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第１章 
アフィリエイトで稼ぎたい人向けに、アフィリエイトで儲かるノウハウを直接売る

のがアフィリエイトで儲かる最大の方法 

第２章 
他の市場からお客を引っ張ってくれば、大成功が保証されている 

第３章 
リンク先をアフィリエイトＵＲＬ だとわからせない工夫をせよ 

第４章 
宣伝しても売れなくなってきたら、 

今までやったことがないジャンルの宣伝媒体に広告を出す 

第５章 
メルマガ対策は、半永久的に無料宣伝し続ける方法を使うべし 

第６章 
「無料ＨＰ」を使ったゲリラ宣伝法を使って、ＳＥＯ対策をする 

第７章 
無料ＨＰ を使ったゲリラ宣伝法の自分のＨＰ同士で、相互リンクを全てに貼る 
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第８章 
ページランクの高いアフィリエイトサイトのリンク元を見て、高いページランクの

原因を盗み見る 

第９章 
アフィリエイトサイトでも、一般サイト同様メールアドレスを集めまくって、メル

マガでアフィリ商品を宣伝せよ 

第１０章 
風下ではなく、風上側に回って有利に小予算アフィリエイトを楽しむ方法 

第１１章 
あなたの考えたコンセプト、テーマのアフィリエイトサイトで、 

起業する前から儲かるかどうか？ 

誰でも１０分でわかる５つの見分け方とは？ 

 

付 録 

このｅ－ＢＯＯＫを利用して皆様が稼ぐ方法を伝授 
「アフィリエイト起業・高額報酬への道」を活用して、皆様自身にお金儲けをして

頂くためのノウハウです。 

 

■ノーリスクで地道に稼ぐも良し！ 

 

■多少のリスクは投資として割り切り、リターン収入に期待するも良し！ 

 

実践すればするほど安定収入に成長していきます！！ 

あなたのネットビジネス御成功・御繁昌のため、 

必ずご覧頂き、早速始めましょう！！ 
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第１章 

 

アフィリエイトで稼ぎたい人向けに、アフィリエイトで儲かるノウハウ

を直接売るのがアフィリエイトで儲かる最大の方法 

＝アフィリエイトで消費者相手に商品を売るのは非常に成約率が悪い 

またはクリック報酬が低いものが多すぎます 

ネットでは、ＢｔｏＣ よりも、ＢｔｏＢの方が数倍儲かるつまり

ビジネスしたい人向けにアフィリエイトサイトを作りかえることが

第一です！！ 

■魅力的なコンテンツをふやす 

■テーマを絞る 

■運営者の「人物像」を明確・明瞭にして売る 

■信用を売る 

■意味もなくたくさんのバナーを貼らない 

■一般消費者に売ろうとせずアフィリエイト事業者に、そのノウハウを売る努力

をする。 

■アフィリエイト事業者の場合、「ノウハウ商材」さえしっかりした内容であれ

ば飛ぶように売れていきます。 
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第２章 

 

他の市場からお客を引っ張ってくれば、大成功が保証されている 

それは例えばブログに興味のある人は市場が小さいため、 

ネットワークビジネス、メルマガ、情報起業その他の市場からも

お客を引っ張る（モノを売る）ことができれば大成功は確実とな

ります 

たとえば、あなたがブログをテーマにして、ブログで儲けたい人相手に 

ブログで儲けるノウハウを売って儲ける・・これが成功のための基本です 

ここで、言葉のマジックの使い方を覚えておくと便利です。 

「お金をかけずに、あなたのグループがほったらかしで自動的に増えていく秘策」 

 

－５－ 

http://www.ikinet.com/


 
 

－アフィリエイト起業「高額報酬」 への道－ 

■■■■ネットで稼ぐ仕組み作りのお手伝い■■■■ 

http://www.ikinet.com/ 

としたら、どうなると思いますか？  

ＭＬＭ 市場からＭＬＭやっている人を、見込み客のメールアドレスやアクセ

スを確保して、 

彼らにＭＬＭとブログを組み合わせて成果を出すのにプラスになる使い方を

教えてあげましょう。 

そこを有料化すれば金払ってでも知りたいお客様はワンサカいます。 

いくら、トップや本部に洗脳されやすい他力本願の人たちとはいえ、

金儲けしたいが、うまくいっていない人間が圧倒的多数な業界なの

で、反応も凄まじいです。 

つまりうまくいっていない大多数の人間に、例えば、ＭＬＭの本を

売るとか、ツルハシとシャベル（ノウハウ）を売ったほうがよっぽ

ど現実的でお金にもなるし、ライバルも少ないです。 

「お金をかけずに、あなたのグループがほったらかしで自動的に増えていく秘策」 

の答えは、 
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グループみんなで共通ホームページへのアクセスを集めるために、 

ブログを使って宣伝活動を共同で行なうこととしておけば、うそ

を言った事にはなりません。 

でも、買ってくれたお客様にがっかりさせないために、          

きちんとした理由を述べて、「面白そう」「自分にできるかも」        

と思える内容にすると、お客様が「教えてくれてありがとう」の感

謝の気持ちに変わります。 
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●ネットで売れる商品はかなり限られている＝アフィリエイトで売れ

る商品と稼げるプログラムも限られてきます 

１．夢・希望をそそる商品 

２．問題を解決する商品 

３．少しうさんくさくて必需品の商品 

４．ネットでしか買えない商品 

５．セールスページの見せ方（商品の説明販売）が非常に上手いプロの商品（品質は不問） 

６．今が旬の季節型ブーム商品 

７．お金儲けに関する情報商材は、飽和したら、特に儲かる商品はどんどん売れなくなり、

儲けたい人に役に立つ商品の方が売れていく。特に固定客が付いているシリーズもの

の最新作の商品などは、飛ぶように売れます。 

 

●ネットで売れる商品を売れる場所で欲しい相手のタイミングにあわせて売る 

布団販売のサイトで楽天の健康食品のアフィリエイトバナーとかあったら・・・ 

あなたは八百屋で結婚式のダイヤモンド指輪を買いますか？  

「売れる場所で興味あるお客様に積極的に売る」これが基礎中の基礎です。 

よくある失敗例の大半は自己満足型アフィリエイトサイトです。

これは、八百屋でダイヤモンドのチラシ置いて宣伝しているよう

なものです。 
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第３章 

 

リンク先をアフィリエイトＵＲＬ だとわからせない工夫をせよ 

Ｊａｖａスクリプトやソフトウェアを使って隠すか、

短縮ＵＲＬに変換するサイトが考えられます。 

もしできないなら、 

アフィリエイトサイトだとばれても問題のない 

５０歳以上の一般人見込み客をターゲットにすると比較的に報酬が得やすいです 

＝ 起業分野ではバレバレであっても、一般人で「アフィリエイトって何？」とい

うような中高年や素人をターゲットにすれば、それがアフィリＵＲＬ だと知らな

いから儲かりやすいです。                    

例）介護用品サイトや入院グッズ専門サイト、若者向け年金サイトなど      
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第４章 

 

宣伝しても売れなくなってきたら、今までやったことがないジャンル

の宣伝媒体に広告を出す 

アフィリエイトサイトの集客重要度は、１位検索エンジン、２位ブログ、３位メル

マガ、４位相互リンクと言われています。その中でも、圧倒的に検索エンジン対策

が重要です。 

アフィリエイトに限らず、広告を出しても反応が良くない場合、その広告

に固執してはいけません。 

いままでメルマガで有料広告を出しても反応が少なかったのに、 

メルマガ無料投稿をすると、ブログから反応も成約率もアップした

という・・・一見、逆のような話ですが、よくある話です。 

ただし、マニアックなサイトほど検索エンジンがウェイトを占めるため、ＳＥＯ 対

策に、お金や時間をとことんこだわって作りこむ価値は十分あります。  
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第５章 

 

メルマガ対策は、メルマガ半永久的に無料宣伝し続ける方法を使うべし 

メルマガ無料投稿業者３０社に、フリーの登録専用メールアドレスを３０個用意

して、 

１日１個投稿すれば１ヶ月サイクルでずっとメルマガ無料宣伝ができます 

ヤフーメールなら、 

例えば Ａ００１＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 

    Ａ００２＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 

というように日付け別にしておくとわかりやすいです。 

１日目専用メールアドレスは Ａ００１＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ を使うなど。

３０日目は  Ａ０３０＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ となります。 
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広告投稿文のひな形をあらかじめ用意しておくと、作業はわずか３分のコピペで

済みますし、メールは全てゴミ箱行き設定しておけば、勝手にサーバー側で定期

的に自動削除してくれます。 

 

これでメルマガに有料広告を出さなくても、メルマガでの無料で

宣伝できる最大限の努力はできたことになりますね。 

「無料一括メルマガ」や「メルマガ無料投稿」 

このようなキーワードで検索エンジンで調べて、 

メルマガ無料一括投稿のサイトを３０社以上お気に入りに登録してフォルダで区別して

おけば準備完了です。毎日投稿し続ければあっという間に無料継続で、メルマガに宣

伝できます。無料のため、掲載の保証はありませんが、ほぼ問題なく宣伝されます。 

また、大量のメールがくるので、くれぐれも捨てメールアドレスをお使い下さい 
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第６章 

「無料ＨＰ」を使ったゲリラ宣伝法を使って、ＳＥＯ対策をする 

たとえば、無料ＨＰスペースを１００個借りて 

アフィリエイトサイト１サイト１テーマで、テンプレートを元にして簡単に作っ

てサーバへ転送します。 

それを１００サイト作れば、１日１個作るペースなら１年で３６５品、３６５の

アフィリエイトサイトが、ほったらかしで儲け続けてくれることになります。 

第７章 

 

無料ＨＰ を使ったゲリラ宣伝法の自分のＨＰ同士で、

相互リンクを全てに貼れ 

その後、最後尾に相互リンクコーナーを設けて、１つのアフィリエイトサイトに、

他の全アフィリエイトサイトのリンクを貼ります。 

つまり、自分で自分のサイトの外部リンクを増やし、広告効果を上げる方法です。 
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第８章 

ページランクの高いアフィリエイトサイトのリンク元を見て、

高いページランクの原因を盗み見る 

検索結果が２万件以上も出てくるような「ビッグキーワード」で上位表示されてい

るアフィリエイトサイトを探して、 

ブラウザの「ソース」を見て、さらにグーグルのツールバーにある「リンク元」を

クリックして見れば、検索エンジン上位表示されているサイトのＨＴＭＬ ソース

とそのリンク元２つによって、その上位表示されているカラクリがわかる人にはわ

かります。 

（ＨＴＭＬ言語がわからない人には意味がわからないでしょう） 

ネットビジネスのプロになりたいなら、ＨＴＭＬソースを見て、        

タグの意味やＳＥＯのイロハは最低限知っておく必要があります。 

「ＳＥＯ対策」などのキーワードで検索すると、情報を無料公開しているサイトな

どもあります。根気よく探してみてください。 
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第９章 

 

アフィリエイトサイトでも、一般サイト同様メールアドレスを集

めまくって、メルマガでアフィリ商品を宣伝せよ 

アフィリエイトサイトで他人があまりやっていないことをあえてすると、    

目立って印象に残りやすく「お気に入りに登録」されやすくなります。      

最もお金につながる方法は、訪問者のメールアドレスを集めることです。    

興味があって訪問した人に興味のある情報を送るわけですから、一番成約率が高く

なります。 

自動返信メールを使って無料情報のエサを与えながら、アドレスを収集し、   

売りたいアフィリエイト商品をステップメールやメルマガを駆使して積極的に広

告すれば、自ずと売上は上がっていきます！  
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第１０章 

風下ではなく、                         

風上側に回って有利に小予算アフィリエイトを楽しむ方法 

大手ＡＳＰ（アフィリエイト・サービス・プロバイダ）に、      

出品者として登録し、クリック報酬２円以上で商品を出品していくと、

それを本気で売って稼ごうとする、凄腕アフィリエイターのサイトを

取引承認作業時に無料で見ることができます 

売れるアフィリエイトサイトになりたければ、              

先行しているアフィリエイトサイトを「お気に入りに登録」して、      

売れない自分と何がどう違うのか？比較して自分で気づくことが大切です。 

つまり、儲かっているアフィリエイトサイトの理由を知りたければ、自らアフ

ィリエイトサイトを利用する立場にたって、そのノウハウを吸収することです。 
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自らアフィリエイトサイトを運用するには     

２つ方法がある。 

１つめはクリック報酬１ 円、２ 円で募集し、                

自分のアフィリエイトサイトのアクセスアップに利用する方法。                

そして２つめは、最も利益が確保できる自分だけのオリジナル商材を作り、   

それを売るためにアフィリエイトを募集して運用する方法です。 

アフィリエイトを運用する側ですと、 

.①特定商取引法に基づく表示 

.②管理人の本名 

.③顔写真 

.④お客様の声（許可掲載直筆）もあればＧｏｏｄですが最低でも①②は必要です 

基本的に、ほったらかしでアフィリエイトが自分のサイトを宣伝してくれます。     

自分で有料広告を出さなくても、アクセスは毎日安定的に確保できます 

個人でも運用できるＡＳＰで、比較的費用が安いのはこの３社です。

１億人ドットコム http://www.1okunin.com/ 

日払いアフィリエイト http://www.aff.to/ 

インフォカート http://www.infocart.jp/ 

費用は高いが、２万サイトかかえるのが「１億人」サイト、            

数は少ないものの、費用リスクが少ないのが特徴の「日払いアフィリエイト」、  

ＡＦ数もそこそこ多く、費用も安いのが「インフォカート」 

http://www.1okunin.com/
http://www.aff.to/
http://www.infocart.jp/
http://www.ikinet.com/
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アフィリエイトは「お客に考えさせない」サイトほど成約率が高い 

アレもこれも貼ってあって、自分に合うのはどれか？             

人間は基本的にビジネスであれ一般消費者市場であれ、            

考えたくない！つまりエネルギーを使うのを嫌う怠惰な動物です。 

人間は誰でも、苦が伴う作業は嫌います。                  

だから「●●な人はこれが一番良い！」このセリフと理由の２点だけあれば   

いとも簡単に売れてしまうのです。                     

あとは申込みフォームの前に小石を置いてしまうと成約率が悪くなるとか・・・  

色々な約束事があるのですが、とにかく、考えさせない、迷わせない 

結局どれがいいのか？ 迷わせていないか？ 考えさせていないか？  

今一度ご自分のサイト見て考えてみましょう。アフィリエイトで１ページに１０個も１００個も

バナー貼ってあるサイトを見ても、どれがいいのかわかりませんよね。そこで、１ページに

１商品という情報起業と同じやり方でやると、ＳＥＯ 対策もしやすくなるし、わかりやすく

伝えることが出来ます。 

－１８－ 
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第１１章 
あなたの考えたコンセプト、テーマのアフィリエイトサ

イトで、起業する前から儲かるかどうか？      

誰でも１０分でわかる５つの見分け方とは？  

見分け方 その１． キーワードアドバイスツールの検索数（市場規模の目安） 

「キーワードアドバイスツールって何？」そんな眠いことを言っているようではア

フィリエイター失格です。                           

失格者にならないために、このキーワードをＹａｈｏｏ！で調べてください！ 

その２． 本屋さんの書籍・雑誌コーナーの本の価格と部数、関連雑誌の総数 

本屋で売っている書籍の数や種類が多いほど、市場規模が大きいです。     

市場選びで困ったら、本がたくさん並んでいる分野を見つけて、その中からニッチ

なコンセプトを探しましょう！！ 

例）カメラ写真分野の自然の絶景紹介サイト、デジタルカメラ比較専門サイト、  

カメラ関係用品の販売サイト 

その３．まぐまぐで発行ジャンルと読者数が多いもの 

読者が多い＝お客も多い目安になります。あとは差別化の方法がポイントです。 

 

その４． 検索エンジンでの表示結果で、ページランクが３以下のサイトが    

上位独占している業種 

基本的に、ライバルが弱いほうが勝ちやすいです。 

その５． ターゲットを売上単価が大きくて、金銭支払い意識レベルが高い自営業

者・法人に絞る（Ｂ ｔｏ Ｂ 向けサイトにする） 

     個人レベルを多くのターゲットにするよりも、お金を持っている組織等

にターゲットを絞る方が、客層的にも良い結果が出ています。 

http://www.ikinet.com/
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◆アフィリエイトサイトを作る前から、 

見込み客を先に小予算で集める         

「アフィリエイトで開店前から行列マーケティング」 

とは？ 

無料ＨＰを借りて、 

① サイトのタイトルやコンセプトをほぼ決めたら、本格的に作りこん

でいる間に、お客様のメールアドレスを集めておきましょう。 

② トップページに、「メルマガ購読欄」を用意して、コンセプトのバ

ナー商品を買う可能性の高いお客が興味を持ちそうな内容を、一斉

配信スタンドで 定期的に無料有益情報等を流し、顧客予備軍とし

てつなぎ留めておきます。 

つまり、メルマガという無料情報のエサを先にばら撒いておき、魚（見込み客）を

おびき寄せて 

魚の足跡（メールアドレス）を集めて完成後に、一気に勝負していく訳です。 

 

－２０－ 
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ノーリスク大好きの               

金欠・臆病・慎重派のズボラなアフィリエイター必見！     

相互リンクという面倒くさいことを一切せずに、   

あなたのアフィリエイトサイトで         

ページランク３以上獲得し、            

検索エンジン上位を無料で狙うゲリラ宣伝法とは？  

他人への（他サイトへの）相互リンクは、お願いする立場で 

しかも、自分のページランクが低くて、 

相手のページランクが高い場合は、                     

なかなかＯＫしてくれずに断られる場合もあります。 

検索エンジン登録ソフトをインストールして、新規サイトを自分で登録していき、 

すでに、ページランクが１か２ついた自分のアフィリエイトサイトと、 

新規で作るアフィリエイトサイト同士を、自分で自分に相互リンクするわけです。 

これを繰り返すと、だんだん昔作ったアフィリエイトサイトのページランクが上が

り、又、新規サイトのページランクがつきやすい・・と言うことになります。 

－２１－ 
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どんなアフィリエイト商品でも、バナーを貼るだけの状

態に比べ、注文率が数倍アップする方法とは？ 

① 推薦文を書くことなんですが、アフィリエイトしたい商品を、実際に、 

自分のアフィリエイトＩＤのＵＲＬ をクリックして自分で購入し、 

使い方など商品画像を交えながら、使うメリットを書いていきます。 

（アフィリエイトの基本ですが大半のアフィリエイターが実行していません） 

 

②プロの情報起業家のセールスページの書き方を自分のものにする 

インターネットで商品を売って儲けている達人といえば、プロの情報起業家です。 

彼らが商品販売しているページ（セールスページ）を見て、１．その見せ方、２．流れ、３．

なぜ自分はこの商品を欲しくなるのか？ この３点だけをじっくりチェックしながら分析し、

あなたがそれをマスターするとどんなアフィリエイト商品でも、単にバナーを貼るだけに比

べて格段に注文率がアップします。 

おさらい 

①自分でアフィリエイト商品を実際に購入して、 

（バナー商品を多く売るための経費と割り切る） 

使い方・実際の使用感など、「生の声」として自分の言葉でオススメポイントを

書きましょう。 

 

②プロの情報起業家と同じくらい高いレベルのセールス文章の書き方を身につ    

けましょう。 

セールスレターの書き方は、別途色々な書籍や情報商材でも売っています。  

一度マスターすれば、あとはどんなアフィリエイト商品でも応用できます。 

 

ともかく、あせらず１歩１歩着実に、そして自分自身が日々進化していくことこそ、    

高額報酬への近道です。 

 

皆様の御成功・御繁昌を心より祈念申し上げ、 

御礼の言葉に代えさせていただきます。ありがとうございました。 

 

平成１８年３月吉日 

壱岐ＯＡシステム株式会社 代表取締役 小崎健司 

－２２－ 
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付 録 
このｅ－ＢＯＯＫ 

「アフィリエイト起業・高額報酬への道」 
を利用して皆様が稼ぐ方法を伝授いたします！ 
（あなた自身にお金儲けをして頂くためのノウハウです） 

実践すればするほど安定収入に成長していきます！！ 

あなたのネットビジネス御成功・御繁昌のため、 

必ずご覧頂き、１日でも早く始めましょう！！ 
 

さてあなたは、このｅ－ｂｏｏｋをどのように活用して高額報酬を得るシステムを

構築していくのでしょうか？ 

 

即座に現金を得たい、あなたのために 

私はこのe-bookの再販・配布権利を無料で提供します 
 

このｅ－ｂｏｏｋ商品は、 

最近のＮＥＴビジネスの主流とも言える「アフィリエイト起業ノウハウ」 

と言うこともあって、本当によく売れています。 

あなたは、これを販売して１００％の科益を得ることができます。 

 

仮に３０００円で販売して、１０個販売で３万円になります、メルマガやリードメ

ール広告を使えば、１０個ぐらいは簡単に売れます。 

 

でも、もし万が一売れなかったら・・・  売れなくてもいいんです！！ 

 

えーマジかよ？？？ はい、マジです（キッパリ）。 

 

じゃーどうするの？？ はい、万一売れなければ、タダで差し上げましょう！！ 

 

何言ってんだ！このオッサン！！ はい、確かに私はオッサンですが、 

 

タダで差し上げても、あなたが儲かる仕組みは出来上がっていくのです！！ 

その仕掛けを次ページから解説します！ 

http://www.ikinet.com/
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このｅ－ｂｏｏｋを１０人に販売または配布したと仮定します。 
 
これを入手した方の８割は、後述の７つのアフィリエイトサイトの、 
最低でも上から３つ目（情報の壺・CoinAD-3・BIZ-ONE）までは、 
アフィリエイトに登録をしてくれます。 
 
なぜなら、このｅ－ｂｏｏｋを入手した人が、さらに販売又は配布したときに、 
ｅ－ｂｏｏｋの中に記載してある７つのアフィリエイトコードが、 
他人のコードのままよりも、自分のコードにしておくことにより、 
そのコードからさらに登録者があった場合に、自分の報酬となるからです。 
 
つまり統計的に、１０人のうち８人はアフィリエイト登録してくれます。 
 

単純計算ですが、 
 
１度に３カ所登録（情報の壺・CoinAD-3・BIZ-ONE）ですから、３サイト合計で 
直報酬が１人当たり 3000円×8＝24000円ゲット 
 
次に２ティア報酬が１人当たり、1200円×64人（8×8）＝76800円 
３ティア報酬が１人当たり 800円×512人（64×8）＝409600円 
 
合計５４０４００円 
 

諸費用（例） 
３サイト登録費合計:9000円（情報の壺・CoinAD-3・BIZ-ONE） 
リンク変更申込費用:5000円 
(本ＰＤＦリンクを、あなたのアフィリエイトリンクに変更) 
 
諸費用合計１４０００円 
 

５４０４００円－１４０００円＝５２６４００円 
 
結論から申しますと、収益５２６４００円以上となります。 
いかがでしょうか？ 
 
そんな、都合よく計算通りにいくはずがない！  
と思う方もいらっしゃるかもしれません。 
 

http://www.ikinet.com/
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たしかに、一般的なネットビジネスにおいて、 
ダウン獲得時に失敗し挫折した話をよく聞きますが、 
これは、儲けるためのダウン獲得を、 
「ダウン獲得」そのものを目的にしてやっているから失敗する
のであり、 
目先の利益や自分の利益だけを考えていても、 
当然のことながら上手くいきません。 
 
ｅ－ｂｏｏｋを入手した方が、 

ダウンにならざるを得ない状況にしてあげる 
事ができれば、 
簡単に、おもしろいように、しかも喜ばれてダウン獲得が出来ます。 
 

この、ｅ－ｂｏｏｋは勝手にリンクを変更できませんので、 

今あるアフィリエイトリンクを、 
あなたのアフィリエイトリンクに変更して販売 
または配布すれば自動的にダウン構築 
が出来てしまうのです。 
 

結局、このｅ－ｂｏｏｋを入手した方は、 
自分専用の高額報酬を得るための情報商材として活用するために、 

ほぼ１００％あなたのダウンになります。 
 
つまり、販売してまるまる儲けたほかに、 
３サイト（情報の壺・CoinAD-3・BIZ-ONE）以上のダウン獲得の収入が 
計算通りに得られるのです。 
 

まさに、『濡れ手に粟』「一石百鳥」といえます。 
 

あなたは、サイト登録料のたった 9000円（情報の壺・CoinAD-3・BIZ-ONE）と、 
リンク変更申込費用 5000円のみで、 

莫大な利益を得る組織作りのきっかけをつかむ 
ことが出来ます。 
 

http://www.ikinet.com/
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なるほど・・・理屈はわかったけど、 
じゃあ、どうやって宣伝すればいいんだろう？？？ 
 

はい、やっとここまで来ましたネ（嬉） 
 
まず、最初に言いますが、後述する７つのサイトのうちの、 
上から３サイト（情報の壺・CoinAD-3・BIZ-ONE）は、いずれも広告サイトです。 
 
そして、あなた用のアフィリエイトコードから、誰かが登録すると、 

「１０００円×３サイト」の報酬があります。 
その報酬の一部を広告代金に利用して、じゃんじゃん広告すればよいのです。 
 
もちろん、ダウンがたくさん増えてくると、エンジンがかかったように、 
宣伝費用として使っても使っても・・残った利益が増えていく・・・ 
という嬉しい状況になり、やがて安定収入へと成長していきます。 
 
が、スタート時にどうやって火をつけるか・・・ 
お任せ下さい！！ 
 
私が１年前から研究し・・・実践し・・・、 
何度も何度も繰り返して練り上げた宣伝ノウハウを、 

今回特別に「５点の特典」として差し上げます！！ 
 
いや、ちょっと待ってください。 
私も、ボランティア団体ではありません。 
 
一応、零細企業のトップ（笑）ですので、 
今回、このｅ－ｂｏｏｋを購入又は入手した方で、 

後述の７つのサイトのうち３サイト以上に登録していただき、 
「高額報酬リンク変更申込み・５０００円」 

を申し込まれた方だけにお渡しいたします！！ 
 
通常７０００円ですが、先着３００人限り記念価格５０００円での提供

となります。 

３００人になり次第、予告無しに通常価格の７０００円に戻しますので、

希望される方は、お急ぎお申込み下さい。 

http://www.ikinet.com/
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■ノーリスクで地道に稼ぐ方法 
 

アフィリエイトサイトには登録したくないし、特典もいらないが、 

  このｅ－ＢＯＯＫを活用して、地道に稼ぎたいという方、 

 

そんなムシのいい話が！あるんです！あるんです！ 

  下記を参考にして、御活用下さい！！ 
 

① このｅ－ＢＯＯＫを、そのまま転売して１００％利益を得てください。 
尚、販売価格は自由と致しますが、最大５０００円として下さい。 

 

 

② このｅ－ＢＯＯＫを、あなたの販売商品を購入した方へのオマケとして、 
無償提供する事を宣伝し、商品の売り上げ増加のための販促品として、 

御利用下さい。 

 

 

③ このｅ－ＢＯＯＫを、あなたのメルマガを購読申込した方へのオマケとして、 
無償提供する事を宣伝し、購読者増加・獲得のための販促品として、 

御利用下さい。 

 

ほんとにいいんですか？？？  

いいんです！！ いいんです！！ 
 

なぜなら、後述する７つのサイトのアフィリエイトリンクは、 

すべて私のリンクとなっています。 

 

すなわち、登録者があった場合、 

その報酬のすべてが私に入るからです！！ 

積極的に御活用願います！！ 

 

 

http://www.ikinet.com/
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■多少のリスクは投資として割り切り、

リターン収入に期待する方法 
 

これが絶対お勧めです！ 
なぜなら即リターン収入が発生しやすいからです 

 

おまたせしました！！では、７つのアフィリエイトサイトをご紹介します。 

 

① まず、下記のサイトにそれぞれ会員登録していただきます。 

どのサイトも登録費用が必要ですので、ご予算に応じて判断していただき、 

登録したい物だけを３サイト以上御登録下さい。 

尚、既に登録されているサイトがあれば、再登録の必要はありません。 

 

◆情報の壺      http://www.ikinet.com/9017.html 
 左メニュー「アフェリエイト会員募集」→最下部「アフェリエイト会員仮登録ページ」 
 

◆CoinAD-3      http://www.ikinet.com/9018.html 
 左メニュー「正会員登録申込み」→最下部「会員登録仮お申込み」 
 

◆BIZ-ONE       http://www.ikinet.com/9006.html 
 左メニュー「稼ぐシステム」→最下部「会員登録はこちら」→最下部「詳細登録」 
 

◆One's Your Biz    http://www.ikinet.com/9010.html 
 左メニュー「参加お申込はこちら」 
 

◆ﾏｲﾀｹMD-Fﾋﾞｼﾞﾈｽ    http://www.ikinet.com/9011.html 
 左メニュー「ご優待登録によるビジネス参加申請」 
 

◆全自動入金ｼｽﾃﾑ    http://www.ikinet.com/9009.html 
 最下部「申込み」 
 

◆貯め～るＦＣ     http://www.ikinet.com/9004.html 
 最下部「ＦＣ会員登録手続き」 
 

 

http://www.ikinet.com/9017.html
http://www.ikinet.com/9018.html
http://www.ikinet.com/9006.html
http://www.ikinet.com/9010.html
http://www.ikinet.com/9011.html
http://www.ikinet.com/9009.html
http://www.ikinet.com/
http://www.ikinet.com/9004.html
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② 登録したサイトからあなた用のアフィリエイトリンク（紹介用のリンク）が届

きましたら、後述の内容にて、当社宛にお知らせ下さい。 

尚、今回新規登録ではなく、以前より登録済みの上記サイトがある場合でも、 

合わせてアフィリエイトリンクをお知らせ頂いて結構です。 

お知らせいただいた、あなた用のリンクを、上記①の各リンクに置き換えて、 

あなた専用の「アフィリエイト起業・高額報酬への道」ＰＤＦファイルを、 

手数料５０００円で作成し、お渡しいたします。 

 

③ 追加オプション・・・ 

あなた専用のホームページを、追加３０００円で作成します。 

サンプルページ http://www.ikinet.com/kh/kh.html 

  ページ最下部の「入手希望はこちら」の部分に、 

あなたのメールアドレスをリンクします 

この専用ＵＲＬを、メルマガやリードメールなどでどんどん宣伝する事により 

入手希望者からメールが届きます。又、特定商取引法に基づく表示は当社のま

まですので、あなた御自身の個人情報を公開する必要はありません。 

あとは直接、入手希望者様と取引を進めてください。 

作成したホームページは、当社サーバ上に初年度無料で掲載・管理します。 

ぜひ、あわせてご検討下さい。 

 

④リンク変更・専用ＨＰ作成申込費用のお振り込み 

・高額報酬リンク変更申込み および ・専用ＨＰ作成申込み 

を行う場合は、まず、 

それぞれの費用を、下記いずれかの口座へお振り込み下さい。 

 

・高額報酬リンク変更申込み のみお申し込み・・・ ５０００円 

 

・＋オプション・専用ＨＰ作成 セット申込み・・・計８０００円 

 

■ 振込先（下記いずれかの口座へお願いします） 

 

新生銀行 本店 普通口座 ０６４６６４４ オザキケンジ 

 

ｲｰﾊﾞﾝｸ 銀行 ワルツ支店 普通口座 １４１１０２６ 小崎健司 

 

郵便振替 記号：１７６９０ 番号：１７４２１４１ 

     名義：壱岐ＯＡシステム株式会社 

http://www.ikinet.com/kh/kh.html
http://www.ikinet.com/
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⑤お振り込み終了後、下記メールアドレス宛に詳細事項をお知らせ下さい。 

 

■申込メールアドレス： ikioa@ikinet.com 
 

※お知らせ頂く内容。 

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

メール件名： 高額報酬リンク変更申込み 
※迷惑メール誤仕分け防止のため、必ず上記件名でお願いします。 

 

メール本文 

■お客様名： 

■振込名義：（お客様名と違う場合のみ入力） 

■メールアドレス：（メール添付ファイルが受信できる連絡用アドレス） 

■紹介用ＵＲＬ（新規登録した物および以前から登録している物のみ入力） 

 ・情報の壺    ： 

 ・CoinAD-3    ： 

 ・BIZ-ONE     ： 

 ・One's Your Biz ： 

・ﾏｲﾀｹMD-Fﾋﾞｼﾞﾈｽ ： 

 ・全自動入金ｼｽﾃﾑ ： 

 ・貯め～るＦＣ  ： 

■ ＋オプション：（無しは「不要」、専用ＨＰ作成の場合は「必要」） 

■ 振込日：（完了日） 

■ 振込先：（イーバンク・新生銀行・郵便振替のいずれか入力） 

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

 

⑥納期ついて 
 

御振込確認後、直ちにＰＤＦファイル作成に着手し、完成次第、今回の御注文特典

と共にメール添付にてお送りいたします。 

 

尚、お申込みが多数集中した場合、完成までに数日～１０日程度を要する場合もあ

ります。あらかじめ御了承下さい。 

 

 

 

 

 

http://www.ikinet.com/
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■ 特典について 
今回、 

「高額報酬リンク変更申込み」 
を御注文いただいたお客様には、 

下記の豪華５特典をもれなくプレゼントいたします。 

 

★特典１ 
「たった６０日でセミリタイヤする奇跡のお金儲け術」 
http://www.ikinet.com/ikioa/ataru/60.html 

 

定価１９８００円の情報です。 

はっきり言って、これだけでも十分な価値があります！！ 

 

さらに、再販権付きですので、 

どんどん転売して１００％の利益を得ることが出来ます。 

 

たとえば転売する際、 

「これを買っていただいた方には、この「高額報酬への道」をプレゼント！」 

などと宣伝すれば、良い成果が出ると思います。 

 

 

★特典２ 
「ヤフーメルアド・収集マニュアル」 
 

パソコンの初心者でもわかりやすい、図解型解説ですぐ実践できます。 

マニュアル通りに実行することによりヤフーのメールアドレスを収集できます。 

収集したアドレス宛に、「未承諾広告」形式で宣伝メールを送ることにより、 

宣伝効果を得ることが出来ます。 

特典１の「たった６０日でセミリタイヤする奇跡のお金儲け術」を、 

じゃんじゃん宣伝しましょう！！ 

 

 

 

http://www.ikinet.com/ikioa/ataru/60.html
http://www.ikinet.com/
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★特典３ 

「ｍｉｘｉは宝の山」 
いま流行のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）の世界も、 

ビジネスとして無視できない程、成長しています。 

いまや５００万人以上の会員がいるとも言われるｍｉｘｉなどでは、 

まさにその典型で、 

特典１の「たった６０日でセミリタイヤする奇跡のお金儲け術」を、 

繰り返し宣伝すれば確実に成果が出ます。 

 

今回は、情報販売サイトで爆発的に売れたノウハウ「ｍｉｘｉは宝の山」を、 

特典としてお付けします。ぜひ御活用下さい。 

 

★特典４ 
究極のＮＥＴビジネス・ノウハウ！  

★プロが教える究極のビジネス★ 最低月150万稼ぐ！ 

なんとＰＤＦ１７１ページのスーパーボリューム！！ 
これで稼げなければ・・・いや稼げないわけがありません！！ 

 

★特典５ 

メルアド５０００件進呈！ 
最後にドカンと！ 

広告メール等の受信承認済みメールアドレスを、 

５０００件・さ・し・あ・げ・ま・す！！ 

じゃんじゃん宣伝してください！ 

えっ、どうやって一括送信するのって？？？ 

わかりました。この際ですから、私も使っている便利なソフトを・・・ 

差し上げ・・・る事は出来ません（著作権侵害のため）ので、 

紹介しておきます。 

●らくらく一括メール送信（シェアウェア 1,365円） 

エクセルファイルから宛先をインポートし同報メールを一括送信 

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se302091.html 

 

１５日間無料で試用できますのでお勧めです。 

しかもサポート付きで安心です！！ 

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se302091.html
http://www.ikinet.com/
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■著作権について 

このｅ－ｂｏｏｋの著作権は、すべて壱岐ＯＡシステム株式会社にあります。 

また、皆様が入手された時点で、再販（転売・再配布）権を有した事とします。 

 

さあ早速 

目の前にある「高額報酬への道」に 

記念すべき第１歩を 

踏み出しましょう！！ 

踏み出せは初めは緩やかに・・・ 

やがて確実な手応えを感じ・・・ 

気がつくと安定収入へと 

成長していきます！！ 

最後になりましたが 

あなた様のＮＥＴビジネスの 

大成功と大繁昌を 
心より祈念いたしまして 

御礼に代えさせていただきます 

ありがとうございました 

http://www.ikinet.com/

