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会 社の給料以外の副収入が欲しい、ネットで稼いでみたい…、 と漠然と考えていた 
人たちが " ツイッター・マネタイズ・プログラム（TMP） " のノウハウを実践するこ 

とで、今では毎月2~10万円の副収入を得ることに成功しています。 

といっても信じられないと思いますので、このレポートでは、 

ツイッターを活用して副収入を得る具体的なステップ 

なぜツイッターで副収入を得ることができるようになるかの根拠 

実際に副収入を得ることに成功している人たちの生の声 

などを紹介します。 

まずは、このプログラム（TMP）に参加して、月10万円以上を稼ぐことに成功した 

方たちのインタビュー動画をご覧ください。 

上手く出来過ぎた話しにしか見えないと思うのが正常なリアクションですので、無理 

に信じなくても大丈夫です。 

ご覧いただけましたか？ 

アフィリに挑戦したことがあるけど全く稼げなかった方や、アフィリ完全初心者の方 

でもスタートから数日で初報酬を獲得することに成功して、早い方だと一ヶ月目で10 

万円以上の報酬を稼ぐことに成功しています。 

ここで私がお伝えしたいことは、 

ということです。 

先ほどの3名の方のようにアフィリ未経験者や今まで稼げなかった方でも、たった数 

日でアフィリ報酬を獲得することに成功してしまうのがツイッターなのです。 

一般的にアフィリエイトで収入を得ようとすると… 

という問題がありました。 

しかし、私が提唱しているツイッターでのアフィリエイト攻略法は違います。 

このように、無料のツイッターを使い、Web製作の知識やスキル不要で、文章力も必 

要なく、早ければ初日に報酬を得られる可能性があり、アフィリ初心者でも月2~10 

万円を狙える現実的な方法です。 

もし、あなたがアフィリエイト経験者なのであれば、これらは現実離れした方法に感 

じるはすです。でも、これらは実際に起こっている『事実』です。 

今まで、あなたが知らなかっただけでツイッターを活用することで、アフィリエイト 

完全未経験者であっても、特別なスキルや知識不要で最速で報酬を獲得できる可能性 

があるのです。 

では、どのようにすればツイッターを活用してアフィリ報酬を獲得できるのか？ 

TMPで解説している手順をシンプルに紹介いたします。 

紹介するサービスの内容にマッチしたプロフィールを作成。名前の付け方 

のコツや、プロフィール画像、自己紹介文の例文（コピペOK）を用意して 

いるので10分もあれば設定が完了するでしょう。 

2,566個のコピペ使用可能な例文を用意しているので、まずはその中から 

30個をツイート（投稿）します。 

その後は、一週間に最低5~7個ほどツイートしていきましょう。コピペ使 

用可能な例文があるので何を書こうか悩む心配はありません。 

ツイートが30個投稿できたら、紹介するサービスに興味を持ちそうな人た 

ちをフォローしていきます。 

それらの人がツイッター上にどこにたくさんいるかを動画で解説している 

ので、見つけられずに迷う心配はありません。 

フォロー作業をしていくことで、自分のツイートを読んでくれる人が増え 
ていきます。 

そうすると、ツイートを読んでくれた人たちの中から『もう少し詳しく知 

りたいので教えてもらえませんか？』と連絡をしてくる人が出てきます。 

『もう少し詳しく知りたいので教えてもらえませんか？』と連絡をしてく 

れた人に対してサービスの案内をすることで、一定の割合でサービスに申 

し込んでくれてアフィリ報酬が発生します。 

シンプルに説明すると、私たちがツイッターで行っているのは、これだけです。 

紹介するサービスに合わせたプロフィール、ツイートをしていき、紹介するサービス 

に興味を持ちそうな人をフォローしていく。その中から手を上げてくれた人にサービ 

スを紹介する。 

非常に理にかなっている方法です。 

しかし、巷では、 

という話があります。 

記憶が定かではありませんが、私は2002年くらいからネットで稼ぐということをやっ 

てきて、2010年頃からネットから収入のみで生計を立てられるようになりました。 

いろいろな書籍や教材を購入したり、勉強会やセミナーなどに数百万円を投資してき 

てました。決してトントン拍子に上手くいってきたわけではありません。 

その過程でいろいろな人に知り合ってきましたが、ほとんどの人は稼げるようになら 

ずに挫折をして元の生活に戻っていきます。 

私自身も最初から稼げていたわけではく、最初の8年くらいは全く稼げずに迷走して 

いたので95％の人が月5,000円も稼げないという話は、実体験からも納得のいく内容 

です。 

下記は、以前ネットニュースに載っていた記事です。 

この記事は大袈裟なものではなく、アフィリエイトに挑戦した多くの人が辿る結末で 

す。 

ここで言えることは、95%の人たちと同じアフィリエイトの方法に挑戦すると、あな 

たも95％の人たちと同じように月5,000円も稼げずに挫折していく結末を迎えること 

になります。 

冷静に考えてみたらそうですよね？ 

95％の人が失敗している方法を試したら、あなたも同じように失敗する確率が高いと 

思いませんか？ 

先ほどの記事にあるように、サーバーをレンタルして、ドメインを取得して、ブログ 

を設置し、たくさんの記事を書いていく手法は、『ブログアフィリエイト』と呼ばれ 

る一般的な方法ですが、初心者の方が最も失敗、挫折しやすい方法です。 

例えば、 

サーバーのレンタル、ドメインの取得、DNS設定はできますか？ 

ワードプレスの設置はできますか？ 

ブログ（サイト）のロゴなど画像作成はでききますか？ 

サムネイルに使う画像作成はできますか？ 

どんな商品やサービスを紹介するのが初心者向きなのかわかりますか？ 

その商品やサービスに申し込んでもらうための文章を書くことができます 
か？ 

その商品やサービスに関する記事を100記事以上書けますか？ 

恐らく、多くの方にとってはハードルが高いことだと思います。 

『サーバー？ドメイン？ワードプレス設置？？意味何わからないんだけど…』 

と最初の段階でつまづいてしまうことが多いです。 

仮にブログやサイトを作る段階まではクリアできたとしても、そのあとの文章を書く 

段階で挫折してしまいます。 

普段、文章を書き慣れない人が文章を書くことは非常に難しいことですし、まして商 

品やサービスに申し込んでもらうようなセールスの要素が入った文章は難しいからで 

す。 

さらに上記でお伝えした、Web作成の知識やスキル、商品選定、文章力（セールスラ 

イティング）に加えて、2つのポイントも意識していく必要が出てきます。 

あなたがこれからアフィリで稼いでいくためには、 

申し込みされやすい商品やサービス 

それに申し込んでくれるお客さんをすぐに集める（集客） 

最低でも、この2つの要素を満たす必要があります。 

初心者の方によくある失敗が高額なアフィリエイト報酬の商品やサービス 

を紹介してしまうことです。 

しかし、高額報酬がもらえる商品やサービスの販売価格は一般的に高額で 

す。初心者が高額商品を紹介して購入してもらうのは非常に難易度が高い 

ことになります。 

たくさん稼ぎたくて高額報酬のものを紹介したい気持ちは理解できます 

が、スキル不足・経験不足で結局1つも販売することができずに挫折してい 

くことが多いです。 

1件10,000円の報酬のサービスを紹介するよりも、報酬が1件500円の低 

額商品や資料請求などの無料サービスを20人に申し込んでもらい合計で1 

万円の方が簡単だったりします。 

申し込みされやすい商品やサービスを紹介することが大切です。 

次に大切なのが集客です。 

重要なことは、紹介する商品やサービスに申し込んでくれる可能性がある 

人を最速で集められるか？ということです。 

申し込みされやすい商品やサービスを紹介できたとしても、それを見てく 

れるお客さんが集まらなかったら意味がありませんよね？ 

ブログは「待ち」のメディアなので、自分のブログがGoogleなどの検索サ 

イトの上位に表示されて、そこから安定的にお客さんが来るようになるま 

で半年～1年もかかります。 

半年～1年もの間、報酬0円で記事を毎日書き続けることができますか？多 

くの人は途中で心が折れて挫折していきます。 

アフィリで稼いでいくためには、なるべく早くお客さんとなる人を集める 

ことができるかが重要になります。 

いかがですか？ 

アフィリで稼げるようになるには、Web製作のスキル、画像処理のスキル、文章力 

（セールスライティング）、商品選定スキル、集客力など、たくさんの知識やスキル 

が必要になってくることがわかってきたと思います。 

『難しそうだな。。』 と感じたのであれば、それは正常な感覚だと思います。 

難しいことに挑戦しているから95%の人たちは月5,000円も稼げない結末を迎えてい 

るのです。 

でも、これは逆に考えてみると朗報です。 

多くの先駆者たちのおかげで失敗する方法がすでにわかっているので、私たちはそれ 

らを避けた方法や欠点を補うような方法を実践していけば必然的に成功する可能性が 

高まっていくと感じませんか？ 

よく、 

『後発組でも稼げますか？』 

『今からアフィリを始めても間に合いますか？』 

といった質問をいただきますが、後発組だからこそ成功確率が高まると思っていま 

す。 

私の性格も影響していると思いますが、なるべく失敗をせずに安全に高確率で上手く 

いく方法を実践していきたいと考えています。 

そう考えたときに後発組は最強だと思います。 

先駆者たちが試行錯誤して、失敗するパターン、成功するパターンを示してくれてい 

るので、私たちはそこから素直に学び、失敗するパターンを避けて、成功するパター 

ンだけを取り入れていけばいいのです。 

これらの先駆者たちから学べることや、ネットビジネス歴10年以上で現役でネットビ 

ジネスからの収入だけで生計を立てている私自身の経験から構築されたのが、 

なぜ、このツイッターマネタイズプログラム（以下、TMP）が初心者向けなのか？ 

その理由は、TMPでは95％の人たちが失敗する方法を避けて、初心者の方が結果を出 

すための6つ条件を満たした方法を解説しているからです。 

TMPでは、ツイッターを使ったアフィリエイトの方法を解説しています。 

ツイッターを使いますので、サイトやブログを作る必要がありません。 

サイトやブログを作る場合は、サーバーを借りて、ドメインを取得して、ワードプレ 

スの設置などが必要ですが、初心者の方はここでつまづいてしまい、諦めてしまった 

りすることがあります。 

しかし、ツイッターであればサイト作成スキルは不要で登録するだけですぐに無料で 

使うことができます。今や小学生でも使っているSNSなので、難しくて登録できない 

なんてことはないはずです。 

一般的なアフィリ教材では、紹介する商品は自分で探さないといけませんが、TMPで 

はアフィリエイトするオリジナル案件を用意しているので、どの商品やサービスを紹 

介するか悩む必要はありません。 

石井の無料メルマガを紹介するアフィリ（オプトインアフィリエイト）を用意してい 

ます。 

一般的なアフィリ案件は誰でも紹介できるのでライバルが増えてしまうことがありま 

すが、TMPではTMP参加者しかアフィリエイトすることができない案件なのでライバ 

ル増加の心配は無用です。 

TMPでは、文章（ツイート）を考える必要がありません。なぜなら、私が全部用意し 

たからです。 

アフィリで上手くいかない原因の1つが文章が書けないことです。 

しかし、TMPでは無料メルマガに興味を持ったり、登録したくなるような膨大な量の 

コピペ可能な文章（2,566ツイート、文字数に換算したら約300,000文字）を用意し 

ているので、文章で悩む必要がありません。 

文章を書くのが苦手な場合、外注ライターさんに書いてもらう方法もありますが、そ 

の場合は1文字1~2円程度の費用が発生するので30〜60万円程度の費用が必要になっ 

てしまいます。 

TMPでは30〜60万円相当の文章をコピペ利用可能で提供しています。 

TMPでは、慣れれば30分で準備が完成します。不慣れな方でも60分あれば完成するは 

ずです。 

ツイッターのアカウントを作り、コピペOKな文章を20~30投稿する。たったこれだ 

けで準備完了です。 

ブログアフィリのように、サーバーを借りて、ドメインを取得して、ワードプレスを 

設置して、1記事3,000文字の記事を毎日書き、ブログにアクセスが安定して来るよ 

うになるは半年後、、そんな途方もない作業を続ける必要はありません。 

このページの冒頭でTMP実践者のインタビュー動画をご覧いただきましたが、早けれ 

ば数日で報酬を得られる可能性もあります。これは一般的なブログアフィリエイトで 

は考えられないことです。 

TMPで実践する方法は、ツイッター内からアクセスを集めることができるので、検索 

サイト経由のアクセスはまったく関係がありません。 

ブログアフィリは、アクセスが安定して来るまでに半年ほどかかり、アクセスが来た 

としても順位変動などがあり、自分のサイトが上位に表示されないなどの問題が出て 

きてしまいます。 

しかし、ツイッターであれば順位変動に怯えずに済みます。 

適切にフォローが出来れば、アカウントを作ったその日からアクセスがきますので一 

週間もかからずに報酬を得ることも可能となるでしょう。 

TMPではコピペ可能な文章を2,566ツイート、文字数に換算したら約300,000文字も 

用意しています。 

そのため、ご自身で読者に有益な記事を書いたりなど、頭を使うような創作活動はあ 

りません。 

●コピペOKなツイートをたまにする 

●フォローする 

●DMの返信をする 

この3つのことを淡々とやるだけです。ただの「作業」です。 

一般的なアフィリであれば、 

● サーバをレンタルして、ドメインを取得して、 

● ワードプレスと設置して 

● 自分で紹介する商品やサービスを決めて、 

● それを紹介する文章を自分で考えて、 

● アクセスを増やす方法も自分で考えて、、 

と、やることが非常に多い上に、まずは知識やスキルを習得しないと実践できないこ 

とが多いです。 

そんなのは初心者の人にはハードルが高すぎると思いませんか？ 

実際にハードルが高いから95％の人たちは月に5,000円も稼げていないという現状が 

あるのかもしれません。 

TMPはツイッターを活用するので、Web製作スキルや知識は不要。アフィリ案件も用 

意、それを紹介するためのコピペ使用可能な文章も約30万文字用意。 

ちなみに、30万文字の文章を外注ライターに依頼すると、30〜60万円程度の費用が 

発生します。 

単純な作業レベルの内容でアフィリエイト完全未経験の方でも、報酬を得られる仕組 

みを作り上げているので安心して取り組むことができます。 

▼STEP0 プロローグ 

アフィエイリトで稼いでいくためには、正しい方法を学ぶことも大切ですが、そ 

れ以上に大切なのがマインドです。 

アフィリエイトは完全歩合制の実力主義の世界です。決められた時間働けば、決 

められた金額を貰える従業員ではありませんので、従業員のようなマインドでア 

フィリエイトに取り組むと、高確率で失敗してしまいます。 

そんな失敗を回避するために、アフィリエイトに取り組む際のマインドを解説し 

ていきます。 

▼STEP1 初報酬までの道 

初報酬を得るためにやるべき行動をステップバイステップで解説していきます。 

プロフィールの設定、固定ツイートの設定、ツイートの投稿、フォロー作業の方 

法など。この手順に沿って実践をしていくことでアフィリエイト完全未経験の方 

であっても初日に初報酬を獲得することに成功しています。どんなに遅くても一 

ヶ月以内には初報酬を手にしているはずです。 

▼STEP2 複数アカウント展開 

1つのアカウントで初報酬を得ることに成功して、日々の作業に慣れてきたらア 

カウント数を増やしていきましょう。 

1つのアカウントで実践するよりも複数のアカウントで実践した方が稼げる金額 

はアップしていきます。 

複数アカウント運営のコツや注意点を解説していきます。 

▼STEP3 ロック＆凍結を攻略する 

実践をしていくと誰しも必ず遭遇するのが、ロックや凍結です。 

このSTEP3では月10万円の報酬を達成した2名の参加者の方にロックや凍結の攻 

略法をお聞きしたインタビュー動画、そして、ロックや凍結を回避するための考 

え方を解説していきます。 

▼STEP4 実践ノウハウ 

いざ実践を開始してみると思うようにいかなくなったり、小さな疑問が出てきた 

り、判断に迷ったりすることが必ず出てきます。 

実際に参加者の方から届いた、質問や相談内容をベースに細かい方法やテクニッ 

クを解説していきます。 

▼STEP5 最後に 

ここまで解説してきたSTEP0〜4までの総括、成果が伸び悩んでいる時のチェッ 

クポイント、ここまで学んできた内容を応用して別のアフィリエイトにチャレン 

ジする方法などを解説しています。 

これだけではありません。さらに、、 

実践方法は詳しくメンバーサイトで解説していますが、気になるのは他の参加者の人 

たちは、どのような方法で結果を出しているのか？ということだと思います。 

複数アカウントを作って月10万円を達成するにしても、具体的に何個のアカウントを 

運営しているのか？5個なのか？8個なのか？10個なのか？そのような疑問が出てくる 

と思いますので、すでに結果を出しているメンバーさんに感想をいただいたり、実践 

内容についてのインタビューに答えてもらったりしています。 

リアルな感想や実践内容を知ることができますので、すでに結果を出しているメンバ 

ーさんの行動や思考、マインドを真似して実践に取り入れていってください。 

このTMPでは石井の無料メルマガ登録のアフィリをツイッターで実践する 

方法をメインに解説していますが、ツイッターでしか実践できないわけで 

はありません。 

ツイッター以外のサイトでの実践も可能です。 

ツイッターではなくYoutubeで実践をして月収40万円を達成した参加者の 

方に、 

● どのようにして月40万円を達成できたのか？ 

● どのような編集ソフトを使って動画を作っているのか？ 

など、具体的なYoutubeでの実践方法を公開してもらいました。 

月10万円を達成した方の感想を紹介しています。 

どのような気持ちで実践を始めたのか？10万円達成する過程で意識したこ 

とや、コツ、マインドなど、それぞれの視点で感想をいただいています。 

10万円を達成するために参考になる要素が必ず見つかるはずです。 

いくつアカウントを運営しているのか？1日にどれくらいツイートしている 

のか？フォロー作業はどれくらいしているのか？など、アカウント運営に 

関するリアルな数字を公開していただきました。 

具体的な数字を知ることができますので、実践の参考にしてみてくださ 

い。 

メンバーサイトの内容だけを見て、一人で実践をしていくことに不安を感じる方もい 

るはずです。 

『ちゃんと解説されている通りにできているか不安。。』 

『この場合はどうしたらいいんだろう。。』 

など、不安を感じたり、判断に迷うことも出てくる方もしれません。 

そんな方のためにTMPではチャットワークでのサポートを用意しています。 

回数、期間に制限はありませんので、わからない部分は気軽に質問をしてください。 

TMPでは石井のメルマガ登録アフィリをツイッターで実践する方法を解説しています 

が、メルマガ登録アフィリ自体はツイッターでしかできないものではありません。 

先ほどの方のようにツイッターではなくYoutubeで実践をして月収40万円を達成した 

方もいます。 

FacebookやInstagramなどのSNSで実践している方もいますし、PCMAX、Jメー 

ル、ハッピーメール、イククルなどの出会い系サイトを活用して実践をしている方も 

います。 

サイト別に詳しく解説はしていませんが、メンバーサイトで解説をしている内容をし 

っかりと学び、理解していれば、自分自身の知識やスキルがアップしてきますので、 

様々サイトで応用をして実践をすることができます。 

ネットで稼げることを実感していただき、モチベーションを上げていただきたいの 

で、TMPでは2つのお祝い金制度を用意しました。 

下記の条件を満たす場合、お祝い金3万円をプレゼントいたします。 

● 参加日から10日以内に初報酬を獲得 

● 実践してみた感想の提出 

● 初報酬を獲得した日から1ヶ月以内に申請 

下記の条件を満たす場合、お祝い金10万円をプレゼントいたします。 

● 1ヶ月間（1日〜末日）の報酬が10万円を突破 

● 実践してみた感想の提出 

● 10万円突破した月から1ヶ月以内に申請 

最大で13万円のお祝い金を受け取れる可能性があります。 

冒頭のインタビュー動画の方は1ヶ月目で10万円を突破しましたので、その月の報酬 

10万円＋お祝い金13万円で約23万円の報酬を手にすることに成功しています。 

石井のメルマガに興味を持ってもらうことに特化したプロフィールを作 

成。名前の付け方のコツや、プロフィール画像、自己紹介文の例文（コピ 

ペOK）を用意しているので10分もあれば設定が完了するでしょう。 

2,566個のコピペ使用可能な例文（約30万文字）を用意しているので、ま 

ずはその中から30個をツイートします。 

その後は、一週間に最低5~7個ほどツイートしていきましょう。コピペ使 

用可能な例文があるので何を書こうか悩む心配はありません。 

ツイートが30個投稿できたら、石井のメルマガに興味を持ちそうな人たち 

をフォローしていきます。 

それらの人がツイッター上にどこにたくさんいるかを動画で解説している 

ので、見つけられずに迷う心配はありません。 

フォロー作業をしていくことで、自分のツイートを読んでくれる人が増え 
ていきます。 

そうすると、ツイートを読んでくれた人たちの中から『もう少し詳しく知 

りたいので教えてもらえませんか？』と連絡をしてくる人が出てきます。 

『もう少し詳しく知りたいので教えてもらえませんか？』と連絡をしてく 

れた人に対してサービスの案内をすることで、一定の割合でサービスに申 

し込んでくれてアフィリ報酬が発生します。 

いかがでしたか？ 

一般的なアフィリエイトの教材だと方法論は解説されていても、文章は自分で書いて 

いく必要があります。 

しかし、多くの人は自分で文章を書くことが苦手だったり、書けたとしても読み手を 

惹きつける文章が書けません。その結果、稼ぐことができないという状況に陥ってし 

まうので、TMPでは約30万文字の文章をコピペ可能で用意しています。 

これがTMPでアフィリ未経験の方でも結果が出やすい最大の理由です。 

この量の文章を外注ライターさんに依頼すると、1文字1〜2円相場なので30〜60万 

円ほどかかります。その30〜60万円相当の文章をTMPではコピペ可能でご利用いた 

だけます。 

私たちは、どこかに雇われることを前提とした教育ずっと受けてきました。極端に言 

えば『社畜』になるための教育と言ってもいいのかもしれません。 

上場企業に就職すれば安泰、バイトより正社員、派遣より正社員。無意識にこういっ 

た考えが植えつけられている気がします。 

職に就けば安定してお給料がもらえるかもしれません。 

でも、一旦冷静になって考えてみてください。今の時代、それが本当に安全で安定し 

ていることなのでしょうか？ 

もし、あなたがリストラされて、急に無収入になり、求人に応募しても採用されずに 

無職の状態が続くと想像してみてください。 

貯金があれば何とか切り崩して生活ができますが、貯金がなかったら絶望的ですよ 

ね？ 

誰かに雇われないとお金を稼げない状態は、自分に主導権がありません。 

絶望的じゃないですか？ 

『あの職場で働きたい！』と思っても採用されなかったら働くことができません。 

『給料5万アップしてほしい！』と思ってもアップはしません。 

『一週間のんびり旅行に行きたい！』と思っても一週間も休ませてくる会社はありま 

せん。 

雇われてる人に主導権はありません。自由がない状態です。 

昔は終身雇用で就職すれば安泰でしたが、今は違います。会社がいつ倒産するかもわ 

かりません。 

あなたに主導権はありません。会社の都合でリストラされる可能性も減給される可能 

性もあります。 

月の給料が2~3万減ることはあっても、2~3万増えることはないですよね？ 

会社にとって不都合な存在になれば簡単にカットされてしまいます。 

そんな時代だからこそ、雇われずに自分の力でお金を稼ぐスキルを磨くことは重要だ 

と感じています。 

雇われずに自分でお金を生み出せるようになることが、自分や大切な人の生活を守る 

ことにつながります。 

大切な人を路頭に迷わせることなく、守ってあげることにつながります。 

『もし、リストラで無職になっても大丈夫！俺は自分の力で最低限の生活費くらい生 

み出せるから！』 

こう言えるようになれば、お金で不安を感じることが減ってきます。お金のストレス 

から解放されていきます。 

TMPではアフィリエイト完全未経験者でも初報酬を得られる仕組みを作り上げている 

ので、巷で解説されている一般的なノウハウを実践するよりも簡単に初報酬を得るこ 

とに成功するでしょう。 

アフィリエイト未経験者の方はこの凄さがわからないかもしれませんが、アフィリエ 

イト経験者の方であれば、アフィリを開始した当日に初報酬が得られるのは驚異的な 

スピードだということが理解できるはずです。 

初報酬を得るという経験が自信につながるはずですし、どうすればネットで稼ぐこと 

ができるのかが身をもって理解できるはずです。 

その後はTMPの内容を実践していき月2〜10万円程度の報酬を稼いでいくのもいいで 

しょうし、その経験を活かして別のアフィリエイトやネットビジネスに挑戦していく 

のもいいと思います。 

冒頭で3名の方のインタビュー動画をご覧いただきましたが、アフィリで稼いだお金 

を元に投資に挑戦したり、転売ビジネスに挑戦したり、次のステップに進む方もいま 

す。 

まずは初報酬を得ることを目標にして小さな成功体験を素早く経験してください。 

『ネットを使って本当に稼ぐことができるんだ！』 と実感してください。 
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Q.初報酬を得るまでどれくらいの期間がかかりますか？ 

ツイッターの作業に慣れている方でタイミングが良ければ当日に報酬が発生する 

可能性があります。メンバーサイトで解説している通りに実践をしていけば、ど 

んなに遅くても1ヶ月以内には初報酬を得ることが可能でしょう。 

Q.ツイッターでしか使えないノウハウですか？ 

ツイッター以外でも使えるノウハウです。ツイッターで実践する場合の方法論を 

詳しく解説した教材になりますが、ツイッターでしか使えないものではありませ 

ん。 

Youtube、Facebook、ブログ、出会い系サイトなどで実践をして報酬を得て 

いる方もいます。どうすれば報酬を得ることができるか？という理屈を理解して 

いれば、いろいろなサイトで応用可能です。 

Q.ツイッターで出会うのと、ツイッターで稼ぐのは方法論は同じですか？ 

同じです。TMPでは石井のメルマガに興味を持つ人、出会いでは女性をターゲッ 

トにするので、プロフィールやツイート内容は当然違ってきますが、ターゲット 

を設定して、それに合わせたプロフィール、ツイートをしていき、フォローをし 

ていく、という流れは全く同じです。 

Q.実践するにあたり参加費以外に何か費用は発生しますか？ 

状況により発生します。 

ツイッターは1つの電話番号で10個のアカウントしか作れません。それ以上のア 

カウントを作る場合は電話番号が必要になりますので、格安スマホを契約した 

り、数百円で電話番号を入手するなどの方法を実践する必要があります。 

Q.有料の自動ツールを購入する必要はありますか？ 

ツールを使用しなくても実践可能です。 

Q.TMPで稼げない人がいるとしたらどんな人ですか？ 

参加しても何も実践しない人は稼げません。自責ではなく他責にする人。従業員 

マインドの人。自分で考えることをしない人、学ぶ意識がない方は難しいかもし 

れません。 

なるべくわかりやすいように解説をしていますが、理解力やこれまでの経験値、 

作業できる時間には個人差がありますので、全員が完全に同じ結果を得ることは 

できません。 

そのような状況を理解して、PDCAサイクルを回していける方は稼げるようにな 

っていきます。 

参加メンバーの方たちが本当に稼げるようになっているのか？一番気になる部分では 

ないでしょうか。つまり、すでに参加メンバーが上手くいっているのであれば、あな 

たも上手くいく可能性が高いとも考えられます。 

先ほどもお話しましたが、TMPでお祝い金制度を用意しているので、成果を出した方 

たちから次々と成果報告の感想が私の元に届いています。 

その感想の一部を紹介します。 

このプログラムは最強です。 

今まで数多くの『ネット系ビジネス教材』に数百万の投資をしてきました 

が、ここまで作りこまれたプログラムは他に見たことがありません。 

僕はある程度ネット系ビジネスを勉強してきたからわかりますが、 

・リスト取りページ 

・ツイッターアカウントの作り方 

・つぶやくツイート例文 

・具体的なDMやオファーの方法 

など、コンテンツの全てが高クオリティです。 

また、報酬が発生するまでの流れが事細かに示されて１本道なこともあ 

り、1つずつ淡々と作業をこなしていけば必ず報酬を得ることができます。 

ここまで非常にわかりやすく解説されている教材は今まで見たことがあり 

ません。 

このプログラムに参加した僕が一番言いたいことは、『今まで実践したど 

の教材よりも再現性がある』ということです。 

結局のところ、世に出ているネット系ビジネス教材のほとんどは抽象度が 

高いものであり、経験者やスキルのある実践者がやれば結果は出るけれど 

も、正しいやり方・正しい思考・正しい手順を踏めるかどうかは人によっ 

てどうしても個人差が出てしまいます。 

経験者以外はみんな「正解」がわからないままネット系ビジネスに挑戦 

し、散っていきます。 

僕も同じく「正解」がわからず散りかけていました。個人差の部分の“結果 

が出ないほうの人間”だったんです。 

しかし、その個人差を徹底的に排除して、全てのステップにおいて「正 

解」を非常にわかりやすく説明しているからこそ、誰もが結果の出るプロ 

グラムになっているんだと思います。 

さらにプラスアルファとして、正しいやり方・正しい思考・正しい手順が 

具体的に示されているので、他のビジネスを行った時にも応用が効くとい 

う利点があります。 

TMPのメソッドは、集客→教育→オファーというビジネスにおいて不可欠 

な要素を網羅しており、初心者だけでなく中級者以上の方にも適している 

と感じました。 

ただ報酬が簡単に発生するだけでなく、こういった先々への投資として考 

えることもできるという点においても、非常に優れたプログラムであると 

感じています。 
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私は2012年から働きながら副収入が欲しかったのでアフィリエイトに取り 

組んでいました。 

様々なアフィリエイト教材、アフィリエイトの塾にも入り約200万円ほど投 

資してきました。 

しかし、働きながらのアフィリエイトは想像以上に作業量が多くほとんど 

結果が出せませんでした。 

よくアフィリエイトで報酬が発生するまで時間がかかるのが常識と言われ 

ています。三か月から半年は無報酬でコツコツ作業を継続しなければなり 

ません。 

しかし、今回の石井さんの今回のプログラムは作業開始の翌日に初報酬が 

発生しました。 

一か月目27100円、二か月目67000円、三か月目108000円の報酬を得るこ 

とが出来ました。 

しかも今まで取り組んだアフィリエイト教材の作業量と比べたら驚くほど 

作業が簡単でした。今は毎日一時間ほどの作業で報酬が毎日発生していま 

す。 

誰でも早く簡単に報酬が得られるように考えられています。 

作業手順は大変シンプルですし、文章を書くのが苦手な方でもコピペで作 

業が完了するので心配ありません。 

何か分からないことがあればチャットワークで石井さんに質問すれば丁寧 

に教えてくれます。 

ツイッターアフィリエイトはこんなに簡単に稼げるんだと実感できるノウ 

ハウです。 

長年アフィリエイトで稼げない方、アフィリエイト初心者の方にお勧めで 

きるプログラムです！ 
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パソコンとかスマホを使うことが苦手な人こそ始めるべきだと思います。 

ツイッターアカウントとパソコンかスマホさえあればできます。 

ツイート内容も石井さんが用意してくれてますし本当に簡単に稼げるよう 

になります。 

なによりもアフィリエイトの入門として最適です。 

自分はTMPも続けますがそれと並行してHP作成の知識を付けほかのアフィ 

リエイトにも挑戦してみたいと思っています。 

ほかのアフィリエイトと違ってすぐに稼げるようになるのでそれがモチベ 

ーションとなりもっとITに関する知識を付けたいとTMPを通じて考えるよ 

うになりました。 

汗水たらして働くだけが金稼ぎではないのだな。と思えるようになったの 

は本当にTMPを通じて得た財産だと思います。 

TMP自体でも稼げますしアフィリエイトの入門として始めるのもよいかと 

思いますのでおすすめです。 

マニュアルにあることをしっかりと実践すれば投資した分の金額は稼げま 

す。 

このように参加メンバーの方たちから続々と成果報告が届いています。 

すべてを掲載してもいいのですが、ページがあまりにも縦に長くなってしまうので、 

この辺りでやめておきます。 

TMPの特徴は『超初心者向け』という部分です。 

これまでいろいろなアフィリ教材に数百万円も投資して勉強してきたのに、ほとんど 

結果が出なかった方でもTMPのノウハウですぐに結果を出すことに成功しています。 

追伸1： 

最後に重要な要点をまとめます。 

TMPではアフィリエイト未経験者の方が、結果を出すために必要となる素材を豊富に 

用意して、初心者の方が挫折しやすいポイントを徹底的に排除しています。 

自己紹介文の内容、コピペ可能な約30万文字のツイート、アフィリ案件などを用意し 

ているので、ご自身で調べたり、文章を考えたりなどの作業をすることなく即実践を 

スタートできるようになっています。 

即実践をスタートできるからこそ、早い方では実践をスタートした当日に初報酬を得 

ることに成功しています。 

追伸2： 

参加者の方たちの感想にもあるようにTMPは超初心者向けで、アフィリエイト入門と 

しては最適な教材になっています。 

ネットビジネス系の教材に数百万円使い、たくさん勉強してきたのに、ほとんど稼げ 

なかった方たちもTMPのノウハウを実践することで報酬を得ることに成功していま 

す。 

今のはいろいろなネットビジネスの教材や講座、書籍が販売されています。TMPへの 

参加を強要することはできませんが、無駄な出費を抑えて、遠回りや失敗、挫折を経 

験することなく、最短で結果を手にしたい場合はTMPをおすすめします。 

追伸3： 

私がTMPであなたに経験してもらいと思っているのは『ネットで報酬を得る』という 

成功体験です。 

この成功体験を経験することで、あなたの可能性の扉が開くはずです。 

TMPの内容を継続して稼いでいくのもいいかもしれませんし、感想にもあるように別 

のネットビジネスに挑戦するキッカケにもなるはずです。 

ブログ作成についての知識を勉強する気になるかもしれませんし、情報商材のアフィ 

リに挑戦してみたくなるかもしれません。 

『ネットで報酬を得る』という成功体験して、あなたらしい稼ぎ方の第一歩を踏み出 
してください。TMPがそのキッカケになることを私は願っています。 
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