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このレポートの著作権は山根茂に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等す

ることを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をいかなる手

段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。  
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このレポートに書かれた情報は、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。 

このレポート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、著者・パー

トナー等の業務提携者は、一切の責任負わないことをご了承願います。 

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレポートの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、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 
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■はじめに■ 
 

はじめまして！ 

 

山根 茂と申します。 

 

 

この度は、 

ツイッター４つの裏ワザ【５つのツイッターツール付き】を 

ご請求いただきまして、ありがとうございます！ 

 

僕は鳥取県に住んでいる２児のパパで 

卓球・将棋・麻雀が有段者のインドア派です。 

 

若い時は全く役に立たない銀行員でしたが、 

あることがキッカケで、月収２００万の 

トップセールスマンになりました。 

 

しかし、無理が祟って、身体を壊して退職。 

社会的地位、友人、お金のほとんどを失いました。 

 

それから、リアルビジネスで培ったマインドをもとに 

ネットビジネスに取り組んで、現在はパソコン１台を使って 

自由気ままに暮らしています。 

 

ちなみに、ツイッター以外でも稼ぎたい方は、次のページで・・ 
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豪華無料プレゼントのお知らせ 

 

突然ですが、 

【豪華無料プレゼント】をお渡しします。 

 

僕のアフィリエイトの師匠から特別に配付を許可された 

全６００ページ超のインターネットビジネスのマニュアルを 

貴方に特別にプレゼント致します！ 

  

図解・音声動画を入れて、丁寧に解説されてますので 

アフィリエイト超初心者にとって、これ以上分かりやすく、 

成果の出やすいレポートはないと思います。 

 

こちらからもらってください。 

⇒ http://sige125.com/h/present1 

 

このマニュアルの内容は、僕のアフィリエイトの師匠が 

実際に行ってきた手法をまとめたものです。 

 

必ず成果が出る戦略ばかりですから、 

ぜひ貴方も手に入れて、ネットビジネスで稼いでください！ 

  

僕のメルマガをお読みになって、その通り実行していただければ、 

ツイッターアフィリエイトだけでも月収１０万円は稼げるでしょう。 

 

さらにアフィリエイトマニュアルを手に入れて 

ブログとメルマガを組み合わせることによって、 

月に３０万円以上稼ぐことが可能となるでしょう。 

  

http://sige125.com/h/present1
http://sige125.com/h/present1
http://sige125.com/h/present1
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フォロワーとアカウントを増やすことの重要性 

 

（１）フォロワーを増やすことの重要性 

 

多少なりとも「ツイッターで稼いでみたい」方には、 

フォロワーを増やすことは、かなり重要です。 

 

ブランディングと言いますが、 

フォロワー人数そのものが、他人が貴方のアカウントの価値を 

判断する大きな材料となっているからです。 

 

実際に、現在僕が所有している２つのアカウントで 

同じ内容のツイートを同じ時期からボットでつぶやいています。 

 

ところが、フォロワー数２８０００人のアカウントと 

４０００人のアカウントではリツイートの数が約５倍違います。 

 

また、フォロワー数を増やせば増やすほど 

１日にフォロー出来る最大人数が多くなります。 

 

よって、フォロワー数は多ければ多いほど有利です。 
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（２）アカウントを増やすことの重要性 

 

なぜアカウントを多く作ったほうがいいのか？ 

例を出して、ご説明いたします。 

 

ある学校のクラスに、Ａ君とＢ君がいます。 

 

ある日のこと、ふたりは 

担任の先生から膨大な量の宿題を出されて、 

翌日までに絶対にやってくるように言われました。 

 

Ａ君はこの宿題を一人で必死にやろうとしましたが、 

ハンパない量だったので、徹夜して頑張ったにも関わらず 

その宿題を終わらせることが出来ませんでした。 

 

一方、Ｂ君はこの宿題を出されたと同時に 

９人の友達に声を掛けて協力を頼んで、合計１０人で 

この膨大な量の宿題をわずか２時間で終わらせました。 

 

徹夜までして必死に取り組んだのに 

成果を上げることが出来なかったＡ君。 

 

友達と協力して、余裕で宿題を終わらせたＢ君。 

 

貴方は、どちらの効率がいいと思いますか？ 

 

間違いなくＢ君ですよね。 

 

実は、これと同じことが 

ツイッターアフィリエイトでも言えるのです。 

 

アカウントを１個しか運用していないのがＡ君で、 

アカウントを１０個作って、フル活用しているのがＢ君です。 
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先ほどの例でお分かりのように、Ｂ君は 

ものすごい効率で宿題を終わらせることが出来ました。 

 

つまり、アカウントを１０個運用している人は 

１個しか運用していない場合と比べて効率が１０倍違うので 

それだけ早く稼ぐことが出来るのです。 

 

また、凍結の憂き目に会っても、代わりのアカウントがあるので 

リスクを分散させることが出来るわけです。 

 

さらには、数をこなすことによって、稼ぎやすくなり、 

たくさんのケースに対応しますので、色々なスキルが向上します。 

 

したがって、アカウントは多いほうが圧倒的に有利です！ 

ツイッターで稼ぎたいとお考えであれば、 

最低１０個は作っておくことをオススメいたします。 

 

ちなみに山根は、現在５５個のアカウントを運用していて、 

近いうちに１００個にしようと企んでいます。 
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【裏ワザ１】フォロワー2000 人を 1 週間でツー

ルを使わずに突破した方法 
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上記のようなフォロワー数にするには、 

どうしたら良いのでしょうか？ 

 

「相互フォロー」 

「フォロー支援」 

 

上記のキーワードで検索して、 

これらのアカウントのフォロワーさんをフォローしていくだけです。 

 

Twitterのホーム画面で「相互フォロー」というキーワードを入れて検索。 

 
 

そうすると、下のような画面が出ます。 

 

どれでも構わないのですが、 

そこに出てきたアカウントをクリックしてください。 

 

 

すると、下のような画面が出ます。 
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次に、フォロワー（フォロワー人数）をクリックします。 

 

ちなみに僕は、３０００人以上を基準にしています。 

３０００人以上のフォロワーがいなければ、 

別のアカウントを選びます。 

 

フォロワー（フォロワー人数）をクリックすると、 

相手のページに飛んで、そのアカウントの 

フォロワーさんだけの下のような画面が表示されます。 
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あとはそのアカウント、そのアカウントのフォロワーさんを 

上から順番にフォローしていくだけです。 

 

そして、そのフォロー人数が２０～３０人になったら、さらに別の 

フォロー支援（または相互フォロー）アカウントをクリックして、 

渡り歩くようにフォローしていきます。 

 

下図参照のこと。 
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この作業を繰り返します。 

 

そして、１００人フォローしたら 

３時間を以上空けてまた１００人。 

 

基本的に朝、昼、夜に分けてフォローします。 

そうすると、１日に３００人フォローできます。 

 

これを１週間繰り返すと、２１００人フォローできますので、 

２０００人以上のフォロワー数になります。 

（同時に２０００人の壁を突破します。） 
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僕の経験上は、何回やっても必ず 

２０００人以上のフォロワー数になっていました。 

 

その理由を今から説明します。 

「理由なんかどうでもいいよ」という方は飛ばしてもらって結構です。 

 

貴方がフォロー支援（相互フォロー）のアカウントを 

フォローすると、その時点でそのアカウントのトップに 

貴方のアカウントが表示されます。 

 

そうすると、相互フォロー狙いの 

貴方のような方がフォローしにやって来ます。 

つまり、向こうから勝手にフォローされるのです。 

 

なので、この方法は高確率のフォロー返しを待つだけではなく、 

勝手にフォローされる非常に能率の高い方法なのです。 

 

２０～３０人で渡り歩く理由は、 

アクティブなアカウントばかりを狙っているからです。 

 

ご注意願いたいのは、１回の作業は必ず１００人で止めること。 

１００人以上連続でフォローすると、凍結の可能性が高まります。 

 

あと、DM（ダイレクトメール）が山のようにやって来ますが、 

９０％以上が業者さんで、勧誘メールばかりですので、 

チェックする必要はありません。 

 

※この原稿を書いている時期は、URL付きの DMが禁止されていて、 

以前ほどうるさくはないです。 

 

また、貴方から DMを送っても、 

相手の反応はあまり期待できません。 
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この方法は、あくまでも 

フォロワー数を増やすことのみを目的としています。 

 

なぜなら、フォロワー数が増えれば、 

貴方のアカウントのブランディングに繋がり、 

安心して向こうからフォローしてくれたり、 

ビジネスもやりやすくなるからです。 

 

フォロワー２０００人を突破してから、 

貴方のお好きなキーワードで検索してフォローして、 

ビジネスに繋げていかれるとよいのではないかと思います。 

 

なお、この方法はこの原稿作成時点では問題なく使えますが、 

Twitter 社の今後の規制などの変更によって 

凍結なしで同じような結果が得られるとは限りません。 

 

その点は、自己責任で実行してください。 

 

また、２０００人を超えてから、さらにフォロワー数を伸ばすためには

随時リムーブ（フォロー解除）する必要があります。 

 

リムーブの基準は１日１００件まで。 

フォローした同じ日にリムーブはやらない。 

 

以上を守っていただければ、凍結の可能性は低いです。 

※凍結しないという保証はどこにもありません。 
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【裏ワザ２】URL 付き DM の送り方 
 

さきほど「URL付きの DMが禁止されていて」とお伝えしましたが 
山根は「URL付きの DMを送る裏ワザ」を発見しました。 

 

でも、正直簡単過ぎて、貴方は拍子抜けするかもしれません。 

 

僕もいろいろ試して、どんな URLでも、 

どんな形にしてもダメだったのですが 

ある無料ブログの URLなら、そのまま飛ぶことを発見しました。 

 

それは、アメブロと seesaaブログです。 

 

僕のメインブログであるワードプレスはダメでしたが、 

もしかしたら、他に出来るブログもあると思います。 

（読者さんから Livedoorブログでも出来るという情報を頂いています。） 

 

貴方がブログをお持ちであれば、そこで試してみて、 

それでもダメな時にアメブロか seesaaブログを使ってください。 

 

アメブロと seesaaブログは無料で使えます。 

こちらから会員登録をしてください。 

 

アメーバブログ 

seesaaブログ 

 

 

こちらは僕が作った誘導ページですが、ご参考程度にどうぞ。 

 

ダイエット無料プレゼントページ 

【MULTI SOCIAL VIEWER】プレゼントページ 

 

 

http://www.ameba.jp/
http://blog.seesaa.jp/
http://ameblo.jp/rakuraku125/
http://ameblo.jp/multi125/
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あまり上手ではないので、ご批判は控えてやってください（笑） 

 

逆にこの程度で十分成果が上がることを分かって、 

ご安心いただけたらと思います。 

 

また、アメブロはアカウントが突然削除されることがありますので、 

もし削除されていたら、平にご容赦くださいませ。 

 

【URL付き DMの送り方】は以上ですｗ 

 

内容が薄すぎる！ 

 

はい、僕もそう思います。 

 

ただ、これを発見するのに、約２ヶ月間掛かりました。 

 

かなり試行錯誤を繰り返して見つけた情報なので、 

ご容赦くださいませ。 

 

さらって流して恐縮ですが、次に移ります。 
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【裏ワザ３】1 日 100 件のアンフォローを 25 秒

で安全に無料で出来る方法 
 

アカウントを凍結させないで、 

このようにフォロワー数を増やしていくためには、 

どうしても途中でアンフォローする必要があります。 

 

今からその安全な方法についてお伝えします。 

 

アンフォロー（リムーブ）出来るツールというのはたくさんあります。 

 

しかし、自動でアンフォロー出来るツールは、 

有料であってもかなり時間がかかる上、 

僕の経験上、かなりの確率でアカウントが凍結してきました。 

 

当然その注意事項も守ったのに、凍結するわけです。 

 

正直１００％そのアンフォローが原因かどうかは分かりませんが、 

やっぱり不安で使えなくなりました。 

 

そこで見つけたのが ManageFlitter という無料ツールです。 

 

ManageFlitterは、以前かなり有名なツールでしたが、 

実は最近 Twitter側の仕様変更に伴って 

一括でアンフォロー出来る機能が使えなくなりました。 

 

ネットでいろいろ調べても、 

他にそれを超えるツールを見つけることが出来ません。 

 

どうすべきかいろいろ試行錯誤した結果、少し手動でやりますが、 

今まで通り安全にアンフォローする方法を見つけました。 

 

http://manageflitter.com/
http://manageflitter.com/
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以下で図解いたします。 

 

まずは、こちらをクリックしてください。 

 

下のような画面が表示されます。 

Start（スタート）をクリックします。 

 

※他の画面が表示されても 

Free（無料）のところをクリックしていけば大丈夫です。 

間違っても、有料の＄のところをクリックしないでくださいね。 

http://manageflitter.com/
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そうすると、下のような画面が出てきますので、 

ユーザー名（貴方のアカウント）、パスワードを入力して 

ログインをクリックしてください。 

 

 

すると、 
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上記の画面が出ますが、アカウントのフォロワー数によって 

かかる時間はまちまちです。 

 

やがて、このような片想いしているアカウント画面になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右上の Batch Selectは OFFのままにしておいてください。 

 

実はコレを ONにすると、以前は一括で 

アンフォローできていたのですが、今はうまくいきません。 

 

この図でいうと、Pageが１～１３までありますが、 

数字が大きいほど昔にフォローしたアカウントになりますので、 

ここでは一つ手前の１２をクリックします。 

 

１３でも良いのですが、１００個のアンフォローを 

１回の作業でやるのにはこちらが速いです。 
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今度は、左上の「Unfollow」を押しまくります。 

すると、右の「Unfollows Today」の数字が増えていきます。 

この数字が１００になるまでクリックします。 

 

慣れれば１５秒くらいで出来ます。 

 

ところが１００を超えると・・・ 
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このようなメッセージが出て、やり直しになりますので 

ご注意くださいませ。 

 

ManageFlitterで同じアカウントの次のアンフォローを行うには、 

２４時間経たないと出来ません。 

 

１日に１００個を超えるアンフォローは凍結の可能性を高めます。 

また、アンフォローした日に（大量の）フォローも危険です。 

 

なので、僕はフォローする日とアンフォロー（リムーブ）する日を 

同日にしないように気をつけて行っています。 

 

ManageFlitterは無料ですが、 

５０を超えるアカウントを持っている僕にとっては必需品です。 

 

僕は今まで基本的にフォロワーを１万人以上にしてから 

アフィリエイトに回すようにしていました。 

 

でも、最近そんなにフォロワー数を増やさなくても、 

つぶやきだけで無料オファーアフィリエイトが出来る方法を 

e-Bookから学びました。 

 

無料で有料級の情報が手に入るって、ラッキーですよねｗ 
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【裏ワザ４】アカウントの連鎖凍結を予防する

方法 
 

Twitter アカウントの凍結・・・ 

 

イヤですよね！ 

 

しかし、かりに貴方が細心の注意を払って 

おられたとしても、凍結する時には凍結します。 

 

車の運転で例えると、時速４０キロで超安全運転していても 

交通事故に会う可能性はあるわけです。 

 

お持ちのアカウントが少数なら、それほど問題ありませんが、 

１０個以上のアカウントを所有するようになると 

一番怖いのが、連続して凍結することです。 

 

これだけは、絶対に避けなくてはなりません。 

 

そこで、ここでは 

「Twitter の連鎖凍結を予防する方法」 

をご紹介致します。 

 

まず、１個でも凍結されたら 

他のアカウントも２～３日は DM（ダイレクトメール）などの 

動作を停止させたほうが無難です。 

 

～と書きながらも、僕はアカウントを多数所有しているため、 

面倒くさくて、そこまでやっていません（笑） 

 

もちろん、やったほうがいいのですよ。 

 



ツイッター ４つの裏ワザ 

 

 

 Copyright (C) 2013山根茂. All Rights Reserved. 

- 25 - 

連続して凍結が起こる理由は、貴方が何か 

Twitter ルールに反したことをされていたら論外ですが、 

そうでない場合は、貴方の IPアドレスが 

Twitter 社に目をつけられた可能性が高いです。 

 

IPアドレスとは、簡単にいうと 

貴方のネットワーク上の住所や電話番号のようなものです。 

 

貴方の住所が Twitter社に目をつけられると、 

その住所から作成されたアカウントが連続して 

凍結していく可能性が高くなります。 

 

では、これを防ぐためにはどうすれば良いのか？ 

・・・そうです。 

 

同じ IPアドレスでアカウントを作成しないで 

IPアドレスを変えて作成すれば良いのです。 

 

実際の住所を変えることは出来ませんが 

IPアドレスを変えることは、実は簡単に出来ます。 

 

ツールを使った方法もありますが、少々面倒くさいですし、 

僕自身もそこまでやっていません。 

 

なので、こちらでは、超簡単な方法をお伝えします。 

 

モデム（ネット接続に必要な、弁当箱のような形の機器） 

を再起動させるだけです。 

 

僕がやっているのは、モデムの電源を落とす。 

⇒３０秒以上待つ。⇒再び電源を入れる。 

⇒モデムが立ち上がるのをひたすら待つ。 

 

たったこれだけです。 
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上の機器がモデムです。 

右上のモデムに繋がっている線を抜いて、また差し込むだけ。 

 

ちなみに、指を指しているのは５歳の次男ですｗ 

 

これでもいけるのですが、念のため 

もう少し丁寧な方法を記載しておきますね。 

 

１．その時に使っていたアカウントをログアウトします。 

 

２．パソコンをシャットダウンします。 

 

３．モデムの電源を落とします。（OFFにします） 

 

４．５～１０分程放置したあと再度、 

ネット回線を ONにして、パソコンを起動させます。 
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下記の URL で、 

IPアドレス変更前と変更後をご確認くださいませ。 

⇒ サーバー監視/ネットワーク監視サービス 

 

※ご注意 

 

モデムを再起動した際に、万が一モデムの調子が悪くなった 

～などございましても、山根はアドバイスのしようもなく、 

責任は取れませんので、その点はご了承くださいませ。 

 

ただ、申し訳ありませんが、例外があります。 

 

マンション等の 

「手続き不要、入居後すぐにネットを利用できます」 

といったタイプだと、IPアドレスが変わらない 

（または数パターンしかない）ケースがあるようです。  

 

その場合は、「Tor Browser Bundle」というツールを使って 

IPアドレスの変更が可能とのこと。 

  

「～とのこと」という表現になるのは 

僕は自宅に住んでいるため、実践して確認していないからです。 

 

ネットで調べる限りは可能なようですから 

「Tor Browser Bundle 使い方」などで検索して 

自己責任で実行してみてくださいませ。 

 

ダウンロードはこちらからどうぞ 

 

※ご注意 

 

「Tor Browser Bundle」につきましては 

山根は使用したことがありませんで、 

ご質問にはお答えできないことをご了承くださいませ。 

http://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
https://www.torproject.org/download/download.html.en
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■ツールの配布■ 
ツイッターだけで月収１０万円稼ぐために 

 

当レポートを最後までお読みいただきまして、 

ありがとうございました！ 

 

ツイッターで稼ぐ基本的な考え方や方法の 

サワリをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか？ 

 

実はこのレポートをご請求頂きますと、山根が配信している 

『ツイッターだけで月収１０万円！【７つのツール付き】』 

というメルマガに代理登録されます。 

 

このメルマガ内で、ツイッターで稼げるノウハウを 

さらに掘り下げてじっくりとお伝え致しますので、 

どうぞそちらを楽しみにしておいてください。 

 

さて、お待たせいたしました！ 

お約束のツールをお渡し致しますので、 

どうぞこちらからお受け取りくださいませ♪ 

 

『RT』の挿入作業がクリック一つで OK！ 

しかも、今話題のトレンドを簡単に抽出できるツール 

【TREND RETWEET】 

⇒ http://sige125.com/TrendRT.zip 

 

【相性診断ツール ツイッパー♪】 

⇒ http://sige125.com/k/twippar 

 

【自動予約つぶやきツール つぶやん♪】 

⇒ http://sige125.com/tubuyan.zip 

http://sige125.com/TrendRT.zip
http://sige125.com/k/twippar
http://sige125.com/tubuyan.zip
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これらのツールは全て再配布可能ですから、 

ご自由にお配りいただいて、貴方の快適な 

アフィリエイトライフにどうぞお役立てくださいませ。 

 

残りの Twitter ツールは、 

上記のメルマガ内でお渡し致しますので 

少々お待ちくださいませ。 

 

 

何かご質問などありましたら、こちらへご連絡くださいませ。 

また、ご感想などをいただければ、飛び上がるほど嬉しいです♪ 

⇒ http://sige125.com/last/q 

 

貴方の成功を心より祈っています。 

 

今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

山根 茂 

  

 

 

http://sige125.com/last/q
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発行者情報  

 

◆名前：山根 茂 

 

◆お問合せ 

⇒ http://sige125.com/last/q 

 

◆運営ブログ（メイン) 

Last（ラスト）ツール使い方専用ブログ 

NBC（ネットビジネスカレッジ）ご紹介専用ブログ 

毎月 30万円以上稼ぎ続けている元トップ営業マンが、ツールをあげま

す。 

 

◆Twitter 

⇒ https://twitter.com/tyonbo31 

 

◆Facebook 

⇒ https://www.facebook.com/tyonbo6 

 

◆メルマガ 

 

【リアル＆ネット最新ノウハウ通信】 

 

【放置型月収 30万アフィリエイト講座】 

 

ツイッターだけで月収１０万円！【７つのツール付き】 

 

ダイエット無料メール講座 

 

なお、本レポートをダウンロード頂いた方は、山根が配信している 

『ツイッターだけで月収１０万円！【７つのツール付き】』という 

メルマガに代理登録されます。ご理解の程よろしくお願い致します。

http://sige125.com/last/q
http://sige125.com/last/
http://sige125.com/nbc/
http://land.sige125.com/
http://land.sige125.com/
https://twitter.com/tyonbo31
https://www.facebook.com/tyonbo6
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=Evcwpva
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=EvhbGkmm
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=EvHSilAe
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=EvdbGjUu


 

最後までお読みいただきまして 

ありがとうございました！！ 
 


