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著作権について                                 

 

本レポートは著作権法で保護されている著作物です。本商材の使用に際しまし

ては、以下の点にご注意下さい。 

本商材の著作権は著作者に属します。 

著作権者の事前許可を得ずして、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、ビデオ、DVD、テープレコーダー及び電子メディア、イ

ンターネット等）により複製および転載することを禁じます。 

 

使用許諾契約書                                 

 

第 1条 目的 

この契約書は、本商材に含まれる情報を、本契約に基づきあなたが非独占的に

使用する権利を許諾するものです。 

 

第 2条 一般公開の禁止 

本商材に含まれる情報は、著作権法によって保護され、また秘匿性の高い内容

である事を踏まえ、あなたは、その情報を著作者との書面による事前許可を得

ずして出版及び電子メディアによる配信等により、一般公開並びに転売しては

ならないものとします。 

 

第 3条 契約解除 

あなたがこの契約に違反した場合、著作者は何の通告もなく、この使用許諾契

約を解除することができるものとします。 
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こんにちは、井上太一と申します。 

 

今回はこちらのマニュアルを手に取っていただきありがとうございます。 

 

（私のブログ、プロフィールなどはこちら） 

・某有名大学中退者が就職もせずに年収３０００万円を達成した生中継ブログ 

http://toudai5000.net/ 

・井上太一の軌跡 

http://toudai5000.net/?p=12 

 

こちらのマニュアルでは私が実際に実践しているツイッターを利用したアフィ

リエイト戦術の方をご紹介していきたいと思います。 

 

ちなみに私がネットビジネスで主に利用している媒体はブログ、メールマガジ

ンとツイッターの３つ。 

 

その中でも最も早く、初心者がその作業量に応じて確実に結果を出していける

のがツイッターだと考えています。 

 

数年前までは存在さえしなかった媒体ですが、これが今はなかなか侮れない集

客力を発揮してくれます。 

 

ブログを１万人に見せるのは大変でもツイッターのつぶやきを１万人に見せる

事は意外と簡単に出来てしまうんです。 

 

その具体的な方法を解説したものがこちらのマニュアルになります。 

 

ちなみにツイッターと言えばフェイスブックやミクシィなどと総称して言われ

る SNSと呼ばれるものの１つです。 

 

その SNSの中でも、ツイッターはもっともアフィリエイトというビジネスには

適しているＳＮＳだと思いますので、このマニュアルを通じて是非、次世代の

ソーシャルメディアを利用したマーケティングノウハウというものを学んでみ

てください。 

 

それでは早速本題に入っていきたいと思います。 

http://toudai5000.net/
http://toudai5000.net/?p=12
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当マニュアルはツイッターを全く利用した事が無い方も理解できるよう、 

かなり基本的なツイッターの利用手順なども解説しています。 

 

・ツイート、フォロー、フォロワーなどの用語 

・ツイートの仕方 

・フォローの仕方 

・フォロワーの外し方 

 

これらの基本的な動作が一通り行える場合は２０Ｐ「質の高いフォロワー 

を増やすツイッター戦略」から読み始めて頂いて結構です。 

 

 

 

 ツイッターのアカウント登録                        

 

ではまず、ツイッターのアカウント登録から。 

 

早速下記のツイッターホームページにアクセスしてください。 

 

https://twitter.com/ 

 
 

氏名・メールアドレス・パスワードを入力し、【Twitter に登録する】と言うボ

タンをクリックします。 

https://twitter.com/
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このような確認画面に移ったかと思いますので右の四角で囲っているような形

になりましたら、問題なく登録できます。 

 

 

 

確認画面を確認し、問題無いようでしたら、【アカウントを作成する】のボタン

をクリックします。 

登録メールアドレスに確認メールが届いているかと思いますのでご確認くださ

い。 
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赤枠で囲った部分どちらでもかまいませんので、いずれかをクリックしました

ら登録は完了となります。 
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 ツイッターの仕組み                           

 

では早速ツイッターを使用していきましょう。 

 

まずは、先ほどの画面は無視して、再度ツイッターのトップ画面にアクセスし

ます。 

 

https://twitter.com/ 

 

そうすると以下のような画面に移ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/
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主に使うのは左上に表示されている、下記の画面となります。 

 

 
 

ツイッターを利用していく際に覚えておくべき事はここで表示されている３つ

の用語になります。 

 

ツイートとは「つぶやき」と呼ばれる投稿の事を言い、ツイートの数は自分が

実際に投稿した「つぶやき」の数を表します。 

 

フォローは他のユーザーのお気に入り登録のようなもので、自分が誰かをフォ

ローするとそのフォロー相手の投稿やプロフィールなどを見ることが出来るよ

うになり、フォローの欄にはその自分がフォローしているユーザーの数が表示

されます。 

 

逆に相手にフォローされた数が、フォロワーと言う欄に記載されていきます。 

 

登録したばかりの段階では当然ながら全ての数字が０になっています。 

 

そしてツイッターをアフィリエイトに利用していく際の主な目的は、このフォ

ロワーを増やしていく事にあります。 
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 ツイートする                              

 

それでは実際にツイッターを利用していきたいと思います。 

 

まず、ツイッターで出来る基本的な動作は「ツイート」と「フォロー」の２つ。 

 

ツイートはつぶやきを投稿する事、フォローは他のユーザーをお気に入り登録

するようなイメージです。 

 

他のユーザーをフォローすると、そのユーザーのツイートが自分のツイッター

の画面上に表示されるようになります。 

 

逆に自分がフォローされていると、自分のツイートがそのフォロワー（フォロ

ーしてくれている人）の画面上に表示されるわけです。 

 

まずはツイートの仕方から解説していきたいと思います。 

 

先ほどの手順から続けて行う場合は左上のホーム画面をクリックしてトップペ

ージに戻ってください。 
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続いて、ツイートするという部分をクリックすると下記のような入力欄が出て

きますので、ツイートしたい言葉を入力し、ツイートというボタンをクリック

します。 

 

 
 

左上のツイートの数が増え、右下のツイートという部分に、文章が表示された

らツイート完了です。 

 

 

 

もしもフォロワーがいたなら、そのフォロワーのこのツイートが表示されてい

る事になります。 
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 フォローする                              

 

では、特定のユーザーをフォローしていく手順を解説していきます。 

 

「とくにフォローしたい（ツイートを見たい）ユーザーなんていない。」 

 

初めてツイッターを利用したり、ただビジネスで利用しようという場合はそう

考えてしまうのも仕方が無いと思いますが、ツイッターのビジネス活用は１に

も２にもフォロワーを増やしていく事にあります。 

 

そしてフォロワーを増やす最も手っ取り早い方法が、まずは他のユーザーをフ

ォローしていく事なのです。 

 

ツイッターではフォローしたらフォローし返すという事が普通に行われている

為、結果としてフォローしていく行為がフォロワーを増やしていく行為に繋が

っていくわけです。 

 

実際に他のユーザーをフォローしてみようと思います。 

 

 

まずは、フォローする入り口として芸能人をフォローしてみたいと思います。 

 

ここでは元ライブドア社長の「ホリエモン」をフォローしてみましょう。 

 

まず画面右上の検索ボックスに、検索したい有名人の名前を入力します。 

 

そうするとすぐ下に検索結果が出てきます。 

 

自分の目的の有名人が見つかり次第、その右側にあるフォローと言うボタンを

クリックしましょう。 
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これが 

 

 
 

このように変化しました。 

 

これでフォロー完了です。 
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自分のホームに戻って確認すると、フォローが「１」に増えているかと思いま

す。 

 

 
 

ただ、私たちがアフィリエイトするにあたりフォロワーしてもらいたいのは、

あくまでも一般のユーザーではないかと思います。 

 

つまり有名人をどんどんフォローしていっても意味が無いという事。 

 

では、その一般人のフォローを行っていきましょう。 

 

まずはホーム画面に戻ります。 

 

そしてこのフォローと言う部分をクリックしましょう。 

 

 

 



  14 / 54  

 
井上式ツイッターアフィリエイト 

そうするとこのように自分がフォローしたユーザーが出てきますので、そのユ

ーザーの名前をクリックします。 

 

 

 

こんな画面が出てきたかと思いますので、フォロワーという部分をクリックし

ます。 
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このようにホリエモンのフォロワーがいっぱい出てきます。 

 

このホリエモンのフォロワーを、片っ端からフォローしていきます。 

 

とりあえず１０人～２０人程度でいいのでフォローしてみましょう。 

 

フォローの仕方は先ほどと同様、右の【フォロー】と言う部分をクリックする

だけですので、比較的すぐに出来るかと思います。 
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そして、クリックし終わりましたら、一度ホームに戻ってみてください。 

 

 

 

フォロー数が増えて、フォローしたユーザーのツイートが見れるようになって

いるはずです。 

 

これでフォローの方法は終了です。 

 

一日ほど待ちましたら、フォロワーもフォロー数に比例して、どんどん増えて

いきますので、確認してみてください。 
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 フォローを外す                               

 

こちらから多くのユーザーをフォローしていった場合、いくら待ってもフォロ

ーを返してくれないユーザーもいます。 

 

一見そのまま放置でいいと思いますが、実はこのユーザーはフォロー解除しな

いといけません。 

 

と言うのも、周りのユーザーから見た印象としては、フォロー数とフォロワー

数があまりにも違うと、不自然なユーザーと思われてしまう為です。 

 

フォロー数に対してフォロワー数が多い分には多くの人に注目されている人と

見られ、とくに問題はないのですがその数が逆転しているユーザーは無差別に

フォロー行為を行っているスパムユーザーと見られてしまい、場合によっては

アカウントを登録されてしまう事もあります。 

 

そうならない為にも、フォローを返してくれないフォローユーザーはそのフォ

ロリストから削除していく必要があります。 

 

では、実際のその削除作業を行っていきたいと思います。 

 

まずは自分のホーム画面に戻ってください。 

 

 
 

そしてフォローと言う部分をクリックします。 
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このようにフォローしているユーザーの一覧が出てきたと思います。 

 

右側のフォロー中と言うボタンをクリックすると、解除が可能です。 

 

解除後はフォローと言うボタンに変更されているかと思います。 

 

ここで一点問題があるのですが、ツイッターでは、誰がフォローしていないか

検索するのが若干面倒な仕組みになっています。 

 

一人一人参照していくことも出来るのですが、人数が増えてきた場合はこれが

非常に大きな労力となってします。 
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そこで今回はこちらの無料ウェブツールをご紹介させて頂きたいと思います。 

http://manageflitter.com/twitter-unfollow/who-unfollowed-me 

 

まずは、ツイッターにログインしたまま、上記ＵＲＬページに飛でください。 

 

 

 

そして、この赤色のボタンをクリックします。 

 

 
 

上記のようなページに飛んだかと思いますので、同じく赤色のボタンをクリッ

クしてください。 

 

http://manageflitter.com/twitter-unfollow/who-unfollowed-me
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このページに飛んだら、ログインと言うボタンをクリックすると、下記のよう

なページに飛んだと思います。 
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ここに表示されているのが、自分はフォローしているが、相手はフォローして

くれていないユーザーです。 

 

削除するにはまず、削除したいユーザーの左側にある、チェックボタンをクリ

ックしていきます。 

 

 

 

その後、画面右上にある、【unfollow】と言う部分クリックします。 

 

これで、削除が完了です。 

 

外部サイトと言うのもあり、反映まで少し時間がかかる場合はありますが、こ

の工程さえしっかりやれば削除されますので、ご安心してください。 
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 質の高いフォロワーを増やすツイッター戦略                  

 

ここまでの解説はおおよそツイッターを利用している人なら普通に知っている

レベルの基本的な工程です。 

 

言うなればここからが本番。 

 

ただ多くのフォロワーを増やしていくという点と、フォローによってフォロワ

ーを増やしていく基本的なところはとくに変わりはありません。 

 

ポイントとなるのはいかに質の高いフォロワーを効率的に増やしていくか。 

 

そのポイントは下記の３つ。 

 

・フォローし過ぎない 

・プロフィールページで自分の属性を明確にする 

・属性に合った人達をフォローしていく 

 

それぞれのポイントを解説していきたいと思います。 

 

 

■フォローし過ぎない---------------------------------------------------------------------------- 

 

これは先ほどお伝えしたフォロー数とフォロワー数に関係してくる部分になり

ます。 

 

あまりにも短期的に多くのユーザーをフォローし過ぎてしまうと、必然的にフ

ォロー数だけがどんどん大きくなり、その事が原因でフォローされなくなって

しまったり、最悪の場合はスパムユーザーとみなされ、アカウントを削除され

てしまいます。 

 

自動的に多くのユーザーをフォローしていくツールなども出回った事から、そ

のようなスパム行為は削除の対象となってしまうのです。 

 

ポイントはとにかく一日、数時間の間に何百、何千というユーザーをフォロー

しない事。 
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逆にそういう事さえしなければ、スパムユーザーとみなされてしまうような事

はありません。 

 

その目安がフォロワー数が０から１００人くらいの段階では一日最大２０件ほ

ど。 

 

とくに焦る事はないので一日２０人くらいまでならまずスパム判定を受ける事

は無いと思います。 

 

ただフォローを返してくれないユーザーをそのままにして毎日２０人、４０人

とフォローしていくと、フォローに対するフォロワー数がどんどん大きくなっ

ていってしまいますので、フォロー外しは徹底して行ってください。 

 

流れとしてまず２０人くらいをフォローし、１～２日くらい時間を置いてフォ

ロー返しの無いユーザーのフォローを外し、また２０人の新たなユーザーをフ

ォローする。 

 

これを繰り返します。 

 

ただフォロワーが１００人を超えるまではフォローしているユーザー数が１０

０人を超えないように注意してください。 

 

また、ただフォローとフォロー外しだけを行っていっても不自然なので最低一

日一件くらいは何でもいいのでツイートしていく事をお勧めします。 

 

ツイートはし過ぎて問題視される事は特にないので、どんどんツイートしてい

っても問題ありません。 

 

面白いツイートをしていればその分フォローが返ってくる確率も上がってきま

す。 

 

そうして１００人以上のフォロワーが集まってきたらフォロワー数＋５０人ほ

どをフォローユーザー数の目安にして、またフォローとフォロー外しを繰り返

していってください。 
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１００人のフォロワーがいる段階でフォローするユーザー上限は１５０人。 

 

２００人のフォロワーがいる段階でフォローするユーザー上限が２５０人とい

う感じです。 

 

ここからは５００人のフォロワーが集まるくらいまで同じペースを維持し、５

００人を超えたあたりからフォロワー数＋１０％分の人数を目安に切り替えま

す。 

 

５００人のフォロワーがいる段階でフォローするユーザー上限は５５０人。 

 

１０００人のフォロワーがいる段階でフォローするユーザー上限が１１００人。 

 

２０００人のフォロワーがいる段階でフォローするユーザー上限が２２００人

という感じですね。 

 

表にまとめるとこんな感じになります。 

 

あなたのフォロワー数 フォローできる上限 

０～１００人 一日２０人、最大１００人を上限にフォローとフォ

ロー外しを繰り返す 

１００～５００人 フォロワー数＋５０人を上限にフォローとフォロ

ー外しを繰り返す 

５００人～ 

 

フォロワー数×１０％分の人数を上限にフォロー

とフォロー外しを繰り返す 

 

フォローとフォロー外しのペースは２日くらいが望ましいですが、とにかく早

くフォロワーを集めていきたい場合は２４時間をめどにガンガンフォロー外し

とフォローを繰り返していってもいいと思います。 

 

あとは一日一件以上のツイート。 

 

これを徹底していればまず削除されるような事は無いと思いますが、それでも

凍結は１００％回避できるものではありません。 

 

どんなに慎重にやっていてもされる時はされてしまいます。 
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とくに新規アカウントの際はフォローしたユーザーから１件、２件でも「ブロ

ック」や「スパム申請」などがあるとすぐに凍結されてしまうんです。 

 

ツイッターはそのユーザーのフォロー数やフォロワー数に対しての「ブロック

率」や「スパム申請率」を重視して「凍結」の処理を機械的にしていると見ら

れていますので、どうしても新規アカウントのうちはその比率が１件、２件の

ブロックやスパム申請で上がってしまう傾向にあります。 

 

ブロックやスパム申請はフォローされた側が自由に行えるようになっています

ので、いきなり見ず知らずの人からフォローされると、すぐにブロックやスパ

ム申請をするちょっとお堅いユーザーもツイッターの中にはたくさんいます。 

 

新規アカウントの段階でそういうユーザーをフォローしてしまうと、そのブロ

ックやスパム申請だけですぐに凍結の処置をくらってしまうというわけです。 

 

そこで万全を期したい場合はフォロワー１０００人くらいまでは「相互フォロ

ー」というキーワードでユーザー検索をして、「相互フォロー歓迎」というよう

なユーザーのみをフォローしていくのも１つの手です。 

 

相互フォローキーワードでヒットするユーザーは「フォローしてくれたらフォ

ローを返します」という事を公言しているようなユーザーなので、こういうユ

ーザーはフォローした際のフォロー返し率がほぼ１００％です。 

 

つまり効率的なフォロワー数増やしには打ってつけなんですね。 

 

しかも相互フォローを前提として待っているので、そういうユーザーをフォロ

ーしても「ブロック」や「スパム申請」をされる事もありません。 

 

なので凍結のリスクもほぼゼロです。 

 

相互フォローキーワードで収集していくフォロワーはあまり質が良いフォロワ

ーとは言えませんが、まず最初の段階でいちいち凍結されてしまうと、そこに

不毛な労力を費やす事になりますので、まずは１０００人くらいまで相互フォ

ローキーワードのみ効率的に手堅くフォロワーを増やしてしまうのも１つの手

です。 
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またそれでも凍結されてしまった場合は、簡単に凍結を解除する方法もありま

す。 

 

ですので、実際は凍結自体をそこまで恐れる必要はありません。 

 

少なくとも「フォローしていただけなのに凍結された」という、先ほどお伝え

したブロック率やスパム申請率に伴う凍結に関しては「何度でも復活できる」

と思って大丈夫です。 

 

現に私の知人はそうやって２０回以上アカウントを復活させています。 

 

「どうせ復活できるから」という理由で、凍結覚悟でバンバンフォローをして

いるのですが、いざ凍結されても実際に何度でも復活する事が出来ています。 

 

要するに「過剰フォローによる凍結」はおそらく「ブロック率」と「スパム申

請率」から機械的に処理されているもので、ツイッター側もそこまでの問題行

為とはみなしていない可能性があるという事です。 

 

ちなみに凍結解除の方法は１回目の凍結パターンと２回目以降の凍結パターン

があります。 

 

１回目の凍結の場合は下記のような表示が出ますので「凍結されたアカウント」

リンクをクリックします。 

 

 

 

↓ 
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次の画面で表示されるチェックボックスにチェックを入れて、そこに表示され

ている英文字や数字を入力し「送信する」ボタンをクリックするだけです。 

 

１回目の凍結はこれで簡単に解除できます。 

 

２回目以降のアカウント凍結も同様に下記のような表示が出ますので、１回目

と同じように「凍結されたアカウント」リンクをクリックします。 

 

 

 

↓ 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pNfG4YSv2xA8iM&tbnid=kmSxWqtplnYfIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jikokaiketu.net/?p%3D72&ei=5AEzU-DCEov8iQf4lYAg&bvm=bv.63738703,d.cGU&psig=AFQjCNHW1I4zU5Fa3zQWXN3vBFFh7DucsQ&ust=1395938016105597
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英文のページが表示されますので、上記図の赤枠部分「here」のリンクをクリ

ックすると、下記のようなアンケートフォームが開かれます。 
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それぞれの項目を下記の通り、設定、入力していってください。 

 

 

・お困りの内容：凍結されたアカウント 

・この問題はどこで発生しますか？：どれでもＯＫです 

・件名：凍結解除をお願いします。 

・詳細：（下記はあくまで例文ですので、このようなニュアンスの内容を記載） 

今後禁止されている自動ツールによる過剰なフォロー＆アンフォローは行いま

せん。 

サービスの利用にあたり非常に困っていますので凍結解除をお願いします。 

・氏名：（本名でなくても構いませんが苗字と名前の入力を行ってください。） 

・ユーザー名：そのまま 

・メールアドレス：そのまま 

 

あとは次の画面で表示されるチェックボックスにチェックを入れて、そこに表

示されている英文字や数字を入力し「送信する」ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

送信後、１～２日ほどで凍結が解除されます。 

 

ただ場合により、凍結の解除まで１週間ほどかかるケースもありますが、この

方法で基本的には何度でも凍結は解除できます。 

 

 

■プロフィールページで自分の属性を明確にする---------------------------------------- 

 

ツイッターではそれぞれのユーザーにプロフィールページが割り当てられ、そ

こで自分の情報を公開する事が出来ます。 

 

言うなればそのプロフィールページとツイート内容が自分の個性をアピールで

きるポイントになり、フォローに対してのフォロー返しはそのプロフィールペ

ージの構成によってその反応率（フォロー返し率）が変わってきます。 

 

そこで重要になるのは、そのプロフィールページで自分自身がどういう分野に

興味があるユーザーなのかを解り易く、明確にする事です。 
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というのもツイッターを利用しているユーザーはその大半が自分の趣味や興味

を持っている事をそのプロフィールページに公開しています。 

 

そこで自分に置き換えて考えてみてください。 

 

例えば自分が「ミスターチルドレンのファン」という事をプロフィールに書い

て、ミスチルの事をツイートしたりしていたとします。 

 

そこに何のプロフィールも明かしていないユーザーがフォローしてくる場合と、

同じミスチルファンの人がフォローしてきた場合とでは、自分がフォロー返し

をする確率は格段に後者の方が高いと思います。 

 

何故ならそれが同じ趣味嗜好を持っている人であり、その人が自分をフォロー

してきた理由も何となくわかるからです。 

 

しかし何のプロフィールも公開していない人は、それがどういう人なのかも全

くわかりませんし、何故自分をフォローしてきたかもわからないので不気味に

思ってしまう人もいるかもしれません。 

 

つまりプロフィールとして設定する自分の情報は、今後どういう人達を集めて

いきたいかに視点を定めて設定していけばいいという事です。 

 

 

 

自分がネットビジネスやアフィリエイトをやっている人間だという事をプロフ

ィールに書いて、そういった事のツイートをしていれば、同じような属性のユ

ーザーをフォローしていく事がごく自然となり、またかなりの確率でフォロー

を返してもらう事が出来ます。 

 

そうすることで決められた１つの属性のツイッターユーザーを効率的にフォロ

ワーとして獲得していく事が出来るわけです。 

 

では、自分がどういうジャンルに興味を持っているユーザーかをハッキリとさ

せるプロフィール作りのポイントをその作成方法と共に解説していきたいと思

います。 
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（プロフィールページの編集）                        

 

まず下記の「プロフィールを見る」をクリックしてみてください。 

 

 
 

続いて画面右側にある【プロフィールを編集】と言うボタンをクリック。 

 
下記のような画面が出てきたかと思います。 
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画面右上の「えんぴつマーク」をクリックすると背景の画像を変更できます。 

 

また画面中央の「＋」マークをクリックするとプロフィール画像の変更が可能。 

 

「名前」、「映画と旅行が好きです」「場所」「ホームページ」と言う欄も、クリ

ックして文字入力するだけで変更が可能です。 

 

内容記入が終了したら、右下の変更を保存と言うボタンをクリックすれば編集

は完了となります。 

 

編集のポイントは、ここに表示される名前（ハンドルネーム）とその下のテキ

スト入力できる部分です。 

 

大抵のユーザーはここを見てそのユーザーの事を判断しますのでここに自分が

どういうものに興味を持っている人間かを明記する事が最も確実です。 

 

例えば下記のような感じです。 

 

名前：アフィリエイター次郎 

テキスト：ネットビジネス歴２年の学生です。   

 

これだけでも自分がネットビジネスやアフィリエイトに興味のあるユーザーで

ある事は一目瞭然ではないかと思います。 

 

あとはブログやフェイスブックなどのＵＲＬを貼っておいてもいいでしょう。 

 

そこに関連する画図などがあればそれらの画像をプロフィールや背景に利用し

てみてください。 

 

出来る限りインパクトや好感を持てる画像を入れておくと、フォロー返しをも

らえる確率が高くなります。 

 

また、ツイッターでフォローするユーザーを探していく際は、各ユーザーから

そのフォロワーを辿っていくやり方と、キーワード検索でユーザーを絞り込ん

でいく方法があります。 
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キーワード検索にはツイート内容も含めた検索とユーザー名検索、画像名検索

があります。 

 

その際、ユーザー名検索を行った際にヒットするのが、名前とその下のテキス

ト部分に含まれるキーワード部分になります。 

 

つまり、このプロフィール編集は他のユーザーがキーワード検索でユーザーを

探していく際の結果にも繋がってくるというわけです。 

 

出来るだけその分野に興味を持っている人が検索しそうなキーワードをここに

入れておく事も、フォローしてくれるユーザーを増やす為のポイントになって

くるという事です。 

 

 

■属性に合った人達をフォローしていく--------------------------------------------------- 

 

これは先ほどの「プロフィールページで自分の属性を明確にする」のところで

もお伝えしたところですが、ツイッターで効率的にフォロワーを集め、そのフ

ォロワーを収益化していく上で、属性を絞りその属性のフォロワーを集めてい

く事は最も重要なポイントと言えます。 

 

だからこそ、自分が集めたい属性のユーザーに興味を持ってもらえそうなプロ

フィールページを作り、その属性にあったユーザーを絞り込んでフォローして

いくわけです。 

 

そういった特定の属性を持つユーザーを探していく為の機能が先ほどお伝えし

たキーワードによるユーザー検索です。 

 

キーワード検索は画面右上の検索バーより行う事が出来ます。 
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キーワード検索はツイート内容を含めて検索する方法とユーザー名とユーザー

情報を対象にするもの、後は画像を対象にするものがあります。 

 

 
 

上記「検索結果」のところがツイートを含めての検索結果を表示する場合で、

ユーザー名、もしくは画像のところをクリックするとその情報に絞り込んだ上

での検索結果を表示する事が出来ます。 

ただ実際に検索を行ってフォローするユーザーを探していく場合はツイート内

容を含めたもので検索をしていく方向で問題ありません。 

 

ユーザー情報からの検索を行った方がより属性に沿ったユーザーを集められる

事は間違いありませんが、多くのフォロワーを集めていく上では最終的にツイ

ート内容も含めて検索していく流れになる事が大半となります。 

 

こうしてフォローし過ぎない事を前提に自分の属性を明らかにするプロフィー

ルページを作成し、その属性に沿ったキーワード検索によってヒットしたユー

ザーを対象にフォロワーを増やしていく。 

 

これがツイッター集客を行っていく際にまず行っていくべき戦略になります。 
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 ツイッターアフィリエイト                        

 

こうして自らの属性を明確にして、近い属性のフォロワーを集めていけば、そ

の属性に合った商品を紹介するようなツイートをしていくだけで、わりと簡単

にアフィリエイト報酬を稼いでいく事が可能になります。 

 

例えばこれは私が３０００人くらいのフォロワーを対象に１つの情報商材を紹

介するツイートを行った時の実績になります。 

 

 

 

 

 

この報酬はブログやサイトと言った媒体は使わずに、１ヶ月間の期間に増やし

たフォロワーにだけ行った広告で、たった１回のツイートから生まれたツイッ

ター媒体のみからの獲得報酬になります。 

 

ただツイッターでこういった情報商材などをアフィリエイトしていく際にも幾

つかのポイントがあります。 
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1つ目のポイントは「あくまでも自然に紹介する事」そして「あまり頻繁に売り

込みをしない事」です。 

 

やはりアフィリエイト目的見え見えのユーザーは嫌われてしまい、フォローを

外されてしまったり、そういうツイートそのものを見てもらえなくなってしま

います。 

 

ですので、ツイッターを利用したアフィリエイトはフォロー数が多くなればな

るほど、あまりやり過ぎない事が１つのポイントになります。 

 

頻度を高くするとしてもせいぜい１週間に１～２回くらいをめどにして、売り

込みとは異なるツイートを定期的に行っておく事がポイントになります。 

 

メールマガジンなどと異なり、ツイートはあくまでもただの「つぶやき」です

ので、つぶやき過ぎてウザがられるという事はあまりにも度を超してつぶやき

過ぎない限りはそうそうございません。 

 

１日１０件、２０件のツイートなどは多くのユーザーがザラに行っています。 

 

そういった自然なツイートの中で週に１～２回程度、サラったとアフィリエイ

トしたい商品のアフィリエイトＵＲＬを貼り付けて、ツイートしていくわけで

す。 

 

素直に「これ、マジでよかった。ＵＲＬ」というような自然な感じでとくに問

題ありません。 

 

きちんと属性に合った商品であれば、それで十分に利益を見込んでいく事が出

来ます。 

 

ただ事例として情報商材のアフィリエイト報酬画像をお見せしましたが、自然

に何かの商品をアフィリエイトしていくという観点では、情報商材はあまりそ

のそれに向いている商品とは言い難いところがあります。 

 

勿論それは絞り込んでいる属性にもよるのですが、自然にアフィリエイトを行

いやすく、また報酬が上がりやすいのはどちらかというと「無料レポート（無

料情報）」のアフィリエイトになります。 
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 無料レポート（無料Ｅ－ＢＯＯＫ）のアフィリエイト                             

 

ちなみにこの「無料レポート」とはこういうものの事を言います。 

 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69294&kcd=29527 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69711&kcd=29527 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69661&kcd=29527 

※このレポートです。 

 

これらは全て無料で読む事が出来る無料情報となっています。 

 

ただこうした無料の情報を紹介していくだけで報酬を稼ぐ事が出来るアフィリ

エイトＡＳＰがあるわけです。 

 

つまり、今あなたが上記いずれかのレポートを購読すると、私のもとにはその

紹介報酬が入ってくるようになっています。 

 

仮にあなたが３つ全てに目を通されたのであれば、少なくとも１つにつき１０

０円以上の報酬として、計３００円以上もの報酬が私の元に入ってきます。 

 

仮に１０００人のフォロワーに対し１００円の報酬がついた無料レポートの紹

介リンクをつぶやいてみたとしましょう。 

 

その５０人に１人、たった２０人でもそのレポートを読んでくれたなら、それ

だけで自分の手元には２０００円の報酬が入ってくることになります。 

 

それが１００００人のフォロワーだったら？ 

 

もっと多くの人が食いつきそうなレポートを紹介したら？ 

 

その収入がうなぎ上りに上がっていく事は言うまでもありませんね。 

 

たった一回のつぶやきで数千円、数万円の報酬というものが決して夢では無く

なるわけです。 

 

 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69294&kcd=29527
https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69711&kcd=29527
https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69661&kcd=29527
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タダ（無料）の情報を紹介して読んでもらうだけでお金が稼げてしまうわけで

すから、これほどおいしいアフィリエイトはありません。 

 

アフィリエイトにはこういう仕組みも普通に存在するわけです。 

 

では何故、無料のものを紹介するだけでお金が発生するのでしょう。 

 

まずその仕組みからお話ししていくと、その出元は基本的にはその無料情報の

発行者という形になっています。 

 

私のようなアフィリエイターにその無料情報を紹介してもらうため、発行者は

このような無料情報に報酬を付けているわけです。 

 

それが私達、アフィリエイターの収入になっていくわけですね。 

 

そしてそんな報酬付きの無料レポートを数多く取り揃えているＡＳＰがこちら

の「インフォゼロ」になります。 

 

インフォゼロ 

http://info-zero.jp/?icd=29527 

 

http://info-zero.jp/?icd=29535
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では下記にインフォゼロのアフィリエイト手順を解説しておきます。 

 

まずは下記にアクセスし、画面右側にある、【楽天会員に新規登録（無料）】を

クリックしてください。 

 

 

 

会員登録を済ませたら早速会員ページにログインします。 
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アフィリエイトは会員ページ「アフィリエイト」から行います。 

 

 

アフィリエイトをクリックするとアフィリエイトしたい無料情報を検索できる

ページが表示されますが、ここでも高額報酬が付いている順に無料情報が並ん

でいます。 
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アフィリエイトしたい無料情報のフォーム生成ボタンをクリックします。 
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フォーム生成ボタンをクリックすると、「メルアガ用フォーム」「テキストフォ

ーム」「バナーフォーム」が表示されますので、ツイッターでこの無料レポート

を紹介する場合は「メルマガ用フォーム」のＵＲＬを紹介していく流れが基本

になります。 

 

 

 

実際にこのアフィリエイトコードを介し、この無料情報が購読されれば、あな

たにはその無料情報に設定されている報酬が課金され、実際に稼いでいった報

酬は月末締め翌月１５日払いで３０００円以上から支払われるようになってい

ます。 
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では、事例としてまさに今読まれている「このレポート」を紹介してみたいと

思います。 

 

 

井上式ツイッターアフィリエイト 

～ツイッターで毎月１０万円の「つぶやき収入」を手にする方法～ 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69661&kcd=29527 

 

 

 

 

これはまさにツイッターを使ってお金を稼ぐ方法を公開しているレポートです

ので、ツイッターで紹介した場合の購読率は物凄く高いです。 

 

 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69661&kcd=29527
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井上式ツイッターアフィリエイト 

まずは下記、アフィリエイトをクリック。 

 

 

発行者名検索のところに私の名前「井上太一」と入力して検索してみてくださ

い。 
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ヒットしたレポートからこのレポートの「フォーム生成」をクリックします。 

 

 

 

生成されたフォームからメルマガ用フォームのＵＲＬをコピーします。 
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あとはこのＵＲＬを貼り付けて、ツイートするだけ。 

 

簡単ですね。 

 

つぶやきのコツはあまり商売っ気を出さない事。 

 

とにかく、自然にそのＵＲＬを紹介するのがコツになります。 

 

例えば・・・ 

 

・これ、実際にやってみた人いる？（ＵＲＬ） 

・普通に気になったんですけど 笑（ＵＲＬ） 

・これ最近やってる人多いよね。（ＵＲＬ） 

 

という感じです。 

 

あくまで気になったからツイートしたんだよということが、少なからず伝わっ

ているかと思います。 

 

このように、報酬のためにツイートしてるのではなく、気になってツイートし

たということをしっかりと強調していく事がポイントになります。 

 

またこの手のお金儲け関係のレポートはどうしても少なからず商売っ気を感じ

られてしまう傾向にありますので、どうもしっくりこないという人はこういう

レポートを自然に紹介していくのも１つの手です。 

 

 

・ゲーム関係の攻略情報 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69692&kcd=29527 など 

 

・美容関係の情報 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69704&kcd=29527 など 

 

・その他お得情報 

価格コムではまだ甘い！最新家電を超激安で買う方法 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69359&kcd=29527 など 

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69692&kcd=29527
https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69704&kcd=29527
https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=69359&kcd=29527
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このようにインフォゼロには多種多様、様々なレポートが揃っていますので、

自分なりに自然に紹介（ツイート）出来そうなレポートを扱っていくのがアフ

ィリエイトのコツになります。 

 

また、あえて決まったジャンルのレポートをツイートしていこうと決めて、そ

のジャンルのフォロワーを特化して集めていくというのも有効な手段です。 

 

その場合は先にどのようなジャンルのレポートをアフィリエイトしていくのか

を決めた上で、その属性にマッチしそうなフォロワーだけを集めていってくだ

さい。 

 

 

 レポート内容を事前に確認する方法                             

 

ただインフォゼロの無料レポートは全てが無料であるだけに、中にはさほど中

身の伴わない内容の薄い情報や、ただ有料の情報商材を紹介しているだけの宣

伝レポートのような情報も数多く登録されています。 

 

あまりに中身の薄いレポートばかりを紹介していると、次から見向きもされな

くなってしまいますので無料レポートを紹介する際は、ただアフィリエイト報

酬が高いものをそのまま紹介していくのではなく、報酬が高く、尚且つ内容が

伴っているものを紹介していく事をお勧めします。 

 

そしてその為にはまず、無料レポートの中身を自ら確認していく必要がありま

す。 

 

ただインフォゼロは自分自身のアフィリエイトコードから自分で無料レポート

を購読する事を規約違反として定めている為、自分のアフィリエイトコードか

ら無料レポートを購読してしまうと報酬を無効にされてしまいます。 

 

確かに自己購読（自分のアフィリエイトコードで情報を読む行為）が許されて

は、発行者側としても何の意味もありません。 

 

ですので、このような行為が違反行為とされている事は当然ではないかと思い

ます。 
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ではどうやって事前に各無料情報の中身を確認していけばいいのか。 

 

実はその方法は会員ページ告知欄にその方法が普通に記載されています。 

 

 

 

上記記載事項の通り登録情報の「アフィリエイト URL」を入力し、その URL

内にインフォゼロのサイトリンクやバナーリンクを貼り付ければ、その登録

URL情報の承認後、アフィリエイト管理画面より無料情報（E-BOOK）の内容

が確認出来るようになります。 

 

ひとまずはこの条件をクリアする為に適当な無料ブログなどを１つ作り、そこ

にバナーを貼るというステップで無料レポートの購読を行えるようにしてくだ

さい。 

 

その手順は下記の通りです。 
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井上式ツイッターアフィリエイト 

 

 

上記、「登録情報変更」をクリック。 

 

下記、アフィリエイト URLにインフォゼロのリンクやバナーを貼り付ける予定

のサイト URLを入力。 

 

 

あとは入力した URL ページ内にインフォゼロのサイトリンクやバナーリンク

を貼り付ければ、その承認を待つのみとなります。 

 

バナーリンクやサイトリンクは下記のマイメニュー「２ティア」から取得でき

ます。 
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井上式ツイッターアフィリエイト 

 

 

テキストリンクか２つのバナーリンクから任意のリンクをお選びいただけます。 

 

 

 

この際、リンクやバナーはそこまで目立つところに貼る必要はありませんが、

あまりに分かりにくいと承認してもらえませんので、その点は注意してくださ

い。 

 

ブログトップページのサイドバーなどにバナーリンクを貼るか、形が望ましい

と思います。 
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井上式ツイッターアフィリエイト 

ここで登録した URLが承認されるとマイメニュー「アフィリエイト」からの一

覧から中 m を確認した E-BOOK 名をクリックする事で無料情報（E-BOOK）

の中身を確認する事が出来るようになります。 
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 ツイッターアフィリエイトの可能性                             

 

実際に属性を絞った１０００人単位のフォロワーを獲得していけば、一度のつ

ぶやきで数千円、数万円という報酬を手にしていく事も可能になります。 

 

まずはそこを目標にフォロワー集めをコツコツと継続してみてください。 

 

１万単位のフォロワーがいれば数十万円規模の収入を手にしていく事も出来る

わけです。 

 

そこに必要となるのは、とにかくフォロワーを増やしていく事。 

 

言ってみればユーザーを検索してクリックしていくだけの作業なわけですから、

これが出来ないという人はまずいません。 

 

あとはフォロワーが増えていくごとにその収入も右肩上がりに増えていくとい

うわけです。 

 

勿論、ネットビジネスの市場においては、もっと少ない労力で大きな収入を手

に出来る方法は他に幾らでもあります。 

 

少なくともこのツイッターを利用したアフィリエイト戦略はあまりレベレッジ

がかかった方法とは言えません。 

 

ただ少ない労力でそれ以上の見返りを手にするノウハウほど、コピーライティ

ングと呼ばれる文章能力やそれなりのマーケティングスキルなどが必要になり

ます。 

 

逆に言えばそういったスキルを無しに単純な労力のみで収入を手にしていく事

が出来るノウハウがこのツイッターを利用した戦略であるというわけです。 

 

そういった観点から、私はまずネットで何をしてみたらいいですか？と初心者

の方などに問われた際、まずはこの方法でネットでお金を稼ぐという事を体感

してもらうようにしています。 

 

そこからスキルを磨いて次のステップへと進んでいくわけです。 
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 ツイッターのマーケティング利用                          

 

ツイッターでそれなりのフォロワーを集める事が出来れば、そのツイッターア

カウントを軸にブログやメルマガなどを作ってそこへ集客を行っていく事が可

能になります。 

 

つまりそこからがネットビジネスの醍醐味とも言えるレバレッジをかけたビジ

ネスの構築が本格的に始められるというわけです。 

 

以前まではそういうブログやメルマガへの集客に広告を利用したりリストを購

入したり、ＳＥＯ対策を施したりというのが普通でしたが、今はそれをツイッ

ターという新しい媒体を利用することでスタートダッシュをかけていく事が出

来ます。 

 

まさにお金をかけず、ツイッター単体での収入源を構築しならが集客における

１つの大きな入り口を同時構築出来るわけです。 

 

言うなればフォロワー集めという形でコツコツと積み上げていったものが今後

更に大きな財産になっていくという事。 

 

こうして私はツイッターによる集客を入口にブログをメールマガジンを作り、

後発組のアフィリエイターとしては異例のスピードで年間にして３０００万円

ほどの収入を手に出来るビジネスモデルをこのインアーネット上に構築する事

が出来ました。 

 

今はブログとメルマガをメインにしていますのでツイッターでの活動はほとん

ど行っていませんが、それでもツイッターによるマーケティングがその礎を気

築いた事に疑いの余地はありません。 

 

何より私が約半年ほどのスピードでそこまでのビジネスモデルを構築出来たの

は、毎日の作業を財産に変えていくというビジネススタイルを徹底して貫いて

いった事に勝因があると思います。 

 

ネットビジネスの世界はそれが出来るからこそ、ある程度の仕組みを作ってし

まえば後は積み上げていった財産が自動的にお金を運んでくれるわけです。 
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ある意味「仕事がそのまま貯金になっていく」みたいな感覚です。 

 

だからネットビジネスは楽しい。 

 

一日の労力が時給とか日給になっておしまいというわけじゃないんです。 

 

それはこのマニュアルでお伝えしたノウハウにおける「フォロワー集め」にも

同じ事が言えます。 

 

そのためにもまずは行動。 

 

そこから全てが始まります。 

 

是非、一緒に大きな財産を作っていきましょう。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました！ 

 

 

井上太一 

 

 

                                     

 

・某有名大学中退者が就職もせずに年収３０００万円を達成した生中継ブログ 

http://toudai5000.net/ 

・井上太一の軌跡 

http://toudai5000.net/?p=12 

・井上太一のメールマガジン 

 http://toudai5000.net/lp/lp.html 

 ※当レポート購読者様にはご登録頂きましたメールアドレスまで、 

上記メールマガジンをお届けします。 お楽しみに。 

 

                                       

http://toudai5000.net/
http://toudai5000.net/?p=12
http://toudai5000.net/lp/lp.html

