
- 1 -

★新一★

初心者が少ないアクセスで

月1,000ポイント稼いだ

超簡単法-3

このファイルは再配布不可です。

レポート作成者 新一

謝辞
このレポートの１をご紹介下さりまして、誠にありがとうございます。

この場をお借りしまして、お礼申し上げます。

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

当レポートは著作権法により保護されている電子文書です。

著作権は発行者が所有します。本レポートの全部または一部の無断転載、無断複製、

無断配布はかたく禁止します。十分にご理解ください。

■免責について

このレポートの内容は、必ずしも成果・報酬を保障するものではございません。実行

するにあたり、自己責任でお願い致します。

また、本冊子により発生したいかなる損害、トラブルについて一切の責任を負いませ

ん。

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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■はじめまして！

このたびは、

新一のレポートをDL頂きまして、

誠にありがとうございます。

このレポートは、

楽天を使ってお小遣いを増やす方法の続編です。

ただここに書いたことは、新一が実際に

実践したことを紹介しています。

このレポートは、

要点のみを記載しています。

(アフィリリンクの張り方等は書いていません。）

楽天アフィリエイトが良く分からない方は、

遠慮無くこちらまでメールを下さい。

→ http://my.formman.com/form/pc/ReSfZjUYt6QgKfc1/

ですが、ここで書いたことは入り口に過ぎません。

更に発展させて、ポイントアップを目指して下さい。

あくまでも、入り口にお連れするだけです。

私の例を挙げました。

目安にでもなれば幸いです。

まず最初のポイント

http://my.formman.com/form/pc/ReSfZjUYt6QgKfc1/
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●もっと効率的にアクセスを集められる方法

注 アクセスが集まらなければ稼げません！

効率的に集められれば

少ないクリックでも稼ぐ事が出来ます。

論より証拠

まずはこのデーターを見て下さい。

まず、2007年7月から楽天アフィリエイトを始めました。

2008年3月クリック数が2833あるのに

売上件数が30？

これ、話になりません！

ではこのデーターを見て下さい。
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見て下さい。

クリック数が355件なのに

売上件数が25件

売上、ポイントもこれだけあります。

しかもまだ月の1/3でこの成果です。

といっても月初めは、お給料の後なので

売れやすいのです。

このデーターを踏まえて次に参りましょう。
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■アクセスアップ

まず何はなくとも

アクセスが集まらないと話になりません。

アクセスアップのレポートをこちらにまとめています。

直DL → http://s-ter.net/aaa_mall/c/02822.html

ちなみに上記のレポートを読まなくとも

ある程度理解出来るように説明します。

●あなたは、楽天ブログをいくつ持っていますか？

え？

え？って答えたあなた

やっぱり一つですね。

ブログはPingと言う機能があるのをご存じですか？

ブログを更新したときに

更新したことを外部に知らせることです。

誰々さんの何とかブログ

○○テーマを、今、書いたよ！って知らせる機能です。

http://s-ter.net/aaa_mall/c/02822.html
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これを簡単にいうとPingといいます。

むずかしい言葉抜きで解説していますので、

知っている方は笑って下さい。

実はこれを使わないと

あなたが書いたブログの記事

更新したことを知らせることが出来ません。

むずかしい事は抜きです。

ping、これを使うことが

効率良くアクセスを集められる方法です。

で、Pingですが

ツールを使えばいつでも好きなときに

もちろんPingは出来ますが

ここは簡単に

別のブログを開設しましょう。

面倒ですけどね（笑）

できれば、いまシーサーの人は

べつのブログが良いですね。

こんなブログがあります。

http://help.269g.net/article/183177.html

http://autopage.teacup.com/

http://blog.dtiblog.com/

http://fc2.com/

更にこれ以外に192個ものブログを紹介したレポートがあります。

これは必見ですので、ぜひ参考にして下さい。

http://help.269g.net/article/183177.html
http://autopage.teacup.com/
http://blog.dtiblog.com/
http://fc2.com/
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→ http://s-ter.net/aaa_mall/c/02842.html

で、先ほどのブログで

２つは開設して下さい。

そして楽天などで書いた商品の紹介記事

後の二つのブログにコピーしていきます。

ここで、注意です！

リトライと呼ばれる手法でやるのがベストです。

ただ、単にコピーするのではなく、

言い回しを変えていきます。

（リトライとは、そのままコピーするのではなく、意味は同じだけど、言葉を置

き換える技です。）

こちらのサイトが参考になります。

http://ferret-plus.com/ruitama

やるべき事！

記事のタイトル

これをまず変えて下さい。

例）

タイトル1

花畑牧場の新しい生キャラメルが出たよ！

タイトル２

生キャラメルに新しいのがでたよ♪

http://s-ter.net/aaa_mall/c/02842.html

http://ferret-plus.com/ruitama
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タイトル３

花畑牧場が凄いことになってます！

あなたはどのタイトルをみて記事を開きますか？

そのどれもが同じ記事なんですが(^^)

楽天はクリックさえして貰えればOKです。

でも、実はこの一連のレポートは

ある戦略が潜んでいます。

あなたさえよろしければ

お届けします。

こちらにまだ登録されていない方は

登録だけは済ませておいて下さい。

たぶんいないと思いますが。

メールマガジン

初心者が少ないアクセスで月1,000ポイント稼いだ超簡単法

http://1hyper.net/pchan/public/form.php?mid=0009

ところで、せっかく３つもブログを開設したら、

更新時間をずらしましょう。

できればブログとブログの更新時間を３０分以上離して更新しましょう。

できるだけアクセスが多い時間にしましょう。

http://1hyper.net/pchan/public/form.php?mid=0009
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ツールを使わずpingもどきです。

無料ですから。

■あなたのブログを、毎日更新しているように見せかけるツールもあります。

→ http://infotop.aaa-mall.com/Pingool.html （有料です！）

あらかじめ設定さえすれば、全自動でpingをしてくれる優れものです。

では次です。

●もっと効率的にたくさんの商品を１記事に掲載する方法。

こちらは、残念なことに

有料版のライブドアブログを活用します。

月額262円なので、もしよろしければこの機会にいかがですか？

ライブドアを勧める理由はいくつもありますが、

楽天に限って言えば、

商品の複数掲載がらく！だということです。

まずはご覧下さい。

ライブドアproのブログの書き込み画面です。

http://infotop.aaa-mall.com/Pingool.html
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楽天をクリックすると、次の様な画面が開きます。
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使い方は簡単です。

検索はお分かりだと思います。

楽天で掲載したい、商品のキーワードで検索します。

ただし、楽天アフィリエイトの本家の様に

多彩には検索出来ません。

あくまであるジャンルをまとめて紹介したいときに使いましょう。

ここでは、花畑牧場で検索してみましょう。
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するとこんな画面になるはずです。
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ちなみにイメージをクリックすると
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ブログでこのように転記されます。

同じようにテキストリンクだけクリックすると

味気ないリンクになるので、

イメージのリンクと併用されるのがいいと思います。

ちなみにライブドアは、

次から次へとイメージリンクを作成をクリックすると

どんどん商品を掲載出来ます。

これらを、シーサーブログなどにコピーして下さい。

ちなみにライブドアではやめておいた方が良いと思います。
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たとえば、ブログの記事で文章の中に商品を紹介するのはOKですが

アフィリリンクだけ

売り込みだけの記事を掲載するやり方では、

規約違反になる可能性があります。

何百記事もある中では、少しくらいは大丈夫みたいですが^^;

どうしてもライブドアでアフィリエイトがやりたくなったら

livedoor Blog PREMIUM

こちらを使いましょう。

FREEとPRO、ADVANCEのプランでは、

アフィリエイト目的のみでのブログ開設/運用は禁止！

PREMIUMではこれらの目的での利用が許可されます。

ただし、月額 1980円もするので、私なら別のサーバーを借りて

ブログを独自に開設しますが。

私は、サーバーにロリポップとXサーバーを使っています。

ただし、注意が必要です。

このブログはみんなには公開しないで下さい。

もし仮にあなたがなんらかのミスで

楽天アフィリエイトの規約を犯していたら

アカウントなどが削除されることがありますから。
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慣れるまでは公開せず、

しっかりと規約を確認して

大丈夫だと思ったら

紹介しましょう。

私は楽天市場のほうからクレーム（通報）で

なんとか、修正だけで済みましたが。

十分注意が必要です。

特にあまり稼いだ稼いだと言わない方が

妬まれなくて良いかもしれません。

たとえば余りに稼げたら、家族にも教えてあげて

一緒に初めてはいかがですか？

まだ稼げていないそちらのブログを紹介してはいかがですか？

もちろん手抜きのブログは、初心者の方に紹介しないで下さいね。

あなたをマジで信じて真似されますから^^;

それと、具体的なブログのデザインなどは

こちらが参考になると思います。

アフィリリンクでは無いので安心して下さい。

→ http://affiliate.rakuten.co.jp/guide/rule/

http://affiliate.rakuten.co.jp/guide/rule/
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こちらのメルマガでアフィリエイトの最新情報を紹介します。

メルマガ（まだ登録して無い方、ご自分で登録して下さい。）

メルマガ ： http://archive.mag2.com/0000240809/index.html

ここまで読んで下さりありがとうございます。

え～とまだ続きがあります。

今度の予定は、

効果的な商品の掲載方法です。

たぶん・・・

レポート作成者 新一

相談・感想・意見等 1：http://my.formman.com/form/pc/ReSfZjUYt6QgKfc1/

相談・感想・意見等 2：http://www.formpro.jp/form.php?fid=31210

http://archive.mag2.com/0000240809/index.html
http://my.formman.com/form/pc/ReSfZjUYt6QgKfc1/
http://www.formpro.jp/form.php?fid=31210

