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はじめに

今回のレポートでは、「自己アフィリエイト」について解説します。

まず、はじめに断っておきますが、「自己アフィリエイト」に取り組んだところで本当の
起業力やビジネススキルが身につくわけではありません。

一般的に、「自己アフィリエイトは特別な知識がなくても初期投資ゼロで1日で5～10万円
が稼げてしまう素晴らしいシステム」と紹介されていますし、真面目に取り組めば、1～

2ヶ月で30万円以上稼ぐことは可能です。

しかし、自己アフィリエイトでは、長期的にまとまった金額を稼ぎ続けることはできませ

ん。ですから、継続的な収入の軸ではなく、『アフィリエイトの枠組みを学びながら、簡
単にお金を稼げるライフハック』として捉えておくとよいでしょう。

また、あとで詳しくお話しますが、自己アフィリエイトは、企業が自社の商品やサービス
を広めるためにおこなっているものです。ですので、「自己アフィリエイトで20万円稼い
だ！」といっても、決して自分の力でお金を稼いだというわけではなく、企業の広報活動
に便乗して、企業から間接的にお金を貰っただけ、ということになります。

「じゃあ、なんで企業はお金をバラまくようなことをするの？」と思われたかもしれませ
んが、我々が自己アフィリエイトにすることで企業側にもメリットがあります。実際に自

己アフィリエイトをやってみると、「自己アフィリエイトという仕組みを使って、企業は
どうやって収益を伸ばしているのか？」という疑問も解消されると思います。そして後
に、あなたが「自分の商品やサービスを世に広めたい」と思ったときの参考にもなるで
しょう。
と、すこし否定的な書き出しとなりましたが、自己アフィリエイトは、「アフィリエイト」
というビジネスモデル自体を理解し、体感するキッカケになりますし、先ほど言ったよう
に、実際に1日の作業で5～10万円くらいなら稼げることは事実。もちろん、それ以降も
コツコツやれば毎月1～2万円程度の副収入は得ることができます。

案件を選べば時間もそれほどかからないので、会社で働きながら副業として取り組めるの
はもちろん、自分のビジネスに取り組んでいる合間でも、無理なく稼ぎ続けることができ



ます。なによりまだネットで稼いだ経験がないという人にとっては、「ネットを使って稼
げる」という感覚が得られますし、独立の大きな一歩となることは間違いないでしょう。

実際に自己アフィリエイトを取っかかりとして、そこで稼いだお金を軍資金にして、のち
に大きなビジネスを展開していけるようになった人もたくさんいますし、自己アフィリエ
イトで稼いだお金を本や教材などの勉強代に当てることで、早くビジネス力を身につける
ことは誰だってできます。 

ですので、「自分でビジネスをやってみたいけど、十分なお金もないし、何から始めたら
良いかも分からない…」という方は、ビジネスの第一歩として自己アフィリエイトから始
めてみるというのも１つです。

というわけで、このレポートでは

という順番で解説していきたいと思います。

それでは早速いきましょう！

 自己アフィリエイト基礎編
そもそもアフィリエイトってなに？

アフィリエイトとは、一言で言うと「仲介事業」です。

例えば、フィットネスジムや美容院、英会話教室などで「友達紹介キャンペーン」をやっ
ているのを見たことがありませんか？

こういったキャンペーンを利用して自分が紹介した友達が実際に来店したり入会したりす
ると、商品券3,000円分プレゼントされたり、次回の利用代金が少し安くなったりします
よね。

１

１. アフィリエイトとその仕組み

２. 自己アフィリエイトで報酬が発生するメカニズム

３. 最後に具体的な自己アフィリエイトでの稼ぎ方



アフィリエイトも、原理としてはこれと同じ。
ネット上でこの紹介制度を活用したビジネスがアフィリエイトです。

図で説明するとこんな感じです↓

上の図の流れを簡単に書くと、

という感じになります。

① 企業が商品やサービスを広めるために広報活動を考える
② ASPに案件を紹介する
③ アフィリエイターがサイトに案件を掲載する
④ 一般のユーザー（読者）が商品やサービスに興味を持つ
⑤ ユーザーが資料請求や購入や無料相談の申し込みをする
⑥ 企業が不正利用をチェックして承認をする
⑦ 企業がASPに報酬を支払う
⑧ アフィリエイターがASPから報酬をもらう



アフィリエイトが上手い人は、自分のブログやSNSで企業の商品を紹介して、たった１人

で月に数十万～数百万円稼いでいる人もいます。サイバーエージェントやDeNAなど東証
一部に上場している大企業や、マザーズに上場しているIT系の新興企業がやっているオウ
ンドメディア事業なども、その収益の多くはアフィリエイトだったりします。彼らは外注
も含め数百人規模でライターを雇用し、上手く組織化することで、アフィリエイト事業で
大きな利益をあげているのです。

そして、それを主に個人起業もしくは副業の形で、１人あるいは数人体制でやっている人
のことを、俗に「アフィリエイター」と呼ぶのです。

ただ、ここで、個人レベルでアフィリエイトをするとなると、「アフィリエイトできる案
件(商品やサービス)をどこから見つけてくればいいの？」という疑問を持つかもしれませ
ん。今の世の中便利なもので、そういった商品やサービスがまとめられているサイトがあ
ります。（笑）

それがASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）と呼ばれるものです。

ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）とは？

ASPとは、一言で言うと「ネット上の広告代理店」です。

「お金を払うから自社の商品やサービスを宣伝して欲しい！」という企業と、「ブログや
SNSで宣伝するからお金が欲しいです！」という人を繋げるサービスだと思ってもらえれ
ばOKです。

代表的なASPは例えば以下の２つです。

infotop（インフォトップ）
ダイエットや英語などの教材（情報系）を扱うASPの中で最大手です。
公式サイト：https://www.infotop.jp/

A8.net（エーハチ）
物販商品を扱うASPの中で最大手です。

公式サイト：http://www.a8.net/

https://www.infotop.jp/
http://www.a8.net/
https://www.infotop.jp/
http://www.a8.net/


もしこれらのASPを知らなかった場合は、この機会に無料登録しておくと良いでしょう。

ASPにアクセスしてみると、宣伝してもらいたがっている販売者や商品・サービスがたく
さん見つかります。私たちはその中から、自分が紹介したいものを見つけるだけです。ま
た、ASPを利用するのに入会費や年会費などは一切かかりません。1分程度で終わる登録
手続を済ませたら、すぐにASPを利用してアフィリエイトが出来るようになります（中に
は審査が必要な商品もあります）。

このように、アフィリエイトは、パソコンとネットが繋がる環境さえあれば、ノーコスト
で、誰でも、すぐに始められるビジネスなのです。

自己アフィリエイトってなに？

アフィリエイトについてざっくりと理解してもらった上で、いよいよ自己アフィリエイト
についての解説をしていこうと思います。

先ほど、アフィリエイトはフィットネスジムなどの「友達紹介キャンペーン」みたいなも
のだとお話ししましたね。自己アフィリエイトは、いわば「自分紹介キャンペーン」だと
思ってもらえればOKです。つまり、「友達紹介キャンペーン」のチラシやお知らせを見
たあなた自身が、そのキャンペーンを利用してジムに申し込みしてしまうってことです。

そうすれば、あなたは「自分を紹介した」ということで、その報酬として商品券をもらっ
たり、利用代金を安くしてもらったりすることができるわけですね。

これが自己アフィリエイトの原理です。

ここで、「それってルール違反じゃないの？」と思われた方もいるかもしれません。
しかし！こういったことを認めている企業は実はたくさんあるのです。

というのも、販売者側からしてみると、この紹介報酬というのは新規顧客を獲得するため
の「広告費」という位置づけなんです。企業にとっては、とにかく自社の商品やサービス
が広まって、売上が上がりさえすれば良いのです。だから、最初は報酬を支払わなければ
ならなかったとしても、そこから長期的な顧客となる人が出てきてくれれば、企業として
は御の字というわけです。



このように、企業は自社の商品やサービスを広める戦略の一つとして、自己アフィリエイ
トを導入しているというわけですね。ただ、どんな商品でも自己アフィリエイトができる

わけではありません。数ある商品やサービスの中でも、当然、自己アフィリエイトが出来
るものと出来ないものがあります。

例えば、航空券や電車の切符、ガスや電気などのインフラ事業には自己アフィリエイトな
んて存在しません。なぜなら、これらのインフラは企業がわざわざこういった形で世の中
に広める努力をしなくても、みんな日常的に使うものだからですね。逆に、企業が自社の
商品やサービスを広めるために役立つと判断した場合は、自己アフィリエイトが認められ
るわけです。

その種類も多岐に渡り、先ほど例にあげたフィットネスジムなども、自己アフィリエイト
が認められているものの一つです。

・・・と、ここで、

「自己アフィリエイトで報酬がもらえると言っても、結局はジムに入会しないといけない
んでしょ？だったら自分でお金を払わないといけないわけだし、稼げるようにはならない
じゃん！」

と思った方もいるかもしれません。

しかし、自己アフィリエイトできる案件の中には、自分が商品を購入することなく、一切
お金を支払うことなく、紹介報酬が支払われるものも沢山あるんです。

例えば、無料会員登録や無料サンプルの申込み、新規問い合わせなどをアフィリエイトの
成果条件としている場合は、その時点で報酬が支払われるので、こちらには一切出費がか
かりません。もちろんこの場合、有料商品の購入に繋がらなければ、企業にとっては支
払った紹介報酬の分だけ赤字になってしまいます。

しかし、それを差し引いてでも、買わない人が沢山いたとしても、トータルで広告効果が
見込めるのであれば企業にとってはプラスですし、「単純に自社の商品の認知を広げるこ
とができる」というメリットを優先する企業もあります。つまり、そういう案件だけをア
フィリエイトすることで、あなたは一切の出費なく、自己アフィリエイトで報酬を稼げる
というわけです。



つまり一般的に言われている「自己アフィリエイトで稼ぐ」とは、『利用者に一切のお金
がかからない案件だけを選んで申し込んでいく』ということなのです。自己アフィリエイ
トだけなら事前にブログやSNSを用意しておく必要もないので、今すぐ簡単に利用するこ
とができます。

自己アフィリエイト専用ASP

ただ、「色んな案件が山ほど掲載されているASP中で、商品を買わずに、報酬がもらえる
案件を１つ１つ探していくのって相当大変じゃない？」と思われた方もいるかもしれませ
んね。

まさにその通りでございます！だから「自己アフィリエイトのみを扱っているASP」があ
ればその手間は一気に解消されますよね？

そして、そんなASPが実際にあるんです。
それが俗に『ポイントサイト』と呼ばれるものです。

ポイントサイトとは、ショッピング、各種サービスの申込みを中継しているサイトで、広
告費によって運営されています。つまり、『ポイントサイトが企業と提携している広告を
実行することで、広告料の一部があなたにポイントとして還元される』という仕組みに
なっています。

・・・分かりにくいですね(笑)。
もう少し噛み砕いてご説明しましょう。

ポイントサイトの中には、会員数が数百万人を超えるサイトもあります。企業側として
は、そこに商品を掲載してもらった時点で、沢山の人に認知してもらえるので、相当な広
告効果が得られるわけです。だから、たくさんの企業がポイントサイトに広告宣伝費を支
払って、「うちの商品をサイトに載せてくれ！」と頼んでいるわけですね。

そして、ポイントサイト側は、ユーザーにもっとサービスを利用してもらうために、「広
告に申し込んでくれたので、あなたにもその分お礼として報酬を渡しますよ」と、広告費
の一部をポイントとして我々に還元してくれます。

これがポイントサイトの仕組みです。



図にするとこんな感じですね↓

何もないところからあなたに報酬が支払われるわけではなくて、企業の広告宣伝費が報酬
としてあなたに還元されていると理解してもらえれば良いです。

さて、ポイントサイトは大手企業やベンチャー企業が運営し
ているものも含め、100を超えるサイトが存在していますが、
最初に登録するなら『ハピタス』がオススメです。

ハピタスは他サイトと比べ、広告に申し込んだときのポイン
ト還元率が最も高く、一番稼ぎやすいと評判のポイントサイ
トです。

初心者の方にとってもサイトが見やすくて使いやすく、会員
数も270万人以上いて、安心して利用できるサイトです。

また、ポイントも1ポイント＝1円と計算もしやすいのも魅力ですね。（1ポイント＝1円と
なっていないポイントサイトも多く、そういったサイトを利用してしまうと、計算がやや
こしくなります。）



 自己アフィリエイト実践編
ハピタスを利用した自己アフィリエイト

というわけで、今回のレポートでも『ハピタス』を使って自己アフィリエイトについて解
説していきます。

ハピタス内で貯めたポイントは、『1ポイント＝1円』で現金に交換して、銀行口座に振り
込んでもらうことができます。現金以外にはAmazonギフト券やiTunesカード、楽天Edy

やnanacoなど沢山のポイントに変えることができます。航空会社のマイルに交換すること
も出来ます。

ハピタスでもらえるポイントは、1件あたり1万円以上もらえる案件もあれば、1件あたり
たった1円の案件など、報酬はピンキリ。効率良く稼ぐなら、なるべく高単価の案件を狙

い撃ちすると良いでしょう。特に「クレジットカードの新規作成」などは、申し込み費・
年会費が無料にも関わらず、数千円～1万円相当のポイントをくれる場合が多いです。

こういった案件だけをうまくこなしていくことで、1日の作業だけでも5～10万円近く稼ぐ
ことができるのですね。

ハピタスでポイントをもらうまでの大まかな流れは、

という感じです。それでは早速、順を追って説明していきますね。

２

ハピタスに登録する
↓
ハピタスに掲載されている案件を実施する
↓
ポイントが確定する
↓
現金やAmazonギフト券・航空会社のマイルなどに交換する

https://m.hapitas.jp/register?i=22056428


自己アフィリエイトを始める前の下準備

ここからは、実際にあなたのPCやスマホで作業していく必要があります。どうぞ、この
レポートを読みながら進めていってください。

さて、ハピタスで自己アフィリエイトを行うまでに、事前に用意しておいてほしいものが
あります。

それは、フリーメールアドレスです。

GmailやYahoo!メールのアカウントを作成し、最初にフリーメールアドレスを取得してお
きましょう。自己アフィリエイトをする際にはアドレス登録する場面がたくさん出てきま
す。

登録したメールアドレスに、広告主から広告メールが来る場合があるので、普段使ってい
るメールアドレスとは別に、もう１つ自己アフィリエイト用のメールアドレスを用意して
おくのがおすすめです。

ハピタスに登録

フリーメールアドレスが取得できたら、早速ハピタスに登録しましょう。

ハピタスの登録に必要なものは、メールアドレスとお名前や電話番号などの個人情報のみ
です。今回はパソコンからの登録方法について解説してきますが、スマホからの登録も同
様の操作で出来ます。

では早速、ハピタスのトップページへ行ってみましょう。

Gmailのアドレス取得はこちらから
https://accounts.google.com/SignUp?hl=ja

Yahoo!メールのアドレス取得はこちらから
https://mail.yahoo.co.jp/promo/

https://accounts.google.com/SignUp?hl=ja
https://mail.yahoo.co.jp/promo/
https://accounts.google.com/SignUp?hl=ja
https://mail.yahoo.co.jp/promo/


下記のリンクを経由して登録してもらえれば、私からの紹介ということで、登録完了時に

あなたに100ポイントがプレゼントされます。（紹介報酬ということで、私にも100ポイン
トが入ります。）

ハピタスに登録する

トップページに移動する

トップページに飛んだら、『会員登録（無料）す
る』のボタンをタップして下さい。

（※もし、すでにお持ちのFacebookアカウントや
Googleアカウントで登録したいという場合は、そ
れぞれのアカウントからご登録いただいても構い
ません）

個人情報・属性情報の入力する

まずはメールアドレス・パスワードを入力してい
きます（※メールアドレスはPCアドレスのみ可能）
メールアドレスには、先程取得したフリーメール
のアドレスを入力しておきましょう。また、パス
ワードは8文字以上で入力する必要があります。

メールアドレスとパスワードの入力が終わったら、
以下の必要事項を入力していきます。

全て入力が終わったら、『ハピタスの利用規約に同意します』にチェックを入れて、「登
録内容を確認する」をタップします。（『ハピタスからのお得な情報を受け取る』の
チェックは外しておいて大丈夫です）

https://m.hapitas.jp/register?i=22056428
https://m.hapitas.jp/register?i=22056428


入力内容を確認して仮登録する

入力内容の確認をし、『送信する』ボタンをタッ
プします。

メールから会員登録手続を進める

以下の画面が出たら、設定したメールアドレスにメ
ールが来ていないかどうか確認をしましょう。

確認用のメールを開く

メールが届いたら、赤下線のURLをタップします。

認証コードを入力して会員登録する

タップした後、携帯電話にショートメールが届きま
す。ショートメールに届いた認証コードを赤枠の欄
に入力します。「送信して会員登録を完了する」ボ
タンを押して、登録完了です！これで、いつでも自
己アフィリエイトができるようになりました。



おすすめの案件は、クレジットカードや無料面談・資料請求の案件です。

ちゃんと案件を選べば、それぞれ無料で利用できるものなので、ノーリスクで稼ぐことが
出来ます。たくさんの案件に申し込みをしても問題はないので、ぜひ積極的に利用して
いってみてください。

ハピタスで自己アフィリエイト実践

それではいよいよ、ハピタスで自己アフィリエイト実践するための具体的な方法について
解説していきますね。

まずはハピタスセレクションとみんなdeポイントをチェックしよう！

まずチェックするべきなのは、『ハピタスセレク
ション』『みんなdeポイント』です。

『ハピタスセレクション』は通常の案件と比べ、
お得な案件が多いです。

『みんなdeポイント』は応募可能人数が決められ
ている案件で、ハピタスセレクションよりもかな
りオトクな案件も紹介されています。

どの案件で自己アフィリエイトするか迷ったら、
初めのうちはハピタスセレクションやみんなdeポ
イントから案件を探すのも良いでしょう。

クレジットカードの案件に申し込んでみよう！

自己アフィリエイトの王道と言われるのが、クレジットカード案件です。ポイント獲得ま
での手続きが一番簡単で、ビギナーでもすぐに実践することが出来ます。

ハピタスセレクション

みんなdeポイント



また、先ほどお話した通り、クレジットカードの案件には報酬が高額のものが多く、自己
アフィリエイトで稼ぐのにはピッタリ。というわけで、まずはこのクレジットカード案件
について解説していきますね。

クレジットカード案件は、年会費がかかるものも多いので、がむしゃらにカードを選ぶの
ではなく、最初は年会費無料のカードから始めてみるのも良いでしょう。尚、クレジット
カードの作成には①印鑑、②運転免許証などの身分証明書、この2点が必要になります。

クレジットカードの受け取りの際に必要になるので、それまでに準備しておくようにして
くださいね。では早速、クレジットカード案件に応募してみましょう。

 

まず、会員サイト画面内の「サービス」をタップします。

自己アフィリエイトで注意すべきポイント

自己アフィリエイトには、報酬が支払われる条件が存在しています。

例えば、「申込み後、3回のクレジットカード利用で報酬が発生します」や、
「FX口座開設後、5万円以上の取引をすることで報酬が発生します」など。

不安な方は、最初は無料の段階で報酬が発生する案件だけを選びましょう。ま
た、クレジットカードの案件を申し込む場合、年会費が無料かどうかもチェッ
クする必要があります。とはいえ、報酬が支払われる条件はサイト内にきちん
と大きく明記されているので、安心して下さい。

ちなみに下記の案件は、新規カード発行の時点で報酬が発生し、年会費も無料
なので、自分がお金を支払うことなくポイントが獲得できます。



「サービス」の欄から『クレジットカード』をク
リックすると、右の画像のようにクレジットカー
ドの案件がたくさん表示されます。

それでは、今回は新規カード発行だけで8,000ポイ
ントがもらえる楽天カードの案件を例に解説を進
めていきます。

楽天カードの申し込み詳細から『ポイントを貯め
る』をタップしましょう。

すると、楽天の公式サイトに飛びます。

申し込みボタンをタップしましょう（すでに楽天
会員になっている場合は『楽天会員の方』ボタン、
楽天会員でない場合は『楽天会員でない方』ボタ
ンをタップします）

名前や性別、生年月日、住所など必要事項を記入
し、申込みを完了させましょう。

入力が全て終われば、カードの申込みは完了です。わずか数分の作業で8,000ポイント
（＝8,000円相当）を稼ぐことが出来ました。あとはカード受け取り後、30日ほどでポイ

ントが付与されるので、それを待つのみです。なお、ポイントが付与されるまでの期間は
案件ごとによって違うので、案件を申し込む前に、広告の詳細ページでチェックしておき
ましょう。

今回のように、クレジットカード案件は、

以上の2点を満たす案件を探すのがコツです。

カードを作るときは、なるべく自分が実際に使いたいモノから選ぶのも良いですね。も
し、必要ないカードを作ったときは、机の中などにしまっておくと良いでしょう。

①年会費が無料
②新規カード発行の時点で報酬が発生



尚、クレジットカードを短期間に一気に作る行為は、カード会社の審査に良い印象を与え

ないので、一度に作るのは3枚までに抑えておきましょう。カードを作ってから半年経て
ば、カードを作った個人履歴が消えます。というわけで、クレジットカードの案件は半年
ごとのスパンでやっていくのがオススメです。

無料相談・資料請求で報酬ゲット！

クレジットカード新規発行の他にも、無料で報酬がもらえる案件があります。それが、保
険や資産運用などについての無料相談や資料請求の案件です。

「無料で相談や資料を受けるだけでお金をもらっちゃっていいの？」と思われたかもしれ
ませんが、これも企業の広告宣伝活動の一環ですので、堂々と貰ってしまってOKです。

無料相談や資料請求から自社の商品やサービス興味を持ってもらって、実際に顧客になっ
てくれる人が現れたら企業にとってもプラスですからね。

さて、無料相談の案件はハピタスのカテゴリから探して
も良いのですが、手っ取り早く案件を見つけるため、検
索をタップして「相談」と入力して検索してみましょう。

すると、無料相談するだけでポイントが貰える案件が出
ててきます。



↑例えば、こちらの案件は中古マンションの投資セミナーに参加し、15分ほどの面談をう
けることで15,000円分の報酬を受け取ることができます。

『ポイントを貯める』をタップすると、
公式サイトに飛びます。

必要事項を記入し、当日にセミナー参加
＋面談が完了すれば後日報酬が獲得でき
ます。尚、細かい条件もあるので必ずチ
ェックしましょう。

資料請求の案件に申し込んでみよう

ただ、無料面談の案件は、お金がかからないとはいえ、実際に面談を受けなければなら
ず、面談に時間がかかることも多いので（2時間程度）、少しハードルが高いように感じ
るかもしれません。その場合は、資料請求の案件に申し込むのも手です（無料面談よりも
獲得ポイントは少し下がってしまう傾向にあります）。

TOPページから検索をタップして、「資料請求」と入力
して検索してみましょう。

資料請求するだけでポイントが貰える案件が出てきます。

下の画像のあるような案件は、無料の資料請求だけでポ

イント獲得条件が達成できてしまいます。



「ポイントを貯める」をタップすると公式
サイトに飛ぶので、資料請求申し込みボタ
ンをタップして、名前や住所、生年月日や
連絡先などの必要事項を入力していきまし
ょう。

申込みが完了し、無事に資料が手元に届け
ばポイント獲得です。

その他の案件にも申し込んでみよう！

ハピタスには、クレジットカードや無料面談・資料請求の他にも、様々な種類の案件が紹
介されています。その一部を紹介していきますね。

FX・証券口座開設

クレジットカードの他にも、1案件をこなすだけで高額報酬が手に入るものがあります。

それがFX・証券口座開設の案件。少し難易度は高くなるのですが、案件数も非常に多い

ため、自己アフィリエイトで稼ぎやすく、魅力的な案件です。中には、1件15,000ポイン
ト以上獲得できる案件もあります。

ただ、報酬が確定するためには、口座開設だけでなく、「口座への入金」「FXで実際に
取引する」という条件がほとんどの案件に付いています。『実際に取引しないといけな
い』となると、「FXってやったことないんだけど大丈夫なの？」「FXで数百万損した人
もいるんでしょ…怖い…」と感じるかもしれません。

しかし、あくまでも自己アフィリエイト目的でやる以上は、高額の取引を何度もする必要
はありません。数回の取引だけでも報酬を得ることが出来るので、安心して取り組むこと
ができます。

では実際に、保険・ローン・資産運用のカテゴリからFX案件を探してみましょう。

今回は為替ジャパンFXを例に挙げて解説していこうと思います。



こちらの為替ジャパンFXのポイント獲得条件は、『口座開設をしたあと60日以内に新規

1Lot以上の取引をすること』となっています。

このようにほとんどのFX案件の条件が「口座開設」＋「実際に取引すること」となって
います。

また、FXの取引には『スプレッド』と呼ばれる手数料がかかります。このスプレッドが
大きく、必要な取引lot数が多いほど手数料がかかるので、案件を申し込む前によく確認し
ておきましょう。

スプレッドは、「ドル/円 0.3銭」が一番小さいと言われる基準です。というわけで、なる
べくこの基準の案件を探すようにしましょう。以下は為替ジャパンFXのものですが、画像
の通り「ドル/円 0.3銭」とスプレッドが小さいので、狙い目の案件だと言えますね↓



なお、必要な取引lot数が多かったり、スプレッドが大きくても、それ以上に報酬金額が高
い場合は、当然ですが申し込む価値があります。自己アフィリエイトに慣れてきて、もう
少し軍資金が欲しいという場合は、FXの案件にもチャレンジしてみましょう。

銀行口座開設

銀行口座の開設も、登録のみでお金を支払わずに報酬がもらえる案件が多いです。GMO

あおぞらネット銀行や、ジャパンネット銀行など。報酬は1,000～2,000ポイントほどです
が、キャッシング付きの口座開設であればもっと高額のポイントがもらえる案件もありま
すよ。

カードローン

『ローン』という響きに抵抗を覚える方もいるかもしれませんが、こちらも基本的にカー
ド発行のみで報酬が発生するので、ノーリスクで稼ぐことが出来ます。また、ポイントも
3,000～5,000ポイントと比較的高額で、効率よく稼ぐことができます。



その他

美容品や日用品、健康食品や本・雑誌、家電やゲームなど、世の中の商品やサービスのほ
とんどが自己アフィリエイト可能です。ハピタスで紹介されているものであればすべて自
己アフィリエイトができるので、空いた時間にチェックしてみるのも良いでしょう。

今回ご紹介した以外にも、お得な案件がまだまだありますので、ぜひ探してみて下さい
ね。

 自己アフィリエイト応用編

ダブルでポイントを貯める方法

少し自己アフィリエイトから話は逸れますが、楽天市場やヤフーショッピング、
ZOZOTOWNなどでネットショッピングする機会がある方も多いかと思います。そして、
こういったネットショップで買い物をすると、ポイントが付与されたりしますよね。

楽天市場であれば楽天ポイント、ヤフーショッピングであればTポイント、ZOZOTOWN

であればZOZOポイントなどです。実はこのとき、ハピタスを経由して買い物をすること
で、なんとハピタスのポイントもダブルでGETできてしまうのです。

例えば、楽天市場で買い物する前に、ハピタスを経由することで、楽天ポイント＋1ポイ

ントにつき1円のハピタスポイントも併せてGETできます。非常にお得なテクニックです
ので、この機会にご紹介しておきます。やり方はとても簡単です。まず、カテゴリから
「総合ネット通販・オークション」を選択します。

すると、ヤフーショッピングや楽天市場、アマゾンなど、ネットショッピングができるサ
イトが出てくると思います。今回は楽天市場をタップしましょう。

広告の詳細ページが出てくるので、『ポイントを貯める』をタップ。

すると、楽天市場の公式サイトに飛びます。あとは普段通り買い物をすれば、楽天市場で
買い物したときの楽天ポイント＋購入金額の1%のハピタスポイントが貯まります。

３



他のネットショッピングを利用するときも、同じ要領でハピタスポイントを貯めることが
出来ます。普段の買い物にほんの一手間を加えるだけで、ダブルでポイントが貯まるの
で、是非これから実践してみてください。

ポイントの換金と換金制限について

自己アフィリエイトやネットショッピングなど
でハピタスポイントが貯まってきたら、頃合い
をみて換金をしましょう。

換金手続きは非常に簡単です。マイページのア
イコンをタップした後、ポイント交換をタップ
します。すると、ハピタスポイントの換金先一
覧が出てきます。

右上にある画像のとおり、換金先は非常に幅広いです。この中から自分の好きな換金先を
選べば良いのですが、やはり現金に換金するのが一番便利でしょう。現金への換金手数料
も無料で、最低300ポイント（＝300円）から換金することができます。

振込先は『ゆうちょ銀行、ネット銀行、都市銀行、地方銀行、信用金庫、農協』などの金
融機関コードのある各種金融機関であれば大抵OKです。交換手続にかかる日数も3日間ほ
どで、非常にスピーディに指定の口座に振り込んでくれます。

ただし、ここで注意しておいて欲しいことがあります。それが、ハピタスには換金制限と
いう制度が導入されていて、ハピタスで貯めたポイントは1ヶ月に30,000円までしか換金
することができないということ。

これは現金に限らず、ギフト券、電子マネーなど、全ての換金先に共通する制限です。こ
の制限のせいで、ハピタスで数百万ポイント以上貯まっているのに、そのポイントを有効
活用できていないという人もいます。非常に厄介な制限です。

ただ、2019年現在、この制限を突破できる唯一の方法があって、それがポレットカードに
チャージすることです。



ハピタスを運営する株式会社オズビジョンの子会社である、Pollet株式会社のプリペイド

カード「Pollet Millionカード」には月に30万ポイントまでチャージすることができます。

しかも、チャージした金額の0.5%が増量チャージされます。仮に30万ポイントをチャー

ジした場合、カード残高には30万1,500円がチャージされるということです。

・・・とはいえ、会社での仕事の合間や、自分のビジネスの合間にちょこっと自己アフィ
リエイトを取り組んでいる程度であれば、1ヶ月の換金制限に引っかかったり、数百万以
上のポイントを貯め込んでしまったりすることはないと思います。

自己アフィリエイトだけをやり込んでいる人は別として、これから自分のビジネスを本格
的に作っていくのあれば、自己アフィリエイトだけに時間をかけている暇はありません。
ですので、そこまでポイントを貯め込む前に、次のステップに移っていくことをおすすめ
します。

というわけで、このハピタスの換金制限とその突破法についての話は、参考程度にとどめ
ておいてください。

代表的なポイントサイト一覧

今回は一番分かりやすい＆稼ぎやすいポイントサイトとしてハピタスをご紹介しました
が、
他にも大手企業が運営していて、歴史もあり、信頼できるポイントサイトはいくつかあり
ます。ハピタス以外にも利用してみたい、軍資金がもう少し欲しい、といった場合はぜひ
利用してみてください。

できるだけ規模の大きいサイトや、歴史のあるサイトなど、母体の大きなサイトを選ぶの
が無難です。出来たばかりのサイトや怪しいサイトでたくさんポイントを貯めたとして
も、いきなりサイトが閉鎖してしまったり、不当にポイントが失効してしまったりすれ
ば、努力がすべて水の泡になってしまいます。

というわけで、ここでは、数あるポイントサイトの中からいくつか信頼できるサイトをご
紹介しておきましょう。



　  モッピー

お小遣い稼ぎの代表とも呼ばれるサイト。会員登録数は累計
600万人以上を超えていて、規模はハピタス以上ですね。

運営も10年以上の実積があり、安心して利用できるサイトで
す。見やすいサイトデザインと高いポイント還元率、そして
ポイントレートも『1ポイント＝1円」と分かりやすく、ハピ
タスと同じ要領で活用していくことができます。

ただ、ポイントを現金に換金するときにわずかながら手数料がかかるのがモッピーのデメ
リットですね。

モッピーに登録する場合はこちらからどうぞ
　　モッピーに登録する

ポイントインカム

ポイントインカムは特にクレジットカード案件に強いポイン
トサイトで、高額のポイント獲得が期待できます。

例えば、ポイントインカムでは、2019年現在、イオンカード

の新規カード発行完了だけで15,000ポイントという高額のポ
イントを獲得できます（しかも年会費無料）。

また、ポイントインカムの場合、ポイントの換金先がiTunesギフトコードの場合、常に

5%OFFでiTunesギフトコードに換金できます。例えば、5,000円分のiTunesギフトコード

なら、4,750ポイントで交換できる、ということですね。

クレジットカード案件をこなしたいという方や、iTunesギフトコードをよく使う人にオス

スメのポイントサイトと言えるでしょう。

ポイントインカムに登録する場合はこちらからどうぞ
　　ポイントインカムに登録する

https://pc.moppy.jp/entry/invite.php?invite=Dh6ye17c
https://pointi.jp/


すぐたま

「ポイントがすぐにたまる」というネーミングのサイトです
が、確かにその名のとおり、登録直後からポイントが貯まりや
すい制度が導入されています。

というのも、登録してから90日間は「特別ゴールド会員」と
いう待遇を受けることができ、通常のポイントに15%上乗せ
してポイントが獲得できるからです。

例えば、報酬が10,000ポイントの案件の場合、15%のボーナスが追加されて、11,500ポイ
ントを獲得できます。特に自己アフィリエイトは最初だけ熱を入れて取り組む人も多いの
で、そんな人にとっては効率良く稼ぐことが出来ますね。

また、すぐたまで貯めたポイントは、プリンスホテルに泊まるためのプリンスポイントに
も交換できます。「プリンスホテルにタダで泊まりたい！」という場合は、すぐたまでポ
イントを貯めるのも良いかもしれません。

すぐたまに登録する場合はこちらからどうぞ
        すぐたまに登録する

以上、ポイントサイトをいくつかご紹介しましたが、他にもちょびリッチやECナビな
ど、有名なサイトもあるので、興味がある方はぜひ調べてみてください。

今すぐアフィリエイトを始めるには？

いかがだったでしょうか？

実際にASPに登録したり、自己アフィリエイトを実践してみることで、アフィリエイトに
ついての理解や、企業のビジネスモデルや宣伝の仕方についての理解も深まったかなと思
います。ビジネスとしてのアフィリエイトに興味を持った方もいることでしょう。

https://www.netmile.co.jp/sugutama/introduce/income?pa=2c49b2b75f30cda9&inflow=18


ただ中には、「自分がアフィリエイトしたいorできる案件が見つからない…」という所で
詰まってしまう人もいると思います。そこでオススメなのが、今回ご紹介したハピタスや
などのポイントサイト自体をアフィリエイトすることです。
ハピタスの解説をしているときに少しお話しましたが、私があなたにハピタスを紹介する
ことで、私には100ポイントの報酬が入ります。ハピタスに登録済みであれば、あなたも
これと同じことが既に出来るようになっているはずです。

会員サイトの「友達紹介」よりあなた専用のアフィリエイトリンクが手に入るので、まず
はあなたの周りの家族や友達にハピタスを勧めてみてもいいかもしれません。

紹介の方法は簡単です。まずはTOPからカテゴリをタップした後、「ハピタスを紹介す
る」をタップします。ちなみに、ハピタスでは『シェアハピ』と『ハピ友』の2種類の友

達紹介プログラムが選ぶことができます。

（どちらかの紹介プログラムを選択すると、紹介URLが発行されます。このURLを通して
誰かに登録してもらえば、あなたにもポイントが付与される、という仕組みです。）

アフィリエイトとねずみ講・ネットワークビジネスとの違い

と、ここまでアフィリエイトについて解説してきましたが、

あなたが紹介したAさんがハピタスに入会

↓
あなたが紹介したAさんが紹介したBさんがハピタスに入会

↓
あなたが紹介したAさんが紹介したBさんが紹介したCさんがハピタスに入会・・・

シェアハピ：
自分経由で友達が登録すると自分と友達の両方にポイントをプレゼント

ハピ友：
自分経由で登録した友達が貯めたポイント数に応じてポイントをプレゼント



みたいなケースもあり得るわけで、さらに入会とか紹介とか聞くと、「なんだか、ねずみ
講やネットワークビジネスみたいだな？」という印象を受ける人もいるかも知れません。

一見すると確かに似ているような気もしますが、アフィリエイトはねずみ講やネットワー
クビジネスとは決定的に違う点が2点あります。

それが、①報酬が連鎖しない、②入会金がかからないということです。

ねずみ講やネットワークビジネスは、運営している組織を紹介した人が「親」になり、紹
介を受けて組織に加入した人が「子」になって、「子」の入会金の一部を親がもらいます。
そして、「子」が新たな「子」を作ることで「親」となり、元々の「親」は、「子」の
「子」を「孫」とします。「孫」の入会金は元々の「親」と「子」で分配されます。

「孫」がさらに「子」（元々の「親」からしたら「ひ孫」）を作ると、元々の「親」や
「子」とその「孫」で「ひ孫」の入会金を分配して・・・

さらにひ孫が子（玄孫（やしゃご））を作ると、その入会金を親と子と孫とひ孫で分配し
て、玄孫が子（来孫（らいそん））を作ると、その入会金を親と子と孫とひ孫と玄孫で分
配して、来孫が子（昆孫（こんそん））を作ると、その入会金を親と子と孫とひ孫と玄孫
と来孫で分配して、

という、もはや訳が分からないくらい分配が連鎖＆複雑化していくわけですね(笑)

しかし、こういったビジネスモデルは人口が有限である以上、いつかは飽和します。

つまり、入会金を支払った分だけ、新しく加入した人が損失を被ることになります。それ
ゆえに、ねずみ講やネットワークビジネスは構造的に、後発の人たちに損失を与える可能
性があるという理由で法律で禁止されていたり、厳しく規制されたりしています。

しかし、アフィリエイトではそんなことは起きません。

ASPに登録するための入会金など一切は必要ありませんし、アフィリエイトのビジネスモ
デルには、ネットワークビジネスにおける組織が存在しないので、報酬が連鎖していくこ
ともありません。



厳密には「２ティア」という制度もありますが(簡単に言うと「孫」までを認めるという

制度です)、２ティアはほぼ低報酬ですし、無限連鎖するわけでもありません。

これが、アフィリエイトがねずみ講やネットワークビジネスと決定的に違う部分です。
アフィリエイトは「インターネット広告業」です。

世界的企業であるAmazonもアフィリエイトを利用して大きくなりました。Amazonは自
社の商品リンクを貼ってくれるサイトを募集し、そのサイト経由で商品が売れた場合に報
酬を支払うという仕組みを活用しています。他にもYouTuberは、動画広告を使って収益化
していますが、これもアフィリエイトです。

アフィリエイトというのは、もはやインターネット上での商取引においては必要不可欠に
なっており、ネット上での経済活動を促進させるための大きな役割を担っています。

このように、アフィリエイトは１つのビジネスモデルとして社会的に認められている事業
ですので、その点は正しく理解してもらえればと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか？

以上が自己アフィリエイトについての解説となりますが、最後に１つだけ。

このレポートは、自己アフィリエイトはあくまで「ビジネスを始めるための軍資金の確
保」と「アフィリエイトというビジネスモデルの体験」を目的として取り組むべきだ、と
いう考えのもとで作成いたしました。

念を押すようですが、自己アフィリエイトはビジネスではありません。あくまでもこれか
らビジネスを始めるための取っ掛かりの１つ、という位置づけで認識しておいてくださ
い。
もちろん中には「複数のポイントサイトを効率的に利用して1ヶ月で100万円近く稼いだこ
とがある」という人もいますが、私は正直そこまで目指さなくても良いと思っています。
最初に5～10万円が稼げればそれで良し、それ以降も続けるとしても、無理なく月1万～2

万円を貯める程度で十分でしょう。



自己アフィリエイトはただの作業に過ぎません。そればかりやっていても自分のビジネス
を構築していくスキルは一生身につきませんからね。

ですので、ある程度のお金が貯まったら、そのお金を使って本や教材を買ってビジネスを
勉強したり、次のアクションを起こすための軍資金として使ってほしいなと思います。

そうやって次のステップに移行し、実際にビジネスの勉強と実践を進めていき、早く自分
のビジネスを構築することでお金が稼げるようになるほうがはるかに効率的ですからね。

というわけで、レポートは以上です。
またお会いしましょう。ありがとうございました！


