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はじめに 

 

 はじめまして！ 

 

そして、特に初心者が、短時間の内に、すぐに稼ぎ始めることが可能となる、

この強力なシステムを入手されるチャンスに巡り会われたことにお祝いを申し

上げたいと思います。 

 

 我々は、既に何年もの間、インターネットマーケターとして活動をし、その

経験から、ネットのルールに不慣れな初心者がインターネットで稼ぎ始めるこ

との大変さを理解しています。 

 

 書店やネット上では、何百、いや何千という数の“ネットで稼ぐための方法”

という題名の本やコースが市場にあふれています。 

 

しかし、その大部分が、不完全であったり、そこで紹介されている手法によ

って初心者が利益を得ることは不可能であったりします。 

 

 初心者がそこから利益を得るための一般的なシナリオ（アドバイス）は、次

の通りです； 

 

ます、無料で登録可能で、１０００を超える商材がネット上で販売可能な情

報販売 ASP（インフォ○○○等）を訪問する。 

 

     ↓ 

 

次に、売れそうな商材を選び、SEO（サイトの上位表示手法）や Adwords 等

のネット広告を用いてターゲットとする人たち（アナタが販売する商材を探し

ている人たち）からのトラフィックを自分のアフィリエイトサイトに集める。 

 

     ↓ 

 

商材が売れると、それに応じた収入が得られる・・、という仕掛けです。 
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 上述のアドバイスが間違っているとは言いませんが、我々の経験から、この

やり方では、90％以上の初心者が稼げず、下手をするとトンデモナイ額の損失

を被ることになると思います。 

 

 上記の手法では、まず売りやすい商材を選ぶことから初めるわけですが・・、

どのようにしていい商材を選んだらいいのでしょうか・・？！ 

 

 

ほとんどの教材が、商材の人気あるいは商材のアフィリ率の高さ（コミッシ

ョンの高さ）に基づいて、販売する商材を選ぶことを勧めているように見受け

られます。 

 

 このことは、場合によっては、全く人気が無い商材やこれと言った決め手の

ない商材を売る、という無謀？！な行動をあらかじめ阻止するという点に関し

ては適切なアドバイスかもしれませんだと思います（笑）。 

 

 

 しかし、他のアフィリエイターがアフィリエイトしている高いアフィリエイ

トコミッションを提供する商材を選び、よく売るアフィリエイターのマネをし

てみたら売れるようになるのでしょうか・・？！ 

 

多分そんなことはないでしょう！ 

 

 

 例えば、ここに、“ＦＸ仕事人”という商材があるとしましょう・・。（あく

までも例ですから、もし現実にこの名前の商材があっても、同じだと思わない

でくださいね・・）。 

 

 

この商材は、ＦＸ商材のカテゴリーにおいてランキング的には上位ではあり

ませんが、結構根強い人気があり、いわゆる隠れたベストセラー的な商材だっ

たとします・・。 

 

 

つまり、この“ＦＸ仕事人”は、アフィリエイターにとって間違いなく稼ぐ

ことができる商材だということです。 
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 そこで、例えば Google を使って“ＦＸ仕事人”というキーワードを検索した

として、なんと 180 万件ものサイトにヒットと言う検索結果を得たとしましょ

う・・。 

 

 

ここで、検索結果で得られたいくつかサイトをクリックすると・・.そこはあ

なたのライバルのアフィリエイトサイトばかりです・・。 

 

 

 このライバルに打ち勝って、“ＦＸ仕事人”を売るためには、ライバルを差し

置いて見込み客に選ばれ、ご自分のサイトをクリックしてもらわなければいけ

ません・・・。 

 

 

 そうです・・・ 

 

検索結果の最初の何ページかを見ただけでも、本当にたくさんの有力アフィリ

エイターのサイトを発見することができると思います。 

 

 

 一般に、同じ検索ワード（この場合、“ＦＸ仕事人”）を検索した場合、その

検索ワードからのトラフィックの約 80％がそれらの有力アフィリエイターのサ

イトに集中することになってしまっているようです（これには、ＰＰＣ広告に

よるトラフィックも含んでいます） 

 

 

 また、彼らのほぼ全員が、そのサイトを通じて“ＦＸ仕事人”を購入した場

合に、彼らからのオリジナル特典をプレゼントしています。 

 

 

 かりにあなたが本当に初心者であれば・・・ 

 

・ 多分、“ＦＸ仕事人”アフィリエイトするためのご自分のサイトのデザイン

も決まっておらず、 
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・ 何を特典としてオファーするかも、決まっておらず・・・、 

 

 

・ Google 等の検索エンジンがどうやったら上位表示をしてくれ、それによりあ

なたのサイトへの訪問者が最初のページを見る可能性が出てくるための、Ｓ

ＥＯ対策も十分に練られていない状態・・ 

だと推察します。 

 

  

 と言うことで、有力アフィリエイターと渡り合うのは無理だとしても、Google 

Adwards 等のＰＰＣ広告があるさ・・・とおっしゃるかもしれませんね・・。 

 

 

 確かに、ＰＰＣ広告については、本当にたくさんの本や資料、セミナーＤＶ

Ｄが存在しているので、ここで逐一それについて言及することは避けたいと思

います。 

 

  

 多分ご存じかと思いますが、一般にＰＰＣ広告では、入札制を採っており、

より高い広告料を入札した広告主がページの上の方に表示してもらうことがで

きます。 

 

 

 とくに競争が激しい、お金儲けやダイエット、保険の加入等の分野において

は、１クリック当たりのＰＰＣ広告もどうしても高額になりがちです・・（高額

広告料を支払ったとしても、サイトの１ページ目だけを見て、他のサイトに逃

げてしまうビジターもたくさん居ます）。 

 

 

 それも問題なのかもしれませんが、それ以外にまだ問題が横たわっていま

す・・。というのは、いわゆるコンバージョンレート*1 と呼ばれる数字です。 

 

*1 このコンバージョンレートとは、そのサイトの訪問者数に対する、そのサイトで商品を購入したり会

員登録を行なったりした人の割合のことを言います。サイトの投資対効果を計る上で重要な指標です。 

 

http://e-words.jp/w/WebE382B5E382A4E38388.html
http://e-words.jp/w/E68A95E8B387E5AFBEE58AB9E69E9C.html
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 一般的なサイトでのコンバージョンレートは、約 0.5～1％と言われています。

ということは、200 人が“ＦＸ仕事人”のアフィリエイトサイトを訪問したとし

ても、そのうちの 1~2 人だけが商材を購入することを意味します。 

 

 そんなに尐ない人数しか買わないの・・・・、とがっかりした声が聞こえて

きそうですが・・。 

 

 

 かりに、あなたが１クリック 50 円の広告料を支払って、ＰＰＣ広告を打ち、

200 人のビジターを“ＦＸ仕事人”のアフィリエイトサイトに誘導したとしまし

ょう・・。 

 

この時点で、あなたは既に 10,000 円の費用を使っていますね・。 

 

 

 ここで、“ＦＸ仕事人”を１本売ったアフィリエイト報酬が 8,000 円だったと

すると、0.5％のコンバージョンレートでは損失を出してしまうことになること

がお解り頂けると思います（1％以上のコンバージョンレートが確保できるなら

稼ぐことができますが、そう簡単ではないようです・・）。 

 

 

と言うように、ＰＰＣ広告を使っても、ほとんどの人が損を出してしまうと

いう現実があります。 

 

 

 我々も、顧客にアドバイスを求められた場合、顧客が売れるサイト（コンバ

ージョンレートを極限まで高める工夫がなされたサイト）を持っていない限り、

ＰＰＣ広告はできるだけ避けるように指導しています。 

 

 

 でないと、浪費癖のある配偶者にクレジットカードを持たせるよりも早く、

ＰＰＣ広告業者さんにあなたの銀行口座から根こそぎお金が引き出されてしま

うことになってしまいます・・（笑）。 

 

 

 実は大きく稼ぐことが出来ている有力アフィリエイターの多くは、その商材
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に関する詳しい情報を提供する素晴らしいサイトを持っているだけでなく、他

の人のサイトからその商材を買った場合に決して入手することができない独自

の特典を持っていてオファーしていることをご存知でしょうか？ 

 

 

 これらのことは、新規参入組のアフィリエイター達が、ちょっとやそっとで、

簡単にできることではないことが容易に想像可能だと思います・・。 

 

また、これまで述べてきた体験は、インターネットマーケティングの初心者

が陥る罠でもあると思っています。 

 

このレポートをお読みの一部の方が、既にこれから述べようとする途を体験

されて、この罠に陥ることがどれだけ苦痛であるかご存じであると確信してい

ます。 

 

 私たちも例にもれず稼げない不遇のアフィリエイターの時期を通過してきま

したが、あなたに同じ境遇を早く通過してもらいたいので、くどくどと語って

きてしまいました。 

 

それでは・・・ 

 

 してはいけないこと、については、これくらいにして・・。ここ

からは、どうしたらいいのか・・・についてお話ししていくことに

しましょう！ 

 

 

最初のステップ：モノを売ろうとしない 

 

 

決して永久にモノを売るな、と言っているわけではありません。このことは

あくまでも“本レポートでお教えする稼ぎ方をモノにするまで”の間のお話し

です。 
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モノを販売するより、何かを無料でプレゼントする方が簡単だということに

ついては、我々が説明するまでもありませんよね（そこに全く競争がないこと

も・・・）。 

 

これからあなたにご紹介しようとしている本システムでは、この時代に生き

るほとんどの人たちが興味を持つモノを無料でプレゼントします・・。 

 

 

 本システムでは、サイト数を競ったりする・・・数で勝負が付くようなゲー

ムを忘れてください・。 

 

 

 そんな不毛のゲームを忘れて・・世界中のほとんどの人が興味を示し、欲し

いと思うモノを無料でオファーするとともに、同時にそこから稼ぐことが可能

となる事実を想像してみてください。 

 

 

 本システムは、非常に強力なのに誰にでも実行することができ、かなりの額

をすぐに（数時間で）稼ぎ出すことも可能なシステムです。 

 

 

 かなりの額と言っても、今はやりのタワーマンションを一括購入！フェラー

リやクルーザーを！というような額でないことをあらかじめご了承ください・・。 

 

 

 理論的には不可能な数字ではないかもしれませんが、それを達成するために

は非常に時間がかかりますし、スキルや経験も必要です・・ということで、多

分上記のモノを買うだけの稼ぎは、正直このシステムでは難しいと考えてくだ

さい。 

 

 ここで我々が言っているのは、実行が簡単で一日に数万円をあなたの口座に

持ってくることも可能なシステムで、インターネットマーケティングキャリア

のスタートとしては申し分ないものだと思います。 
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 近い将来、何百ものサイトを所有して１日に十万円以上を稼ぐことになられ

るかと思いますが、そのスタートがこのシステムであって欲しいと思っていま

す・・。 

本システムの主なコンセプトは：日本中のほとんどの人が興味を

示し、欲しいと思うモノを無料でオファーするとともに、同時に、

そこから時計の針が時を刻むように確実に稼ぎ続けることです・・・。 

 

 

 ここで、あなたに朗報です。 

 

あなたは、このようなシステムをご自分で作る必要は全くなく、我々が作っ

たシステムをそのまま使うだけでいいのです。 

 

 

一番重要な点は、このシステムを使っても、あなたは、わずかなシステム利

用料を支払うだけで、残りの大部分はあなたのものだという点です。 

 

 

 つまりシステム利用料を差し引いた全額があなたの口座に直接振り込まれる

のです。 

 

 

 あなたが、実行することは、ありとあらゆる手段を通じて無料の E ブックを

多くの人たちに読んでいただくことです。そのための参考資料もサポートサイ

トに掲載されています。 

 

 

 我々自身がテスト的に、実際にそれをやってみたところによると・・・１日

１万円以上は軽く稼ぐことができました・・。 

 

 

 本システムは既にできあがっており、あなた用に設定されるのを待っている

状態です。 
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 つまり、今から数分後には、設定完了して稼ぎ始めることができると言うこ

とを意味しています。 

 

 

 確かに、そのシステムは我々が作りました！ 

 

しかし、あなたにお支払い頂くのは、売れた場合に頂く、ほんのわずかのシ

ステム利用料だけです。 

 

 継続的に課金される会費等、一切頂くつもりはありません・・。 

 

 

 上で商材を無料でプレゼントする！と申しましたが、稼ぎを得るためにはや

はり何らかの商材（商品あるいはサービスその他）を販売しなくてはいけない

ことをご理解頂けますよね・・。 

 

 

 つまり、口座に入金をしてもらうためには、何かを提供する必要があること

がお解りになると思います。 

 

 

 そうです！ 

 

でもこれから述べることを最後まで読んでください・。本システムは、あな

たが想像されているのと違っていますし、多分あなたが思いつかないようなも

のだと考えます。 

 

 

 本システムは、レポートを無料でプレゼントをするのですが、同時に販売す

るものがあります。（そうでないと稼ぎを得ることはできませんよね・・） 

 

 

 ここで思い出して欲しいのですが、他の一般的なマーケターや一般的な方法

だと、コンバージョンレートが 0.5～1％程度でしたね・。 
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 ところが、本システムでは、コンバージョンレートが 50％を超え、これより

高いこともそう珍しいことではありません！ 

 

 

 尐しの間想像して頂きたいのですが・・・、 

 

ほとんどの人が無料プレゼントを受け取り、そこから販売している商材を買

っていったとしたら・・。 

 

 また、この経済状態下でみんなが欲しがるモノを無料でプレゼントしたとし

たら・・、きっと無料プレゼントを受け取るためみんなが列を作り、そしてほ

とんどの人々が販売している商材まで買っていくことになることでしょう・。 

 

 

 本システムは、まさに稼ぎを生み出すための完璧に近いシステムだと考えて

います。 

 

 

では、いまからどうやったら、稼ぐことができるか説明しますので、このま

ま読み続けてくださいね・・。 

 

 

 本システムを、より一層際だたせているのは、本システムで販売している商

材は、他のマーケターが売っている商材とあまり変わりがないという事実なの

です。 

  

重要なポイント 

 

 

 このやり方は、何を販売する場合にでも使うことが可能です。我々はこの法

則を毎日用いており、様々な商材を販売するために我々のクライアントにも教

えています。 

 

 これからご説明する今回のプログラムは、インターネットマーケティングに
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必須の商材を 16 個のセットにしていますが、今回のプログラムで体験した内容

を、あなたご自身が他の商材を売るために、このやり方をまねられても構いま

せん。 

 

 特許権などは設定されていませんので・・（笑）。 

 

 

 つまり、このプログラムにおいては、ここでしか買えないユニークな商材を

何一つ販売していませんが、他のマーケターにはない秘密があります。 

 

 

 それは、他のマーケターが、単にそれらの商材を販売している、その結果、

200 人に商材を見てもらっても１人～２人の人にしか買ってもらうことができ

ていないということです。 

 

このやり方は、稼ぐために大変な労力と時間が必要な方法だと言えます・・。 

 

 

 これに対し我々は、魔法使いのように魔法の金の粉？！を使っています！ 

 

 

 断ることが難しいオファー、すなわち、実際にはそれを見た誰もが（と言っ

ても 100％じゃなく、80％でもなく、約 50％程度）最終的に購入をせざるを得

ないよう、断り切れないオファー（提案）をしています。 

 

 

（でも、押し売りじゃないですよ・・）。 

 

 

 重要な点は、あなたが利益の大部分を手にするという点です。 

  

 

次のステップを説明すると、あなたは、きっと、じっとしていられなくなっ

て、即座に行動を取ろうとしはじめることでしょう。 
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多分、あなたは、我々がオファーしようとすることが判った、あるいは、何

をしようとしているのか判った、と“考えられる”でしょう・・・ 

 

ひょっとしたら、あなたは、この簡単な稼ぎ方に嫌悪感を示すことがあるか

もしれません・・。 

 

 

でも、あなたの予想は十中八九外れているので、とにかく、このレポートを

読み続けてください・・・ 

 

 

そうすれば、あなたはもっと驚かれることになるでしょう・・・。 

 

 

ここで申し上げようとしているのは、本システムの重要な部分ですが、それ

は、このシステムを特別なものにする最後の仕掛けではありません。 

 

 

もう尐し読み続け、内容を理解していただかないといけません。読んで頂け

ればその分の元は十分取れます。 

 

 

 我々は、購入者が、成功し、がっつり稼ぐインターネットマーケターになる

ために必要なノウハウ、マーケター支援のためのソフトウェアや E ブックを（パ

ッケージとして）売っています。 

 

 

それらには、あなたがインターネットビジネスで利益を出すことが可能とな

るための全て。つまり、サイト制作ソフト、ステップメール、アクセスアップ

ツール、リスト構築、その他のテクニックや戦略等々、が含まれています。 

 

 

なお、パッケージの全体像は、このレポートの最後で紹介しています。 

 

 

 インターネットビジネスを始めるのに興味があったり、この不況下において
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副業で尐しでも稼ぐための手段としてインターネットマーケティングを使って

いる人だったら、このパッケージオファーの尐なくとも一部でも欲しいと思っ

ていることでしょう。 

 

 

 でもほとんどの人は、このパッケージに含まれているソフトウェアや E ブッ

クに類似するあるいは同じ類いの商材を既に購入されていることでしょう。 

 

 

 でも、一部の方は、パッケージにあるソフトウェアや E ブックを未購入であ

り、役に立つソフトウェアや E ブックであることをしっかりアピールすること

で、このような信じられないくらい安い価格でそれらを入手できることに感謝

していただけると思います。 

 

 

 仮に、我々が通常のサイトを通じてこのパッケージを販売しようとしても、

多分、他のマーケター達と同じ結果；つまり 0.5～1％のコンバージョンレート、

あるいは、これより悪い数字しか得ることができないでしょう。 

 

また、時間をかけないように広告を打つとしても費用がかさむことでしょう・。

この経済状態でそこまでする余裕はあまりないでしょう・・。 

 

 

 たとえオンラインで稼ごうとしている人が、何らかの理由でこれらの商材を

「必要としている」としても、大多数の人々は、我々、あるいは、我々のウェ

ブサイトからこれらの商材を買うことはないでしょう 。 

 

 

 なぜなら、競争が厳しすぎるからです。 

 

 

 本当に多くの人が、違う名前を使い、違うサイトから同じ情報やツールを販

売しており、その競争はとても厳しいものです。 

 

そして、上述の 0.5～1％のコンバージョンレートは通常の販売戦略を用い、

通常のサイトが達成可能な最高の数字ではないかと考えます。 
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 しかし、我々は、このようなコンバージョンレートの数字を逆にすることが

できないか、と考えました・。 

 

 

つまり、200 人のサイト訪問者のうち１～２人だけが購入するのではなく、

200 人のサイト訪問者の１～２人だけが購入をせず、サイトを去る、そんな販売

戦略にするにはどうしたらいいか？！と考えてみました。 

 

 

これを達成するため、我々は、これまでのトレンドを完全に覆し、何とかし

て“売ろうとする”ことなく、この目標を一部ですが達成しました。 

 

我々は、専門家であるコピーライターにより素晴らしいセールスレターを書

いてもらうことも、効果的な広告キャンペーンも打たず、検索エンジンで検索

したら飽和状態にある、いわゆるランディングページも作りませんでした・・。 

 

 

それらの代わりに我々がしたことは、このオファーを見たほとんどの人たち

が、そのオファーを見逃さず、最終的には購入してしまう、という強力なノウ

ハウを手に入れたことです。 

 

 

このノウハウは、結果として、どんな商品でも非常に魅力的なパッケージに

変えてしまうのです。 

 

 

さらに言うと、それは、我々のコンピュータが、欲しいときにいつでもお金

を引き出すことが可能な、我々の個人的な ATM のようになることを意味するノ

ウハウです。 

 

 

あなたも、これを使って有力なアフィ

リエイターの仲間入りが可能？！ 
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 このノウハウを使うことで、あなたは、「ベテランマーケター（いわゆるカリ

スマアフィリエイター）と肩を並べること」が可能です。 

 

 では、このまま読み続けて頂き、最後の部分について若干の想像力を働かせ

る準備をしてください。 

 

 

 

 最後の仕掛けを明らかにする前に、このすごいシステムが我々のためのもの

ではなく、あなたご自身のために動作する場面を想像して頂きたいのです。 

 

 

最高 50%のコンバージョンレートを達成する魔法のインセンティブによって、

パッケージを売るのは、我々ではなく、あなたご自身であると想像してみてく

ださい！ 

 

 

また、みんなが欲しがっているモノをあなたが無料で提供し、それを求めて

多くの人たちが列を作り、最終的に約５０％以上の人たちがあなたのプロモー

ションしている商材を買い、あなたの口座にどんどん現金が振り込まれている

様子を想像してみてください・。 

 

 

さらに、あなたが残高を確認するために銀行に行き、ＡＴＭに通帳を挿入し

たら、ジ～～、ジ～～と印字する音ばかりで通帳がなかなか出てこない場面も

想像しておいてくださいね（笑）。 

 

 

この新しいノウハウは、あなたにとって夢のシステムだと考えますがいかが

でしょう？！ 

 

 

あなたは、好むと好まざるに拘わらず、上述の結果を得ることになります・・。 

 

 

我々のシステムについて、もう尐し説明させてください。 
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でも、これが最終的な仕掛けでないことを覚えておいてください、だから、

まだ読み続けてほしいのです！ 

 

 

我々は、ほとんどの人たちが興味も持つモノを無料でプレゼントします・・。 

 

つまり、手っ取り早く簡単にお金を稼ぐシステムの利用の仕方についてのＥ

ブックを無料で配布します。 

 

 

あなたも“手っ取り早く簡単にお金を稼ぐ方法”を無料で手に入れたいです

よね・・。だったら、遠慮しないでこのレポートをダウンロードしてください。

他の人はそうしています・・。（詐欺だと思って無視しないでください。まだ話

の続きがあります・・） 

 

 

“手っ取り早く簡単にお金を稼ぐ方法”について述べているレポートを無料

で配るのに特別な才能や努力は不要だと思います。（実際には、誰にでも簡単に

できると思います） 

 

この無料レポートで、我々はソフトウェア、およびマーケティングに関する

情報のパッケージをプロモーションし販売していますが、その優れた部分とは、

この無料レポートを読んでいる５割以上の人たちがパッケージを購入するよう

なっているところです。 

 

 

そうです、５割以上の人たちにはあなたご自身も含まれます。多分、このレ

ポートを読まれているあなたも、一番下で販売しているパッケージを購入する

ことになるでしょうし、このレポートを読むことになる他のほとんどの人たち

もあなたに続くことになるでしょう・・。 

 

 

その理由は、このパッケージが、あなたに特異な力を与えるわけではなく、

あなたがこのパッケージをのどから手が出るほど欲しくてたまらないわけでも

ありません・・。 
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たしかに、そのパッケージがインターネットマーケティングに役立つでしょ

うが、実は、本当の理由は、パッケージの購入によって手にするのは、パッケ

ージの中身ではなく、この素晴らしいビジネスにあなたが参加できるという特

権なのです。 

 

 

あなたが今お考えになっていることは判りますが・・もう尐しだけ読んでく

ださい、もうすぐ一番のキモ部分に入りますから・・。 

 

 

では、最後の仕掛けです！ 

 

このレポートを読んだ人が注文ボタンを押したら、それは、我々のための注

文ボタンではなく、あなたご自身のための注文ボタンであることを再認識して

ください。 

 

 

見込み客は、同じレポートをダウンロードしますが、それは我々のものでは

なく、あなたご自身のものです。 

 

 

（我々は、かなりの額の日給を稼ぎ出すインターネットビジネスをあなたご

自身が展開できるように、あなた専用のアフィリエイト URL を無料で設定しま

す) 

 

さらに、我々は、あなたの顧客のアフィリエイトＵＲＬも、その顧客のため、

そのまた顧客のためのアフィリエイトＵＲＬも・・・・、無料で設定致します。 

 

あなたがすべき事は、あなたのアフィリエイトＵＲＬが埋め込まれた無料レ

ポートを見込み客に読ませて、あなたの取り分を確保することだけです！ 

 

我々のサイトに何が書いてあるかについて、十中八九あなたは覚えていらっ

しゃらないことは判っています（笑）。 
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確かに、我々は本システムを構築しましたが、あなたが購入後すぐビジネス

可能であるように、今ご覧のサイトは、このすごいシステムを既に手に入れた

他の人によって誘導された確率は高いと思います。 

 

 

パッケージの商材を購入すると決断した後、システム利用料以外、１円残ら

ず全てあなたの取り分となります。それ以外、費用は一切かかりません・。 

 

システム利用料以外は、全てあなたのものです！ 

 

 

ここで、アナタの心の中の耳に、ガシャガシャ・チーンという昔のレジの閉

まる音が聞こえ、アナタの心の中で口座残高が増える状況がありありと見える

ようであれば、もう決まりです！ 

 

これこそが、このシステムが強力である証拠なのです・。このＥブックから

商材を購入されると、あるモノを、追加の無料ボーナスとして得ることになり

ます。 

  

 それこそが、この本を読んでいる人のほぼ全員に、商材を購入することを

促す魔法のインセンティブです・・。 

 

 この商材を購入することで、追加の無料ボーナスとして、あなたはこのパ

ッケージのアフィリエイト権を得ます。そして、我々はあなたのためにあなた

のアフィリエイト URL を埋め込んだ無料の E ブックを提供いたします。 

 

このためにして頂くことは簡単です。 

 

まず、商材を購入して頂き、その後で、シンプルなフォームを記入して基本

的な情報（個人情報はお教え頂かなくて結構です）を教えて頂くとともに、ご

自身のペイパル口座に登録されたメールアドレスを入力してもらっから、送信

ボタンをクリックして頂くだけです。 

 

上のようにして頂くと、わずかな時間待つだけで、我々に対する支払いでは
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なく、あなたに対する支払いがなされる専用のアフィリエイト URL が完成しま

す。 

 

あなた専用のアフィリエイト URL から受けた注文に関しては、わずかなシス

テム利用料を除いて、全てがあなたの口座に直接振り込まれます。 

 

わずかなシステム利用料を除いてすべてあなたの取り分です。 

 

いまあなたがお読みになっているこのＥブックも、おそらく我々のサイトか

らダウンロードされたものではないと確信しています。 

 

 これまでの説明から、このシステムがどれだけ簡単に、あなたの口座残高

を増やすために機能するかお解り頂けたかと思います。我々は、あなたのため

はもちろん、あなたの顧客、その顧客のためにもアフィリエイト URL を設定し

ますし、Ｅブックも準備します。さらに、マーケティングやセールスのための

方法が書かれた商材も用意します。しかも、商材のダウンロードまで面倒をみ

て、サポートが必要ならお手伝いまでしてしまいます・・。でも、売り上げは、

わずかなシステム利用料を除いて、全てがあなたのものです。 

 

 もういちどご確認頂きたいのですが・・・、Ｅブック、専用のアフィリエ

イト URL、マーケティングやセールスのための方法が書かれた商材などは我々

が全部準備するのですが、売り上げは、システム利用料を除いてすべてあなた

のものです！ 

 

 

 他のネットビジネスを見回して頂くと判るのですが、本システムがどれく

らい簡単で、ユーザーに優しく、ご理解頂けるかと思います。 

 

 だからこそ、本システムが多くの方達に指示されているわけです。このＥ

ブックを読んだほとんどの人が同じことを考え、商材を購入します。そして、

このシステムがいかに今までになかったシステムなのかを理解されます。 

 

 商材を購入した時点において、購入者はこのサイトがだれのためのサイト

であり、だれに売り上げのほとんどが行くのか？！ということは気にも留めま

せん。購入者は、誰が稼ごうが関係ないのです・・。 
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 上述したように、あなたがお読みのこのＥブックも、きっと我々のサイト

からダウンロードされたものではないでしょう・・。でも、そんなことは全く

関係ないはずです・。 

 

 でも、どうせ商材の注文ボタンをクリックしてくれるなら、あなた専用の

アフィリエイトＵＲＬを介して注文ボタンをクリックして欲しいと思われるは

ずです。だったら、商材を購入されて、上述の手順を踏まれることをお勧めし

ておきます。 

 

 

 なにせ、半端ではないコンバージョンレートを誇るＥブックですから、迷

われている間にも、あなた専用のアフィリエイトＵＲＬを介して注文ボタンを

クリックしてもらうチャンスは尐しずつ小さくなっているかもしれません・・。 

 

 アタナのために全てが準備され、設定されており、すぐにでも簡単に稼ぎ

始めることができるシステムは、他にお目にかかることはめったにないでしょ

う・・。 

 

 

以下に、本システムを使って稼ぎ始める前の方から、我々が良く受ける典

型的な質問を、良く聞かれる順番に挙げ、それに対する答えを用意しましたの

で、ご覧になってください。 

 

 

質問：商材、専用のアフィリエイト URL、その他全部を準備してくれているの

に、なぜ売上げのほとんどを、私たちの口座に直接振り込まれるようにしてい

るのですか？！ なにか裏の仕掛けでもあるのですか？！ 何か見返りがない

とだれもこんなことはしませんよ・・？！ 

 

 

回答：裏の仕掛けなんてまったくありません！ましてや、売り上げに応じて後

から、費用を請求すると言うこともありません・・。 

 

 また、実は会員制になっていて、会費を徴収するとか、述べていない固定費

用が発生することも、ニュースレターを購読してもらってその購読料が発生す

ることも、コミッションを要求することすらありませんのでご安心ください！
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（キッパリと） 

 

 本システムを通じて得られた収益は、上述の料金を除き、全てあなたのもの

です！ 

 

でも、正直に言うと若干の見返りは期待しています・・・。と言っても、誰

かが商材を購入したら今すぐ幾らもらえる！というような金銭的な見返りでは

ありません・・（笑）。 

 

簡単に言うと、ブランディングもその一つです・・。 

 

 

 お使いになっているアフィリエイト URL やこの E ブックは、確かにあなたの

ものですが、でも、その中には、私達の名前がしっかりと書いてありますよね・・

ということで、結論的に私達の名前をＰＲすることにお手伝いいただいている

ことになります・。 

 

 

この結果、我々は、“皆さんが稼ぐために役にたつ”という評判が立つように

なれば、それが我々にとって、何よりの財産になります。 

 

 さらに、この評判は、あなたのような新しい顧客で、最終的に、商材を買っ

てくれる顧客を連れてくる助けになってくれると信じています。 

 

 

 そうです、長期的視点から見ると、我々にとって非常に大きな見返るがある

と信じています・・。 

 

 

 一番大事なことは、このシステムが、Ｅブックを作ったり専用のアフィリエ

イトＵＲＬを設定したりする一番しんどい部分を全部代わりに行い、最終的に

皆さんのお役に立つことです。 

 

 もし、本システムが、お役に立たない代物だとしたら、我々は、逆ブランデ

ィングをしていることになってしまいますね・。 
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質問： 私は、マーケティング超初心者で、どうやったらこのシステムが上手

く働くのか判りません。私のサイトにたくさんの人に来てもらうにはどうした

らいいのでしょうか？ 

 

 

回答：簡単です・・。購入してダウンロードして頂く商材の中に、あなたのア

フィリエイト URL を、無料又は非常に安い費用でプロモーションする方法を最

初から順序立てて説明しているものが含まれています。ちなみに、この方法は、

既に効果があると判っている方法です。 

 

 

また、我々は、商材購入者がいつでもアクセス可能な、ダウンロードページも

作りました。そのページには、たくさんのマーケティングノウハウやアフィリ

エイトノウハウならびにその具体的方法が掲載されています。 

 

 是非とも覚えておいて頂きたいのは、本システムを用いた場合のコンバージ

ョンレートがハンパなく高いので、毎日数人にサイトを訪問してもらえば、そ

こそこの収入になると思います。 

 

 有料メールマガジンなどに広告等を打っても効果的でしょうし、もちろん、

電子メール、ペイパークリック、メールマガジン、ご自身のサイト・ブログを

通じて本システムのご自身のサイトをプロモーションしてもいいでしょう・・。 

 

また、それらだけでなく、ご自身が考えつくあらゆる方法で告知されること

をお勧めします。 

 

 

それでも、告知方法がよくわからない方は、いくつかの商材中に書いてある

告知方法に書いてある通りにやってみてください。 

 

 

質問：実は、以前、他の商材のプロモーションをしたことがあるのですが、誰

も買ってくれなかったという苦い記憶があります。この商材は、他の商材とど

こが違うのでしょうか？！ 
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回答：思い出して頂きたいのですが・・。本システムの場合、あなたは、商材

を販売するためにプロモーションをするわけではありません。・・・・無料のＥ

ブックです。プロモーションするのは、この時代、お金を稼ぐ方法については

誰でも読みたがる、確実に稼ぐ方法が書かれた無料のＥブックです。 

 

 もう１つ思い出して頂きたいのですが、あなたご自身がこのＥブックを手に

されたキッカケは何だったでしょうか？！多分、稼ぐ方法を真剣に求めて、躊

躇しながらもこのＥブックを手にされたことだと思います・・。 

 

 

 あなたがご自身の無料の E ブックを見てもらうためにＵＲＬを送った人のほ

とんどがＥブックをダウンロードし、あなたのアフィリエイト URL をクリック

して商材を購入することになるでしょう。 

 

 

どうしてかというと、商材を購入することで、それらを購入者自身で販売す

ることができ、簡単に売り上げを上げることが可能になり、しかも、商材から

サイトまで用意された自動システムに加入することになるからです。 

 

 

 正直言って、あなたのサイトを通じて商材が売れたら、本システムがどれく

らい簡単にあなたの口座残高を増やしてくれるか、そしてその流れは簡単に止

まらないことをお解り頂けると思います。 

 

 

質問：なぜ、このシステムが、他の商材よりも人気があるのですか？！どうし

て多くの人たちが他の商材ではなく、このシステムを買おうとするのです

か？！ 

 

 

回答：その理由は簡単です！ 

 

サイトを構築する方法を知らなくても、モノを売ろうと頑張らなくても、ビ

ジネスを維持するための費用等をかけなくても、どうやったら簡単に稼ぐこと
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が出来るかを明確に示すシステムについて説明する、そんなＥブックを無料で

配布するだけですから・・。 

 

こんな無料のＥブックを欲しくない人がいたらお目にかかりたいと思わせる

内容なのですから・・。 

 

 

あなたにして頂くことは、この種類の情報を探している人たちみんなにその

解決策を提供する、このＥブックを無料配布することだけです。 

 

 

実際に、我々のサイトをご覧になったほとんどの方達が、躊躇なしにこのＥ

ブックをダウンロードされています。ひょっとしたら、あなたもそのお一人じ

ゃありませんか？！ 

 

一番重要なことは、彼ら専用のアフィリエイトＵＲＬを得るため、Ｅブック

中に我々が仕掛けたアフィリエイトオファーが存在するため、Ｅブックを読ん

でシステムを理解されたら、Ｅブックを読まれた方達は必ずと言っていいほど

商材を購入したがると言うことです。 

 

そして、商材を購入された方から、すぐにこの簡単な稼ぎのシステムに参加

することが可能になるわけです。 

 

本システムには、先行者利益がないので、Ｅブックを読まれた方はどなたで

も同じ成功の可能性があります（ただし、商材を購入されても、システムに参

加されない方、システムに参加していただいても、Ｅブックの無料配布を実行

されない方については、残念ですが成功の可能性はないので・・ゴメンナサイ）。 

 

また、今なら商材の価格も低く抑えています。多分、Ｅブックを読んでいる

ほとんどの方が、月払いの会費でもなく、それ以上、一切費用がかからない１

回払いの￥3,980 だったら、ご自分のビジネスを所有するために捻出できると思

っています。 

 

 

この、￥3,980 という価格ですが、あまり高いとちょっと考え込んでしまう場

合もあるかもしれません・・。でも、たった￥3,980 なので、ほとんどの人たち
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はあまり考え込むこともないと思います。 

 

 

ちょっと電卓をはじいて頂く（暗算でも結構です）とお解り頂けると思いま

すが、あなたのサイトから商材が１つ売れると、あなたが商材に支払った金額

は、ほとんど回収することができます。 

 

ということは、ほとんどリスクがなく頭を使わない、見逃すにはもったいな

いビジネスチャンスと言うことだと思います！ 

 

 

また、あなたがビジネスを始めるために使ったお金を回収するためにしばら

く時間がかかる、といった不安もありません！ 

 

 

質問：コンピュータについては、超初心者ですが、こんな私でもこのビジネス

ができますか？具体的には、何をしたらいいのでしょうか？ 

 

回答：簡単です。 

 

まず、このＥブックの終わりのセクションにある支払いリンクをクリック

する事により商材の購入をお願いします。 

それが終わったら、ダウンロードページにリダイレクトされます。 

支払いが完了したら、ダウンロードページから商材をダウンロードして頂

くことになります。 

 

ダウンロードページでは、商材をダウンロードするための手続きが順序立

てて説明されており、また、本ステムに参加して頂くため、２～３カ所ご記入

頂くだけのフォームが表示されます。 

 

そのフォーム中には、上で述べたペイパルのメールアドレスを記入し、確

認してから、submit ボタンをクリックするだけです。 

 

submit ボタンをクリッすると、あなた専用の E ブックのダウンロードが開

始されます。E ブックの中には、あなたのアフィリエイト URL が埋め込まれて

います。 
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誰かが送信されたリンクをクリックするたびに、その人は、我々のサイト

（あなたがＥブックをダウンロードしたそのサイト）からあなたのペイパル口

座に直接金額を振り込みます。その人は、あなたからではなく、我々のサイト

からＥブックをダウンロードします。 

 

ここで、あなたがすることは、みんなにあなたの無料 E ブックのＵＲＬを

教え、Ｅブックをダウンロードしてもらい、そこからあなたのアフィリエイト

ＵＲＬをクリックしてもらうようにすることです。 

 

無料 E ブックのＵＲＬの教え方は、あなたの好みによって選ぶことができ

ます。例えば、あなたのメールのサイン欄にアフィリエイトＵＲＬを添付して

もいいでしょうし・・、あなたのメールマガジンを読むためのインセンティブ

として使ってもいいでしょうし、また、あなたが作った他のオファーのための

無料ギフトとして使っても構いません。ダウンロードして入手される商材の中

に、無料又は低コストでできる、いくつかの例が載っておりますのでご参照く

ださい。 

 

 

質問：ペイパルってなんですか？！どうやったら口座を開設できますか？！ 

 

 

回答：ペイパルは、オンライン上での支払いを非常に簡単にするためのプロセ

ッサーです。サイト上での販売の決済手段として広く用いられています。 

 口座を開設するためには、公式サイト http://www.paypal.jp/jp にアクセス

し、ご自分のニーズに応じて“パーソナル”口座か“ビジネス”口座を選んで

ください。 

 

 

 ここで、あなたが登録されたメールアドレスが、Ｅブック内に設定され、誰

かが商材を購入した場合に、その支払いの大部分が、直接あなたのペイパル口

座に振り込まれます。 

 

 

質問： Ｅブックを自分自身で変更したり、サイトに何かアップロードする必

要がありますか？ 

http://www.paypal.jp/jp
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回答：両方とも全く必要ありません！これらのことは、全部あなたのためにや

ってあります。この無料の E ブックをダウンロードしてもらうこと、アフィリ

エイトＵＲＬをクリックしてもらい、あなたの取り分を受け取ること以外、あ

なたは何もする必要がありません！ 

 

 

 Ｅブックのアフィリエイトリンクの埋め込みはダウンロードページでペイパ

ル情報を記入することで簡単に行われます。本システムは、シンプルで簡単に

使いこなせるよう設計されていることを忘れないでください！ 

 

 

質問：わたしが配布したＥブックから商材を購入した誰かから返金を要求され

ることはありませんか？！ 

 

 

回答：買い手が購入する前に、システムの内容についてこれだけ詳しく述べて

いるにも拘わらず、返金要求があるとは考えづらいのですが・・。 

 

それでも、誰かが返金を希望する場合でも、決してご心配には及びません。販

売される商材自体が、デジタル情報によるＥブックとソフトウェア等のパッケ

ージであるため、一旦ダウンロードされたら返金を受け付けません。購入者は、

全員、これに同意して購入するので返金要求が発生することはありません。商

材は売りきりで、返金に応じる必要はありません。  

 

質問：もし、ダウンロードができないという苦情が来たらどうすればいいんで

すか？ 

 

回答：購入者からあなたに連絡することはありません。カスタマーサポートも

こちらで引き受けます。商材をダウンロードするためのダウンロードページ上

で、全ての顧客に対し、我々のメールアドレスを教えています。これによって、

何か問題が生じた場合や、サポート等が必要である場合、購入者は我々に連絡

をよこしてくることになります。 
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質問：もし、誰かがシステムについて、その仕組みについて質問してきたらど

うしたらいいのでしょうか？ 

 

 

回答：上とほとんど同じ答えになります。 

 

ここが、一番手間のかからない、いい点ですが、購入者や見込み客は、質問

等があっても決してあなたにメールをよこしたりしません。 

 

彼らは、我々に連絡をよこしてくることになり、我々がそれらの質問に答え

ます。もちろん、質問に対しては出来るだけ早く、注文に結びつけるように努

力します。 

 

 質問に答えたからと言っても、我々は、そこから手数料を得ることはしま

せん。全てあなたの取り分です。 

  

 

質問：どれくらいで設定が完了するのでしょうか？！ 

 

 

回答：支払いボタンをクリックして、ダウンロードページを知らされてから、

ダウンロードページの簡単なフォームにペイパル口座のメールアドレスを記入

するまでに約５分間かかります。我々は、そこから即座に、あなたのアフィリ

エイトＵＲＬを設定する予定でいます。 

 

 通常の状態なら、即座に、あなたのアフィリエイト専用 URL が埋め込まれた

E ブックをダウンロードすることが可能です。 

 

ほとんど、手がかからず、繰り返し入金を発生させ、ほとんど努力なしで稼

ぐことが出来るビジネスを始めるために待つ時間としては、かなり短かいと思

います。 

 

 

質問：あまりに購入者が有利すぎて、まだこのシステムで言っていることが信

じられないのですが・・。 
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回答：信じて頂けないのであれば、一度、我々にメールを頂いてそこから質問

して頂くのはどうでしょうか？！嘘やまやかしではなく、我々が本当にあなた

のビジネス構築をサポートするため本システムを作り上げたことがお解り頂け

ると思います。 

 

 

我々のメールアドレスは mailto:info@effortlessmoneygenerator.com です。 

 

 

質問：すごくオイシイ話だとは思でいますが、まだ十分理解していないので、

尐し考え直す必要があるように思います。 

 

 

回答：物事を考えると言うことはいいことです。我々もどうしても解決しない

課題がある際に“課題を考えながら眠りにつくこと”があります。 

 

 ここで、本システムを理解して頂く一助になるよう、システムを要約して差

し上げたいと思います。 

 

  

 インターネットを使って販売することは、非常に困難です。それは、競合相

手が多すぎ、その多くが経験豊富で、広告費を湯水のごとく使う人が多いのが

現実です。 

 

 ものを売るのではなく、何かの方法を解説する本等を無料で配布するのであ

れば、競合相手は尐ないですし、まだ簡単です！ 

 

 （難しいビジネス 対 簡単なビジネス、あなただったらどちらを選ばれま

すか？？！） 

 

 多くの人たちは、ネットで簡単に稼ぐためのこのシステムのことが書いてあ

る無料Ｅブックのオファーを躊躇なく受け入れることになるでしょう。 

 

どうしてかというと、商材作りも、商材の配達についても何の心配もなく、

しかも、サポートまでする必要がなく、それに、売り上げのほとんどを受け取

mailto:info@effortlessmoneygenerator.com
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ることができるからです！ 

 

 

 また、購入した人たちは、正価 30 万円以上の価値のあるソフトウェア、Ｅブ

ック、マーケティングツールのコレクションを受け取るので、仮にその２つか

３つだけしか使わなかったとしても、損はしません。 

 

 さらに、一部の商材には、初心者のために無料又は尐しの費用だけでリンク

を出来るだけ多くの人たちにクリックしてもらうための情報が満載です！ 

 

 これらの商材だけでも、世間で販売されているこの手の情報を解説している

Ｅブック 5～6 冊に匹敵する情報が詰め込まれています。 

ちなみにそれらのＥブックを購入するだけでも、ゆうに 5 万円を超える費用

が必要です。 

 

 本システムの内容は、難しい初期設定もほとんどなしに稼ぐことができるネ

ットビジネスで、約 30 万円を超える価値の商材（再販売件付・再配布権付・自

己利用可能）が付き、初心者向けの方法が満載の商材もありで、１回のみのた

った￥3,980 の投資だけでそれ以降なんの会費も発生しない、それでいてあなた

のビジネスとして稼ぎ続けられるビジネスです。 

 

あなたから商材を購入した人たちは、“商材を購入して参加する”リンクをク

リックし、詳細を購入するとともにビジネスに参加します、そうすると、あな

たの Palpal 口座に、￥3,980 のうちの￥2,980 が振り込まれます。残りの金額

をシステム利用料として我々がいただきます。 

 

 信じてください！とは言いませんが、ネット上でこれ以上簡単に稼ぐ方法は、

あまりないと思います。 

 

 

質問：稼げることは判りました。でも、どれくらいで稼ぐことができますか？

すぐにでも稼ぎ始めたいのです！ 

 

 

回答：いいご質問ですが、でも、正確な時間をお答えすることは不可能です。

というのは、それこそ個人差が大きいからです。 
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 例えば、良く頂くメールに、こんな内容が書いてあります。２週間前にこの

システムに参加したのですが、やっと内容を見ているところです・・。ついて

は尐し質問させてください・・・等々・・。 

 

 

 もし、あなたが、これらの方と同じ時間感覚で本システムに取り組んで行か

れた場合には、稼ぐのに非常に長い時間が必要になってしまいます・。 

 

また、具体的なアクションを何も起こされず、コンピュータのゴミとなり果

ててしまうようでは、本システムも宝の持ち腐れになってしまいます。 

 

 

これとは逆に、システムに参加後すぐに具体的に行動していただけ（例えば、

一部商材に記載してある方法を用いる等）たら、ある程度の結果を期待して頂

いてもいいかもしれません。 

 

 それらの商材に書いてある方法を参考にあらゆる方法を用いて告知されたら、

その後は、ペイパル口座の残高を確認するのを楽しみにしてみてください。 

 

質問：商材を購入し、システムに参加した後に、告知等についてサポートを受

けることができますか？ 

 

 

回答：ダウンロードページでは、本オファーについてのお勧めの広告内容（メ

ルマガやブログ等での紹介文の見本）をご紹介しています。なので、個別サポ

ートはどうしても分からない部分だけにしてください。 

 

 

質問：おしゃっていることは分かります。でも、こんな簡単な方法があったの

は尐しショックです・・。今すぐにシステムに参加したいのですが、どうすれ

ばいいですか？！ 

 

 

回答：して頂くことは、下にある“商材を購入して参加する”ボタンをクリッ
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クすることだけです。 

 

 本システムがどれくらい簡単でシンプルであるかを知って頂きさえすれば、

きっと驚かれると思います。 

 

 もし、質問がおありでしたら、下のメールアドレスにメールを頂ければお答

えします。 

 

 

 本システムが、あなたにふさわしいかどうか迷っていらっしゃる場合は、こ

の E ブックをもう一度お読みになってください。 

 

 そうすれば、遅かれ早かれ、本システムが、ずっと捜し求めていた、本当に

簡単で、確実に稼ぐことができるシステムであることを認識されるでしょう・・。 

 

 ここで申し上げることは以上です。 

 

 ぜひ、下の“商材を購入して参加する”ボタンをクリックして、価値がある

商材を手に入れるとともに、稼ぎ始めていただきたいと思います！ 

 

 

 あなたが成功されますように！ 

 

バイラル・マーケッター 

佐藤拓也 
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ご購入の商材内容は下で説明していますが、まず、特典をご覧ください。 

 

待ちきれない方は、 “お申し込みはこちらから”ボタンをクリックしてくだ

さい！ 

 

下のリンクをクリックしてください 

下のリンクをクリックするとホームページが表示されます。 

ただスクロールして購入ボタンを見つけてください。 

 

すぐに購入してはじめる!! 

 

あなたは、再販権、再配布権のついた 16 個の商品のパッケージを取得します。そして無料であ

なた専用のアフィリエイト E ブックを作り、更にアフィリエイトのリンク URL も得ます。そ

して売り上げの 75％を獲得する特別アフィリエイトプログラムへの参加権もついてきて、値段

はわずかの 3,980 円です。 

 

 たった￥3,980 円の投資で、以下で説明する 16 個の商材と、そこから発生す

る売り上げのほとんどがあなたの取り分になる無料の E ブックを受け取ってい

ただくことができます。 

 

合意事項：注文手続きを完了されますと以下の事項に同意されたことになりま

す。この E ブックは、インターネットマーケティングの資料、ツール等を￥3,980

円で販売するものです。この商材はデジタル形式で作成されているので、売り

切りとなり、いったん納品した後は、返金に応じることはできません。あなた

は、“お金を稼ぐ”ためのビジネスへの参加権を購入されたのではないこと、を

再度ご確認ください。再販物についての、あなたのコミッションは 2,980 円で

す。この E ブックで述べたシステムを用いることは、以下の商材をご購入して

いただくための特典となることを理解してください。 

 

 今、購入していただければ商品以外に 7 つの特典をすべて無料でオファーし

ます。 

 

http://www.effortlessmoneygenerator.com/?e=rinrin777110@mail.goo.ne.jp
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E ブック：これでアクセスが２倍になりました♪ブログのアクセスアップ法

Ver.2.0 全１１５ページ・今度は５０連発！ 

トラフィック、トラフィック、トラフィック・・・ 

 

ウエッブではトラフィック（訪問者）を集めることによ

り、ビジネスがうまく進みます。みんなトラフィックが

欲しいのです。 

じゃあ、トラフィックを集めることにしましょう！ 

このEブックに載っている50個のアイデアは、トラフィ

ックを生じさせるための効率的な方法です。 

 

 

レポート：無料で PPC 広告を使う禁断の裏技【再配布権付き】 

昨年の迷惑メール法の改正以来、メルマガアフィリエイ

トから、PPC アフィリエイトに移動していることもご

存知かと思います。 

 

その PPC 広告を無料で使ってしまうチョイテクをご

紹介します。 

 

 

 

 

レポート：初心者さん必見！楽天＆グーグルアドセンスで１日５分の作業でほ

ったらかし７日間で７万２千８４９円＆２８ドルの売り上げた最速最短攻略！ 

この楽天アフィリエイトとグーグルアドセンスのアフ

ィリエイト報酬は同じ１つのブログから発生しており

ます！ 

無料ブログひとつで実践できる方法です。 

１つのブログで二つの報酬。まさに一粒で二度おいしい

徹底ダブル攻略。 

 

あなたができるだけ早く稼ぐために実際に使える情報

をギュッとコンパクトに詰め込んだレポートとなって

います。 
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レポート：初心者でも絶対に稼ぐ！【再配布権付き】 

売るべき商材の判断基準から、売れるレビューの書き方、

売れる商材の見つけ方を丁寧にお伝えしています。 

さらにこの商材で2ティア報酬まで稼ぐ方法も必見です。 

 

合言葉は「初心者でも必ず稼ぐ」です。 

 

まだ初報酬をゲットしてない人は、このノウハウで必ず

ゲットしましょう！！！  

 

 

レポート：情報商材アフィリエイトをこれから始める方へ♪１０万円は損した

かも（涙）な失敗をしないために、後悔しない行動やお金の使い方の優先順位

のヒント♪【再配布権付き】 

情報商材の世界って、動きが激し過ぎるんですよね。 

それを考えずに行動すると、私のように痛い目に会いま

す。 

このレポートでは、私のような悲しい失敗をする方が尐

しでも減るように、との思いで書かせて頂きました。 

特に情報商材アフィリエイトを始めたばかりの方、くれ

ぐれも私のような失敗はなさらないで下さいね。 

 

 

 

レポート：ヤフカテ＋キーワード特集ページ＋テキストリンク【再配布権付き】 

SEO の世界で、Yahoo!カテゴリー（ヤフカテ）からのリ

ンクって絶大の効果があるんです。でもヤフカテ登録サ

イトからリンクをもらうのは至難の業です。 

 

その難しいことを、何の苦労もせずにパッとやってしま

うのが今回のノウハウの肝です。 

 

SEO ではかなり重要な内容が書かれているので、ぜひ参

考にしてください。 
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レポート：ブランディングで稼ぐ競合のないオンリーワンブログ作成術 

全身全霊を込めて、あなたにアフィリエイトで稼ぐため

の情報をお伝えしております。 

 

ですので、これからこのレポートを読み終えるまでの数

分間は、一語一句読み落とさないくらいの気持ちで読ん

でください。 

 

私はあなたに、無駄な時間と無駄な情報を与えるつもり

はありません。 

 

これはあくまでも特典です。あなたがゲットできる 16 の商品は次のページから

の紹介になります。 
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あなたがゲットする 16 の商品 

 

 

The Visual 系コピーライティング術（マスター・リセール・ライト） 

今まで、誰も語らなかった“ビジュアル系”コピーライテ

ィング術を紹介します。 

今、時代はビジュアル系へと移行しています。 

あなたのサイトやセールスレターでは、もはや時代につい

て行けません。伝説のコピーライター、ジョン・ケープル

ズが現代に生きていたら、こんなライティングを行ってい

たかも知れません。10,000 円相当 

 

 

30 ミニサイト・テンプレート（マスター・リセール・ライト） 

プロがデザインした、パワフルなニッチサイト・テンプ

レートです。再販売用のヘッダー、背景、E ブック用の

カバーなどもついて 30 サイトのデータが格納されてい

ます。76 メガもある商品です。50,000 円相当 

 

 

 

 

ウェブグラフィックパッケージ （マスター・リセール・ライト付） 

サイト作成時に必須の画像２４２個のセットです。 

 

矢印画像、ボタン画像、コンタクト画像、申し込み画像、

ワンタイム・オファー画像、無料ボーナス画像、スペシ

ャル・メンバー画像、保証画像、オファー画像、オーデ

ィオ画像、ビデオ画像、お客様の声画像 etc. 

 

非常に高品質でセールスページ作成時には必ず使うであ

ろう画像が多数収録されています。30,000 円相当 
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検索エンジン一括登録ソフト登録君（マスター・リセール・ライト付） 

数分間の作業で最大 4,000 もの検索エンジンに一括登録申

請が可能です。 

あなたの運営する複数のサイトで使用可能！ 

その気になれば、検索エンジン登録代行業者として開業も

可能です。 

今も 5,000 円以上で販売されています。30,000 円相当 

 

 

バイラルマーケティング戦術（マスター・リセール・ライト付） 

バイラルマーケティングとは、長年形を変えながらも伝

えられてきた非常に重要で、強力なマーケティング手法

です。 

このマーケティングの重要なポイントは、お金をかけず

に広く、見込み客に商品・サービスを伝えることが出来

るという点です。お金の代わりにあなたの頭を使い、効

果的なマーケティングを行いたいという方には、是非マ

スターしてもらいたい手法です。 

30,000 円相当 

 

 

ジョー・ビターリ・インタビュー（マスター・リセール・ライト付） 

全世界で 2,000 万部以上売れているザ・シークレット～引

き寄せの法則～に登場する賢人の一人、ジョー・ビターリ

の独占インタビューです。彼が唱える、スピリチュアル・

マーケティング、ヒプノティック・マーケティング（催眠

マーケティング）についての深い考察をさぐることが出来

ます。 

他では手に入りません。 

30,000 円相当 

 

 

まだまだ、これだけではありません！
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アフィリエイトリンク短縮ツール（マスター・リセール・ライト） 

アフィリエイトリンクがむき出しになったプロモーション

は売り込み臭さが出てしまい、見込み客の反感を買ってしま

います。そうならないためにもあなたのアフィリエイトリン

クを短縮ツールで隠してしまいましょう！ 

10,000 円相当 

 

ミクシィ足あと返しソフト（マスター・リセール・ライト） 

ミクシイで訪問してくれた方へのおもてなし、それは足あと

を返してあげることです。そうすれば相手は好意を感じてく

れて、またあなたのページへと訪問してくれます。 

10,000 円相当 

 

 

メール自動返信システムの作り方（マスター・リセール・ライト） 

グルと呼ばれるマーケッターやアフィリエイターは必ずと

言っても良いほど、このオートレスポンダー（メール自動返

信システム）を使ってマーケティングを展開しています。あ

なたもプロのテクニックを身につけましょう。 

10,000 円相当 

 

ステップメール配信ソフト（マスター・リセール・ライト） 

メール自動返信と同様に、複数のメールを組み合わせてシナ

リオを作り、それをプログラムで自動で送信すれば、あなた

のプロモーションの効率は飛躍的に高まります。 

20,000 円相当 

 

 

メール一括送信ソフト（マスター・リセール・ライト） 

SEO、PPC マーケティングなど多くの手法がありますが、も

っともパワフルで商品を売り込む力があるのがメール・マー

ケティングです。あなたの独自のリスト（オプト・イン・リ

スト）を作りあなたのビジネスを成功させましょう！ 

20,000 円相当 
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Google アドセンス AtoZ（再配布権付） 

グーグルアドセンスを使って、利益を稼ぎたい方は、この

AtoZ を学んでビジネスをスターとさせましょう！ 

全自動でお金を稼ぐ方法が紹介されています。 

10,000 円相当 

 

 

 

アフィリエイトマーケティング AtoZ（再配布権付） 

インターネットでもっとも手っ取り早く始められるビジネ

ス、それはアフィリエイトマーケティングです。しかしアフ

ィリエイトもビジネスです。まずは基本を学んでください。 

10,000 円相当 

 

 

E-mail マーケティング AtoZ（再配布権付） 

E-mail マーケティングで重要なこと。それは、あなたのメ

ールを開いてもらい、そしてきちんと読んでもらうことです。

そのための秘密がいくつも公開されています。 

10,000 円相当 

 

 

メルマガマーケティング AtoZ（再配布権付） 

売り込みだけのアフィリエイト紹介メールは、読者がどんど

んと離れてしまいます。あなたの知識をうまく紹介して、あ

なたのメールマガジンのファンをどんどんと増やしましょ

う！ 

10,000 円相当 

 

PPC(クリック課金広告)マーケティング AtoZ（再配布権付） 

グーグルスラップの影響などで一時期に比べて、若干翳りは

あるものの、まだまだ人気があるのが PPC マーケティング

です。あなたも、ほったらかしで安定して稼ぐために、PPC

マーケティングをマスターしてください。  

10,000 円相当 
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あなたが手に入れるのはこの 16 の商品と 7 つの重要レポートです。 

そして、入手した直後からビジネスを展開できる特別なシステムを利用できま

す。 

下のリンクをクリックしてください 

下のリンクをクリックするとホームページが表示されます。 

ただスクロールして購入ボタンを見つけてください。 

 

すぐに購入してはじめる!! 

 

あなたは、再販権、再配布権のついた 16 個の商品のパッケージを取得します。そして無料であ

なた専用のアフィリエイト E ブックを作り、更にアフィリエイトのリンク URL も得ます。そ

して売り上げの 75％を獲得する特別アフィリエイトプログラムへの参加権もついてきて、値段

はわずかの 3,980 円です。 

 

 ここで、話が長すぎて頭がこんがらがってしまった方のために・・・ 

 

・ 本システムは、経済的に厳しい状況下で、稼ぐためのものです。 

・ 誰かほかの人と電話で話したり、人とあったりする必要はまったくありませ

ん。 

・ 稼ぎは、直接あなたの口座に振り込まれ、一部の ASP のように何ヶ月も待

たされることはありません。 

・ 売り上げのほとんどがあなたの取り分ですし、受け取った金額のすべてがあ

なたのものです。 

・ ご自分でかけない限り、マーケティング費用など必要ありません。 

・ ご自分のビジネスで稼ぎ始めるのに、愛車を売る必要もなければ借金をする

必要もありません、ましてや、銀行強盗をする必要も・・（笑）。 

・ 支払いが完了してから２４時間以内に準備完了となり、最初の注文を受ける

ことができます。 

・ できるだけ早く稼ぎ始めるため、マーケティングに使うツールも無料で提供

されます。 

 

 

 

http://www.effortlessmoneygenerator.com/?e=rinrin777110@mail.goo.ne.jp



