
山のような数の有料商材が販売されていますよね。

中には、月１００万円を超える収入をうたっているものも少なくありません、

それらを購入・実践してみて。

成果は上がっていますか？

中には、嘘ではない本当に良い情報。ありますよね＾＾

そういう良い商材を手に入れて、

満足いく報酬をあげれていますか？



今では本当に多くのアフィリエイターが存在し、

多くのアフィリエイターが「良い」といわれている商材を手にしています。

それで、果たして

本当に皆が稼げているのでしょうか・・・？

ご存知、アフィリエイターには

「１％の壁」「５％の壁」といわれるものがありますよね。

正直に言えば、

本当に良い商材を手に入れれば、この壁は間単に超えれます。

でも、その先をいくには、なかなか・・・

よく商材で言われているのが「月数十万稼ぐノウハウです。」

ということ。

でも、これが稼げているのはほんの一握りの人だけです。



例えば

インフォトップのアフィリエイターランキングをちょっと見てください。

どれだけの人が多くの月数十万の報酬を得ていますか？

多くのアフィリエイターがいる中で、

本当に稼いでる人は、インフォトップという限られた条件ですが、

たった１ページにもみたないんです。

アフィリエイトは本当に稼げる。

でも、それはごく僅かの人だけということ。

多くの人が良い情報を手に入れて、同じようにアフィリエイトしています。

そして同じように

壁を越えられていないんです。



今まで色々やってきたけど稼げていない

ましてや、

優良といわれている情報を手にいれている

にも関わらず十分に稼げてない方。

あと、何があったら稼げるんでしょうか？＾＾；

良い商材というだけではダメ？

誰にでも出来るもの？

そう考えて

あなたが稼げるようになるまで

優良情報を買い続けるおつもりですか？



良い情報を手に入れても、まだ稼げていない。

これ実は、

他のアフィリエイターも同じような状態なんです。

優良な情報を手にしたことで

実践していることで

満足しちゃってる事が多いんです。



あなたにとって大切なのは

自分を満足させることですか？

それとも

成果をあげることですか？

まずは、結果を出すこと。

そこで初めて見える事もあるんです。



自動コメントツール

その名の通り、自動でコメントを書き込みます。

書き込み先は、キーワードを指定したＲＳＳからの最新記事です。

ＲＳＳを監視し、ほったらかしで、

狙ったキーワードのブログにコメントを残していきます。

【特徴】

・自動記事作成サイトへの投稿

を避ける為、同一サイトへの書

込みは 2回までと制限していま
す。

【用途】

・パワーブログへのアクセス稼ぎ

・量産ブログへの被リンク稼ぎ

・アフィリエイトサイトへの誘導

・ステップメール申し込みフォー

ムへの誘導

などなど

自動だからこそ行える用途。

いっぱいありますよね。

このツールの詳しい資料はこちら

http://getreader.up.seesaa.net/image/commentator_1.pdf


自動記事投稿ツール

一定時間ごとに自動で記事を投稿するツールです。

自動記事作成のツールとは違います。

延々と数パターンの記事を、繰り返

し投稿することで新着アクセスを稼

ぐという仕組みです。

もちろん、ほったらかしです。

１記事へのアクセスが２０としても３

０記事投稿すれば６００アクセスで

す。

威力は想像できると思います＾＾

【用途】

・アフィリエイトサイトへの誘導

・リンク集の投稿による誘導

・無料レポート紹介

・芸能・アダルト系の強ジャンルへのスポットアフィリエイト

このツールの詳しい資料はこちら

http://getreader.up.seesaa.net/image/AutoPage.pdf


自動被リンク稼ぎツール

livedoorの読者になることで、
「被リンク」だけを稼ぐことできるのはご存知ですか？

この読者になる事を、自動で行うツールです。

１）検索エンジンから探して一括で行う版

２）RSSを監視し更新のあるサイトへ申請する版

の２つがあります。

私はこれで 2 日間実行しただけで

約１５０００件の申請をおこない、被リン

クとアクセスを約３０００獲得しました。

【用途】

・被リンク稼ぎ

・パワーブログへのアクセス稼ぎ

※livedoorブログ専用です

このツールの詳しい資料はこちら

http://getreader.up.seesaa.net/image/tool1.pdf


自動メルマガ読者獲得ツール

よくある、無料レポート紹介による読者獲得サービス。

ご存知ですよね。

これを数人がツールを使うことで、お互いにレポートをDLしあうことで
全員がポイントを稼ぎ合う仕組みを提供するツールです。

・無料レポートの申請

・メールの受信

・レポートのDL

これを全て自動で行います。

使用者がやることは、

一日一回実行するだけで、ボタンを

押すだけです。

もちろん、専用の捨てメアドを使いますので、管理等は一切不要です。

今計画しているのは、一日４００のポイントを稼ぐ版です。

このツールの詳しい資料はこちら

http://getreader.up.seesaa.net/image/GetReaderFree.pdf


自動Yahoo ニュース記事獲得ツール

最近話題のアクセスア稼ぎ方法、

yahoo ニュース記事にトラックバックをうつ。とういうノウハウ。

それを支援するツールです。

複数のキーワードを指定して、Yahoo ニュース記事のURLリストを
作成してくれます。

一覧ができれば、コピペしてトラックバックするだけ。

シンプルな機能ですが、結構便利です＾＾



コメント周り支援ツール

巡回型の支援ツールで、自動ではないのでスパムにはなりません。

自動で訪問先の最新記事を、コメントを入力した状態で表示します。

サイトの訪問がキー１つ押すだけで瞬時に表示されます。

【機能】

・コメント入力欄を全て埋める

・先読み機能によりページ表

示待ち時間がない

・自動で最新記事を表示

などなど

現存するコメント支援ツール

としては最高の機能を保持し

ています。（と思ってます＾＾；）

このツールの詳しい資料はこちら

http://bloglife.main.jp/tools/EasyCommentI.pdf


自動記事作成ツール

無料レポート紹介サイトから、

新着順・人気順・キーワード指定などで獲得した一覧を元に

レポート紹介用の専用URLに変更された

無料レポート紹介記事ページを自動作成します。

ブログ用・メルマガ用記事と指定できま

す。

これを自動記事投稿ツールとあわせるこ

とで自動＆放置で読者獲得が間単にで

きます。

思ったより便利で個人的に重宝しています＾＾



複数ブログ一括トラックバックツール

複数のブログのトラックバックを一括で複数の送信先に送ってくれるツー

ルです。

送信先は登録しているサイトですので、

主にトラックバックセンターや、別のツールで獲得した

トラックバック先になります。

ジャンル毎にトラックバック送

信先を管理することが可能で

量産ブログでのクロール獲

得に大きな利点があります。

最近ではニュース記事にトラッ

クバックするという方法もあ

るみたいですので、それの併

用も可能ですね。



Ping一括送信ツール

まぁ、よく見る一括ツールですね。

違う点は、複数ブログ分の Pingをまとめて送れる事。

定期的に自動で一日に何度でも送れる事。



自動コメント返信ツール

自分のサイトの最新記事へのコメントを自動で検索し

自動でコメント返信を行ってくれます。

最初の自動コメントツールと合わせて、

アクセスアップ間違いなし♪



ニュース記事作成ツール

最新のニュース記事を自動で探し、

更には関連のブログ記事やレポートを獲得して

記事の投稿を行ってくれます。

　ニュース効果

　ＳＥＯ効果

　ＲＳＳ効果

　トラックバック・Ｐｉｎｇ・コメント効果

　

ブログに必要なものが全て満載のツールです＾＾ｂ



短縮ＵＲＬ作成ツール

短縮ＵＲＬを作成・管理するＰＣ版ツールです。

なんでＰＣ版なの・・？

その答えは、資料を見れば納得できます♪

只今  無料配布  中  ♪  

http://bloglife.main.jp/tools/YouRLFree.zip


いきなりツールの紹介が始まって、

「なんだ・・・？」

と思われでしょう＾＾；

でも、いかがでしたか？

世の中にはほんとに色々なツールが出回っているんですよ。

「これ、いいなぁ～。」

っていうツールはありましたか？

でも・・・

ごめんなさい。

これらは基本的にどこでも販売していないんです＾＾；

じゃあ、何故そんなものを紹介したのかというと・・・

これらのツールは・・・

実は・・・全て私「しょういち」が作ったものなんです＾＾；



私は、とある小さなフォーラムを運営しています。

どういうフォーラムかというと

・参加者の要望がツール化される

・そして作成されたツールは全て無料で使える

・一部のツールは特典としても利用できる

・一部のツールはアフィリエイトできる

こんな感じな内容です。

私個人の発想だけでなく、

参加してもらっているアフィリエイターさんの

意見を聞いて、どんどん便利ツールを作っているんです。

開発者とアフィリエイターが真のWin-Winを築く。

そんなフォーラムなんです＾＾



例えば

Yahoo ニュース検索ツールは、

参加者がそういう提案をしてくださいまして

私が、それを見て 2 日後には作成・公開しました＾＾ｂ

自動記事投稿ツールの場合は、

そういうツールが販売されているのを紹介してもらって

それを真似するのに 1 日。機能拡張するのに１日でできました。

（それが紹介元では５０００円で販売してましたけどね＾＾；）

私は本職が月１００万稼げるTOPエンジニアなので

開発の速度は自信あります♪

でも、まじめに働くのは面倒なので、たまにだけ本職してます（笑

実際に、今回ご紹介したツールは、

全てここ１，２ヶ月で開発したものです。

週に１，２本公開しているペースかな？

今後も、私自信もアフィリエイターとしてツールを使用していますし

ツールを使ってもらうことも嬉しいので、

これからもどんどん開発していきます♪



ただ・・・

今のフォーラムは、人数がちょっと少なくて＾＾；

・ツールの使用感想が足りなく改善意見が欲しい

・アフィリエイターとしての案・要望をもっとききたい

・ツール使用によるお互いの支援を行うには人数が足りない

という難点があります。＾＾；

そこで

今回、このフォーラムメンバを新たに募集することにしたんです♪

そんな私のフォーラムの、

今回の募集人数は

先着５０名です

定員になった時点で募集は終了します。



フォーラムへの入会は、

これだけのツールが無料で使えるので

さすがに、

入会は無料ではありません＾＾；

でも入会以降に費用が発生することは

一切ありません。

もう・・・

使いたいだけ使ってください（笑



逆に入会することで、特典として使えるツールだけでも

どんどん公開されて、お金を払いたくなるかも！？

そういう時は遠慮なく払ってください・・・（笑

冗談はともかく・・・＾＾；

実際に、このフォーラムで公開した特典ツールは、

このフォーラムでしか入手できませんから

非常にオリジナリティが高くなります。

しかも、それを更に自分用にカスタマイズできます。

・ツールタイトル

・ツール起動時のＵＲＬ誘導

・ツール起動時のメッセージ表示

・ツール使用制限

などが、

自由にカスタマイズできて、

それを自分のアフィリエイト特典として使用できるんです。

もう・・メリット満載です♪



実際の参加者の声もお見せしますね＾＾

ほんとにありがたいお言葉です(*^^*)

フォーラムはビズコムで行っております。

ビズコム内で「しょういち」でコミュニティ検索していただければ

見つかります。

人数の少なさもわかります（苦笑

http://itbizcom.jp/?m=pc&a=page_o_login


フォーラムの趣旨でも述べていますが

参加された方は

紹介したツールには開発中のもありますが、

　　　　　　　　　全て無料で使えます。

そして、一部は

　特典としてや

　アフィリエイトとしての

の利用もできます。

それが・・・

どんどん増えていくんです。



そんな私のフォーラムへの入会金は・・・

　　　　　　　　　２４８００円　　になります。

現時点で１２個のツールとしても、

１つ当たり約２０００円という破格な値段です＾＾；

こんな価格で、こんなツールが手に入ることは、

正直、他ではありえません。

それを更に！

このレポートを読んで頂いた方にのみ！

紹介者 IDに「クリス１６」と入力することで

５０００円　値引きされます♪



メンバーのありがたい声にもありますが

私自身もメンバを大勢にするつもりはありません。

今回は５０名様だけです。

このチャンスを躊躇することで失いますか？

ただ・・・

このような情報だけでは不安ですよね。

わかります・・・（－－；



そんなときは・・・

フォーラム参加の有無に関わらず

気軽に「しょういち」にメールしてください♪
criselyn777@yahoo.co.jp

夜は返事できませんが、昼はすぐお返事します＾＾

時には大胆に。時には慎重に。

情報が多い時代だからこそ

自分で道を選びましょうね＾＾

mailto:Criselyn777@yahoo.co.jp


真のＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を築くフォーラム

お申し込みはこちらのサイトからどうぞ。

特定取引法の表示は申し込み画面にあります。

定員になり次第締め切ります。

ちなみに・・・・

これらのツールを使って、

２４８００円を余分に稼ぐことが難しいのかどうか・・・＾＾；

判断はお任せします（笑

http://my.formman.com/form/pc/HytdrrNSnfYq76iA/

