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はじめに・・・・・

『資金の無い人の為の、資金調達方法』を、ご覧頂きありがとう御座います。

ネット初心者は、皆さん成果が上がらずに、日夜ご苦労なさっているのでは。

何を隠そう・・・私もその中の一人です。

だからそんな皆様の、ご苦労や悩みは人事ではないのです。

毎日あなたのメールボックスに、たくさんのメールが送信され、

そのメールを読んだり、削除したりとそれに時間をとられていませんか。

そうして日々ばかり無駄に過ぎ、状況はチョッとも良くならない。

焦りの日々に、精も根も尽き果て「もうやめよう！！」

何度もそう思ってきたのではないですか。

メールの中では、これで直ぐに「即日１００万振り込まれます！」

なんて嘘だか本当だか虚偽の広告、でも釣られて買ってみたけれど、

前に買った情報とあまり変わらない。

自分には出来ない・・・・エトセトラ、etc・・・・

なのです。(挫折・・・・）

結局高いお金の無駄遣いに、腹が立つやら・・・自分を呪うやら。

そんな生活を続け、何のためにネットを始めたのか。

そんな悩みを解決する為に、このレポートを書き始めました。

これは特に、資金のない方のために書いたのです。
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そうなのです！私も色々な商材宣伝の中、ほしい商材もありました。

その商材が欲しくても、買う資金が・・・これを買ってもしも又、

そんな心配をするとお金を払う勇気も、そうなのです、お金に余裕があれば、

そんな心配なんかすることもないのですが。

現実にお金を得ようと始めたネットで、

お金が失われて、窮地に追い込まれているのです。

これでは『本末転倒』です。

「０～５万円」「０～１００万円」

うたい文句に踊らされるのは、このへんで止めにしましょう！

◎ 特に資金が本当にない方のために(ここは重要です）

その方々のために(自分を含め）作成したレポートなのです。

よく・・・・・お読み下さい！

ネットの本命はなんなのでしょう。

そして本当にネットで利益を得るために

必要なのは、資金だったのです。

なにを始めるにも資金が必要だったのです。

それを・・・ゼロから始めてとか、無資金で始められるとか。

そんな文句に載せられて、気が付けば何も出来ていない、焦りの日々なのです。

本当に資金が無ければ、出来ないものだろうか。

私は考え込むばかりで、ほかに方法が浮かびません。

（だってもう約１年、何も知識の無いところから、一人で始めて）

でも何とか、明かりが見え始めたのです。
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お金も無くなり、あるものといえば壊れかけた、パソコン一台なのです。

それでも必死に考え、明かりを頼りに皆さんにも、

その明かりを消さぬ為、お知らせしようと思い立ちました。（むぼう・・・！ ）

中古で買った、私の好きなメーカー”ソニーのＸＰ”ですが、

ＯＳを無理言ってインストールしてもらった為に、ＷＩＮメーカーから

正しいソフトと認められずに、いつも文句を？言ってこられる有様です。

メモリは一杯で、もう動きも重いのです。

それでも動いてくれていますので、これで頑張り新しい”ソニー”を

買うために頑張っているのです。

そこで無い頭をまた振り絞り、この方法にたどり着きました。(ピカッツ！）

閃いたのです！ パソコンのノウハウが無くて、知識が無くて、

資金が無くて、ないないづくしの中、稼げる方法が。

この調子でエンジンをフル回転に、デモデモ・・・慌ててはいけません。

私は一つの考えに到達(大袈裟ですが）しました。

本当に資金が無ければ、稼げば良いのです。

（あたりまえなことです）

そこなのですが、ネットでも起業でもお金を掛けずに儲ける事は出来ません。

ネットの先人者はどうかは知りませんが、彼等の大半の人はネット底辺の現実

を知らないのです。(知っていても、気付かぬのです）

簡単に『誰でも￥３００００稼ぐ方法』

などと言いますが、人にはいろいろ置かれている状況があります。

この私も、その状況のために、￥３００００を稼ぐことは出来ませんでした。

ガードに登録しろ、資料を取り寄せろ、そんな条件を満たせる方々は、

資金に困りはしません。
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そういうことが出来ないから、資金につまづくのです。

自分達が立ち上がった頃のネットの現状と、今の現状は違うのです。

それでも彼等はその現実に、気付かないのは何故なのでしょう。

それはムリのないことなのです、彼らには培ってきた地盤・基盤・基礎がある

からなのです。

その地盤を築いた頃は、ネット人口が今と格段の違いがあり、

先人の言うとおり、無資金でも面白いほど儲かったのでしょう。

だから・・・何故みんな自分の言う通り、しないのかと思っているのです。

一声掛ければ・・・自分の傘下となったアフィリエイトやインフォブレナーが、

一斉に立ち上がり、その人のバックアップをするのです。

その一声は・・・例えば、○○学会の会長・・・みたいなものです？

まあ・・・このレポートは、決してその方々も事を非難しようとか、

その方々と一線引いてとか言うものではないので、

誤解の無いようにしていただき、話を本筋へ引き戻します。

愚痴も・・・・文句も幾ら言っても、始まらず前には進めません。

このレポートはそのどん底から、こんな風に這い上がる切っ掛けを、

自分の力で作り上げようと言う目的なのですから。

私も早く、一刻も早く、レポートを仕上げて、皆様のお手元へ

そう考えますので、夜中の一時を越えましたが、書き続けます。
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まず・・・ほんとうに、ゼロ資金から始める為

の心構え。

本当にゼロ資金から始める為に

無資金から始める為には、相当の根性が必要です。

私が前にいた会社の会長の口癖です。

頭のある奴は、頭を使え！

頭の無い奴は、身体を使え！

よい言葉ではありませんか。

お金のある奴は、金を使えばよいのですが、

金の無い奴は、この場合は身体を使っても？

そうなのです、身体じゃありません、”根性”がいるのです。

それと”時間”が必要なのです。
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元々お金というのは、時間を買う物の様な気がするのです。

何を買っても、時間を買っていると、皆さん思いませんか。

お米を買う・・・・例えばですよ、お米を買いに行き、￥５０００で１０Ｋを

買って来ます。

これは自分で米を作れないので、作る技術と・・その期間を￥５０００で

手に入れたということなのです。

期間とはもちろん時間に換算できるのです。

ですから・・・・お金が無ければ、時間と根性をを掛けるほかは無い。

私のこれがたどり着いた自論なのです。

米が欲しくても、お金が無ければ自分で作るより、ほかは無いのです。

(チョッと乱暴なこじつけですが・・・・）

結果はそういうことなのです。

じゃあ・・・時間と根性ってどのくらいの期間、掛ければ良いの？

なんて質問が聞こえそうです。

そこなのですよ、そんな質問をしていては、あなたは根性を入れ続ける事が、

出来ないかもしれません。

地道にやっても(自分のペースで）良いのです、でも時間が掛かるかも。

ネット社会は一人でする作業なので、人は怒ってもくれないのです。

自分の目標を決めて、自分をいさめながら奮い立たせて続ける。

チョッと言い方が、きつくなりました。

こんなの自分だって出来そうも無いのに（すいません）

そこで私はまた，考えたのです。
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自分自身の意識改革

大事なメール以外には目を通さない！

メールに目を通していては、一日があっという間に終わってしまいます。

それに色々誘惑のメールがはびこり、目移りしてしまうのです。

今はそんな時ではないのです。

大事なメールは、メールの保存を別にして、

他のメールは一度に削除してしまう。

これが出来ると、ぐぅ～～～～～～んと自分の時間が出来てくるのです。

時間に追われていた自分が、嘘のように楽になり、その分時間を使えます。

時間は有効に使いましょう、先人達が一日に３０分とか言っている意味が、

少し理解できます、そうなのです時間を有効に使っているのです。

本当にゼロからはじめて、一番最短距離に少しでも利益を上げる。

そのことをよくよく無い頭を絞り、これからお話しする方法に

行き着きましたが、なんら新しくもない方法なのです。

人もみんな多かれ少なかれ、努力しているのです。

その努力を多くしたからと言って、それが全て報われないのが

世の中の仕組みなのだと、私も気付きました。(チョッと遅かったみたい）
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なぁ～～～～～～んだ、（このフレーズを使うのが好きなのです）

そんじゃ、何にもならないし、前と同じ事ジャン！

ですが、ですがですよ、それが同じ事ではないのです。

気付かず、ずぅっ~~~~~~~~~~~～～～～～～～～～～～～っと！

ちょっと調子乗りすぎですいませんが、これは本気なのです。

気付かずに未だ地道に努力し続ける人もいるということ。

これが現実で、事実なのです。

ではでは最も具体的な本質に入ってゆきます。

余分な話はこれくらいで、本筋説明に入ります。

これから何ヶ所か、登録いたします。

このサイトは全て私が自分で登録し、尤も稼ぎの効率よいサイトに絞りました。

何ヶ所もありませんので、必ず登録してください。

もちろん登録済みのところは、自分のサイトＵＲＬに書き換えてお使い下さい。

まず・・・・無料で出きる宣伝サイト二ヶ所です。

Ｃｉｒｃｌｅ Ｎｅｔ

http://www.11396.net/v/10.html?CID=575733

キーボードの一番左下のｃｔｒｌのキーを押さえ、マウスポインターを宛てて、

ジャンプさせてください。

(私も試しに、試験しました。大丈夫！完全に目的地へ、ジャンプします）

ここへ登録して、宣伝の先を確保します。(とても有効な所です）

ネットで、なにが問題かといえば、宣伝場所です。

http://www.11396.net/v/10.html?CID=575733
http://www.11396.net/v/10.html?CID=575733
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宣伝にお金が掛かるので、そのためにこのＣｉｒｃｌｅ Ｎｅｔが、

一番よい効果的な場所だと知ったのです。

もちろん無料会員登録で、その宣伝掲示板に２時間に一度載せられます。

私も実はこのサイトは、だいぶ前に登録しほっぽってありました。

もっと早く気付いていれば・・・良かったのに。

こんな事良くあることなので，皆さんも眠っている自分の資料を、

これを機に見直してみたら、キット意外な発見があります。

めるまがＴＵＲＢＯ

http://www.m-turbo.net/af.cgi?030-000449&3

同じ方法で、このサイトに登録します。

ここは少し効果的には、Ｃｉｒｃｌｅ Ｎｅｔよりおちますが、

自分でサーフをすれば、ポイントがつき無料で広告が貼れるのです。

あくまでＣｉｒｃｌｅ Ｎｅｔの、補助として使ってください。

でも・・サーフ中に意外な情報を、見つける時があります。

有効なサイトの登録

大事なお金を生みだすためのサイトですので、心して登録してください。

ここからが、ちょっとちがうのです。

登録サイトは、みんながまだ登録していないサイトがよいのです。

その効果は抜群です。

実際お話をすれば、自分もミリオンゲッターまがいのものを、サイトで宣伝し

ていますが、そこそこ資料は取ってもらえています。

でも実際の所、それを使用実行されていません。

努力も徒労に終わります。(くぅ～～～っつ！涙）

http://www.m-turbo.net/af.cgi?030-000449&3
http://www.m-turbo.net/af.cgi?030-000449&3
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中味がみんなさして変わらず、もう登録されているところが多いのです。

でも初心者には、それで対処できますが、始めて期間を経た方々には、

登録する必要がないのです。

これでは当然、大きな効果はあらわれません。

登録サイトを絞り込む

登録サイトが多ければ良いというものでは、サイトの数が多ければ、

そこでみんな意気込みが萎えてしまうのです。

ですから優良サイトを絞り込み、登録数を極端に少なくして、

まずお金を手にすることなのです。

ビズ クエッション

http://123direct.info/tracking/subaf/27171

アフィリエイター初回登録時に１，０００円プレゼント

あなたの紹介で登録されると、￥１０００がもらえます。

しかも、儲け系のものと違って

【法務サービス】のアフィリエイトサービスだから

紹介することで信用や信頼を失って不利益を与えることはありません。

http://123direct.info/tracking/subaf/27171
http://ap.my-affiliate.com/partner
http://ap.my-affiliate.com/partner
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それでは・・・次に移ります。

艇王

http://www.nt-1.com/cgi-bin/teio/index.cgi?ID=1537

名前の示すとおり、競艇のサイトですが、

もちろんあなたが競艇をするのではありません。(ホッ！）

このホームページへ行ったら、パートナー募集中のコーナーが、上にあります。

ポップアップの幕が出て、見難い時は×の窓でクリックすれば消えます。

ここは意外と優れもので、競艇の無料予想も(希望によってですが）

もらえて、その的中率は抜群だそうです。(私はやりません）

ここの紹介制度は、面倒見がよくサポートもしっかりしていますので、

サイトを申し込んで、中味をお読み下さい。(一応公共事業系です）

そして、振込みの期間が短いのです。

情報が売れて振込みが済めば、直ぐに売り上げマージンが振り込まれます。

本当にこれだけで稼ぐ方は、月に￥３０万をこえるそうです。

リキが入るでしょう。

かね福

http://www.kanehuku.jp/index.cgi?ID=z882001a&PG=affili

ここは女性が多いいのですが、もちろん男性でもＯＫです。

いわゆる関西系のサラ金のサイトですが、アフィリエイトに力を入れています。

紹介料もサイトで調べてください。

納得の行く料金です。

ＯＬの方で、月に￥５０万稼いでいる方がおられるそうです。

もちろん会社へは、内緒だそうです。

http://www.nt-1.com/cgi-bin/teio/index.cgi?ID=1537
http://www.kanehuku.jp/index.cgi?ID=z882001a&PG=affili
http://www.kanehuku.jp/index.cgi?ID=z882001a&PG=affili
http://www.kanehuku.jp/index.cgi?ID=z882001a&PG=affili
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saburimestore

2ティア獲得のチャンスです！

アフリエイター一人紹介で￥500

http://go.2ch2.net/u/Uz6Mb0

ここもはじまったばかりです、一人紹介で￥５００ですが、登録のチャンスで、

効果が望めます。

大いに宣伝しましょう、あなたの収入になるのですから。

小川ヤニクニ

自分が動かなくても、このサイトに登録していれば、

ここから登録された人が働けば、自分に報酬が生まれてくる。

色々勉強になるサイトなので、後から利いてくるサイトです。

登録の意義はありますので、このサイトを色々イジリまわすのも、

勉強になり、あなたのスキルも上がります。

http://www.123marketing.jp/testmarketer/index.php?jvcd=6398

http://go.2ch2.net/u/Uz6Mb0
http://www.123marketing.jp/testmarketer/index.php?jvcd=6398
http://www.123marketing.jp/testmarketer/index.php?jvcd=6398
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これでサイトの登録が終わりました。

みんな即に決まるサイトが大半ですが、

中には一日待つものもあるかと思います。

愈々宣伝の土台を作ります。

これらのサイトをまず、登録したらメモ帳に全てコピペします。

そして紹介ＵＲＬを、貴方のＵＲＬに変えてゆきます。(もちろんコピペで）

わたしのＵＲＬは必ず消してください。

私の成果になっては、あなたにとって何もなりませんので。

その作業は大して時間も掛かりませんので、その後に最後の大事な

メールの操作を始めます。
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自動返信メール(無料で使えます）へ登録して、サイトを使用します。

あなたの宣伝を見て、資料の請求をすると、あなたが何もしなくても、

自動的に請求相手へメールで、資料を送りつけてくれる優れものです。

私は現在「ふぉーむらん」を使っていますが、「めるふぉ」とか

いろいろありますが、選んで登録してください。

一応「ふぉーむらん」の申し込みＵＲＬを作っておきます。

「ふぉーむらん」

http://www.formlan.com/

大丈夫、(ＵＲＬ試験してみました）ちゃんとアクセスしてます。

ここで登録して、自分のメール受けポストを作ります。

詳しい作り方、後で説明いたします。

ここまで終わったら、いままで登録したサイトを、宣伝サイト２箇所も

それぞれの説明文章ごと、パソコンのメモ帳か、ノートバットにコピペします。

これからが山場の大事な所なのですが、どう分かり易く説明しようかと、

散々考えたのですが、一番簡単な方法は、結局自分が今この方法で、

「秒速！￥５０００・・・・」のサイトから、原稿になる用紙をゲットする事で 、

済ませようと思いました。

本当は、以前の方法の「秒速・・・・・」を皆さんに見せるのは、良くないのか

もしれませんが、見本としても形や、それそのものは同じやり方で、

使えるものですから、”ひな形”として見て頂くのも、良いと思います。

http://www.formlan.com/
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『秒速！￥５０００ゲット・マシーン完全無料』

http://www.formlan.com/form2/882001/

これも大丈夫、ちゃんとジャンプします。

『秒速！￥５０００ゲット・マシーン完全無料』

から資料の見本になるメールが届きます。

そのメールを見てください、あっけないほど簡単なつくりですよね。

蓋を開ければ”コロンブスの卵”なのです。

頭の良い人には適わない、我々凡人はそれを利用させてもらいましょう。

メールがお手元へ届いたら、メールは瞬時に着くはずです。

瞬間的に、瞬きしないうちに着きます。

まずすることは、そのメール全体をメモ帳にコピペします。

マウスのポインターを宛てて、右クリックして全てを選択で、コピーします。

一気にコピーが出来たら、メモ帳に同じくマウス右クリックで、

貼り付けでＯＫ、イッキにコピペ終了です。

それからメール全文から利用できるものの他は、全て消してしまうのですが、

ここへ詳しく説明する為に、コピペして説明します。

あなたのお手元へ届いたものと、同じものです。

http://www.formlan.com/form2/882001/
http://www.formlan.com/form2/882001/
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【PR】自宅で副業 ～厳選！在宅ワーク無料資料請求！～

⇒ http://merufo.biz/zaitaku.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━ 投稿ありがとうございました。

初めまして、広告担当の「乾 勲」と申します。

プリントアウトしてやると楽ですよ

この情報を実行すれば、あなたも儲けられます。

難しくありません。

誰でも出来ます。

同じ様な物がありますが他とは違います。

販売している人が居る位ですから、それだけの価値があるということです。

違いは、あなたが請求したこの資料はタダだと言う事です。

始めましょう。

アフィリエイト登録を８件してください。

今までのアフィリエイトは支払まで１～２ヶ月かかりましたが、

今回紹介するものは承認もゆるく週一で振込があります。

安全なアフィリエイトなのに、なぜか皆が敬遠気味です。

そこがこのシステムのねらいです。

まだ開拓されていないアフィリエイトなのです。

これからあなたが儲けるためのスペースには限りがありません！

この情報はあなたを裏切りません！！！

しかもタダですから、万が一利益が少なくても痛くありません。

やることは１５分もあれば全て完了できますが、焦らないでゆっくりとやって

く

ださい！

あなたのペースで。
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このメールの通りに実行されれば、一週間後には収入があることをはっきりと

明記しておきます。

-----------------------------------------------------------------

早速ですが、『秒速！￥５０００ゲット・マシーン完全無料』

の本題に入ります。

とにかく、めちゃくちゃ簡単＆稼げます！

ワクワクしながらこのメールを読んでみてください！

★毎日３０００円どころかそれ以上に稼げます。

-----------------------------------------------------------------

簡単に流れを説明！

【１】『ふぉーむらん』というサイトに登録する

「貴方専用の宣伝用の媒体(サイト)ができます」

【２】 後ほど紹介するアフィリエイトサイトに登録する。たった５件だけ！「お

金の振込みはこのサイトから生じます」

【３】『ふぉーむらん』の自動返信文にこのメール全文を張り付け。

【４】完成後、リードメールや掲示板などで宣伝する、

自分の宣伝媒体に人を誘導する。

これだけです！

もう、ファイルの圧縮・解凍も、HTML文書の書き換えも、HPのアップロードも

必

要ありません。

このマニュアルどおりやれば、大丈夫。
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誰でも出来る所が、このビジネスのすごいところです！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【step１】宣伝用サイトの作成

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

『秒速！￥５０００ゲット・マシーン完全無料』 を宣伝する為の強力

な宣伝ツールとなる「完全自動化システム」を準備していきます。

このシステムを使うと、

広告宣伝をした後、資料請求 ⇒ 登録 ⇒ 宣伝 までを

自動で行うように設定ができます。

------------------------------------------------------------

■具体的な作業(設定)のしかた■

１）『ふぉーむらん』という自動返信メールを

無料で貰えるサイトへ行きます。

▼ ▼

http://www.formlan.com/

２）ここでまず無料「会員登録」を済ませてください。

そこから「申込フォーム」を作るのです。

作り方は ４）に書いてますから安心してください。

貴方が先ほど申込みをされたこのページとほぼ同じ物ができます。

↓↓↓

http://www.formlan.com/form2/882001/

３）登録が完了すると、『【重要】「ふぉーむらん」新規登録完了通知』の件名で
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ＩＤとパスワードが入力されたメールが届きます。

会員専用ページにて、ＩＤとパスワードを入力し、

早速ログイン（届いたメールのＩＤとパスワードをコピーして貼り付けると確

実

です）してみましょう。

※このメールは重要なので、必ず保存しておきましょう。

４）左のメニューから『フォーム設定』をクリックし

フォームを作成していきます。

※あなたの紹介用ＵＲＬが■ TOP の『フォームのＵＲＬは

以下になります』で表示されています。

これが宣伝するあなたのＵＲＬです。

上から全般にあるフォームタイトルを

『秒速！￥５０００ゲット・マシーン完全無料』

タイトルはあなたが決めても構いません。

他はそのままでも大丈夫ですし、お好みで調整してくださっても構いません。

★入力画面のヘッダーの四角枠に、

下の「コピーはここから」と「コピーはここまで」の間を、

そのままコピーして、ペースト（貼り付け）して下さい。

「コピーはここから」↓↓↓

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset=shift_jis">

<title></title>

</head>

<body>

<p style="BACKGROUND-COLOR: white" align="center"><font face="AR丸ゴシ

ッ
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ク体 M"><strong><font size="4">とにかく、すぐに儲けたい方は必見！</font>

<BR>

<BR>

<font color="#000000">登録は<font size="4">１回だけ！

</font>

</font> だ か ら 誰 で も 簡 単 に で き ち ゃ う ん で す 。

<fontsize="+0"COLOR="#FF0033">

</strong>

<font color="#ffffff">

<BR>

<BR>

<font size="6"><font face="HGP創英角ポップ体"><font color="#ff0000">当

然

無 料 ！！！

</font></font></font></font>

<font color="#000000">

<strong>

<BR>

<BR>

<font color="#000000">ＨＰやブログ、圧縮無用！

<BR>

<BR>

ネットビジネス無経験でも可能！

<BR>

<BR>

</font>

</strong>

</font>

<strong>

<font color="#00ffff"><font size="5" color="#0000ff">まだみんなが目を

向け

てない分野だから儲かっちゃう！

<BR>

</font>

</font>

</strong>
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<BR>

<font face="HGP創英角ポップ体 " color="#ff0000" size="4">リスク無し

</font>

<strong>

<font color="#000000">なので資料請求してみて損はない！

<BR>

<BR>

</font>

<font color="#000000"><font size="5"><font size="4">どうぞ、下記のフォ

ー

ムよりお申し込み下さい！

<BR>

<BR>

<font color="#0000ff">ニックネーム＆フリーメール</font>でもＯＫ！

<BR>

<BR>

</font>

</font>

(注)ヤフーメールでお申込みの場合、迷惑メール内に返信されることがありま

す

。

<BR>

<BR>

</font>

</strong>

</p>

</font>

</body>

</html>

「コピーはここまで」↑↑↑

５）確認画面のヘッダーの四角枠には、

下の「コピーはここから」と「コピーはここまで」の間を、

そのままコピーしてペースト（貼り付け）して下さい。
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「コピーはここから」↓↓↓

<P>

<FONT color="#ff0000" size="+1">

ホットメールには送信出来ない可能性があります。

</FONT>

</P>

<script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/two.js">

</script>

<a href="http://www.infotop.jp/" onclick="return two(46663);">

<img src="http://www.infotop.jp/common/images/banner_ani_m02.gif"

border="0">

</a>

<a href="http://www.infocart.jp/?e=takuya0229">

<img src="http://www.infocart.jp/blink/240x60.gif" width="240"

height="60"

alt="

ＳＯＨＯ・起業家を成功に導く電子書籍販売ツールを提供・・インフォカート"

border="0">

</a>

<a href="http://www.olympos-pc.com/mem/?=41138" target="_blank">

<img border="0" width="100" height="60" alt="クリック!して下さい!"

src="http://millionaire.jpn.org/jpn/100-60olympos-pc.gif">

</a>

「コピーはここまで」↑↑↑

６）完了画面は何もしません。

７）「更新ボタン」を押します。

※この作業には５分もかかりません。

以上で貴方の宣伝用サイト(フォーム付きホームページ)が完成しました！！

この【step１】が出来ましたら貴方の『★無料配布★超簡単★毎日３０００円

ゲトシステム★』が９０％完成したも同然です！！
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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【step２】登録サイトの紹介

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

ここでは、登録していただくサイトを紹介します。

貴方の収入はこのサイトから発生します。

「どうして登録して収入が発生するのか？」

はい、お答えします。

【step１】で完成した貴方のサイトのフォームからの申込み者が、貴方の登録

済

みサイトに登録する(貴方の紹介になる)からです！

今回登録するものは通称「出会い系」と呼ばれるモノではありません。

儲けるスキマはまさにここにあるんですよ。

ここでお伝えするサイトは無料会員登録で、

「１件１０００円以上」

という高額な紹介報酬で有名です。

誰でも知っているサイトであるが故に

迷惑メールや電話、情報漏れはありません！

だから安心ですね。

■コムズリンクスタッフ（紹介報酬１０００円）※ＨＰもブログも不要！

⇒業界トップクラスの安心コミュニティー！

登録は無料なのでご安心ください。

利用しなければ支払い請求も全くありません。
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パソコンから登録可能。

実質的な活動も不要。

会員登録後、以下の手順で自分専用のアドレスを取得してください。

１：ログインする ２：広告ツールを選ぶ ３：テキストリンクを選ぶ

４：アフィリエイトを選ぶ

５： 高額報酬に自信あり。あなたの目で確かめて下さい。＜コムズ リンク

スタッフ＞

色々アフィリエイトがありますが、はっきりいって老舗です。他の追随

を許さない高額報酬！＜コムズ リンクスタッフ＞

「このテキストリンクを作る」！どちらでも良い方を選ぶ

そうするとリンクコードが出てきます、上のような感じで、そこでＵＲ

Ｌだけコピーして自分のＵＲＬと交換してください、分かります？？(数字

の所を変えるということです

何度も言いますが、

優良会社が運営しています。

後で変な電話がかかってくる事も全くありません。

個人情報も一切漏れていません。

登録後に迷惑メールが来ることも本当にありません。

一度試して登録してみてください。

退会もすぐにできます。

納得できれば、どんどん紹介して、儲けていきましょう。

無料登録はここからです↓

http://www.comzz.co.jp/gw/?B600linkstaff/506528

色々アフィリエイトがありますが、はっきりいって老舗です。他の追随を許さ

な

い高額報酬！＜コムズ リンクスタッフ＞

■アフィリエイトなら Jパスポート （紹介報酬１００円）

今なら登録するだけで３０００円。

初回の紹介報酬こそ１００円と少ないですがその紹介者がリンクスタッフを
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獲得するとなんと、 ３０００円の報酬があります。

登録はこちらから↓

http://track.jpassport.jp/4m56or0s14yx/

■CLICK STAR（紹介報酬１０００円）

ここは今なら無料登録するだけで５０００円もらえます。

さらに一人紹介するごとに１０００円もらえるという超お得なサイトです。

しかも紹介者が増えれば増えるほど紹介料が増えていくというシステム。

今一番稼げるサイトではないでしょうか。

登録はこちらから↓

http://click-star.jp/?adtp=3&adid=18346

■HP売り上げアップドットコム（紹介報酬１０００円）

アクセスアップサービスの大手サイトのリンクスタッフです

現在（2007年４月 21日現在）トップページにリンクや

アドを貼るだけで最大２０００円もらえます。

登録後、トップページまたは、ヘルプの中のリンクやバナーを張るには…

のログインからログインして、広告を得てください。

登録はここから↓

http://www.hpuriageup.com/php-sys/go/50212

50,000名以上のウェブマスターに認められた、アフィリエイトプログラム

------------------------------------------------------------

ここからはポイントサイトですが、２ティアのところばかり。

紹介者が出なくても、ポイントを自分でとれば、

自動的に紹介者が付いて来ます。
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ＰＯＩＮＴＰＡＹ

お客様に稼いで頂く為のサイトをご用意しました。

・ 2段階報酬・ 300円からの支払い・イーバンク支払い・法人の安心広告

・広告に応募すると自動的に紹介者付与・余計なメールは一切なし

・当然、全て無料(振込手数料さえ無料です。)

お小遣いより大きな収入を目指しましょう。

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=876846

ＰＯＩＮＴＤＲＥＡＭ

広告に応募すると、紹介者が自動で付与される夢のシステム完成！

・長期間稼いで頂く為の「3」段階ポイントバック方式。

・広告に応募して、承認が降りると紹介者「自動」付与。

・世界初のはず！交換可能！紹介者「チェンジ」機能。

この 3つの機能がお客様に無限の可能性を付与します。

「独自」で、「余計な手間隙」掛けず、「完全無料」で、「早く」、

「出来るだけ長期間」、「誰もが得をする」夢のようなポイントサイトが

遂に始動！もう稼げないとは言わせない！

ご登録はこちらからどうぞ！

http://pointdream.jp/member_regist.aspx?LinkID=905334

こんにちは、GetMoneyです。

GetMoneyは、メールを読んでクリックしたり、無料会員登録や資料請求でポ

イントがもらえちゃうお得なサイトです。

今までに、延べ 357,179人が、総額 410,790,500円をゲットしています（2007

年 5月現在）

さぁ、あなたもポイント貯めてキャッシュバック！

http://dietnavi.com/pc/index.asp?id=1090398

------------------------------------------------------------
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これでアフィリエイト登録は終了ですお疲れさまでした！

これらのサイトにあなたが登録することで私は儲かります。

あなたも、あなたのサイトのフォームから資料請求した人が登録することで儲

か

ります。

あなたのサイトのフォームから資料請求した人も次の登録者で儲かっていきま

す

！どんどん儲かるシステムが構築されていきます！

ですからこの情報を惜しみなく与えてあげてくださいね。

(あなたのため、私のため、次の人のため、、、、、、)

無料でばら撒けば、ばら撒くほど儲かるシステムになっています！

これであなたも毎日５０００円以上稼げます！

でも、これは１日数個だけ無料配布した場合の話ですよ！

有料広告１回数百円（１０００～２０００回クリック保証）で一回だせば大体

１００名は資料請求がきます。

その中の５名が登録したとしても…

実際は、こんなものではありません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【３】自動返信メールの設置 ← １番大事なところ！！

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

それでは、いよいよ一番肝心な返信メールを設定します。

これを設定しないとせっかくあなたのサイトのフォームから申込みがあっても
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相手には何も届きませんから！

【step１】で登録した『ふぉーむらん』にログインして

「返信メール設定」を押します。

本文に、今あなたが読んでいる、このメールの内容を全て

コピーして貼り付けて下さい。

その際に、無料登録したあなたのＵＲＬに書き換えます。

最初の問い合わせのアドレスも忘れずにあなたのアドレスに書き換えます。

自分の名前も忘れないでね。

もちろん、あなたが登録していない部分は、そのままでよいでしょう。

でも自分の報酬になるのですから、なるべく登録しましょう。

メールの内容を貼り付けたら→「更新ボタン」を押します。

お疲れさまでした！

これであなたの 『★無料配布★超簡単★毎日３０００円ゲットシステム★』

が完成しました！

さあ、後は宣伝するだけです。

あなたのサイトのフォームから申込みがあった場合には、

申込者に対して自動でこのメールの内容全てが送られます。

更に、自分には「＜管理者コピー＞投稿受け付けました」として相手からの投

稿情報が送られてきます。

問い合わせが来たときには対応を忘れずにしてあげてください。

宣伝の前に必ず自分で「動作確認」をしてください。

出来た申込みフォームの動作確認を必ずすること！

------------------------------------------------------------

この「完全自動化システム」がマスターできれば、このビジネス

だけでなく、他のビジネスにも応用できますので
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少し面倒でも頑張って下さい。

------------------------------------------------------------

出来てしまえば後は【広告宣伝】に専念するだけで、

遊んでいても寝ていてもパソコンが勝手に稼いでくれます！

メールをチェックして、申込みの確認をするだけ！

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【step4】さあ、宣伝しよう！

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

あとは以下の方法を利用して、この

『秒速！￥５０００ゲット・マシーン完全無料』を宣伝して下さい！

（注）自分で既に、宣伝する方法をお持ちの方は、この章は

読み飛ばして頂いて結構です。

★ 超お勧め ★

「リードメール広告」

下記３サイトは会員数も多く、すぐに効果が現れます！

広告料も数百円で済みます。

宣伝効果抜群なので、一つだけでも十分ですが、

それだけで満足できない方は、

多くのリードメールで宣伝すると良いでしょう！

このシステムは簡単ですから、反応がすごいですよ！！

どのリードメールもまずは、無料で会員登録をします。

その後、広告を申し込み、数百円で広告を発注します。

代金はイーバンク銀行等から支払います。

数十分で入金が確認され、すぐに広告メールが送信されます。

リスク（といっても数百円ですが）を取って、ネットビジネスを開始したとい

う
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実感を是非とも味わって頂きたいと思います。

◇ 流石メール ◇

http://go.2ch2.net/u/6TqQ7P

◇ 一番めーる ◇

http://go.2ch2.net/u/PXCf37

◇ 西成広告電信◇

http://go.2ch2.net/u/S6VaaV

------------------------------------------------------------

これで毎日、確実に５０００円以上の収入になります。

有料広告で宣伝すれば、使い切れないお金が手に入ります。

これが、インターネット・ビジネスです。

誰にも知られず、お金持ちになってください。

これらに登録すると仮登録のメール等が来ますから、

本登録をして、あなた専用のＵＲＬにそれぞれ書き換えてくださいね。

コピー&ペーストをすると確実です。

私のＵＲＬを消すのを忘れないでください。

宣伝する方法は上記のトラフィックエクスチェンジ、

リードメールの他に無料のビジネス系掲示板があります。

メルマガの無料投稿と無料一括投稿は膨大なメルマガに登録されますからメー

ル

にめげない人ならどうぞおやりください。

【めるふぉ】の■TOPにある、あなたのＵＲＬでいっぺんに宣伝するのが効果的

です。
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単独にそれぞれするのも効果的ですが、複数のＵＲＬの書き込みが出来ない

掲示板もありますから、注意事項をよく読んでくださいね。

後、イーバンク銀行の口座を開設しましょう。

イーバンク銀行ホームページ http://www.ebank.co.jp/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

【最後に・・・】

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

『

★無料配布★超簡単★誰でも毎日３０００円ゲットシステム★』で成功する

一番のポイントは宣伝です。

『★無料配布★超簡単★毎日３０００円ゲットシステム★』がどんどん増えて

きたとき、他の人と同じ宣伝文では効果が段々なくなってきますので、

できれば自分のオリジナルで挑戦していきましょう!

この度は 『秒速！￥５０００ゲット・マシーン完全無料』の

資料を請求していただき誠にありがとうございました。

-------------------------------------------------------

もっと儲けたいあなたへとっておきの情報です！！

-------------------------------------------------------

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

私も実際に今収入を得ている情報です

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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saburimestore

2ティア獲得のチャンスです！

アフリエイター一人紹介で￥500

ｈttp://go.2ch2.net/u/Uz6Mb0

ビズ クリエイション 法務系無料登録

【不労所得】がどんどん増大していきます。

獲得方法はとてもカンタンで、

下記 URLをご紹介いただくだけです。

http://123direct.info/tracking/subaf/27171

以上の情報が私から登録してくださった皆様へのプレゼントです☆

がっつり稼いでください！！がんばりましょう！！

◎新しいメンバーの募集始めています、チャンスですよ！無料登録の

アニメーション広告を見るだけで、 確実に得するサイトを見つけました。

私も登録しているので、試しに利用してみては。

登録用のＵＲＬは、

http://go.2ch2.net/u/4vew1q

バカ売れ情報商材を作る４つのポイントをあの有名な

小川忠洋氏からまなぶ ・・・・・

無料お試しの商材もごらんになれます！

http://tinyurl.com/2tlr8e

[ 投稿内容 ]

2007/12/06 14:57:36

おなまえ : 乾 勲

メールアドレス :

inui882001@yahoo.co.jp

通信欄 :



33

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 激増 レポートの図書館 無調登録

http://www.gekizou.biz/join.php?aid=3104

◆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールはフォームシステムより自動送信されています。

無料メールフォーム【ふぉーむらん】http://www.formlan.com/

◎ 以上の様に、緑色に変えたところは、変更しなければならない箇所です。

ポイントサイトとは、あなたがもし・・・この中で、登録しているところがあ

れば、ＵＲＬを必ず変更して利用も出来ます。

でもその方法はあまりお勧めできません。

初めに申し上げたとおり、サイトが多くなればリスクも出てくるのです。

と、私は考えています。

ですから、今までにこのレポートにしたがって、新しく登録したところと、

緑のサイトを全て入れ替えます。(残すなら一箇所ぐらいにとどめてください）

すると次のようになります。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【PR】自宅で副業 ～厳選！在宅ワーク無料資料請求！～

⇒ http://merufo.biz/zaitaku.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━ 投稿ありがとうございました。

初めまして、広告担当の「乾 勲」と申します。

プリントアウトしてやると楽ですよ

この情報を実行すれば、あなたも儲けられます。

難しくありません。

誰でも出来ます。

同じ様な物がありますが他とは違います。

販売している人が居る位ですから、それだけの価値があるということです。

違いは、あなたが請求したこの資料はタダだと言う事です。

始めましょう。

アフィリエイト登録を８件してください。

今までのアフィリエイトは支払まで１～２ヶ月かかりましたが、

今回紹介するものは承認もゆるく週一で振込があります。

安全なアフィリエイトなのに、なぜか皆が敬遠気味です。

そこがこのシステムのねらいです。

まだ開拓されていないアフィリエイトなのです。

これからあなたが儲けるためのスペースには限りがありません！
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この情報はあなたを裏切りません！！！

しかもタダですから、万が一利益が少なくても痛くありません。

やることは１５分もあれば全て完了できますが、焦らないでゆっくりとやって

ください！

あなたのペースで。

このメールの通りに実行されれば、一週間後には収入があることをはっきりと

明記しておきます。

-----------------------------------------------------------------

早速ですが、『おまたせ最新・ジェットマシン』

の本題に入ります。

とにかく、めちゃくちゃ簡単＆稼げます！

ワクワクしながらこのメールを読んでみてください！

★毎日５０００円どころかそれ以上に稼げます。

-----------------------------------------------------------------

簡単に流れを説明！

【１】『ふぉーむらん』というサイトに登録する

「貴方専用の宣伝用の媒体(サイト)ができます」

【２】 後ほど紹介するアフィリエイトサイトに登録する。たった８件だけ！「お

金の振込みはこのサイトから生じます」

【３】『ふぉーむらん』の自動返信文にこのメール全文を張り付け。

【４】完成後、リードメールや掲示板などで宣伝する、

自分の宣伝媒体に人を誘導する。
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これだけです！

もう、ファイルの圧縮・解凍も、HTML文書の書き換えも、HPのアップロードも

必要ありません。

このマニュアルどおりやれば、大丈夫。

誰でも出来る所が、このビジネスのすごいところです！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【step１】宣伝用サイトの作成

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

、『おまたせ最新・ジェットマシン』 を宣伝する為の強力

な宣伝ツールとなる「完全自動化システム」を準備していきます。

このシステムを使うと、

広告宣伝をした後、資料請求 ⇒ 登録 ⇒ 宣伝 までを

自動で行うように設定ができます。

------------------------------------------------------------

■具体的な作業(設定)のしかた■

１）『ふぉーむらん』という自動返信メールを

無料で貰えるサイトへ行きます。

▼ ▼

http://www.formlan.com/

２）ここでまず無料「会員登録」を済ませてください。

そこから「申込フォーム」を作るのです。

作り方は ４）に書いてますから安心してください。
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貴方が先ほど申込みをされたこのページとほぼ同じ物ができます。

↓↓↓

http://www.formlan.com/form2/882001/

３）登録が完了すると、『【重要】「ふぉーむらん」新規登録完了通知』の件名で

ＩＤとパスワードが入力されたメールが届きます。

会員専用ページにて、ＩＤとパスワードを入力し、

早速ログイン（届いたメールのＩＤとパスワードをコピーして貼り付けると確

実

です）してみましょう。

※このメールは重要なので、必ず保存しておきましょう。

４）左のメニューから『フォーム設定』をクリックし

フォームを作成していきます。

※あなたの紹介用ＵＲＬが■ TOP の『フォームのＵＲＬは

以下になります』で表示されています。

これが宣伝するあなたのＵＲＬです。

上から全般にあるフォームタイトルを

『おまたせ最新・ジェットマシン』

タイトルはあなたが決めても構いません。

他はそのままでも大丈夫ですし、お好みで調整してくださっても構いません。

★入力画面のヘッダーの四角枠に、

下の「コピーはここから」と「コピーはここまで」の間を、

そのままコピーして、ペースト（貼り付け）して下さい。

「コピーはここから」↓↓↓

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset=shift_jis">
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<title></title>

</head>

<body>

<p style="BACKGROUND-COLOR: white" align="center"><font face="AR丸ゴシ

ッ

ク体 M"><strong><font size="4">とにかく、すぐに儲けたい方は必見！</font>

<BR>

<BR>

<font color="#000000">登録は<font size="4">１回だけ！

</font>

</font> だ か ら 誰 で も 簡 単 に で き ち ゃ う ん で す 。

<fontsize="+0"COLOR="#FF0033">

</strong>

<font color="#ffffff">

<BR>

<BR>

<font size="6"><font face="HGP創英角ポップ体"><font color="#ff0000">当

然

無 料 ！！！

</font></font></font></font>

<font color="#000000">

<strong>

<BR>

<BR>

<font color="#000000">ＨＰやブログ、圧縮無用！

<BR>

<BR>

ネットビジネス未経験でも可能！

<BR>

<BR>

</font>

</strong>

</font>

<strong>

<font color="#00ffff"><font size="5" color="#0000ff">みんなが知らない

場所だから儲かっちゃう！
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<BR>

</font>

</font>

</strong>

<BR>

<font face="HGP創英角ポップ体 " color="#ff0000" size="4">リスク無し

</font>

<strong>

<font color="#000000">きがるに資料の請求しましょう！

<BR>

<BR>

</font>

<font color="#000000"><font size="5"><font size="4">どうぞ、下記のフォ

ー

ムよりお申し込み下さい！

<BR>

<BR>

<font color="#0000ff">ニックネーム＆フリーメール</font>でＯＫ！

<BR>

<BR>

</font>

</font>

(注)ヤフーメールでお申込みの場合、迷惑メール内に返信されることがありま

す

。

<BR>

<BR>

</font>

</strong>

</p>

</font>

</body>

</html>

「コピーはここまで」↑↑↑
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５）確認画面のヘッダーの四角枠には、

下の「コピーはここから」と「コピーはここまで」の間を、

そのままコピーしてペースト（貼り付け）して下さい。

「コピーはここから」↓↓↓

<P>

<FONT color="#ff0000" size="+1">

ホットメールには送信出来ない可能性があります。

</FONT>

</P>

<script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/two.js">

</script>

<a href="http://www.infotop.jp/" onclick="return two(46663);">

<img src="http://www.infotop.jp/common/images/banner_ani_m02.gif"

border="0">

</a>

<a href="http://www.infocart.jp/?e=takuya0229">

<img src="http://www.infocart.jp/blink/240x60.gif" width="240"

height="60"

alt="

ＳＯＨＯ・起業家を成功に導く電子書籍販売ツールを提供・・インフォカート"

border="0">

</a>

<a href="http://www.olympos-pc.com/mem/?=41138" target="_blank">

<img border="0" width="100" height="60" alt="クリック!して下さい!"

src="http://millionaire.jpn.org/jpn/100-60olympos-pc.gif">

</a>

「コピーはここまで」↑↑↑

６）完了画面は何もしません。

７）「更新ボタン」を押します。

※この作業には５分もかかりません。
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以上で貴方の宣伝用サイト(フォーム付きホームページ)が完成しました！！

この【step１】が出来ましたら貴方の『おまたせ最新・ジェットマシン』

が９０％完成したも同然です！！

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【step２】登録サイトの紹介

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

ここでは、登録していただくサイトを紹介します。

貴方の収入はこのサイトから発生します。

「どうして登録して収入が発生するのか？」

はい、お答えします。

【step１】で完成した貴方のサイトのフォームからの申込み者が、貴方の登録

済

みサイトに登録する(貴方の紹介になる)からです！

今回登録するものは通称「出会い系」と呼ばれるモノではありません。

儲けるスキマはまさにここにあるんですよ。

ここでお伝えするサイトは無料会員登録で、

「１件１０００円以上」

という高額な紹介報酬で有名です。

誰でも知っているサイトであるが故に

迷惑メールや電話、情報漏れはありません！

だから安心ですね。
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Ｃｉｒｃｌｅ Ｎｅｔ

http://www.11396.net/v/10.html?CID=575733

ここへ登録して、宣伝の先を確保します。(とても有効な所です）

なにが問題かといえば、宣伝場所です。

宣伝にお金が掛かるので、そのためにこのＣｉｒｃｌｅ Ｎｅｔが、

一番よい効果的な場所だと知ったのです。

もちろん無料会員登録で、その宣伝掲示板に２時間に一度載せられます。

めるまがＴＵＲＢＯ

http://www.m-turbo.net/af.cgi?030-000449&3

同じ方法で、このサイトに登録します。

ここは少し効果的には、Ｃｉｒｃｌｅ Ｎｅｔよりおちますが、

自分でサーフをすれば、ポイントがつき無料で広告が貼れるのです。

あくまでＣｉｒｃｌｅ Ｎｅｔの、補助として使ってください。

ビズ クエッション

http://123direct.info/tracking/subaf/27171

アフィリエイター初回登録時に１，０００円プレゼント

あなたの紹介で登録されると、￥１０００がもらえます。

しかも、儲け系のものと違って

【法務サービス】のアフィリエイトサービスだから

紹介することで信用や信頼を失って不利益を与えることはありません。
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艇王

http://www.nt-1.com/cgi-bin/teio/index.cgi?ID=1537

名前の示すとおり、競艇のサイトですが、

もちろんあなたが競艇をするのではありません。(ホッ！）

このホームページへ行ったら、パートナー募集中のコーナーが、上にあります。

ポップアップの幕が出て、見難い時は×の窓でクリックすれば消えます。

ここは意外と優れもので、競艇の無料予想も(希望によってですが）

もらえて、その的中率は抜群だそうです。(私はやりません）

ここの紹介制度は、面倒見がよくサポートもしっかりしていますので、

サイトを申し込んで、中味をお読み下さい。(一応公共事業系です）

そして、振込みの期間が短いのです。

情報が売れて振込みが済めば、直ぐに売り上げマージンが振り込まれます。

本当にこれだけで稼ぐ方は、月に￥３０万をこえるそうです。

リキが入るでしょう。

かね福

http://www.kanehuku.jp/index.cgi?ID=z882001a&PG=affili

ここは女性が多いいのですが、もちろん男性でもＯＫです。

いわゆる関西系のサラ金のサイトですが、アフィリエイトに力を入れています。

紹介料もサイトで調べてください。

納得の行く料金です。

ＯＬの方で、月に￥５０万稼いでいる方がおられるそうです。

もちろん会社へは、内緒だそうです。
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saburimestore

2ティア獲得のチャンスです！

アフリエイター一人紹介で￥500

http://go.2ch2.net/u/Uz6Mb0

ここもはじまったばかりです、一人紹介で￥５００ですが、登録のチャンスで、

効果が望めます。

大いに宣伝しましょう、あなたの収入になるのですから。

小川ヤニクニ

自分が動かなくても、このサイトに登録していれば、

そこから登録された人が、働けば自分に報酬が生まれてくる。

色々勉強になるサイトなので、後から利いてくるさいとです。

登録の意義はありますので、このサイトを色々イジリまわすのも、

勉強になり、あなたのスキルも上がります。

http://www.123marketing.jp/testmarketer/index.php?jvcd=6398

------------------------------------------------------------

これでアフィリエイト登録は終了ですお疲れさまでした！

これらのサイトにあなたが登録することで私は儲かります。

あなたも、あなたのサイトのフォームから資料請求した人が登録することで儲

か

ります。

あなたのサイトのフォームから資料請求した人も次の登録者で儲かっていきま

す
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！どんどん儲かるシステムが構築されていきます！

ですからこの情報を惜しみなく与えてあげてくださいね。

(あなたのため、私のため、次の人のため、、、、、、)

無料でばら撒けば、ばら撒くほど儲かるシステムになっています！

これであなたも毎日５０００円以上稼げます！

でも、これは１日数個だけ無料配布した場合の話ですよ！

有料広告１回数百円（１０００～２０００回クリック保証）で一回だせば大体

１００名は資料請求がきます。

その中の５名が登録したとしても…

実際は、こんなものではありません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【３】自動返信メールの設置 ← １番大事なところ！！

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

それでは、いよいよ一番肝心な返信メールを設定します。

これを設定しないとせっかくあなたのサイトのフォームから申込みがあっても

相手には何も届きませんから！

【step１】で登録した『ふぉーむらん』にログインして

「返信メール設定」を押します。

本文に、今あなたが読んでいる、このメールの内容を全て

コピーして貼り付けて下さい。

その際に、無料登録したあなたのＵＲＬに書き換えます。

最初の問い合わせのアドレスも忘れずにあなたのアドレスに書き換えます。

自分の名前も忘れないでね。
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もちろん、あなたが登録していない部分は、そのままでよいでしょう。

でも自分の報酬になるのですから、なるべく登録しましょう。

メールの内容を貼り付けたら→「更新ボタン」を押します。

お疲れさまでした！

これであなたの『おまたせ最新・ジェットマシン』が完成しました！

さあ、後は宣伝するだけです。

あなたのサイトのフォームから申込みがあった場合には、

申込者に対して自動でこのメールの内容全てが送られます。

更に、自分には「＜管理者コピー＞投稿受け付けました」として相手からの投

稿情報が送られてきます。

問い合わせが来たときには対応を忘れずにしてあげてください。

宣伝の前に必ず自分で「動作確認」をしてください。

出来た申込みフォームの動作確認を必ずすること！

------------------------------------------------------------

この「完全自動化システム」がマスターできれば、このビジネス

だけでなく、他のビジネスにも応用できますので

少し面倒でも頑張って下さい。

------------------------------------------------------------

出来てしまえば後は【広告宣伝】に専念するだけで、

遊んでいても寝ていてもパソコンが勝手に稼いでくれます！

メールをチェックして、申込みの確認をするだけ！

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【step4】さあ、宣伝しよう！

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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あとは以下の方法を利用して、この

『おまたせ最新・ジェットマシン』を宣伝して下さい！

（注）自分で既に、宣伝する方法をお持ちの方は、この章は

読み飛ばして頂いて結構です。

★ 超お勧め ★

「リードメール広告」

下記３サイトは会員数も多く、すぐに効果が現れます！

広告料も数百円で済みます。

宣伝効果抜群なので、一つだけでも十分ですが、

それだけで満足できない方は、

多くのリードメールで宣伝すると良いでしょう！

このシステムは簡単ですから、反応がすごいですよ！！

どのリードメールもまずは、無料で会員登録をします。

その後、広告を申し込み、数百円で広告を発注します。

代金はイーバンク銀行等から支払います。

数十分で入金が確認され、すぐに広告メールが送信されます。

リスク（といっても数百円ですが）を取って、ネットビジネスを開始したとい

う

実感を是非とも味わって頂きたいと思います。

◇ 流石メール ◇

http://go.2ch2.net/u/6TqQ7P

◇ 一番めーる ◇

http://go.2ch2.net/u/PXCf37

◇ 西成広告電信◇

http://go.2ch2.net/u/S6VaaV
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------------------------------------------------------------

これで毎日、確実に５０００円以上の収入になります。

有料広告で宣伝すれば、使い切れないお金が手に入ります。

これが、インターネット・ビジネスです。

誰にも知られず、お金持ちになってください。

これらに登録すると仮登録のメール等が来ますから、

本登録をして、あなた専用のＵＲＬにそれぞれ書き換えてくださいね。

コピー&ペーストをすると確実です。

私のＵＲＬを消すのを忘れないでください。

宣伝する方法は上記のトラフィックエクスチェンジ、

リードメールの他に無料のビジネス系掲示板があります。

メルマガの無料投稿と無料一括投稿は膨大なメルマガに登録されますからメー

ル

にめげない人ならどうぞおやりください。

【めるふぉ】の■TOPにある、あなたのＵＲＬでいっぺんに宣伝するのが効果的

で

す。

単独にそれぞれするのも効果的ですが、複数のＵＲＬの書き込みが出来ない掲

示

板もありますから、注意事項をよく読んでくださいね。

後、イーバンク銀行の口座を開設しましょう。

イーバンク銀行ホームページ http://www.ebank.co.jp/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

【最後に・・・】

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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『おまたせ最新・ジェットマシン』で成功する一番

のポイントは宣伝です。

『おまたせ最新・ジェットマシン』

がどんどん増えてきたとき、

他の人と同じ宣伝文では効果が段々なくなってきますので、

できれば自分のオリジナルで挑戦していきましょう!

この度は 『おまたせ最新・ジェットマシン』の

資料を請求していただき誠にありがとうございました。

-------------------------------------------------------

もっと儲けたいあなたへとっておきの情報です！！

-------------------------------------------------------

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

私も実際に今収入を得ている情報です

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

saburimestore

2ティア獲得のチャンスです！

アフリエイター一人紹介で￥500

ｈttp://go.2ch2.net/u/Uz6Mb0

ビズ クリエイション 法務系無料登録

【不労所得】がどんどん増大していきます。

獲得方法はとてもカンタンで、

下記 URLをご紹介いただくだけです。

http://123direct.info/tracking/subaf/27171
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以上の情報が私から登録してくださった皆様へのプレゼントです☆

がっつり稼いでください！！がんばりましょう！！

◎新しいメンバーの募集始めています、チャンスですよ！無料登録の

アニメーション広告を見るだけで、 確実に得するサイトを見つけました。

私も登録しているので、試しに利用してみては。

登録用のＵＲＬは、

http://go.2ch2.net/u/4vew1q

バカ売れ情報商材を作る４つのポイントをあの有名な

小川忠洋氏からまなぶ ・・・・・

無料お試しの商材もごらんになれます！

http://tinyurl.com/2tlr8e

[ 投稿内容 ]

2007/12/06 14:57:36

おなまえ : 乾 勲

メールアドレス :

inui882001@yahoo.co.jp

通信欄 :

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 激増 レポートの図書館 無調登録

http://www.gekizou.biz/join.php?aid=3104

◆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールはフォームシステムより自動送信されています。

無料メールフォーム【ふぉーむらん】http://www.formlan.com/
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以上の画面で、赤字のところは、あなたの名前と、各サイトＵＲＬをあなたの

ものに、書き換えはめこんでください。

緑のところは消してしまう所です。(私が消しても良かったのですが）

つまり削除する所ですから、ご注意してください。

◎ 一応これで、形になったと思うのですが、ご自分のメール文を見て見落と

しがないか、何度も再検査してください。

あまり細かい所は目立たないと思うのですが、人は思わぬところに気付くもの

です。

私の見本に出したこのメール、そこにも何箇所か間違いがありました。

直ぐに訂正しておこうと思っています。

このメールの中味、特に新しい情報サイトを得たら、あなたの手でプラスした

り、マイナスしたり調整を図っても良いのです。
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さいごに一番大事な宣伝方法

宣伝が一番大変なのです、このレポートもそこに眼目があるのです。

最初に、サークルネットに登録いたしました。

めるまがターボにも登録いたしました。

この二箇所で宣伝開始しますが、サークルネットには頻繁に、

２時間たてば、また無料で掲示板へ宣伝できるのです。

ここで掲示板を見る人たちは、ネットビジネスをしている人か、

これから始める初心者なのです。

情報には人一倍興味を持っていて、情報にトライし易い方々なのです。

そうです、中味の濃い人たちの集まる場所へ、無料で広告できるわけです。

私も事実を言えば、ここの宣伝で多くの人たちから、資料取り寄せてもらいま

した。(感謝！）

私は、二時間ごとに(ぴったりではありませんが）二日目に５人も

資料取り寄せのメールが届きました。

一方、めるまがターボのほうは、目立つ効果を感じていませんが、

サーフ広告を見ていると、だいぶ情報があるのです。

手動サーフなので，その情報を見ながら、ポイントを稼ぎサーフの

広告であったり、掲示板の広告に載せているのです。

多くのお客さんがいるので、きっと効果が出ると思って、焦らず広告を

打っています。
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ところで、サークルネットも、めるまがターボも、もちろん紹介ポイントはあ

るのです。

サークルネットの紹介は、半端でないのです。

そんな事も踏まえて、サークルネットには力を入れて、広告を出しましょう。

なにしろ無料なのです。

根性をいれて頑張ることが大事なのです。

萎えそうになったら、メール下さい・・・・（応援している私が居ます！）

私は今まで・・・気づかないことが多くありました。

自分の足元にある金のなる木を、それに気付かず放っておいたのです。

あなたはそれに気付いたのですから、後は頑張りこれで収入を得たら、

リードメールの広告を打ち、おおきく利益を広げてください。

段階的に上へ上り始めたら、勢いがだんだんついてきます。

知らぬうちにあなたの力も”スキル”も付いてきます。

ある日ふと気付いたら、きっと自分に驚くときが来るはずです。

がんばりましょう、これをご縁に私も一緒に進歩してゆきます。

皆様に負けぬためにも。

さいごの最後・・・・

もうあなたのメールなのですから、あなたがご自分で稼ぐのです。

あなたのご健闘を祈っております。

基礎が理解できたら、あなたの思いのままアレンジしても良いのです。
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急ぎ制作いたしたレポートゆえ、ところどころにおかしな表現も

あるかと思いますが、お許し下さい。

どうしても分からぬところは、下記のメールにて「質問」と題名して

送信して下さればお答えいたします。(アドレスをコピペしてください）

文章や文字間違いが、あるやも知れませんが、お許し下さい。

ありがとう御座いました、レポートをお読み頂き、

ここより感謝いたしております。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ＰＲ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私が主催いたし発行している、無料レポートのメルマガです。

無料レポートがご覧になれますので、ゲットしてお役に立てていただければ。

どうぞご購読いただきますよう、お願いいたします。

『子供の教育』

http://go.2ch2.net/u/FBe8Mf

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

乾 勲

Inui882001@yahoo.co.jp

http://go.2ch2.net/u/FBe8Mf

