
全体スケジュール

1回目　安定収入を得るための準備編　　人生を変える変化のチャンス

2回目　ビジネスに必要な物の準備編　　

3回目　自己変革となる資産ブログ制作　

4回目　自己変革となる資産ブログ制作　

5回目　未来が変わる実践体験　

6回目　未来が大きく変わる実践体験

これからお話しすることはただの作業ではありません

人生を変える変化のチャンス

そうお考えください

少しでも学びたい、成長したい、今の悩みをクリアしたい

とお考えでしたら、

まずは本日よりお伝えしていく中で私もあなたと向き合いたいと思います。

お金はかかりません。

難しい知識もいりません。

初心者でも達成できるようムダを省きシンプルにまとめています

わからない点があればお問い合わせください

今後大きく成長していくうえでとても大事なはじめの一歩です



早いかたで1時間後に1万円の収入を獲得できます

ところどころブログからそ脱線し、面倒な作業が続きますが

１つ１つ意味があり、最後にきづく事となります。

今後の人生をかえる資産ブログを10日間で完成させる

大事な作業ですので慣れない作業で大変ですが

PCまたはスマホをそばに置き、よみながら作業を進めていきましょう

長く安定して生活や身の回りの不安を取り除き

自分らしくあるためにも必要な変化のチャンスととらえてください



手順０１　安定収入を得るための準備

手順０１

安定収入を得るための準備

それでは「ノーリスクで始める完全在宅ネットビジネス」

作業を進めていきましょう。

まず最初に収入源となるサイトへいくつか登録していただきます。

もちろん、全て無料です。

何も仕掛けをしない前から収入が発生するほうが

モチベーションも上がるというものです。

登録するだけで利益が発生するサイトもいくつもあります。

迷わず全て登録することをお奨めします。

と、ここまで読んで、

「何だ、リードメールかよ・・・」

と思われた方もいるのではないですか？

大丈夫です。リードメールなどではありません。

確かに、リードメールをやっても利益は発生しますが余りにも金額が小さすぎます。



リードメールは本システムを有効的かつ戦略的に動かすためだけに使います。

詳しくは後ほど説明します。

ここで扱うものは、そんなちまちました方法ではありません。

一気に数千円儲けることができてしまうサイトもあります。

全てに登録すればそれだけでもそこそこ稼げます。

パソコンに慣れているとか、慣れていないとかは全く関係ありません。

ひとまず現金を獲得できる権利を手に入れてしまいましょう！

そしてこれらのサイトへ登録しておくことで本システムの本領が発揮されます。

まず以下にあるバナーをクリックして①から⑩のサイトに登録します。

既に登録済のサイトがあれば、そのサイトは登録しなくても構いませんが、

必ず全てのサイトに登録してください。

　※登録時、「特典５」のフォルダーにある登録サイト管理表に

　登録時のＩＤやパスワード、登録日付などを記入しながら作業すると便利だと思います。

　 そして、そこでもらった紹介用のアドレスを宣伝します。

（手順４で説明します）

あるいは、この時にブログをすでにお持ちであれば、



そのブログ記事を見た人が勝手にダウンロードをしていきます。

　（ブログの作成方法は手順３で説明します）

ダウンロードした人はあなたの紹介用アドレスを介して登録します。

つまり、あなたが寝ていようが、温泉に入っていようが、旅行していようが、

あなたのフトコロに確実に収入が入るというわけです。

あっけにとられてしまうくらいシンプルですが、

確実に、そして自動的に収入が入るわけなのです。

これは非常に重要です。

ネットビジネスを少しでもかじったことのある方なら、

この一度ダウンが増え始めた時の凄さが分ると思います。

では、以下のサイトは全て登録してください。

いずれも実績のある優良サイトですので、確実に報酬は支払われます。

もちろん個人情報が流出したりはしませんので、ご安心下さい。

登録すれば登録した分だけ、あなたの収入は確実にＵＰします。



本日の目標金額　3万円

ステップ1

Ｐｏｉｎｔ Ｐａｙ
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429

↑をクリックして無料会員登録

ステップ2

紹介者バナー をクリックしてメール用テキスト からあなたの IDをメモに保存。
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429

バナーがわかる方は、サイズ（234×60） の リンクテキスト をコピー して

PCのワード、エクセルないかたはメモ帳に一旦保存。

ワードやエクセルがないかたは openoffice   無料ダウンロード　

よりダウンロード後、

openofficewriterでワードを開いて保存してください。

ステップ3

広告ポイント　をクリックして中段の カテゴリ 高額広告 をクリック

ずらっと高額ポイント系広告が出てきます

見るべきところは 3点です。

1ポイント　2紹介者　3成果条件

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429
https://www.openoffice.org/ja/download/
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429


最低換金ライン（受取は銀行振込） 「 30,000P＝300円＝自動ダウン3名 」 

高額系、特に年会費永久無料のファミマカード発券や、銀行口座開設、保険無料相談

などは１社で 20～30万P 稼げるので、3万円＝300万Pを１時間以内に稼ぐために

達成までに10社以内、申込無料、成果条件がクリアできるものに絞ります。

でないとモチベーションもさがってしまいますし、

かといって慎重に広告を選びすぎているとあっという間に時間が過ぎます。

人生を変える変化のチャンスです。

http://ftcard.pocketcard.co.jp/affil_ad/index.html


3万円　というひとつの大きな収入をつかむ実感を

ここでは優先させましょう。

カードは使わなければ成果条件達成後、全て解約する人もおります

ここでの最大の目的は、紹介者という欄があり、

300万P ＝ 300名の紹介者（ダウン）= 先行者利益  がもらえるという点です。

ここにしかない特典であり、いつ終了するかわかりません。

ここがこれからの収入を大きく左右することになるので、

時間をくぎって本日の目標額300万P＝3万円を達成させておきましょう

時間がない方は明日1時間、スケジュールをさいて時間を作りましょう。

ステップ4

取得した紹介 IDは大事に保存しましょう

この記事をもしさらっとみて後でやろうとしている場合、

これからどんどん濃い中身になっていきますので

初日のサイトなど忘れてしまうという事があります。

後でサイト名が思い出せず yahoo 検索で調べなおして・・・



となると悪気はなくとも紹介 IDが無効になります。

紹介するほう、されるほう、私もどちらも経験してますが、

ともにいい気持ちではありません。

次のステップで大きな動きになっていくときに、

人のつながりを感じられるものにしていきたいと思います。

あなたが私と同じ思いをしないためにも、

私の記事を読んでくれたあなたには

こうした注意点を冷静に聞いていただきあなたの紹介者へ伝えていってください

たとえば 

Ｐｏｉｎｔ Ｐａｙ

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429

私の 紹介 IDは205429

この ID入りのリンク経由は　あなたの報酬で得た3万円の30％＝9,000円

これが私の報酬となります。

あなたが私の IDをふむように

あなたの紹介者にもあなたの IDを確実にふむよう注意してください

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429


商品の開発者でもなければサイトオーナーでもない限り、

広告を代理するブロガーのあなたが読者と近い距離で協力しあうことが

お互いの収入をアップさせます

ですので、私は特にサイトの注意事項に書かれていない、

こういったケースに注意という大事なところをポイントに挙げていきます。

ポイント２

Ｐｏｉｎｔ Ｐａｙ 

のメリットでもある1万ポイントにつき1人自動ダウン紹介を活用

さきほどからお伝えしているこの自動ダウンについて解説します

例）

あなたが3万円分＝300万ポイントを獲得。

あなたのダウン＝300人　自動で獲得。

あなたのダウン1人あたり平均売上＝３万円　と仮定。

あなたの紹介報酬＝3万円×30％＝9000円×300人＝270万円。

あなたの紹介者300人の紹介300人が同じく平均売上3万円 と仮定。

あなたの紹介報酬＝3万円×30％＝9000円×300人＝270万円。

総額   3      万円 ＋   270      万円  (  紹介報酬  )   ＋   270      万円  (2      ティア報酬  ) = 543      万円

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429


どうでしょうか、このすさまじい金額。

全員が3万円を稼ぐというのは非現実的ですが、

あなたが3万円を稼ぐのに対し、

紹介報酬が180倍の500万オーバーです。

この数字がもし知らないうちに知らないダウンで

いつの間にか達成できていたら

世の中の見方も変わってしまうかもしれませんね。恐ろしいです。

現実的なところをいうと、このようになります。

300万ポイント　　　                                 　　　 　　  　　30,000円　

ダウン　３０％　　600円　 300人　                              　180,000円

2ティア ３０％　　600円　　30人　                               　 18,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　                           　    計  228,000円

ダウンが自動でつきますが、選ぶことも指導することもできないため、

対策としては、

1　自分のポイントをより多く獲得して自動ダウンをたくさんもらう。

2　自分の紹介からのダウンにはポイントを獲得する意味を

　  

     しつこいくらいに指導する



私もはじめてポイントサイトをみたときは T-カードの延長くらいであまり

気にも留めてませんでした。

想定外の入金がありこの自動ダウンの仕組みを冷静に見たときには

驚きのあまりイスから倒れそうになりました。

ほとんど聞かない話であり、サイトなのでまさに先行者利益なのです。

そしてこの仕組みのすばらしさをわかっていないために

ただ登録して終わっている人がたくさんいるようにも思いますし、

今後さらにそういう人が増え、1年もしないうちに飽和して

自分のダウンがつきにくくなる状況にかわる事かと思います。

なので私は大事なポイントはじっくり念入りにお伝えしたいと思います。

そうすることであなたのダウンも質の良い強力なダウングループ

となっていき皆が良い方向になることを願います。

Ｐｏｉｎｔ Ｐａｙ

1　自分で確実に稼ぐ3万円（300万ポイント）を目標設定

2　 300人のダウンをつかみましょう

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429


正直言うと、300人のダウンがこの金額で

しかも自動でつくのはありえません。

おそらくダウン獲得単価は高騰していくので多少広告費がかさんだとしても

安くバクガイできる今のうち、早い者勝ちでとりにいくべきです。

ここまでの説明でなんとなく重要性をお分かりいただけましたでしょうか？

ネットビジネスのメリットでもありデメリットでもある

あなたのダウンとの関係性がのちにお伝えする本題のテーマのキーポイントとなります

まずは気が散らぬよう、この無料ポイントサイト１つに絞る

Ｐｏｉｎｔ Ｐａｙ
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429

・自己報酬3万円を達成　

　10社以内、申込無料、成果条件がクリアできるものに絞る

・最低でも300人 ( 300万P )　

　頑張って600人　自動ダウンを獲得する

最初の目標を達成できていれば明日からの作業がとてもスムーズにいきます

これからどんどんレベルがあがっていきますので

気合を入れてまずは稼ぎましょう

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429


何も作らなくても登録すれば稼げるポイントサイトランキング

1位　Ｐｏｉｎｔ Ｐａｙ

↑ここをクリックして登録先へ

このサイトの画期的なところは、

自分の獲得ポイントに応じて、紹介者（ダウン） を自動的に獲得できる

制度があるという点です。

１ヶ月に1回だけ紹介者（ダウン）をチェンジも可能です。

自分で10000ポイント獲得ごとに、紹介者が１人自動で割り振られます。

１００ポイント＝１円

2段階（30％－30％）

クリック広告特集実施中！

紹介者がクリックして得たポイントもあなたに還元されます！

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429


2位　Ｐｏｉｎｔ ｉｎ

↑ここをクリックして登録先へ

紹介者からのポイントバック率が70%！

100ポイント＝1円

このサイトも自分で10000ポイント獲得ごとに、紹介者が１人自動で割り振られます。

自分で高額案件に申し込むと５０人ぐらい、すぐに紹介者を獲得できます。

高確率のスロットゲームがあります。

こちらのサイトも期間限定にてクリック広告特集を実施中です。

http://pointin.jp/member_registration.aspx?LinkID=111980
http://pointin.jp/member_registration.aspx?LinkID=111980


3位　Ｐｏｉｎｔ Ｄｒｅａｍ

↑ここをクリックして登録先へ

ここもＰｏｉｎｔ Ｐａｙと同様に自分のポイントが増えると

自動的に紹介者（ダウン）が増えていきます。

自分で10000ポイント獲得ごとに、紹介者が１人自動で割り振られます。

100ポイント＝1円

3段階（20％－20％－20％）の紹介制度が驚異的です。

いつのまにかダウンが増えています。

http://pointdream.jp/member_regist.aspx?LinkID=163366
http://pointdream.jp/member_regist.aspx?LinkID=163366


4位　トリプルポイント

↑ここをクリックして登録先へ

紹介システムがなんと２段階（50％－20％）かなりのスピードでポイントが貯まります。

ポイントの有効期限もなく、

入会時に３,０００ポイント（１0ポイント＝１円）もらえます。

メールポイントと検索で確実にポイントが貯まります。

http://triplepoint.jp/index.php?i=10471098
http://triplepoint.jp/index.php?i=10471098


5位　Point shop

↑ここをクリックして登録先へ

Point In、Point Pay、Point Dreamの姉妹サイト　　

紹介報酬は2段階（30％-30％）

このサイトは自分で2万ポイントを獲得すると、自動的に紹介者が割り振られます。

なんと、紹介者のクリックポイント、メールポイントまでもが、あなたに還元されます。

こちらのサイトも期間限定にてクリック広告特集を実施中です。

http://pointshop.jp/reg/member_regist.aspx?LinkID=104482
http://pointshop.jp/reg/member_regist.aspx?LinkID=104482


6位　ゲットマネー

↑ここをクリックして登録先へ

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。

無料高額登録系に絞って３-５つほど申込を頑張ると3-5万円になります。

ダウンの登録ポイントから半分（50％）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。

１日１～２通来るメールにはポイントが１円程度付いています。

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

7 位　ハピタス

↑ここをクリックして登録先へ

業界屈指、ダントツのポイント還元率　１ポイント＝１円、

紹介スライド報酬（10％～30％）

宝くじやスゴロク、アプリなどなど

https://m.hapitas.jp/register?i=20151214&route=mail
http://dietnavi.com/?id=2888065
http://dietnavi.com/?id=2888065
https://m.hapitas.jp/register?i=20151214


毎日楽しみながらポイントの獲得ができます！

３００円から換金が可能です。

また、ビックカメラやヤマダ電機をはじめ、楽天やYahoo！オークション、

イオンや無印良品等、誰でも一度は利用したことのある

ショップ(約15000 店舗)が揃っていて、

『ハピタス』からこれら提携サイトで購入すると、

各ショップと『ハピタス』のそれぞれのポイントがもらえて2倍お得です。

※ここまでの登録で結構な金額が稼げます。



Point Pay  とPoint Dream  で

高額案件のクレジットカード、無料口座開設、無料保険相談を5つほど

それぞれ申込完了すれば３万円はすぐに達成できます。

Point Pay  とPoint in  で全部を申し込むと５万円ぐらいになると思いますが

そう無理をしないで、他のポイントサービスも併用すれば良いと思います。

後は手順０４で紹介する方法で以上のものを宣伝しまくるだけです。

※このサイトでの最終目標は、あなた自身の紹介者を３０0人以上獲得することです。
　

その３０0人の後継者がポイントをがんがん稼いでくれれば、

そのぶん、あなたにもポイントが還元されます。

シュミレーション（仮）Point Pay

あなた（Ａ）の紹介（Ｂ）－（C）がそれぞれ3万円を還元。

3万円×30％＝（Ｂ）9,000円　（C）9,000円　＝　18,000円

あなたも自分で3万円を還元したとしたら、

30,000円＋18,000円＝

ダウン紹介料      48,000      円  と さらに ＋ダウン      3      人 をゲット！

まじめで優秀な仲間のダウンが300人中、1割３０人いたら・・・

単純計算で　30人×18,000円＋30,000円＝ 570,000      円   !!

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429
http://pointin.jp/member_registration.aspx?LinkID=111980
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429
http://pointdream.jp/member_regist.aspx?LinkID=163366
http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=205429


この記事は無料配布ですので、月に１００個 配布することは十分可能です。

これまでの経験からいくと、そのうち平均５～１０人が登録してくれます。

すなわち、３カ月から半年くらいで、あなた自身の

「ある程度自動的に収益を獲得するシステム」

を作り上げることができるはずです。

ただし、それを保証する物ではありません。

しかし、あなたも紹介者もより強力な仕組みにするためのお知らせを

このプログラムの最終章にてお伝えします。

そしてここからは、本題でもあります、

「 資産ブログ制作 」

「 宣伝 」

になります

特に、手順０４で説明する宣伝をしっかりやるかどうかで、結果は変わってきます。

一通りこのビジネスを手掛けていけば、ある程度のノウハウが判ってくるはずです。

今回、無料で提供するマニュアルで収入だけでなくあなた自身の大きな成長

となることを期待しております。



一番最後のお知らせでは、あなたの紹介者（ダウン）だけでなく

あなたを紹介した人＝私 からもあなたに確実に報酬が入る

ステキな     ″ダブル報酬システム”   があるのでお楽しみに！！！

それでは、ここまでの登録がお済みの方は、

次の【手順０２】へお進みください。



　　　　　　　　　手順０２　ビジネスに必要なものの準備

まず、このビジネスを行なうに当たって絶対に必要なものが２つあります。

１：入金先の口座（楽天（元イーバンク）銀行）

２：メールアドレス

もし、すでにお持ちの方は読み飛ばして頂いて結構です。

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

１：入金先の口座

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

※インターネットバンク

楽天（元イーバンク）銀行のインターネットバンキングの口座はお持ちですか？

インターネットバンキングの口座があれば、自宅から振込みが確認できるので、

わざわざ銀行まで行って入金を確認する必要がありません。

サイトの中には「入金先は楽天（元イーバンク）銀行の口座のみっ！」

というサイトもいくつか存在するので必ず作っておきましょう。



★楽天（元イーバンク）銀行

楽天（元イーバンク）銀行口座開設はコチラ

※24時間365日利用可。

※ゆうちょ銀行、セブン銀行、イオン銀行、コンビニ提携ATMがご利用可。

※振込入金があった場合などにメールで連絡。

★住信ＳＢＩネット銀行

住信ＳＢＩネット銀行口座開設はコチラ

※24時間365日利用可。

※ゆうちょ銀行、セブン銀行、イオン銀行、コンビニ提携ＡＴＭ

（イーネット、ローソン）がご利用可。

※振込入金があった場合などにメールで連絡。

※入出金、振込に回数制限はあるものの、無料！これが一番メリット！！

また、クレジットカード決済を導入しているところもありますので

ブラックでカード審査がとおらない方などは

コチラも作っておいたほうがいいでしょう。

https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate
http://www.rakuten-bank.co.jp/


★スルガ銀行デビットクレジットカード

↑ここをクリックして登録先へ

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

２：メールアドレス

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

こちらもネットビジネスで活動されている方は既にお持ちの方も多いかと思います。

お小遣いサイトに登録すればするほど届くメールが多くなります。

普段使用しているメールアドレスで登録すると、

大切なメールといっしょになってしまったりします。

そこで「フリーメール」（無料で取得できるメールアドレス）

との使い分けをおすすめします。

無料ですし、受信アドレスによってフォルダをわけたりすることもできます。

またＷＥＢでメールを受信できるサイトがほとんどですのでプロバイダのメールボックス

がいっぱいになってしまうこともありません。

ここではよく使われているフリーメールをご紹介します。

http://click.j-a-net.jp/1567757/270559/
http://click.j-a-net.jp/1567757/270559/
http://click.j-a-net.jp/1567757/270559/


Yahoo!  メール

Gmail

infoseek      メール

Hotmail

Excite      メール

goo      メール

この中でも Yahoo!メール、Gmail をお勧めします。

3：ワードをPDFに変換

アフィリエイトの権利を獲得したら、早速宣伝にとりかかりましょう。 

★無料レポートで宣伝★ 

ＰＤＦファイルで無料レポートを作成して紹介する方法です。 

このマニュアルをコピーして作ります。 

文章も画像も全てコピーしてＯＫですので、お使いのワード等にコピーして下さい。 

マニュアルの表題と各サイトのアフィリエイトリンクだけは、変更してください。 

コピーが完了したら、ＰＤＦ化です 

制作したワード内にPDFボタンがない場合

■Primo PDF（プリモPDF） 日本語版 

http://www.xlsoft.com/jp/products/primopdf/index.html

ここまではいかがでしょうか？　本日ラストです。

http://mail.goo.ne.jp/index.html
http://mail.goo.ne.jp/index.html
http://www.excite.co.jp/
http://www.excite.co.jp/
http://login.passport.net/uilogin.srf?id=2
http://register.www.infoseek.co.jp/Regist
http://register.www.infoseek.co.jp/Regist
http://mail.google.com/
http://mail.yahoo.co.jp/
http://mail.yahoo.co.jp/


無料レポートスタンド

ステップ１

激      zero　

無料レポートスタンドといって EBOOKレポートのダウンロード一件につき

最大300円をゲットできます！

最大１０円２ティア報酬も同時にゲット！

激      zero      に無料会員登録
http://www.gekizero.com/join.php?aid=1031702

ステップ２

新規メルマガ登録　にて下記を参考にメルマガ登録。（発行サイトは下記で可）

　↓

マガジン名 　　

【無料】簡単に１日３万円稼ぐ無料レポート

発行サイト 　

http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=266

マガジン詳細 　

簡単に１日３万円稼ぐ無料レポートです！！

初日からあなたのかわりに３００人の読者が無料で稼いでくれる方法とは？

雪だるま式に読者が増殖する″禁断の営業手法”とは？

簡単に最速で収入を発生させる極秘手法の全容を５回に渡り無料で初公開！！

すぐに始められるマニュアルを

8 月31日(月)までの期間限定で無料プレゼント！！

http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=266
http://www.gekizero.com/join.php?aid=1031702
http://www.gekizero.com/join.php?aid=1031702
http://www.gekizero.com/join.php?aid=1031702
http://www.gekizero.com/join.php?aid=1031702


発行者名

YMTV

ステップ３

新規コンテンツ登録

　↓

コンテンツ名 　

【無料】かんたん１日３万円稼ぐ無料レポート

コンテンツキャッチ 　

簡単に１日３万円稼ぐ無料レポートです！！

初日からあなたのかわりに３００人の読者が無料で稼いでくれる方法とは？

最速で収入を発生させる極秘手法の全容を５回に渡り無料で初公開！

8 月31日(月)までの期間限定で

すぐに始められるマニュアル無料プレゼント！！

コンテンツ詳細説明文 

簡単に１日３万円稼ぐ無料レポートです！！

初日からあなたのかわりに３００人の読者が無料で稼いでくれる方法とは？

雪だるま式に読者が増殖する″禁断の営業手法”とは？

簡単に最速で収入を発生させる極秘手法の全容を５回に渡り無料で初公開！！

すぐに始められるマニュアルを

8 月31日(月)までの期間限定で無料プレゼント！！

登録先カテゴリ

ネットビジネス

コンテンツファイル 

http://www.gekizero.com/1103210/1031702/

http://www.gekizero.com/1103210/1031702/


イメージ画像 

http://www.gekizero.com/upload_image/img_1103210.png

公開設定 

はい

レビュー投票機能 

はい

ステップメールコンテンツ 

デジタルコンテンツ

登録先メルマガ 

【無料】簡単に１日３万円稼ぐ無料レポート

　↓

新しいコンテンツを登録する

ステップ４

登録がすんだら 

管理メニュー 

 ↓

レポート紹介管理

 ↓

キーワード　　

 ↓

【無料】かんたん１日３万円稼ぐ無料レポート

 ↓

http://www.gekizero.com/upload_image/img_1103210.png


紹介リストの作成

 ↓

メールマガジン用の紹介文面（キャッチテキスト有） 

■【無料】かんたん１日３万円稼ぐ無料レポート

簡単に１日３万円稼ぐ無料レポート！

初日からあなたのかわりに３００人の

読者が稼いでくれる方法とは？

期間限定マニュアルプレゼント！

http://www.gekizero.com/1103210/1031702/

↓

上記の 赤文字 の部分のコピぺ（コピー＆ペースト）と

本日の感想をそえて下記、無料プレゼント申請フォームへ送信ください。

ID確認後、登録メールあてにステキなプレゼントと

感謝の気持ちを込めて登録お祝い報酬金通知を送ります。

これで最低限必要なものはそろいましたので

次回は本題の資産ブログ制作へと進みます。

さらに中身が濃い内容となりますのでお楽しみに！！

本日は長時間、お疲れ様でした！

　　

　＞　　  無料プレゼント申請フォーム  　　＜

https://www.form-answer.com/applications/TWAYM
http://www.gekizero.com/1103210/1031702/


オススメ最強メルマガ
　

『  月収      90      万ブログアフィリエイト  マニュアル』
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=261

時給      1      万円 登録だけで必ず      10      日で      10      万円バイト～  女性向け～
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=225

今週の短期高収入バイト情報～女性向け～
http://raku.in/e0c3dve

男性向け高収入バイト情報
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=209

今週の高収入ナイトワーク専門求人情報
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=218

無名アイドルが      4      ヶ月でファン      1      万人つかんだ方法
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=213

セレブとモデルのオフ会情報
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=54

億万長者になる方法
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=47

悩みを解決する方法
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=14

【  YouTube      で億万長者になる方法】
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=201

自動ネット集客投稿ツール最強      10      個セット
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=204

http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=204
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=204
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=201
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=201
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=14
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=14
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=47
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=47
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=54
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=54
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=213
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=213
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=218
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=218
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=209
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=209
http://raku.in/e0c3dve
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=44
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=225
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=225
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=225
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=261
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=261
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=261
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=261


★  1      日      10      分★毎日      1      万円★自動振込マニュアル★
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=15

★日  給      5      万永久保証★

http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=6

人気芸能モデルになる      5      つの方法
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=188

トレンド急上昇キーワード
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=195

美容モニター
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=193

Facebook      月収      100      万コミュニティ
facebook

Twitter      月収      100      万コミュニティ
twitter

月収      100      万ブログ
http://trendwordnau.seesaa.net/

起業家コミュニティＹＭＴＶ
http://ymtv.jimdo.com

http://ymtv.jimdo.com/
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=193
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=193
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=195
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=195
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=188
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=188
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=6
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=6
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=6
http://oceans-recruit.net/neo/usrctrl.php?mag_id=15
http://oceans-recruit.net/neo/ctrl.php?path=MagazineMenu&id=15

