
超即金マジック！　
今から１１分後にあなた
の口座に 5,000円振り込
みます。もちろん、
これは何度でも可能です。

【無料再配布可】
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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】

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。

下記の点にご注意戴きご利用下さい。

このレポートの著作権は作成者に属します。

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段におい

ても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商

材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等す

ることを禁じます。　

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行っ

た時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法

的手段による解決を行う場合があります。

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は

事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利

を有します。

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報

等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わ

ないことをご了承願います。

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著

者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願

います。
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■　第０章：ごあいさつ

このたびは無料レポート『超即金マジック！今から１１分後にあなたの口座に

5,000円振り込みます。もちろん、これは何度でも可能です。【無料再配布可】』を

ダウンロードしてくださり、誠にありがとうございました。

著者の　あんてな通信と言います。

当レポートは無料ですが、著作権法で保護された著作物であり、著作者の許可なく

本レポートの一部または全部を複製、転載することを固く禁じます。

ただし、レポートそのものは【無料再配布可能】ですので、よろしかったらご自身の

商品の特典として、あるいはアフィリエイトの際の特典として、もしくはお客様への

サービスとしてご自由に配布なさってください。

※単体での販売、無料レポートスタンドへの登録は厳禁です。

まず最初にお断りしておきますが、この【超即金マジック！】は、「自分ではほとんど

何もせずに、ほったらかしで継続的に大金が手に入る仕組み」といったような類の、

巷でよく見かける怪しげな情報とは全く違います。

このレポートは「即金」という言葉に惑わされ続け、結局は無駄なお金や労力ばか

りを費やし続けてきてしまったあなたを、一秒でも早く現実的に稼げるようにするた

めだけに書きました。

具体的に言いますと、この方法は、
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ある画期的なアフィリエイトプログラムを使用して、遅くても一週間以内、できれば

即日、最も早ければ１０分程度で、あなたに 5,000円以上の報酬を手に入れても

らう。

ことだけを目的としたテクニックです。ですから、このテクニックだけでいきなり月収１

００万円を達成するなんてことはまず難しいと思ってください。

・・・もしかして、ガッカリさせてしまいましたか？

でしたら別に無理してこの先を読み進める必要はありません。もっとお手軽で、あ

なたにとって都合のいい、そして結局儲からない、他の嘘っぱち即金テクニックを心

行くまで試してみたらいいと思います。かつての私のように（笑）。

でもよく考えてみてください。今ネットで収入を得るためにアフィリエイトをしている人

の数は、少なくとも１００万人以上いると言われています。

統計によると、このうち９５％の人たちは実際には月 5,000円も稼げていないそ

うです。

１００万人の９５％と言えば９５万人です、凄い数です。それを、あなたはこのテクニ

ックを使うだけで、たったの一日、いえ、もしかするとこれからの数十分でゴボウ抜

きしてしまうかもしれないのです。

それを想像すると・・・ちょっとワクワクしませんか？

これは私の経験ですが、ネット収入を０の状態から１にするためにはかなりの努力

が必要です。ですが、 5,000円を２０万円や３０万円にするのはそれほど大変なこ

とではありません。
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何しろ、あとは同じことを効率よく繰り返していけばいいだけですから。

まずはこの方法で実際に素早く 5,000円以上の報酬を受け取ってみてみてくだ

さい。それがあなたの自信やモチベーションに繋がれば、きっとその後は早いはず

です。

無料レポートとは言え、この【超即金マジック！】は私が苦心の末編み出した正真

正銘、本当の即金テクニックであり、れっきとした私の収入の柱の一つでもあります。

まあ、ちょっと名前は胡散臭いのですが・・・

どんな初心者でも必ずすぐに稼げてしまうこのテクニック、読むだけで納得してしま

わずに、ぜひあなたも実践して確実に収入の柱になさってくださいね。

ではいよいよこれから「ネットビジネスでは稼げない」と嘆いていたあなたの常識を

覆してご覧に入れます。

それでは、行きます！

※「能書きはいいからとっとと実践して稼ぎたい！」というせっかちさんは１１ページ

へＧＯ！
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■　第１章：巷に溢れる即金テクニックの嘘

副業でネットビジネスを始めた当初から、とにかく私は「即金性」というものにこだわ

ってきました。

なぜなら、先の見えないネットビジネスへのモチベーションを維持し続けるためには、

二ヶ月後に振り込まれる２万円よりも明日振り込まれる１ ,000円の方がとても重

要に思えたからです。

「続けてさえいれば、ほとんどのことはうまく行く」

と、あるカリスマ社長もそう言っていました。ほとんどの人がネットビジネスで稼げて

ない理由は極論すればたった一つです。それは、結果が出るまで続けることができ

ないから。

ですから、著しくモチベーションを上げてくれる特効薬と言える「即金収入」は、やは

りネットで稼ぎ続けていくためのとても大切なポイントになり得ると私は思っていま

す。

とは言え、この「即金」という言葉には、いつもある種の胡散臭さが付きまとっている

のも事実ですよね？

【超即金マジック！】の説明に入る前に、まずは巷に溢れ返っている即金テクニック

の真実について、私の知っていることをお話したいと思います。今後、二度とあなた

が騙されないで済むように・・・
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試しに、どこでもいいので無料レポートスタンドで「即金」というキーワードを入れて

検索してみてください。そして片っ端からダウンロードして読んでみます。

すると、その実態は・・・

治験モニター、保証人ビジネス、国勢調査員、統計調査員、傷病手当金、メールレ

ディー、チャットレディー、ＪＲ東海の切符販売・・・

といった、およそネットビジネスとは呼べないような眉唾モノの情報ばかりだというこ

とがわかるでしょう。

その中でも圧倒的なシェアを誇っている（？）一番メジャーなノウハウといえば、や

はり・・・「多段階紹介報酬をもらえるサイトを利用して稼ぐ」という、例のアレではな

いでしょうか？

有名な「ミリオンゲッター」や自動返信付きレンタルメールフォームを利用したものな

ど、今では多種多様なものが出回っていますが、基本の仕組みはどれも同じでか

わりはありません。

つまり、自分が紹介した人が出会い系やポイントサイトなどに登録するたびに報酬

がもらえ、場合によってはその紹介者がさらに他の紹介者を獲得することで自分に

も報酬が入るといういうような「多段階紹介報酬システム」を利用した、無限連鎖講

（ネズミ講）まがいのノウハウのことです。

実は以前、私も人に言われるままこんな仕組みをコピーして実践していました。
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【ほったらかしで８８５万円稼ぐ】

http://tinyurl.com/acgu4a  

【超即金！月収３０万自動稼ぎマッハマシン☆】

https://myform.jp/master/30558/form  .cgi      

（※両方とも私のサイトです。一応まだ機能してます）

結論から言うと、このノウハウも全くの嘘という訳ではありません。事実、私もこれら

の仕組みを使って合計３万円くらいは稼ぎました。

ですがこのノウハウ、理屈だけ聞いているといかにも儲かりそうなんですが、実際

やってみると予想していたほど儲からないことがすぐにわかってしまいます。

理由は簡単、あまりにも有名になりすぎていて、ほとんどの人が見向きもしないか

らです。最初にやった人はだいぶ稼いでるかもしれませんが・・・

それに、本来なら入りたくもないようなサイトに紹介報酬目当てで登録する訳です

から、紹介する側もされる側も気分が良くないことこの上ありません。

やっていると、そのうちとても後ろめたい気持ちになってきます。厳密に言えば、こ

れはやはりネットを使った無限連鎖講（ネズミ講）なので、当たり前と言えば当たり

前ですよね。真っ当なビジネスとはとても呼べません。

ですから、ネットで本当に稼ぎ続けている賢明な人たちは、知ってはいても決してこ

のノウハウを実行しようとしません。下手をすれば、それまで築き上げてきた自分

自身の信用を失いかねませんからね。

それでも時々、運悪くまだ全く知らない少数の人たちや、あきらめきれない即金中

毒者たちが、様々に名前やパッケージを変えて出回るこれらのインチキノウハウに

騙されてしまうケースがしばしばあります。
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だから、いつまでたってもこの悪質ノウハウがネット上から無くならないのです。

ちなみに、この仕組みを利用したマニュアルは有料でも多数出回っていますので、

注意が必要です。

販売ページを読むと似たような内容が書いてあるのですぐにわかると思いますが、

一番手っ取り早く見分けるためには、決済ＡＳＰを確認することです。

特に、もしも決済ＡＳＰがインフォスタイル等の「商品登録の際に無審査なＡＳＰ」だ

ったら絶対に買わないでくださいね。それはほぼ間違いなく悪質な詐欺情報です。

なぜなら、商品登録の際に無審査なＡＳＰではその性質上、悪質な詐欺商材がと

ても集まりやすいのです。（もちろん、全部がそうだとは言いませんが）

審査の厳しいインフォトップあたりだったら、まあ一応信用してもいいとは思います

が、それでも用心するに越したことはありません。悪質な情報商材ほどセールスレ

ターが上手いということを忘れないでくださいね。

さて、今まで散々騙され続けてきた個人的な恨みもあって（笑）、ついつい必要以上

に即金ノウハウをこき下ろしてしまいましたが、それでは結局、本当に稼げる即金

テクニックなど存在しないのか？　と言われれば、必ずしもそんなことはありません。

実は誰もが知っている至極真っ当な既存のノウハウを組み合わせることで、即金

収入は実現することが可能なのです。
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もちろん合法的に、そして誰でもできる簡単、スピーディーな方法で。

次はいよいよ【超即金マジック！】の正体を明かします。

■　第２章：超即金マジック！・・・の正体とは？

お待たせいたしました。

それでは早速、１１分後に 5,000円振り込まれる【超即金マジック】の正体をお教

えしましょう。

１１分後に 5,000円振り込まれる驚愕の方法、その正体とは・・・ズバリ

PayPal （ペイパル）　　 https://www.paypal.com/j1/  

の即時決済システムを使った独自アフィリエイトプログラムのことなんです。

※　 PayPal （ペイパル）とは・・・

あの有名オークションサイト『 ebay 』の子会社なのですが、メールアドレスを利用し、口座間のお金のやり取りを

『安全』『迅速』『簡単』にしたオンライン決済システムサービスを提供しています。Paypal （ペイパル）アカウント口

座を無料で開設すると、メールアドレスだけで送金や入金などが出来ます。

ちなみにこれは米国で行われている「７ドルマーケティング」と呼ばれるノウハウで、
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米国のトップ・マーケッターが編み出したまさに魔法のような最新式のインターネッ

ト・マーケティング・システムなんですが・・・これがとにかく凄いんです。

何が凄いのかって、通常のアフィリエイトと違い購入者がカード決済すると、文字通

り即金でアフィリエイターのペイパル口座に入金されるという仕組みになっているん

です。

本当にその場で、ですよ。（その時間わずか１１分ほど！）

せっかく頑張って報酬を得ても「月末締めの翌々月末払い」なんていうＡＳＰばかり

では、とてもネットビジネスを続けていくモチベーションなんて維持できませんよ

ね？

少なくとも私はそうでした。それで何とかしてもっと即金性の高いアフィリエイトプロ

グラムはないものかとこれまでずっと探し続けてきたんですが、どんなに早くてもや

はり「翌日払い」が限界のようです。

それでも凄いと言えば凄いことなんですが、このペイパルアフィリエイトはその遥か

上を行ってました。

実際にその場で入金されるのを経験した時には、本当にびっくりしましたね。「こん

なに簡単にお金もらっていいの？」という感じでした。

さらに、この仕組みを使うことで 顧客が実際に使っているメールアドレスを情報販

売者だけではなくアフィリエイターもそのまま入手することが出来てしまいます。

つまり「捨てアドレス」などではない「生きてるメールアドレス」を入手できます！　こ

れがどれくらい凄いことかと言うと・・・
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もっと詳しいことをお知りになりたければ、まずこちら↓のページをご覧ください。

1,000円でマニュアルを購入すると、ペイパルを使ったこの独自アフィリエイトにす

ぐ参加することができます。

■ ワンランチマーケティングシークレット２．０

http://tinyurl.com/agu4e8  　

ちなみにこのアフィリエイトで得られるコミッション（報酬）は手数料をのぞき、ほぼ

100% アフィリエイターに還元されます。おまけにバックエンド商品も50%の還元。

つまり、このマニュアルを一本紹介するごとに約1,000円（ +α ）があなたのペイ

パル口座にリアルタイムでガンガン振り込まれていくという訳ですね。

同様の仕組みを利用した即金アフィリエイトは他にもあります。

■　リスト収集加速装置List Rocket BOOSTER　

ht  tp://tinyurl.com/5j9tzj      　

■　サラリーマン可処分所得増大法

http://tinyurl.com/b5qsfn  　

■

９８０円ペイパル

http://tinyurl.com/ks4s6v  　

これらの商品も 1,000円（※９８０円ペイパルのみ 980円）で購入したのちにす
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ぐペイパルを使った独自アフィリエイトに参加できるようになります。

商品はこれからもどんどん増えていくようです。

まだ未経験のあなたにはなかなかイメージしづらいと思いますが、実際にアフィリエ

イトしてみるとその凄さがわかりますよ。 1,000円だから非常に売れやすい上に、

とにかく報酬の入金が早い！　まさに即金マジックです・・・

気になるマニュアルの内容ですが、いずれもこれからのネットビジネスに必要不可

欠な画期的なノウハウばかりで 1,000円ではもったいないくらいしっかりとした内

容です。

再販権付きの特典なども充実していてセールスレターも秀逸なので、安心してお客

さんにオススメすることができますよ。（私のメルマガではクレームも０でした）

なにしろたったの 1,000円とビジネス系の単行本よりも安いので、成約率はかな

りの高さです。メルマガやブログで軽く流すだけで１０本くらいはあっという間に売れ

てしまいます。（私のメルマガでは成約率１０％以上でした）。

マニュアルを購入する際にペイパルへ登録することができますが、ペイパルのアカ

ウントはこれから先、需要は増えても不要になることはまずありえませんので、この

機会に取得しておくことをオススメします。（もちろん無料です）

２００８年に入ってから、先行している米国の例を見習って、有力情報起業家が大

手ＡＳＰから次々にこのペイパルを使ったプライベートアフィリエイトシステムに乗り

換えています。

あなたも時代の流れに乗り遅れないように、ぜひこれらのマニュアルを使ってペイ

パル即金アフィリエイトの活用をマスターしていって下さい。
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まさに、今が稼ぎ時ですよ。

レポートの内容は以上です。お忙しい中、ご精読ありがとうございました。あなた様

のビジネスが更に発展していきますことをお祈りしています。

・・・

・・・

・・・と、ここで終わってしまったら「ふざけんな～！」って感じですよね（笑）？

すみません。このペイペル即金アフィリエイト、最近ではすっかり有名になり始め、

紹介する人もやたらと多くなっていますが・・・たいていは紹介してそこで終わりとい

うパターンが多いです。

実際には、いくら即金の仕組みがわかっても、それを売るためのメルマガやブログ

など、ご自身で宣伝媒体を持ってない人にとってはまるで意味がありません。　

そうです、超即金マジック！を実現するためには、もう一つ絶対に必要なものがあ

ります。それは、どんなネットど素人が使っても効果のある「最強の宣伝システム」

です。

即金アフィリエイト　      +      　簡単で速効性のある効果的な宣伝方法  
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実は、この組み合わせこそが超即金マジック！の秘密なのです。

「そんな宣伝方法があったら苦労しないよ！」

確かにその通りですね。でも、まだ意外と知られていないそんな有効な方法がある

んですよ、これが・・・

■第３章：まさに即金ブースター！　最強の宣伝シスム

ご存知のように、本来ですとアフィリエイトをして稼ぐためには、メルマガやブログ

（やＨＰ）、 mixi( などのＳＮＳ ) 、ＰＰＣ広告など様々な宣伝媒体を効果的に使って

いく必要があります。

ですが、ブログやmixiを使った方法は効果が出るまでに時間がかかりますし、そ

れなりに勉強もしなくてはなりません。

速効性という意味ではＰＰＣ広告もありますが、これもやはり全くの素人では広告費

ばかりがかさんでしまい、まるで売り上げが出ないというのが現状です。

で、一番即金性が高い方法としてオススメなのは、やはりメルマガを使ったやり方

です。

なにしろ基本的にはただメールを出すだけですから、どんなネットビジネス素人さん

にもできてしまいます。

ただ、これも質の高いリスト（読者）が集まるまでは全くといっていいほど効果は期
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待できないのも事実。

とは言え、メールを一通出すだけでその場でドカンと爆発的に売り上げが出るメル

マガアフィリエイトの即金性は・・・やはり魅力的ですよね？

そこで一つこんな想像をしてみてください。

もしもあなたが、ネットビジネスに非常に興味のある何万人もの読者がいるメルマ

ガを既に持っていて、その人たちに対して、この即金ペイパルアフィリエイトを紹介

することができたなら・・・

ちょっと面白いことになりそうだと思いませんか？

何しろ成約率が１０％以上のアフィリエイトです。メールを出したとたんあなたの口

座にガンガンお金が振り込まれても何ら不思議はありません。しかも即金で、です。

実は、そんな方法が現実にあるんですよ。

【アンテナ倶楽部】という宣伝システムをご存知ですか？

詳しくはこちら↓を見ていただきたいのですが、こちらのサイトを利用することで、ど

んな素人であれ、いきなり何万通ものメール広告を出すことが出来てしまうんです。
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アンテナ倶楽部　無料会員

http://antenna-club.com/aff.php?a_id=96301&m_id=81391   

アンテナ倶楽部　有料会員

http://antenna-club.com/aff.php?a_id=81986&m_id=81391   

アンテナ倶楽部　メール会員

http://antenna-club.com/index.php?m_id=81391  

ちなみに無料会員は、以前はそれなりに使えたものの、無料というだけあって今は

広告を出してもほとんど効果がありません。やってみるとわかります・・・

毎月２万通の独占メール広告が出せる上に多段階アフィリエイトも期待できる有料

会員でもいいんですが、できるだけコストを抑えるためには、たった１８００円で月４

万通もの独占メール広告ができるメール会員がやはりオススメです。２０００円でさ

らに追加してメール広告を出すことも可能なので一番人気があります。

いわゆるリードメールと同じ要領なんですが、リスト（読者）の質は比べ物にならな

いくらい濃いため非常に高い効果が期待できますよ。

たとえば、４万通のメールを出して仮に１％の人、つまり４００人があなたのメールを

読んでくれたとしましょう、そのうちのさらに１０％、４０人が商品を購入してくれたとし

ます・・・かなり低く見積もりましたが、それでもこれだけでもう、なんと４万円が即金

で手に入る計算になります。

たった１回のメールを出しただけで、ですよ。
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もちろん、いろいろな不確定要素が絡みますので、実際にこの通りになるとは限り

ません。が、商品自体がとても売れやすいため、やり方しだいでかなり稼げること

は確かです。（実証済みです）

私はこれまでにも、このアンテナ倶楽部を使って売れやすい情報商材を売りまくっ

てきた経験があります。

残念ながら今では、通常の価格帯（一万円以上）の情報商材を宣伝してもあまり効

果はなくなってきましたが、無料お試し系の商品や、このペイパルアフィリエイト商

材は今なおガンガンと売れ続けています。

格安で買いやすい上に、購入後に即金アフィリエイトに参加することもできるので、

みんな喜んで買っていってくれますね。

あなたや私がそうであるように「即金」の匂いがするものは、みんな大好きなので、

当分この即金ペイパルアフィリエイトの人気は廃れないでしょう。

■第４章：【実践編】・・・あなたがやることはこれだ

け！

ではここで、今までの内容を整理してみます。

と言っても、あなたが報酬を得るまでの道のりは驚くほど単純でスピーディー（笑）。

ただ、私のこのやり方だと最初に　４      ,      ６００円の初期費用  がかかってしまうことを
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お断りしておきます。マニュアルを５本も売れば元は取れるので、そのくらいは勇気

を出して出資してもらいたいものですが・・・

どうしても無料で始めたいという場合は、時間や手間はかかりますが、まず有名な

「自己アフィリ」というテクニックで最初の資金を稼ぐといいかもしれません。

これなら安全で確実ですし、資金が出来てから実質無料で始めることができます。

自己アフィリに関しては、こちらサイトの無料メールセミナーを受けると非常に分か

りやすいですよ。アフィリエイトについても基礎的なことが一通り勉強できますので、

一石二鳥です。ご興味があれば登録してみてください。（※ページの最初の方の

『参加する』というリンクをクリックしてみてください）

【日給８万円　無料メールセミナー】

http://tinyurl.com/lwwp34  

もちろん、この情報商材自体は別に買わなくてもかまいません。堅実派の人にはオ

ススメの王道アフィリエイトノウハウですが、私やあなたのようにせっかちな人には

たぶん向かないと思いますので（笑）

それでは超即金マジック！の具体的な説明です。

1 、

まず、作業を効率化するためにペイパルで「プレミアアカウント」を取得してください

（無料です）。

※「パーソナルアカウント」だと、支払い（報酬）受け取りに限度回数があるため、とても不便です。複数の

ユーザーで使う場合はよりプロフェッショナル仕様の「ビジネスアカウント」を取得してもいいと思いますが、
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通常は「プレミアアカウント」でかまいません。

■ペイパル

https://www.paypal.com/j1/mrb/pal=5YYXT67J7HTDA  

2 、

次に、以下の即金アフィリエイト商材の中から好きなものを購入し、あなたのアフィ

リエイトリンクを入手します。　

※アフィリエイトリンクの作り方は各マニュアルに書いてあります。とっても簡単。（マニュアル各１ , ０００

円）

■

ワンランチマーケティングシークレット２．０

http://tinyurl.com/agu4e8  　

■　リスト収集加速装置List Rocket BOOSTER　

http://tinyurl.com/5j9tzj  　

■　サラリーマン可処分所得増大法

http://tinyurl.com/b5qsfn  　

■

９８０円ペイパル

http://tinyurl.com/ks4s6v  　

3 、

アンテナ倶楽部メール会員に登録します。

※初期費用３ , ６００円、１００００通 ×４回のメール広告２ヶ月分
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■　アンテナ倶楽部メール会員

http://antenna-club.com/index.php?m_id=81391  

4 、

アンテナ倶楽部の管理画面から自分のアフィリエイトリンクを挿入した宣伝文をメー

ル広告として出します。

※宣伝文は各マニュアルの販売ページの謳い文句を適当にコピペするだけでも十分です。

5 、

メールで広告を出したら、あとはコーヒーでも飲んで報酬が即金で自分の

ペイパル口座に入金されるのをのんびりと待っていてください。

・・・これだけです。たったこれだけでどんなに少なく見積もっても5,000円以上は即

金で報酬が手に入ってしまいます。どうですか、びっくりするほど簡単でしょ？

あとはこれを繰り返していくだけでいいんです。

もちろん一つのマニュアルだけを紹介し続けているとだんだん効果は落ちてきます

ので、慣れてきたらなるべく複数の商品を使ってアフィリエイトすることをオススメし

ますよ。

ちなみに、どの商品からアフィリエイトしていいかわからない、という場合には、

■

９８０円ペイパル

http://tinyurl.com/ks4s6v  　
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からスタートすることをオススメします。

このマニュアルを買うと「即金収入１ , ０００円の秘密」という特典が付いてくるの

ですが、これを読むことで、この即金ペイパルアフィリエイトをより継続的で大きな

収入源に発展させていくための秘密がわかります。ちょっと本格的な内容なのでア

フィリエイト初心者にはハードルが高いかもしれませんが。

さて、ここまでお読みになって超即金マジック！の具体的な方法はもうお分かりに

なったと思います。

無料のレポートですし、本来ならここで終わってしまってもいいのですが・・・

せっかくですから【応用編】【上級編】として、さらにあなたの即金収入を加速させて

いくためのヒントをいくつか示したいと思います。

冒頭でも書きましたように、このノウハウはあくまでも「あなたにできるだけ素早く即

金収入を稼いでもらう方法」でしかありません。

もちろん数万円程度の即金収入なら、この超即金マジック！ を繰り返していくだけ

で簡単に手に入ると思いますが、これだけで月収１００万円を目指したりとなると・・・

ちょっと現実的に無理があります。

ではまったく方法がないかと言えば、そんなこともありません。要は応用と工夫次

第なのです。０を１にするのは難しくても１を１００にするのはそんなに難しくありませ

ん。（もちろん、ある程度の努力は必要ですが）

※　ここからはアフィリエイト中級者以上向けの内容になりますので、あなたが全く

のアフィリエイト初心者さんである場合は、混乱しないように、まず【実践編】で経験

を積んでから読むようにしてくださいね。

- 23 –
Copyright (C) 2008 あんてな通信. All Rights Reserved.



超即金マジック！

■第５章：【応用編】・・・１，０００円だけで満足す

るなかれ！

（１）「即金収入１０００円の秘密」を読め！

いきなり実も蓋も無いノウハウですみません（笑）。

先ほども紹介しました

「９８０円ペイパル」　 http://tinyurl.com/ks4s6v  　

を買うともらえる特典マニュアル「即金収入１ , ０００円の秘密」、これを読むとこ

の即金ペイパルアフィリエイトを使った高度な販売戦略を知ることができます。

という訳で、繰り返しになりますが、これからこの方法で本格的に稼いでいきたいと

いう場合には、まず最初に「９８０円ペイパル」からご購入することをオススメします

よ。それが一番の近道と言えます。

（２）即金バックエンド商品でも稼げ！

実際に即金ペイパルアフィリエイト商品を購入してもらうとわかりますが、実はＯＴＯ

（ワンタイムオファー＝一度しか表示されない）ページで、バックエンド商品も通常よ

り格安価格にて販売されます。

前にも少し触れましたが、もしもあなたのアフィリエイトリンクからこれらバックエンド

- 24 –
Copyright (C) 2008 あんてな通信. All Rights Reserved.

http://tinyurl.com/5mzvt9


超即金マジック！

商品が購入された場合は、その報酬も同時に入ってくるため、即金収入はなんと

一気に５ , ０００円近くに膨れ上がります。

たとえば・・・

■ ワンランチマーケティングシークレット２．０

http://tinyurl.com/56jusq  　
（報酬１ , ０００円）

＋

⇒　バックエンド商品

■　タイムマシン･マーケティング倶楽部

http://123direct.info/tracking/af/42270/CvHukjCx/  

（報酬３ , ８００円）

■

９８０円ペイパル

http://tinyurl.com/ks4s6v  　
（報酬１ , ０００円）

＋

⇒　バックエンド商品

■　【拡散・      MY-TINY      】  
http://tinyurl.com/mnq7of  

（報酬３ , ９８０円）

このバックエンド商品が売れるととても大きいので、これらの商品が非常に安く買

えるのだという点を積極的に宣伝していけば、即金収入はかなり効率よく増えてい

くと思いますよ。

もちろん、自分で購入して内容を確かめた上で宣伝した方が効果的であることは

言うまでもありません。
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（３）即金よりも価値あるもの、それは・・・

アフィリエイト初心者ほどついつい目先の即金収入にばかり目が行きがちになりま

すが、【超即金マジック！】で得られるモノはそれだけではありません。

実はもっと価値有るものが手に入ります。

それは・・・購入者リスト（購入者のメールアドレス）です。言うまでも無くこれは非常

に価値あるものです。何しろ実際にあなたを信用してあなたから商品を買ってくれ

た人たちが実際に使っているメールアドレスですから、無料レポートスタンドなどで

かき集めてきた「捨てアドレス」とは全くの別物だと思って大事に扱ってください。

この購入者リストに対して、いい商品やサービスを紹介できれば、これからもまた

繰り返し繰り返し買ってもらえる確率が非常に高いです。

まさに金の卵を産むガチョウを手に入れたのと同じことですね。

とは言え、いきなりアフィリエイトなんかしちゃダメですよ。まずはペイパル商品を買

っていただいたお礼のメールを一人一人に送るといいでしょう。

それから購入者のお得になるような情報を発信して、何度も何度もコンタクトを取り、

徐々に信頼関係を築いていくといいと思います。

いいですか？　「金の卵を産むガチョウ（購入者リスト）はおいしいエサ（情報）をあ

げ続けることで卵（報酬）を産む」のだということを忘れないでくださいね。

「でも紹介できるお得な情報なんて知らないんですけど・・・」
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そういう場合には、他の即金ペイパル商品を紹介するのがいいでしょう。既にあな

たから一度購入してくれている訳ですから、商品の魅力を上手に紹介できれば比

較的簡単に買ってもらえるはずです。

または、以下の無料レポート（私のレポートです）に書いてあるサービスを教えてあ

げてもいいと思います。

■【再配布可】無料レポート紹介だけで生活する方法

http://www.gekizou.biz/report.php?aid=81&cid=25

■【再配布可】超稼げる誰も知らないプライベートアフィリエイト

http://www.gekizou.biz/report.php?aid=81&cid=17882  　　

このレポートの中では無料のものを紹介して報酬が発生するアフィリエイトプログラ

ムを多数紹介しているのですが、全部知っている人は意外と少ないので、教えてあ

げると必ず喜ばれます。

ついでにうまく行けばあなたの２ティアも増やせますしね（笑）。

購入者リストが１００人を超えたあたり（１０万円は稼いでいるはずです）で、購入者

向けのメルマガを配信し始めてもいいでしょう。

最近は規制が厳しく、無料のメルマガ配信スタンドだとせっかく集めたリストをアップ

ロードできないことも多いので、有料でも評判のいい

■アスメル

http://ti  nyurl.com/kn6osg      
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あたりを使うのがいいかと思います。自動でメルマガを配信するステップメール機

能も充実していますし、何よりお値段がリーズナブルです。

※　「メルマガアフィリエイトなんてやったことないし自信がない・・・」という場合は、こ

ちらを使って勉強してみてもいいかもしれません。

■【３０日間無料】メルマガアフィリエイトパック

http://tinyurl.com/l8tpcm  

■第６章：【上級編】・・・永遠に即金収入を得る方法

とは？

できるだけ早く即金で報酬を得る方法としては「即金ペイパルアフィリエイト　 +  

アンテナ倶楽部」が最適ですが、何度も言うように、これだけで月収１００万円を目

指すことなどはとても無理です。

応用編の内容も併せて行けば６桁収入くらいなら夢ではありませんが、それでもや

はりこの方法だけで将来に渡って永く稼ぎ続けていけるかと言えば・・・それはやは

り難しいでしょうね。

では、即金ペイパルアフィリエイトを使って、さらに大きく、そして継続的に、安定して

稼いでいくためにはどうしたらいいのか？
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やはり少し面倒でも、何か一つ効果的なアフィリエイト方法を選んで地道に取り組

んでいく必要があるでしょう。

「じゃあやっぱりメルマガアフィリエイトを・・・」

濃いリストはどうやって集めるんですか？　無料レポートスタンドを使っても今では

捨てアドレスしか集まりませんよ。お金を出して買ったアドレスも似たようなものです。

「ブログやウェブサイトを使ったアフィリエイトは？」

それもアクセスを集められなきゃ意味ありません。そのアクセスはどうやって集めま

すか？　コロコロと基準がかわる検索エンジンを相手にＳＥＯを勉強し続けていくガ

ッツはありますか？

「今流行りのオーバーチュアやアドワーズなどのＰＰＣ広告なら？」

確かに即効性はありますが、効果的なキーワードについて熟知しなければ、広告

費をドブに捨てるようなモノです。そのキーワードはどうやって見つけますか？　マ

スターするまでには、逆にとても時間がかかるかもしれません。

「あとは、効果的な有料広告を探すくらいしか・・・」
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それは名案ですね、アンテナ倶楽部以上に費用対効果の高い広告を見つけたら

教えてください。むしろそれはお金を出してでも私が知りたいことです。

「だったら、どうしたらいいわけ（怒）！？」

すみませんでした。私の答えは・・・ MIXI( ミクシィ ) です。

一時期、ミクシィを使ったスパム的なアフィリエイトの手法が大流行して今ではかな

り規制も厳しくなっておりますが・・・それでも私は、もしネットビジネス初心者の友人

に「ネットを使って今から一ヶ月で３０万円稼げるようになりたいけど、どうしたらい

い？」と相談されたら、迷わず「ミクシィを使ったアフィリエイトをしなさい」と答えます。

今アフィリエイトや情報起業で稼いでいる人たちの中で、ミクシィを全く使ってない人

というのはおそらくいないのではないかと思います。

ブログにアクセスを集めるにせよ、メルマガに濃い読者を集めるにせよ、ミクシィを

使った場合と使わない場合とでは労力がまるで違ってきます。

それくらい、ミクシィというのは今でも稼げる市場なのです。

考えてもみてください。ミクシィの会員は今や１７００万人（２００８年３月現在）と言わ

れています。ミクシィに参加するようなパソコンが使える年齢２０歳以上７０歳までは

日本の全人口のうち９１５０万人と言いますから、単純計算ですが、パソコンが使え

る人口の実に５人に１人がミクシイに参加していることになりますよね？

ちなみにアンテナ倶楽部さんの会員数はどんなに多く見積もっても１０万人以下だ

と思いますから・・・まあ、比べ物になりません（失礼！）。
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しかもミクシィの中には同じ趣味の人が集まるコミュニティというのがあります。その

コミュニティを通してみんながこぞって「私はダイエットしたい人です！」とか「ネットビ

ジネスに興味がありまーす！」とか、自ら手を上げてくれている状態な訳です。

そこで、一つこんな想像をしてみてください。

ミクシィの会員１７００万人のうち「ああ、世の中どんどん不景気になっていくし、

何かいい副業でもあればなぁ・・・」と嘆いているサラリーマンやその奥さんという

のは一体どれくらいいるでしょうか？

どんなに少なく見積もってもおそらく数百万人はくだらないでしょう。

もしも、そんな人たちに【即金ペイパル商品】を紹介することができたなら・・・なんだ

か凄いことになりそうだと思いませんか（笑）？　

文字通り、ミクシィで遊んでいるだけなのに毎日が給料日という状態も夢ではあり

ません。

「う～ん、理屈はわかるけど、そんなにうまく行くかなぁ・・・」

もちろん、ご存知のとおりミクシィでの商業行為は厳禁ですから、アフィリエイト初心

者が何も知らずにただ闇雲にアフィリエイトなどしようものなら、即刻通報されてＩＤ

削除、永久追放されてそれでおしまいです。とても稼ぐどころの話ではありません。

ですが、それでも、やり方さえ間違わなければ、ミクシィはやっぱり永遠に稼ぎ続け

ることのできる最高の漁場なのです。（私自身はそう実感しています）

しかも、登録するだけなら完全無料で費用もかかりませんし、便利な自動巡回ツー
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ルなども使えば他の方法に比べてかなり早く結果を出すことができます。

一ヶ月もまじめに取り組めば、初心者でも着実にアフィリエイトビジネスを軌道に乗

せることが出来るでしょう。

実は私がアフィリエイトで成果を出せるようになったのもミクシィがきっかけでした。

ですから初心者の方にはぜひオススメしたい戦略の一つです。

ミクシィで稼ぐための詳しい戦略については以下のレポートがとてもわかり易いと

思いますので、ご紹介しておきます。（本来は有料のマニュアルですが、今だけ期

間限定で無料公開されています）

■ミクシィだけで年収      718      万円のサラリーマンを超える驚愕アフィリエイト錬金術  

http://tinyurl.com/7froho  

【超即金マジック！】だけではもの足りない、と思ったらぜひ挑戦してみてくださいね。

腰を据えてじっくり取り組むだけの価値はあると思います。

※　ちなみに、まだミクシィのアカウントを持っていないという場合は、こちらを利用

すると簡単に招待してもらえますよ。（私はいつもココを使います）

http://mixi-tips.jp/bbs/index.cgi  

■第７章：ＦＡＱ　よくある質問

Ｑ．私でも本当に稼げますか？

Ａ．やらなければ稼げません。仕組み自体はとても簡単ですから、ご理解していた

だけましたよね？　あとはやるかやらないかだけです。それだけです。ご自分で決
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めてください。

Ｑ．もしも全然売れなかったら？

Ａ．その場合はコピーライティング（宣伝文）に問題があることがほとんどです。知ら

ず知らずのうちに「買え買え」メールになっていませんか？　それでは誰も買ってく

れません。

マニュアルの販売ページというのは考えに考え抜かれたコピー（文章）ばかりです

から、下手に自分で考えるより基本的にはそれらをコピペするだけでいいと思いま

すが、やはり毎回それでは飽きられます。

売れる文章を書くコピーライティング技術の習得は非常に難しく、逆に言えばそれさ

え身につけしまえば一生お金に困らなくなります。（そりゃそうですよね）

ですので、すぐに解決はできないかもしれませんが・・・参考までに、おそらく日本一

のコピーライターと言ってもいい人が書いたこの無料レポートを読んでみてください。

この中の秘訣３と秘訣４を意識したメールの文面にするだけでも、ずいぶん売り上

げはかわってくると思いますよ。私はいつもその点に気をつけてメールを書いてい

ます。

【あなたのサイトの売上をアップさせる、１２の秘訣！】

http://tinyurl.com/n26wz4  

Ｑ．でも、他の人が大勢やり始めたらどっちみち売れなくなると思うんだけど？

Ａ．もちろん何百人も一斉にやり始めたらそうなると思います。

実はこの無料ポート、何度かこっそりバージョンアップしています（笑）。で、おかげさ

まで現在までにかなりの人数の方に読んでいただいているはずなんですが・・・始

めるのに初期費用がかかるということもあり、実際に実践してくれた人は２００人に

１人いるかいないかです（解析結果より）。

そうです、これを読んだ２００人のうち１９９人は今のあなたと同じように考え、結局、
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実践しないまま終わっているのです。

だから実践しているごく少数の人たちはまだまだ当分稼いでいけると思います。さ

らに言えば、応用編や上級編の内容にまで取り組んでいる人たちはもっと少ない

ですから、まさにやったもん勝ちですね。

もちろんやらなくても全然ＯＫですよ。あなたがチャンスを逃すだけで別に誰も困り

ませんので。

Ｑ．字、多いですね。もう少し画像入りで分かりやすく説明して欲しかったです。

Ａ．すみません、私もそう思います。そう思って何度か書き直しているんですが、どう

も画像などを使うのは未だに苦手でして・・・実際、ペイパルの登録など、やったこと

ない人は必ずつまずくと思う説明不足の個所がまだまだたくさんあります。

ただ、ちょっと厳しいことを言いますと、どれもみな、よく読めばそれぞれのサイトに

詳しい説明が全部書いてありますので。

その程度のことさえも自分でクリアできないという人は・・・残念ですが、このノウハ

ウは諦めていただくしかありません。

何度も試行錯誤し続けた勇者にだけ、即金の女神は微笑むのです！

・・・ということで許してください。すみません。

Ｑ．無料で始められるもっと簡単な即金情報はありませんか？

Ａ．無料で始められてもっと簡単でそして儲からないインチキ即金情報なら、いくら

でもご紹介できますよ（笑）。ですが、実際に稼ぐことが出来てこれより簡単な方法

を、私は今のところ知りません。ごめんなさい。
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■第８章：最後に

出し惜しみしたくなかったので、私が知っていてあなたの役にたちそうな情報を全

部書いてみたら・・・意外とページ数が増えてしまいました。商品紹介のリンクも多い

ですねぇ。できるだけシンプルになるようこれでもずいぶんと内容を削ったのですが。

ですが、しっかり読んでいただければ、この無料レポートが、ポイントサイトのリンク

ばかりを羅列して「これに全部登録してください！　同じ内容をコピーして他の人に

紹介すればあなたも稼げます！」といったエセ即金無料レポートとは確実に違うこ

とに気付いていただけると思います。

たくさんやることがあって頭が混乱しそうだとお思いかもしれませんが、基本的

には【実践編】の内容をただ忠実に繰り返していけば、それなりの即金収入は稼げ

まよ。

そして慣れてきたら【応用編】の内容にもチャレンジしてみてください。

そうして得られた即金収入でモチベーションを維持しつつ、平行して

【上級編】のミクシィを使った長期的な戦略にシフトしていく。

これが、今の私の知りうる限り、初心者でも実践可能なネットを使った最も簡

単な継続即金収入への最短ルートだと思います。
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駆け足で説明してしまったので、わかりづらい個所も多々あるかもしれませんが、

実際やってみると驚くほど簡単ですよ。

ただ読んで「ふ～ん、そうなんだ」と思わずに、ぜひ実行してみてくださいね。必ず

あなたの新しい収入の柱となってくれるはずです。

想像してみてください、これからポンポンと一日に何度も何度も１ , ０００円

（ +α）があなたの口座に入金されていくところを・・・・

たとえば、こんな風に！　
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お忙しい中、ご精読いただき誠にありがとうございました。あなた様のビジネスが更

に発展していきますことを心よりお祈りしています。

■　期間限定のスペシャルオファー！

せっかく【超即金マジック！】をやってみようという気になってくれた行動派のあなた

だけに、私からここで一つ特別なお知らせがあります。

ちょっと想像してみてください。

もし、今お読みの【超即金マジック！】無料レポートにあなたのアフィリエイトリンクを

入れて配布することができたら・・・ちょっと凄いことになりそうだと思いませんか

（笑）？

即金ペイパル商品をアンテナ倶楽部で宣伝するにしてもミクシィを使って宣伝する

にしても、直接紹介するよりこの無料レポートを使った方が格段に売れやすくなるこ

とは確かです。（実証済み）

おまけにこのレポートにはペイパル商品以外のキャシュポイントも多数ありますか

ら、非常に効率よくアフィリエイトを仕掛けていくことができるでしょう。

という訳で、あなたのアフィリエイトリンクを挿入可能な【超即金マジック！】レポート

のワードテキストファイルを、今だけ特別にワンランチ価格（１回の昼食代）のたった

１ , ０００円でお譲りします。
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ただし、 [      署名、アフィリエイトリンク、指定個所      ]      　以外の内容の一切の改変、  
転売、無料レポートスタンドへの登録、テキスト形式での配布は固く禁じます。

以上のことさえ守っていただければ、どこにどう配っていただいてもＯＫです。配れ

ば配るほどあなたの即金収入はガンガン増えていくでしょう。

「え～有料なの～！？　おまけに無料レポートスタンドに登録できないんじゃ意味な

いじゃん！」

というあなたの不満の声が聞こえてきそうですね（笑）。

でも、よくお考えください。これはあなたの利益を守るための措置なのです。

もしもこれを無料にしてレポートスタンドへの登録も可能にした場合、間違いなく同

じようなレポートが異常に氾濫することになります。

そうなれば大幅なイメージダウンとなり、誰もそんなスパムレポートを読む人はいな

くなるでしょう。（時 、々そういう痛い無料レポート見かけますよね？）

結果、自分で自分の首を絞めることとなり、誰の得にもならないのです。

ですから、この点だけはどうぞご了承ください。

ただし、それでも、この【超即金マジック！】レポートがあなたにもたらす利益はきっ

と今のあなたの想像を遥かに越えていると断言できます。
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考えてもみてください。商品を販売するのに一番ネックなお客の説得をこの４０ペー

ジ超の無料レポートがあなたのかわりに全部勝手にやってくれるのです。

あなたがすることと言ったら、あとは・・・

■　フォームプロ

http://www.formpro.jp/form.php?fid=33935  

このような無料のレンタルメールフォームを使ってリスト取りページを作り（真似して

みてください、５分でできますよ）、そのリンクをばら撒くだけでいいのです。

いくらたったの１ , ０００円で買える魅力的な商品だとわかっていても、有料のモノ

を買う時、人はとても慎重になります。ましてや見ず知らずのあなたから買うとなれ

ばさらにお財布の紐は固くなることでしょう。

ですが、この無料レポートを配るだけならどうですか？　なにしろ即金収入の方法

を教えてくれる無料のレポートですから、みんな喜んでダウンロードしてくれます。

そして、レポートを読み終わる頃にはペイパル商品をすっかり買う気マンマンになっ

ていてくれることでしょう。（今のあなたのように）

このレポートが今まで私にもたらしてくれた利益を考えると１ , ０００円で販売する

というのはとても正気の沙汰ではない気がします。

ある人にこの話をしたら「たとえ５万円出しでも買うよ！」と言ってくれました。（すぐ

に元なんて取れてしまいますからね）
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１ , ０００円というのはあくまでもあなたを応援するための価格ですから、正直いつ

まで続けられるかわかりません。すぐに打ち切るかもしれません。

くれぐれもこのチャンスを見逃さないでくださいね。

ちなみに、【超即金マジック！】をまたバージョンアップした際にはもちろんそのワー

ドテキストファイルも無料で差し上げるつもりです。

それから、無料レポートスタンドへの登録は厳禁だと言いましたが・・・「それでも無

料レポートスタンドへ登録する裏技」も特別に教えちゃいます（笑）。

これはいつも私がこっそり使っているレポート配布の裏技です。実は無料レポート

スタンドに直接登録するよりもはるかに効率のいい方法があるのです。

そしてさらにさらに、先ほどレポート内で紹介したこちら↓の二つの無料レポートの

ワードテキストファイルもあわせてお渡しいたします。

■【再配布可】無料レポート紹介だけで生活する方法

http://www.gekizou.biz/report.php?aid=81&cid=25　　

■【再配布可】超稼げる誰も知らないプライベートアフィリエイト

http://www.gekizou.biz/report.php?aid=81&cid=17882  　

読んでいただければすぐにわかりますが、どちらも配るだけで即あなたの収入につ

ながるような内容ですよ。（ちょうどこんな便利な無料レポートが欲しかったんじゃな

いですか？）

私が書いたこの二つの人気無料レポートにも、あなたのアフィリエイトリンクを入れ
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て自由に配布することができます。

つまり、あなたが得をすることはあっても損をすることは絶対にありえません。
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・・・ちょっとサービスしすぎでしょうかね（笑）？　さあ、私の気が変らないうちに早く

ゲットしてしまってください！

■　期間限定で今だけ販売　■

あなたの

アフィリエイトリンク入り！

超即金マジック！　

今から１１分後にあなたの口

座に 5,000円振り込みます。

もちろん、これは何度でも可

能です。【再配布可】

サービス価格　１，０００円

お申し込みはこちらから　⇒　 http://tinyurl.com/kjlqr4  

【注意事項】

・　装丁は「サクッとレポート」仕様になっておりません。（背景に画像がないだけで文章は全く同じです）

・　 [ アフィリエイトリンク、署名、指定個所 ] 　以外の一切の内容の改変を禁じます。

・　配布可能なのはＰＤＦ形式のファイルのみです。ワードテキストでの配布は禁じます。

・　値段をつけての転売、無料レポートスタンドへの登録は厳禁です。

違反者を発見した場合は法的措置を取らせていただきます。

※　このスペシャルオファーは、あくまでも、本気で稼ぎたいヤル気マンマンな人の

スタートダッシュを応援するためのものです。もし、この破格のボーナスに興味がな

ければ、もちろん無理してまで購入する必要はありません。「９８０円ペイパル」一つ

だけでも超即金マジック！は始められますよ。
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超即金マジック！

■　プレゼント

プレゼント　１・・・ここまでレポートを読んでいただいたお礼に、もしあなたがご希望

でしたら、アフィリエイト活動してもＩＤ削除されることがないＳＮＳ

【 ITビズコム！】　 http://itbizcom.jp  

へ私から無料でご招待いたしますので、こちら↓のフォームからお申し込みくださ

い。

http://www.formpro.jp/form.php?fid=8842  　

プレゼント　２・・・　一度設定してしまえば「自動で月２万円ほどをほったらかしで稼

げる仕組み」をお教えします。

海外のサイトを利用するので最初の登録や稼いだお金を小切手から換金するの

がメンドクサイですが、こちらは完全に無料で始められますので、余裕があったら

やってみてください。

【超即金マジック！】のような爆発力はないですが、知らない間に貯金が貯まってい

くような感じで稼げますよ。

一つ一つは小さくとも複数の収入源を持つことがお金持ちへの近道です。・・・と、ロ

バート・キヨサキさんも言っておりました（笑）。

http://toyo1012.nobu-naga.net/  　 
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超即金マジック！

さて、ここまで長々とお付き合いいただき本当にありがとうございました。

できるところからでかまいませんので、読むだけで満足せず、必ず【実践】してみて

くださいね！

あなたに即金の雨が降り注ぐことをお祈りしています！　ご幸運を！

注）　私の札束ではありません。
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超即金マジック！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■著者：あんてな通信

■発行責任者：AZu

■運営ブログ： http://azu1007.seesaa.net/

■運営サイト： http://azu1011.hide-yoshi.net/

■あなたさまのご意見・ご感想をお待ちしております。お気軽にどうぞ。

http://my.formman.com/form/pc/TpiiuaXXNusqJpP9/

■メールポリシー：

頂いたご感想やメール、ご質問などはお名前を伏せた上で、事前に通告する

ことなくメルマガで引用させて頂く場合がございます。予めご了承下さいませ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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超即金マジック！　
今から１１分後にあなたの口座に 5,000円振り込みます。もちろん、
これは何度でも可能です。【無料再配布可】
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