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夢叶え隊倶楽部 

 

完全無料！ 

月に 30 万円以上稼げる盲点ビジネス 

～ 高額小遣い稼ぎの裏わざ公開 ～ 



「月に 30 万円以上稼げる盲点ビジネスマニュアル」 

 
はじめまして、この度は「月に 30万円以上稼げる盲点ビジネス」に興味をもっていただきまして 

どうもありがとうございます。 
 
  このマニュアルは、間違いなくあなたの口座に報酬が振り込まれることをお約束できるものとなっ 
ております！！ 

 
  振り込みも末締め翌月とかではなく、毎週ですＹｏ！！ 
 
  よく「稼げます!」とか言ってもなかなか報酬が振り込まれないサイトを紹介してる人が非常に多 
いですよね！！  

 
あなたにはそのようなご経験はないですか？ 

 
   最後にそういうサイトの一部を紹介しています。（ご参考に） 
 
 
   でも、ご安心！これは間違いなく必ず収入が発生します！！間違いありません！！ 
 
   お金が欲しければ、絶対やってください☆ タダですから！ 
 
   やらなければ何もはじまりません。 何でもそうですが…。 
 
   無料で始められて実行すれば「絶対」稼げますので試しにやってみて下さい！！ 
 
   面倒なあっちこっちへのサイト登録もありません。これだけです。 
 
 
    ただ、実行から翌日にお金を入手するには、次のものが当然必要です。 
 
    携帯電話＆銀行口座です。 
 
   もし、何かがかけている場合は、このマニュアルは実行できません。 
 
   銀行はイーバンク銀行をお薦めします。他のネットバンクでも当然構いません。 
 
   ただ登録する場合にイーバンク銀行しかだめなサイトもあるので開設しておいた方がお得だとい

うことです。 
 
   すぐに入金の確認が（家で）できるのは、何とも嬉しいものですよ♪ 
 
 
◆イーバンク銀行 
 http://www.ebank.co.jp/p_layer/tg/top.html 
      
  ネットビジネスをしている人は、１００％と言ってよいほどイーバンク銀行の口座を開設していま

す。 
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  ２４時間振込み、入金が可能ですしイーバンク銀行同士のやり取りでは手数料が発生しません。 
  
  まだイーバンク銀行に口座をお持ちでない方は、今後のこともありますので、必ず口座を開設しま

しょう。 
  
  持っていない方は、とりあえずお持ちの銀行口座を使用し、あとで変更すると良いと思います。 
 
◆ジャパンネット銀行 
  https://ssl3.topica.ne.jp/tgate8/index.html 
    
  ※ネットバンクの口座開設には、時間がかかります。 
  
  これ以後各サイトに登録する際に口座が必要になりますが、とりあえずは、他の銀行の口座を使

用しましょう。 
   
 
  イーバンクの口座が開設されましたら、各サイトの入金口座をイーバンクに設定変更すると良い

です。 
 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
具体的な作業(設定)のしかた 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
   まず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。 
 
 
   内容を簡単に説明しますと・・・ 
 
 
    まず、あなた専用の無料の自動返信メールを準備し宣伝を開始します。 
 
 1）申込みがある⇒相手の方に【自動でこの資料が送付】される 
 
 2）申込者がこのノウハウ内容を実践することにより、 
   【自動で登録者】が構築される 
 
 3）申込者が宣伝を開始⇒組織が自動的に広がっていく 
 
   これはバイラルマーケティング（口コミ）を使った組織構築法というもので、一般的には最も早く

組織が構築されるシステムです。 
 
 
  では早速、フォームの作成に取りかかりましょう！ 
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‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
 １）「ezform」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。このようなサイトは他にもありますので検索して使いやすそう

なのを選んでもらって結構です。どこでもやり方は、ほとんど同じですから。 
   下にいくつか紹介しています。 
 
      ▼   ▼      
      http://ezform.cc/ 
 
 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。 
 
   するとこんな感じで宣伝ページが出来上がります。↓ 
    
      http://don.jp/ezform103/20286/form.cgi 
 
 ３）登録が完了すると、『【重要】「ezform」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』をクリックして、 
   フォームを作成していきます。 
 
  「タイトル」「背景」「文字スタイル」などは、後で何回でもあなたの好みで更新できますから、今

はそのままで大丈夫です。 
 
  ★「入力画面」のヘッダー部分に、 
  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。 
 
「コピーここから」 
 
 <table bgcolor="#ffcccc" cellspacing="0" cellpadding="0" 
 style="font-size:15px;"><tr height="15"><td bgcolor="#ffaaaa" 
 width="15"></td><td></td><td 
 bgcolor="#ffaaaa" width="15"></td></tr><tr><td></td><td 
 bgcolor="#ffeeee"><div style="margin:10;"><I><B><FONT SIZE="5" 
 COLOR="#ff1493">月に 30万円以上稼げる盲点ビジネス</FONT></B></I> 
 </div></td><td></td></tr><tr height="15"><td bgcolor="#ffaaaa" 
 width="15"></td><td></td><td bgcolor="#ffaaaa" 
 width="15"></td></tr></table><BR><BR> 
 最近、よく出回っている無料で稼げる情報がありますが、それは本当に正しい情報でしょうか？

<BR><BR>無料だからとやってみたのはいいけど、本当に稼げていますか？<BR><BR>お金はちゃ

んと振り込まれていますか？<BR><BR>やるだけ虚しく、無駄になっていませんか？

<BR><BR><BR><FONT SIZE="5" COLOR="#ff0000"> 
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 もう稼げない情報に騙されるのはやめませんか！？</FONT><BR><BR>稼げないには 
 確かに努力不足や知識不足もあるかもしれません。<BR><BR>でもいくら頑張って 
 も報酬がいつまでたっても、もらえないってことも少なくないんです。<BR><BR>こ 
 れは、私が今まで色々やってきて経験してわかったことです。<BR><BR><BR> 
<FONT SIZE="5" COLOR="#ff0000"> で も こ れ は 違 い ま す ！ 真 に 本 物 で す ！ ！

</FONT><BR><BR><FONT SIZE="4" COLOR="#ff1493">1回で 7000円＋αが何回でも稼げるだ

けではなく、当たり前のことですが、<BR>確実に必ず、あなたの口座にお金が継続的に振り込まれ

るようになります！！</FONT> <BR><BR><FONT SIZE="5" COLOR="#ff0000">それも毎週がお

給 料 日 に な り ま す ！ ！ </FONT> <BR><BR><table bgcolor="#000000" cellspacing="1" 
cellpadding="15" width="400"><tr><td bgcolor="#ffeeee" align="center"> 
<div align="right"><table style="font-size:12px;" width="80" cellspacing="0"><tr> 
<td>NO.1</td></tr><tr><td bgcolor="#ff1493" height="1"></td></tr><tr> 
<td>DATE 6 ・15</td></tr><tr><td bgcolor="#ff1493"height="1"></td></tr></table></div><table 
 style="font-size:12px;line-height:16px;" width="100%" 
 cellspacing="0" cellpadding="4"><tr><td height="10"></td></tr><tr><td 
 bgcolor="#ff1493" height="1"></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td 
 bgcolor="#ff1493" 
 height="1"></td></tr><tr><td> 
 １．まず、下記のアドレス入力フォームにメールアドレスを記入</td></tr><tr><td 
 bgcolor="#ff1493" height="1"></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td> 
 ２．メールを確認。</td></tr><tr><td bgcolor="#ff1493" 
 height="1"></td></tr><tr><td> 
 （マニュアルになっています。メールで説明できる範囲の簡単なマニュアルです。） 

</td></tr><tr><td bgcolor="#ff1493" height="1"></td></tr><tr> 
 <td>３．マニュアルにしたがって簡単な作業をする。</td></t!r><tr><td bgcolor="#ff1493" 
height="1"></td></tr><tr><td>４．あとは毎日 10分程度の 
 作業・確認などをする。</td></tr><tr><td bgcolor="#ff1493" 
 height="1"></td></tr> 
 ★★たったのこれだけです！★★<tr><td></td></tr><tr><td bgcolor="#ff1493" 
 height="1"></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td> 
 </td></tr></table></td></tr></table><BR><BR><BR> 
 <U><FONT SIZE="5" COLOR="#ff1493">これを始めるのは完全無料！！リスクもあ 
 りません！！</FONT></U><BR><BR> 
 誰でもできるようにわかりやすく、何ページにも渡っての説明もありません！<BR><BR> 
 「月に 30万円以上稼げる盲点ビジネス」マニュアルは、<BR><BR>こちらにメールアドレスを記入

するだけですぐに届きます！！<BR><BR> 
 
 「コピーここまで」 
 
   ※自分の体験談などを入れたりして、あなたが自由に文章を変えてもＯＫです。 
 
 
 ５）確認画面・完了画面のヘッダーには、今は何も入力しなくて大丈夫です。 
 
 ６）「送信確認設定」には、表示するにチェックして下さい。 
 
 ７）「更新ボタン」を押します。 
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   ※この作業には５分もかかりません。まずはここまでやってくださいね。 
 
  ＊その他『ezform』以外の自動返信メールを無料で貰えるサイトは、 
 
 ・ふぉーむまん（http://www.formman.com/） 
 ・フォームプロ（http://www.formpro.jp/index.html） 
  ・ふぉーむらん（http://www.formlan.com/） 
 
 などが有りますので、自分で使い勝手の良いサイトを利用して貰えれば良いと思います。 
 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
報酬をもらう為のサイト登録手順 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
  ★PCでもアフィリエイト登録が可能、認証に携帯が必要となります。 
 
 ◆『ハッピーメール』       
    http://www.happymail.co.jp/?af2968569 
  (例・http://www.happymail.co.jp/?af●●●●●●●）  

 
 ◆『ワクワクメール』 
    http://550909.com/?f3255095 
   (例・http://550909.com/?f●●●●●●●） 
 
 ◆『ＰＣ☆ＭＡＸ』       

     http://pcmax.jp/rm22491 
  (例・http://pcmax.jp/rm●●●●●●●）  

 
◆『ミント C！Jメール』       

     http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3qgf877dj7z2enckcbncoy 
   (例・http://mintj.com/?mdc=991&afguid=●●●●●●●）  
 
 ◆『ｂｏｏｉｂｏｏ』    
     http://pc.booiboo.com/flame/content.php?X3834439 
  (例・http://pc.booiboo.com/flame/content.php?●●●●●●●） 

 
 ◆『ＡＳＯＢＯ』 
   http://aso-bo.com/index.php?nb=v52790247 
   (例・http://aso-bo.com/index.php?nb=●●●●●●●） 
 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
   もう有名なので、知ってる人も多いかもしれません。 
 
  すべて有名で優良な出会い系サイトです。 
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   出会い系サイトと聞くと一瞬たじろぐかもしれませんが、全く問題ありません。 
 
   ここのアフィリエイトを利用するだけです。 
 
   出会い系ってだけでやる人は少ないのは事実です。 
 
   しかし、登録サイトが出会い系サイトというだけで、デメリットになるようなことは全くないんで

す。 
 
   しかも報酬も高額！です。ハッキリ言ってやらないともったいないんです。 
 
   逆に言えば、みんなが目を向けてない分野だから、こんな出会いサイトが稼げるなんて知らないの

でチャンスです。 
 
 
 １）上記ＵＲＬをクリックして頂き、まずは無料会員登録をなさって下さい。 
 
   登録の際に、携帯電話の番号認証があります。 
 
   不正の番号登録を防ぐためです。番号違いの無いようにご注意下さい。 
 
   認証は、登録した携帯から指定の番号へ電話を掛けることで全てコンピューターが行いますので、

誰かと話したり、ややこしい手間など全かかりません。ダイヤルすれば『確認致しました。』という、

自動音声が流れ、それを聞いて頂くだけでホンの５～６秒で切れます。 
 
  
     ※これは同じ人が多数のメアド使っての二重登録や不正を防ぐ為のものです。 
 
   登録後、やっぱり止めようと思ったら、すぐ退会できます。 
 
   でも、あまりの収入の良さに止める人はまずいないと思います（笑） 
 
   迷惑メールや電話連絡などの心配は一切ありません。 
 
   完全優良サイトのみ厳選したため、100％保証します。 
 
   実際、私の所にそのようなものが来た事は一度も無いです。たまにはメールが入りますが迷惑に

感じることはありません。 
 
 ２）無料登録が完了したら、早速アフィリエイトを開始します。 
 
   登録後、再度先ほどのサイトトップページからログインして下さい。 
 
   メンバー専用ページのメニューに【アフィリエイト】という所がありますのでそこから「利用規

約」にいきそこで『紹介用ＵＲＬ』を取得して下さい。 
 
   それを色々なサイトの掲示板に貼ったり、少しでも多くの友人知人にご紹介なさって下さい。 
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   あなたのＵＲＬから無料登録された会員数に対し、以下の通り報酬が受け取れます。 
 
３）ふつう登録すればそれで OK と思いますが、ここで確実に振込まれる裏技を！ 
    登録後、1週間ぐらいはサイトに訪れて、プロフィール（簡単に、よろぴく！ ぐらいの内容） 

を作成し、ポイントをすべて（でなくてもいいですが）消化しておきます。 
    掲示板を見るだけで消化されます。 
    
 を、しておくとアフィリのみの目的でないということで振込まれやすくなります。 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
    ◆『ハッピーメール』       
       http://www.happymail.co.jp/?af2968569 
 
    ◆『ワクワクメール』 
       http://550909.com/?f3255095 
   
     一人の無料登録で 1500円がもらえます。  
     5000円以上になると、換金請求が出来ます。 
     請求後、わずか２～３日で指定先に振込みをしてくれます。 
 
   ◆『ＰＣ☆ＭＡＸ』       
      http://pcmax.jp/rm22491 
 
     ＰＣ☆ＭＡＸは唯一パソコンだけで、登録→紹介者獲得ができるサイトです。 
       他のサイトは、携帯電話の番号を使って認証しなければなりません。 
       一人の無料登録で 1000円がもらえます。５日後に指定先に振込みをしてくれます。 
  
  ◆『ミント C！Jメール』       
      http://mintj.com/?mdc=991&afguid=3qgf877dj7z2enckcbncoy 
 
     一人の無料登録で 1500円がもらえます。 
     毎月 10日締めの当月末振込 
     毎月 25日締めの翌月 15日振込 
 
  ◆『ｂｏｏｉｂｏｏ』    
      http://pc.booiboo.com/flame/content.php?X3834439 
 
      一人の無料登録で 550マイルが貰えます。 
     5,000マイル以上になると、1マイル 1円として換金請求出来ます。 
     毎週日曜日〆の火曜日に銀行振込されます。 
 
 ◆『ＡＳＯＢＯ』 
    http://aso-bo.com/index.php?nb=v52790247 
 
        一人の無料登録で 1500円がもらえます。 
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‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 

自動返信メールの設置 
‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 

 
  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！ 
 
   先ほどと同じように「ezform」にログインして「返信メール設定」ボタンを押します。 
 
  本文に、今あなたが読んでいる、このマニュアルの内容を全てコピーして貼り付けて下さい。 

 
   最初から最後まででもいいですし、一部分コピーして使うのも OK です ! 
 
   
 ＊この時に注意！！！＊ 

 
   登録済みのサイトの「紹介用ＵＲＬ］を、必ずあなたの「ＩＤ」に、すべて書き換えるのを忘れな 
いで下さい！！ 
 （例・http://・・・・・・・・・・・・●●●●●） 

 
   それぞれの URL の●部分の変更を必ずして下さい！！ 
 
   メモ帳にコピーしておいた方はそれを使えば簡単ですね！ 
 
   メールの内容を貼り付けたら→「更新ボタン」を押します。 
 
   宣伝の前に必ずご自分のメールアドレスに送信して「動作確認」をしてくださいね。 
 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
宣伝しよう！ 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
  （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。 
 
  下記のお勧めサイトの会員に登録しましたらサイトの［紹介用ＩＤ］も、あなたの「ＩＤ］に書き

換えることをここでも忘れないで下さい 。 
 
  あなたの紹介で登録された方も、当然のごとく、この方法は有効です。 
 
  そしてここが一番重要なのですが、この方法は基本的に誰もお金が掛かりません！ 
 
  だからみんなが登録する、稼げるということなのです。 
 
  収入は、1日数ヶ所の掲示板への書き込みだけでも、多くの方々が無料登録をされます。 



「月に 30 万円以上稼げる盲点ビジネスマニュアル」 

 
  はっきり言って、これだけの高報酬額が無料で稼げるのですから、実践しない手はありません！ 
 
   毎日少しずつ宣伝していけば、100人なんて本当にあっという間です。 
 
   あなたの説明文とホンの少しの努力だけで、確実に高額収入が得られます！ 
 
   後はあなた次第です。あなたの宣伝で限りなく稼げます。 
 
   では、あなたもぜひ頑張って下さい！ 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 

 ＊「掲示板」への書込み宣伝方法の例 ＊ 
 
   沢山ある掲示板のその中でも最も旬なのは次のサイトです。 
 
 □■ Circle Net（サークルネット） ■□ 
    ⇒ http://www.11396.net/v/10.html?CID=kuraris 
     （例・http://www.11396.net/?CID=●●●●） 
 
  今国内で最も斬新で強力な最新型広告ネットワークサイトです。 
 
  間違いなく大ブレイクの雰囲気がムンムン、話題騒然です！ 
 
   このサイトに参加した人は「Circle Net ビジネス掲示板」になんと無料で！ 
 

 宣伝する事ができます。 
 
  広告費を使うことなく、無料で半永久的に宣伝することが可能になるのです！ 
 
  しかもこの掲示板を見る人は真剣に新しい情報を求めている人ばかりです。 
 
  ビジネスに強く関心のある人達に対して宣伝が出来る訳ですからその宣伝効果は計り知れません。 
 
  いろんなサイトの広告で「あなたは宣伝するだけ」という言葉をよく目にしますが、その宣伝が一

番むずかしいのがネットビジネスです。 
 
   皆様の中にも同じ経験をされた方がいらっしゃると思いますが、広告貧乏から広告マスターへの転

換を計らなければなりません。 
 
   何度も言いますが、無料で登録、無料で無限に宣伝できるということです。 
 
 しかも掲示板を無料で使えるだけでなく、会員紹介ボーナス、 

 
 広告取次ぎマージン等の魅力的な報酬もゲットできます。 

 
 （有料会員コースもありますのでどちらのコースを選択するかは 
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  あなたご自身の判断にお任せします♪） 
 
 
 ↓↓サークルネット登録＆詳細はこちら。↓↓ 
   ⇒ http://www.11396.net/v/10.html?CID=kuraris 
      （例・http://www.11396.net/?CID=●●●●） 
 
 
 
 ↓《広告文・例》↓ 
 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 【即金収入】毎週２回”報酬があなたの口座に振込まれます！ 

 
   凄い情報です！！ 

   入金は週２回！ 
   リスクゼロ 
   実行すれば必ず稼げます！！ 
 
   今まで稼げなかった方、これが挽回のチャンスです。 
  マニュアルを自動返信で送ります。 

   勿論無料です。 
 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
  自分の HP やブログで体験レポートをしていくこともすごく効果的です！ 
 
 ブログだと、HP 作成の知識がまったくなくても開設できますからぜひ挑戦してみてください！ 
 
 mixiも上手に使えばかなりの宣伝になります。 
  
 「副業」や「アフィリエイト」などでコミュニティを検索すると沢山でてきます。興味がある人ばか

りが集まっています＾＾ 
 
 
  今はリードメールやトラフィックエンジンサイトなどでも、宣伝できます。 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
★配信数の多い有名なところは、 
 
【西成広告電信】 http://nkmail.biz/?r=nishinari3 
 
【流石メール】 http://sasuga.biz/pages/index.php?refid=kuraris 
 
【一番メール】 http://1banmail.com/pages/index.php?refid=1ban3 
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【宣伝板 TURBO】 http://www.s-turbo.com/index.php?id=2745 
 
【オレンジトラフィック】 http://orange-park.jp/?ref=24551 
 
【めるまが TURBO】 http://www.m-turbo.net/af.cgi?042-001287&1 
 
【アップアクセス】 http://www.upaccess.jp/upaccess.php?ref=10015 
 
【もっとアクセス UP】 http://zddnet.gotdns.com/accessup/signup.asp?ref=42585 
 
【オープンアクセスアップ】 http://www.open-accessup.com/?intr_num=2974 
 
【ＤＣ通信】 http://downclub.biz/pages/index.php?refid=kuraris 
 
などは、配信数が多い分反応がいいです。 
 
 
その他、お奨めとして 
 
【オレンジめーる】 http://orangemail.org/m_entry.cgi?rid=pages&sid=orange3  
 
【Noble  Mail】 http://noblemail.bz/pages/index.php?refid=noble3 
 
【Vari2-Mail】 http://vari2-mail.com/pages/index.php?refid=varimaster 
 
【Rush-Mail】  http://www.e-rushmail.com/pages/index.php?refid=rushmasuter 
 
【ウリ坊めーる】 http://uriboumail.com/pages/index.php?refid=uriuri3 
 
【ペットンメール】 http://pettonmail.com/pages/index.php?refid=petton3 
 
【白くつしたのナッツ】  
   http://ntsinfo.dynalias.com/whitesocks/index.jsp?refid=whitenut3 
 
【Luxury Mail】 http://luxury-mail.biz/pages/index.php?refid=luxury3 
 
【ひまわり】 http://k2himawari.net/pages/index.php?refid=kuraris 
 
【スピードトラフィック】 http://speedtraffics.biz/pages/index.php?refid=kuraris 
 
【Bomber-EX】 http://ex.bomcity.com/in/bomber3 
 
【X-MAIL】 http://1x-mail.com/pages/index.php?refid=xmail417 
 
【みつけてネ】 http://www.mitsuketene.jp/web/index.php?refid=mitukete3 
 
 これらのサイトは、広告媒体として一つでも多くの登録をしておくと良いのですが、他のメールも

たくさん届きますので、どこでもいいので別のメールアドレスで登録しておくと良いでしょう。 
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‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 

★おすすめポイントサイト（付録）★ 
‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 

 
◆クリックポート（超オススメ） 
  http://www.acport.com/addclickport.cgi?pid=1203035450 
 
 このサイトだけを紹介しているものもあります。是非登録しておくべきです。 
 
◆ＧｅｔＭｏｎｅｙ（超オススメ） 
 http://dietnavi.com/?id=1094506 
 
  自分で無料サイトに登録するだけでお小遣いになります。 
  頑張ると、3-5万円になります。 
  高額現金獲得メールがたくさん送られてきます。 
  友達紹介もでき、他のリードメールと違いメールを読むのに 
  時間待ちをしなくてよいので効率的でお勧めです。 
  なお、自分の紹介者がポイントを獲得した場合、 
  その"半分"が貰えますので、何もしなくても増えていきます。 
  こんなお得なサイトはありません。 
  無料会員登録のところから登録しましょう。 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
◆キャッシュバックモール（超オススメ） 
 https://www.cashback.ne.jp/cgi-ssl/index.cgi?aid=10131539 
 
 ☆高額還元☆紹介者がキャッシュバックモールで得た報酬の 30%を獲得できます。 
 
◆ラッキー☆ポイント（超オススメ） 
 http://www.lucky-point.com/?x=156 
 
 ラッキーポイントは、メール、会員登録、資料請求、キャッシング等で 
 ポイントを獲得できるポイントサイトです。 
 紹介者制度がとても充実していて、50％－20％－10％－10％－10％ 
 の強力な報酬体系が魅力です。 
 
 貯めたポイントは、現金で「キャッシュバック」！（振込手数料は無料） 
 
◆Point Get Mail（超オススメ） 
  http://pointgetmail.jp/pointget3/ 
 
  広告クリックでポイントがたまるだけでなく、メールフォームが使えます！ 
 
◆情報起業家・アフィリエイター募集中！【インフォジャパン】（登録だけで１０００円） 
 http://www.infojapans.jp/link.php?t=a&i=A0000853 
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◆情報起業家・アフィリエイター募集中！【インフォスタイル】 
 http://www.info-style.co.jp/index.php?user=1204876927 
 
 ここは、情報商材をブログアフィリエイトするときに役立ちます。 
 まだ他にもありますが、ご自由に！！ 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 
ただ、 
『たくさんのサイトに登録するのは面倒だ』という方もいらしゃると思います。 
 
 私も面倒な入力作業は嫌いです。 
 
 そこで、入力作業を簡単にする以下のツールを使います。 
 
 これで入力作業を大幅に軽減することができます。 
 
 具体的な操作方法は、それぞれのサイトに詳しい説明がありますので、そちらをご覧下さい。 
 
 
◆ロボフォーム 
 → http://www.roboform.com/jp/ 
 
◆ID Manager 
 → http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se178553.html 
 
◆aiBAR2005 
 → http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se366961.html 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
  
 
 
 
 
 
 

‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆‥…━━━━━☆ 
 
  お疲れ様でした。いかがですか？ 
 
 このマニュアル通りに、ぜひ実行してみてください。 
 
  絶対稼げるはずです！ 報酬は必ず入ります！ 実証済みです！！ 
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 最後に・・・・ 
 
 「1回で○○円稼ぐ方法」 
 「毎日○○円振込があります」 
 「初期費用 0円で 1ヶ月○○円稼ぐ」 
 「○○円が何度でも振り込まれる方法」 
 「ミ○オン○ッター」 
 
 などなど・・ 
 
 今いろんな無料配布の紹介報酬型アフィリエイトの稼ぎ情報が出回ってますが、一度は目にしたこ

とがありますでしょうか？ 
 
  しかも最近はこのような類似の情報がたくさん出回っているため 
 
 「同じ様な物がありますが他とは違います。」と書いてある情報も少なくないですが、ハッキリ言っ

てほとんど同じです。 
 
 きちんと登録するサイトの説明を読めばそれはわかるはずなんですが 
 
  情報に「ココを紹介すれば報酬がもらえます」と書いてあるので、初心者の方は特に情報の通りに

信じて、紹介すればお金がもらえると思ってしまっていませんか？ 
 
  確かに登録サイトにも紹介報酬○○円と書いてありますが 
 
  紹介しただけでは報酬が発生しないのも事実なんです。 
 
  紹介した相手が、また紹介活動や登録サイトの有効な活動を行っていない限り報酬は成約にならな

いサイトもあります。 
 
  中には詐欺サイトを紹介してる情報もあります。 
 
  これには実際紹介活動をして、報酬がもらえる金額に達するときにならないと気づかない場合がほ

とんどですので、一生懸命宣伝したのに、あれ？！ということになってしまいます・・・ 
 
  これって悔しくないですか？時間の無駄だと思いませんか？ 
 
  知らないで宣伝活動をしている人が沢山います。 
 
  優良だから安心♪と紹介されても簡単に自分に報酬発生しなければやっていても意味がありません。 
 
  それが、普通に自分のサイトやブログに利用する為のアフィリエイト活動希望の方なら別です。 
 
  いずれにせよ紹介した相手が必ずしも、自分と同じように活動するとは限りません。 
 
  せっかく登録してくれてもその人がきちんとやってくれないと自分にも報酬がもらえないんですか

ら。 
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 ★コムズリンクスタッフ 
  紹介報酬１０００円。 
  すご～く有名な優良なサイトですよね。 
  でも紹介しただけではお金はもらえません。 
  紹介した相手が有効な活動を行っていれば成約になります。 
  私はここを紹介して何人も登録していただきましたがここ３ヶ月で成約はたったの１人です。 
  ３ヶ月前に登録していただだいた分は今でも進歩中のままでいつまでも成約にはなりません・・・ 
 
 ★クリックスター 
  登録時３０００円もらえ紹介報酬１０００円～ 
  TOP ページの説明をよく読んでください。 
  パソコンから紹介しても対象外です。 
  携帯紹介 URL をクリックしても変なサイトにランダムに飛ばされるだけです。 
  登録時に３０００円プレゼントされますが換金報酬に達しないともらえません。 
 （というかもらえるのか？？（汗） 
 
 ★クリック NO.1 
  1クリック５０円。 
  いつまでたっても換金金額に達しません。 
 １クリック５０円って書いてますが、クリック数が少ないと 
  金額下げられます。換金金額に近づくと０円になったり、さらに今までの 
  クリック単価をさらに下げられます。 
  詐欺、クリック NO.1で検索したら沢山出てきます。 
 
 ★クリック BB 
  １クリック８０円。 
  クリック NO.1と同様です。詐欺、クリック BBで検索してみると 
  沢山被害例がでてきます。 
 
 ★ＡＦＪ２１ 
  紹介報酬１０％、登録だけで 5000円。 
  ここもいつまでたっても報酬発生しません。 
  クリック～系列と同じなのか管理画面＆紹介サイトも同じです。 
 
 ★ＤＰアフィリエイト 
  紹介報酬１０００円。 
  優良サイトですが、説明書きにきちんと紹介しただけでは報酬は発生しません」と記載してありま

す。有効なアフィリエイト活動を行ってる人のみ報酬が発生します。 
 
 ★スキマアフィリエイト 
  紹介報酬５００円。 
  優良サイトだと思いますがこちらも報酬発生の条件がきちんとかいてあります。 
 ※アフィリエイト登録（紹介）については、その紹介いただいた参加者が一定の注文数（入金数）を

獲得した時点で有効となります。 
          ・ 
     ・ 
     ・ 
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だそうです。 
 
 
  他にも登録するだけでは報酬発生しないサイトは沢山あると思います。 
 
  上記の詐欺（？）サイト以外の紹介（登録）は、辞めてくださいとは言いません。 
 
 私にそのような権利はありませんし、中には有効な活動を行っておられる方もおられるでしょうし、

そういう人は問題ございません。 
 
 
  ここでは、ネットビジネスではどれだけ誠意が感じられるかが大切だと思うのですが、少しでも皆

さんの参考になればと思い、あえて公開させていただきました。 
 
  公開しなくてもサイトを見れば普通は分かることなのですが、見落としてる方が非常に多いようで

す。逆にそれを期待している輩もいるわけで。 
 
  面倒くさくてもキチンとサイトの説明・規約は読むことをお奨めします。 
 （だいたいは報酬金額の付近に書いてありますので。） 
 
  お疲れ様でした。 
 
あなた様のご成功を 心よりお祈り致しております! 

 
 


