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★ まず、6,000 円きっちり 

稼いでみましょう！ ★ 
 

『初心者でもスグ・簡単・確実にお小遣い 6,000 円ゲット出来るレポート』 
2006.7.23 更新版 

 
 

 

 

有限会社アポイント 

 

ご注目下さい！ 

ここに 2,500 円相当のマスターリセールライトをお付けします！ 

 

 

あなたはこのレポートの 100％マスターリセールライトの所有者となりました。 

このレポートに 2,500 円の販売権をつけて販売することも、無料配布や 

あなたのほかの商品ボーナスとして付けることも出来ます。 
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はじめまして。 

私、有限会社アポイント ＷＥＢ担当のハヤシと申します。 
 

今回は、私か実際にたいして時間もかけず、一切の投資なしでネットから 

６，０００円を稼いだとっておきの方法をお伝えいたしますね。 
 

もちろん、これを利用すれば２万円、３万円と更に稼ぐことはそれほど難しい 

ことではありません。 
 

この無料レポートでは、ネット初心者の方でもパソコンさえあれば、ネットで 

６，０００円稼ぐことができる方法を解説しています。時間にして約１時間程 

あなたのお時間をいただければ結構です。 

あなたは、たったひとつのことを行っていただくだけです。 

 

それは・・・ 

 

このレポートに書いてある通りに行動する。 

たったそれだけです・・・！ 

 

それだけで、ほぼ間違いなくネットからの収入がきっちり６，０００円は 

手に入るでしょう。 
 

もちろん、あなたにとって６，０００円は、たいした金額ではないかもしれませ 

んが、事実としてあなたの目の前には６，０００円落ちているんです。 
 

あとは、あなたがそれを拾い上げるかどうかだけです・・・。 
 

では、さっそく始めましょう。 

まず、どんな手順で６，０００円稼ぐのかを、お教えいたしましょう。 

結論から先に言うと、アフィリエイトで６，０００円をきっちり稼ぐのです。 
 

ここで、参考までにお伝えしておきますが、アフィリエイトだけで 

月に６，０００円以上稼いでいる人は、アフィリエイトをしている人 

全体の約５～１０％程度しかいないのだそうです・・・。 
 

http://
www.e
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ですから、たかが６，０００円ですがアフィリエイトでひと月６，０００円稼ぐ 

というのは、案外すごいことなんですよ。 

では、具体的に何をすればいいのでしょうか？ 
 

まず、アフィリエイト運営会社に登録をします。 
 

アフィリエイト運営会社は、何十社とありますが、今回登録していただくのは 

「コムズリンクスタッフ」と「電脳卸」の２社だけです。 
 

｢コムズリンクスタッフ｣（登録次第使えます） 
 http://fm7.biz/3mb  

 

 ｢電脳卸｣（登録次第使えます） 
http://fm7.biz/3m9  

この２社への登録をお願いします。 他社は審査に２～３日もかかります。 

（しかも結構落とされます・・・！怒） でも、この２社なら大丈夫です！ 

まず「コムズリンクスタッフ」です。こちらの会社には、不動産やＡＤＳＬの 

アフィリエイトなど、色々な種類のアフィリエイトプロダラムがあるのですが、 

今回は、「コムズリンクスタッフ」のアフィリエイター募集のプログラムにだけ 

登録します。 
 

まず、ログインをし、「広告ツール」をクリックします。そして「テキストリンク」 

をクリックし、その次に「アフィリエイト」をクリックします。 
 

最後に、「このテキストリンクを作る！」をクリックしてください。次の画面に 

リンクコードのコピーというものが出てきますので、これの一部をコピーします。 

 

http://www.e
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<a href=¨http://www.comzz.co.jp/gw/?B6001inksta/●● ¨target=¨blank¨> 

というところがあるはずです。（●●の部分は、あなたのＩＤ番号が入ります｡） 
 

この中の「http」から「●●」までを全てコピーします。つまり、「¨ ¨」で囲まれた 

http://www.comzz.co.jp/gw/?B6001inksta/●● 

の部分をコピーすることになります。 
 

そして、そのコピーしたものを、今度は短く変換します。 
 

その際は、こちらのサイトを使ってください。 
 

ＵＲＬ短縮サイト 

http://fm7.biz/ 

 

このサイトの画面真ん中の空白に先ほどコピーしたものを入力し、 

｢ＵＲＬを短縮｣のボタンをクリックすれば完了です 
 

「Your bit´ URL is:」という文字の下にあるのが、圧縮されたＵＲＬです。 

 
【注意点！】 

ただし、コムズリンクスタッフは、自分のサイトにリンクをはるか、 

もしくは、自分のサイトを作り「リンクスタッフ」として、承認を 

受けないとお金が確定しません！ ここは収入確定のポイントですから 

しっかりと押さえて下さいね！ 

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*--- 

【つまり、ココの記載を必ずすることがポイント！】 

登録情報の確認・変更 → 活動情報を記載する！  

次に「電脳卸」です。こちらの会社は、いろいろなカテゴリのアフィリエイトがあり 

このレポートを応用して収入を得る場合に大変便利に活用出来ることになります。 
 

こちらは、先ほどのＵＲＬから飛んできた「電脳卸」の「販売店募集」に登録します。 
 

記載箇所が結構多いですが、頑張って記載してみて下さいね！！ 

 

ホームページ記載欄ですが、後で記載の変更が出来るので適当に入れましょう。  

http://www.e
http://www.comzz.co.jp/gw/?B6001inksta/
http://www.comzz.co.jp/gw/?B6001inksta/
http://fm7.biz/
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http://fm7.biz/ 

 

でＵＲＬを短縮してあなたの「メール」に送って下さい。 

これで先ほどと合わせて２つの短くなったＵＲＬができましたよね。 
 

これは、何度か使いますので、大切に保管しておいてください。 
 

そうそう。あなたが今読んでいる、このレポートの３ページの「コムズリンク 

スタッフ」と「電脳卸」のＵＲＬを、よく見てください。 

 

あなたが、さきほど短縮したＵＲＬと、何か似ていませんか？ 

実は・・・、アレ 私のアフィリエイトＵＲＬなんですよ。＾＾； 
 

登録が無事済みましたら、右端の「販売店ログイン」から入ってください。 

左端に「売上げ管理レポート」が現れたら無事にログインされています。 

 

次に「販売店獲得バナー」をクリックして下さい。 そこの一番下に 

■ 電脳卸紹介プログラム「テキスト型広告」がありますから、その 

http://www.d-●●●.com/touroku/han_touroku.php?hid=●●●●●●#●● 

を全部コピーして、先ほどと同じくＵＲＬ短縮サイト 

 

http://www.e
http://fm7.biz/
http://www.d
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あなたが、このＵＲＬを経由して「コムズリンクスタッフ」に登録してくださると、 

私にアフィリエイト収入が１，０００円発生するんです。＾＾； 
 

電脳卸は直接ではありませんが、これでドンドン販売店会員が増えていき 

以降あなたが紹介した販売店経由で物が売れますと、電脳卸からボーナスが 

得られます！これが後々じわじわ利いてくるんですよ・・・！お楽しみに～！＾＾ 

もう、登録していただいていますよね。 

ありがとうございます。（笑） 
 

たった１，０００円でも塵も積もれば山となりますからね。 

嬉しいですよね～。 ＾＾ 

そして、この気分を今回はあなたにも、味わっていただきます。 

楽しみにしていてくださいね！！ 
 

それでは、次にネットビジネスで成功を目指す人のためのソーシャルネットワ

ーク「ＩＴビズコム」に無料登録します。 最近出来たＳＮＳです！  

 

｢ITBIZCOM！｣ 

http://itbizcom.jp/ 
  

７月からは、必ず誰かの紹介がないと参加出来ないネットワークですので 

私がご招待致します。＾＾ メールアドレス（携帯は不可）を下記まで件名に 

「ＩＴビズコムの招待願います」と書いて送って下さい！ 

 

info@e-appoint.com 

 

遅くても、一両日にご招待致します。ＩＴビズコムからご招待メールが来たら、 

そのメールに書いてある手順に従ってＩＴビズコムの登録を完了させて下さい。 

できましたか？＾＾ 
 

では、ＩＴビズコムに無事登録できたとして、この大切に保管している「短縮した 

アフィリエイトＵＲＬ」をあなたのＩＴビズコムのプロフィールや、日記文面の中に 

溶け込ませます。 

http://www.e
http://itbizcom.jp/
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いかにも宣伝というのではなく、会語口調にするのがポイントです。＾＾ 

※ コムズの場合の一例 （実際に使っている文章なので、コピペは避けてね） 

最近、私、アフィリエイトを始めたんです・・・。で、さっそくアフィリエイトサイト 

いろいろ検索してみたんだけど、「コムズリンクスタッフ」って審査無しでスグ使えるよ w~~w 

私も登録したんだけど、ここにしかないおもしろいプログラムが一杯ありそう～♪  

さっそく 1日で 5,000 円稼いじゃった！無料登録はこちら！ →  http://fm7.biz/3mb 

こんな感じにしてください。 
 

そして、最後にあなたのアフィリエイトＵＲＬを張っておけば、アフィリエイト 

ＵＲＬを経由して、ふたつの会社に登録してもらえると、アフィリエイト報酬と 

して、１，０００円プラスボーナスが発生するわけです。 

私の場合、副業の情報を公開する日記の中で上記のようなコメントを目に 

入りやすい「プロフィール」に出しておいただけで６人が登録してくださり、アフィ 

リエイト報酬６，０００円を即日ゲットできました。 

この「コムズリンクスタッフ」のアフィリエイト報酬の支払いは、５,０００円を超え 

ると支払われます。「電脳卸」の販売店が増すごとに、ボーナス金額が増えて 

いきます。 コムズはその後も継続して活動をしているかを見てますので、あな 

たのサイトをクローズしないで、きちんと継続していればコミッションは間違いなく 

増えていきます。 焦らず積み重ねていきましょう！ 

 

それと電脳卸には「ストアミックス」というショッピングモールがあり、登録して 

宣伝すれば今後あなたのサイトを経由して商品をお買い上げになったお客様 

は、あなたの販売店ＩＤが付与されます。そして貴方の顧客データベースに 

入るのです。 その後、そのお客様がストアミックスでお買物を続ける限り、 

あなたに成果報酬が支払われるという素晴らしい仕組みなのです！ 

http://fm7.biz/3mc より是非ご登録くださいね！ 

 

ですから、現金 6,000 円を手にするには、コムズリンクスタッフで 5,000 円 

以上を当月に稼ぐようにして頑張ってみて下さい！（意外と簡単ですよ！） 

アフィリエイト報酬の累計が「コムズリンクスタッフ」の場合は５,０００円を超え 

ると、あなたの口座に手数料等が差し引かれて振り込まれることになります。 

たった６人の方が登録してくだされば良いのですから、それほど高いハードル 

ではないですよね？ 

これくらいの人数なら、ＩＴビジコムを使わなくても、お友達にメールなどで教え 

て 5～6,000 円はスグいくでしょうね。 ＾＾； 

http://www.e
http://fm7.biz/3mb
http://fm7.biz/3mc
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でも後のこと（継続的収入）を考えると、やはりＩＴビズコムを使うべきだと思い 

ます。 ココにはネットビジネスに関心のある方だけが登録されてるのですから！ 

 

でも本格的に稼ぐなら、何もＩＴビズコムだけが市場ではありません。いろいろ 

ルート開拓して私にも教えて下さい。（笑） 

お友達には、私のようにＩＴビズコムにご招待して、あなたのコメントを読んで 

もらい、そこから登録してもらいましょう。 

あ、それとせっかくのご縁ですから、あなたがコメントを出しているＩＴビズコムの 

ネームと、ビズコムＩＤ、それにメールアドレスをお知らせ下されば、もちろん 

私もあなたとマイビズフレンドになりますよ｡（全国に広げよう！ビジネスの輪♪）  

 

また、いろいろなアイディアを出し合うのも良いですよ、マイビズフレンドの申請 

お待ちしてます。 
 

 

ここが、私ハヤシのＩＴビズコムサイトです！  

 

 

http://www.e
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このレポートは、ここまでです。 
 

ここまで読んでいただいた方、本当にありがとうございました。 

本当に感謝いたします。 
 

 

現在私は、ネタが無い人でもガンガン稼ぐ情報起業ができる 

「ネタ無し情報起業開業パック！」を販売しています。 

 
http://www.e-appoint.com/ 

 

このレポート自体リセールライトをかけていますので、あなたは 

このレポートを規定の金額以内で販売することも出来ますよ。 

※ 注） ただし、編集・加工・改変は一切認めません！ 

 

リセールライトビジネスは、今後の情報販売の新しい販売戦略と 

して注目されていくことでしょう。 

 

ぜひこのレポートを実践されて、実際にお金を手に入れたら 

上記のノウハウも必ず役に立ちます。 是非検討してくださいね。 

きっと、あなたも「情報起業」の魅力に気がつきますよ・・・！ 

｢まず、6,000 円きっちり稼いでみましょう！｣ 

有限会社アポイント 

本書はマスターリセールライトです。 

弊社に無断で編集・加工はできません。 

               編集・加工を固く禁じます。 

http://www.e
http://www.e

