
~次世代フリーワーカーへの基礎スキルを磨く~ 

『Twitterマーケティングの書』 

Twitterで月１万円以上の副収入を稼ぎながら 
マーケティングスキルと情報発信力を磨こう 

 

ひろつぐです。 
このレポートでは、ネットビジネス初心者が 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

「パソコン１つでいつでもどこでも仕事ができて  
　ビジネスの自動化の仕組みを作ることで不労所得も得る」  

↓  

『好きなときに好きな場所で  
　好きなことを好きなだけやれる』  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

という「次世代フリーワーカー」を目指していく際に必要な

ビジネス２大基礎スキルのひとつであるマーケティングスキルを磨くための


「Twitterを使ったSNSマーケティングのノウハウ」 

を解説していきます。（Twitterで実際に収益を上げる方法も詳しく解説！） 

※ビジネス２大基礎スキルとは 
・マーケティング＝人を集めること 
・コピーライティング＝人の心を掴む文章を書くこと 
でしたね！ 



SNSマーケティングの特徴 

数あるマーケティング手法の中で 
最も簡単で、今すぐに誰でもできて 
かつ絶大な効果を発揮するもの… 

それが、「SNSマーケティング」です。 

SNSとは、ソーシャルネットワークサービスのことで、 
代表的なものでいえば「Twitter」「Facebook」「mixi」あたりですね。 
 

人を集めようと思ったとき、普通なら 
広告を出す（雑誌やWebなど）必要があり 
広告を出すためには少なからずお金がかかるし、 
その成果が出るまでに時間がかかったりします。 

でもSNSは誰でも無料で今すぐに使えるし 
短期間で大きな媒体を作ることができます。 

その上、1度大きな媒体を作ってしまえば 
そのあと何度でも大勢の人に 
アプローチすることができます。 



なんでTwitterなの？ 

例えばTwitterのフォロワーが1万人いたら 
自分がたった一言つぶやくだけで 
１万人の人に情報を届けることができます。 

そして数あるSNSの中でも、 
初心者がSNSマーケティングを学ぶのに最適なもの、 
それが『Twitter』なんです。 

Twitterは他の媒体に比べて 
簡単に媒体を大きくすることができます。 

メルマガ読者を１万人以上増やすとなると 
なかなか難しいし、それなりに時間もかかりますが、 
Twitterのフォロワーを１万人以上にするのは 
さほど難しくはないし、それほど時間もかかりません。 

僕も現在、Twitterのフォロワーがトータルで数万人います。 
（Twitterは無料でアカウントを何個も作れる 
というところも便利な点ですね！） 

Twitterを使ったSNSマーケティングを覚えておくと 
狙った人を自在に集めることができるようになるので 
すごく役に立ちます。 

実際に、飲食店や美容室などでも 
Twitterマーケティングを取り入れることで 
集客に成功した事例もあるので、 

これを覚えておけば、オンラインオフライン問わず、 
どんな業種でも集客に困ることがなくなるというわけです^^ 



Twitterの媒体力があればつぶやきが副業に 

さらに、後で紹介する 

楽天アフィリエイト 

などのシステムを活用して、 
商品の紹介リンクをつぶやくだけで 
実際にアフィリエイト報酬を出すことも可能です。 

つまりTwitterから副収入を得ることが 
できるようになるってことです！ 

つぶやきが副業になるという 
すごい時代ですね。。 
（「つぶやき副業」とでもいいましょうか） 

家でも電車の中でも旅先でも 
空き時間につぶやくだけで 
副収入を得られるわけです。 

ひとつぶやきで５万円稼ぐような強者も 
いるくらいです。。笑 

まぁ人を集めることができれば 
そこにはいくらでもビジネスが作れるので 
いかに「集客」というものが大事かがわかるかと思います。 

※アカウントが凍結する可能性があるため 
Twitterだけで稼ぎ続けようと考えるの危険です。 
最終的には後で解説していく「DRM」という 
ビジネスモデルを取り入れていくことを推奨しています！ 
Twitterはあくまでも集客口のひとつ！ 



具体的にどんなことをすればいいの？ 

実際に僕らがどのようにTwitterを活用して媒体を大きくし、 
どうやって月１万円以上の副収入を稼ぐのか？ 
ということについて解説していきます。 

・・・と言っても、やること自体はめちゃめちゃ簡単♪ 

Step1. Twitterアカウントを作る 
Step2. プロフィールを整える 
Step3. つぶやく 
Step4. フォロワーを増やす 
Step5. アフィリリンクをつぶやく 

たったこれだけです。笑 

じゃあ、 
どんなアカウントを作って 
どんなプロフィールを書いて 
どんなつぶやきをして 
どうやってフォロワーを増やすのか？ 

僕のおすすめは、 
自分の趣味や得意なことなどの 
『好きなジャンル』に特化したアカウントを作って、 
そのジャンルのことについてつぶやいていき 

同じような趣味を持った人を 
フォロワーにしていく、という流れです。 



この『好きなジャンル』というのは 
なるべく細かく具体的に絞ったジャンルの方がいいです。 

その方が共感を生みやすく、 
フォロワーが増えやすいからです。 

例えば、『音楽が好き』 
とプロフィールに書いてあるだけよりも 

『音楽が好きで、特にAKBが大好きです！』 
とプロフィールに書いてあった方が 
AKBが好きな人のフォロワーは増えやすいですよね！ 

さらに、 

『AKBが大好きで、推しメンはまゆゆです！』 

みたいなことを書いてあった方が 

「おー！おれもまゆゆ大好きなんだけど！ 
この人フォローしよっと♪」 

となって、まゆゆ好きな人の目にとまります。 

どのジャンルでもそうで、グルメが好きなら 
和風が好きなのか洋風が好きなのかイタリアンが好きなのか 
きちんと詳しくプロフィールに書くようにしましょう。 

そんな風に、漠然と『音楽が好き』『料理が好き』 
というよりも、そのジャンルの中から 
さらに細かく絞ったジャンルにすることで 
共通の趣味を持ったフォロワーを獲得しやすくなり 
どんどん媒体を大きくしていくことができます。 



早速 取り組んでみよう！ 

実際にTwitterマーケティングを実践して 
フォロワーを増やして報酬を出せるようになっていきましょう！ 

ここからは実際に手を動かしながら 
一緒に進めていってみてください。 
 

Step1. Twitterアカウントを作る 

まだ自分のTwitterアカウントを持っていない人は 
Twitterアカウントを作成していきます。 
 
Twitterにアクセス！→https://twitter.com/ 
 

アカウント作成というボタンをクリック！ 
 

 

必要事項を入力し、
アカウント作成

※スマホの公式Twitterアプリか
らでも簡単にTwitterのアカウン
トを作成することができます。

https://twitter.com/


 

 

 

電話番号の入力が求め
られても、とりあえず
スキップで大丈夫です

ユーザー名を決めてく
ださい



 

Twitterのアイコン画
像を入れます。すぐに
決まらなければとりあ
えずスキップ！

特に選択せずに 
続けるでOK

利用しないでOK



 
登録したメールアドレスを確認すると 
以下のようなメールが届いているので 

確認するのボタンを押して 
本登録を完了させてください。 

 

これでTwitterの登録は完了です！ 

自分で選ぶをクリック

続けるをクリック



Step2. プロフィールを整える 

次にプロフィールを更新しましょう！ 

右上のたまご（アイコン）をク
リックすると、いくつか項目がで
てくるので、「プロフィールを表
示」をクリックしてください。 

 

右のほうにある「プロフィールを編
集」を押すと、プロフィールを変更
することができます。 

 

 

まずは「自己紹介」の欄に、魅力的なプロフィール
文章を書いていきましょう！ 

上でも軽く解説しましたが、なるべく細かく具体的
にジャンルを絞ることを意識して書くと、魅力的な
プロフィールになります。 
（書き方のコツについては後半でも詳しく解説して
いきますが、とりあえず自分なりに何か書いてみて
ください） 



また、フォロワーをどんどん増やしていく中で、 
「ホームページ」の欄にブログのURLなどを載せておくと、 
毎日たくさんのアクセスを呼ぶことが可能になります。 

プロフィール画像は可愛めに！ 

プロフィール画像は可愛らしいキャラや動物などにしておくと 
親しみやすさがでて、フォロワーが増えやすくなります。 

単純に、下のふたつのプロフィール画像の人がいたときに 
どっちの方がフォローしたくなるかってことです。 
 

まぁ多くの人は左ですよね。。笑（チョッパーかわええええ） 

Step3. つぶやく 
 
まずは何でもいいので 
何かつぶやいてみましょう。

文章を書いてツイートのボ
タンを押せば、つぶやくこ
とができます。 

（まだフォロワーがいないので誰も見てくれませんが・・・） 



ひとつぶやきに命をかけろ！ 

で、何をつぶやいていくかなんですが、 
簡単な話、いくらプロフィールをしっかりと作っても 
その人のつぶやきを見たときに 

「今日もダリ～」「つまんね～」「暇～。だれか絡んで～」 

みたいな、しょうもないつぶやきばかりしていたら 
フォロワーなんか増えるわけがありません。 

そんなつぶやきばかりしていたら、 

「この人のつぶやき見たくないなぁ」 

と思われてしまって、せっかく一度フォローしてもらえたとしても、 
フォローを解除されてしまいます。 

単純に、「自分だったらどんな人をフォローしたいか？」 
と、相手の気持ちになって考えてみればわかりますよね♪ 

初めは「稼ぎたいからTwitterやるんだ！」 
と思って始めてもいいかもしれませんが、 
お金はこちらが価値を提供した対価です。 

なので、ひとつぶやきひとつぶやきに 

「フォロワーさんを楽しませよう！」 

という気持ちを持ってつぶやくようにしてください。 

-たった1秒生きるために 

いつだって命がけ当たり前だ！-　by BUMP OF CHICKEN『sailing day』 



人はどんなつぶやきに価値を感じる？ 

具体的に言えば、 

・面白い系のつぶやき 
・役に立つ系のつぶやき 

などのつぶやきに、人は価値を感じます。 

僕らは情報コンテンツを商材として 
ビジネスをやっていくわけなので、 

ひとつぶやきひとつぶやきが 
お金をもらってもいいと思うような 
有益な情報コンテンツだと思って、 
価値あるつぶやきをしてほしいってことです(｀・ω・́) 

そういった価値あるつぶやきをしていけば 
自然と拡散されて、自然とフォロワーも増えていきます。 

AKBの趣味アカウントを作ったなら 

「AKBのこの曲のこの部分が好き！」 

みたいなことをつぶやくだけでも、 
AKB好きなフォロワーだったら、 
見てて楽しめますよね♪ 

ぜひ、ひとつぶやきひとつぶやきが 
情報発信の練習だと思って、 
価値あるつぶやきを心がけてみてほしいと思います。 



でも、「価値あるつぶやきってなんだろう？」 
みたいに考え込みすぎて何にもつぶやけなくなっては 
元も子もないので、 

何か思いついたら気軽につぶやいてみて 
フォロワーさんの反応を見て、 

「あ、こういうつぶやきは面白いと思ってもらえるんだな」 

みたいな感覚を、どんどん養っていってもらえたらと思います。 

（つぶやいてる内に、そのつぶやきに対して 
「いいね」とか「リツイート」などの、 
なんらかの反応をもらうことができるので！） 

ひとつぶやきに命をかけろ、というのは 
あくまでもそういう心持ちでってことで！ 

Step4. フォロワーを増やす 

次に、フォロワーの増やし方を解説していきます。 

と言っても、基本的にやることは２つ。 

・価値あるつぶやきをして拡散を狙う 
・自分からフォローしていく 

価値あるつぶやきをするというのは上で解説した通りなんですが、 
そうやってどんどん価値あるつぶやきをしていくと 
フォロワーに「リツイート」をしてもらえて、 
自分のつぶやきを拡散してもらうことが 
できるようになっていきます。 



リツイートというのは、だれかのつぶやきを 
自分のフォロワーに向けて拡散するってことです。 

例えば、フォロワーが1000人いる人に 
自分のつぶやきをリツイートしてもらうことができれば 
その1000人に、自分のつぶやきを見てもらえる、 
といったイメージですね！ 
（このへんのことは実際にTwitterを使っていけばわかります！） 

２つめの「自分からフォローしていく」というのは 
先に自分からフォローすることで 
相手からもフォローを返してもらうことができ 
そうすることでフォロワーを増やしていくということになります。 

もう少し詳しくいうと、 
自分からフォローをすると、フォローされた相手のところに 

「〇〇さんからフォローされました」 

という通知がいきます。 

その通知を見た相手は、自分のプロフィールを見に来てくれて、 

「おっ、この人面白そうだからフォローしよっと♪」 

となり、フォローを返してもらえる、ってことですね！ 

まぁプロフィールがテキトーだと 
フォローを返してもらえませんが。。笑 
（だからプロフィールは大事！） 

ですが、ただ闇雲にフォローしまくればいいというものでもないので 
その辺のことについても後々詳しく書いていきます。 



実際に何人かフォローしてみましょう！ 
 
右上に「キーワード検索」の検索窓
があるので、ここで何かキーワード
を入れて検索してみましょう。 

 
例えば、僕はBUMP OF CHICKEN
が好きなので、「BUMP」と入れて
みます。 

 

するとこのように、
BUMPに関連するアカウ
ントを検索することがで
きます。 

試しに「CHAMA」をフォ
ローしてみましょう！（彼
はBUMPのBASS担当で
すね！） 

フォローというボタンを
押すとフォローできます 

そのあと自分のアカウントのページに戻ってみると・・・ 



フォローが１増えていますね！ 

これで、「CHAMA」の素敵ツイートを見る
ことができるようになりました！ 

 

フォロー１というところをクリックすると、 
自分が今フォローしている人を一覧で見るこ
とができます。 

では次に、「CHAMA」という名前のところ
をクリックしてみましょう。 

すると、そのアカウントのページにいくこと
ができます。 

 

見てもらうとわかる通り、今 彼のフォ
ロワーは30万人以上いることがわか
ります。 

彼が一言つぶやくだけで、30万人の
人に情報を届けることができるとい
うことになります。 

そして、フォロワー〇〇人というところをクリックすると、 
そのアカウントのフォロワーを一覧で見ることができます。 



 
さっきと同じ要領で、と
りあえず20人くらいフォ
ローしてみましょう！ 
 

プロフィールの内容や、フォロー相手の属性にもよりますが、 
大体10%～40%くらいの人がフォロー返しをしてくれます。 

そんな風に、こちらから先にフォローしていくことで、 
徐々にフォロワーを増やしていくことができます。 

※ただし、作ったばかりのアカウントで 
一気に大量にフォローをしすぎると、 
スパムアカウントだと判断されて 
アカウント停止になってしまうことがあるので注意 

一応、1日のフォロー数の制限目安を書いておきます。 

自分のフォロワーが100人以下のとき→1日20人程度 
自分のフォロワーが300人超えたら→1日40人程度 
自分のフォロワーが1000人超えたら→1日70人程度 
自分のフォロワーが2000人超えたら→1日100人程度 

※あくまで目安なので、これを守ったからと言って 
100%凍結の心配がなくなるわけではありません。 

まぁあまりにも目立つような動きをしたり 
スパムのようなことをしたりしなければ、 
凍結することはほぼないです♪ 



次にフォロー解除についてです。 

こちらからどんどんフォローをしていくことで 
フォロワーを増やしていくわけですが、 
当然、フォローを返してくれない人もいます。 

Twitterは、フォロワー数よりもフォロー数の方が多いと 
これまたスパムアカウントとみなされて 
アカウントが凍結（停止）してしまうことがあるので、 

フォローを返してくれない人は 
フォローを解除していく必要があります。 

例えば、 

フォロー1000人　フォロワー10人 

のアカウントって、スパムの匂いがするし、 
なんかあんまり印象良くないですよね。。笑 
（この人いっぱいフォローしてるのに、フォロワー少なっ！みたいな。笑） 

フォロー解除のやり方は 
フォローのやり方とほぼ同じです。 

 



フォローの一覧ページにいって 
「フォロー中」というボタンにカーソルを合わせると、 
「解除」となるので、それをクリックするだけです。 

ただ、Twitter上では、 
フォローを返してくれなかった人を 
一覧で表示することはできません。 

そこで、「Notfollow.me」というツールを使います！ 

このツールを使うことで、 

「自分がフォローしているけど、相手からはフォローされていない人」 
（いわゆる片思いフォロー） 

を一覧で表示して、フォローを解除していくことができます。 

Notfollow.meのページにアクセス！→https://ja.notfollow.me/ 
 

「ツイッターであなた
をフォローバックして
いない人」というボタ
ンをクリック！ 

 

https://ja.notfollow.me/


「連携アプリを認証」
というボタンをクリッ
ク！ 

 

すると、このように、
片思いフォローの状態
の人だけを一覧で表示
してくれるので、 
 
「解除」のボタンを押
していくことで、片思
いフォローの人だけを
フォロー解除すること
ができます。 

といった感じに、 

・こちらから先にフォローをする 
・しばらくしてフォロー返しがない人をフォロー解除する 

ということを繰り返していくことで、 
Twitterのフォロワーをどんどん増やしていくことができるわけですね！ 

※フォロー解除も一気に
やるとアカウント停止に
なる可能性があるので注
意。1日のフォロー数の
制限目安と同じくらいに
しておきましょう！



どんなことするとアカウントが凍結する？ 

ここまでで、 

「〇〇するとアカウントが凍結（停止）するので注意」 

ということをいくつか言ってきましたが、 
アカウントが凍結する原因を改めてまとめておきます。 

（せっかくフォロワーをたくさん増やしたのに 
アカウントが凍結してしまったら心折れますからね。。笑） 

凍結原因１：たくさんの人にブロックされる 

ブロックというのは、一般のTwitterユーザーから 
「この人スパムです！」 
とTwitterに報告される、みたいなもんです。 

人が嫌がるような、よほどのことをしない限りは、 
そうそうブロックされるようなことはないんですが、 

明らかに「商売してます！」みたいな 
業者っぽい雰囲気が出てしまうと 
場合によってはブロックされることがあるので、注意。 

まぁ普通に使ってる分には大丈夫です♪ 

凍結原因２：１度に大量の人をフォローする 
凍結原因３：１度に大量の人をフォロー解除する 

これは上で言いましたね！ 
フォローもフォロー解除も適度に適度に、です。 



凍結原因４：フォロー数とフォロワー数のバランスがおかしい 

これも言いましたね。 

「フォロー1000人　フォロワー10人」 

みたいなアカウントにはならないように、 
きちんとフォロー返しがしたくなるような 
魅力的なプロフィールを書いて、 
フォロー返し率を高めていきつつ、 

片思いフォローのフォロー解除もしていくことで 
フォロー数とフォロワー数のバランスをとっていきましょう！ 

凍結原因５：アカウントを量産しすぎる 

例えば、アカウントを一気に100個とか作ると 
全部のアカウントが凍結したりします。 

最初はそんなにたくさんアカウントがあっても 
運用しきれないと思うので、 
多くても10個とかにしておいて 
かつ、日を空けてアカウントを作りましょう。 

例えば、１日１つ作っていって10個にする、みたいな。 

まぁとりあえず、1つメインのアカウントを決めて 
最初はそのアカウントを育てることに集中すればいいかと思います。 

ある程度メインアカウントのフォロワーが増えてきたら、 
サブアカウントを作っていろいろ試してみるのもいいですね！ 



凍結原因６：アフィリリンクをひたすらつぶやく 

このあとで紹介しますが、アフィリリンクというのは 
商品紹介のリンク（広告のURL）のことです。 

そのリンクを誰かがクリックして、 
そこから商品が売れると、 
自分にアフィリエイト報酬（お金）が入る 
というものですね！ 

Twitterを使って実際に副収入を得るには 
アフィリリンクをつぶやいていく必要がありますが、 

当たり前ですが、アフィリリンクだけしかつぶやかないアカウントは 
フォロワーから嫌われます。 

「こいついっつも商品の紹介ばっかしてるなーーー。。鬱陶しいわぁ。。 
お金儲けでもしてんの？」 

みたいに思われてしまうってことですね！ 

そうするとブロックされたりして、 
アカウント凍結につながります。。 

だから、アフィリリンクは適度にさらっとつぶやきましょう！ 

まぁそんな感じで、凍結に注意しながら 
フォロワーを増やしていってほしいと思います。 

「フォロワーさんを楽しませよう」という姿勢があれば 
滅多に凍結されることはないので、その気持ちを忘れずに！ 

フォロワーが数百人・数千人と増えてきたら、 
実際に広告をつぶやいて「つぶやき副業」をやってみましょう♪ 



Step5. アフィリリンクをつぶやく 

ではいよいよ、実際に商品の紹介をして 
アフィリエイト報酬を出していきます。 

何度も言いますが、 
自動で月数十万・数百万を稼ぐ仕組みを作って 
「近未来ライフスタイル」を実現させるためには、 

最終的にはブログ・メルマガを駆使してアフィリエイトをする 
DRM（ダイレクト・レスポンス・マーケティング）を取り入れて、 

『Twitterは人を集めるだけに特化させる』 

というやり方をするのが最もおすすめなんですが、 
いきなりそんなこと言われても想像がつかないかと思います。 

なので、まずはTwitterだけで 
月数千円～月１万円以上稼いでみようってことなんですが、 

そんな初心者におすすめなのが「楽天アフィリエイト」です。 

楽天というのはネットショップのことで 
今やその存在を知らない人は少ないと思います。 

一度は楽天でお買い物をしたことのある人も 
多いんじゃないでしょうか？ 
（僕もかなりの楽天ヘビーユーザーです。。笑） 

で、実は楽天で売られてる商品って 
全部アフィリエイトできるんです！ 



つまり、単純に自分が買って良かった商品なんかを 
楽天で探してきて、Twitterでつぶやく（紹介する）だけで 
お金を稼ぐことができるんですね♪ 

楽天て本当に何でも売ってるし 
逆に売ってない商品を探す方が大変なくらいなので、 
これはかなり初心者にとってもやりやすいと思います。 

でも楽天アフィリは、報酬率が１%と 
かなり低いのがデメリットでもあります。 

簡単に言えば、1万円の商品を紹介して 
それを誰かが買ってくれたとしたら 
自分に100円のアフィリエイト報酬（紹介料）が入る、 
ってことです！ 

「え、少なっ！！！そんなんで月1万円も稼げんの？」 

と思うかもしれませんが、 

楽天アフィリは実は、 
アフィリリンクをクリックさえしてもらえれば 
それから30日間、その人が何か別の商品を買っても 
自分の成果になる、というお得なシステムがあるので 
それを利用することで報酬をあげていくことができるんです。 

要は、たくさんの人に 
アフィリリンクをクリックさせまくっていけば 
自分の成果として積み上がっていく、みたいなイメージです！ 

（ややこしいかもしれませんが、 
やっていくうちにわかってくるので 
今はなんとなくわかっておけば大丈夫） 



楽天アフィリエイトのやり方 

まだ楽天会員ではない人は、楽天会員に登録しましょう。 

アクセス！→http://affiliate.rakuten.co.jp/ 

アクセスすると、右側に 
「楽天アフィリエイトへようこそ！」 
という部分があるので、 

楽天会員に新規登録（無料） 
というところをクリックして 
会員登録をしてください。 

会員登録が済んだら 
紹介する商品を探していきます。 

商品の探し方にもいろいろあるんですが、 
とりあえず「キーワード検索」で探してみましょう！ 

ログインすると左上のほうに検索窓があるので 
そこにキーワードを入力して、 
商品を探していきます。 

例えば、今 自分が使っている 
カードが入る便利なiPhoneケースを紹介しようと思ったとしたら、 
検索窓に「iPhoneケース カード」と入れて 
商品検索のボタンを押します。 

するとiPhoneケースが一覧でバーッとでてくるので 
そこから自分のiPhoneケースを探してみます。 

http://affiliate.rakuten.co.jp/


 
見つけたら、「商品リンク」というところをクリックすると 
その商品の紹介ページに飛べます。 
 

 

 

すると、上の方にTwitterのマークがあるので、 
そこをクリック！ 



サービス連携設定というところ
をクリックすると、連携先がで
てくるので、まずはTwitterと
連携します。 

 
Twitterと連携ができたら、商
品名の部分と紹介コメントを書
いて、シェアするボタンを押せ
ば、Twitterで商品をアフィリ
エイトすることができます。 

商品名の部分は、そのままだ
とめちゃめちゃ長くなって文字
数が足りなくなってしまうの
で、なるべく短く編集してくだ
さい。 

コメントのところでは、その
つぶやきを見た人が気になって
思わずクリックしたくなるよう
に、商品の紹介文を書きましょ
う！ 

最後に「シェアする」のボタンを押すと、 
自分のアフィリリンクと一緒に 
商品紹介をTwitterでつぶやくことができます。 



楽天アフィリで成果をあげるコツ 

楽天アフィリでは、とにかくたくさんの人に 
アフィリリンクをクリックしてもらうことができれば 
成果を上げやすくなるということは話しました。 
（クリックした人が30日以内に楽天で買い物をしたら 
それも自分のアフィリエイト報酬になるから） 

「じゃあどうすればアフィリリンクをクリックしてもらいやすくなるの？」 

ってとこなんですが、簡単な話、 
気になれば人はクリックしてしまいます。 

じゃあここで気にならせる方法をひとつご紹介。 
 

例えば、キーワード検索で「面白い」と検索します。 

すると、面白い商品がたくさんでてきます。 

例えばこれなんかどうでしょう？ 

おもてなしボクサーパンツ。。 

だいぶふざけてますが、こういうのを紹介すると 
人は気になってクリックしてしまうと思いませんか？笑 



紹介の仕方としては例えばこんな感じ。 

どうでしょう？ 

何となくTwitterを眺めてるときに
こんなつぶやきが流れてきたら、 
ちょっと商品の詳細ページ見てみた
くなりませんか？笑 

まぁこんな感じに、 

「いかにクリックしてもらうか？」 

ということを考えて、 
いろいろ試行錯誤してみると 
コツがつかめてくると思います。 

他にも 

・超高額商品を見つけてきて 
「やば！これ高すぎだろ！」みたいに 
値段を気にならせるようにつぶやく 

・気味の悪い商品を見つけてきて 
「うわ、これ気持ち悪っ。。買う人いるのかな？」みたいに 
気味の悪さを気にならせるようにつぶやく 

・自分が欲しいと思った商品を 
「これめちゃめちゃ欲しい！この〇〇なところがいいんだよね～」みたいに
普通に商品の良さを気にならせるようにつぶやく 

などなど、ちょっと頭を使えばいくらでもでてくるので 
いろいろと考えて試してみてください♪ 



フォロワーが増えてくれば、1回つぶやくだけで 
数百クリックされるようになってきます。 

毎日それくらいクリックさせていれば 
月数千円～月1万円以上なんて楽勝です♪ 

ただ、楽天アフィリで稼げるのはしょせんその程度。 
ある程度稼げるようになったら卒業して 
本格的に月数十万円レベルを目指してもらいたいと思います。 

ちなみに、楽天のアフィリ報酬はポイントとしてもらえて 
そのポイントは1ポイント1円として 
楽天での買い物のときなどに使えますが、 
月3000ポイントを超えると現金と交換することも可能です。 

では早速取り組んで、報酬を出していきましょう！(｀・ω・́) 

Twitterでの素敵な体験談 

さらに、僕が実際に体験した事例を含めて 
Twitterで媒体力を持っておくことのメリットを 
箇条書きで書いてみようと思います。 

つまり、Twitterでフォロワーの多いアカウントを持っておくと 
こんな良いことがあるよー、ってことの紹介です。 



1. BUMPのライブのチケットを何度も譲ってもらった  
 
僕はBUMP OF CHICKENというアーティストが本当に好きで 
BUMPについてならいつまででも語っていられるんですが、  
 
それを活かしてBUMPに関するTwitterアカウントを作って、 
BUMPのことをつぶやいていきました。 
 
そして、僕と同じようにBUMP好きな人の 
フォロワーをどんどん増やしていったんですが、 
 
なななななんと、BUMPのライブのチケットを 
もう3回以上は譲ってもらうことができています！！ 
（BUMPのチケットは倍率が非常に高く 
なかなか手にいれることが難しいんですが…） 
 
譲ってくれた人には本当に感謝しています。。 
（ありがとうーーー！！！） 
 

2. Twitterで共通の趣味の人とやりとりをするのが単純に楽しい 
 
例えば僕の場合、BUMP好きな人とTwitterでやりとりをして 
 
「BUMPのこの曲のこういうところがいいよね！」 
 
といった感じでコミュニケーションをとるのが 
単純に楽しいです。楽しすぎます。。笑 
 
そうやってやりとりをしているうちに 
新しい発見を教えてもらったり、 
自分の中で新しい発見があったりして、 
 
「おー！この曲のこの歌詞はこういう意味だったのか！」 
 



みたいなこと気づきがちょくちょくあって、すごく楽しいんですね。 
 
リアルの友達にはそんなにBUMPの大ファンがいないので 
BUMP好きにしかわからないマニアックな話（隠しトラックの話とか笑）
も話すことができて、とっても楽しいです♪ 
 
共通の趣味の人と、そのことについて話せるというのは 
誰にとってもやっぱり楽しいことだと思うので、 
 
だからこそ、自分の好きなことに関する 
Twitterアカウントを作ることをおすすめしています。 
 
やっぱり、楽しくないと継続するのって難しいので、、 
 
逆に楽しければ自然とやっちゃいますからね！ 
（そういえば、Twitterでは「趣味垢」とかいって 
自分の趣味に特化しているアカウントを作ってる人も 
結構増えてきていたりしますね） 
 

3. 自分の趣味に関する情報をイチ早くゲットできるようになる 
 
自分の趣味の合う人をこちらもフォローしていくので 
タイムラインを眺めているだけで、 
そのことに関するニュースをイチ早くゲットできるようになります。 
 
※タイムラインとは、自分がフォローしている人の 
つぶやきが流れていくページのことです。 
 
例えば、僕の場合だと 
BUMPの新曲に関する情報が出たりすれば、 
みんなが一斉に 
 
「BUMPの新曲がでたぞー！！」 
 



みたいなことをつぶやきます。 
 
それを見て「お！BUMP新曲でるのか！」と知ることも多々。 
 
場合によっては、公式の発表よりも早く 
その情報を知ることもあったりします。。 
（みんなどっから情報仕入れてん？て感じですが。。笑） 
 
それから、朝のニュースでBUMPが出てて 
それを見逃してしまったときにも、 
 
「朝のニュースにBUMPでてた！ 
藤くん今日もイケボだった・・・  
 
【動画】」 
 
みたいな感じで、その部分の動画付きのつぶやきで  
見逃した情報を見ることもできます。 
 
というか、そのことに関することなら 
ほぼほぼ手に入らない情報はなくなります。。笑 
 

4. おまけにTwitterでは「つぶやき副業」でお小遣い稼ぎができてしまう 
 
今回のレポートのテーマのひとつでもありますが、 
Twitterでは簡単にお小遣い稼ぎをすることもできてしまいます。 
 
楽しくTwitterを活用しながら、 
ちょこちょこつぶやいているだけで 
副業にもなるという。。 
 
こんなにメリットがあるのに 
Twitterをやらない手はないと思います♪ 



5. 情報発信の良い練習になる 
 
最終的にはブログやメルマガで「DRM」という手法で 
情報発信をしていくのがベストなんですが、 
いきなりブログで情報発信をするのが難しい場合に 
140文字で気軽に情報発信ができるTwitterはかなり使えます。 
 
情報発信の良い練習場として 
ぜひ活用していってほしいと思います。 
 
 
僕も日頃から、なにか気づいたことや思ったことがあれば 
Twitterでちゃちゃっとつぶやいて、 
文章を書く力を鈍らせないようにしています。 
 
なんでもそうですが、 
やっぱり文章も、日頃から書いておかないと 
感覚が鈍っていってしまいますからね。 
 
そうやって日頃から文章を書いていくことで 
文章力・情報発信力（人に物を伝える力）というのが 
どんどん鍛えられていきます。 
 
実際に僕も、最初の頃とは比べものにならないほど 
情報発信力がついてきて、 
 
今ではこんなに長いレポートも 
すらすらと書けるようになってしまいました♪笑 
 

6. 集客に困ることがなくなる（チケットの譲り先もすぐ見つかる） 
 
Twitterマーケティングを覚えて 
Twitterから集客ができるようになると、 
どんな業種だろうと集客に困らなくなる、 



ということは、上の方でも書きましたが、 
 
 
人集めに困らなくなるってことは、 
人探しにもめちゃくちゃ使えます。 
 
 
例えば、僕はBUMPのライブのチケットを 
毎回、全公演の応募をしていて、 
 
「え、そんなことして、もし全公演当選しちゃって 
行けなくなったりしたらどうするの？」 
 
とよく言われるんですが、  
 
僕の場合、Twitterで一言つぶやけば、  
あっという間に何十人もの人から 
 
「チケット譲ってほしいです！」 
 
と声がかかって、譲り先がすぐに決まってしまいます。 
 
 
もしこのBUMP好き関連のアカウントがなかったら、 
自分でどこかに出品したりして 
時間と手間をかけて譲り先を探さなきゃいけないんで、  
 
譲り先がすぐに見つかるというのは 
本当にありがたいことです♪ 
 
それに、僕がそうすることによって、 
チケット転売による利益目的で当選するやつを1人でも減らして、 
 
本当にBUMPが好きでBUMPのライブに行きたい人に 
チケットを譲ることができるので、すごく嬉しいです。 



実際に過去、僕は何回も 
BUMPのライブのチケットを 
TwitterでBUMP好きな人に譲ってきました。 
 
その人たちからは、後で 
 
「ライブめちゃめちゃ楽しかったです！ 
チケット譲ってくれて本当にありがとうございました！！」 
 
と言ってもらえて、その度に僕も嬉しくなりますね。 
 
 
チケットを譲ってもらうこともできて、 
逆にチケットの譲り先もすぐに見つかってしまう。。 
 
Twitterってなんて素晴らしいのでしょう！！！ヾ(*́▽｀*)ﾉ 

まぁそんな感じで、ここでは 
僕がTwitterで媒体力を持っておくことで体験した、 
「素敵体験談」をご紹介しました。 

Twitterの魅力が少しでも伝わればなぁと思います。 

では次に「Twitterマーケティングはなぜ稼げるのか？」 
ということについて、マーケティング的な観点から 
詳しく話していきたいと思います。 

なにごとにも言えることですが、この「なぜ？」 
という本質の部分が見えていないと、応用力が身に付かずに 
言われたことだけしかできなくなってしまいます。 

自分自身の力で独立して稼いでいけるようになるためにも、 
常に「なぜ？」ということを考えられるように意識していきましょう！ 



そもそもマーケティングってなんやねん！ 

最初の段階では、とりあえずわかりやすくするために 

「マーケティングとは人を集めることです」 

と言っていましたが、 

実は、マーケティングは 
人を集めることだけを指す言葉ではなく 

「販売戦略全般」を指す言葉です。 
（その中のひとつに「人を集める」という 
１工程があるということ） 

まずはそれを詳しく解説しておきたいと思います。 

ちょっと難しい単語とかも出てきて 
抽象的な話に感じる人もいるかもですが、 
ここではとりあえずマーケティングの全体像を 
ぼんやりといいので理解しておいてもらえたらと思います。 

一般的なマーケティングの５ステップ 

Step1. 売りたい商品を決める 
Step2. ターゲッティングをする 
Step3. マーケティングリサーチをする 
Step4. 商品のベネフィットを明確にして言語化する 
Step5. 集客をして商品を販売する 



順番に解説していきます。 

Step1. 売りたい商品を決める 

まずはどんな商品を売っていくのかを明確にします。 

一般的なビジネスの場合ここで 
「商品作り」という工程が１つ増えますが、 
アフィリエイトなら、すでにある商品の中から 
紹介する商品を決めるだけなので、比較的簡単ですね！ 

Step2. ターゲッティングをする 

その商品を売りたいターゲット、 
つまり「どんな人をお客さんにしたいか」を明確にします。 

何歳？どこ住み？男性？女性？家族構成は？ 
仕事は？趣味は？悩みは？夢は？ 

ここでターゲットをなるべく狭く深く絞ることで 
商品の売れ行きが大きく変わってくるので、 
ターゲッティングをきちんとやっておくことは 
とても大切になってきます。 

何の戦略もなしに集めた1000人より 
ターゲッティングをして集めた10人の方が 
圧倒的に商品の魅力が伝わりやすく 
購入につながりやすくなります。 

渋谷のスクランブル交差点で 
ただの水を売ろうと思っても 
誰も見向きもせずに通り過ぎますが、 



砂漠で喉が渇いた人に水を差し出せば、 
場合によっては100万円でも売れますよね。。笑 

誰に向けて商品を紹介するのか？ 
ということは非常に大事ということです。 

※Step1とStep2は入れ替わることもありますね。 
先にターゲットを決めてから売る商品を決めても大丈夫ってことです！ 

Step3. マーケティングリサーチをする 

ターゲッティングで決めたターゲットが 
どんな人なのかをさらに深く調べていきます。 

・今 何を思って生きていて 
・どんな悩みや不安を抱えていて 
・どんな未来を望んでいるか 

などなどを、 
いろんな人に話を聞いたり、 
雑誌やネットで調べたりしながら、 
その人の気持ちがありありとリアルに感じられるくらいまで 
徹底的に調べ上げます。 

ここの作業もめちゃくちゃ大事です。 
このマーケティングリサーチで手を抜くと、 
相手の心に響くように商品を販売することができなくなり、 
結果的に商品が全く売れなくなってしまいます。 

どれだけ素晴らしい商品があっても 
その商品をお客さんに購入してもらえなければ 
それはないのと同じになってしまい、 
まったく意味がなくなります。 



よく言われているのは 

「相手の気持ちが、自分の気持ちとして 
ありありとリアルに感じられるようになるくらいに 
徹底的に相手に感情移入して相手の気持ちを理解する」 

ってことです。 

そうなってしまえば、 

ターゲットがどんな言葉に反応して 
どんな風に商品を紹介すれば商品が欲しくなるのか？ 

ということがわかるようになります。 

「自分がどう言われたら欲しくなるか」を考えればいいだけなので！ 

Step4. 商品のベネフィットを明確にして言語化する 

マーケティングリサーチをして 
ターゲットの人物像や気持ちがわかってきたら、 

ターゲットの心に刺さるような 
「商品のベネフィット」を明確にして 
それを言葉や文章に落とし込んでいきます。 

※ベネフィットとは簡単に言うと 
その商品がお客さんにもたらす利益、 
つまり「メリット」みたいな認識で 
とりあえずは大丈夫です。 

Step3でしっかりとマーケティングリサーチをして 
お客さんの気持ちを理解できてさえいれば、 
ここは比較的簡単な作業になります。 



何度も言いますが、 

「自分がどう言われたら欲しくなるか」を考えればいいだけなので。。笑 

そして、それをきちんと言語化して 
言葉や文章に落とし込んでいきます。 

Step5. 集客をして商品を販売する 

上の４ステップで 

・売る商品 
・売るターゲット 
・ターゲットにとっての商品のベネフィット 

の３つが明確になったら、ようやく 
人を集めて商品を販売していきます。 

それらの工程をすっ飛ばして 
テキトーに商品を決めてテキトーに人を集めたって 
商品の販売につなげることはできません。。 

売り上げを立てることができなければ 
当たり前ですが会社は赤字で倒産です。 
個人であれば食いっぱぐれて終了です。 

逆に言えば、きちんと戦略立てて売り上げを立てることができれば 
会社はどんどん大きくなっていき、その利益を元手に 
商品の改善や、次の商品の開発をすることができて、 
結果的にお客さんを喜ばせることにつながります。 



それに、倒産というのは最大の責任逃れです。 
そんなことしたら売り逃げみたいなもんですからね。。笑 

なので、ビジネスをするのであれば 
きっちりと売り上げを立てることも 
考える必要があるってことです！ 

そして、実はこのStep5の 
「集客をして販売する」のやり方に関しても 
様々な戦略がありますが、 

それは別で詳しく解説するので 
今回はとりあえずマーケティング（商品販売戦略）の全体像だけ 
なんとなくでいいので理解しておいてもらえたらと思います。 

この５ステップをTwitterに当てはめると？ 

このレポートはそもそも、 

「まずは、誰でも無料で簡単に使えるTwitterを使って 
マーケティングの考え方を使って、 
実際に集客して商品を販売してみることで、 
実際に月1万円以上の報酬を出せるようになろう！ 

そして、その過程を通じて、 
ビジネス２大基礎スキルである 
『マーケティング』の理解を深めていこう！」 

というコンセプトを元に作っているので、 
上の５ステップを、Twitterに当てはめて考えていきたいと思います。 



Step1. 売りたい商品を決める＝自分のアカウントの属性を決める 

さて、まずは売りたい商品を決めるということですが、 

「いきなり何を売るのかなんて決められないよ！」 

と思うかもしれません。 

でも、メールでも言いましたが、 
僕らが売っていくのはなんでしたでしょうか？ 

そう、『情報コンテンツ』でしたね！ 

つまり、Twitterのつぶやきひとつひとつが 
立派な情報コンテンツなわけです！ 
無料だろうが有料だろうが 
価値があればそれは立派な情報コンテンツになるので、 

「自分のつぶやきひとつひとつが価値ある商品」 

と思ってください。 

つまり、最初は無料で商品をバラまきまくる、ってこと。 

日頃から無料で商品をバラまきまくっていれば、 
（つまり日頃から価値あるつぶやきをしていれば） 
後で有料の商品を紹介したときに 
それを買ってもらいやすくなるんです！ 

これを「フリー戦略」って言ったりします。 

例えるなら「ティッシュ配り」です。 



あれは、ポケットティッシュを無料で配ることによって 
その中に挟まってる広告を受け取ってもらって、 
後から有料の商品の販売につなげているわけですね！ 

なので、このStep1では 

「自分のTwitterアカウントが 
どんな情報コンテンツを発信していくか？」 

を大体でいいので決めるということになりますね♪ 

音楽のことをつぶやいていくのか 
料理のことをつぶやいていくのか 
漫画のことをつぶやいていくのか 
自分の趣味や好きなことを基準に 
自分のTwitterアカウントの属性（ジャンル）を決めます。 

つまり、自分のTwitterアカウントやTwitterのつぶやきを 
ひとつの商品として売り込んでいく、というようなイメージです！ 

Step2. ターゲッティングをする＝どんなフォロワーが欲しいかを決める 

音楽に関するつぶやきをメインにしていくと決めたなら 
ターゲットは自分と同じ「音楽が好きな人」ですよね 

だからここでは 

「音楽が好きなフォロワーを集めていく」 

ということが決まります。 

そして、なるべく狭く深くジャンルを絞る必要があります。 



音楽といっても 

・ロックが好きなのか 
・ジャズが好きなのか 
・アイドルが好きなのか 
・洋楽が好きなのか 
・アニソンが好きなのか 
・ハードコアが好きなのか 

などなど、いろいろありますよね。 

もっといえば、どのアーティストが好きなのかくらいまでは 
掘り下げていってほしいなと思います。 

Step3. マーケティングリサーチをする=狙うフォロワーの人物像を調べる 

音楽が好きな人がどんなことを考えていて 
何に興味があるか？などを調べるということになりますが、 

今回はやり方でいくと 
基本的に、このステップは必要ありません。 

だって、自分が音楽が好きなら 
音楽が好きな人の気持ちは十分わかるからです(｀・ω・́) 

だからこそ、自分の好きなことや趣味のことで 
アカウントを作るっていうのが大事なんですね♪ 

例えば、ニキビを治す薬の商品を売りたいからって 
自分がその薬に興味がなかったら、 
ニキビのある人の悩みや不安とかを 
いちいち調べる必要がでてきます。 



「それはそれでいろんな人の気持ちを知れるのが楽しい！」 

という変態も、ときどきいますが（笑）、 
一般的には自分の興味もないことを調べるのは 
けっこう苦痛だと思います。 

だからこそ、自分の趣味や興味のあることで 
アカウントを作ることをおすすめしているわけです。 

その方がやってて楽しいし、継続できるので！ 

いくらお金を稼ぐためとはいえ、 
やってて楽しくなかったら、 
あんまりやる意味ないですもん笑 

人の一生の時間は有限なので、 
つまんないことをやってる暇なんてないわけです♪ 

Step4. 商品のベネフィットを明確にして言語化する＝プロフィールを書く 

このステップでは、 
自分のTwitterアカウントの魅力を考えて 
言葉や文章に落とし込んでいきます。 

音楽が好きなら、きちんと音楽が好きだとわかるように 
プロフィールにそれを書いておくってことですね！ 

ここで「音楽が好きです！」みたいなことだけを書く人がいますが、 
それじゃあ、ぜんっぜん魅力的に見えないですよね。。 

ビジネス２大基礎スキルの「コピーライティング」にも 
つながってくる話なんですが、 



ここのプロフィールは多少時間をかけてもいいので 
きちんと練ってください。ねりねり。 

『AKBが大好きで、推しメンはまゆゆ！まゆゆのあの天然な感じがたまらな
く大好きで、毎晩ライブのDVDでまゆゆのとこばっかり見てます♪ライブも
100回以上は行きました！振り付けも完璧にマスターしています。。笑 AKB
好きな人とたくさんつながりたいです☆よろしくお願いします！』 

まぁ今即興でテキトーに考えたんですが、（まゆゆって天然なのか？） 
これだけでも「音楽が好きです！」の人より 
人柄が見えてきて魅力的ですよね♪ 

ポイントは、上の方でも話しましたが、 

・ジャンルを細かく絞る 
・なぜ好きなのか、どれくらい好きなのかを書く 
・何かわかりやすい実績などがあれば数字を含めて書く 

そういったことをうまく散りばめることができれば 
魅力的なプロフィールの文章が作れると思います。 

初めてあなたのプロフィール文章を見た人が 

「おっ、なんかこの人面白そう♪フォローしてみよっと」 

ってなるようにする必要があるってことですね！ 

ここで、 

「えー、なんかそんなに自分アピールするのやだなー。。」 



みたいなことを言う人もいるんですが、 
僕らは有名人でもなんでもないただの一般人です。 

だから、最初はそうやってアピールして 
きちんとフォロワーを増やしていく必要があるってこと。 

本当に面白いつぶやきができる人とか 
有名人とかなら「しゃけ大好き」って 
プロフィールに一言書いとくだけでも 
どんどんフォロワーは増えていきますが、 
基本的に一般人の僕らがそんなことしてても 
フォロワーなんて増えていきません。 

なので、最初はきちんとプロフィールでアピールしていきましょう！ 

Step5. 集客をして商品を販売する 

ステップ１～４で自分のアカウントの属性を決めて、 
プロフィールを整えて、 
そのことについて情報発信をしていく 
（つまりつぶやいていく）わけですが、 

さっきも言いましたが、 
よほどの有名人か面白いつぶやきができる人でなければ、 
ただつぶやいているだけでは 
フォロワーが増えていくことはありません。 

そこで「認知活動」をしていくわけです。 
ビジネス的にいえば、「営業」ですね！ 

つまり、自分の属性と同じ属性の人を 
こちらからフォローしていく、という話です。 



AKBが好きなアカウントを作ったら、 
AKBが好きそうな人を探してきて 
こちらから先にフォローしていきます。 

Twitterには「相手にフォローされたら自分もフォローし返す」 
ということを自然とやっている人も多いので、 
こちらからフォローしていけば何%かの確率で 
相手も自分をフォローし返してくれるわけです。 

このとき、プロフィールがきちんと書いてあれば、 
フォロー返し率を上げることができるので、 
ここでもプロフィールの文章が大切になってくるってことです。 

ターゲットの探し方（大きく分けて２つ） 

復習になりますが、改めてターゲットの探し方を2つ紹介します 

・キーワードから見つける 
・ターゲット属性の人のフォロワーから見つける 

キーワードから見つけるというのは 

AKB好きな人を探したい場合、Twitterの検索窓で 

「AKB最高」 

とかで検索してみると、 



それをつぶやいている人が一覧でてくるので 
その人をこちらからフォローしていくわけですね！ 

それを繰り返していくことで、 
どんどんフォロワーを増やしていくことができます。 

もうひとつの方法の 

ターゲット属性の人のフォロワーから見つける 

というのは、例えば 

「AKB画像Bot」みたいなアカウントを見つけます。 

（これもTwitterの検索窓でいろいろ検索してみるとたくさんでてきます。） 

ここで、 

「AKB画像Botをフォローしている人は 
AKBについて興味のある可能性が大きい」 

と考えられますよね。 

だから、AKB画像Botをフォローしている人を 
フォローターゲットにしていくことで 
キーワード検索と同様に 
フォロワーを増やしていくことができます！ 



まとめ 

◉Twitterマーケティングで稼ぐ方法 

やること自体は簡単5ステップ！ 

Step1. Twitterアカウントを作る 
Step2. プロフィールを整える 
Step3. つぶやく 
Step4. フォロワーを増やす 
Step5. アフィリリンクをつぶやく 

◉Twitterの凍結原因 

凍結原因１：たくさんの人にブロックされる 
凍結原因２：１度に大量の人をフォローする 
凍結原因３：１度に大量の人をフォロー解除する 
凍結原因４：フォロー数とフォロワー数のバランスがおかしい 
凍結原因５：アカウントを量産しすぎる 
凍結原因６：アフィリリンクをひたすらつぶやく 

◉一般的なマーケティングの5ステップ！ 

Step1. 売りたい商品を決める 
Step2. ターゲッティングをする 
Step3. マーケティングリサーチをする 
Step4. 商品のベネフィットを明確にして言語化する 
Step5. 集客をして商品を販売する 



最後に 

思いの外、なかなか長いレポートになってしまいました。。 
（疲れたぁぁぁぁぁ） 

これでとりあえず、「Twitterで簡単に稼ぐ方法」と 
「マーケティングの基本的な考え方」は、お伝えできました。 

んで、最後に改めて言っておきたいのは 

「Twitterは本来はコミュニケーションツール」 

だってことです。 

商用利用OKではあるものの、 
露骨に商売をすると確実に嫌われるし、 
フォロワーも増えていきません。 

何度も言ってますが、 
お金というのは価値を提供した対価です。 

「フォロワーさんを楽しませよう♪」 

という気持ちを持って、自分自身も楽しみながら 
Twitterを「価値のある使い方」で活用していってほしいなと思います。 

そして、なるべく早い段階で自動で稼ぐ仕組み作りに移行して 
「次世代フリーワーカー」の実現を目指していきましょう！ 
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