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【著作権について】 

再配布不可！あとは常識の範囲内でお願い致します！ 

 

【このレポートの作者について】 

こんにちは！このレポートの作者ルークです！ 

 

 

ブログ「アフィリエイトで稼ぐための情報ブログ！追撃ネット起業！」 

こちらから⇒ http://tsuigeki.livedoor.biz/ 

 

メルマガ「＜毎週特典ダウンロード＞追撃ネット起業！」を運営しています！ 

ちなみにメルマガに登録していただきますと 

レポート・ツール・再配布可能特典含む１０点以上の特典を差し上げてます 

登録はこちらから⇒ http://tsuigeki.sakura.ne.jp/touroku/index.html 

 

現在はメルマガとブログを連動させた情報商材アフィリエイトをメインに活動！ 

特選無料情報・格安商材レビューを中心に西新宿より毎日配信中！ 

 

３月に発売された「ズバッとわかるブログでアクセスを集めお金を稼ぐ」において 

念願の雑誌デビューすることができました（アフィリエイトでは初！） 

 

更に詳しい自己紹介などはこちらにまとめておきますね！本題に入りたいので・・・汗 

 

自己紹介はこちらから⇒ http://tsuigeki.livedoor.biz/archives/51175767.html 
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■そもそも E-BOOK 白書って何？ 

 

 

 

詳細は↑↑↑をクリック！ 

 

この商材はルークも実際に購入し 

すでにレビューサイト・特典案内して紹介しているもの！ 

遂に１０月５日販売終了！ 

E-BOOK 白書ネットビジネス編２００９年春版 

↓↓↓ルークのレビューと豪華特典はこちら↓↓↓ 

http://tsuigeki.sakura.ne.jp/syouzai/category22/index.html 

販売終了に付き特典追加しました！ 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02030.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02030.html
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とにかく一見、怪しい・・・とは言え 

先ほどのレビューサイトからコンスタントに売れていたりします！ 
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実際にルークは読んでいますから 

中身の暴露っぷりに驚き、満足していますが 

購入していない方からすれば高額商材暴露なんて信じられないでしょうね 

 

でも紛れもなく E-BOOK 白書は現在インフォトップやインフォカートなどで 

実際に販売されかつバカ売れした情報商材の中身を 

ダイジェスト版という形ではあれ暴露してしまっているという 

掟破りの情報商材であることは間違いない！ 

 

その暴露されている情報商材の数も桁違い！ 

 

なんと２３７情報５０８万円分（販売ページより） 

５６８００ページにも及ぶという！ 

 

それらを販売者は実際に購入し 

全て目を通した上で暴露しているんだそうです！ 

 

おもしろいのは 

数ある情報商材の中でも特にヒットしたものを中心に選ばれており 

もちろん有名な優良商材もあれば 

信じられないような悪徳詐欺商材まで容赦なく暴露されている点！ 

 

情報商材といえば高額なものが多く 

全てを購入することは普通の人であれば不可能！ 

 

それが E-BOOK 白書であれば 

ダイジェストとはいえ中身にどんなことが書かれているのか？ 

それを知ることが出来るので購入する側目線で言えば 

ありがたいと言えばありがたい商材！ 

 

しかし販売者側からすれば・・・？ 

 

その E-BOOK 白書には一体何が書かれているのか？ 

 

今回のレポートで報告して行きたいと思います！ 
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■何故？購入したのか？ 

 

E-BOOK 白書の中身に触れる前にまず 

ルークが何故？E-BOOK 白書を購入したのか？ 

 

その理由と経緯からお話ししたいと思います！ 

参考になればと・・・ 

 

まずこの E-BOOK 白書なんですが 

昨年販売された時もかなり欲しかったのですが 

昨年版の存在を知った時は 

すでに製本版が販売終了し（製本版が欲しかった） 

その後も読みたいとは思っていたんですが 

昨年は迷っているうちに販売終了してしまっていたというオチ・・・ 

 

正直、その当時は報酬もほとんどありませんでしたので 

もっと投資すべき部分があるんでは？という言い訳付きでね！ 

 

で今年度版の発売メールがどこからともなく！ 

 

正直、今年度版も迷いましたが 

たまたまメールでやりとりしていた読者さんで 

E-BOOK 白書が気になっていた方もおり 

とりあえずレターしっかり読んでとりあえずは検討してみるかってことに！ 

 

読者さんで気になっている方がいるってことは 

○だろうが×だろうがレビューすることで 

有益な情報として配信できるんではなかろうか？って考えもありました！ 

 

一個人が購入できる情報商材の数なんてたかがしれていますし 

ましてやどの程度まで暴露されているのか？ 

などネタにも事欠かないでしょうしね！ 

 

またメルマガでの情報配信する身としての怖いもの見たさだったりも・・・ 
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何となくもっともらしい理由を挙げたんですが 

セールスレターをじっくり見てですねえ・・・ 

その考えも吹き飛んでしまいました・・・汗 

 

というのも発売後すぐに検討もかねレターを読んだんですけど 

なんとも釣られてしまう（結果釣られた）点が多かったんですよ！ 

 

まず価格！ 

これは定価が９８０００円！ 

 

で実際の販売価格はというと？？？ 

定価の設定が胡散臭い・・・まあここには釣られなかったんですが・・・ 

 

これ以外の部分！ 

特典に釣られてしまいましたよ・・・汗 

 

１つが E-BOOK 白書の昨年版！これの PDF 版がついてくるという点！ 

１年前の無念が思い返されます！今度こそは！ 

 

それからもうひとつ！ 

ネットビジネスの稼ぐ系の情報商材以外が暴露された増刊号！ 

 

普段、情報商材アフィリエイトをしている関係上 

ネットビジネスの稼ぐ系の商材を目にする機会はありますが 

情報商材って何も稼ぐ系だけではないんですよね！ 

 

その他にも様々なジャンルの商材があり 

一体どんなことが書いてあるのかが前々から気にはなってたんです！ 

買うつもりはないけどどこまで知れるのかなっていう・・・ 

例えば恋愛系とかセック●系とか！ 

 

なんかせっかく情報商材という世界と出会えたのだから 

いろいろなものを見ておくのも勉強かなと・・・暴露とは言えね！ 

 

長々書きましたが要は特典に止めを刺されたということ・・・爆 
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■E-BOOK 白書の中身には何が書かれているのか？ 

 

各情報商材ごとに章だてられていて 

そのページ数は驚愕の２３４７ページ！ 

 

各情報商材ごとに下記のような構成になっている！ 

 

 

●タイトル・発行元情報・価格・目次 

 

●本書の概要（ダイジェスト版） 

 

●本書の論評 

 

●セールスレターとの比較 

 

●総評 

 

 

各商材、上記のような構成で暴露されている！ 

ページ数は商材ごとにまちまち！５０ページ前後が多いか！ 

ただ中には１００ページを超えるものも！ 

 

それでは項目ごとにどのようなことが書かれているのか？ 

 

●タイトル・発行元情報・価格・目次 

 

タイトルはそのまんまですね！販売されている商材の名前！ 

 

そしてなかなか興味深いのが発行元情報！ 

やっぱりネットで行なうビジネスってことで 

日本中の住所が見受けられます！ 

中でもおもしろかったのが 

「誰でも即金！」とか言っておいて連絡アドレスがフリーとか・・・爆 
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価格に関しては 

タイトルからしてヤバそうなものに限って高額だったりとか・・・爆×２ 

 

目次はそれを読むだけで想像力が掻き立てられたりとか 

それから自分がタイトルなどを付けるときの勉強にもなりそうです！ 

 

それから見逃せないのが本商材を読んだ作者が感じた一言メモ！ 

 

例えば 

「ページ数は多いが余白が多い」とかって情報は何気に貴重なのでは？ 

 

 

●本書の概要（ダイジェスト版） 

 

これこそが E-BOOK 白書の肝となる暴露！ 

 

今回読んでみてびっくりしたことが 

商材に書かれているものの引用がメインとなっていること！ 

これに関しては 

ルークが所持している商材の暴露と照らし合わせて確認済み！ 

 

正直、これって問題ないのかなあと思いましたよ。 

 

実際に読む前の予想はこんなことが書かれてますみたいなのが 

●●とかって伏字などを使いながら説明されているのかと思っていたら 

商材内に書かれていることがそのまま書かれているってかなり衝撃的！ 

 

ノウハウ自体がそのまま書かれているのはもちろん 

利用サービスのリンク集だとかまで普通に書かれています！ 

 

有難いっちゃ有難いが読んでいて不安になります！ 

 

但し、さすがに図解までは引用されていません！ 

文章のみ！ 
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●本書の論評 

 

商材を読み終えた作者の感想的なもの！ 

 

かなり個性的というか毒があります！ 

人の意見に流されやすい方はご注意！ 

 

 

●セールスレターとの比較 

 

実際に商材に書かれていることと販売時のセールスレターとの比較！ 

 

あなたは商材を購入する時にセールスレターをしっかり読んでますか？ 

たしかに長いものが大半で読むのも大変ですが 

しっかりと読んでかつ購入した商材と比較することは大事です！ 

 

単純にセールスライティングの勉強にもなりますしね！ 

 

で今回の作者のセールスレターとの比較はなかなか面白い！ 

特に悪徳商材とされているものに関して！ 

 

しっかりと読まれているのでしょうか？ 

とにかく細かいところまで辛口で突っ込んでいる様は痛快！ 

 

時折見られる 

悪徳な商材のセールスレターの見分け方なんかは 

思わず「確かに！」と感じずにはいられませんでした！ 

 

頭の中で作者のように突っ込みをいれながら 

あなたもセールスレターを読むことで新たな発見が得られるでしょう！ 

 

実際にセールスレターも見ながら読むと面白いです！ 
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●総評 

 

商材の中身だけではなくノウハウだったり販売ページだったりと 

トータルで見た感想と言ったところ！ 

 

やっぱり個性が強く、当然辛口！ 

 

作者の言っている事は全て正しいとは言いませんが 

書きまわし等が面白いだけではなく参考になる点もあり！ 

 

但し、ここもやっぱり人の意見に流されやすい方は 

深く読まない方がいいかもしれません！ 

 

 

 

以上 

全ての商材に関してこれらの項目でまとめられています！ 

 

やはり肝になってくるのは暴露部分！ 

本商材の引用と作者の意見が交互に続く！ 

 

ノウハウなどがそのまま暴露されている部分は 

単純に勉強になるなあと言った感じですが 

作者の辛口・揚げ足取りコメント等、普通に爆笑してしまうことも多い！ 

 

さっきも言いましたが 

人の意見に流されやすい方は 

論評・総評は読まれないことをオススメします！毒素強すぎ！ 

 

てか暴露部分を読むだけでも相当数ありますから・・・ 

 

ここで言わせてもらうと商材の中身がコピペか？ 

ってほど暴露されてます！ 
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■優良商材暴露とあり得ない商材暴露リスト！ 

 

８月３０日現在、２００９-２０１０年版まで読破！！！ 

その中でダイジェスト版を読んだ感じから 

「優良商材だと感じたもの」（本商材も購入する価値がある） 

と 

「あり得ない商材だと感じたもの」（本商材も期待できなそう） 

これらをリストにしておきます！ 

 

要するに「優良商材」と「悪徳商材」のリスト分けです！ 

あくまでダイジェスト版を読んで感じたままに分類してます！ 

 

↓ちなみに全暴露商材リストは下記ページ中盤にあり↓ 

＞＞＞全暴露商材リストはこちらをクリック＜＜＜ 

 

６月３０日現在まで読んだ前半部分より選定！ 

 

●優良商材の選定基準 

 

・自分が購入したいと思ったもの 

・実際に所持していてかつ内容も良いもの 

・実践の価値があると感じたもの 

 

 

●あり得ない商材の選定基準 

 

・絶対にお金を出して購入したくないと思ったもの 

・単純に実践したくないと思ったもの 

・てか実践できねえだろって思ったもの 

 

 

特に「あり得ない商材」のセールスレターを見ると 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02030.html
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違った意味でいろいろな気づきが得られます！ 

注・購入しないこと！！ 

商材名をクリックすると詳細が見れます！ 

 

【優良商材暴露リスト】 

 

・PPC アスリート 

 

・ゼウス 

 

・悪魔のステップメール 

 

・銀太郎ブランド PPC 戦略 

 

・新世紀ブログアフィリエイト 

 

・ドロップシッピングで稼ぐ仕組み構築プログラム 

 

・風花心伝 

 

・せどりで大きく稼ぐ仕組み構築マニュアル 

 

・keyword “trust”＆“emotion” 

 

・ヤルト 

 

・スローライフアフィリエイト 

 

・アフィリエイト起業法 

 

・風花乱舞 

 

・アフィリエイトファクトリー 

 

・アフィリエイト虎の巻 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02045.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02044.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02043.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02042.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02041.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02040.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02039.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02038.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02037.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02036.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02035.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02034.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02033.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02032.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02031.html
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・ヤフーアフィリエイト攻略法 

 

・Ｄｒ．Ｋのライティング・クリニック 

 

・アルティメットオークション 

 

・ネットビジネス・ワールドマップ 

 

・ネットビジネス攻略バイブル 

 

・最後の片手間アフィリ～裏 AAA 

 

・夢リタ 

 

有名アフィリエイターさんがこぞってレビューしているものが多い！ 

 

 

 

 

【あり得ない商材リスト】 

 

注・販売ページがすでに存在しないものも含まれます・・・爆 

 

・四年で１億円稼いだ悪魔の錬金術！ 

 

・瞬速８～４０万円現金入金法！ 

 

・半永久的に収入が継続する方法 

 

・今最も簡単に超稼げる不労マニュアル 

 

・コピーするだけで毎日３万円の入金 

 

・メールを受信するだけ、しかも開封不要 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02523.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02522.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02520.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02520.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02519.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02518.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02517.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02051.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02050.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02049.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02048.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02047.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02046.html
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・モンスター 

 

 

面白いのは優良商材としてあげたものとの違い！ 

 

特に販売ページの決済ページに決定的な違いがあります！ 

 

この違いを理解するだけでも 

悪徳な商材に当たる確立は格段に減る事は間違いない！ 

 

 

 

ちなみに２００９-２０１０年最新版１７５４ページ全て読破して 

ルークの独断（携帯系オークション系は辛目）でチョイスしました！ 

 

今年度版だけでも５４商材！！！ 

 

この後に昨年版も続き・・・ 

てか昨年版になると文字が更に小さく情報自体は詰まっていて 

読んでいて勉強にもなるのですが 

とにかく読むのが大変・・・爆 

 

とは言え 

販売終了しているものも多く 

すでに知ることが出来ないノウハウが多数みれるのは 

もうこの暴露商材のみなってしまうんですよね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02524.html
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■ロングラン大ヒット商材＋販売終了激レア商材 

 

E-BOOK 白書の後半１７００ページ以降は 

１年以上にわたり大ヒットロングラン商材や 

現在は販売を終了している激レア商材の暴露になっている！ 

 

ルーク自身が所持していないものもあり 

暴露内容を読んで見て優良であると感じたものをリスト化しておきます！ 

 

・和佐大輔と木坂健宣のネットビジネス大百科. 

 

・小雪の一通入魂アフィリエイト！（販売終了・販売ページなし） 

 

・飛び級アフィリエイト. 

 

・きくち塾 

 

・ヤフオク大全集 

 

・タイムシフト・アフィリエイト. 

 

 

ここで挙げた商材は 

販売終了したものを除けば現在でも紹介しているアフィリエイターも多く 

１度名前くらいは聞いたことがあるかもしれませんね！ 

 

特に後半部分に関しては 

悪徳商材の暴露が凄まじくなっており 

ここまで読んできていると商材タイトルだけで 

「確実に詐欺商材なんだろうなあ～」と 

ちょっとした目利きが出来ていることに気が付く！ 

 

 

 

http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00055.html
http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00054.html
http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00053.html
http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00052.html
http://cs-x.net/tsuigeki2/c/00051.html
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■E-BOOK 白書メリット 

 

●商材がそのまま引用されているのでノウハウ垂れ流し 

 

全てのページではもちろんないにせよ 

本商材の中身の特に大事だと作者が思われる部分が 

ダイジェストという形で書かれているので 

メモしながら読むことで相当数のノウハウを蓄積できます！ 

 

 

●高額な上に悪徳な商材のノウハウも垂れ流し 

 

普通の一個人であれば 

高額な情報商材なんてそうそうたくさんは購入できません！ 

 

かつお金をだして購入するのであれば優良なものを買いたいもの！ 

 

しかし悪徳詐欺商材と言われるもののノウハウも気になりますよね？ 

絶対にお金は出したくはないですけど・・・ 

 

その悪徳ノウハウなんかも相当な数を蓄積できます！ 

 

悪用厳禁的なノウハウもかなりあることに驚かされます！ 

 

実行はしないようにね（苦笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高額情報商材暴露本！ 

E-BOOK 白書ネットビジネス編って何だ？ 

徹底検証レポート！ 

- 19 – 
Copyright (C) 2009 ルーク＠追撃ネット起業！. All Rights Reserved. 

■E-BOOK 白書のデメリット 

 

●ノウハウコレクター養成商材 

 

確かにダイジェスト版を読むことで商材のノウハウを知ることが出来る！ 

 

しかし膨大なページ数であるが故に読んで満足して終わり！ 

こんな風になる可能性が大！ 

 

しっかりと汲み込んだノウハウを 

作業レベルにまで落とし込んでいけないと 

ただの読んで満足のノウハウコレクター養成商材に十分なりえる！ 

 

 

●文章で書かれているノウハウをイメージ出来ないと意味がない 

 

ダイジェスト版はあくまでも文章のみ！ 

 

図解などはありません！ 

なのでブログ構造だったりとかであると 

文章からイメージできないと書かれていることの意味が 

さっぱり理解できません！ 

 

全くの初心者さんですと理解できない点も少なくないでしょう！ 

 

逆に中級者さん以上ですでに稼ぎもある方であれば 

しっかりとメモを取りながら読むことで相当数のノウハウを蓄積できます！ 
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■入手すべき人・入手すべきではない人！ 

 

●入手すべき人！ 

 

・情報商材アフィリエイト実践者 

 

このジャンルのアフィリエイトを実践することになると 

とにかく仕入れとして様々な商材を読むこととなる！ 

 

とはいえ情報商材の販売数なんて途方もない数存在するわけで 

それらを全て読むことなんて不可能！てか買えないし・・・ 

 

ルークが読んでみてわかったことなんですが 

自分が思っている以上に稼ぐ系のジャンルというものは 

かなりの数が存在しているわけで 

それらの存在を知れただけでも価値を感じることができましたね！ 

 

とにかくネタには事欠きません！ 

 

それから今後仕入れようと検討している商材に関しても 

ダイジェスト版を読むことで中身のイメージはかなり掴めます！ 

 

 

・インプット・アウトプット出来る人 

 

読みながらノウハウをしっかりとインプット 

↓ 

インプットしたノウハウを作業に反映させる（アウトプット） 

 

これが出来ないとただのノウハウコレクターで終わってしまいますので 

入手はされないほうが良いでしょう！ 
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●入手すべきではない人 

 

・本商材が高いので安く済ませたいと思っている人 

 

あなたが欲しいと思っている商材が E-BOOK 白書に収録されており 

「それなら安上がりで済むかな？」と思っている方！ 

 

それならば絶対に本商材です！（質問メールで一番多かったのがこれ） 

 

というのも E-BOOK 白書のダイジェスト版てのはあくまでダイジェスト！ 

 

ノウハウ部分に関しては確かに暴露されています！ 

 

しかしそのノウハウを何故？やる必要があるのか？ 

やったことでどうなるのか？ 

 

とにかく重要なその部分に関しては 

当然、本商材のほうが 

とにかく丁寧にページ数を割いて説明されています！ 

 

その何故？こそがノウハウを実践するにあたって大事なことなんです！ 

 

そして本商材のとにかく大きなメリット！ 

それは作者との直接のメールサポートだったり 

同じ実践者が集う SNS があったりすること（全ての商材ではないが） 

 

情報商材実践時に大事な事は 

書かれていることを再現すること＋更に進んだノウハウの構築 

 

E-BOOK 白書においては当然過ぎるくらい当然ですが 

メールサポートなんてありませんし 

ましてや SNS なんてあるわけがありません！ 

 

どれだけ暴露されていたとして本商材には到底敵いません！ 
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・今、取り組んでいる商材がある 

 

 

現在実践中の商材がある方！ 

そのノウハウの実践に集中するべきです！ 

 

とにかくページ数も多く読んでいるのも楽しいですが 

最も大事なのが「あなた自身が稼ぐこと」 

 

どこに時間を使うべきか？ 

 

時間管理が苦手な方は特に今やっていることに集中すべし！ 

 

 

・他人の意見に流されやすい 

 

 

E-BOOK 白書の作者さんのコメントはとにかく個性的で辛口！ 

 

作者の考えが必ずしも正しいとも思いませんし 

もちろん間違っているとも言えません！ 

 

ただ意見が強烈すぎる部分が多々ありますので 

人の意見に流されやすい方はやめたほうが良い！ 

 

自分の考えをしっかりと持てる方に関しては 

爆笑してしまうようなコメントが多いのも 

E-BOOK 白書のおもしろいところですけどね！ 

 

 

 

入手すべきか入手するべきではないか？ 

E-BOOK 白書に関しては特に慎重に考えてください！ 
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■結局 E-BOOK 白書には何が書かれているのか？ 

 

ここまでいろいろと話してきましたが 

今年度版の E-BOOK 白書も遂に 

１０月５日２３：５９にて販売終了することが決定いたしました！ 

 

実は今年度版を購入すると昨年版（こちらも６００ページ超）を入手でき 

それぞれを比べてみた結果なんですが 

今年度版に関しては販売者の変更の影響もあるのか？ 

内容がコピペに近いほど（コピペ）暴露されており 

昨年のものよりもかなり商材の中身がわかりやすいものとなっています！ 

 

中身が中身なので来年以降の販売が続くのかどうか？ 

 

これに関してはまったくわかりませんが 

今年度版に関しては販売され続けそして終了を迎えた以上 

高額商材暴露を入手することが出来る！ 

 

その E-BOOK 白書って何が書かれているのか？ 

 

最後にもう１度話しておくと 

高額な優良商材・悪徳詐欺商材どちらも入り乱れて 

中身のノウハウが丸バレするほどにそのまま引用されています！ 

 

これに関しては実際に所持している本商材と E-BOOK 白書 

それぞれを見比べてみた結果、感じたことですので 

「どの程度、暴露されているの？」って方の期待は裏切らない内容！ 

 

それを踏まえた上で 

自分が所持していない、かつ欲しいと思っていた商材の暴露！ 

これが読めてしまうので何だかんだ言っても 

紹介している自分こそが興奮して読んでいりと言っても 

言いすぎではないでしょう！ 

 



高額情報商材暴露本！ 

E-BOOK 白書ネットビジネス編って何だ？ 

徹底検証レポート！ 

- 24 – 
Copyright (C) 2009 ルーク＠追撃ネット起業！. All Rights Reserved. 

E-BOOK 白書とは 

 

商材の中身がコピペか？と思うほどに引用されている 

究極の高額商材暴露本である！ 

 

中身のボリュームについてまとめておきます！ 

 

本商材 

●E-BOOK 白書ネットビジネス版２００９春版 

ページ数・全２３４７ページ 

内容・最新の情報商材１１６情報２１１万円分の暴露 

 

 

特典 

●E-BOOK 白書ネットビジネス版２００８年版 

ページ数・全６５１ページ 

内容・昨年までに発売された情報商材１２１情報２９７万円分の暴露 

 

 

●E-BOOK 白書臨時増刊号２００９年版 

ページ数・５６４ページ 

内容・ネットビジネス以外の人気２１ジャンルの情報商材暴露 

全て合わせて３５６２ページ！ 

これに加えて E-BOOK 白書発売後に発売された 

人気商材の暴露 pdf も加わると・・・一体何ページになっちゃうの？？？ 

 

読んでノウハウ部分を吸収し実践するも良し 

情報配信のネタ元にするも良し 

 

この商材を活かすも殺すもあなたの使い方次第！ 
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詳細は↑↑↑をクリック！ 

 

 

この商材はルークも実際に購入し 

すでにレビューサイト・特典案内して紹介しているもの！ 

 

 

E-BOOK 白書ネットビジネス編２００９年春版 

↓↓↓ルークのレビューと豪華特典はこちら↓↓↓ 

http://tsuigeki.sakura.ne.jp/syouzai/category22/index.html 

販売終了に付き特典追加しました！ 

 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02030.html
http://cs-x.net/tsuigeki/c/02030.html
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■レポートを書き終えて 

 

セールスレターも強烈ですし 

内容も相当過激な E-BOOK 白書！ 

 

メルマガ読者さんからの質問も非常に多い商材となりました！ 

もう徹底検証レポート作ったほうが早いなあと・・・ 

 

このレポート内容も含め検討されることをオススメします！ 

冷静に書いたつもりですので・・・汗 

 

そしてこのレポートに関するご意見・ご感想などもいただけると幸いです！ 

 

ご意見・ご感想はこちらから 

⇒ http://www.formpro.jp/form.php?fid=29915 

 

 

下記のルーク運営のブログ・メルマガの方もよろしくお願い致します！ 

 

 

ブログ「アフィリエイトで稼ぐための情報ブログ！追撃ネット起業！」 

こちらから⇒ http://tsuigeki.livedoor.biz/ 

 

今後も今回のような商材内容を徹底検証（暴露？）レポート！ 

こちらを作成しメルマガ読者の方には随時配布する予定！ 

 

メルマガ「＜毎週特典ダウンロード＞追撃ネット起業！」 

ちなみにメルマガに登録していただきますと 

レポート・ツール・再配布可能特典含む１０点以上の特典を差し上げてます 

登録はこちらから⇒ http://tsuigeki.sakura.ne.jp/touroku/index.html 
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■このレポートをダウンロードしてくれた方へのプレゼント 

 

ルークオリジナルの SEO 関連レポート３点セット！ 

全てランキング入りしたものです！ 

ザムにて 

■ブログ記事投稿時に●●をちょっと書き足すだけで被リンクがザクザク増やせ、お

まけにアクセスアップも期待できる、やらない意味がわからない簡単すぎる作業！ 

メルぞうにて（これは途中経過です） 

■ブログアフィリエイトの必須作業！ライバルサイトのページランクも被リンクもまと

めて３分で一括チェック！もちろん無料で使えます！  

無料情報.com 

■期日限定ですがブログ更新ついでに被リンクを獲得したい人はいませんか？ポイ

ントは●●●●をしっかりえらぶだけ！  

 

追撃ネット起業！ルークオリジナル 

オリジナル SEO レポート３点セット！ 

↓↓↓ダウンロードはこちらのページから↓↓↓

http://tsuigeki.sakura.ne.jp/seoset/index.html 
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■【特別オファー】有料商材＋再配布可能特典プレゼント企画 

ルークが運営しているメルマガにおいても 

目玉企画の１つとして度々開催しているオファー企画！ 

 

今回は無料レポート版ということで特設ページをご用意いたしました！ 

 

差し上げているプレゼントは 

実際に販売している有料商材 

それから 

あなたの特典として利用可能な再配布可能特典 

 

有料商材プレゼントとは言え 

簡単な条件のみで入手できますので奮ってご参加ください！ 

 

 

 

 

 

差し上げている有料商材と再配布可能特典 

それからオファー条件などは下記リンクより確認してください！ 

 

 

 

↓↓↓特別オファー特設サイトはこちら↓↓↓ 

http://tsuigeki.sakura.ne.jp/tokusetu/index.html 

 

 

 

 

 



高額情報商材暴露本！ 

E-BOOK 白書ネットビジネス編って何だ？ 

徹底検証レポート！ 

- 29 – 
Copyright (C) 2009 ルーク＠追撃ネット起業！. All Rights Reserved. 

■おまけ情報！ 

 
このレポートを読んでいるあなたはレポートを作成したことがありますか？ 

 

ルークはこれまでにいくつもレポートを作成してきていますが 

ある１つのことを変えただけで 

読んだ方からのメールなどの反応を得ることが出来ました！ 

 

それはレポートのデザインです！ 

 

レポートを作成する際は「word」を使っているのですが 

そのままでは真っ白なものに書き込んであるだけの素っ気無いものになります！ 

 

なのでデザインが最初から入っているテンプレートを利用するだけで 

このレポートのようにちょっと？かっこいい仕上がりになり 

かつ読んだ人から「丁寧ですね！」と言ったようにご意見いただけるようになりました 

 

もちろんルークにはデザインするスキルもセンスもありません・・・ 

でもそんな人でもテンプレートを導入するだけで 

おしゃれでかっこよく、かつ丁寧な印象を与えることができるんですよ！ 

 

テンプレートさえ導入してしまえば作業自体はいつもと同じ！ 

原稿を書き込んでいくだけ！ 

 

これまでルークは 

「サクッとレポート」のテンプレート 

と 

「トップレポートブランディング」のテンプレートを使用していますが 

一体どっちがいいのか？ってことで下記ページにてまとめておきましたので 

もっと質の良い無料レポートを作って稼ぎたいという方はご覧ください！ 

 

⇒ http://tsuigeki.sakura.ne.jp/syouzai/category18/entry21.html



 
 

最後までご覧頂きありがとうございます！ 

あなたと出会えた奇跡に感謝！ 

西新宿より愛を込めて 

ルーク＠追撃ネット起業！ 


