
吉川 

アフィリエイト界に衝撃！！ 

全部丸投げ、完全自動! 

ほったらかしで売上を引き寄せる 

集金マシーンが遂に誕生！ 

SEO 対策、サイト自動生成々自動更新、 

販売々フォローも全自動、７ティア自動獲得♪ 

今までのアフィリエイトがバカらしく思えて

くる禁断の北海道グルメショップ運営とは？
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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 

 

 

■免責事項■ 

々本レポートは、その記載内容について保障するものではありません。 

々本レポートの情報をご利用いただく場合、全て自己責任にてご使用いただきますよう 

お願いします。 

々本レポートに記載されている内容をご利用いただいた場合に、いかなる損害が発生 

 したとしても、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。 

 

 

■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吉川に属します。  

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、公開等するこ

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、民事々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。  

 

契約に同意できない場合は、作成者にその旨を通知し、本レポートの返却と削除を求めます。 

 

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、著者々パートナー等の

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。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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１〄はじめに 

この度は吉川のレポートをダウンロード頂きまして誠にありがとうございます。

まずは簡単に自己紹介させていただきます。 

【自己紹介】 

 
[名前] 吉川 旭 

 

[出身地] 埼玉県 

 

[現住所] 東京都 

 

[趣味] 読書(週刊少年マガジン（笑）) 

 

[好きなマンガ] 

あひるの空、我間乱、ベルセルク、ドラゴンボール 

 

[好きな食べ物] 

炊きたての白いご飯と出来たての味噌汁とお茶のセット、カレー 

 

[好きなアーティスト] 

ACIDMAN、10-FEET 

 

[座右の銘] 

為せば成る為さねば成らぬ何事も成らぬは人の為さぬなりけり 

 

 

 



今までのアフィリエイトがバカらしく思えてくる禁断の北海道グルメショップ運営とは？ 

 

- 5 – 

Copyright (C) 2009 Yoshikawa. All Rights Reserved. 

 

 

本レポートは「全自動×ほったらかしで稼ぐ仕組みの作る方法を紹介しているレポート」と

なります。 

 

目的は何より、「ほったらかしで稼ぐこと」です。 

 

本レポートでは、 

■全自動×ほったらかしの７ティアアフィリエイト式ショップオーナー制度北海どんどん

の活用方法 

について超詳しく解説させていただいております。 

 

この機会に本レポートを参考にし、全自動で稼ぐ仕組みを是非作り上げてみてください！ 

そして、最後に吉川からあなたのアフィリエイト報酬

を何倍にもすることができる方法について詳しくお

話させていただいておりますので、お見逃しなく！！ 

本レポートの注目すべきポイントと目的 
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２〄今までのアフィリエイトがバカらしく思えてくる禁断の

北海道グルメショップ運営とは？ 

早速結論からお話いたしましょう！ 

今までのアフィリエイトがバカらしく思える禁断の北海道グルメショップ運営とは々々々 

「北海道どんどんアフィリエイトに参加すること」なのです！ 

↓↓↓ 

北海道グルメネットショップアフィリエイト 

 

 

ハイ！では具体的なお話をしていきましょう♪ 

http://dondon2.com/shop/affiliate/register_form.php?aid=554
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まず、このアフィリエイトを主催している会社のご紹介からお話して行きますね！ 

この北海道グルメアフィリエイトを主催している会社は、 

「北海どんどん」という北海道産の毛ガニに始まり、ウニ々鮭々イクラ々ホタ

テなどの海産物、ブランドメロンの夕張メロンなどの北海道のグルメ商品を通信販売して

いる会社です。 

 

最近では、【食べて美味しくなかったら全額返金保証】とい

う、通常では考えられない保障をつけることで、抜群の売り上げと驚異のリピート率を叩

き出し、知名度を伸ばしてきました。 

（全額返金保証の対象は「カニ」だけとなっております。そして、全部食べたらではなく「カニの一番大きい足を一本

だけもぎとって」となっております。） 

 

ここで、全国的に北海道グルメ通信販売において、大きく販売網を切り拓くために 

今回私がご紹介しているアフィリエイト形式のネットショップ展開を開始することになっ

たのです^^ 

 

ですが、もちろんライバルがたくさんいる業界です。 

普通に ASPに自分の商品を登録しても、そう簡単に売上増加は難しいなんてことは小学生

でも想像がつくことでしょう。 
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そこで、この「北海どんどん」の経営者さんの日野さんは、毎日カニ鍋をしながら考えま

した！ 

 

ここで閃いたのです♪ 

「今までにない、考えられないネットショップの仕組みを作ればいいだけだ！！」 

そこで早速、ネットショップの大御所の楽天と Yahoo!ストアの料金体系や、その他詳細に

ついて調べることにしたのです。 

 

  楽天市場 

プラン基本料金最低契約期間初期費用  

楽天ライト３９〃８００円／月３ヶ月１１９〃４００円 

 楽天スタンダード５０〃０００円／月６ヶ月３００〃０００円  

ランニングコストライト々々々1ヶ月の売上金額×３〄５％～５％ 

スタンダード々々々1ヶ月の売上金額×２％～４％ 

メルマガ配信（プラン共通）々 々２０万通／ヶ月超～ 

１配信当り１円～０〄２５円 
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Yahoo!!ストア 

プラン基本料金最低契約期間初期費用  

おためしプラン１９〃８００円／月３ヶ月１９〃８００円  

おためしプランプラス１９〃８００円／月６ヶ月１９〃８００円  

スタンダードシルバー３９〃８００円／月６ヶ月３９〃８００円  

ランニングコストおためしプラン々々々1ヶ月の売上金額×３〄％～４〄５％ 

おためしプランプラス々々々1ヶ月の売上金額×３％～４〄５％ 

スタンダードシルバー々々々1ヶ月の売上金額×０％～２〄８％ 

メルマガ、その他の料金は公表がありません。 

 

 

うーん、どちらも本当に高い々々々。 

こんな仕組みをとっていたら全然「北海道グルメ」が全然普及しないじゃないか！！と考

えられた「北海どんどん」の日野さんは、また毎日カニ鍋を食べて考えました！ 

 

そこで日野さんが出された結論！！ 
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そそれれはは超超激激安安でで、、ししかかもも全全自自動動々々ほほっったたららかかししのの手手間間要要ららずずなならら、、色色んんなな方方がが

取取りり扱扱っっててももららええるるんんじじゃゃなないいかか！！とと考考ええらられれたたののでですす♪♪  

そうです！「北海どんどん」さんが今回始められたアフィリエイトとは々々々 

 

■SEO 対策済の専用サイトをあなたのためだけに用意し、 

 

■全自動で更新々 何度もお客さんが訪問してくれる仕組みを

導入 

 

■Cookie も 365 日有効で、更にあなたの７ティアさんま

でアフィリエイターさんを勝手に集めて来てくれる 

 

という北海道グルメ商品のオンラインショップのオーナー

となるアフィリエイトなんです♪ 

 

その具体的な内容ですが々々々 
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■「北海どんどん」さんがあなたのためだけに販売サイトを用意してくれます！ 

このようなサイトを全部用意してもらえるので、初心者のあなたも安心できます♪ 
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■頭を悩ませながら記事を書いたり、あなたが更新をする必要は一切ありませ

ん！ 

毎月の更新や、キャンペーンなどは全て「北海どんどん」さんがあなたの代わりに自動で行って

くれます！完全にほったらかしで OKです^^ 

 

■ライバルを調査したり、売れ筋の商品を ASP で商品をわざわざ選ぶ必要はあ

りません！ 

旬の大人気北海道グルメを常に最新の状態で自動公開してくれるのであなたがこのアフィリエ

イトについて考える時間は一切必要ありません！！ 

 

■食べた後でも 100%完全返金補償なので、クレーム対応をする必要がありま

せん！ 

通常ではありえない「美味しくなければ食べた後でも 100%返金保証」をつけていただいてお

りますので、まずクレームが起こってややこしいことにはなりません。更に、自信を持ってお客

さんに進めることができます！ 
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■一流のプロが SEO 対策を施してくれているので、アクセスにも困りません！ 

web標準々Ｗ３＜に準拠したサイト設計にて非常に強い SEOを実現！検索キーワードも考慮済

みなので、初心者さんでもアクセスに悩むことはありません！ 

 

■メルマガで購入者々見込み客をフォローしてくれるので、抜群のリピート率

が期待できます！ 

お客様がサイト内にあるメルマガフォームに登録すると、無料レポートがもらえたり、毎月抽選

でもらえる北海どんどんからのプレゼントや特典を受け取れる特典がついていますので、その時

買わなかったお客様でもメルマガ登録だけは行う確率は高く、その後こちらから送るメールで何

度も来店するうちに、お買い上げになってもらえますので、あなたは何もしなくても抜群のリピ

ート率が期待できます！ 

 

■365 日有効な Cookie を用意しているので、集めたアクセスが無駄になりま

せん！ 

一度でもあなたのサイトのアフィリエイトリンクがクリックされたなら、その場でお買い上げが

無くても、その後１年間はあなたの紹介とカウントされますので、チャンスは何度でも訪れま

す！ 
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■業界の常識を覆す、７ティアアフィリエイトを採用！不労所得をゲットでき

ます！ 

ティアというのは階層の事で、紹介された順番に、 

：さん（あなた）→；さん（２ティア）→＜さん（３ティア）→＝さん（４ティア）→＞さん（５

ティア）→？さん（６ティア）→＠さん（７ティア） 

と自動的につながって行くアフィリエイトシステムの事を指します。 

 

つまり、あなたがこのシステムのアフィリエイターさんを紹介すればするほど、あなたが紹介し

たアフィリエイターさんの売上からも、あなたは報酬をゲットできるということなのです^^ 

 

具体的な報酬配布の割合とすれば、 

自分のサイトで売れた場合は、売上額の１２％が報酬、 

２ティアさん達の全ての売上額の５％報酬 

３ティアさん達の全ての売上額の３％報酬 

４ティアさん達の全ての売上額の２％報酬 

５ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

６ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

７ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 
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が、北海どんどん通販から受け取れるということになるのですね！ 

 

ではもっと詳しくお話をしていきますと、 

まず、この様にあなたのサイトから直接売れた場合は、 

          

この様に、売上の１２％の報酬が受け取ることができます！ 

 

 

通常の海産物々産直商品アフィリエイトでのアフィリエイト報酬は数％というのが相場な

ので、１２％というアフィリエイト報酬はありえない高額報酬ですが、これだけではあり

ません！ 
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ちなみに自分の紹介リンクから購入すれば、自分の売上にすることもできるので、結果的

に１２％安く購入することもできます♪ 

 

そして先ほども少し触れましたが、 

あなたの先に、あなたと同じようなアフィリエイターさんが出来ると、 

 

２ティアさん達の全ての売上額の５％報酬 

３ティアさん達の全ての売上額の３％報酬 

４ティアさん達の全ての売上額の２％報酬 

５ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

６ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

７ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

 

が、北海どんどん通販から受け取れるのです！ 

 

例えば、誰かがあなたのサイトを訪問します。 

そしてその人が、「む、私もこのサイトを手に入れて、アフィリエイトしたい！」と、 

サイトから「アフィリエイター申し込み」をすると、 
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自動的に「あなたの２ティア」となり、 

その方の売上の５％が、永久的にあなたに入り続けるのです。 

 

つまり、こういうことです^^ 

 

あなたの２ティアの；さんのサイトから、お客様がお買い上げになると、 

 

Ｂさんは１２％、そしてあなたは５％の報酬が受け取れるのです♪ 
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ちなみに、もしＢさんが１０００人に北海道グルメ売ったとすると、

あなたには全ての５％が入り続けます^^ 

 

 

この様に、お客様一人一人から 12,000 円のお買い上げがあった場合、あなたが得る一人

当たりの報酬は 5%ですので、12000円×5%＝600 円となります♪ 

 

もし、図の様になったとすると 600円×1000 人 となり、600,000 円もの報酬

があなたの手元に転がり込んでくるわけです！！ 

 

では、この時あなたがしたことは何でしょう？ 
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ハイ！たったひとつ、B さんにサイトを紹介しただけです。ではもし、Ｂさん

のような人が何人もいたらどうでしょう？？ 

 

ちょっとリアルに想像してみてください！ 

 

さらに、２ティアである；さんが誰かにこのアフィリエイトを紹介し、３ティアの C さん

が誕生すると、その先のお客様の売上げ総額の３％が報酬として、あなたに入るわけで

す。 

 

そうなれば、あなたは Cさんが何千人に北海道グルメ売ったとしても、 

全ての３％が永久的に受け取れるのです。 

 

そしてその先の売上げからも２％、そしてその先の売上からも１％々々々と続いて行

き、合計７段階の報酬が受け取れるなんて、思わずニヤニヤしてしまいません

か？ 

 

もし、あなたが集客することができなかったとしても、あなたのサイトを見て登録したア

フィリエイターさんが、ご自分自身の収益の為に集客販売してくれる可能性があるわけで
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すね。 

 

しかも、サイト内のあちこちに仕掛けてあるタグにより、その時買わなかったり、または

アフィリエイター登録をしなくても、いつか北海どんどんのサイトに訪れた時に、 

売上げが発生したり、あなたの２ティアアフィリエイターになって行くのです♪ 

つまり「北海道グルメアフィリエイト」は、何もしなくとも、自動的にお金が入ってくる々 々々 。

そんな夢のような仕組みがアフィリエイトなのです。 

 

 

でも々々々 

そうは言っても、そうそううまくいくのか？そもそも 1000 人なんて夢物語じゃないの

か？そんな楽して儲けられるワケがない、世の中そんなうまい話は無い！ 

 

そう考える方がいても無理ないでしょう。むしろ、当然だと思います。 

 

 

が、しかし！ 
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「北海どんどん通販アフィリエイトシステム」にはそういった懸念を吹き飛ばす仕組みが

盛り沢山なのです。 

 

ここからも超重要なお話をさせていただきますので、よーく聞いてくださいね。 

 

「北海どんどん」で、北海道グルメを一度買って頂いた全てのお客様には、 

「あなたもアフィリエイトしませんか」というメールが届きます。 

 

先ほど、自分の紹介リンクから購入すれば自分の売上になるので、結果的に安く購入でき

るというお話をしましたが、ということは、あなたのサイトから購入した方も、 

「北海どんどん」さんのリピート率を考えると、 

「１２％安く買えるなら」という事で、アフィリエイト登録する可能性は高い 

と考えられます。 

 

 

 

では、お客様がアフィリエイト登録するとどうなるのか。 
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もしこのお客様がアフィリエイターに登録した場合、 

 

 

自動的にあなたの２ティア、＜さんが誕生するのです！ 

すると先ほどと同じく、＜さんが売り上げた分の５％も、あなたに永続的に入り続ける

事になるのです！ 
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さて、アフィリエイターC さんがあなたと繋がり、売り上げができるまで、 

 

あなた自身は何かしたでしょうか？ 

 

答えは々々々々々々々 

 

 

してません！ 

 

あなたは何もしなくても、自動的に報酬を得る仕組みが増えていく。 

これが「北海どんどん」のアフィリエイトシステムの面白いところであり、醍醐味です。 

さらに、買った人全員にアフィリエイターとなる権利を紹介し、ビジネスを広げることが
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出来る。 

そんな無限の可能性も秘めています。ワクワクしちゃいますね♪ 

 

 

少し時間が経つと、こんな風になって行き、 

 

 

そしてもう少し時間が経つと、こんな風になる可能性もあります。 
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さらに、その先のお客様の売上げからも３％、 

そしてその先の売上げからも２％、 

そしてその先の売上からも１％々々々と続き、 

 

合計７段階の報酬が受け取れるのです。 

 

早く始めた方が、大きな結果を残せるのはイメージできましたね。 
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では今お話した流れで、７ティアまで拡大していくと一体どうなってしまうのでしょう

か？？ 

 

例えば仮に、あなたのサイトを見た方の５人がアフィリエイター登録をします。 

 

同じように、彼らのサイトからも５人の 

アフィリエイターが登録し、７ティアまで同じ事が繰り返されたとします。 

 

 

それぞれのサイトから、北海どんどんセットが、月に５個だけ売れたとします。 

 

 

すると、あなたの一か月の報酬は、あなたのサイトからは、１４４０円×５個ですので 

＝７２００円 

 

２ティアの５人から×５セット×６００円＝１５０００円 

 

３ティアの２５人×５セット×３６０円＝４５０００円 
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４ティアの１２５人×５セット×２４０円＝１５００００円 

 

５ティアの６２５人×５セット×１２０円＝３７万５０００円 

 

６ティアの３１２５人×５セット×１２０円＝１８７万５０００円 

 

７ティアは１５６２５人×５セット×１２０円＝９３７万５０００円 

 

となり、軽く月収１０００万を超えてしまいます♪ 

 

 

北海道の名産品が全部無くなってしまうくらいの売上げですね笑。 

もちろん、こんな風にきれいに行くわけではありませんが、５ティア位までがキレイに構

築されると月収６０万近くになるのを 

 

考えただけでも、ワクワクしてきますね^^ 
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そして繰り返しますが、自動更新サイトですので、あなたが直接何かをする必要はありま

せん！ 

 

また、他のアフィリエイターさんも、サイトを持っているだけで、特に何かをしているわ

けでもありません！ 

 

ここで紹介したものは、ただの一例ですので、実際はあなたの下にはスーパーアフィリエ

イターやお客様がもっといるかもしれませんし、 

お客様が 12,000 円以上の買い物をするケースも多々あります。 

 

 

いろいろな状況を想像してもらえれば、 

「北海道グルメ自動更新＆７ティア報酬付きアフィリサイト」の持つ 

無限の可能性に気付いていただけることでしょう！ 

 

 

北海道の美味しいグルメ商品を、全国の方へ紹介し、 

大満足して頂いて、報酬を得るビジネス。 
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どうぞこの機会に是非、７ティア制北海どんどんの北海道グルメショップ運営で、驚愕の

不労所得を手に入れて下さい！ 

 

もうお解かりかと思いますが、このビジネスは、早く始めれば始める程、大きなリターン

が望めます。 

 

今後、全国に１００万人以上いると言われるアフィリエイター様達が、続々と参入するこ

とになるでしょう。まだ、誰も知らない今がチャンスです。 

 

もちろん、費用も超格安！！ 

  楽天市場 

プラン基本料金最低契約期間初期費用  

楽天ライト３９〃８００円／月 ３ヶ月１１９〃４００円 

  

Yahoo!!ストア 

プラン基本料金最低契約期間初期費用  

おためしプラン１９〃８００円／月３ヶ月１９〃８００円  

 

たたっったたここれれだだけけのの費費用用でで、、全全自自動動々々ほほっったたららかかししののネネッットトシシ

ョョッッププがが運運営営ででききるるななんんてて、、間間違違いいななくくあありりええまませせんん！！！！  

北海道グルメショップ運営 

初期費用〆7980 円 

年間継続費用〆2800 円 

驚きの７ティア制度導入♪ 
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日本中に広まってしまう前に、どうぞお急ぎ下さい！ 

あなたが、「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使HP」を手に入れ

ると々々々 

 

■全自動々 ほったらかしで稼げる北海道グルメネットショップの運営者になることができます！ 

 

■会社の給料日だけでなく、毎日のあなたのネットショップに売り上げが楽しみになります！ 

 

■一気に脱初心者つまり月 5000 円稼げないアフィリエイターから卒業することができます！ 

 

■驚愕の７ティア制度を導入しているので、不労所得が入って来るようになります！ 

 

■毎日メルマガやブログの記事探しから記事更新に悩む必要はありません！ 

 

■周りに自慢できるショップオーナーにたった数日でなることができ、家族にも自慢できます！ 

 

■北海道グルメ（カニ、ホタテ、イクラなどなど！）を安価で手に入れることができます！ 
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あなたも今すぐに、「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報

酬！北海道グルメ大使 HP」を実践して、全自動々ほったら

かしの北海道グルメアフィリエイトをスタートさせてくだ

さい！！ 

 

↓↓↓ 

今すぐ「北海道グルメショップ運営」を始める！！ 

 

http://dondon2.com/shop/affiliate/register_form.php?aid=554
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３〄早速北海道グルメで稼いでみよう！ 

では、この北海道グルメアフィリエイトで最大限に、思いっきり稼いでいくにはどうすれ

ば良いのかをお話していきたいと思います♪ 

 

それは、「この北海道グルメアフィリエイトの商材を販売する」ことなのです！ 

 

ん？？カニとかホタテ、イクラを全自動で売るんじゃ無かったの？？ 

とあなたは思われているのかもしれません。 

 

もちろん、この北海道グルメアフィリエイトを全自動で進めていくのです。 

そうなのですが、この北海道グルメアフィリエイトの商材を販売することができれば、 

 

北海道グルメアフィリエイト商材のアフィリエイト報酬も手に入り、 

（2009年 9月 2日（水）現在の価格＠5980円の 12％がアフィリエイト報酬） 

 

※ちなみに、現在は 6,980 円なのですが一定期間もしくは一定数に達した時点で値上げ 

していき最終的に定価の 7,980 円となります。 
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購入いただいた方は自動的にあなたの２ティアさんになるので、 

不労所得が手に入る仕組みが、稼ぎながら手に入るのです！！ 

 

 

ハイ！このポイント、超重要なのでしっかりとしっかりと押さえてくださいね。 

 

冒頭でもお伝えしましたが、 

この北海道グルメアフィリエイトを Bさんに勧めて、Bさんがアフィリエイトを始められ

ますと、あなたの２ティアさんになる。でしたね^^ 

 

そして、この北海道グルメアフィリエイトは北海どんどんアフィリエイトで販売されてい

る、「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使 HP」という情報商材を

購入しないと始めることができません。 
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もうお解かりですね！！ 

あなたはただ「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使 HP」を購入後、

商材をアフィリエイトするだけで、アフィリエイト報酬と考えられない程の北海道グルメ

ネットショップアフィリエイトの７ティアさんを獲得していくことができるのです！！ 

 

 

 

そして、これから冬に向けて、北海道グルメの需要は確実に増してきます。 

そして、日本は何といってもカニ王国と言っていい程に、カニ好きが多く、 

何と、カニの注文の８割がインターネットベースで注文されているのだとか。 

 

下図は、去年 2008年 9月から 2009年 1月の Googleにおける「カニ 通販」というキ

ーワードでの検索数推移です。ご覧のように 12月には検索数がピークを迎えていますね！ 
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今から年末商戦に向けて準備をすれば、今年は抜群に稼げることでしょう！！ 

 

 

そして、「カニ 通販」というキーワードは、カニを絡めたキーワードとして Googleでは

なんと３番目に検索されているのです！！ 

 

 

ズバリ言いますが、これからの季節、日本人はカニを心から求めているのです！！！ 

 

もちろん、成果を出されている方もどんどん出てきています！！ 
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スーパーアフィリエイターのゲッチュ♪さんのメルマガ 

↓↓↓ 

http://archive.mag2.com/0000228262/20090902073000000.html 

より北海道グルメアフィリエイトの実績を引用させていただきました！！ 

 

↓↓↓ 

次のページに驚くべき実績が！！ 

http://archive.mag2.com/0000228262/20090902073000000.html
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>まず、秋冬のテーマの設定です。 

>いろいろプランは有るのですが々々々 

> 

>やっぱり一番大好きな「カニ」で 

>やろうと思います。 

> 

>その理由として々々々 

>例のカニカニ大作戦が々々々 

>ポツポツ成果が出ているからです。 

> 

> 

>現在の成果は々々々 

>■ズワイ蟹々々々２つ成約 

>■タラバガニ々々２つ成約 

>■北海道グルメ大使々々々１７本成約 

>■２ティア々々々２名獲得 

>■３ティア々々々４名獲得 

>■４ティア々々々３名獲得 

>■５ティア々々々２名獲得 

>■６ティア々々々１名獲得 

>このような成果が出ています。 

>もちろん、また PPC などしていません。 

> 

>ね！面白そうでしょう？？？ 

> 

>カニ！ 

>々々々というキーワードのアクセスは 

>毎年、爆発的に盛り上がります。 

>一度、しっかりしたサイトを作っておけば々々々 

>毎年、美味しい思いが出来ると思いませんか？ 
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【証拠画像】 

 

↑↑↑ 

ここまで！ 

ゲッチュ♪さんは、たった数日でここまでの実績を叩き出されています！ 

しかも、まだ９月です。年末はまず間違いなく、驚くほどの売上になっていることでしょ

う！！ 
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更に！！ 

大阪のおばちゃんアフィリエイターのすいかのたねさんは、たった数日ほったらかしにし

ていたのにこれだけのアフィリエイターさんを獲得してしまったのです♪ 

 

ここまで自動的に７ティアさんが、しかも数日でこれだけの数がついてくれるなら、正直

やらない手はないです^^ 

 

大阪のおばちゃんアフィリエイターすいかのたねさんのメルマガ 

↓↓↓ 

http://55affili8.com/suikanotne/P940b4 

 

 

 

 

 

http://55affili8.com/suikanotne/P940b4
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ハイ、そうです！！あなたが、「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大

使 HP」を手に入れると々々々 

 

■全自動々 ほったらかしで稼げる北海道グルメネットショップの運営者になることができます！ 

 

■会社の給料日だけでなく、毎日のあなたのネットショップに売り上げが楽しみになります！ 

 

■一気に脱初心者つまり月 5000 円稼げないアフィリエイターから卒業することができます！ 

 

■驚愕の７ティア制度を導入しているので、不労所得が入って来るようになります！ 

 

■毎日メルマガやブログの記事探しから記事更新に悩む必要はありません！ 

 

■周りに自慢できるショップオーナーにたった数日でなることができ、家族にも自慢できます！ 

 

■北海道グルメ（カニ、ホタテ、イクラなどなど！）を安価で手に入れることができます！ 
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あなたも今すぐに、「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報

酬！北海道グルメ大使 HP」を実践して、全自動々ほったら

かしの北海道グルメアフィリエイトをスタートさせてくだ

さい！！ 

 

↓↓↓ 

今すぐ「北海道グルメショップ運営」を始める！！ 

http://dondon2.com/shop/affiliate/register_form.php?aid=554
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５〄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。 

↓↓↓ 

「北海道グルメネットショップ運

営」 

 

http://dondon2.com/shop/affiliate/register_form.php?aid=554
http://dondon2.com/shop/affiliate/register_form.php?aid=554
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「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」 

本レポートに記載されているアフィリエイトリンクは、今最も旬であり、驚異の７ティア

アフィリエイト形式ネットショップの「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道

グルメ大使HP」についてご紹介しております。 

 

「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使 HP」だけを考えてみても、 

非常に魅力的な商材であり、比較的安価（2009年 9月 2日現在＠5980円）であり、 

インフォグローバルでの購入率を調べてみると、なんと、アゴが外れそうな笑、成約率 5.23

を記録していることからも、非常に稼ぎやすいプログラムであることはお解かりいただけ

ることでしょう♪ 
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※注意！ 

参考に、同一の情報商材を販売しているインフォグローバルでのデータを提示しましたが、 

インフォグローバルにて「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使

HP」アフィリエイトしたとしても、購入者さんはあなたの北海道グルメネットショップの

２ティアさんにはなりませんのでご注意ください。 

あなたの北海道グルメネットショップの２ティアさんを募集していくには、 

「北海どんどん」さんが運営されているアフィリエイトシステムにて「北海道グルメ全自

動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使HP」を販売することが必須となります。 

 

 

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？？ 
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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。 

内容はこれから間違いなく話題となる全自動でのアフィリエイトネットショップの紹介で

す。まさにメルマガやブログの記事としてはうってつけであり、初心者さんにも非常に喜

ばれることは間違いないことでしょう。 

 

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！ 

ああななたたはは、、ああななたたののアアフフィィリリエエイイトトリリンンククにに差差しし替替わわっったた再再

配配布布権権付付ききレレポポーートトををたただだ配配るるだだけけでで、、ガガンンガガンン稼稼ぐぐここととがが

ででききるるののでですす！！！！  

 

※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 

P４３～P５１は含まれません。そして、２次再配布々３次再配布々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！ 

 

つつままりり、、ああななたたののアアフフィィリリエエイイトトリリンンクク入入りりのの再再配配布布権権付付きき

レレポポーートトがが延延々々とと配配布布さされれ続続けけるる可可能能性性ががああるるののでですす！！
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でではは、、ちちょょっっととここここでで、、少少ししだだけけシシュュミミレレーーシショョンンををすするる時時

間間をを取取っっててみみてて下下ささいい。。  

  

レベル数 １人が２人に配布すると々々々 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 
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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Ｉ＝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。 

 

これが、私がたった３ヶ月でリストを１００倍にしたマーケティングの秘密です。 

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！！ 
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そそししてて更更にに！！！！  

ここののレレポポーートトのの存存在在をを、、ああななたたのの２２テティィアアアアフフィィリリエエイイタターー

ささんんにに教教ええててああげげるるととどどううででししょょうう？？？？  

  

ハハイイ！！ああななたたのの２２テティィアアささんんもも非非常常にに効効率率的的にに２２テティィアアささんん（（つつまま

りりああななたたのの３３テティィアアささんん））をを獲獲得得すするるここととががででききるるののでですすねね♪♪超超簡簡

単単にに WWIINN--WWIINN ななシシスステテムムがが出出来来上上ががりりまますす^̂^̂  

 

  

この機会に是非、あなたのアフィリエイトリンク入りの「北海道グ

ルメアフィリエイト」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://builderyoshi.com/aqu/pandemic/pandemic-rei9.html 

 

 

 

http://builderyoshi.com/aqu/pandemic/pandemic-rei9.html
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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。 

吉川にメールする！ 

↓↓↓ 

http://builderyoshi.com/a/cygu 

 

 

 

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://builderyoshi.com/aqu/pandemic/pandemic-rei9.html 

 

 

http://builderyoshi.com/a/cygu
http://builderyoshi.com/aqu/pandemic/pandemic-rei9.html
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６〄最後に 

私は２００7年 11月に初めてメルマガを発行し、今まで沢山のモノを購入してきましたし、

沢山の事を学んできました。商材代に費やした金額は今年の５月で１１２万円を超えまし

た（笑） 

 

無料レポートも相当な数を読んできました。正直なところ何百本読んだか数えきれません。  

1日 2本としても、1週間で 14本、一ヶ月で 56本、1年で 672本… 

 

とにかくその仕組みや稼ぎ方について試行錯誤し無料レポートも研究し、そしてようやく

日の目を見る事が出来たのが「フルマスターステップメールAutomatic!」というレポート。 

メルぞう１位をとる事が出来ました→ 『フルマスターステップメール「Automatic!」』 

 

http://mailzou.com/get.php?R=27720&M=11707&PR=3295
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あなたがもし、ネットビジネスで本気で成功したい！ 

ステップメールについて知りたい！稼ぐ仕組みについて学びたい！ 

というのであれば、是非吉川のメルマガに登録してください。 

↓↓↓ 

ブロメガクリエイター倶楽部 

 

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。 

ただ、配信は不定期ですので、その点はご了承願います。 

 

配信内容は々々々 

々最新のネットビジネスの情報と、実際の応用方法 

々結果が出ることが立証された戦略とその具体的な方法 

々周りに一歩差をつけるアフィリエイトのテクニック 

々ステップメールを駆使した仕組み作りの構築方法 

々最新のメールマーケティング方法と実践結果 

々真のマインドセット 

々大好きなコーヒー情報（笑） 

などなどです。 

http://builderyoshi.com/MLE/campaign.php?campaign=17
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冷やかしはお断りですが、本気の方は歓迎します。アツい人は大好きです！ 

↓↓↓ 

ブロメガクリエイター倶楽部 

 

 

 

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、 

北海道グルメを通じて稼いだ方が一人でも増えていただければ 

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！ 

http://builderyoshi.com/MLE/campaign.php?campaign=17
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最後までお読み頂きまして 

ありがとうございました。 

 

 

メルマガ http://builderyoshi.com/MLE/campaign.php?campaign=17 

ブログ  http://kaseguhouhou1.livedoor.biz/ 

 問い合わせ http://builderyoshi.com/a/cygu 

各種運営講座 無料レポート配布人「Mr,Automatic!」 

ステップメールシナリオ作成講座 

アフィリエイトスタート講座 

 運営者     吉川 旭  

 

 

 

http://builderyoshi.com/MLE/campaign.php?campaign=17
http://kaseguhouhou1.livedoor.biz/
http://builderyoshi.com/a/cygu
http://kikku07.twinkle100.info/Automatic/
http://builderyoshi.com/MLE/campaign.php?campaign=3
http://builderyoshi.com/MLE/campaign.php?campaign=11

