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□ 著作権について

「アフィリエイターお助けパックぷち特典詰め合わせセット」（以下、「本商材」と表記）は

著作権法上の保護を受ける著作物になります。以下の使用許諾に関する注意事項を守られ

た上、正しくご利用ください。

□ 使用許諾に関する注意事項

★「脅威の商材作成委員会」から本商材を直接ご購入いただいた方ができること

１. 自己使用

２. 情報商材アフィリエイトの際の特典配布　（４つ全て特典とすることが可能）

（無料配布、有料販売は一切できません。また、ご自身の商材販売の際の特典としても使用

できません。あくまで「アフィリエイト時の特典配布」のみとなります。）

３. 無料登録の際の特典配布　（１回につき１つ限定）

アフィーモ、ビッダーズ等の無料登録、もしくはインフォカート、インフォトップ等

の２ティア登録の際の特典としての配布

★「アフィリエイターお助けパックぷち特典詰め合わせセット」から直接ご購入いただいた

方から本商材の特典配布を受けた方ができること

１. 自己使用

（再配布は一切できません）

「プチ特典製作委員会」は著作権を放棄したものではないため、上記以外の、コピー、ビデオ

や電子メディア、メール、メールマガジンなどでの複製、転載、音声での読み上げおよびイン

ターネット上で公開すること、および転売を禁じます。あなたが上記の権利を逸脱した使用

を行った場合、違反件数に発行価格を乗じた１０倍の金額をウハウハ特典作成委員会に支

払うものとします。

禁止行為を発見された方は直ちにご連絡ください。違約金の 60%を差し上げます。 

連絡先：mailto:puti-toku@sakutto-1oku.com

□ 免責事項

本商材は、発行時点での著者の見解をもとにまとめたものになります。使用・実行は全て自

己責任で行うものとし、いかなる損害の発生についても著者は責任を負わないものとしま

す。

アフィリエイターお助けパックぷち特典詰め合わせセット

Produced by　プチ特典製作委員会

http://1tokuten.com/puti-toku/
mailto:puti-toku@sakutto-1oku.com


ゼロからの人脈形成法（改訂版）　岡田理史

 
　　　　　　　　　ゼロからの人脈形成法（改訂版）

 

はじめまして。

レポート作成者の岡田理史（おかだまさし）と申します。

 

 まず簡単に私のプロフィールを紹介いたします。

 １９７７年１月６日　東京都杉並区で生まれる

現在２９歳です。

 

２００４年末までは独立行政法人の職員をしていましたが、２００５年２月か

ら情報起業・アフィリエイトの世界に入りました。

 趣味はサッカー観戦（柏レイソルの応援）とピアノ演奏です

  明らかに後発組でしたが、２００５年１２月には３２８万、２００６年１月も

１９０万稼ぐことが出来ました。

 私がいかにして人脈を広げてきたかを当ノウハウで公開いたします。ご期待下

さい！
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 今回は「ゼロからの人脈形成法（改訂版）」をお求め頂き誠にありがとうござ

いました。

 こういった情報商材を購入するのはかなり勇気がいることだと思います。特に

初めて購入される方はなおさら不安が大きいでしょう＾＾；

 私も初めてこういった情報商材を購入したときはかなり不安できたからあな

たの気持ちもよくわかります。

 今回購入して頂いたみなさん、私を信用して下さりありがとうございます。

 当ノウハウでは、私が知識を余すところなくありのままお伝えいたします。

 何度も読み込み、できればプリントアウトして必ず実行してください。

そうでないと稼げません。

 読むだけで満足せずに、必ず実行してください。

そうすれば必ず結果が出るはずです。

 当ノウハウを実行して結果が出たという喜びの声をお待ちしております＾＾
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　　　　　　　　ネットビジネスは人脈が全て

 あなたはアフィリエイターの９割以上が月に５０００円も稼げないという事

実をご存知ですか？

 厳しいようですが、これが現実のデータです＾＾；

 なぜ彼らは稼げないのか？　　色々理由はあると思いますが、私が考える一番

の理由は

 「人脈がない」からです。

 どうしてもネットビジネスというと、一人で黙々とするような印象をお持ちの

方が多いと思いますが、人脈があるのとないのとではかなり差があります。

 物販のサイトを黙々と量産している人は人脈などなくてもやっていけると思

われているようですが、それでは稼げても楽しくないですよね＾＾；

 人脈があったほうが稼げてより充実した生活が送れます＾＾

 その人脈を私がゼロの状態からいかに形成してきたかを当ノウハウでお話い

たします。　　

 多くの人が挫折する理由は、有効な人脈がないからです。

人脈といっても最初からたくさん持っている人はあまりいないでしょう。

 

私も当然ありませんでした＾＾；
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２００４年までは独立行政法人の職員をしていましたので、ビジネス関連の人

脈などあるわけがありません。

  

独立行政法人はネットビジネスから最も縁が遠そうな仕事ですし（笑

  

そんな私でも出来たのですから、あなたに出来ないわけはありません。

じっくり読んで実行して下さいね♪
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私がこの世界に入ったのは２００５年の２月でした。

最初は、ブログが一番簡単なんだろうと思い、ライブドアの無料ブログを作って

いました。

  

もちろんその時にビジネス人脈なんかありません＾＾；

  

しかし、とにかく気になるブログにコメントを残して（もちろんスパムコメン

トではありませんよ＾＾；）いるうちに、何人かの方とブログ上で親しくなる

ことができ、オフ会をしませんか？　という話になりました＾＾

  

最初に知り合ったのが今はすっかり有名になったこのお二人です。

  

石野さん

http://www.mag2.com/m/0000168746.html

  

仁宮さん

http://www.mag2.com/m/0000153075.html

 運よくこの２人と知り合えましたが、当時は私も含めて３人とも全然稼げませ

んでした＾＾；
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 ２人と知り合ったのが２００５年の４月ですが、１年たった今（２００６年４

月下旬）３人ともここまで稼げるようになるとは誰も思ってなかったでしょう

＾＾； 

人脈は大事ですが、プラスの人脈でないと何の意味もないどころかむしろマイ

ナスになります＾＾；

 

今から人脈を作ろうという方は注意が必要です。

ブログを通じて人脈を作る際は、馴れ合いにならないようにしましょう。

 

意識の高い人とそうでない人をしっかり見極めないといけません＾＾；

稼げない人同士で馴れ合いをすると全く前に進めなくなります。

  

行動しそうな人、ブログで馴れ合っているだけで満足している人というのはす

ぐに見分けがつくと思いますので、そこは十分注意して下さいね。
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【コラム】

 これからはブログ一本で稼ぐというのはかなり厳しいと思います。

メルマガは必須です。

 なぜなら、私の商材【時間差アフィリエイト】が広まった影響で、本当に稼いで

いる人は例外なくメルマガを持っているからです。

 ブログだけをしている人より、ブログとメルマガを併用している人のほうが稼

ぐチャンスが多いのは明らかですよね♪

 ぜひメルマガを発行してくださいね。

 時間差アフィリエイトをまだお求めでない方はぜひこちらから

メルマガアフィリで稼ぐための必需品です♪

 

インフォカートで月７３万稼ぐ！　時間差アフィリエイト

http://www.nekorey.com/jikannsa.htm  l  　

 といいたいところですが販売終了です＾＾；

今は後述の日給８万円がお勧めです。

 ここまであなたがやるべきことは、まずはブログを作り、コメントを丁寧に残

して意識が高そうな方と交流を持つことです。
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オフ会が難しくても、今はヤフーメッセンジャーやスカイプ等で話すこともで

きます。

  

遠慮しないでぜひこういった交流を持つようにしましょう＾＾

私もビジネス仲間とほぼ毎日スカイプをしています♪

  

かなり濃厚なノウハウもスカイプでは出て、毎日勉強になります。

後にも書きますが、結果を出せば出すほど人脈は広がります。

  

私も去年の今頃は畑岡さん、菅野さんといった超大物との人脈が出来るなんて

夢にも思いませんでしたが、今では畑岡さん、菅野さんと携帯で話すこともでき

ます（笑

  

一番いいのは直接会って人脈を広げることですが、スカイプ等でもいいでしょ

う。

  

ぜひ有効に活用して下さいね＾＾
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　　　　セミナーや無料面談を有効活用しよう

  しばらくすると、やはり超大物との人脈が欲しくなる方も多いと思います。

私もそうでした＾＾；

  

しかし、そう簡単に超大物との人脈なんか作れないと思いますよね？

でも、ちゃんと行動している人なら十分出来ると思います。

 たとえば、畑岡さんは無料面談を行っています。

２００６年も５月から随時全国で無料面談をされます。

  

ここに参加することで、強烈な印象を残すことができれば自然と相手の記憶に

も残ります。

  

ただ、何も行動していない人がただ漠然と参加しただけでは全く意味はありま

せん。

  

とにかく何でもいいので行動して、ある程度の成果を挙げることが重要です。

月１０万でも稼げていればかなりインパクトがあると私は思いますよ♪

 

 

アフィリエイターお助けパックぷち特典詰め合わせセット

Produced by　プチ特典製作委員会

http://1tokuten.com/puti-toku/


ゼロからの人脈形成法（改訂版）　岡田理史

田渕さんは顔出しがＮＧですし、本当に力がある人としか会ってくれません。

しかし、田渕塾というものを主催されていて、そこの掲示板でかなり頻繁に書き

込みをしているので、そこから交流を持つことは可能です。

  

また、メールの返信もかなり早いので、行動している人にとってはかなりおいし

いと思います。

  

田渕塾

http://www.nekorey.com/tabuchijyuku.html

  

アフィリで月５万稼ぐプロジェクトや、携帯アフィリで月５万稼ぐプロジェク

トなるものが田渕塾の掲示板で展開されていて、かなり多数の方が参加されて

います。

  

ここで成果を挙げればかなりアピールになるのはいうまでもありませんね＾＾

 

菅野さんと私の出会い？　は去年の確か６月でした。

といっても、商材を買っただけでしたが（爆
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失敗しようがない情報起業成功法

http://www.nekorey.com/sugano.html

  

を購入して、何度か質問メールのやり取りをしていた程度で、当時は人脈が作れ

るなんて全く考えてもいませんでした＾＾；

 

ただ、行動だけはしました。

それが後になって大きく影響したことだけは確かです＾＾

  

そして、高卒社長こと進藤さんと出会ったのが去年９月でした。

  

彼が販売している販売戦略の商材（今は販売終了）を購入して、購入者限定の

面談を品川のホテルで受けました。

  

そこで、色々相談をしたのですが、かなり真剣にこちらの質問に答えてくれたの

でこの人は本物だと確信しました。

  

その時は私もまだ月３０万くらいの収入でしたが、これから必ず伸びるといわ

れたので、それを信じて行動してきた結果今があるのだと思います＾＾
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 もう一度書きますが、何も行動していない地点で畑岡さんや進藤さんの面談を

受けても全く意味がありません。

  

ある程度行動している人が面談を受けて初めて意味がありますし、行動してい

ない人のことは相手も印象に残りません。

  

セミナーに出て講師とただ単に名刺交換をしただけで人脈が出来たなんて思わ

れている人も多数いらっしゃいますが、それは違います＾＾；

  

行動していない人は記憶に残りません。

名刺にしても、ビジネス用の名刺をきちんと用意しましょう。

  

会社用の名刺を渡されても？？？　と思うだけです＾＾；

十分注意して下さいね。

  

そうはいっても最初の一歩が踏み出せないんだよ…　　という方もいらっしゃ

ると思います。

  

そういう方は、まずブログを始めましょう。

一番最初に書きましたが、とにかく気になるブログのところにコメントを残し

て、人脈を作って下さい。
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一人でやっているとすぐ挫折しますが、人脈が少しでも出来ればモチベーショ

ンが下がったとしてもすぐ回復します。

 

私が念頭に置いているのは情報商材のアフィリエイトですので、お勧めのブロ

グをいくつか紹介しますね。

  

ここで、あなたが行動して彼らにアプローチをかけてみて下さい。

継続して努力できれば、間違いなく人脈は広がります。

  

情報商材ナビゲーション（インフォ侍さん）

http://wishinfo.blog18.fc2.com/

 元お笑い芸人でも稼げた！！　初心者でも超簡単！！　ブログ超爆裂法（大

田さん）

http://blog.livedoor.jp/knet2/

 情報起業家パンダ渡辺の「俺について来い！」（渡辺さん）

http://ikemen.livedoor.biz/  芸人でも稼げた  !!  初心者でも超簡単  !!  ブログ超爆裂法  !!★  

情報商材鑑定士ホリホリがゆく！（ホリホリさん）

http://blog.livedoor.jp/jyohokigyo4124/
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 もしよければ私のブログにもいらして下さいね＾＾

 初心者のためのインフォプレナー入門塾

http://blog.livedoor.jp/neorey2006/

 

 繰り返しますが、ブログにコメントを残すのが目的ではありません。

プラスの人脈を作り、稼ぐのが目的ですよね？

  

くれぐれも馴れ合いにならないようにして下さいね。

行動しないと先はみえませんから＾＾；

  

ある程度行動してからでないと、無料面談やセミナーに参加しても無意味です。

いい方は悪いですが、セミナーマニア、無料面談マニアになっている人が非常に

多いです＾＾；

  

それではいつまでたっても稼げるようになるわけがありません。

行動といっても最初はブログを書けばいいと思います。

  

その後もちろんメルマガは必要ですが＾＾；

 

アフィリエイターお助けパックぷち特典詰め合わせセット

Produced by　プチ特典製作委員会

http://1tokuten.com/puti-toku/
http://blog.livedoor.jp/neorey2006/


ゼロからの人脈形成法（改訂版）　岡田理史

 行動すれば人脈も広がりますし、自然と２万３万程度は稼げるようになります。

時間差アフィリエイトを購入されている方は時間差アフィリをぜひ実行してみ

て下さい。

 

 こんなことは知っている！　といって行動しない方もなぜか多いようですが、

知っているとやっているは全然違います。

  

とにかくやりましょう。

渡辺さんやホリホリさん、おずさんは時間差アフィリを実行して圧倒的な結果

を残されました。

  

また、時間差アフィリを購入されてない方も、資料請求や会員登録のアフィリで

もいいと思います。

  

ビッダーズアフィリエイトプログラム

http://www.nekorey.com/touroku.html

 などは、１件登録者を獲得すれば６００円です（もちろん無料）

チリも積もれば山となるです。

  

また、メンバープラスというお小遣い稼ぎにもなり、メルマガ読者も増えるとい

う無料のおいしいサービスもあります。
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 メンバープラス　　

http://www.nekorey.com/plus.html

 

こういうサービスの登録者を地道に増やしていけばある程度稼げるようになり

ます。

 ただ、一番いいのは情報商材のアフィリエイトですから、時間差アフィリエイ

トを買う余裕がある方はぜひそちらを参考にして頂けたらと思います。

 インフォカートで月７３万稼ぐ！　時間差アフィリエイト

http://www.nekorey.com/jikannsa.htm  l  　

（販売終了したので今は日給８万円がお勧めです）

 ここまで私の簡単な軌跡を書いておきますね♪

 

２００５年２月　ライブドアブログを書き始める

　　　　　４月　石野さん、仁宮さんと出会う

　　　　　８月　畑岡さんの無料面談を受ける（一緒に面談を受けた方とは今

も交流があります）

　　　　　９月　進藤さんの無料面談を受ける

 

その後、今は募集していませんが、畑岡ネット起業塾にも入り、そこでさらに人

脈を広げ、結果も出るようになりました。
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 畑岡ネット起業塾はミクシィを使って講義が展開されていたので、そのころか

ら本格的にミクシィも活用するようになりました。

 

ミクシィを知らない方のために説明いたしますね

 

■Mixiとは何か

 

Mixi（ミクシィ）とは、日本最大規模のＳＮＳ（ソーシャルネットワーキング

サイト）の一つです。参加者は 250万人以上。コミュニティは 25万以上もあると

いう、莫大な規模を誇り、アクセスは 1日、1億ＰＶもあります。ソーシャルネッ

トワーキングとは、人とのつながりを電子化するという意味を持ちます。
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▼  マイミクとは

 ミクシィでは、直接の友人、知人をマイミクシィ（マイミク）として登録

することができ、マイミクの人の、新着の日記などをチェックすることが

できます。

 

▼  ミクシィに参加するには

 

ミクシィユーザーに登録するためには、既に登録している、友人、知人から、ミク

シィへの招待状を受け取らないといけません。

  

▼  ミクシィではこんなことができます。

 

メールアドレスなしで、ミクシィ内でメッセージのやり取りをすることができ

ます。新着メッセージが届くと、下の図のように画面に表示されます。
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メールアドレスなしでメッセージのやり取りができることによって、より多く

の人と友達になることが可能になります。

 自分が誕生日の場合、このように表示され、

 

訪れてくれたいろいろな人から、お祝いのメッセージをもらうことができます。

 

あと、ミクシィの中には、有名起業家も多数参加しており、ミクシィ内で、大物起

業家達とコンタクトを取ることも可能です。

  

ミクシィは使い方によっては強烈な武器になります。

今まで紹介してきた皆さんも全員ミクシィに参加されていて、それぞれ上手く

ミクシィを活用されています。
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私が心かけていることを書いていきますね＾＾

 

・    ビジネスに興味があるマイミクを増やす

・    日記を頻繁に更新して、記事に強弱をつける

 

 この２つだけです。

  

１つ目の、ビジネスに興味があるマイミクを増やすというのはすぐお分かりい

ただけると思います。

  

昔の友人も何人かマイミクにいますが、ほとんどがネットビジネスに興味があ

る方です♪

  

当然、そのほうがいいですよね？

何のためにミクシィに参加するのかを考えれば答えは明らかだと思います＾＾

  

ただ、最近ミクシィは商用利用に対してかなり厳しいので、間違ってもプロフィ

ールや日記に直接アフィリエイトリンクを貼ってはいけません＾＾；
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そういうことをするとＩＤが消される可能性が高いです。

  

そこで、どうするかというと、外部のブログを使って上手く誘導すればいいので

す。

  

そして、２番目の日記を頻繁に更新して、強弱のある日記を書くというのが最大

のポイントです。

  

日記の更新は多ければ多いほどいいです。

そのほうが、マイミクの方が興味を持って訪れてくれますから＾＾

 

 それから、強弱を付けるというのも重要です。

  

毎日商材の紹介や金儲けの話ばかりしていると間違いなく飽きられます＾＾；

そうではなくて、たまに自分のことをさらけ出すような面白い日記を書くのが

いいでしょう＾＾

  

その方が親近感を持ってもらえますし、より深い交流が出来るようになります

＾＾
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昨年１１月以降は、色々なセミナーに参加して、より人脈を広げました。

ただ単に名刺交換をするだけではほとんど意味がありません。

  

セミナー後の懇親会が重要です♪

そこで、意識が高い人とどんどん話して積極的に交流を広げていけば人脈は自

然と広がります＾＾

  

ブログ、ミクシィ、無料面談、セミナー（懇親会）、スカイプなど人脈を広げる手

段はたくさんあります。

  

ぜひ駆使して下さいね＾＾

 

その後の経歴

 ２００５年　９月　　畑岡ネット起業塾に参加

２００５年　１１月～多数のセミナーに参加

２００５年　１２月　畑岡アフィリ塾に参加

２００６年　　１月　畑岡アフィリ塾の講師を務める

２００６年　　２月　畑岡アフィリ塾の講師を務める

２００６年　　４月　山本塾の講師を務める
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 私は畑岡ネット起業塾に参加したころから、人脈が急激に広がり、それに伴っ

て収入も激増しました。

  

２００５年９月は３０万程度だったのが、１１月には９８万、１２月には３２０

万（いずれも純利益）まで跳ね上がったのです♪

  

結果が出ると

  

より自信がつく

　　　↓

ますますモチベーションが上がる

　　　↓

人脈も自然とさらに広がる

　　　↓

おいしいビジネスの話や最新情報が随時入ってくる

　　　↓

ますます儲かる

 こういう超おいしいスパイラルになります＾＾

ネットビジネスの世界は人脈と情報が全てです。
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 生の最新情報は人脈が無いと手に入りません。ネット上で検索して出てくる情

報は得てして古いものです＾＾；

  

本当の最新情報はオフラインでの人脈でないと手に入らないというのが私の実

感です。

  

　　　　　　　大物主催の塾で人脈と最新情報を得よう

 

人脈を得るには、超大物が主催する私塾に入るのもかなり効果的です＾＾

値段は張りますが、その分意識の高い人が多数参加しているからです。

 

先程挙げた田渕塾のほかにも色々ありますが、今募集している中では圧倒的に

山本塾がお勧めです。

 

山本塾（私も４月２２日にセミナー講師を務めさせていただきました）

http://www.nekorey.com/yamamotojyuku.html

 山本塾では毎月１度、東京または大阪でセミナーが開催されます。

このセミナーはそんなに大人数が集まることはありませんが、その分とても意

識の高い人だけが集まることで有名です。
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セミナー後の懇親会で徹底して人脈を作りましょう。

セミナーより懇親会のほうが何倍も大切だというのは半ば常識です（笑

 セミナーだけ出て懇親会に出ないなんてあまりにも勿体無さ過ぎます＾＾；

 もちろん、田渕塾や山本塾の掲示板にも積極的に書き込みをしましょう。

もちろん、自分の宣伝だけをしてはいけません＾＾；

  

たとえば、超初心者の方の質問に丁寧に答えてあげるだけでも株が上がるでし

ょう。

 自分のことばかりを考えず、メンバーと積極的に交流することを考えて行動す

れば何倍にもなって帰ってくるはずです＾＾
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知名度が上がったらさらに加速できる

 

ここまで書いてきたことを徹底してやれば、あなたも人脈と収入の両方を手に

入れていることと思います。

  

そうしたら後はさらに加速するのみです。

どんどん自分のブランディングを進めていきましょう＾＾

  

私はこんなことをいま実行しています

  

・    ミクシィ上で無料面談の募集

・    同じくミクシィ上でスカイプ面談の募集

  

この２つはかなりおいしいですよ＾＾

  

知名度が上がれば、希望者が殺到します。

ここで面談をして、親切丁寧に答えれば彼らの信用度が大幅に上がり、口コミで

良い評判が広まります♪
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 ミクシィを使うのも意味があります。

今やミクシィは最大のＳＮＳで、面談を受けた人が日記に面談のことを書いて

くれることであなたの評判が自然と広まります。

  

そうすると、後は言わなくてもわかりますよね＾＾

マイミク依頼も殺到し、さらに人脈が広がります♪

  

まさに正のスパイラルです。

 

そして、知名度が上がってからセミナーや懇親会に参加すると、こちらから何も

しなくても名刺交換を希望する方が多数来てもらえます＾＾

  

これも私が実際に体験したことですのでこの効果はよくわかります＾＾；

本当に恐ろしいまでの効果です。

  

この段階になると、いわゆる超大物との本当の意味の人脈も出来てきます。

  

２００６年２月には、小出万吉さんからぜひお会いして飲みませんか？　とい

う誘いも受けましたし、３月には菅野一勢さんともお会いしてきました。
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人脈を広げる最高の手段

 

人脈の重要性はご理解いただけたと思います。

上記の方法を徹底すれば人脈は自然と広がるはずです。

  

今私も岡田塾というアフィリエイトの塾を開催していますが、残念ながら現在

は募集を締め切っています＾＾；

  

そこでお勧めなのがおずこと岡崎さんの日給８万円のフォーラムです。

購入者がかなり活発な意見を交わしています。

  

また、ビズコムには日給８万円購入者専用のコミュニティもあります。

ここに入ることで意識の高い人との人脈が出来ます♪

  

ブログアフィリエイトで日給８万円　たった３ヶ月で月４００万円稼ぐ仕組みを作ってしまっ

た！

（１８大特典＋α２特典対象　クレジット、銀行振り込み両方ＯＫ）

http://www.infotop.jp/click.php?aid=382&iid=655&pfg=1

インフォトップでは特典自動配布機能がありますので、特典請求メール等は一切不要です。
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上記ＵＲＬから購入すると自動的に特典が配布されます♪

新・１８大特典登場♪

以前の１４大特典を大幅にバージョンアップし、１８大特典を用意いたしました。

詳細はこちらです

商材によってはさらに＋α特典もありますよ＾＾

特典１　半永久ハウスリスト自動収集法 

これはハウスリストを半永久的かつ自動的に集める私オリジナルの方法です。 

メルマガウハウハモードで有名な畑岡さんも絶賛した絶対的な自信がある 

方法です。 

ハウスリストとは見込み客のメールアドレスのことで、一件あたり３０００円 

の価値があるといわれています。 

これを知るだけでも相当な価値がありますよ♪ 

特典２ 

アフィリエイトで月５０万稼ぐ脅威の方法 

これはその名の通りアフィリエイトで５０万稼ぐための方法をまとめた 

私オリジナルのノウハウです。 

これを入手できるだけでも相当な価値があります。 

特典３　儲けるための思考法 
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稼ぐためには独自の思考法が必要です。

それを簡潔にお伝えします。

特典４

アフィリエイト超基礎レポートのプレゼント

ただレポートをプレゼントするだけじゃありません♪

何と、再配布権つきです♪

ワード形式でお送りしますので、改変も自由です（笑

中身を替えて貴方の特典にするもよしです＾＾

今までにない目玉特典です。

これで特典を作れないなんて言わせませんよ！

特典５

岡田流脅威の販売戦略のプレゼント　　時間差アフィリエイトを２ヶ月半で９００個売り上げ

た戦略をまとめたＰＤＦをプレゼント致します。 

特典６

幻の商材　ＰＣ初心者でも月１０万アフィリエイトで稼ぐ方法のプレゼント

（情報が古い部分を最新の記事に修正した改訂版をプレゼントします）

特典７

特偏差値４０からセンター試験英語で９割取る方法

文字通り、偏差値４０からでもセンター試験英語で９割取る方法を記したレポートです。
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受験生や受験生の親御さんは必見です。

特典８

畑岡アフィリ塾で講師をした際の特別レジェメもプレゼント♪

特典９　ツルハシビジネスの解説書　ゴールドラッシュのプレゼント

これは、石川カイトさんが作成された特別レポートです。

７万円するノウハウの一部を抽出したもので、かなり価値がありますよ＾＾

７４ページとボリュームもたっぷりです♪

特典１０

ＲＳＳ活用ノウハウ（再配布ＯＫ）

今話題のＲＳＳの活用ノウハウをコンパクトにまとめたＰＤＦレポートです。

何と再配布権もあります＾＾

特典１１

まぐまぐの分厚い壁を破る発行承認ノウハウ（再配布ＯＫ）

代理登録が有料化されてもまだまだまぐまぐのブランド力は偉大です。

審査がありますが、その審査を通す方法を説明してあります。

こちらも再配布ＯＫです＾＾

特典１２

インターネットマーケッター宮川明さんの 9,800円相当・極秘音声セミナー
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【音声セミナー】「失敗知らずのインターネット起業法」

－インターネットビジネスで成功するために必要な３つの内容とは？－

（約 40分・mp3形式）

※この音声セミナーを聞くことで、あなたが耳にする内容の一部は次の通りです。

＃インターネットビジネスで成功するために必要なこと

＃マーケティングとは集客のことではない。では、いったい何のこと？

＃自分のビジネスを持つことの重要性

＃インターネットで売れるビジネス・売れないビジネス

＃今話題のドロップシッピングって、直訳すると何のこと？

＃情報販売はダメなのか？情報販売が終わる日とは？

＃商品から考えるのは間違い。商品より先に考えることとは？

＃インターネットで稼げるようになるための始めの一歩は、○○体験を積むこと

特典１３

再配布＆販売ＯＫの特典集

知っている人は既に知っている情報ですが、知らない方にとっては計りしれない

価値があります。

完全無料で再配布＆発売が認められている特典をプレゼントしているサイトがあります。

そのＵＲＬをお伝えいたします。
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特典１４

商材代金をすぐ取り戻すための月３万稼ぐ方法

以前は＋α特典にあったこの特典を標準装備します。

商材代金を取り戻すために必要なノウハウをコンパクトにまとめました。

特典１５

岡田流販売戦略篠原さん特別バージョン

これは篠原さんの販売戦略ノウハウに私が特別提供した限定版の販売戦略ノウハ

ウです。

ぜひご覧下さい

特典１６

「情報起業で時給８万円

　メルマガアフィリからはじめて、

　情報起業で１０日で３７００万円稼いでしまったからくり」

　おず×菅野一勢対談　ＭＰ３ファイル　１時間

日給８万円限定　＋α特典

＋α特典１　　『時間差アフィリエイトを１２７倍活用する起爆処方箋』

これはかつて岡崎さんが私の時間差アフィリを紹介する際に特典として

使っていた特製ＰＤＦです。
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今回、私の時間差アフィリもプレゼントするので、これと併用すれば効果倍増

です！　もちろん私から購入された方だけしか手にできません。

＋α特典２　　　『あなたの売り上げを３０分以内に３０倍にする

　　おずがこっそり使っている魔法のライティング』

　・１００ページ以上あるレポートです。

　・メルマガの書き方について書いてあります。

　・私が日ごろ感じている「感覚」について書いてあります。

　・これを読むと、メルマガを書くことが楽しくなります。

　・結果として稼げるようになります。

　・楽しいところに人が寄ってくるからです。

ブログアフィリエイトで日給８万円　ブログとメルマガで作る稼ぐ仕組みの作り方

（１６大特典＋α２特典対象　クレジット、銀行振り込み両方ＯＫ）

http://www.infotop.jp/click.php?aid=382&iid=655&pfg=1

インフォトップでは特典自動配布機能がありますので、特典請求メール等は一切

不要です。

上記ＵＲＬから購入すると自動的に特典が配布されます♪

この特典ももちろん凄いのですが、本当の価値は先程も申し上げたようにサポートフォーラムで

す。

既に稼いでいる人、これから間違いなく爆発しそうな人が多数集まっています。
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ぜひ強い人脈を作って下さいね！

彼らを味方につければ鬼に金棒です＾＾
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　　　　　　　　　　無料で人脈を作り上げる方法

 日給８万円の紹介を見て結局はアフィリで商材を売りたいだけか！　と思わ

れた方もいらっしゃるかもしれません＾＾；

 しかし、本当に濃い人脈を作りたければ投資は絶対必要です。

何度も以前から申し上げていますが、無料でできることには限度があります。

 必要なところに投資が出来る人は大きく稼げます。

メルマガ読者増サービスであったり、商材だったり、セミナーだったり…

  

それでもお金がきついという方は、無料でする方法もあります。

最近勢いのあるメルマガ発行者に丁寧な感想を送り、コンタクトをとればいい

のです。

  

ただし、何も相手にメリットを与えられないのであれば相手にされないのは当

然です＾＾；

  

せめて質の高い無料レポートを用意するとか、アフィリ報酬のキャプチャー画

面を送って自分には力があることを伝えるくらいはしましょう。

  

別の方法としては、彼らのレポートを紹介して、たくさんダウンロードしてもら

えればそれだけでも十分なＰＲになると思います。
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 最近勢いがあるメルマガ発行者リスト一覧

当然ですが、メールを送ったからといって返事が保障されるわけではありませ

んよ！

 失礼なメールは即ゴミ箱行きです。

私の商材を読んだから何とかしろなんて間違っても言わないようにしてくださ

い。

 何の効果もありませんから＾＾；

 ハオロンさん

インターネット起業の王道　★　ハオロンの楽しくサクッと一億円♪

http://www.mag2.com/m/0000133179.html

 遊人さん

これからでも大丈夫～後だしジャンケン副業術

http://www.mag2.com/m/0000191222.html

 ヒデさん

後発組でもＯＫ☆誰でも稼げるアフィリエイトの秘訣

http://www.mag2.com/m/0000207977.html

 この３名です。

彼らと人脈ができればこれ以上心強いものはありません。
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 余談ですが、ヒデさんもハオロンさんにかなりアピールして半ば強引にハオロ

ンさんの事務所に押しかけて飲んだそうです♪

  

もちろん無礼があってはいけませんよ＾＾；

よく「先に与える」ことが重要といわれるように、相手に何らかのメリットがな

ければ相手にしてもらえません。

 後は、前述のミクシィやビズコムで交流を深めることです。

有名人が参加しているコミュニティも結構ありますからね＾＾

  

ただ参加しているだけじゃ何の意味もありません。

明確な目的意識を持った上で参加して下さいね♪
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■ アフィリエイターお助けパックぷち特典詰め合わせセットプチ特典製作委員会

構成メンバー：

★ハオロン

メルマガ：ネット起業の王道★ハオロンの楽しくサクッと１億円♪

http://www.mag2.com/m/0000133179.html

【ハオロン】いきなり日給４０万円

インフォトップであなたが今より１０倍稼ぐ方法♪

http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000133179_3&n=m0000133179

★岡田理史

メルマガ：情報商材研究所

http://www.mag2.com/m/0000156103.html

ノウハウコレクターだった私が「否定していた情報」

「ゴミ箱行きの情報」で爆発的に儲ける奇跡の手法

http://www.nekorey.com/knowhow/index.html

★ヒデ

メルマガ：後発組でもＯＫ☆誰でも稼げるアフィリエイトの秘訣 

http://www.mag2.com/m/0000207977.html

『【ヒデ流】無料で爆裂！組み合わせ

アフィリエイト無料で１０万稼いでください』

http://mailzou.com/get.php?R=5248
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