
「頑張ってブログを6ヶ月間

　更新したのに報酬ゼロ…」

「アフィリエイトで稼ぎたいのに

　まったく稼げない、継続できない…」

こんな悩みを抱えたあなたへ。

ライティングスキル不要。作業量はアフィリエイトの10分の1。

「実践1か月目で5万円、3か月で30万円の報酬を目指しま

せんか？」

＼「SNS画像投稿アフィリエイト」で稼ぐ秘密を教えます ／



サイトを作らないアフィリエイトで

3か月後に30万円稼ぐ方法に興味はありますか？

今から紹介するのは

✔ 初心者でも、3か月後には30万円の報酬を獲得できる

✔ 作業量はブログを使ったアフィリエイトの10分の1でOK

✔ ブログやサイトは不要。ライティングスキルも一切不要

こんなアフィリエイトの話です。

実際の話。

私自身、週にたった数時間の作業だけ。

片手間の作業で月60万円の報酬を達成しました。

しかも、7か月間連続で月60万円超え。

その証拠画像として、ASP管理画面の報酬実績をお見せします↓↓



このように、7か月連続で月60万円以上の報酬を手にしています。

また、今から紹介するこのノウハウを、

モニターさん（37歳の会社員）に実践してもらった結果、

「実践1ヶ月目で月収5万円、3ヶ月目で33万円」

という結果を出すことに成功しています。

――――――――――実践者の声↓↓―――――――――――――

●37歳サラリーマン男性（実践1ヶ月目で月収5万円 → 3ヶ月目で33万円）



―――――（他にもこんな成果報告が届いています↓↓）――――

●22歳大学生男性（実践1ヶ月目で月収6千円 → 3ヶ月目で9万円）



リアルな成果報告。まだまだ、あります↓↓

●46歳自営業男性（実践1ヶ月目で月収2万円 → 3ヶ月目で16万円）



――――――――――実践者の声ここまで―――――――――――

ブログアフィリエイトを半年間頑張って、

1円も稼げなかった37歳サラリーマンが

3か月後には月収30万円を稼げるようになった秘密。

もしも、あなたが、

ライティングスキルを必要とせず、

「週に数時間だけ」の少ない作業量で稼げる

アフィリエイトノウハウに興味があるのなら、、、

今から5分間だけこの話にお付き合いください。

絶対に後悔させないことをお約束します。

記事を書くのって

苦痛じゃないですか？

まず、最初にはっきりさせておきたいことがあります。

ブログやサイトアフィリエイトで稼ぐなら

ライティングスキルは必須です。

「□□アフィリエイトを

　半年実践しましたが報酬はゼロでした…」



「●●塾に参加したのですが、

　自分にはレベルが高く稼げませんでした…」

「ブログを100記事更新したのに全然稼げません…」

アフィリエイトを実践されている方から

このようなメッセージをいただくことが多いのですが、

今のアフィリエイトは、

高いライティング能力が備わっていないと絶対に稼げません。

・低品質の記事を淡々と書き続ければ稼げる時代

・ライティング能力が低くても根性だけで記事を量産すれば稼げる時代

こんな時代は完全に終わりました。

今は、読者の悩みに寄り添ったコンテンツ構成能力と

それを表現するライティングスキルが必須です。

ライティングスキルがないと、

100記事書こうが、

1000記事書こうが稼げません。

しかし、ネットビジネスに挑戦する多くの人は、

「なんとしても稼がないといけない…」

「どうにかして収入を増やさないといけない…」

といった切実な事情を抱えています。



「月に○○万円稼げないといけない」

「でも、毎月、経費をかけられる余裕はない…」

「現状を打破するにはアフィリエイトしかない！」

こう考えて多くの人は、ブログやサイトアフィリに挑戦します。

そして、その大半は稼げずに挫折。

「他の教材なら稼げるかも…」

と、複数の教材を購入したり高額塾に入ってみるものの、

結局、稼げない。

無理はありません、

アフィリエイトの「バブル期」は終わったのですから。

月に数万円程度なら裏技的なテクニックを使って稼げる可能性はありますが

単月で数十万円を稼ぐには、高いライティング技術が必須です。

「そんなこと言っても、どうにかして稼がないといけない」

「このまま、サラリーマンの給料だけではマズイ」

「好きな人のためにも収入を増やさないといけない」

そんな悩みを抱えているあなたへ

私から提案があります。



ブログやサイトアフィリエイトの

10分の1程度の作業量で月に30万円以上を稼げる

新たなアフィリエイトに挑戦しませんか？

しかも、サイトを作る必要がないので

毎月のランニングコストゼロで実践が可能。

SNSを使った「サイトを作らないアフィリエイト」

ライティングが苦手な人ほど

手にとっていただきたいノウハウです。

3ヶ月で月収33万円達成

普通じゃない速さで収益化。

冒頭で紹介した「実践者の声」を覚えているでしょうか？

実は、このノウハウの原型が出来上がった

2021年の12月。

ノウハウの再現性を確認するために

モニターとして参加していただいた方々の声なんです。

私が運営するTwitterを通じて、

「□□アフィリエイトを

　半年実践しましたが報酬はゼロでした…」



「●●塾に参加したのですが、

　自分にはレベルが高く稼げませんでした…」

「ブログを100記事更新したのに全然稼げません…」

と、私に悩み相談を相談をしてきた方たち。

実は、この方たちに「モニター」になってもらって、

今回、紹介しているSNSアフィリエイトノウハウを

実践してもらいました。

そして、出た結果が、冒頭で紹介した、、

✔ 実践1ヶ月目で月収5万円 → 3ヶ月目で33万円

✔ 実践1ヶ月目で月収6千円 → 3ヶ月目で9万円

✔ 実践1ヶ月目で月収2万円 → 3ヶ月目で16万円

これなんです。

公平な判断をしてほしいので

モニターの成果を包み隠さず

公開します。



5名の方にモニターとして参加してもらった結果

4名が報酬を得ることに成功。

1名は報酬を得ることができず、

途中で作業を断念しています。

【Aさん】実践1ヶ月目で月収5万円 → 3ヶ月目で33万円

【Bさん】実践1ヶ月目で月収6千円 → 3ヶ月目で9万円

【Cさん】実践1ヶ月目で月収2万円 → 3ヶ月目で16万円

【Dさん】実践2ヶ月目で月収7千円 →実践3ヶ月目に入って継続断念

【Eさん】収益発生せず。実践3週目で継続断念

正直、1か月は継続していただきたいところでしたが

継続させることができないのは、教材の至らない点だと認識しています。

ただ、モニターで結果を出した方の中には

「今まで苦痛に感じていたアフィリエイトが

今ではもう、楽しくって楽しくって仕方が無いです」

とまで、言っていただけました。

どうでしょうか？ここまで読んでみて、俄然興味が湧いてきましたか？

それでは、ここから、



✔ ライティングスキル不要

✔ 作業量はアフィリエイトの10分の1

✔ 実践1か月目で5万円、3か月で30万円を目指せる

という、SNSアフィリエイトの真髄を

紹介していきたいと思います。

なんと、作業量は

ブログアフィリの10分の1
スバリ、このノウハウでは「インスタ」を使って収益化していきます。

インスタと聞くと、

「食べ物とか観光スポットをスマホで撮影して

仲間同士で共有するアプリ」

「オシャレで ”映える” 画像をひたすら投稿するアプリ」

このようなイメージを持たれる方が大半かもしれません。

が、最近のインスタは

「第2の検索エンジン」

と、なりつつあるのをご存知ですか？



今まで検索エンジンといえばGoogle。

何を調べるのにもみんなGoogleを使っていました。

しかし、近年、Googleが行ってきた

度重なるアップデートの影響によって

検索結果に出てくるのは

権威性のある公式サイトや大手のポータルサイトばかり。

一般のユーザーさんが発信している

「普通の感想」や「率直な意見」

というものは検索エンジンで、

見つかりづらくなっています。

例えば、何かを購入するとき。

あなたも検索エンジンで

商品の口コミなどを調べると思います。

一般の人が使った、

「素直な意見・感想」

を調べた上で商品を吟味し、

購入するかどうかを決断すると思うのです。

しかし、検索エンジンに出てくるのは、



公式サイトとか大手のポータルサイト。

こういうサイトをチェックしても

企業側の「売り文句」ばかりで

一般人の素直な意見を

見つけることができないんですよね。

その結果、

多くのユーザーはGoogleなどの検索エンジンで

「一般の人の感想」

を調べるのではなく、各SNSで検索する事が

当たり前になってきているのです。

その代表格となっているのがインスタ。

インスタで検索する行動を「タグる」と言ったりしますが、

いま「ググる」から「タグる」時代へ移り変わってきているのです。

今回のインスタアフィリは

このような検索需要（=タグる）を

収益につなげていく新しいノウハウです。

インスタ検索をする見込み客に

アカウントをフォローしてもらいながら

アフィリエイト案件に誘導して報酬を得ていく。



これが今回のノウハウの核心部分です。インスタを普段から使っていない人からする

と

「なんか難しそう…」

と感じるかもしれませんが、全くそんなことはありません。

冒頭でもお伝えした通り、

ブログやサイトを運営するアフィリエイトと

比較すると「10分の1の作業量」で

成果を出せるアカウントが運営可能だからです。

このノウハウであなたが行う作業を

簡潔に表すと以下の通りです。

1.特定のジャンルでアカウントを作成する

2.コンテンツ画像を作成し1日1回投稿する

3.ある方法を使ってフォロワーを増やしていく

（このようなテキスト画像を投稿し、フォロワーを集め、

収益化していくノウハウです）



ある方法を使ってフォロワーを増やしながら、

投稿するコンテンツを通じて

フォロワーとの信頼関係を徐々に築いていく。

そして、アフィリエイト商品に誘導し、成約に導く。

簡単に言うと、やることはこれだけです。

しかも、

基本的にインスタ内だけで

すべて完結するのでブログやサイトは不要。

当然、

サーバー代とかドメイン代などの経費も一切かかりません。

「1日1回投稿するコンテンツの作成が難しそう…」

と感じるかもしれませんが、これに関しても心配無用。

なぜなら、

「コピペに近い形でコンテンツを

作成するテクニック」

があるからです。



もちろん、完全なコピペコンテンツというわけにはいきませんが

「1投稿あたり300文字程度の

短い感想文が書ければOK」

これくらいの気軽さで

毎日投稿するコンテンツを作成することができます。

というよりも、

「もともとあるコンテンツの内容を引用して、

　300文字程度で編集する」

これが、感覚的には最も近いかもしれません。

「書く」というよりも「編集する」イメージですね。

だからライティング能力は必要ないのです。

重要なことなのでもう一度言いますが、

ライティング能力は不要です。

詳しくはノウハウの中でしっかり解説していますが、

作業量はブログアフィリエイトの「10分の1程度」と

思ってもらえればOKです。



ちなみに、冒頭で紹介したモニターさんは

「休日の数時間だけ」作業して、

1週間分の投稿を終えてしまっています。

慣れれば、あなたも2～3時間で

1週間分の作業が完了すると思います。

初心者でもサクッと稼げてしまう

インスタバブルが到来中。

✔ ライティング能力不要

✔ サイト作成も不要

✔ 作業は週末の数時間だけ

それで、

実践1か月目から月数万円の

報酬が発生する即効性の高さ。

加えて、



実践3か月目以降には

月収30万円以上も狙える高収益性。

やることは至ってシンプルなので、

たとえあなたがネットビジネス初心者の方でも

月収30万円程度であれば

3か月～6か月で実現可能な目標です。

では、なぜ、インスタアフィリは

初心者でもこんなに稼げるのか？

その理由は3つあります。

●稼げる理由1●

検索ユーザーがGoogleからインスタへ移行してきているから

1つ目の理由は先ほど説明した通り。

欲しい商品を比較検討したり、

潜在的な悩みを解決したいユーザーが

インスタで情報を収集するようになってきているからです。

お客さんになり得るターゲットが

検索エンジン上からインスタへ

生息域を伸ばしてきていることが1つ目の理由となります。

●稼げる理由2●



ライバルアフィリエイターが少ないから

検索エンジンで集客するSEOアフィリと比較すると

ライバルアフィリエイターの数は「1/100」未満。

アフィリエイト利用のインスタアカウントは

まだまだ、数も限られており、

ザル状態で活動を続けることが可能です。

例えば、アフィリエイトで稼げる

ジャンルとして有名な「金融系」ジャンル。

今からSEOアフィリで初心者が参入しても

稼げる可能性はほぼ無いくらい”超激戦ジャンル”ですが、

インスタアフィリで

「金融系」ジャンルを扱って

単月に70万円以上の成果を

あげている人もいるくらいです。



（実際、上記のように簡単な画像を投稿して

稼いでいる人はインスタに結構います）

●稼げる理由3●

インスタアフィリがバブルを迎えつつあるから

今、インスタを使ったアフィリエイトは

バブルを迎えつつあります。

事実、

「アフィリエイト歴やネットビジネス歴が

1年未満、ヘタすれば数ヶ月・・・」

こんなレベルの人でも

月に数十～数百万を稼ぐ人が出てきてるのが

現在のインスタ界隈の実状。

あなたは、今から5年～6年前に

「YouTubeのテキストスクロール動画で稼ぐ方法」



が流行ったのをご存知ですか？

ほぼコピペのテキスト文字をスクロール形式で動画に流して

月収100万円以上を荒稼ぎする人が続出していた時期がありました。

現在ではそんな方法は通用しませんが、

当時はめちゃくちゃ簡単にYouTubeで稼げていたんです。

今考えるとまさにバブル。

で、現在のインスタも同じようなバブル期を迎えつつあります。

当時のYouTubeはGoogle側の規約変更などによって

あっという間にバブル期が終焉を迎えましたが

インスタはあと数年、このバブルが続くとみています。

今後、ライバルアフィリエイターの動きとして

SEO　→　→　→　インスタ

このように移行していくのは確実なので、

ライバルが増えるにつれて

少しずつ稼ぎにくくなってくるでしょう。

ただ、今回のインスタバブルが

当時のYouTubeバブルと異なる点がひとつ。

それは、バブルが終わると多少稼ぎにくくなるものの、

全く稼げなくなるわけでは無いこと。



なぜなら、

このインスタで稼ぐノウハウは

YouTubeバブルの裏技的なノウハウとは異なり

「本質的なマーケティングノウハウ」だからです。

つまり、

今から突入するバブル期が終焉を迎えても

インスタでのアフィリエイトは終わらないということ。

（繰り返しますが、稼ぎにくくなることは予想されます）

今、稼げるだけ稼いでおく。

そしてバブルが終わっても、

これまでの経験を生かして稼ぎ続ける。

いまがインスタアフィリを始める

絶妙なタイミングであることは間違いありません。

私が7か月連続で

月60万円稼ぎ続けている方法を

そのまま公開しています。



このノウハウでは、

「実際に私が月60万円稼いだ、

　現在進行形のインスタ収益化ノウハウ」

を、そっくりそのまま公開しています。

稼ぐ系の教材って、大まかな戦略を解説していても

細かな戦術や作業の部分は割愛していることが多くないですか？

要するに「抽象的な説明」で

終わっている教材が多いと思っています。

しかし、

初心者さんが本当に知りたいのは

細かい作業ベースの部分ですよね？

もちろん、大枠の戦略も重要ですが、

戦略を実践するためには細かな作業手順も必要です。

しかし、繰り返しますが、

細かい作業を一つ一つ取り上げて

説明している教材は驚くほど少ないんです。

なので、今回のインスタアフィリノウハウでは、

細かい作業部分まで徹底的に解説しています。



●PDFにして「355ページ」

●文字数にすると「18万文字」

正直、かなり膨大なコンテンツ量です。

あなたが受け取ることができる

ノウハウの内容を整理してみました↓↓

●0.インスタアフィリ【はじめに】

●1.インスタアフィリ【概要・準備編】

　　1.1 本教材の概要

　　1.2 インスタグラム集客の全体像

　　1.3 実践にあたっての準備

●2.インスタアフィリ【実践編】

　　2.1 アカウントリサーチ

　　2.2 アカウント設計のコツ

　　2.3 アフィリエイトする商品の選び方

　　2.4 投稿内容とネタの探し方

　　2.5 投稿作業の手順とポイント

　　2.6 投稿の頻度と投稿の時間帯について

●3.インスタアフィリ【集客編】

　　3.1ターゲットユーザーへのアプローチ方法

　　3.2反応が取れる投稿を作成するためのリサーチ方法

●4.インスタアフィリ【投稿編】



　　1.●●でテキスト画像を簡単に作成するコツ

　　2.●●を使って効率的にテキスト画像を投稿する方法

●5.インスタアフィリ【テクニック編】

　　5.1●●には絶対に凝った方が良い理由

　　5.2最短で収益を上げるために必要な●●率と●●解析の話

　　5.3効率よくアカウントを伸ばすために「●●」を攻略する方法

　　5.4実践初日からアクセスを呼び込む「●●」攻略方法

　　5.5初心者に絶対おすすめ！インスタアフィリのオススメジャンル7選

　　5.6反応が取れるプロフィール設定のコツ

　　5.7●●を有効活用して成約率と報酬を拡大する方法

　　5.8●●テクニックでユーザーをプロフィールページへ誘導する方法

●【超実践編①】収益化までの具体的ステップ

　　【超実践編①】1.参考アカウントをリサーチする

　　【超実践編①】2.アカウントのコンセプト決め

　　【超実践編①】3.キャラクターを決める

　　【超実践編①】4.プロフィールを作成する

●【超実践編②】収益化までの具体的ステップ

　　【超実践編②】5.アフィリエイト商品を選ぶ

　　【超実践編②】6.投稿コンテンツを作成する

●【超実践編③】収益化までの具体的ステップ

　　【超実践編③】7.投稿画像とテキストデザインを決める

　　【超実践編③】8.キャプションとハッシュタグを決める

●【インスタアフィリ特典1】収益化までのロードマップ

●【インスタアフィリ特典2】ユーザーの興味を惹く"鉄板"タイトル集《効果実証済み》　



上記の通り、1～5のPDFでインスタアフィリで

稼ぐ基礎を学んでいただきます。

この内容をもとに実践継続するだけで

月に10万円～30万円は到達できるはず。

ただ、それだけではありません。

【超実践編①】【超実践編②】【超実践編③】

と題したPDFでは

「私が月に60万稼いでいる、現在進行系のノウハウ」

を細かな作業ベースに落とし込み、

ステップごと丁寧に解説しています。

「模範解答」を見ながら実践していくイメージです。

それから最後の、

【インスタアフィリ特典1】【インスタアフィリ特典2】

これを使って、収益化を加速していただければと思います。

繰り返しますが、このノウハウは



「抽象的な戦略・概念」

だけを解説したものではありません。

●PDFにして「355ページ」

●文字数にすると「18万文字」

という「膨大かつ丁寧なコンテンツ」で構成されています。

現在進行形で通用する

インスタアフィリのノウハウを、

初心者でも取り組んでいただけるよう

徹底的に解説したノウハウと言えます。

教材の販売価格が

値上げになる可能性があります。

ネットビジネス初心者でも取り組めるシンプルな内容でありながら、

実践1か月目に報酬を発生させ、

3か月後には月収30万円を狙うことができる収益性の高さ。

そして、慣れれば休日の数時間で

1週間分の作業が完了する手軽さ。



これからバブルを迎えるインスタアフィリエイトを

初心者の方でも再現性高く実践できるように

徹底的に解説したノウハウに仕上げました。

おそらく、この内容の「稼ぐ系ノウハウ」を

インフォトップやブレインなどで手に入れようと思えば

「20,000円　～　30,000円」

が相場だと思われます。

しかし、事前に数名のモニターさんが

実績を出していただいているとは言え、

ノウハウとしての販売実績がまだまだ少ないことから、

定価12,000円

で販売することにしました。

ただし、モニターさんたちも、

しっかりと成果を出している

再現性があるノウハウであるため

さらに値上げする可能性もあります。

（※予告なく値上げとなる可能性があります。もし気になるのなら、

最安値で購入できるいま、手に入れておいてください）

繰り返しになりますが、毎月のランニングコストはゼロです。



あなたは教材代の12,000円だけで月に数十万円を

稼げる可能性を手に入れることができます。

ただし、デメリットもあります。

それは、ノウハウの内容が膨大だということ。

初心者の方でも高い再現性で収益を上げていただきたいので

どうしてもコンテンツ量が多くなりました。

わかりやすくまとめてはいますが、

文字を読むのが苦手な方は、少し大変かもしれません。

文字数が多いと、

「ノウハウを購入しただけで実践しない人」

が一定数出てくると思うので、

それが最大の懸念点になります。

なので、

・文章を読むのが苦手な方

・このノウハウを実践して絶対に稼ぐという意気込みがない方

いずれかに当てはまる方には向かないノウハウとなります。

上記に当てはまる方は、



お互いにデメリットしかありませんので、

購入するのはお控えください。

もしも、ライバルたちに

インスタ市場を独占されたら...

あなたは後悔しませんか？

最後に、ここまで読んでいただいた

あなたにお伝えしたいこと。

とにかく初心者でも稼ぎやすい

この「ボーナス時期」に稼げるだけ稼いで、

経験を積むようにしてください。

そうすることで、

ライバルアフィリエイターがインスタ市場に参入してきても

経験を生かして稼ぎ続けることができるはずです。

SEOアフィリで稼げなくなったアフィリエイターは必ず、

インスタへ参入してきますし、

事実、少しずつライバルが増えてきています。

このノウハウは、稼ぐための作業手順を徹底的に解説したので

テキスト量こそ膨大ですが、やることは至ってシンプルです。



なので、一度理解してしまえば、

作業をどんどん外注化することが可能。

外注化しやすいという事実は

メリットになる一方で、

デメリットにもなりえます。

何が言いたいかというと、

今までSEOアフィリで荒稼ぎしていた

「やり手アフィリエイターたち」が

今後、インスタに参入してきた場合、

「徹底的な外注化」

を行うことで、今後、じわじわと独占されるジャンルが

出てくるということ。

現状、ライバルアフィリエイターはまだ少ないですが、

今後、間違いなく増えてきます。

（実際、少しずつですがアフィリエイターが増えてきています）

私も今、外注化をどんどん進めているところです。

こうしている間にも、



SEOアフィリの世界からインスタアフィリの世界へ

ライバルアフィリエイターが乗り込んできて、

市場を侵食していきます。

この機会に乗り遅れないようにしてください。

ぜひ、あなたも一緒に先行者利益を手に入れましょう。

繰り返しますが、

12,000円

の特別価格は期間限定です。

12,000円からさらに値上げをする可能性があり、

もしも、値上げをした場合、二度と12,000円では購入できません。

もしも、気になるのなら特別価格の今、手に入れておいてください。

P.S.重要なことを忘れてました
あと、言い忘れていましたが、

インスタは複数のサブアカウントを

運用することができます。

1つ目　→　アフィリエイトで収益化

2つ目　→　ブログへの集客でアクセスアップ

3つ目　→　メルマガへの集客で収益化



というように、このノウハウの用途は

アフィリエイトに止まりません。

実際に、インスタの複数アカウント運用で

キャッシュを稼ぎ、脱サラした人も多く存在します。

✔ アフィリエイト

✔ ネット集客

✔ 自社商品の販売

など、あらゆるビジネスに活用できる

普遍的な「インスタ集客」のノウハウが

今なら12,000円で手に入ります。

言い方は悪いかもしれませんが

12,000円と言うと、

多くの人は数ヶ月の間に

「使途不明金」として、

消えてしまうような金額です。

実際の話、小学生のお年玉でも、

買えるくらいの価格になってます。

もしもあなたに、

「週に数時間程度の作業時間」



を確保する気持ちがあるのなら。そして、シンプルな作業をコツコツ継続する気持ちが

あるのなら。

思い切って飛び込んできてください。

1か月後、2か月後、、、

今回紹介したモニターさん達のように、

人生が変わるような報酬を手にしているはずです。

—-------------------------------—-------------------------------—-------------------------------—--------------------

ノウハウのお申し込みについて

にてノウハウを販売しております（どちらも同じ販売価格です）

ヤフオクはクレジット決済ができませんので、クレジット決済をご希望の方はSKIMAよ

りご購入をお願いいたします（※新規アカウント登録〈無料〉が必要になります）

なお、繰り返しになりますが、12,000円でご購入できるのは期間限定です。

今後、12,000円以上に値上げとなる可能性がありますので、購入を検討されてる方

はお忘れなきようお願いいたします。

—-------------------------------—-------------------------------—--------------------------

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/simplemynumbers
https://skima.jp/item/detail?item_id=173701


------最後に、予想される質問について先回りして、お答えします---------------

【Q】スマホだけでも実践できますか？

【A】パソコンで実践されることを強くおすすめしています。スマホだけでも実践できなく

はないですが、スマホだけで実践する場合は作業時間が大幅に伸びます。

このノウハウは、週末や休日の数時間を利用して、一週間分の作業が完了する手軽

さが大きなメリットです。

スマホだけで実践する場合は、そのメリットを享受することができません。また、ノウハ

ウ自体もパソコンで実践する場合を想定して作成していますので、その点、ご承知お

きください。

【Q】ノウハウを実践するにあたって、費用はかかりますか？

【A】費用は一切かかりません。ノウハウ代だけで実践することができますのでご安心

ください。

【Q】ネットビジネス初心者でも稼ぐことができますか？

【A】今までネットビジネスに取り組んだことがない「本当の初心者さん」でも、きちんと

教材を読み込んで、教材の内容通り、地道に実践していけば稼ぐことができます。

早ければ実践1か月目で数千円〜数万円。実践3か月目に10万円前後を稼ぐことが

現実的な目標となるでしょう。

そして「今までブログアフィリエイトなどに取り組んだことがあるけど、成果を出したこと

がない」方は、



・インターネットを使って収益が上がる構造

・アフィリエイトの概念や戦略

を、少なくともなんらかの教材で学んだことがあるはずなので、もっと早く収益化がで

きると思います。アフィリエイト経験者の方であれば、実践1か月目で1万円〜3万円。

実践3か月目に10万円〜30万円が現実的な目標になってきます。

ちなみに、今回紹介したモニターさん3名のうち、

・3か月で33万円を達成した、37歳サラリーマン男性

・3ヶ月目で16万円  を達成した、46歳自営業男性

この2名はアフィリエイト経験者となります。

【Q】1日あたりの作業時間はどれくらい必要ですか？

【A】作業に慣れてくれば、1日あたり1時間くらいが作業時間の目安になります。

ただ、このノウハウは、ある程度作業をまとめて実践する方が効率的に進めていくこ

とができます。

例えば、1週間分の投稿を、週末あるいは休日の1日だけを使ってまとめて実践する

ほうが、かなり効率的に作業を進めることができますし、おそらくインスタで収益化し

ているほとんどのプレイヤーはそうしています。

週末とか休日にまとめて作業をするのであれば、最初のうちは3時間〜6時間くらい

が作業時間の目安になると思います。3時間〜6時間で、翌週1週間分の作業が完了

するという意味です。



慣れてくれば、2時間〜3時間で1週間分の作業を終えてしまうことも可能です。

【Q】すぐに使えなくなってしまうような「一過性のノウハウ」ではないですか？

【A】1〜2年で廃れるようなものではなく、今後、3〜5年は通用すると思います。

「稼ぎやすい時期が終わると、ノウハウが通用しなくなる」

と思われる方が一定数いらっしゃいますので、まずは前提の話をさせてください。

この記事内で紹介した通り、インスタアフィリエイトは、今、まさにバブルを迎えつつあ

ります。

バブルと言うと、はじけてしまったあとは市場全体が「焼け野原」になってしまって、全

く稼げなくなると思われる方がいますが、そうではありません。

バブルが終わってもインスタで稼げなくなるわけではありません。

現在は、ライバルとなるアフィリエイターが少ないので、ジャンルによってはガラ空き

状態。そのため、適切なコンテンツを地道に投稿していくことで、通常のアフィリエイト

では考えられないスピード感で収益化していくことが可能です。これが、インスタバブ

ルの主要因。

つまり、ライバルとなるアフィリエイターがSEOアフィリに比べると圧倒的に少ないの

です。



しかし、SEOを主戦場としていたライバルアフィリエイターが、今後、続々と参入してく

ることが予想されています。そうなってくると、現在のような圧倒的な稼ぎやすさは、な

くなってくるはずです。つまり、バブルが終わってしまうということ。

しかし、繰り返しになりますが、バブルが終わってもインスタで稼げなくなるわけでは

ありません。圧倒的に稼ぎやすい時期が終わるだけで、地道に作業を継続していけ

ば、普通に稼げます。

バブルが終わってしまっても、SEOアフィリよりも稼ぎやすい時期は継続するはずで

す（圧倒的ではなくなりますが...）

このノウハウで解説しているのは、裏技とかテクニックだけではない「普遍的なインス

タマーケティングノウハウ」なので、バブルだろうがバブルでなかろうが通用します。

【Q】サポートなどはついていますか？

【A】メールやチャット、また、電話や対面形式など、サポートは一切ついておりませ

ん。

【Q】ワードプレスでブログを運営していますが、ブログへの集客にも使えるノウハウで

すか？

【A】もちろん使えます。というか、ブログを運営されているのなら「鬼に金棒」です。

このノウハウは「アフィリエイトでの収益化」を全面に出していますが、本質的には「イ

ンスタを使ったマーケティングノウハウ」となります。なので、

・インスタでアフィリエイトする

・インスタからブログへ誘導する



・インスタからLINEやメルマガへ誘導する

などなど、幅広いマネタイズに応用できます。

特にブログを運営されているのなら、検索エンジンで全く上位表示ができていなくて

も、インスタから見込み客をブログへ送り込むことで収益化させることができますし、

ブログを成長させることもできます。

また、特定ジャンルのインスタアカウントを運営しているという事実が、セルフブラン

ディングにもつながります。

【Q】プライベートのインスタアカウントを使ってアフィリエイトするのですか？

【A】プライベートのインスタアカウントは使いませんのでご安心ください。

インスタはサブ垢を複数作成することができるので、アフィリエイト用のサブ垢を作っ

て、そのアカウントでアフィリエイトをしていきます。

サブ垢でアフィリエイトを実践しても、プライベートアカウントでつながっている知人や

友人にバレれないように対策をすることも可能です（その辺はノウハウ内で解説して

います）

もちろん、プライベートアカウントでアフィリエイトを実践しても問題ありません。

【Q】インスタで稼ぎやすい時期（バブル）はいつ頃まで続きそうですか？

【A】断言できませんが、2022年〜2023年にかけてライバルアフィリエイターが一気

に増えてくる予感があります（あくまでも私の予感です）



例えば、2022年時点での、SEOとインスタのアフィリエイター数の比率を表現すると、

インスタ：1

SEO：100

本当にこれくらいだと思います。そもそも、SEOが激戦すぎるという背景もあります

が...。ただ、2022年〜2023年に入ってくると、

インスタ：1

SEO：70〜80

これくらいにはなっていると思います。これでも、SEOアフィリと比較すると全然稼ぎ

やすいことには変わりませんが、当然ながら、

「稼ぎやすいジャンル」

から、優先的に抑えられていくことが予想できるので、なるべく早めに参入されること

をおすすめしています。

—-------------------------------—-------------------------------—--------------------------

以上、想定されるご質問にあらかじめお答えしました。

SEOアフィリから乗り込んでくる「やり手ライバルアフィリエイターたち」に先を越される

前に、また、限定価格12,000円の今のうちに入手しておくことをおすすめします。

今後、12,000円以上に値上げする可能性もあります。値上げをしたら、二度と現価格

では購入できませんので、ご承知おきください。

お申し込みは以下、ヤフオクもしくはSKIMAよりお願いします↓↓



—-------------------------------—-------------------------------—-------------------------------—--------------------

ノウハウのお申し込みについて

にてノウハウを販売しております（どちらも同じ販売価格です）

ヤフオクはクレジット決済ができませんので、クレジット決済をご希望の方はSKIMAよ

りご購入をお願いいたします（※新規アカウント登録〈無料〉が必要になります）

なお、繰り返しになりますが、12,000円でご購入できるのは期間限定です。

今後、12,000円以上に値上げとなる可能性がありますので、購入を検討されてる方

はお忘れなきようお願いいたします。

—-------------------------------—-------------------------------—--------------------------

〜【成果発生報告】2022年9月4日　追記〜

実際に本教材を購入した方々より、追加で成果報告が届きましたので紹介します。

●33歳 女性会社員（まーこさん） 6月に本教材を購入　転職ジャンル

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/simplemynumbers
https://skima.jp/item/detail?item_id=173701


実践1ヶ月目　21,828円獲得！

実践2ヶ月目　54,869円獲得！

実践3ヶ月目　182,964円獲得！

●43歳 男性会社員（tomoさん） 6月に本教材を購入　不動産投資ジャンル

実践1ヶ月目　19,525円獲得！

実践2ヶ月目　91,647円獲得！

実践3ヶ月目　202,752円獲得！

●47歳 専業主婦（マリモさん） 6月に本教材を購入　体の悩みジャンル



実践1ヶ月目　5,600円獲得！

実践2ヶ月目　33,600円獲得！

実践3ヶ月目　92,400円獲得！

ちなみに、この方は「インフォトップ」というASPの商品をアフィリエイトしているのです

が、毎日のように「成果報告メール」が届いて、テンション上がりっぱなしだそうです↓↓



そりゃ、毎日、こんなメールが届いたら嬉しいですよね(^ ^)

あなたも3ヶ月後、こんなメールを毎日受け取れる可能性があります。正直、これだけ

報酬が上がったら人生が変わるキッカケになります。

インスタアフィリ、実践者がどんどん増えていますよー。

ご決断はお早めに。

お申し込みは以下、ヤフオクもしくはSKIMAよりお願いします↓↓

—-------------------------------—-------------------------------—-------------------------------—--------------------

ノウハウのお申し込みについて

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/simplemynumbers


にてノウハウを販売しております（どちらも同じ販売価格です）

ヤフオクはクレジット決済ができませんので、クレジット決済をご希望の方はSKIMAよ

りご購入をお願いいたします（※新規アカウント登録〈無料〉が必要になります）

なお、繰り返しになりますが、12,000円でご購入できるのは期間限定です。

今後、12,000円以上に値上げとなる可能性がありますので、購入を検討されてる方

はお忘れなきようお願いいたします。

—-------------------------------—-------------------------------—--------------------------

https://skima.jp/item/detail?item_id=173701

