
「SNSなんて私には程遠い・・・」
そう思っている方は多いと思います。

私もそうです。なんてったって子持ちのアラサーですので、若い
子たちにはついて行けず、基本的にSNSは見る専門。
投稿は一度もしたことがありませんでした。

しかしながら、
「副業を今後も継続するんだったら、SNS運用が一番楽だ
よ！」
という知人の言葉に触発され、食わず嫌いだったSNS運用に手
を出してみると、世界が変わりました。

・人脈が増える
・時間や場所に囚われない
・食いっぱぐれることがなくなる

などInstagramやTwitterで情報発信を 始めることで様々なメ
リットが生まれました！

「どうやったらいいの？」
「何から初めたらいいの？」

そういった方々に向けて、初歩的な進め方から、売り伸ばす為
の高度なテクニックまでを全て詰め込みました。



大前提、SNS運用はめちゃくちゃ簡単です。
スマホを指でタップさえできれば誰でもできます。
そこからアフェリエイトに繋げていくことも、情報販売や転売に
繋げていくことも無限大にできますから、汎用性も高いです。

しかしながら、毎日コツコツやっていく必要がありますので、あ
る程度の根気が必要です。
これだったらヤフオクやココナラで「既に稼ぎたい母集団が集
まってきている」ところで売っちゃいたい。
そんな方は、もちろんヤフオクやココナラを利用するのが一番
早いです。

ただ、何故私がこれを作成しているかというと、当然SNS運用
にもメリットかあるからです。

【SNSで商材販売をするメリット】
・規制がない分、難しく考えなくても投稿可能
・価格の値付けが自由（競合と比較されにくい）
・手数料をヤフオクやココナラに取られない為、
　売上高＝純粋なあなたの利益になる

ね？メリットも大きいでしょう？

あなたに合う方法をお取り頂いて構いませんので、まずは一通
り読んでみてください。



【プロフィール作成】
一見難しいようですが、私が秘伝のテンプレートを差し上げま
す。
下記テンプレートに当てはめてみてください。

これだけで、ガンガン見られるプロフィールができあがります。

❶あなたの実績を冒頭に記載
❷発信内容 (どういった内容を与えるのか)
❸実績、生徒がいれば生徒の実績
❹あなたに関わるとどういう良いことがあるのか

読み手心理を逆算した構成となっています。

サンプルなこんな感じ↓

◆Twitter　ver



◆Instagram　ver

「あ、この人について行ったら自分も30万稼げるんだ！」と感じ
ますよね。

私の数字は月収含め実績ですが、初めて副業に挑戦する皆様
は実績がないことが多いです。



最初はある程度オーバートークでも構いません。でないと、誰
もあなたの話を聞きたくならないのがSNSの世界です。

後から実績がついてきたら、あなたの実績に修正し、より価値
を訴求しましょう。



【フォロワーを増やす前の事前準備】
プロフィールができたら、最低3投稿程度、挨拶や自己紹介の
ような内容を画像付きで投稿しましょう！
画像は、お食事の写真や風景写真など、些細なもので構いま
せん。

そうすることで、「あ、このアカウントはこういうことを教えてくれ
るアカウントなんだな」ということがフォロワーに伝わります。

投稿は順次増やしていきますが、まずは3つ投稿程度パパっと
投稿し、フォロワー集めに進みましょう！



全部で５つの方法をご紹介します。

いずれも「自分から相手をフォローして、フォロ ーバック（フォロ

バ）をしてもらうことにより、フォロワーを増やす方法」です。

大前提、有名人や芸能人でない限り、勝手にフォロワーが急増

することはあり得ません。

よって、積極的に自分からフォローしていきます。

フォローはポチポチフォローボタンを押すだけでできますので、

一回30秒あればできます。

①相互フォローで増やす

まず、徹底的に「相互フォロー」アカウントを フォローしていきま

す。

「相互フォロー」アカウントとは、「お互いにフォローをし合いま

しょう」と 意思表示しているアカウントのことです。

ですから、あなたが「相互フォロー」アカウントをフォローすれ

ば、 高確率でフォロー返しをしてくれます。

大体８０％～９０％の確率でフォロー返ししてくれますので、 相

互フォローアカウントを４００フォローすれば、 最低でも３００

フォロワーになる計算です。



Twitterでは検索画面で「相互フォロー」と検索すると、該当アカ

ウントが出てきます。

Instagramでは、「#相互フォロー」とハッシュタグ検索しましょう。

これだけだと「あなたの商材の販売対象のフォロワー」は増え

ませんが、あなたが今後販売を本格的にしようと思った時、あ

まりにもフォロワーが少ない人から、購入者は物を買いたいと

思いません。

あくまでも「アカウントを強くする基盤づくり」だと割り切って、 相

互フォローアカウントをフォローしていきましょう。

毎日コツコツ、1日何度か気付いた時にフォローしていけば、1,2

週間で数百人のフォロワーができているはずです。

②SNS初心者

次に、徹底的に「Instagram・Twitter 初心者」だけを フォローし

ていきます。

SNS を始めたばかりの初心者は、右も左も分かりませんよね。

あなたも経験があると思いますが、初めてSNSのアカウントを

作成して 間もない頃にフォローされたら嬉しかったのではない

でしょうか？

フォローしてくれたアカウントが気になりますし、何をやっている

のかな？と投稿内容を確認したり、フォロー返しもしたくなりま

す。

また、そういったユーザーは今後のビジネスを進めるために、

購入者になり得やすいユーザーであることが多いです。つま

り、販売相手となり得ます。



検索画面で、以下の文字を入力して検索してください。

Instagramなら「Instagram」や「インスタ」、Twitterなら 「Twitter」

と「ツイッター」、それに加えて下記のような文言を入れて検索

してみましょう。

Twitterはハッシュタグをあまり使用しない方が多いですが、

Instagramの場合はハッシュタグ検索するのがオススメです。

【Twitterの場合の例】

Twitter はじめました！

Twitter 始めました！

ツイッターはじめた！

ツイッター始めた！

Twitter やり方わからない

ツイッターやり方わからない

Twitter 難しい ツイッター

難しい Twitter

むずかしい

ツイッター むずかしい

③お金を稼ぎたい人

「ビジネス」や「副業」「アフィリエイト」などのキーワードで

Twitter 検索しても 売る側の人間ばかりがヒットしてしまいま

す。

そうではなく、「お金を欲しい人」「お金に困っている人」 「お金

や収入に不満がある人」を見つけたいですよね。 だとすれば、

そういう人が投稿しそうな言葉を検索します。

お金足りない



貯金やばい

貯金ヤバイ

お金ない

お金ほしい

借金ふえる

借金増える

貯金ない

貯金したい

生き残れない

楽して生きたい

借金返したい

借金が減らない

こうすることで、お金が欲しい方がフォロワーになっていき、あ

なたの商材がSNS販売しやすい状況を作れます。

④「騙されてしまった人」を見つける

「副業を始めようとしたのに、 全然稼げなかった！」

「どうしたらいいの？お金、溶かしちゃった・・・」

そんなお悩みを抱えている方がゴッソリいるとしたら、それっ

て、最大の販売チャンスではないですか？

実は、見つけるのはとても簡単なんです。

SNS上で「バイナリー　レクチャー」と検索してみてください。

すると、何人も、下記のような（お顔は隠させていただいていま

すが）キレイなお姉さんが「バイナリーのレクチャーをするよ！」

と検索対象者に出てきます。



実はこのキレイなお姉さんたち、全員詐欺です。

バイナリー初心者に口座開設をさせ、口座開設アフィリで稼

ぎ、勝てない配信をすることを「レクチャー」と称して初心者を何

人も泣かせています。

消費者センター宛のこういった詐欺案件の相談が後を絶たな

いのですが、SNS上のやり取りですから、泣き寝入りするしか

ないのが現状のようです。



勘の良い人は、もうお分かりですよね？

そうです、このキレイなお姉さんたちの「フォロワー」は、所謂

「騙されて泣き寝入りした」方々ばかりなのです。

このお姉さんたちのフォロワーを、どんどんフォローしていってく

ださい。驚くくらいフォロバ率が高いターゲット層となります。

しかもバイナリーは「稼げない」で終わるだけでなく、負ければ

大切な資金を溶かしてしまいますから、本当にお金に困ってい

る方もいます。

そんな方に、あなたの商材で手を差し伸べてあげてください。

⑤【主婦】アカウントをフォローするノウハウ

「主婦」や「子育てママ」などのキーワードで Twitter 検索しても

主婦や子育てママを対象にビジネスをしたい業者や、 アフィリ

エイターなどがたくさんヒットしますよね。

そうではなく、純粋に「主婦」を探したいので、主婦が投稿しそう

な内容で検索しましょう。

子供が泣きやまない

無事出産しました

生まれました

抱っこ疲れる

夫が手伝わない

洗濯しなきゃ

保育園に行かせたい

ミルクの時間です



夫が寝てばかり

オムツ買わなきゃ

夫の帰りが遅い

家計がやばい

掃除しなきゃ

ご飯作らなきゃ

買い物行かなきゃ

食費がやばい

私も寝かせて

お金に困っていたり、生活を豊かにしたくて、何かしら改善策を

お求めのユーザーが出てきます。

フォローして、あなたの商材で少しでも楽になれるようにアドバ

イスをして差し上げてください。

以上の５点が、フォロワーの増やし方です。

簡単ですよね？

ポンポンフォローするだけなので、作業自体はものの10〜30秒

程度で済みますが、注意しないといけない点もありますのでお

伝えしておきます。

【注意点】

・SNSの運営側は過度なフォロー作業や「いいね」、

　リツイート、DM 送信などの アクションを好みません。

・また、アカウントの乗っ取りや、悪質な行動の恐れが

　あるアクションを厳重にチェックしています。



・そのため、ルール違反、アカウントの乗っとりや

　悪質な行動の可能性を 感じさせるアクションをとると、

　アカウントを「ロック」や「凍結」されます。

【過度なアクションとは】

SNS は、TwitterとInstagramでも違いがありますが、だいたい1

日単位と 1 時間単位でアクションをカウントしていると 言われ

ています。

特に「1 時間単位」のアクション数がシビアですので、 以下を守

らないとすぐにロックがかかります。

1 時間に、フォロー・RT・いいね・コメント・DM 送信の合計アク

ションを 20以下に限定してください。

そうすることで、凍結やロックのリスクがかなり軽減されます。

1 時間以内に20フォローしか物理的にできないですから、

20フォローはものの10〜30秒で終わります。

1時間以上経って、気付いた時にまたフォロー、を繰り返してい

くと、自然とフォロワーは増えていきます。

フォロワーを増やすための実際の稼働時間は1日合計してもも

のの2,3分で済むはずです。

簡単すぎますよね。

よって、SNS運用ができない人は基本的に誰もいないのです。

「継続できない」

ただそれだけ。



でも、これを見ているあなたは、稼ぎたいお気持ちが強くて、わ

ざわざこの商材を手にしてくださっていますよね。

それであれば、「毎日数分の作業を継続する」ただそれだけ

を、まずは1ヶ月だけでも頑張って繰り返してみてください。

見違えるほどの生活が待っていますよ！



SNS運用は、ただ闇雲に運用するだけでは効果的な運用はで
きません。
購買心理学の観点から、下記のマインドセットが最強です。
SNSでは、ある一定「強気」である必要があります。

【マインドセット】
①「これだけやればよい」と思って発信する
→色んな人が色んなことをいっており、誰もが
　選択肢が多すぎて答えを探すことに疲れています。
　「これさえやればいいよ」と言ってあげることで
　選択肢を絞って迷わないようにできます。

②自分以外は下だというマインドセットが重要
→アラを探すようで気分が良くないかもしれませんが、
　自分以外のノウハウや発信者の欠点や違和感を
　ピックアップし、自分の商品の優位性を語るのも
　SNSでは重要なポイントです。
　例えば、強気な発言が多い「青汁王子」や「ひろゆき」
　のライブ配信が、多くの方に切り取られ、
　多くの媒体で発信されていますよね。
　発信力の強さが、SNSの世界では非常に重要なのです。
　強い気持ちで発信しないと、SNSではすぐ埋もれます。

③メリットを伝えて証明する
→自分の商品を購入することのメリットを伝えましょう。



　人が行動するのは『メリット』を感じた時。
　そのメリットを裏付けるための
　「実績画像」や「第三者的の声」を載せてみましょう。
　購入者の方の素敵なお声や、入金画像の提示などが
　効果的です。

・即金性があるし「他と比較しても」良さそう
・収入源が増えるので 精神的にも余裕が生まれそう
・月に10万円収入が増えたらかなり生活が変わりそう

上記の3つのマインドセットは購入者様の行動導線に共通して
います。

具体的に見てみましょう。

『これだけ実践すればいいのか少し見てみよう』
↓

『この人は他の発信者やノウハウを否定しているぞ。
気になるな』

↓
『商品にはこんなメリットがあるのか。

実際にエビデンスもあるし買ってみたいかもな』

という流れで商品が売れていきます。



投稿内容についても意識する点は多いですが、下記のテンプ
レートに 当てはめて投稿してみてください。簡単ですよ！

❶ 理想の未来をイメージさせる
→その商品を購入することで 訪れる理想の未来
（こういう生活を手に入れられるんだ！とイメージさせる）

❷ 再現性を担保する
→自分でも出来そうと思わせるために 第三者の感想や具体的
な行動
（こういう方でも再現できた、という実際のお声を入れ込んだり、
体験談を語る）

❸ 自己投資の重要性を語る
→自己投資をするメリットや 自己投資をした時の体験談
（自分はこうだったのに、こうなれた！という紆余曲折を記載）

❹ 学びになる発信をする
→有益情報を流す
（副業系でも営業系でも購買心理学でも、見ている方が「この
人凄いな」と思う内容を本やインターネットの情報を自分の言
葉に書き換えて記載）

❺ 即行動につなげる
→今行動するべき理由



（今行動するメリットと、そうしたらどういう未来が見えるのかを
訴求）

❻ 他の選択肢を間接的に否定する
→他の発信者を間接的に否定して、 自分の商品が優れている
ことを訴える
（転売などのリスクを伝えつつ、自分の商材の優位性を高め
る）

❼ 権威性を出す
→実績画像や 高級料理や旅行先の写真など
（少しオシャレなレストランに行ったり、ご褒美アイテムを購入し
た時は、フォロワーにシェア）

❽ 向上心を伝える
→悔しかった体験談を語る
（人情味を感じてもらえる内容を投稿）

❾ 親近感を出す
→親近感のあるツイートをして 共感してもらう。 憧れの人だけ
ど身近に 感じるなと思ってもらう。
（おっちょこちょいな部分や、日々のミスやトラブルを投稿する）

➓可能性を信じてもらう
→自分もやれば出来ると 自分の可能性を信じてもらう。
（「私が稼がせます」「どんな方でもついてきてください！」といっ
た強気の内容が効果的）

SNSで読まれない例は下記の通りです。
つまり、シンプルな話ですが、それを撲滅すれば稼げるように
なるわけです。



【投稿への注意点まとめ】
≪3つのNOT≫
・読まない
　→興味付けをする
・信じない
　→エビデンスを提示する
・行動しない
　→行動するメリット、具体的な行動プランを示す

『ツイートは流れるメディア』
・目立たない
・振り返らない

上記の壁を突破するには
読ませるではなく『視覚的』に伝える必要があります。

≪NG例≫
もし私がサラリーマンで副業をするとしたら、まずは情報販売で
リスクなしで稼ぎまくると思います。
その稼いだお金をバイナリーオプションに入れ、複利運用でど
んどん稼ぐと思います。
週 2日間、時間を取ることができれば余裕で月10万円以上は
誰でも稼ぐことができると思いますよ。
本格的に頑張れることで月80万円〜稼ぐことも現実的に可能
でございます。

≪OK例≫
→『❷再現性を担保する』 のテンプレートを使用』

もし私がサラリーマンで副業をするなら



①初期費用無料・リスク無しの情報販売で30万稼ぐ
②その稼いだ金額をバイナリーにぶっこんで複利運用で1ヶ月
で3倍にする
初期設定だけしちゃえば、毎日数分だけ時間を取れば 余裕で
〝月30万円以上〟は誰でも稼げる。
本格的に頑張れば月80万円以上稼ぐことも現実的に可能。何
でみんなやらないのか分からない。

【ポイント】
・敬語は使わないのがSNSでは重要
　（Instagramではある一定敬語も必要ですが
　　Twitterでは一切不要）
・改行を入れて見やすくする
・出来るだけ短く完結にまとめる
・具体的に稼げる額や所要時間をイメージさせる
・写真付きの投稿は注目させるマスト条件



この項目は、Twitterのみに適用される項目です。

上記の「効果的な投稿の仕方」はご理解いただけたかと思いま

すが、何度もツイートするのは、現実的に手間ですよね。

そんな方のために、「自動で呟いてくれる機能」があるのです。

夢みたいですよね！

それでは、Twittbot への登録＆設定を済ませます。

https://app.beta.twittbot.net/

①ここから手順に沿いTwitterアカウントを登録

②必要情報を入力

https://app.beta.twittbot.net/


③アカウントの登録ができたら、左のメニューバーから「つぶや
き」をクリック

④つぶやきたい内容をどんどん入力していく
（ココナラやヤフオク商材へのリンクを貼ると効果的）
　30個程度は最低でも保存しておくと、



　日々のつぶやき作業がなくなるので楽です。

⑤ある程度つぶやきを保存したら、「詳細設定」へ。

⑥下記画像の通りに登録
・つぶやき状態：つぶやく
　※つぶやき順番はお好きにして頂いてOK
・つぶやき間隔：3時間（ここもアレンジしてOK）
・夜間のつぶやき停止：チェックを入れる
　（こうすることでbotで呟いていることがバレにくい）
・自動フォロー返し：チェックを入れる



以上の内容でチェックを入れ、「設定を変更する」をクリックしま
す。

これで、他のアカウントからフォローされると、自動でフォロー返
ししてくれ、
あなたがTwitterで投稿しなくても、botが自動的に呟いてくれる
ようになり、あなたはフォロワーを見つける作業に集中できま
す。

【twittbot の不具合に関して】
Twittbot は無料で使用できますが、それなりの頻度で不具合
が生じ、機能が停止する場合が あります。対応は待つしかあり
ません。
復旧までに数日～2 週間かかる場合もあります。
その場合、問い合わせフォームから問い合わせをすれば、ある
程度迅速に返信が来ますので、確認を入れてください。

※Twittbot の不具合に関して私は一切の責任を負えません。
私自身いち利用者ですので、問い合わせも運営にお願いしま
す。予めご了承ください。



この項目は、Instagramのみに適用される項目です。

【Instagramの効果的な投稿】

Instagramは、Twitterよりもハッシュタグ検索が活用されてお

り、そこで繋がりを広げる方も多いです。

#副業

#在宅ワーク

#初期費用無料

#ネットビジネス

#不労所得

#副業始めました

#お小遣い稼ぎ

#稼ぎたい方募集

ここで取り上げているのはあくまで一部ですが、効果的なハッ

シュタグを入れ、投稿の閲覧率を高めましょう！

【ストーリーを活用しよう】

Instagramは、記事投稿よりもストーリーのほうが注目度が高い

と言われています。

ある程度の記事数を投稿したら、毎日ストーリーで実績画像や

商品画像を流し、注目度を上げましょう！



【Instagramの投稿注意点】

Instagramである程度長めの投稿をしたい場合、うまく改行が反

映されません。

その仕様を解決するために、下記アプリをダウンロードしましょ

う。

無料で使用でき、Instagramにキレイな改行を入れることができ

ます。

投稿内容自体は数パターンあれば十分です。

同じ内容でも、画像を変えて毎日投稿するだけでフォロワーの

閲覧率はどんどん高くなります！

メモ帳に投稿内容をコピーしておき、改行くんにコピー＆ペース

トし、Instagramに貼り付けるだけ。

毎日数分間の作業で投稿は完結します！とっても簡単ですよ

ね。



ここでは、LINE公式アカウントについてご紹介します。
これも、とっても簡単！設定も誰でもできます。

まず、先程InstagramやTwitterのプロフィール作成について説
明しましたが
この赤枠って、どこにリンクを飛ばしているの？と疑問に思った
方、いますよね。

答えは、LINE公式アカウントにリンクを飛ばしているのです。



【LINE公式アカウントとは？】
ビジネス用のLINE公式アカウントは、店舗や企業のLINEアカウントで、セールや新商品
の情報を配信したり、イベントの告知に使うことができます。
開設数は300万件以上にものぼり、アカウントと友だちになったユーザーの半数近く*が
クーポン利用やキャンペーン応募などの行動に繋がっています。
(*) ※2019年1月時点 (LINE公式アカウントHPより）
LINEアプリにメッセージを配信すると、友だちに通知が届き、すぐに気づいてもらうことが
できます。
メールの場合は迷惑メールで弾かれたり、メールボックスに埋もれてしまうことも多いで
すが、LINE公式アカウントであれば、ブロックされていない限り100%友だちにメッセージ
を届けることができます。
さらに、LINE独自のスタンプやクーポン、アンケート機能などを利用することができるた
め、販促や配信効果の分析ツールとして使い勝手の良いサービスです。

もちろん、TwitterやInstagramのDMで購入者とやり取りをする

のもアリですが、

LINE公式アカウントに誘導し、リスト（購入者になりうる顧客層）

の数を増やしておくと、後々のビジネスがどんどんやりやすくな

ります！

また、購入者もいちいちTwitterやInstagramを開かずともあなた

とLINEでやり取りができ、よりご安心くださるのです。

LINE公式アカウントへの登録方法は、私が解説せずとも細かく

開設してくださっているサイトがいくつもあるので、ご参照くださ

い。



紹介サイト例：

https://www.cs-cloud.jp/media/line/webversion/

【InstagramやTwitterへのリンクの入れ込み方】

紹介サイト例：

https://kumikosalon.com/line-koushiki-4/

また、LINE公式アカウントの面白い機能に、「自動応答機能」と

いうものがあります。

ある一定の文言を入力したら、その項目に相応する応答を自

動でしてくれる機能です。

これを活用すると、あなたは殆ど手をかけず、案件紹介をLINE

公式アカウントがしてくれるのです！

【自動応答機能の使い方】

紹介サイト例：

https://line-sm.com/blog/lineofficial_autoreplay/

https://www.cs-cloud.jp/media/line/webversion/
https://kumikosalon.com/line-koushiki-4/
https://line-sm.com/blog/lineofficial_autoreplay/


初期設定だけ時間がかかりますが、初期設定さえ済ませてし

まえば、自動的にあなたの「購入の可能性があるリスト」がどん

どん増えて、新商品のリリースや、新しいビジネスを展開する

際にどんどん売り伸ばすことができます。



ここまでSNSの運用方法をご覧いただきましたが、いかがでし

たか？

難しく見えていただけで、実際にやることはシンプルだし、どれ

もとても簡単だったかと思います。

食わず嫌いでSNSを使用していなかった方も、【1日数分間】の

努力を1ヶ月だけし続けてみてください。

フォロワーも売上も、どんどん伸びていきますよ！

それでは、最後に、こうして構築したSNSの活用方法について

です。

SNSは、投稿をシェアすることで認知度を上げたりするだけで

はなく、こんな使い方もできるのです！

①自分の販売したい商材を知ってもらう

これは、言わずもがな、ですよね。

商材の宣伝をし、かつフォロワーが増えていくと、どんどん売り

伸ばしができるようになっていきます。

②ブログの閲覧率を上げ、アフェリエイト額を増やす



ブログアフィリエイトをされている方も多い時代ですが、「そもそ

もブログの閲覧数が増えないから、当然アフィリ報酬も雀の

涙・・・」と嘆かれている方は多いです。

そこで、SNS運用でフォロワーを増やし、投稿からブログリンク

へ飛ばすことでブログの露出が高まり、アフィリエイト報酬もど

んどんと増えていきます！

アフィリエイトだけで月100万以上稼がれている方も多いですよ

ね。ぜひ、SNSを有効活用してみてください。

（アフィリエイトテクニックのマニュアルも追ってリリースいたしま

すので、楽しみになさってください！）

③育てたSNSは、とんでもない額で「売れる」！？

基本的にはSNS運用はご自身のためにしますが、

フォロワーの多いアカウントは、実はヤフオクを始め、いろいろ

なサイトで高額で売買できるのです。

「なぜアカウントなんかが売れるの・・・？」

と不思議になる方もいるかと思います。

だって、ここまでお読み頂いてお分かりの通り、やることは簡単

だし、そんなに毎日時間をかけなくてもできそうですものね。

買うなら、自分でやればいいじゃん、とう思うのではないでしょう

か？

何故かというと、

・SNSをある程度育てるのには時間がかかる

・その僅かな手間をかけたくない層はある一定層いる



・その一定層は、手間をお金で買う程度には、資金的余裕があ

る層である

という理由なのです。

イメージとして、ポケモンの「育て屋さん」を思い出してみてくだ

さい。

「あなたが育てられないポケモンを、育て屋さんにお金を払って

預けて、ある程度育った頃に受け取りに行った」

そんな経験がある方は多いと思います。

それと同じロジックです。

レベル5のヒトカゲからリザードンにするのはとても時間がかか

りますが、自分でやっても、当然できる。

でも、お金をかけてでも預けちゃったほうが、自分は楽できる。

そういう理由です。



販売サイトによっては、フォロワー数によりますが、「1アカウン

ト数万円」の高値で販売できる所もあります。

また、このニーズは非常に多いため「売れない」ことがほぼな

い、超高確率で収益化できる副業手法とも言われています。

上述したやり方を1ヶ月続ければ、フォロワーは2,000人程度は

余裕で超えます。

つまり、このマニュアルを通して得たSNS活用術を通して、育て

たSNSアカウント自体を商材にしてしまうこともできるので

す！！

例えばTwitterの場合、1つの電話番号からアカウントは10個ま

で作成できると言われているため、同時進行でアカウントを育

てていくことも可能です。

※あまりにも過剰な動きをしていると、Twitter側から凍結され

る可能性もありますので、日々のフォロー件数などにはくれぐ

れもご注意ください

また、アカウント販売ではなく、「1日3リツイートしてくれたら●

円」といった契約形態のサイトもあります。

いつものフォロワーを増やす作業に、3回だけリツイート対応を

加えるだけで、お金がもらえるんです！

こうして、SNSを通してあなたの収益をどんどん伸ばしていくこ

とが可能となります。

誰でもでき、かつ、何も難しくない。

やらない理由はないはずです。



ぜひ、これを機に取り組んでみてくださいね！



いかがでしたか？

フォロワーの増やし方から活用方法までを記載いたしました

が、どれもとても簡単だったかと思います。

もちろん、ヤフオクやココナラといった、既に確立された販売プ

ラットフォームを利用するのも非常に有効ですが、

こんなSNS活用方法が実はあり、しかも、かなり稼ぎやすいん

ですよね。

この情報を知っているだけで、あなたは他の方とは一線を画し

た情報強者となれます。

マニュアルを読み返しつつ、コツコツと作業を進めてみてくださ

いね。



■ 免責事項について

このマニュアルに書かれた情報は、作成時点での著者の見解

等です。

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の

変更等を行う権利を有します。

このマニュアルの作成には万全を期しておりますが、万一誤

り、不正確な情報等がありましても、一切の責任を負わないこ

とをご了承願います。

またリンク先のページやインストールしたソフトウェアの使用に

よって発生した損害や損失、当マニュアルを利用して発生した

トラブルに関する一切の責任を負う事はできませんので、ご利

用は自己責任にてお願いいたします。

このマニュアルを利用することにより生じたいかなる結果につ

きましても、一切の責任を負わないことをご了承願います。

このマニュアルのご利用にあたっては最終的にはご自分の判

断で決断してください。


