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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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■はじめに 

 

皆さん！ 

楽天アフィリエイトを楽しんでいますか？ 

 

アフィリエイトの種類は数あれど 

楽天ほど初心者の方でも簡単に稼げるものも 

そうそうないのではないでしょうか？ 

 

簡単に楽天アフィリエイトの仕組みを紹介すると 

 

 

あなたのブログ・メルマガ内の楽天リンクがクリックされる 

↓ 

クリックした人が３０日以内に楽天市場で買い物する 

（何を購入しても良い！） 

↓ 

あなたの報酬になる 

 

 

 

物凄くザックリした説明ですが 

要するに 

あなたは商品をレビューなどしなくても 

楽天リンクさえクリックしてもらえれば 

どんな商品が売れたとしても報酬が発生するチャンスがあると言うこと！ 
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とにかく楽天リンクを踏ませる！ 

 

言い方は悪いかもしれませんが 

そこに集中するだけで稼げてしまうのが 

楽天アフィリエイトの良いところ！ 

 

初心者さんであれば 

まず１番最初にトライしてもらいたいアフィリエイト！ 

 

だって簡単ですから・・・汗 

 

 

ちなみにルークの８月の楽天アフィリエイトの売り上げですが 

１００万円突破しています↓ 

 
 

 

仕事もあり片手間（記事更新なし）でも 

簡単に売り上げをあげることが出来るのが 

楽天アフィリエイトの良いところですね＾＾ 

 

このレポートにおいては 

楽天アフィリエイトの仕組みや始め方などには触れませんので 

基本的なことは下記にて勉強されてください＾＾ 

 

 

＞＞＞楽天アフィリエイト事典 Vol. 1【始め方 編】＜＜＜ 

↑↑クリックして楽天アフィリエイトの基本を学ぶ↑↑ 

 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02653.html
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■楽天アフィリエイトのポイント 

 

この楽天アフィリエイト！ 

とにかく簡単ですし 

初心者の方にまず始めて欲しいアフィリエイトであるんですが 

ちょっとこの楽天アフィリエイトは 

他のアフィリエイトと違う点があります！ 

 

それは 

報酬がお金ではなくポイントで支払われるということ！ 

 

これがどういうことかと言うと 

基本的に楽天アフィリエイトは 

成約した額に対して１％ほどがアフィリエイト報酬として払われるのですが 

その報酬が楽天で使えるポイントで支払われると言う点！ 

 

要するにお金ではもらえない・・・汗 

 

「アフィリエイトで稼ぐ！」 

こういった目標でアフィリエイトに取り組むのであれば 

やっぱりお金でもらいたいところですが 

こういったルールなんですからしょうがない・・・ 

 

が・・・しかし 

 

最近のアフィリエイト業界を揺るがす 

衝撃の決定が楽天アフィリエイトより発表されました！ 

 

それは 

来年１月分の報酬より 

３０００ポイント以上のポイントに関しては 

全て強制的にイーバンク振込みでの現金支払いになるということ！ 
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「やったーーーーっ！！！」 

 

歓喜の声も聞こえてきそうですが 

果たしてそうでしょうか？ 

 

確かに現金でもらうことはできます！ 

しかしその 

 

・現金をもらうにあたって 

手数料が引かれるとしたら？ 

 

・その上、消費税まで引かれるとしたら？ 

 

ルークは素直には喜べませんし 

今現在、楽天アフィリエイトで稼いでいる人からも 

喜びの声はあまり聞こえてきませんね・・・ 

 

いくら稼ぎやすいとは言っても 

あまりにも低い報酬率・・・ 

 

稼いだ分は少しでも有利な形で使おうと 

稼いでいる人たちは試行錯誤し 

より有効的なポイントの使い方を実践してきたと言うのに 

来年からは３０００ポイント以上は 

強制的に手数料及び消費税まで引かれる 

現金での支払いになってしまうって流れ・・・ 

 

ちなみに今回の決定においては非常に重要なことですので 

詳しくは下記無料レポートをしっかりと熟読しておいてくださいね＾＾ 

 

＞＞＞楽天報酬支払い方法変更対応マニュアル＜＜＜ 

↑↑クリックして楽天アフィリエイトの重要な変更点を理解する↑↑ 

 

 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02654.html
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まあ決まってしまったものはしょうがないです・・・ 

残りわずかにはなってきましたが 

 

・今ある楽天ポイントを少しでも有利に使用する 

それから 

・来年以降わずか３０００ポイントですがそのポイントを有利に使う 

 

これが今出来ることなんではないでしょうか？ 

 

今回のレポートのポイントになってきますので 

しっかりと勉強されてくださいね＾＾ 
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■現在主流の楽天ポイント有効利用法 

 

ここで現在、楽天アフィリエイトにおいて稼いでいる人たちが使う 

効率的と言われるポイント使用法を挙げておきます！ 

 

 

 

●図書券に変えて金券ショップで換金 

 

この方法がかなり知られている方法かと思いますが 

どのような流れかというと 

 

・楽天市場内で図書カードを購入 

↓ 

・金券ショップで換金 

 

この方法でネックとなってくるのが 

１０００円分の図書カードが１０００円では購入出来ません！ 

 

どういうことかというと 

楽天市場内で図書券を購入する場合は 

１０００円の図書券→１０３０円 

１００００円の図書券→１０３００円 

 

こういった具合に額面よりも高くなってしまうんですね・・・ 

 

「それくらいいいじゃん！」 

そう思われるかもしれませんが 

その後に金券ショップで換金することを考えてください！ 

 

金券の高価買取を謳っている所であっても 

９５％前後・・・ 
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図書券購入で３％ほど高く購入し 

金券ショップで換金化する場合に５％安くなる・・・ 

 

両方合わせると？？？ 

 

楽天アフィリエイトの特徴として報酬額は基本１％！ 

簡単に稼げるとは言え低い報酬率なのです・・・ 

 

ここまであれやこれやと引かれてしまうのは痛い・・・ 

 

まあそもそも楽天市場での図書券が額面より高いのは 

アフィリエイターの換金法が出回り 

その影響で高くなったとも言われていますので 

自業自得と言われればそれまで・・・ 

 

確かに手っ取り早いですが 

もっと良い方法があるとルークは思っていますし 

実際にその方法を使っています＾＾ 

 

 

 

●楽天市場で買い物をしてオークションに出品し実質の換金 

 

何気にこの方法は時には換金率が１００％を超える可能性あり！ 

 

方法はタイトルのまま 

・楽天市場で買い物 

↓ 

・その商品をオークションに出品 

↓ 

・売り上げが報酬となる 

 

特に家電などが良いという話を聞いたことがあり 

商品の目利きだったり激安商品なんかを仕入れることが出来れば 
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逆にお得になる可能性すら秘めています！ 

しかし・・・ 

この方法のネックとなってくるのは 

オークションに出して落札されなくてはならない点！ 

 

すでにオークションで成果をあげている方であれば 

問題なく取り組めるでしょうが 

まだ初心者の方にとっては非常に敷居が高いかもしれません！ 

 

楽天アフィリエイトは簡単ですよと言っておきながら 

最終的にはオークションまで攻略なんて・・・ 

 

最後まで簡単に行きたいものです・・・汗っ 

 

 

 

●必要な買い物を楽天市場にて済ませる 

 

何だかんだ言ってもこの方法が１番無駄がないかもしれません！ 

 

ルーク自身も初期の楽天アフィリエイトのポイントは 

楽天市場で済ませていました！ 

 

どの道、購入する予定のあるもの！ 

 

例えば 

アフィリエイトを進めていくのに必要なパソコンソフトだったり 

環境整備に必要なものだったり！ 

 

作業をより快適に出来るように社長イスとかも購入しましたし＾＾ 

 

食料品なども大量にありますから 

食費を楽天ポイントで補うってのも手かもしれません！ 
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ちなみにその時のポイントとしては送料が極力かからないものがベスト！ 

案外、送料もバカになりませんから・・・ 

 

 

この方法が何気に１番ポイント消化としては 

失うポイントが少ないように感じましたが 

もっと日常に密着した部分で 

ポイント消化出来たらいいなと思いませんか？ 

 

ルークも実践する 

手数料を引かれずにポイント分を使う方法を紹介しますね！ 
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■手数料を引かれずに効率良くポイントを使う方法！ 

 

いよいよ、ここからが本題！ 

てか前置きが長くなりましたね・・・汗っ 

 

１００％で現金に交換できない以上は仕方がありません！ 

 

今の日常生活の中で使っている出費を 

楽天ポイントで実質払うという方法をお教えしますね＾＾ 

 

この方法を知るまでは 

「ローソンポイント」に交換すると言う方法しか知りませんでした！ 

 

これがどういうものかというと 

楽天ポイント１P をローソンポイント１P に交換できるというもので 

そのローソンポイントと言うのが 

ローソンにて１P が１円で使用出来るというもの！ 

 

要するに楽天ポイントがローソンの買い物で使えるお金に 

そのままの比率で変えられるってことですね！ 

 

これを知ったときは興奮しましたね（大袈裟？） 

だってコンビニなんて結構な高頻度で使う生活でしたから 

コンビニでの買い物をローソンで済ませれば良いわけですから＾＾ 

 

と思ったのが束の間・・・ 

やはり落とし穴が・・・ 

 

「ローソンポイントに交換できるのは１ヶ月２０００ポイントまで」 

 

２０００円までってことです・・・ 

世の中なかなかうまくは行かないもんですね・・・ 
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と落ち込んでいた時に発見したもの 

それがこいつです↓ 

 

 

わざわざ画像にしたのは意味があります！ 

見覚えありませんか？ 

 

そうなんです 

あのレンタルショップでおなじみのツタヤのカード！ 

 

さっきのローソンと同じように 

楽天１P と T-POINT１P で交換できて 

もちろん１P は１円てことになります！ 

 

しかもローソンポイントのように 

現時点（２００９年９月１５日時点）で交換制限なし！ 

１０００ポイント以上であれば交換可能ってことです！ 

 

なので T-POINT に交換して 

好きなだけレンタルを満喫しちゃってくださいね！！！ 

 

・・・ 

 

何か？？？ 

 

そりゃそうか・・・ 

いくら楽天ポイントを１P 実質１円で使えると言っても 

その使い道がレンタルだったなんてオチにもほどがある・・・ 
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実はこの T-POINT のポイントなんですが 

最近ではレンタルのツタヤ以外でも 

かなり使い道が増えてきているんですね＾＾ 

 

まあ百聞は一見にしかず！ 

 

T-POINT 案内サイトの T-SITE をご覧下さい！ 

 

http://tsite.jp/index.pl 

 

 

見てもらった方はわかるかと思いますが 

様々なお店などで T-POINT が利用できるのが 

おわかりいただけるかと思います！ 
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その中でも使用できるお店として注目してもらいたいのが 

大手コンビニエンスストアの 

 

・ファミリーマート 

・スリーエフ 

 

この２つのコンビニエンスストアにおいて 

T-POINT を１P１円で利用することが出来るんですね＾＾ 

 

ちょっと、あなたの生活を振り返ってみてください！ 

 

コンビニでの買い物でお金を使っていることって 

結構多いんじゃないですか？ 

 

・お昼ごはんとかコンビニ弁当だったりしません？ 

・休憩中に飲むペットボトル飲料、コンビニで買ってません？ 

・タスポ持っていない方！（←ルークのことです・・・汗） 

コンビニでタバコ買ったついでに他にも買い物してません？ 

 

これは一例ですが 

何気に１ヶ月コンビニで使用している金額って多いもの！ 

 

ちなみにルークの場合は 

晩御飯にコンビニ弁当だったりとか多いので・・・汗 

１ヶ月当たりなんだかんだ２万円～３万円使ってますね・・・ 

 

ルークの場合は現在所持している楽天ポイントの 

ほとんど全てを T-POINT に変えて 

ファミリーマートやスリーエフでの買い物に使用しています！ 

 

幸い自分の行動範囲に 

２つのコンビニがありますから＾＾ 
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まあ人それぞれ、 

ここまで頻繁にコンビニを使わなかったり 

近くにファミリーマートやスリーエフがないって方でも 

まだまだ T-POINT が利用できる場所はあります！ 

 

例えば食事をするとき・・・ 

・ガスト 

・バーミヤン 

・すかいらーく 

・ロッテリア 

 

ここら辺は食事で使う機会も少なくないのでは？ 

それから 

 

・ブックオフ 

 

やっぱりアフィリエイトはビジネスです！ 

いろいろな書籍を読むことで 

更に高い意識で望むためにも読書は欠かせません！ 

 

楽天市場で書籍を購入する際には 

送料が掛かる可能性もありますから 

お近くのブックオフで新品よりも安く綺麗な古本が購入できる 

ブックオフにて買い物するのもいいですね＾＾ 

 

しつこいようですがもう一度言いますよ！！！ 

 

楽天ポイント１P＝T-POINT１P 

T-POINT１P はこれまで挙げたお店で１P１円で使用できます！ 

 

実質 

楽天ポイント１P＝T-POINT が利用できるお店では１円！！！ 
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全く手数料が引かれていない上に 

買い物ごとに１％のポイントも加算される！ 

 

楽天市場においては自己アフィリエイト禁止ですから 

何気にこれは大きいですよ！ 

 

楽天アフィリエイトそのものが「塵も積もれば山となる」ですから＾＾ 
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■カードの作り方！ 

 

それでは T-POINT の威力はおわかりいただけたかと思いますので 

今度は登録系統をチャチャッと済ませてしまいましょう！ 

 

まずはツタヤのレンタルカードをお持ちの方！ 

 

 

http://tsite.jp/index.pl 

 

 

右上の赤丸で囲った「新規登録はこちら」をクリックして 
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右上の赤丸で囲った「新規登録はこちら」をクリックして

 

 

上段の赤丸部分に会員番号を入力して 

「次へ進む」をクリックして必要事項を明記すれば完了です！ 

 

すでにカードをお持ちの方は 

本当に簡単なちょっとした入力だけで 

すぐに完了します！ 

 

但し注意点としては 

ツタヤカードを新規で作って日が浅い場合は 

反映されるのに１日～２日かかることもあるそうですので 

（ツタヤの店員さんに聞きました＾＾） 

入力しても受け付けられないとパニックにならないように！ 

 

ルークはパニックになってツタヤに駆け込みましたが・・・汗 
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逆に現在ツタヤのカードをお持ちでない場合 

 

まずはツタヤのカードから作成しなくてはなりませんので 

方法としては２つあります！ 

 

１つめの方法は 

お近くのツタヤにてレンタル会員カードを作成してください！ 

（何の宣伝してんだか・・・汗） 

ちなみにクレジット機能がついていなくても構いません！ 

ルークもクレジットなしの方にポイント入れていますので＾＾ 

 

２つめの方法は 

ネット上でカードを作成する方法！ 

 

https://tsite.jp/cp/index.pl?xpg=PCIC0104 
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赤丸内の「入会申し込みはこちら」から 

ネット上でカードを作成することが出来ます！ 

 

こちらで WEB 入会してカードが出来上がれば 

先ほど紹介した会員番号登録へと進み 

楽天ポイントを T-POINT へと交換することが出来ます！ 

 

 

 

特にカードをお持ちではない方・・・ 

面倒くさがらずにしっかりと用意してくださいね！ 

 

はっきり言いますが 

この程度の作業で面倒なようだと 

今後のアフィリエイトの作業なんて 

もっともっと面倒ですから・・・ 

 

しかもそんな作業が毎日・・・爆っ 

 

まあパソコン入力が苦手な方もいるかとは思いますが 

そんなのは馴れです！馴れ！ 

 

ルークも未だに登録系統とか面倒だと感じていますが 

繰り返し何度もやれば 

もっと効率が良いやりかたであったりとかが 

自然と身についてくるものです！ 

 

なのでやり難くても 

まずは手を動かしてやってみること！ 

これが大事！ 
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■楽天ポイントを交換する！ 

 

T-POINT がかなり使えることもわかった！ 

T-POINT を貯める方法もわかった！ 

 

となれば今度は実際に稼いだ楽天ポイントを T-POINT に交換しましょう！ 

当たり前ですがこの作業しないと何も始まりません・・・汗 

 

楽天ログイン後の画面になりますので 

リンクは省略させていただきますが 

楽天アフィリエイトなどでリンクを作成したり報酬を確認したりしていると 

画面上部に常に下記のように表示されているのがわかるかと思います 

 

 

 

小さくてわかり難いかと思いますが 

赤丸で囲った「ポイント獲得履歴」をクリック！ 
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すると次画面の左サイドバーに 

赤丸の「ポイントを交換する」をクリック！ 
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ちなみに楽天市場内で買い物をする場合は 

「ポイントを使う」になります！ 

次のページを少しスクロールしますと 

下記のような表が出てきますので 

その中の赤丸で囲った「交換する」をクリック！ 

 

 

 

下記ページを順番に必要事項を埋めていきます！ 

「確認画面へ」をクリックすると 

 

 

 

 

今回は４３００ポイント余ってますので 

それらを全部交換してしまいたいと思います＾＾ 

「確定する」をクリックすると 
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このように完了画面が出て交換手続き終了となります！ 

大体ポイントに反映されるまで１日～２日かかりますので 

反映されましたら 

あとはコンビニ買い物するなりなんなり 

ポイントライフを楽しむことにしましょう！ 
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■結局は楽天アフィリエイトってどうなのさ？？？ 

 

ここからは「楽天アフィリエイトってどうなのさ？」って話し！ 

 

最近では楽天キャッシュ問題（手数料などが引かれる）や 

ミクシー問題（足跡から誘導アクセスは削除対象）などなど 

いろいろと波紋を読んでいるアフィリエイト手法ではございますが 

この問題で楽天アフィリエイトへの敷居が上がってしまうのは 

非常にもったいないことだと思います！ 

 

何だかんだ言っても 

ブログで稼ぐのであれば稼げる金額は別としても 

最も稼ぎやすいアフィリエイトなのは明確！ 

 

だってアクセスを集めてリンクを踏ませるだけですから＾＾ 

 

これがレビューブログなどでしたらどうでしょうか？ 

 

初心者の方がいきなり訪問者さんに「欲しい」と思わせる 

レビューが書けると思いますか？ 

 

これはルーク自身が体感していることですが 

レビューして商品を売っていくってのは 

そうそう簡単なことではありません！ 

報酬が稼げるようになるまでにある程度の期間も必要！ 

 

この期間、無報酬で頑張れますか？？？ 

 

普通の神経の持ち主であれば 

普通に諦めて「アフィリエイトは稼げない」と普通に思います！ 

これが普通です！！ 

 

なので始めは簡単なものを実践して 

実際に報酬を得て稼げることを実感することが重要なのです！ 
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そこで選ぶべきは楽天アフィリエイトってこと！ 

 

ちなみに冒頭でもお見せした８月の楽天での売り上げ画像 

 
 

１００万円オーバー！ 

仕事をしていて１日１５時間拘束されていて 

この間、メルマガも毎日欠かさず発行していました！ 

 

要するにブログアフィリエイトに関しては 

そうそう時間が取れない環境下にあったわけで 

ほとんど片手間で実践した結果！ 

 

記事更新なんてしていませんし・・・（てかしろよ・・・怒） 

 

では一体どのようにして楽天アフィリエイトで稼いだのか？ 

 

その答えは 

誰でも簡単に短時間で実践でき 

アフィリエイト史上最も簡単に爆発的なアクセスを集め 

最も簡単に楽天アフィリエイトで稼ぐことを可能にした 

とあるノウハウを実践したおかげでした！ 

 

たったの１５分程度の実践で 

１０００アクセスにも届こうかというアクセスを集め 

楽天で８９９クリックを達成した証拠画像も含めて 

下記ページをしっかりとお読みください＾＾ 

 

楽天ノウハウ実践結果と 

ノウハウのレビューはこちらをクリック！ 

↑↑↑クリックして驚愕の結果を目の当たりにする↑↑↑ 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02655.html
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■レポートを書き終えて 

 

最近はいろいろと言われている楽天アフィリエイトの今後についてですが 

やはり何度も言いますが 

最も簡単に稼げることを実感させてもらえる手法であることに 

何ら変わりありません！ 

 

やる気マンマンでアフィリエイトに取り組む 

 

↓ 

 

いろいろと作成する（大抵の方はここで難しいものを選んでしまう・・・） 

 

↓ 

 

一向に成果が出ない 

 

↓ 

 

辞めてしまう・・・ 

 

いい加減にこの負のサイクルから抜け出した方がいいのでは？ 

だってアフィリエイトで稼ぐ秘訣は 

 

 

継続すること！！！ 

 

 

だからこそまずは簡単なものから取り組んで 

稼げることを実感することです！ 
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来年からの楽天キャッシュ問題にしても 

実際に問題視している方たちというのは 

すでに楽天のみで十数万稼いでいる人たち！ 

 

全く稼げない or 手数料が引かれる 

どっちがいいでしょうか？ 

 

ルークが初心者であれば確実に後者を選びます！ 

だって手数料を引かれるってことは 

報酬自体発生しているってことだから！ 

 

今回のレポートで紹介した 

T-POINT の交換して日常生活で利用する方法！ 

 

これだって来年以降も３０００ポイントまでは実践可能！ 

楽天報酬が１万ポイント程度であれば 

かなり役に立つ情報ではないでしょうか？ 

 

今後の予定としては 

・今年分のポイントに関しては全て T-POINT に変える！ 

・来年以降も３０００ポイントまでは T-POINT に変える！ 

 

こんな感じでやっていく予定です＾＾ 

何気にコンビニは使いますしね！ 

 

 

自分に不利な理由を挙げる前に 

まずはやってみよう～！！！ 
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というわけで今後も楽天アフィリエイトを始めとした 

ブログでのアフィリエイト情報などを中心に 

メルマガ配信していきますので 

今度は是非ともメルマガの方でお会いしましょう！ 

 

ルークのメルマガの読者さんに達成してもらいたい第１目標として 

 

・毎月確実に月１万円稼げるようになってもらう！！！ 

・日常的に１日５００アクセス狙って集められるようになってもらう！！！ 

 

アフィリエイトで稼ぎたい人がまずは超えてもらいたい 

１歩目の目標としてポリシーとして情報配信しております＾＾ 

 

・何気に無料情報やプレゼントが多いのは定評だったり・・・汗 

 

メルマガ登録のみでもかなりの特典を差し上げておりますから 

まずは登録されてくださいね～＾＾ 

 

 

メルマガ「＜毎週特典ダウンロード＞追撃ネット起業！」 

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 

 

 

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/ 
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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をクリック↓↓↓ 

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

 

 

 

 

 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02656.html
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■おまけ情報！ 

無料レポート作れていますか？ 

 

「ネタがないから・・・」なんて理由で躊躇されている方！ 

今回のレポート見て感じることありませんか？ 

 

ネタなんて何も無くてもレポートは作れるんですよ！ 

だってこのレポートがそうでしょ？ 

 

自分が普段やっていること 

↓ 

整理する 

↓ 

無料レポートにする 

 

たったこれだけ！ 

知らなかったからしたら凄く良い情報にだってなるんですよ＾＾ 

 

これを無料レポートにすることにより 

・読んだ人に喜ばれる 

・レポートを通して名前が露出する 

 

これだけでも十分なのに 

・メルマガ読者が増える 

・ブログリンクを仕込んでいるのでアクセスも増える etc 

 

ほんのちょっとしたことで 

ネタなんてなくたって無料レポートは作れるんです！！ 

 

トップ・レポートブランディングのレビューと特典↓ 

http://tsuigeki.sakura.ne.jp/syouzai/category18/index.html 

ちなみにこのレポートのテンプレートは↑のもの＾＾ 

http://cs-x.net/tsuigeki/c/02657.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！ 


