�  

�
 
このカードの場合には、新規カード発行で 1650 円です。
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サイトの審査がありますので、通ることを祈りつつ、提携
申請をク リックします。 

審査は、商品によって、時間がかかったり、かからなかっ
たり、ま た通ったり通らなかったりです。 

審査に、通った場合は、アフィリエイトができるリンクが
貼れるよ うになりますので、そのリンクをブログにアップ
して、自分でリン クをクリックして、自分で申し込みをし
ます。では、リンクの貼り 方を説明します。 
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�

4.広告リンク作成 をクリック 

5.素材を選択の右横に、ブログサービスを選択というプル
ダウンが 

あるので、【クイック投稿】SeesaaaBLOG を選択。 

 
すると、このように、リンクが自動的に Seesaa ブログが
開き、記 事の中に商品リンクが張り付きます。(ログインし
てない場合はロ グインしてください。) 
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6.タイトルを入れます。 

記事の投稿にはタイトルが必要なので、「おすすめカード
紹介」な どという、適当なタイトルを入れてから、一番下
の保存をクリック すると、この記事をブログに投稿するこ
とができます。 

�  

�

後は、自分のブログから、そのリンクをクリックして申し
込みをす れば、広告収入がえられます。 

要するに、このようにして紹介したい商品を選び、ブログ
に掲載す る。そして、この記事の中にある広告から申し込
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みをすれば「アフィ リエイト報酬」が貰えるということで
す。 

今回は、「本人申し込み OK」の商品ですので、自分でア
フィリエ イト報酬を発生させてしまおう!ということなので
す。 

飛んだ先のページからカードを発行すれば 953 円の報酬が
もらえ るという仕組みです。 このようにして、「セルフア
フィリエイト」 で稼いでください。 

では、次のページから、一番よく使うであろうセルフバッ
クを紹介 します。 

【セルフバック】 

�
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昔は、こんなものはありませんでしたが、最近はセルフバッ
クとい う簡単なシステムができています。

本人申し込み OK & ブログに記 事をアップする手間を省い
てあげるよ、というものです。 

1.プログラム種別をセルフバックで検索します。 

2.申し込みできそうなものを探します。 

このように、商品の左下に セルフバック というマークがあ
リます ので、クリックします。 

こちらのカードは 3022 円ですね。 

 
3.詳細ページが出てくるので、セルフバックを行う をク
リック 
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�

4.商品のページに飛びますのでそこから申し込みすれば完
了です。 

�
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特に、クレジットカードは報酬が高いものが多く、このよ
うにキャ ンペーンで更に高額報酬が得られることも多いで
すので、ときどき キャンペーンもチェックして、しっかり
活用してください。 

こちらのカードは、キャンペーンで、

なんと4万円の報酬です。 

�

実は自分で広告を掲載するよりも、

�  21



 セルフバックした方が報酬が高い場合があったり、 また逆
の場合もあったりなので、2 つの方法を紹介させていただ
き ました。 

クレジットの申し込み以外にも、資料請求をするだけで報
酬が得る 事ができるものもたくさんあります。

ぜひチャレンジしてみてくだ さい。

まずは軽く 10 万円は間違いないでしょう! 

最後に、報酬の受け取りについて、ご説明します。 

確定報酬額が支払条件を満たしていれば、翌々月 15 日に自
動的に お振込となります。 

何も設定していない場合は、

「5000 円支払方式」となっており、 5000 円以上の報酬に
なった場合に自動的に登録した口座に振り込 まれます。 
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※「1000 円支払方式」「キャリーオーバー方式」も選択で
きます。 特に、手数料などはかかりません。 

登録情報 > 支払方式・口座情報の修正 から、修正できま
す。 

A8.net 以外にも、ASP といわれる、アフィリエイトサービ
スプロ バイダーがありますので、興味があるようでした
ら、いろいろチャ レンジしてみてください。 

【特別特典】 

今回はさらに皆様の為に、特別にオススメの案件をリスト
アップい たしました。 しっかりとアフィリエイトして、資
金を稼いでいきま しょう! 

<セルフアフィリエイト内容> 

【DMM.com証券】DMM FX新規口座開設促進(09-0714) 

(s00000008903001) 新規口座開設20000円 

三井住友カード株式会社 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プログラム名

 人気アニメ「進撃の巨人」とコラボレーションした 

クレジットカード

(16-0118)(s00000006491014) 新規カード発行1650円 

eワラント新規口座開設

【EVOLUTION JAPAN証券】(15- 0828)(s00000015504001) 

新規口座開設後の取引12500円 株式会社クレディセゾン 

プログラム名 

【セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキス プレ
ス・カード発行】(15-0831)(s00000015597004) 

新規カード発行12500円 スマモバ 

プログラム名 

大人気!!ドコモSIMでLTE使い放題のWiFiルーター申 込【ス
マモバ】(150828)(s00000015565001) 
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新規端末開通10000円 株式会社クレディセゾン 

プログラム名  

【セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カー ド発
行】

(15-0831)(s00000015597003) 

新規カード発行8750円 アメリカン・エキスプレス・イン
ターナショナル.Inc 

プログラム名 

 アメリカン・エキスプレス(R)・スカイ・トラベ ラー・プ
レミア・カード申込(13-0328)(s00000009526008) 

新規カード申込8000円 株式会社リーフワークス 

プログラム名

 PayPal対応リンク型カートシステム【ペイカートプラ ス】
申込促進
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(12-0809)(s00000011961005) 

成約8000円 G・O・G株式会社 

プログラム名 

<アプラスG・O・Gカード>発行促進(14-0716) 
(s00000012566002) 

新規カード発行3500円 株式会社セディナ 

プログラム名

 初年度年会費無料!選べるデザイン

【ハローキティ カード】(150814)(s00000014937002) 

新規カード発行6400円 株式会社JALカード 

プログラム名 
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旅、ショッピングでもマイルがたまる【JALカー ド】カー
ド発行(111228)(s00000010473001) 

カード発行3000円 マスターカードプリペイドマネージメン
トサービシーズジャパン

プログラム名

 Tポイントが貯まる「Tポイント付きキャッシュパス ポー
ト」募集

(11-0824)(s00000010969003) 新規申込5000円 

株式会社エポスカード 

プログラム名 
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年会費永久無料【エポスカード発行】(15- 
0409)(s00000015110001) 
新規カード発行2600円 

ワイジェイカード株式会社 

プログラム名

 Yahoo! JAPANのクレジットカード登場!【YJカード】(15-
0706)(s00000015104002) 

新規カード発券1000円 

イオンクレジットサービス株式会社

プログラム名

 年会費無料【イオンカード】(12-0730) 
(s00000012209001) 

初回カード発行1000円 楽天カード株式会社 

プログラム名 
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楽天カードでポイント生活はじめよう!(05-1003) 
(s00000002033002) 

カード成約953円 株式会社インターリンク 

プログラム名

 最大2カ月の無料お試しができるフレッツ対応イン ター
ネットプロバイダ(04-0805)(s00000001004003) 

・フレッツ光、フレッツADSLの契約800円 ・固定IP付きの
フレッツ光、フレッツADSLの契約 IP1 1000円 
IP2 2000円 
IP4 3000円 
IP8 5000円 
IP16 10000円 
IP32 20000円 
IP64 35000円 
IP128 60000円 

 
クレジットカードなら三井住友カード
s00000006491001 カード発行6000円 
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【パートナー指定】【NTTグループカード】カード発行 
s00000008504001  
カード発行2000円  
 
年会費無料【イオンカード】 

s00000012209001 初回カード発行9000円 

【SBI FXトレード】 s00000012123001 

新規口座開設17000円 

【PARCOカード】新規カード発行 

s00000012108002 新規カード発行(キャッシング枠)7000円 

【クラシック/ファースト/Jiyuda】カード発券 
s00000012579003 

新規カード発券7000円 
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[セルフ限定]年会費無料【コスモ・ザ・カード・オーパス】 
s00000012209004 

初回カード発行9000円 

新規獲得プロモーション 

【ふるさと青汁】 s00000009430001 新規購入4300円 

キャッシング・カードローンなら消費者金融会社SMBCコ
ンシュー マーファイナンス【プロミス】 

s00000000481001 新規成約5000円 

【SBI FXトレード】 s00000012123001 

新規口座開設17000円 

ヤマダLABIカード発行 
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s00000008219011 カード発行6500円 

ウォルマートカード セゾン発行 

s00000008219002 カード発行5000円 

JCBのスタンダードカード

【JCB CARD EXTAGE】 s00000015299001 新規発券7839
円 


【A8セルフバック専用】年会費無料!VIASO(ビアソ)カード 
入会キャンペーン実施中! 


s00000008840004 

新規カード発券6250円 

【A8セルフバック専用】年会費無料!DCカードJizile いつで
もどこ でもポイント3倍! s00000008840005 

�  32



新規カード発券6250円 

JMBローソンPontaカードVisa発行 

s00000008219007 カード発行(キャッシング枠付)7000円 

キレイと出会うカード!【JCB LINDA】 s00000015299002 

新規発券5488円 

【タカシマヤカード】新規カード発行 

s00000012108013 新規カード発行5500円 

LOFT ロフトでのお買い物がさらにお得に!【ロフトカー
ド】発行 s00000008219016 

カード発行(キャッシング枠付)4000円
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 [セルフ専用]【ポケットカード】P-one FLEXY発行促進 

s00000014407002 新規カード発行(キャッシング枠付)4000
円 

[セルフ限定]年会費無料

【コスモ・ザ・カード・オーパス】

s00000012209004 初回カード発行9000円 

5大特典付き!乾燥肌・敏感肌の方に

【水の彩】低刺激性保湿ク リーム 

s00000009585001 新規購入1500円

(水の彩1か月分) 

無添加天然ハーブに上質なコラーゲン配合『やっと!すっき
り茶コ ラーゲンPLUS』 
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s00000011289005 初回購入100% 

朝用美容液洗顔料【マナラモイストウォッシュゲル】 

s00000012421003 初回購入100% 

酵素・亜麻仁オイルなど厳選オーガニック食品をお届け【ビ
オクラ スタイル】 

s00000013018001 新規購入1640円

(80種類のめぐみジュレ(お試し)) 

美しさは内面から作る!キレイになりたい全ての女性へ!
【わたしのプラセンタ】
s00000001671016 初回購入4200円 

【富士産業】エンザイムベーシック新谷酵素 トライアルプ
ロモー ション s00000004098004 初回購入3500円(トライアル
15日分)  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[Pサイト・セルフ用]ポッコリお腹のための【メタバリアス
リム】定 期商品 s00000009448016 新規購入5000円 

【四季彩フルアクションゲル トライアルセット】 

s00000011432004 初回購入1447円 

世界が認めたコーヒー鑑定士がいる!【珈琲きゃろっと】お
試しコー ヒーセット 

s00000010944001 お試しセット初回購入953円 

株式会社ビジョン 
プログラム名 おかげさまで、全国1400万回線開通!【フ
レッツ 光】(10-0317)(s00000007633004) フレッツ光開通
20000円 

【CAR NEXT】車買取一括査定プロモーション 
s00000009420001 

無料一括査定申込み3200円
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株式会社ビジョン 
プログラム名 光インターネット回線のNTTフレッツ光【店
舗・事 務所・ご家庭】(131129)(s00000007633018) 新規開通
30000円 

カスペルスキー公式

「カスペルスキー・オンラインショップ」 プログラム名 強
くて、軽快なセキュリティソフト【カスペルス キー】(15-
1204)(s00000015646001) 購入(税抜)15% 

 

以上となります。
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