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オンラインビジネス初⼼者でも 

確実に10万円稼げる 

⾃⼰アフィリエイトについて 
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■著作権について 
 

本冊⼦と表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊⼦の著作権は、発⾏者にあります。 

本冊⼦の使⽤に関しましては、以下の点にご注意ください。 

■使⽤許諾契約書 

本契約は、本冊⼦を⼊⼿した個⼈・法⼈(以下、甲と称す)と発⾏者(以下、⼄と称す)との

間で合意した 契約です。本冊⼦を甲が受け取り開封することにより、甲はこの契約に同

意したことになります。 

 

第1条 本契約の⽬的: ⼄が著作権を有する本冊⼦に含まれる情報を、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 禁⽌事項: 本冊⼦に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本

冊⼦から得た情報を、⼄の書 ⾯による事前許可を得ずして出版・講演活動および電⼦メ

ディアによる配信等により⼀般公開するこ とを禁じます。特に当ファイルを 第三者に渡

すことは厳しく禁じます。甲は、⾃らの事業、所属する 会社および関連組織においての

み本冊⼦に含まれる情報を使⽤できるものとします。 

 

第3条 損害賠償: 甲が本契約の第2条に違反し、⼄に損害が⽣じた場合、甲は⼄に対し、

違約⾦が発⽣する場合がござ いますのでご注意ください。 

 

第4条 契約の解除: 甲が本契約に違反したと⼄が判断した場合には、⼄は使⽤許諾契約書

を解除することができるものと します。 

 

第5条 責任の範囲: 本冊⼦の情報の使⽤の⼀切の責任は甲にあり、この情報を使って損害

が⽣じたとしても⼀切の責任を 負いません。 
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・⾃⼰アフィリエイトとは︖ 

 

オンラインビジネスの中でも最も簡単に稼げる⼿法であり、 

「ネットで本当にお⾦が稼げるんだ︕」 

という感覚が⾝に付けることができます。 

 

また、所持⾦が殆どない⼈は、 

この⾃⼰アフィリエイトでお⾦を作り、 

 

ネットビジネスの勉強代として投資して、 

そこから利益を伸ばしている⽅も⾮常に多くいらっしゃいます。 

 

故にネットビジネスを始めたばかりなら、 

⼀番オススメの⼿法です。 

 

本気でやれば⽉1０万以上を楽に稼ぐ事が可能できますからね。 

 

 

ちなみに⾃⼰アフィリエイトとは、 

どのようなものかを具体的に⾔うと 

 

⾃⼰アフィリエイトができるプログラム（無料会員登録や無料資料請求）を

選んで、無料会員登録や無料資料請求などを実践するだけです。 
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よって、ラクに数万円を稼ぐことが可能なのです。 
 

代表的なものはFX⼝座解説、クレジットカード発⾏、保険の資料請求などが

あります。 

 

・⾃⼰アフィリエイトのやり⽅ 

 
⼀番簡単で早く「⾃⼰アフィリエイト」で、お⾦を得る⽅法として、 

ハピタスというサイトがあります。 

↓ ↓ ↓ ↓ 

ココをクリックしてね  

 

 

このハピタスはお⾦を稼ぐことだけではなく、 

 

●ネットでの買い物の度に1%引きになるので儲かる。 (例えば amazon、

楽天、ヤフーショッピング、ヤフオク、ビックカメラなど) 
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●⾃動⾞保険・⽣命保険・ネット回線申込が格段に安くなる。 

●旅⾏や⾼速バスの申し込みが安くなる。 

●書籍など買うときも売るときもお得になる。 

 

など、さまざまな⾯でお得なのです。 

つまり、お⾦を稼ぐことだけでなく、 

普段の⽣活で思いっきり節約できるというわけです。 

 

ということで、早速登録をしていきましょう︕ 

⇨まずはコチラをクリック︕ 

 

すると以下のような画⾯が出てきますので、 

 

 



株式会社⼀⼼（本レポートを著者の許可無く、無断転写・無断転載は⼀切禁じます。 ） 

Copyright©2017 山崎. All Rights Reserved. 
6 

 

「会員登録する」をクリックします 

 

そうしたら「新規会員登録フォーム」にアクセスしますので、 

必要項⽬を⼊⼒してアカウント作成をしましょう。 

 

 
 

⼊⼒したら「次へ」をクリックしていき、最終的にこのときに登録したメー

ルアドレスに、仮登録完了のメールが送付された表⽰が出ます。 
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そうしたら登録したメールアドレスの受信フォルダをチェックして メールが

届いてるか確認しましょう。 

 

そうしたらメールを開封して 「下記の URL より、会員登録を完了させてく

ださい。」と⾔う表⽰があるのでその URL をクリックします。 

 

 

URL をクリックすると番号の認証が求められます。 

 

会員登録時に記⼊した携帯電話番号にショートメールが届きますので、 

記載されている認証コードを確認します。 

 

そうしたら認証画⾯の上部に「認証コード」という欄に⼊⼒して 

「送信」をクリックしましょう。 
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※ショートメールの受け取れない PHS や固定電話などの端末であれば 

下記の電話番号に問い合わせて⾳声の⾃動案内で認証をします。 

そしたら下部の「認証完了」をクリックします 

 

 

 

これでハピタスの本登録は完了です。 

 

そうしたら実際にサイトへログインしてみましょう。 

トップページの右上にある「会員ログイン」からログインをします。 
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クリックするとログイン画⾯に移動するので、 

 

 

会員登録時に決定したメールアドレスとパスワードを⼊⼒して 

「ログインする」をクリックすればログイン完了です。 

 

お疲れ様でした。 
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■ハピタスに登録したら、早速⾃⼰アフィリをやってみま

しょう。 

 

ハピタスの【無料会員登録】や【無料資料請求】でちょこちょこ稼いでいっ

ても良いのですが、できれば⾼額を⼀気に稼ぎたいですよね＾＾ 

 

ということで、今回は試しに僕が、 

ハピタスの⾃⼰アフィリの中でも⾼額な FX ⼝座開設をやってみます。 

 

※現在は FXは条件が⼤変なものも出てきました。そのことからも以下の動

画を参考にしていたければ幸いです。 

 

https://youtu.be/_Hx4zjiI9gw 

 

FXは難しそうなイメージですが、説明通りやれば難しくはありません。 

 

しかも⼀度 FX の登録を覚えれば、他も似たようなものなので 

それだけで、約10万は稼げます。 

 

また操作を間違わなければ損失もないので安⼼して進めてください。 

 (20歳以上でないと登録はできません。) 
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それでは、早速解説していきたいと思います。 

 

まずトップメニューの「サービスでためる」から 

「FX・CFD・先物取引」をクリックします。 

 

 

すると以下のように⾊々な案件が出てくると思います。 
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今回は⼀番上に表⽰されている、 

「FX ブロードネット ブロードコース/ライトコース」 

で実践していきたいと思います。 

 

 

まず「詳細を確認する」をクリックすると、 

以下のような画⾯が出ますので、 
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⾚枠の『ポイントで貯める』をクリック。 

 

 

 

 

すると FX会社のホームページが表⽰されます。 
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⾚枠の『⼝座開設はこちら』をクリック 

 

 

⼝座開設申し込みの画⾯が出ます。 

 

まずは FXを⾏うための同意をします。 

以下の画⾯のように「同意」のチェックマーク⼊れて 次に進んでください。 
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この後は、個⼈情報を記⼊していきます。 

 

個⼈情報が流出されるとかは無いので、安⼼して記⼊してください。 

 

メールアドレスはフリーメールアドレスで OKです。 

⼤体のものはフリーメールで対処できます。 

 



株式会社⼀⼼（本レポートを著者の許可無く、無断転写・無断転載は⼀切禁じます。 ） 

Copyright©2017 山崎. All Rights Reserved. 
16 

 

次に職業の欄です。 

 

会社員とかであれば問題ありませんが、無職、学⽣、フリーターでは 審査に

落ちる可能性があるので、『その他』にして『その他の場合』の欄には 『投

資家』と記⼊してください。 無職であれば勤務先情報は記⼊必要無いです。 

  

以前無職で申請したことがありますが、 

無難に審査は通っています。 

他の FX会社も⼀部を除きこれで審査通っています。 
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次に年収と⾃⼰資産、投資経験を記⼊します。 

 

年収は200万以上500万以下、 

⾃⼰資産は200万以上500万以下にしてください。 

 

特に証明書とかは不要なので、こちらの記⼊でも問題無いです。 

投資経験は外国為替2年-3年、株式2年-3年を選択してください。 
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『お申し込みに⾄ったきっかけ』『投資⽬的』 

『コース選択』は以下のとおりでお願いします。 

 

最後に確認画⾯をクリックして、 
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次の画⾯で記⼊間違いが無いか確認していただき 

最後に申し込みを押してください。 

 

 

これで登録は完了です。 

最後に、本⼈確認書類の送付が必要です。 

 

現在住んでいる住所が書かれた免許証または保険証の写メを撮って、 

 メールで指定のアドレスに送ってください。 

これで申し込みは全て完了です。 

 

数⽇後、⾃宅に ID とパスワードが書かれた紙が宅配便で届きます。 
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・Fx の取引をする 

 

Fx ブロードネットのポイント獲得条件は⼝座開設後1万通貨以上の取引とな

っています。 

 

この1万通貨取引についての解説ですが、通常1回の取引は1万通貨(約3万2

千円)になります。 

 

ドル/円だと1万ドルを買うと約80万円。しかし今の FXは最⼤25倍のレバレ

ッジで購⼊すること ができる(80万円を25分の1で買える)ので32000円で

ドルを売買できます。 

 

ですので、たった1回の取引成⽴でポイント獲得できるので他の FX会社と⽐

べやりやすくなってお ります。 

 

 ※最近取引しやすいように1000円通貨の取引も可能な FX会社も増えてき

ましたが、⼀般的に は1取引は1万通貨(約3万2千円)で⾏われます。) それ

では具体的に取引の仕⽅を説明します。 

 

まず、FX ブロードネットのログイン画⾯を開き 
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(http://www.fxtsys.com/login.jsp) 送られてきた ID とパスワードを⼊⼒

します。 

 

 

すると、取引画⾯が出てきます。 

 

まず、⼝座に⼊⾦します。 
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 1万通貨(約32000)でよいので、50000円を⼊⾦します。 

 

 

⼊⾦はクイック⼊⾦とマッチング⼊⾦があります。 クイック⼊⾦はリアルタ

イムですぐ⼊⾦できて便利ですが、使える銀⾏が限られます。 

 

 

 

マッチング⼊⾦は専⽤振込⼝座に振込での⼊⾦となります。 
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どちらかやりやすい⽅で⼊⾦して下さい。 

 

⼊⾦したらいよいよ取引です。 ⽬的はあくまでもポイント獲得のための取引

なので、買い注⽂したらすぐに売り注⽂で決済します。 

 

それで1回の取引で終わりですので、 

そこでポイント獲得条件の処理は終わります。 

 

 

では、具体的に説明します。 

 

 

まずドル/円の買いボタンを押して下さい。 
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確認のボックスが出ますので OKを押して確定します。 

そして間をあけず決済をします。 

 ポジション⼀覧の中で先程買った注⽂を選択し決済ボタンを押します。 

 

次の画⾯に移りますので、そこでもそのまま決済ボタン押して決済します。 

その後、確認の画⾯が出ますので OKを押して決済します。 
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これで取引終了です。 

 

買ったものを売ってそれで取引は終わります。 

 

200円程度損はしますが、それ以上にポイント⼊りますので、 

トータルは⼤きくプラスになります。 

 

決済はすぐ済ませましょう。 

 

下⼿に利益出るまで待って、 

結局1000円くらい損をするのはもったい ないです。 
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以上で条件を満たす取引は完了です。 

 

あとは、1週間後くらいにハピタスで有効判定され10,000ポイントが⼊りま

す。 ポイントを確認してから『ポイントを交換する』で換⾦してくいきまし

ょう。 

  

 

 

同じようなことを他の FX会社でも繰り返しやると 

10万円くらい⾃⼰アフィリできます。 

 

また FX 会社以外には、 

クレジットカードに申し込みは、 

⾼いポイントをもらえるのでオススメです。 

 

是⾮、やってみてくださいね︕ 
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〜補⾜〜 
 

普通にネットで買い物する時も「ハピタス」に登録して、 

ハピタスのサイトを経由することで 

 

amazon、楽天、ヤフーショッピング、ヤフオク、ビックカメラなどの⼤⼿

ネット通販サイトで買い物するたびに「1%引き」で購⼊することができま

す。 

 

たかが1%か・・・ 

と思うかもしれませんが、 

 

消費税が1%減って買い物ができると考えると 

明らかに普通に買い物をするよりもお得ですよね︖ 

 

塵も積もれば⼭となるという諺があるように、 

ハピタスを経由して買い物をしていけば、 

次々とポイントがたまっていきます。 

 

是⾮ともネットで買い物をするときは利⽤していきましょう。 

 

 

また何かわからないことがありましたら 
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こちらまでメールでお問い合わせください。 

 

yamazaki@tirimotumoruzo.com 

 

それでは、よろしくお願いします。 


