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• はじめに
【推奨環境】

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は

最新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料）

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

◆　著作権について

 当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、以下の

点にご注意ください。

◇　レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポ

ートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、およびオークションサイト

などで転売することを禁じます。 

◇　本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、

ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流用および転載すること

を禁じます。 

◆　使用許諾契約書

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以下、乙と

する）との間で合意した契約です。

本レポートを甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。 

第 1 条（目的） 本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独

占的に使用する権利を承諾するものです。 

第 2 条（第三者への公開の禁止） 本レポートに含まれる情報は、著作権法によって

保護されています。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその

情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じま

す。 

第 4 条（損害賠償） 甲が本契約の第 2 条の規定に違反した場合、本契約の解除に

関わらず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10 倍

の金額を支払うものとします。 

第 5 条（その他） 当レポートに沿って実行し、期待通りの効果を得ることができず、万

一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。
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このたびは当レポートをダウンロードいただきありがとうございます！

ＺＩＧと申します。

簡単ですが自己紹介させていただきますね♪

【ＺＩＧ】

自営業（健康関連）

愛知県出身　長野県在住

趣味：スノーボード、読書、マラソン、ビリヤード、自然に触れる事

尊敬する人：本田健　ジグ・ジグラー

２００９年２月よりブログ・メルマガアフィリエイトに取り組んでいます。

ネットとリアルビジネスの連動を計画中♪

王将とコメダ珈琲をこよなく愛する愛知大好き人間

目下の悩みは近所に王将とコメダ珈琲が無い事（笑

フォロワー募集中です♪

ツイッターアカウント＞＞＞http://twitter.com/zigstyle
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第１章：本レポートの注目すべきポイントと目的

本レポートは「初報酬をあげたことのないアフィリエイターさんに向けて、

初報酬を獲得するための戦略と Paypal アフィリエイトについて、更にその

手法や商材選びを具体的に解説したレポート」となります。

目的としては何より、「初報酬を獲得すること」です。

あなたも、アフィリエイトの王道と呼ばれる商材をお持ちで、実践されてお

られるのではないでしょうか？？

私も王道商材を購入して、そのマニュアル通りに実践を重ねましたが・・・

どうしても報酬が発生するまでに３ヶ月から半年は時間がかかってしまう

のです。

いくら作業をこなしても全然報酬が発生しない、つまり全く稼げない日々

がずっと続いていくというのはつらいものがありますよね。

ですが、このレポートのノウハウを実践すると・・・
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たった数日でこれだけの報酬と、２ティアアフィリエイターさんをたった数日でこれだけの報酬と、２ティアアフィリエイターさんを

獲得することができ獲得することができるるのです！！のです！！

いかがでしょうか？？

あなたもこの様に、たった数日で稼ぐことが可能になるのです！

そこで、本レポートの具体的な内容ですが、

◆  Paypal      のアカウント開設から基本知識の解説  

◆  paypal      での情報商材アフィリエイトについて  

◆驚異的な成約率を持つ商材の紹介

についてお話させていただいております。

そして最後に、ＺＩＧからこのレポートを読んでいただいた

方に特別にプレゼントがありますのでお見逃しなく^^

どのレポートにでも言えることですが、読んで納得だけではなく、手を動

かす時に、あなたのパソコンの横で活用していくことをオススメします。
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第２章：究極の即金マジックとは？

あなたは今、どういうアフィリエイトをしていますか？？

恐らくですが、インフォトップやインフォカートで、売上ランキングに入って

いるような情報商材をアフィリエイトしているのでしょう。

私ももちろんそうでした。

ですが、全然売れないし、売れても報酬の支払いが翌々月って・・・苦笑。

そこで私は、非常に売れやすく、直ぐに報酬の振込があるアフィリエイトを

探してみることにしたのです。すると、外国のとある決済会社の名前が浮

かんできました。

その外国の決済会社の特徴としましては、

■低額な取引手数料　  2.4%+0.30$  ～  3.4%+0.30$  

■５～７日以内に売上金を銀行口座に振替（  5      万円以上は手数料なし）  

■審査なしで即日販売可能

■日本語サポートセンターあり

■月額利用料金、初回登録金は無料

と、大手 ASPと比べると、この会社・サービスを活用しない手はない！と

いうくらいに決済手数料も安く、販売者への入金は一瞬なのです。

今まで、翌々月に支払われる報酬をいくら待ちわびたことでしょうか汗。
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そして商材を販売する側にとっては、どれだけ高い手数料だ！！と今ま

でキレまくったことでしょう苦笑。

では、大手 ASPの欠点を完璧なまでに克服しているという、気になる決

済会社の名前は・・・PaypalPaypal

Paypal　⇒　https://www.paypal.com/j1

Paypal とは？？

PayPal（ペイパル）はインターネットを利用した決済サービス。PayPal口

座間やクレジットカードでの送金／入金を行う。1998年 12月設立。親会

社は eBay 。

(wikipedia より引用)
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ハイ！つまりインターネットを用いて決済をする際に、お金の管理を行っ

てくれる会社なのですね。

つまり、個人・または事業主や法人がオンラインにてお金のやりとりをす

るための手段の一つだと考えていただければ結構です。

更に突っ込んだお話をしますと、

Paypal の決済システムはクレジットカードを登録し、（登録しないことも可

能ですが、そうした場合には色々な面で制限が設けられます。）登録した

メールアドレスにて送受金が可能となるシステムです。

Paypal自体は世界No.1 のオークションサイトである「ebay」にて決済に使

われるサービスです。もちろん安心なセキュリティシステムであることは

言うまでもありません。

※  ebay      は、世界で      No.1      のオークションサイト。日本でオークションといえ  

ばヤフーオークションですが、世界的に見れば断然      ebay      が有名で、日々  

の取引額もケタ違いです。

その      ebay      の子会社が      Paypal      なのです。非常に安心できる会社だという  

ことが分かりますね  ^^  

加えて先ほども挙げましたように、Paypal の特徴は、販売完了と共に入

金され、その引出しも約中２日。しかも手数料は驚きの安さ。そして無

料♪

ちなみに、何故こんなすごいサービスが日本で有名でないのだろう？？

と疑問を持たれる方もおられると思いますので、その点についても触れて

いきたいと思います。

それは、ズバリ・・・
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販売されている商品がまだ少なく、アフィリエイト機能をそなえた決済会

社ではないから。

という言葉にまとめられるでしょう。

あなたもご存知のインフォトップや、インフォカートは、

ASP（アフィリエイト・サービス・プロバイダー）として事業を運営されておら

れます。

こういった名前の通り、アフィリエイト経由での決済業務をサービスとして

提供されておりまして、そこで販売されている商品はアフィリエイトを用い

て商品を販売し、決済されています。

ですが、Paypal は ASPではないのです。

ここは超重要なポイントですので、ここから先はしっかり読むようにしてく

ださい。

そうです。  Paypal      は決済会社ではありますが、  ASP      ではないのです。  

それはつまり、アフィリエイターさんが Paypal に登録されているのではな

いため、

ASP経由での販売に慣れている方々からすると、非常に販売しにくいと

いう形式になっているのが、日本で Paypal を用いた情報商材販売にイマ

イチ火がつかない理由なのだと私は考えています。

要するに、アフィリエイターさんを自分で集める商材販売者さんでないと

売上を一気にあげることが難しかったのです。いくら手数料が安かろうと、

入金サイクルが早かろうと、商品が売れなければ全く意味がありません

から苦笑。

ですが。
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ハイ！ですが。

ここで、英語圏で大ブームを巻き起こしたバイラルマーケティングという口

コミを活用したマーケティング手法が日本に入ってきてからは、一気に

Paypal がメジャーになってきました。

このバイラル（口コミ）マーケティングとは何かと言いますと、

商品の購入者さんが、更に商品の販売をしたくなる！という状態をしかけ

るマーケティングのことを指します。

具体的にどういうことになっているのかというと、

１．アフィリエイト報酬が商品代金の１００％

２．Paypal で売られているモノほとんどが１０００円と安価なため成約率が

異常に高い

３．更にワンタイムオファーという商品購入直後に、更に価格帯が上の商

品を１度だけしか購入のチャンスが無いセールスをする仕組みが導入さ

れており、その売上まで１００％あなたに振り込まれる

というモノです。

１つ１つ考えていきますと、

まずアフィリエイト報酬が１００％のアフィリエイトなんて普通に考えるとあ

りえません苦笑。これだけでも私は販売したくなっています爆。

（正確には、１００％の報酬が振り込まれますが      Paypal      へ手数料として、  

若干の手数料を差し引かれますので注意してください。１０００円の商品

を販売した際は、７４円差し引かれ      926      円があなたの      Paypal      アカウントへ  

振込されます）
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そして、それが一番売れやすい価格帯の商品であるということ。つまり書

籍並みの価格なので非常に成約率が高いのです。

いかがでしょうか？？これだけでも十分すぎる程に稼げそうですよね^^

ですが、もちろんこれだけでは終わらないのです。

ここでワンタイムオファーというものが登場します。

ワンタイムオファーとは、商品の販売ページが一度閉じてしまうと二度と

そのページが表示されないようになっており、その場で購入を決断しない

と、二度とその商品を購入できないようになっているモノを指します。

この仕組みを導入することで、今買わないといけない理由ができますの

で、高い成約率が期待できるということになります。

では具体例を挙げますと、

あなたもマクドナルドに行ったときに、バリューセットを注文したときに

「御一緒にシェイクはどうですか？？」

と聞かれたことや、

「＋５０円でドリンクとポテトを L サイズにできますよ」

と勧められたことはありませんか？？

これはクロスセルと呼ばれるマーケティングの手法です。

必ず、バリューセットの購入者さんは一定の割合でシェイクやポテトのサ

イズアップを注文してしまうという魔法のテクニックなのです。
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このクロスセルを、１度しか買えない限定割引価格で提供され

たとすると、どうでしょう？？

思わず買ってしまいそうになりませんか？？

お客さんは、お金を払った瞬間が更にお金を使ってくれるものです。

この原理原則に基づいた販売を緊急性とお得感を持たせてネットで行う。

これがワンタイムオファーの魅力なのです！！

↓↓↓ワンタイムオファーのイメージ↓↓↓

ではここで少しリアルに想像してみて下さい！！

もし、素晴らしい内容の商品が１０００円という、通常考えられな

い価格で販売できるとすれば？？

もし、あなたのアフィリエイト報酬が１００％となり、ワンタイムオ

ファーと呼ばれる、一度だけしか表示されないお買い得商品の

売り上げも１００％あなたの報酬になるとしたら？？

（各商材の報酬設定は販売者さんによって異なりますので、１つ１つ確認

されることをお勧めいたします。）

もし、あなたのこのアフィリエイトで稼いだ報酬が即日あなたへ

振り込まれるとしたら？
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ハイ！私なら、自分の商品より優先して販売していまい

ます爆！！

もしかして、あなたも今、Paypal アフィリエイトをしたくてた

まらなくなっていませんか？？

これからのアフィリエイト活動は Paypal を知っていないと、時代遅れにな

ること間違いなしです！！

Paypal を知ることは、アフィリエイトで最大限に稼ぐ

ことに直結します！！

それでは早速、Paypal のアカウントを開設していきましょう！

15
Copyright(C)2010 ZIG All Rights Reserved.



あなたも大喜び！人気絶頂寝ている間にバンバン稼げる禁断のペイパルのヒット商品暴露！！

まず、Paypal にアクセスしましょう。

↓

Paypal　⇒　https://www.paypal.com/j1

まず、赤枠にある新規登録をクリックしてください。
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次に、赤枠の利用開始をクリックしてください。
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そして、赤枠部分を入力し、同意してアカウントを作成するをクリックしてく

ださい。

※ここで入力するメールアドレスは、  Paypal      でアフィリエイトをする上で、  

たくさんの人に見られるものとなります。よって見られても      OK      なアドレス  

にしておきましょう。
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ちなみに、Paypal を活用していくためにはどうしてもクレジットカードを登

録する必要があります。

（クレジットカードを登録しなくてもアカウントの作成は可能ですが、いろん

な所で制限を設けられますので、はっきり言ってかなり不便です。よって

是非クレジットカードをご登録されることをお勧めいたします。）

ここで、オススメなのは｢スルガ銀行の VISA デビットカード｣です。

デビットカードとは、口座残高から使った金額を引き落とされる仕組みと

なっているのが特徴で、クレジットカードと違い使いすぎる心配がないこと

が大きなメリットです♪

審査などが一切無いので、直ぐ使えるようになりますし、何より使いすぎ

ない、安心のできるカードです。もちろん学生さんにでも作れます^^

19
Copyright(C)2010 ZIG All Rights Reserved.



あなたも大喜び！人気絶頂寝ている間にバンバン稼げる禁断のペイパルのヒット商品暴露！！

この機会に是非デビットカードを作ってみて下さいね！

↓

スルガ銀行の VISA デビットカードを申し込む！
http://www.surugabank.co.jp/my/debit/

最後に、登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインすると

下記場面になります♪

これでアカウント開設は完了です^^超簡単ですね！！
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次に、Paypal でアフィリエイトができるように Paypal の設定を変えていき

ましょう。

今回ご紹介する商品は、「7dollers　secret  script」というシステムを用い

て販売をされていますので少々設定が必要となります。なのですが、手

間は全然かからず、すぐに終了しますので、サクッと終わらせてしまいま

しょう。

まず、ログイン後の TOP画面にて、個人設定をクリックします。
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そして、移動後この画面にて、言語のエンコードをクリックします。

そして、日本語に設定をしましょう。保存をクリックします。
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次に、支払受領設定をクリックします。
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赤線部の「いいえ、請求 ID別に多重の支払いを許可する」を選択し、保

存します。
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そして、ウェブペイメントの設定をクリックします。
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暗号化されていないウェブサイト決済の受領拒否を「オフ」を選択し保存

をクリック。
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以上で、Paypal アフィリエイトの準備は完了です。お疲れ様でした^^

補足ですが、もっと詳しく Paypal について知りたければこちらのサイトが

参考になると思います。

↓↓↓

http://resalerights.jp/paypal/

ちなみに、Paypal からの出金方法はといいますと、

まず引き出し先の銀行口座を設定する必要があります。

個人設定のプルダウン（マウスカーソルを個人設定に合わせることで項

目が下に出てきます）から、「銀行口座の登録または編集」をクリック。
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そして個人情報を記入します。ここで振込先の口座を登録して下さい。
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そして、次に TOPへ戻り、引き出しのプルダウンから、「銀行口座へ引き

出し」を選択。

ここで、Paypal残高から引き出す金額を決めます。

29
Copyright(C)2010 ZIG All Rights Reserved.



あなたも大喜び！人気絶頂寝ている間にバンバン稼げる禁断のペイパルのヒット商品暴露！！

あとは、今まで入力してきたデータを確認して、「送信」をクリックします。

これで引き出しも完了です^^多少誤差はありますが、今まで申請から３日

目にあなたの登録した銀行口座に、指定した金額が振り込まれます。

※ちなみに、引出し金額が５万円以下だと２５０円の手数料がかかります

のでご注意ください。
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第３章：Paypal 情報商材アフィリエイトのメリット・デ

メリット

ではアカウントを作ったところで早速、Paypal での情報商材アフィリエイト

のメリット・デメリットについてもう一度考えてみましょう。

■メリット

①１００％報酬のアフィリエイトを始めることができるので効率的に稼ぐこ

とができる。

②特に紹介せずともワンタイムオファーの売り上げまで１００％獲得でき

る商品もある。

③商品が１０００円程の安価なモノが多く、成約率が異常に高い。

■デメリット

①料金受領メールが届きすぎるため、メール BOXがいっぱいになる恐れ

がある。

②購入者しかアフィリエイトリンクを生成できない。

③販売形式上、購入者さんからするとアフィリエイターさんが実質の販売

者元と見えますので不具合があった場合に、アフィリエイターさんへ何か

しらの連絡が行く可能性がある。
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つまり、購入者限定のアフィリエイトとなりますが、破壊力抜群の即金ア

フィリエイトだとうことはお解かりいただけたでしょう！

デメリット③だけが唯一の弱点のように見えますが、しっかりとサポートし

ている販売者さんを選べばよいだけです^^

もちろんその販売者さんもご紹介させていただきますのでご安心なく♪
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第４章：その中でも驚異の成約率を誇る商材を知り

たくはありませんか？？

ハイ！知りたいです笑！私なら一番に声をあげてそうです笑。

では早速ご紹介しています！

まず、先ほど申し上げました通り、Paypal で販売されている商材のほとん

どはワンランチマーケティング（１回のランチ代くらいなら払ってもいいか

なってなりますよね）を活用されているものなので、代金は１０００円です。

もちろん今でも抜群の成約率を示しています^^

しかし、しかしです。

もっとバカ高い成約率を叩き出している商品がまだまだあったので

す！！

その気になる価格は・・・

３０００円

↓

１０００円

↓

４８０円！！
ハイ！これならついつい買っちゃいますでしょう笑

33
Copyright(C)2010 ZIG All Rights Reserved.



あなたも大喜び！人気絶頂寝ている間にバンバン稼げる禁断のペイパルのヒット商品暴露！！

そして、この商品の購入者さんへ用意されているワンタイムオフ

ァーは何と・・・

１００％報酬に設定されているのです！！

４８０円のモノを紹介しているのに、ワンタイムオファーも合わせますと、

アフィリエイト報酬が２５００円を超えてしまうことだってよくあるのです笑。

これはたまりませんよね^^

ちなみに、ワンタイムオファーで１度だけ買うチャンスがある商品につい

ては、バイラルダウンローダーの効果を更に活かすためのツールとなり

ます。

もし予算があればご購入いただければよいかなと思います。ちなみに価

格は２２００円です。

加えますと、このワンタイムオファーも、もちろん      Paypal      のアフィリエイトと  

なりますので購入者限定のアフィリエイトとなります。この成約率は３０％

を超えているそうなので、　　　　　　　　　

※計算すると客単価は１１４０円を超えます汗。

４つバイラルダウンローダーを売ることができれば、ワンタイムオファーも

１つ成約するということになります^^

よって、ワンタイムオファーを購入しても、代金の回収はサクッとできてし

まいますのでこのチャンスにがっつり稼いでみたいあなたは、是非ご購

入をご検討されればよいかなと思います。
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（もし、ワンタイムオファーを購入されなかった場合、あなたが販売したワ

ンタイムオファーの報酬は、販売者さんに支払われることになります）

もちろん、ツールのサポートについては完璧の販売者さ

んです！あなたは販売するだけで何も気にすることはあ

りません♪

では、早速ご紹介しましょう！４８０円でリリースされている Paypal アフィリ

エイト商品です！
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勝手に延々と、あなたのブログへのアクセスや、メルマガ読者を増やして

しまう秘伝のバイラルマーケティングツール！！

↓↓↓

「ヴァイラルダウンローダー」

あなたの再配布権付きレポートを、ヴァイラルダウンローダーでパッケー

ジ化して配布をすると、あれよあれよと言う間に、全くのほったらかしでリ

ストが収集できてしまうという驚きのツールなのです^^

あなたがもし、ヴァイラルダウンローダーを手に入れると・・・

■簡単な方法でメルマガ読者を増やすことができます！

■簡単な方法であなたのブログへのアクセス数をアップすることができま

す！

■今話題のヴァイラルマーケティングに早速チャレンジすることができま

す！

■あなたが知らない間に一躍有名になってしまいます！

■非常に濃いメルマガ読者を集める方法を簡単に実践することができま

す！
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■ライバルのアフィリエイターに一歩差をつけることができます！

■報酬が１００％の Paypal アフィリエイトに参加して、凄い勢いで稼ぐこと

ができます！

もちろん、品質的にも全く問題のないツールです！

別に不良品だからこんなに安いというわけではありませんのでご安心くだ

さい^^

是非この機会に、  480      円の      Paypal      商品を手に入れて  、  

Paypal      情報商材アフィリエイトに参加されてください！！  
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第５章：あなたが読んでいるこのレポートを、再配

布権付きで、しかも、あなたのアフィリエイトリン

クに差し替えた上で無料でプレゼントしようと思

うのですが、欲しいと思いませんか？？ 

もしあなたがご希望されるなら、このレポートを、再配布権付き、しかもあ

なたのアフィリエイトリンクに差し替えた上でプレゼントさせていただきま

すがご興味はありますでしょうか？？

もしご興味がありましたら、ここから先をしっかりと読みこんでください。

このレポートには、アフィリエイトリンクが１つセットされています。

↓↓↓

「ヴァイラルダウンローダー」

「このレポートに記載されているアフィリエイトリンクについて」

この度ご紹介させていただきました「４８０円 Paypal 商材」につきましては、

価格も４８０円と非常に安価なため、とても高い成約率が期待できます。

加えて、きっちりとワンタイムオファーを用意されておりますので、

客単価は１０００円を軽く超えてしまうのが稼げるポイントとなります^^
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ではもし、このレポート内のアフィリエイトリンクが、あな

たのアフィリエイトリンクになればどうですか？？再配布

権付きのレポートを配れば配るだけ思いっきり稼げると

思いませんか？？

ちょっと想像してみて下さい！

あなたが、あなたのアフィリエイトリンクに差し変わった再配布権付きのこ

のレポートを１０人に配った（ダウンロードした）とします。

内容は業界の９５％とも言われています、月５０００円稼げていないアフィ

リエイターから抜けだすためのノウハウレポートです。メルマガやブログ

の記事としてはうってつけと言えるでしょう。

ここでダウンロードした 10 人のうちの２人が、再配布権付きである、あな

たのアフィリエイトリンクが入ったレポートをメルマガやブログで宣伝した

らどうでしょう？？

あなたのアフィリエイトのチャンスが拡大すると思いませんか？？

そして、更に再配布権付きの無料レポートですので、アフィリエイトの際の

特典や、メルマガ購読の際の特典にすることも可能なのですね！

ということは、初めにダウンロードした方の 10 人の内の 1 人が特典として

配布し始めたとしましょう！

更に稼げるチャンスが増えると思いませんか？？
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ハイ！

あなたは、あなたのアフィリエイトリンクに差し替わった再配布権あなたは、あなたのアフィリエイトリンクに差し替わった再配布権

付きレポートをただ配るだけで、ガンガン稼ぐことができるので付きレポートをただ配るだけで、ガンガン稼ぐことができるので

す！！す！！

※ちなみに、あなたのアフィリエイトリンクに差し替わった再配布権付きの

レポートには P ３８～P ４４は含まれません。そして、２次再配布・３次再

配布・更に次なる再配布も OKなレポートとなります！よって、あなたのア

フィリエイトリンクはずっと生き続けますのでご安心ください！

つまり、あなたのアフィリエイトリンク入りの再配布権付きレポーつまり、あなたのアフィリエイトリンク入りの再配布権付きレポー

トが延々と配布され続ける可能性があるのです！トが延々と配布され続ける可能性があるのです！
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では、ちょっとここで、少しだけシュミレーションをする時間を取っでは、ちょっとここで、少しだけシュミレーションをする時間を取っ

てみて下さい。てみて下さい。

レベル数 １人が２人に配布すると・・・ ダウンロード人数

1 1×2 2

2 2×2 4

3 4×2 8

4 8×2 16

5 16×2 32

6 32×2 64

7 64×2 128

8 128×2 256

9 256×2 512

10 512×2 1024

11 1024×2 2048

12 2048×2 4096

13 4096×2 8192

14 8192×2 16384

15 16384×2 32768

16 32768×2 65536

17 65536×2 131072

18 131072×2 262144

19 262144×2 524288

20 1048576×2 1048576

総受取人数 2097152

事例としてこの表を見てください。

あなたがたった 2 人に無料配布し、その後あなたから受け取った人がそ

れぞれ 2 人に配布していくと…

たった 2 人に配布することを繰り返すだけで、20 レベルまでいけば 200 

万人となるのです。あなたのアフィリエイトＩＤが入った特別レポートがこの

ように拡散していく姿を想像してみてください。

これがバイラルマーケティングの威力です。
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この様にバイラルマーケティングを駆使することで、あなたの無料レポー

トはどこまでも拡散している可能性が大いにあるのです！！

この機会に是非、あなたのアフィリエイトリンク入りの「４８０円 Paypal 商

品」の販促レポートをゲットしてください！！

ゲットする方法は超簡単です。

↓↓↓

http://zigstyle.xsrv.jp/url/paypal.html

もし、何かご不明な点などございましたらお気軽にご連絡くださいね。

ＺＩＧにメールする！

↓↓↓

http://my.formman.com/form/pc/enG6wcIG1mofdIot/

あなたのアフィリエイトリンクが挿入された再配布権付き無料レ

ポートをゲットする！！

↓↓↓
http://zigstyle.xsrv.jp/url/paypal.html

ヴァイラルダウンローダーのアフィリエイトについては、購入者限定のアフ

ィリエイトとなりますので、まだヴァイラルダウンローダーをお持ちでなけ

れば、ぜひ下記リンクからお買い求めください！

↓

ヴァイラルダウンローダーを今すぐ手に入れて、  Paypal      アフィリ  

エイトを実践する！
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そして、そして、PaypalPaypal アフィリエイトを実践する決心をされたあなたに、アフィリエイトを実践する決心をされたあなたに、

私からもプレゼントを用意させていただきました！私からもプレゼントを用意させていただきました！

ヴァイラルダウンローダーをお買い求めいただきますと、ペイパルより決

済完了のメールがあなたが設定したアドレスに届きます。

そのメールをコピペしていただき、私までメールを下さい。

メールくださった方には漏れなくこちらの特典を差し上げます！

「ばか売れタイトルまっしーん（再配布権付）」

ばか売れタイトルまっしーんは、１５億通りものタイトルをあなたが設定し

たキーワードで作成してくれるツールです。

どんなツールかは、こちらの動画をご覧いただきますとよく分かります。

http://www.youtube.com/watch?v=rFWeqQVgelg&NR=1
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ちなみにこのレポートのタイトルも、ばか売れタイトルまっしーんを使って

作成しています笑

目を引くキャッチコピーの重要性はご存知の方も多いでしょう！どんなに

内容の良いレポートやサイトでも、キャッチコピーで目を引かなければ見

られないなんてことも十分ありえるのです泣

しかしこの「ばか売れタイトルまっしーん」があれば、今後あなたがキャッ

チコピーで悩むことはなくなるでしょう！

更に、再配布権もお付けしますので、あなたのアフィリエイト時の特典とし

ても利用いただけます（無料オファーには付けられません）。

是非、あなたの今後の活動にお役立て下さい！

では、メールお待ちしています。

メールは件名「ヴァイラルダウンローダー特典希望」でお願いします。

ヴァイラルダウンローダーを購入したので、ＺＩＧにメールする！ヴァイラルダウンローダーを購入したので、ＺＩＧにメールする！
↓↓↓

zig.only1dream@gmail.com
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第６章：最後に

私は２００９年２月に初めてメルマガを発行しましたが、長い期間、満足に

稼げない期間を経験しました。

しかしそれは、一つの方法に固執するあまり、回り道をしていたのだとい

うことに後で気がついたのです。

この、バイラルマーケティングという手法は、どんな初心者さんでも活用

でき、成果を出せる方法です。

しかし、まだ大多数の方は実践していません。

多くの稼げないアフィリエイターさんは、この方法を実践していないがた

めにモチベーションも続かず、辞めていってしまっているといっても過言で

はないのです。

是非、あなたもバイラルマーケティングを取り入れていくことをオススメし

ます。

あなたがもし、これから情報ビジネスで、ネットビジネスで本気で成功した

い！バイラルマーケティングについて知りたい！

というのであれば、是非私のメルマガに登録してください。

↓↓↓

http://zigstyle.xsrv.jp/pchan/public/form.php?mid=main

中途半端な内容は配信していませんので、ご期待に沿える内容であると

思います。
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配信内容は・・・

・最新のバイラルマーケティングの情報と、実際の応用方法

・結果が出ることが立証された戦略とその具体的な方法

・超後発組でも報酬を発生させていくことが出来るノウハウ

・周りに一歩差をつけるアフィリエイトのテクニック

・ツールを使った超効率化と、更に加速するための思考

・真のマインドセット

・私の近況笑

などなどです。

正味なお話、本当に稼ぐための情報が満載です。

冷やかしはお断りですが、本気の方は歓迎します。一緒にガッツリ稼ぎま

しょう！

↓↓↓

http://zigstyle.xsrv.jp/pchan/public/form.php?mid=main
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さて、このレポートもとうとう終わりに近づいてきました。

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきまして、本当

にありがとうございました！

最後になりましたが、このレポートを読んでいただくことで、全く稼

げないところから、初報酬が発生したアフィリエイターの方々が１

人でも増えてもらえれば、筆者としてこれ以上嬉しいことはありま

せん。

数ある無料レポートの中からお読みいただきましたこと、

本当に感謝です！
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作者：ＺＩＧ

メールアドレス：zig.only1dream@gmail.com

メールマガジン：http://www.mag2.com/m/0001023402.html

ブログ：http://zigstyle.biz/
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