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始めに

 

当 PDF をダウンロードして頂き、ありがとうございます。

ここでは、1 つの案件につき 1 回限りという条件はありますが、超簡単に「2 万円以上」

を稼げる案件をご紹介します。

勿論、お金を稼ぐ訳ですから若干の手間は掛かりますが、超簡単と言っても良いレベルの

作業なので、普通に働くより容易にお金を稼ぐことが可能です。

因みにこの「  2      万円以上」とは、  【  最低でも      2      万円以上は超簡単に稼げる  】  という意味で

す。

その為、作業量によっては「5万円～10万円以上」を稼ぐことも可能なので、ぜひチャレ

ンジしてみて下さい。



セルフバックで稼ぐ

 

この超簡単に 2 万円以上を稼げる案件は、「セルフバック」というサービスを使う手法に

なります。

これは、特定のサービスに無料登録したり、資料請求や各種カード発行をするだけで報酬

が振り込まれる仕組みです。

ただし、セルフバックは「1 つの案件につき基本 1 回のみ」しか利用できない為、毎月安

定して大きく稼げる様な手法ではないです。

まあ、セルフバックでは常に新着案件が出て来るので、その気になれば「毎月 1～2 万円

位」は稼げるかもしれませんがね。

実際に僕自身が、このセルフバックで超簡単に  「  5      万円程  」  を稼ぐことが出来たので、お

すすめの方法です。

僕の場合は、アフィリエイトを始める際の初期費用を得る為に行ったので、これにより実

質「無料」で始めることが出来ましたから。



とは言え、中には「登録」や「報酬発生までの条件」が面倒なものがあります。

その為、多くのセルフバック実践者は、大きく稼ぎたくても面倒で諦めてしまう傾向があ

るんですよね。

よって当 PDF では、中でも報酬発生までの条件や作業が超簡単な案件集をご紹介します。

それが、以下の 3 つ。

では、1 つずつ紹介します。

　・VOD系

 ・カード発行系

 ・資料請求系



「VOD系」セルフバック

 

セルフバックで最も難易度が低い案件が、「VOD系」です。

これは、「U-NEXT」などの動画配信サービスに無料登録することで、報酬を得られる案

件のこと。

多くの場合、「30日間無料視聴」などのメリットを受けられるので、一定期間動画を見

放題になる上に報酬まで得られるという、利用者にとってデメリットが無い案件となって

います。

因みに、よくある  「  登録を解除する作業が面倒  」  といった悪質なものは、まず【  皆無】な

のでご安心ください。

僕の経験上、期間内に解除する際も超簡単かつスムーズに行えるので、積極的にこのセル

フバックを活用しました。

この VOD系で得られる報酬額は、大抵が 1 案件「1000～1600円程度」です。



そして、このセルフバックを活用する際は、「ASP」と呼ばれるサービスに利用登録（無

料）する必要があります。

おすすめの ASP は、「A8.net」というサービスですね。

まずはここに利用登録し、「セルフバック」という項目をクリックして下さい。

そしてカテゴリーで以下の様に設定して「検索」します。



すると、以下の様に「関連案件」が表示されるので、ここから選択してセルフバックする

形になります。

当たり前ですがこの際は、「無料登録」が条件の案件を選択して下さいね。



利用できる  案件やその条件は定期的に変わりますが、  「  この      PDF      を作成している時点  」

では、  【  以下の      VOD      案件  】  が無料登録で報酬をゲット出来ます。

※セルフバック案件は定期的に変わるので、あなたがＡ８.net にアクセスした際、この案

件が無くなっている可能性があることは、ご了承ください。

因みに、ここでは VOD系を紹介していますが、同じエンタメ動画系では、「ゲームアプ

リ」などの無料登録でも報酬を得られる案件があるので、色々検索してみて下さい。

  ・U-NEXT31日間無料トライアル

  ・ 約 30の専門チャンネル見放題【dTVチャンネル】無料おためし会員獲得

  ・映画・ドラマ・アニメ・韓流など話題作ゾクゾク追加！動画配信サービス dTV



「カード発行系」セルフバック

 

次におすすめなのは、「カード発行系」のセルフバックです。

これは、キャッシュカードやクレジットカード、ポイントカードなどを発行することで報

酬を得られる案件です。

カード系は報酬額が圧倒的に高く、  1      案件でキャッシュカードなら「数千円  程  」、クレ

ジットカードなら「  1      万円  程  」  の  報酬を得られます。

クレジットカードは審査がある為、通過できる人は限られますが、あなたが通過できるの

であれば即、大きく稼ぐことが可能です。

それに比べ、キャッシュカードやポイントカードの場合は、容易に発行が出来るので、超

簡単に数千円以上を稼げますから、問題なく報酬を得られるでしょう。



やり方は先程より簡単で、検索窓に「カード」と入力して検索すれば、関連した

カード系案件が表示されます。

前述の通り、カード系は報酬額が高いので、これだけでも「1 万円位」は容易に稼ぐこと

が可能です。

クレジットカード発行の審査に通らなくても、キャッシュカードやポイントカード系を幾

つか利用すれば達成できるので、カード系単体で「1 万円以上」の報酬を目指しましょう。



「資料請求系」セルフバック

 

次は、「資料請求系」のセルフバックです。

これはその名の通り、「資料請求」をすることで報酬を得られる案件です。

探し方は先程と同じく、検索窓に「資料請求」と入力して検索すると、関連案件が表示さ

れます。



資料請求は報酬発生のハードルが低い上に、案件数が非常に多いので、数をこなすことで

大きく稼ぐことが出来ます。

報酬額は  「  数百円～数千円  」  と様々で  あり  、これ単体でも  【  1  ～  2      万円  】  は楽勝  なので  、

根気よくやれば  【  10      万円  程】を  稼ぐことも可能です。



他の ASP も複数活用しよう！

 

セルフバックで大きく稼ぐ為には、「複数の ASP」を利用するべきです。

ここまで紹介した ASP は「A8.net」ですが、他にも ASP は沢山あります。

メジャーなもので言えば、以下の 5つですね。

　・afb  （アフィ      b  ）

 ・もしもアフィリエイト

 ・バリューコマース

 ・アクセストレード

 ・Link-A

https://www.afi-b.com/
https://link-a.net/
https://www.accesstrade.ne.jp/
https://www.valuecommerce.ne.jp/
https://af.moshimo.com/


これらを複数利用することで、  「  その      ASP      にしかない案件  」  も使えるので、より稼げる

金額は増えます。

それぞれ、得意としているジャンルが違いますし、同じ案件でも ASP ごとに報酬額が違

う場合もありますからね。

例えば、A8.net で U-NEXTの報酬額が「1000円」であった場合、他の ASP では【1600

円】なんていうこともあるのです。

また、各ASP共にキャンペーンなどで「特別単価」が設定され、通常より大幅に報酬額

が上がるサービスも存在します。

それも同じく、ASP毎に報酬額が違う為、やはり複数の ASP を利用するべきだというこ

と。

よって、あなたがセルフバックで大きく稼ぎたい場合は、「上記の全て」に登録するべき

です。

そして、各ASP ごとに「VOD」、「カード」、「資料請求」などを検索し、めぼしい案

件があったら即申し込んで報酬をGETしましょう。



最後に

 

ここまで、解説した「セルフバック」は、最も簡単にお金を稼げる仕組みです。

あなたが、これからブログやアフィリエイトなど、ネットビジネスを実践したい場合は、

初めの資金作りに最適なサービスだと言えます。

前述の通り、最低でも  「  2      万円  」  は余裕で稼げますし、根気よくやれば  【  10      万円以上  】  を

稼ぐことも可能です。

1 案件につき 1 回までしか利用出来ませんが、「新着のセルフバック案件」は常に生まれ

るので、やり方によっては毎月数万円を稼ぐことも不可能ではないです。

ぜひ、チャレンジしてみて下さい。
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