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本書は「儲筆」のサンプルです。

著作権について

「儲筆」は、著作権法で保護されている著作物です。

事前許可なく、本教材の一部、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複製、流用、転載、転売することを禁じます。
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サイト運営　アフィリエイトでお金を稼ぐ

初心者が上級者へと

一気に駆け上がるためのマニュアル

毎月貯金が増える　資格なしスキルなしでも　高収入のチャンス

いつでもどこでも副業　寝ている間でもお金が増える秘密とは

再現性のある方法です

あなたでもできます

本編はこちら
https://ladys-cash.com/lp-mouhitu/

価格　 49,800円
           19,800円

https://ladys-cash.com/
https://ladys-cash.com/lp-mouhitu/
https://ladys-cash.com/lp-mouhitu/
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アフィリエイトは広告報酬を受け取る仕組みです。テレビと同じです。無料で番組を見

るかわりに CMを見ます。あなたはテレビ局と同じで、企業から広告代金を受け取れま

す（条件を満たした時のみ）。
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アフィリエイトとは

広告主ASP

広告費支払い

条件　報酬　相談

登
録
　
提
携

　アフィリエイトは他の人に商品やサービスを紹

介して、報酬を受け取ります。

アフィリエイター（あなた）の多くはASPという仲介業者

を通します。相談はASPにしましょう。

アフィリエイトはメールや電話をしなくても始められます。

相談せずに今すぐ気軽にスタートできるのです。

報
酬
支
払

アフィリエイター

　　（あなた）
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アフィリエイトには原則ホームページ（サイト）が必要です。ブログやWordpressも

ホームページになります。ブログは審査に落ちやすいため、専用のサイトを作ることを

おすすめします。

▼アフィリエイトサイトの作り方の例

１．HPを作る

２．ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）に登録。

３．広告を選んで提携

４．広告タグをHPに掲載

５．自分や家族以外に紹介

６．一定条件を満たすと報酬発生

７．条件を満たせば成果確定

８．報酬は指定期間後に銀行振込

ASPの審査、広告主の審査に落ちる場合は、専用のサイトを作ることです。ブログでは

掲載基準を満たさない場合があるからです。
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まずはASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）に登録しましょう。登録費用は

無料。審査があるため、審査合格用のサイトを作りましょう。本格的にサイトを作るの

は後にすることをおすすめします。

▼必要なもの

・メールアドレス

　フリーメール可。キャリアメール、有料メールが良い

・自分名義の銀行口座

　報酬の受け取り用の銀行口座。ネットバンク、都市銀行、信用金庫など

・サイト　ブログ

　広告を掲載するWEBサイト。５ページ以上で掲載広告に合ったものが良い。初回登

録用のサイトはブログでもOk。サイトは複数作るため、サイトを作り込まなくても登

録はできる。

・OA機材

　PCではなくてもスマホ・タブレットも可。プリンターやスキャナーなどはなくても

いい。インターネット接続できればいい。ガラケーやワープロやゲーム機などは不可。

アフィリエイト　ASPについてさらに詳しくはこちら
https://ladys-cash.com/affiliates-summary-matome/
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ASPへの登録
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▼成果報酬型

　①ASP登録

⇒②広告主選び

⇒③サイトに広告掲載

⇒④条件達成

⇒⑤銀行振込

成果報酬型アフィリエイトは、広告主の出した条件をクリアしないと報酬がもらえませ

ん。条件は広告主によって違います。そのため、中級者以上の人に向いています。

図の例のように、販売や申込や契約が取れたらお金が支払われます。非承認条件もある

ため、まずは条件を確認しておきましょう。10万円以上稼ぐ人は、この支払い条件をよ

く知っています。

初心者にとっては報酬発生が出にくいため、「稼げない」と思いがちです。まずはク

リック報酬型やサイトの作り方から取り組みましょう。いろいろなジャンルがあり、女

性向けの美容や健康商材が多数あります。ASPによっても広告主や報酬単価が違うため、

比較ポイントにもなります。月で 100万円以上稼ぐ人は、この成果報酬型で毎月安定収

入を得ています。
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アフィリエイトの種類
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ASP名 手数料 支払 特徴

A8.net 有料
翌々月

自己申請

健康、美容、金融と一通りそろう最大手

ASP　イベント開催特単などサービス豊富

アクセストレード 無料
翌々月

自動

金融や保険が強い　特別単価や有料ツール

提供　サプリの種類も豊富

バリューコマース 無料
翌月

自動

日本初のASP　旅行やグルメやヤフーに特

徴　報酬単価は他と比較すると低い

リンクシェア 無料
翌月

自動

１円から支払い　Dell、HP、SONYなど大手

企業が参加　単価が低い傾向

afb 無料
翌月

自動

サプリや物販に強み　女性向きのASPの

まーくん　ランクアップ特典が魅力

Amazonアフィリエイト ３００円
翌々月

自動

Amazon商品でアフィリエイトできる　ク

リックから 24時間以内と厳しい条件

楽天アフィリエイト 無料
ポイント

払い

楽天サービスでアフィリエイトできる　旅

行や保険など　ポイントは現金化も可能

電脳卸 無料
翌々月

自己申請

独自の物販　アダルト傾向があるが高単価

珍しい商品がある

JANet 無料
翌々月

自動

美容、金融ジャンルの単価が高い。A8には

ない広告主がいる

DMM 無料
翌月

自動

DMMの商品サービスでアフィリエイトでき

る　R18やギャンブルなど
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成果報酬型アフィリエイト
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▼A8.net　https://www.a8.net/

　イベントやセミナーなどサポート体制が充実。ランクアップ特

典が便利で、初心者から中級者向け。エーハチくんやセルフバッ

クが人気。

▼アクセストレード　https://www.accesstrade.ne.jp/

　大手の一つ。A8にはない広告がある。自己アフィリエイトから

セミナー動画など初心者向けがある。大きく稼げる広告主がいる

ことで独自価値あり。

▼バリューコマース　https://www.valuecommerce.ne.jp/

　大手ASP。物販に有名広告主あり。アパレルや総合 ECサイトが

売れやすく稼ぎやすい。単価ではなく料率が多いため、一件での

報酬はやや低い。自己アフィリもあり。

▼リンクシェア　https://www.linkshare.ne.jp/

　大手で楽天、TGと提携している。独占広告がある。有名企業が

いるが料率はやや低い。PC、インターネット、ファッションのア

フィリエイトがしたい人向け。

▼afb　https://www.afi-b.com/

　独占広告は少ないが、単価の高い広告が多く稼ぎやすい。自己ア

フィリエイトや有料ツールなど。アクセス解析やレポート機能あり。

ニッチな商品、比較ランキング用の広告選びに。

▼JANet　https://www.j-a-net.jp/

　金融や美容で独自広告がある。ボーナス特典が出してもらえる人

もいる。稼ぐ人に密かな人気のASP。同一ジャンルで比較用の広告

選びができる。
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自社製品、サービスでアフィリエイト制度を取り入れている会社は多いのです。報酬や

支払制度が良い例もありますが、ASPを利用するとお得な例もあります。

▼Amazonアソシエイト　https://affiliate.amazon.co.jp/

　ウィジェットやローテーションバナーなど機能は豊富。Amazon独自のアフィリエイ

トを使うと、有効期限が 24時間しかないため成果が出づらい。A8やもしもアフィリエ

イトなどのASPを通すことで、報酬はやや出やすくなる。Amazonアソシエイトでは支

払い条件が悪いため、他のASPを利用するといい。

▼楽天アフィリエイト　https://affiliate.rakuten.co.jp/

　人気の楽天トラベル、楽天カードが紹介できる。条件付きで現金化可能。自分が張っ

た広告で売上が出なくても、別ジャンルで成果が出れば売上発生。他のASPを通した場

合、取りこぼしが出る。他ASP利用なら銀行振込でお金にできる。

▼その他

モバイルルーター会社、FX会社、仮想通貨会社、出会い系会社、結婚マッチング会社、

DMM.com、アスメル、駿河屋、ロイユニオン他
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自社系ASP
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▼  GoogleAdsense　https://www.google.com/adsense/login/ja/

振込：翌々月　最低支払額：8000円　クリック単価：10円～100円

クリック報酬型では一番人気。ほとんどのサイトの広告はGoogleアドセンスなのです。

単価が高いため、月 30万円 100万円以上稼ぐ人もいます。サイトの審査には厳しいため、

掲載基準違反はアカウント停止になります。昔よりは登録しやすくなって、初心者でも

始められますが利用規約には要注意。サイトの訪問者が増えれば収入も増えるので、わ

かりやすくお金が入りやすいと言えます。クリック単価の平均は 10円～30円前後。ア

クセスアップしだいで大きく稼げるため、初心者から上級者まで利用者がいます。

▼  i-mobile(  クリック  ) 

振込：翌月　最低支払額：3000円　クリック単価：5円～20円

初心者向きのASP。審査基準はそれほど厳しくはなく、オーバーレイ広告やアプリ用広

告などがあります。アダルト広告が出ることもあるため設定には注意しましょう。振込

手数料は 300円で自分から申請しないとお金は振り込まれません。

▼忍者      Admax

振込：翌月　　クリック単価：1円～10円

報酬は忍者ポイントで受け取ります。Shinobiライティングをしているユーザーにはメ

リットがありますが、単価が低く振込手数料も有料。1pt=0.5円で高くはありません。
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クリック報酬型アフィリエイト
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