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１． はじめに 

 

こんにちは！ 

 

このたびは無料特典をダウンロード頂き、まことにありがとうござ

います！蜂野まことです。 

 

もし、あなたがいますぐ、お金が必要だけど、時間もなく、あるの

はスマホだけだった場合、このレポートの手順で、誰でも必ず現金

を入手することができます。 

 

本当に「誰でも」です。 

 

ただし、きちんと「作業すること」が条件です。 

 

何もせずに、お金が入ってくるような、そんな世界はどこにもあり

ません。 
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しかし、このレポートで紹介する手法は、作業さえすれば、だれで

も、必ず、お金を得ることができます。 

 

本当です。 

 

しかも、法律に触れるような事ではありません。 

もちろん危ない事ではありません。 

そして難しい作業でもありません。 

 

やれば誰でもできます。 

 

モノによっては学生だと制限があるものもありますが、社会人なら

ほとんど制限なくできると思います。 

たった１時間でいいので集中して読み進めていってください。 

 

そして、もしあなたが本気でお金を稼ぎたいという強い意志がある

なら、今すぐにこの内容を実践してみてください。 
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２．自己アフィリエイトとは？ 

 

さて、今回紹介する手法は「自己アフィリエイト」というもので

す。 

 

この手法はネットビジネスの初心者が、いちばん最初に取り組むオ

ードソックスな手法です。 

 

裏ワザでもなんでもなく、ある意味ネットビジネス界では有名な稼

ぎ方です。 

 

これをやる事によって、あなたはわずか数時間の作業で現金２０万

円を受け取る事ができます。 

 

アフィリエイトとは、ホームページやブログ、Webサイトから、そ

のWebサイトに貼られている広告をクリックして商品を購入した

時、サイト運営者にいくらかの報酬が支払われる仕組みです。 
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このアフィリエイトのサービスを行う会社の中には、サイト運営者

自身が購入しても報酬を支払ってくれるところがあります。 

 

つまり、これが自己アフィリエイトです。 

 

ネットビジネス初心者が一番稼ぎやすい手法ですので、是非あなた

も実践してくださいね。 
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３．実践編 

①まずは、あなたに「ポイントサイト」への無料会員登録（所要時

間：約５分程度）をしていただきます。 

 

下記のバナーかURLをクリックしてください。 

  

http://bit.ly/2uZWLki  

 

②下のような画面が出てきます。 

赤丸で囲った、「今すぐ無料会員登録！」をクリックしてくださ

い。 

 

  

http://bit.ly/2uZWLki 
http://bit.ly/2uZWLki
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③ 下のような「新規会員登録フォーム」出てきます。 

 

必要事項を正確に入力して下にいき一番最後に、赤丸で囲った、

「同意して確認画面へ」をクリックしてください。 
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④ メール承認画面が表示されますので、内容を確認して「送信」と

クリックしてください。 

 

すると、登録したメールアドレス宛てに以下のようなメールが届き

ます。 
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上記の画面で、赤丸で囲んであるURLをクリックしてください。 

 

⑤ すると下の画像のようなものが出てくれば、ポイントサイトの登

録は完了です。 

 

ここで、一旦小休止するなり、お茶でも飲んで一息ついてくださ

い。 

 

 

 

それでは、赤丸部分をクリックして、TOPページに戻りましょう！ 
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⑥ さて、ここからはあなたがポイントをどんどん貯めてもらう作業

に入ります。 

 

ポイントは、サイト内の条件をクリアする事でもらえる事ができ、

１ポイント＝１円で換金する事ができます。 

１番効率よくポイントを貯める方法を今からあなたに実践していた

だきます。 

 

では早速はじめましょう！ 

まずは、下の画像の「サービスでためる」をクリックしてくださ

い。 
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⑦ すると下の画面が表示されます。 

そこからまずは、赤丸の「クレジットカード」をクリックしてくだ

さい。 

 

⑧ すると下記のような画面が表示されます。 

 

これからあなたに行っていただくのは、クレジットカードの登録で

す。 
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実はこのクレジットカードの登録が一番、ポイントを集めるのに効

率が良いです。 

もちろん、カードが届いた後に、不要であれば解約していただいて

構いません。 

 

⑨ では、例をあげて実際にポイント稼ぎをやってみましょう！ 

 

 

画面を見ていくと、上のようにたった一枚のカードを発行するだけ

で５０００ポイントも入ります。 

つまり、このカードを発行登録するだけであなたに５０００円が入

るのです。 
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効率よく稼ぐ為には、できるだけもらえるポイントが多いものから 

登録する事をお勧めします。 

 

上の画像の赤丸で囲んである「ポイントをためる」をクリックして

ください。 

 

⑩ すると下のような各カード会社のページに移動します。  

 

あとは、ページに従ってカードの発行登録を行っていきましょう！ 

 

ちなみにクレジットカードを作成する時は月に３～４枚を目安に 

してみてください。 
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注意点としては、「ポイント獲得条件」が記載されていますので、

しっかりと確認しましょう。 

 

この操作を繰り返す事によってあなたのポイントがどんどん貯ま

り、貯まったポイントはお金に換金できます。 

 

少しめんどくさいと感じてしまうかもしれませんが、大体１～２時

間の作業で２０万ぐらいは稼げると思います。 

 

スマホで数時間作業するだけで、２０万円が貰えるなら、面倒でも

やった方がいいですよね。 

 

ちなみにクレジットカード以外で高額なポイントをいくつか紹介し

ます。 
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FX口座開設・取引 

 

FXの口座開設し、条件通りに取引をすることで報酬が10,000～

18,000円程度もらえます。 

 

実践編の手順⑦で、「保険・ローン・資産運用」をクリックしま

す。次に「FX」をクリックします。そこで表示された案件をクリッ

クし、同様に登録していきます。 

 

FXの場合は、新規口座開設だけでポイントがもらえるもの、取引を

１回以上すると貰えるものが有りますので、ここも「ポイント獲得

条件」をしっかり読んで確認してくださいね。 
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その他にも！ 

エステに行ってポイントを貯めたり、 

通常のショッピングでポイントを貯めたり、 

無料サイトに登録して、ポイントを貯めたり、 

いろんな楽しい方法でポイントを貯める方法もあるので、あなた自

身が試してみてください。 

 

特に普段のショッピングでも「チリツモ」で貯まっていくので、ハ

ピタスのサイトを経由して買う習慣を心がけましょう。 

・ヤフオク（1%） 

・ヤフーショッピング（1%） 

・ニッセン（3.6%） 

・ユニクロ（0.6%） 

・ロハコ（2.4%） 

・楽天ブックス（2%） 

・J！NS（4％） 

・カタログ通販ベルーナ（4.8％） 
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４．最後に 

 

お疲れ様でした。 

いかがでしたでしょうか？ 

 

作業は大変ですが、それでもわずか数時間の「稼ぐ」ということを

体験されたのは、あなたの実績になります。 

 

つまり、あなたは明日から「ネットビジネスで２０万円稼ぎまし

た」と堂々と言えるのです。 

 

この２０万円を資金にして、仕入れをしたり、教材を購入したり、

投資したり、好きなものを買ったり。 

あなたが自分の手で稼いだお金ですので、あなたの自由にお使いく

ださい。 

 

もし、今回の手法で「ネットで稼ぐ」ことが楽しいと思えたなら

ば、まだまだたくさんの稼ぎ方があります。 
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今回体験していただいてわかったと思いますが、ある程度の作業を

しないと稼げません。 

 

よく、「クリックするだけで」とか、「登録するだけで」というネ

ットビジネス情報がありますが、ほとんど詐欺まがいのものですか

ら気を付けましょう。 

 

ただ、作業量／作業時間に比べて割の良い金額が稼げるのがネット

ビジネスの特徴です。 

 

今後もネットビジネスをしたいと感じたならば是非ご連絡くださ

い。 

 

その２０万円を元資金にして増やすことも可能です。 

 

これをここまで読んでいるあなたは、行動して実践してこれを読ん

でいると私は信じています。 
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このたびこのレポートを最後までお読みいただき本当にありがとう

ございました。 

 

そして、自分の手で、ネットビジネスでお金を得る喜びを経験した

こと、本当におめでとうございます。 

 

もしあなたの方で、何かわからない事がりましたら下記に連絡をお

願いします。 

 

●質問・相談窓口 

わからないこと、質問、相談は随時LINEに連絡お願いします。 

 

●友達登録はこちらから 

https://line.me/R/ti/p/%40rfu5313q 

ID検索：@ rfu5313q 
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QRコードからも追加可能です！！ 

 

 

 

著者 蜂野一 
makoto.8no@gmail.com 
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