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■はじめに 

 

レポートをダウンロードしていただきまして、 

ありがとうございます。作成者の YUSUKE と申します。 

 

というサイトを運営しています。 

PABLO STYLE では、今後の検索エンジン・アルゴリズムをものともしない、 

サイトアフィリエイト・コンテンツの作成法や、 

メールを取り入れたコンテンツの再利用と自動化、 

アクセスアップ、記事の書き方について、解説しております。 

また、『資産構築型アフィリエイト』の基礎、本質を学ぶ、濃密なメール講座も実施中です↓ 

 

 

http://site-affiri.com/
http://site-affiri.com/lp/
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★７タイプの継続報酬型アフィリエイトと、 

その成約率を高める戦術 
 

一度紹介すると、継続報酬を得ることができる商材は、 

やはり魅力的です。 

 

単発報酬の商品プログラムに加え、 

継続課金プログラムを取り入れることで、 

収益を安定させることが可能となります。 

 

ただし、闇雲に「あれも、これも」と紹介するのはやめましょう。 

 

特に継続課金サービスは、お客さんにとって 

買い切りの商品よりも、負担がかかるため、 

きちんとしたものを紹介することが大切です。 

 

では、 

 

７タイプの継続報酬型アフィリエイトを紹介していきます。 
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継続報酬型アフィリエイト① 

アダルト 

アフィリエイト 
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アダルト動画、アダルトチャット、出会い系サイト等があります。 

比較的高報酬であり、継続課金型のアフィリエイト、 

ということで、注目されているジャンルでもあります。 

 

ただ、アダルト系のサイトは、 

「公序良俗に反しますから！」とか言われて、 

PPCにも出せなかったり、SEOのリンクも断られたりと、 

なにかと風当たりが厳しいのも現実です。 

 

まるで「非国民」扱いされているような（笑） 

 

しかし、逆に言えば、 

こういった理由で断念するアフィリエイターも多いので、 

きちんと取り組む自信のある方にとっては、 

チャンスと捉えることもできます。 

 

成約のポイントとしては、 

やはりユーザー目線に立った紹介です。 

 



どうせアフィリやるなら継続課金！アダルトアフィリを含む、7つの継続報酬型アフィリエイトと攻略法 

  
 7 

 

  

アダルト動画を見たい、と思っていたとしても、 

「アダルトサイトにアクセスして、危険じゃないかな･･･」 

「PCのセキュリティは大丈夫なのかな」 

「ウイルスに感染して、個人情報を抜き取られたりとかしないかな」 

「架空請求されないだろうか」 

「ワンクリック詐欺に遭わないかな」 

 

といった不安や恐怖を抱えていることが多いのです。 

 

ですので、アフィリエイターの役目としては、 

これらを、できる限り取り除いてあげることではないかと思います。 

 

広告がペタペタ貼りまくってあって、 

バナーがチカチカしまくっているサイトとか、 

明らかに怪しいですからね^^ 

 

信頼性のあるコンテンツ、サイト構築をすることで、 

成約率は上がっていきます。 

是非、真剣に取り組んでみてください。 
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以下、オススメのアダルト ASPを掲載しておきます。 

 

SBS 

 

DTI 

 

グローバルキャッシュ 

 

TMP 

 

アダルトアフィリエイト 886644 

 

DUGA（アペックスアフィリエイトシステム） 

（↑こちらは、下記で紹介する「⑥ライフタイム・コミッション」を採用） 

  

http://www2.sbs-ad.com/
http://www2.sbs-ad.com/
http://click.dtiserv2.com/
http://click.dtiserv2.com/
http://www.gl-cash.com/
http://www.gl-cash.com/
http://www.themediaplanets.com/
http://www.themediaplanets.com/
http://886644.com/
http://886644.com/
http://click.duga.jp/
http://click.duga.jp/
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継続報酬型アフィリエイト② 

塾、月額会員

サービス 
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ネットビジネス系、恋愛系、英会話系、学習塾系等があります。 

 

長期にわたって継続して利用してもらうには、 

本当にいいサービスを紹介することが不可欠です。 

 

ただ、いいサービスであればあるほど、 

そのサービス内で、色んな商品が提供されてしまうため、 

お客さんが、あなたのアフィリエイト・サイトには、 

戻ってこない可能性が高いです。 

数百円の継続報酬は確保できるものの、 

あなたが、アフィリエイトで他の商品を紹介しにくくなります。 

 

 

ですので、 

例えば、塾を紹介する場合は、 

その塾に入ってもらうため「だけ」に、情報を提供したサイトを作り、 

塾のノウハウをさらに加速させるための商材を、 

あなたのサイトで紹介する、というスタイルがいいと思います。 



どうせアフィリやるなら継続課金！アダルトアフィリを含む、7つの継続報酬型アフィリエイトと攻略法 

  
 11 

 

  

 

基本的に、塾や会員サービスをレビューするには、 

情報を知り尽くしている必要があるため、 

あなた自身も、ガッツリ参加していないと、 

なかなかいい情報を提供できません。 

 

 

インフォトップ、インフォカート、 

インフォハウス、インフォポイント、 

等の情報商材 ASPのアフィリエイター管理画面から、 

「月額課金」「会員課金」といった項目で探すことができます。 

  

http://www.infotop.jp/
http://www.infocart.jp/
http://www.infohouse.jp/
http://www.info-point.jp/
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継続報酬型アフィリエイト③ 

ソフト、ツール、

システム  
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株やギャンブルの予想ソフトや、 

ネットビジネス系のツールやメール配信システム等があります。 

SEOの継続リンク・サービス等もここに入れておきます。 

 

スグに使えなくなるような、 

一過性のツールを紹介すると、収入もスグに途絶えてしまいますが、 

 

「これが無いと作業ができなくて困る！」 

といった、インフラ的要素を持ったサービスを紹介すれば、 

半永久的に使ってもらえるため、収入は非常に安定します。 

紹介の仕方として、 

1.サイトで有益な情報をたくさん提供 

↓ 

2.でも、これらの情報を、実践するのは大変。作業がつらい 

↓ 

3.その大変な作業を効率化するのが･･･ 

↓ 

4.このツールです！ 
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といった流れを組むと、 

比較的成約しやすくなります。 

 

これも②塾、月額会員サービスと同様、 

インフォトップ、インフォカート、インフォポイント、 

等の情報商材 ASPの管理画面から、 

「月額課金」「会員課金」といった項目で探すこともできますし、 

 

各サービスのサイトで案内されていることも多いです。 

システム、ツール系のサービスを一気に検索できる、 

 

→ こちらのポータルサイト 

 

で色々探してみるのもいいと思います。 

 

 

http://www.infotop.jp/
http://www.infocart.jp/
http://www.info-point.jp/
http://www.asp-navi.jp/
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継続報酬型アフィリエイト④ 

日用品の 

定期配送 

サービス 
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主にサプリメントや、シャンプー等です。 

こういった日用品は、一度気に入ってもらえると、継続率が高いです。 

 

巷のネットワーク・ビジネス（権利収入モデルの一つ）が、 

こういった日用品を扱っていることが多いのもそのためです。 

 

 

継続して使ってもらうためには、 

やはり良質な商品を厳選して紹介する必要があります。 

 

 

まだまだ、こういった物品継続系の ASPは少ないですが、 

インフォトップの「月額課金サービス」商品から、 

「美容・健康」「家庭と暮らし」「エンターテインメント」 

等のカテゴリで探すと色々見つかります。 
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継続報酬型アフィリエイト⑤ 

ゲーミング・ 

アフィリエイト 
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オンライン・カジノや、ゲームを紹介するアフィリエイト。 
ユーザーがゲームで遊び続ける限り、 

半永久的にアフィリエイト報酬を得ることが可能です。 

 

 

日本語対応のサイトが少ないというだけで、敬遠されてきたため、 

逆に参入するライバルが極端に少なく、 

意外と「穴場」となっているアフィリエイト案件です^^ 

 

 

紹介するポイントとしては、 

やはり信頼性のあるサービスを案内することです。 

詐欺的な、違法性のあるサイトを紹介してしまうと、 

信頼を一気に失ってしまいますし、当然継続報酬も発生しません。 

 

あとは、使い方のガイド等も親切に解説すれば、 

成約率は高まります。 
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下記、ゲーミング・アフィリエイト ASPは、 

一応、安全を確認できているサービスです。 

日本語案内等も対応しています。ご参照ください。 

 

サムライクリック（日本語対応） 

 

ネッテラー（日本語対応） 

 

ジパングカジノアフィリエイト（日本語対応） 

 

ラッキーベイビーカジノアフィリエイト（日本語対応） 

 

エベレストカジノ（日本語対応） 

 

U フィリエイト（日本語対応） 

 

 

 

 

http://www.samuraiclick.com/
http://www.samuraiclick.com/
http://jp-payment.com/
http://jp-payment.com/
http://adv.zipangcasino.com/ja/
http://adv.zipangcasino.com/ja/
http://adv.777baby.com/
http://www.everestaffiliates.com/ja/
http://www.uffiliates.com/
http://www.uffiliates.com/
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継続報酬型アフィリエイト⑥ 

ライフタイム・

コミッション 
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ライフタイム・コミッションとは、 

同じユーザー／読者の成約に対し、 

継続的に成果報酬が支払われる仕組みのことです。 

 

 

仕組みを理解していただくために、 

少しアフィリエイトの仕組みをおさらいします↓ 

 

訪問者 A さん→あなたのサイト→広告主 Bのサイト→ 

商品／サービス購入（成約） 

 

と、訪問者 A さんが、あなたのサイトから、 

アフィリエイト・リンクを経由して、 

「広告主 Bのサイト」で商品／サービスを購入した場合、 

あなたにアフィリエイト報酬が発生します。 

 

これが、基本的なアフィリエイトの仕組みですよね。 
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通常のアフィリエイトの場合は、 

この「１回の成約」に対して報酬が支払われます。 

 

つまり、 

訪問者 A さんが、もう一度、 

広告主 Bのサイトの商品／サービスを購入したいと思い、 

今度は直接、あなたのサイトを経由せずに購入したとします。 

その場合、残念ながら、あなたに報酬は発生しません。 

 

ですが、このライフタイム・コミッションの場合、 

一度、あなたのサイトを経由すれば、 

訪問者 A さんが、 

広告主 Bのサイトの商品／サービスを購入するたびに、 

あなたに報酬が発生するという仕組みです。 

 

追加購入や継続購入される度に、報酬を受け取れるのです。 

 

お分かりいただけましたでしょうか。 
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継続的に商品の購入やサービス利用をするリピーターがいれば、 

長期的に、安定した報酬を受け取り続ける事が可能となります。 

 

 

商品自体は、 

買い切り型の商品（物販系、投資系、動画等）が多いので、 

しっかりとしたコンテンツ・サイトを運営していれば、 

比較的成約は簡単です。 

 

 

特に、物販系のアフィリエイトをしている方は、 

是非とも取り入れていただきたい、アフィリエイトです。 

 

 

 

ライフタイム・コミッションの細かい条件については、 

ASPによって違いますので、各サービスを参照してください。 
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●ライフタイム・コミッションを導入している ASP 

 

ドッと混むアフィリエイト 

 

電脳卸アフィリエイト 

 

グローリッチアフィリエイト 

 

パートナーズアフィリエイト 

 

ADVack 

 

  

http://www.affiliate-a9.com/
http://www.affiliate-a9.com/
http://www.d-064.com/
http://www.d-064.com/
http://growrichaf.jp/
http://growrichaf.jp/
http://www.partner-s.org/
http://www.partner-s.org/
http://advack.net/
http://advack.net/
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継続報酬型アフィリエイト⑦ 

２ティア・ 

アフィリエイト・

システム 
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２ティアとは、 

簡単に言うと、アフィリエイト ASPの紹介システムのことです。 

ちなみに「ティア」とは、日本語で「段階」という意味です。 

ASPの中には、３ティア以上の多段階型の仕組みを 

持つ所もあります。 

 

例えば、●●ASPに登録している A さんが、 

B さんに●●ASPを紹介して、B さんも登録したとしましょう。 

 

すると、●●ASPを紹介した A さんが「親」、 

紹介されて登録した、B さんが「子」という関係になります。 

 

そして、B さんがアフィリエイトの成功報酬を得ると、 

「親」である A さんにも、数％の２ティア報酬が還元される、 

という仕組みです。 

 

A さんは、基本的に何もしなくても、 

B さんが稼いでいる限りは、２ティア報酬を受け取ることができます。 
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「子」を増やせば増やすほど、２ティア報酬も増えていきますし、 

「子」になった方が、スーパーアフィリエイターになれば、 

報酬はとんでもないことになっちゃいます。 

 

ただ、紹介するターゲットとして、 

アフィリエイターとして活動している方は、 

既に色んな ASPに登録していることが多いので、 

２ティアを紹介してもあまり意味がないと思います。 

 

２ティアを紹介するとすれば、 

 

「副業始めたいです。アフィリエイトって何？」 

「アフィリエイト、始めてみようかな？」 

 

 

といった、アフィリエイトに対して、 

「ウブ」な方をターゲットにした方がいいでしょう。 
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そして、彼らをサポートし、 

実際に稼がせれば、２ティア報酬が発生します。 

 

以下、代表的な２ティア・システムを採用している ASPです。↓ 

 

●情報商材／コンテンツ・ビジネス系 

 

インフォトップ 

 

インフォカート 

 

インフォハウス 

 

インフォジャパン 

 

インフォポイント 

 

パブックス 

 

http://www.infotop.jp/
http://www.infotop.jp/
http://www.infocart.jp/
http://www.infocart.jp/
http://www.infohouse.jp/
http://www.infohouse.jp/
http://www.infojapans.jp/
http://www.infojapans.jp/
http://www.info-point.jp/
http://www.info-point.jp/
http://www.pubooks.jp/
http://www.pubooks.jp/


どうせアフィリやるなら継続課金！アダルトアフィリを含む、7つの継続報酬型アフィリエイトと攻略法 

  
 29 

 

  

グッドラックアフィリエイト 

 

aｔout.jp 

 

アクロサーブ 

 

株式会社ア･ベロン 

 

メディアアフィリエイトセンター 

 

セミナーズ 

 

音学 

 

●物販／ドロップシッピング系 

 

あおもりうまいもん市場 

 

バナーブリッジ 

http://www.affiliate-center.info/main/
http://www.affiliate-center.info/main/
http://atout.jp/
http://atout.jp/
http://www.acroserve.info/
http://www.acroserve.info/
http://jinkiryu.com/
http://jinkiryu.com/
http://www.affiliatecenter.jp/media/index.html
http://www.affiliatecenter.jp/media/index.html
http://seminars.jp/
http://seminars.jp/
http://www.otogaku.com/
http://www.otogaku.com/
http://www.aomori-ichiba.co.jp/
http://www.aomori-ichiba.co.jp/
http://www.bannerbridge.net/
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スマイル・アフィリエイト 

 

もしもドロップシッピング 

 

 

●モバイル系 

 

Lmo./Rmo. 

 

MoBri 

 

 

 

●多段階型 

 

サプリネットドットコム（４ティア） 

 

以上です。 

http://3016.jp/
http://3016.jp/
https://www.moshimo.com/
https://www.moshimo.com/
http://rmo.jp/
http://rmo.jp/
http://www.mobri.jp/
http://www.mobri.jp/
http://www.suplinet.com/
http://www.suplinet.com/
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こういった ASPは他にもありますし、 

これからもどんどん増えると思いますので、 

楽しみながら発掘していきましょう！ 
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発行者：YUSUKE 

メルマガ URL：http://site-affiri.com/lp/ 

運営サイト： PABLO STYLE 

お問い合わせ：http://site-affiri.com/web/toiawase/ 

 

『資産構築型アフィリエイト』の基礎、本質を学ぶ、濃密なメール講座も実施中です↓ 

 

  

http://site-affiri.com/lp/
http://site-affiri.com/
http://site-affiri.com/web/toiawase/
http://site-affiri.com/lp/
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【推奨環境】 

最新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

●著作権について 

「どうせアフィリやるなら継続課金！アダルトアフィリを含む、7つの継続報酬型アフィリエイトと攻略法」は 

著作権で保護されている著作物に当たります。 

 

●本誌の取り扱いについては以下の点にご注意ください。 

本誌の著作権は、発行者「YUSUKE」（以下著作者）にあります。 

再配布することは可能ですが、 

著作者の許可なく、本誌の一部または全部を、改変・修正・書換え等する事を禁止します。 

 

●損害賠償 

クライアントが本契約に違反した場合、直ちに著作者に対して、 

出版権、著作権、著作隣接権の侵害として 1000 万円の金額を支払うものとします。 

 

●その他 

本誌の情報より、いかなる損害が生じたとしても、著作者は一切の責任を負いません。 

すべて自己の責任でおこなうこととします。 

 

本マニュアルの改変・修正・書換え等を発見された方は、 

下記連絡先まで速やかにご連絡ください。 

お問い合わせ：http://site-affiri.com/web/toiawase/ 

http://site-affiri.com/web/toiawase/

