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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

【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作成者に属します。

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・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。

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・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。

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきまして

も、著者・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


もくじ

第１章 はじめまして！ ......................................................................... 4 
（１） お小遣いを月に３万円増やす方法............................................. 9 
（２） 楽天アフィリエイトの魅力 ..................................................... 14 
（３） クッキーという名の魔法のお菓子........................................... 16 

第２章：楽天アフィリエイトを始めるには？........................................... 26 
（１） 楽天会員登録 .......................................................................... 26 

第３章：アフィリエイトは始めるのは簡単？........................................... 30 
（１） 最初は難しい！ ....................................................................... 30 
（２）楽天ブログでは楽天アフィリエイトしかやってはいけません！ 31 
第４章：シーサーブログの開設......................................................... 32 
（１） 下記の画像手順を参考に進めて下さい。 ................................ 32 
（２）シーサーブログのいいところ ..................................................... 48 

第５章：アフィリエイトでいちばん稼げるのは、情報商材アフィリエイト

................................................................................................................. 49 
（１）情報商材ってなに？ ................................................................... 49 
（２）情報商材を販売する ................................................................... 50 

第６章：始めるのは簡単だけど、紹介するのが難しい............................. 52 
（１）アフィリエイトで月５０００円を稼ぐ人は、５％と言われています。

.............................................................................................................. 52 
（２）最後に......................................................................................... 54 



第１章 はじめまして！

このたびは、私、しんのレポートを 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、あの楽天を使ってお小遣いを増やす方法を中心に書いて

います。でも、それだけでは、月３万円は難しいです。

最後までお読み頂ければ、分かると思いますが、楽天で慣れたら、情報商

材をおすすめします。

クッキーの説明など、あくまで基本の説明に重点を置いて作成しました。

そのため、シーサーブログの開設までを説明しています。

そこから先は、あなたがお進み下さい。

でも、わからないことが何でもメール下さい。

⇒ kanngaeru2007-haxtukousya@yahoo.co.jp

また、結構レポートが長いので、必要な所だけをとばし読みして下さいね。

ちなみに 2008 年 7 月の私のお小遣いはこれだけ増えました。

mailto:kanngaeru2007-haxtukousya@yahoo.co.jp


2008 年 07 月

確定報酬

額
3,000 円

これは、楽天の売上げなどの表です。 ↓



このれぽーとでは、初心者を対象にした記述を多くしていますが、

まだまだ説明が難しいかも分かりません。

その時は、気軽にメール下さいね。

⇒ kanngaeru2007-haxtukousya@yahoo.co.jp

ところで、

もし、いまあなたのお小遣いを更に３万円増やせるとしたらどうします

か？ 

3 万円増えたら、何に使いますか？

服ですか？

アクセサリーですか？

何を買いましょうか(^^) 
 

パソコンとインターネットさえ出来れば可能としたら？

やりますか？やりませんか？

家で、コーヒーを飲みながら、涼しいクーラーのきいた部屋で出来るとし

たら？

mailto:kanngaeru2007-haxtukousya@yahoo.co.jp


やりたい方のみ、これからお話させてください。

それでは、

簡単に、私の事を 10 秒くらいお話しさせて下さい^^; 

■ 私の事

年齢 ：40 歳付近^^; 
拠点 ：日本(^^) 
夢 ：沖縄でリゾート暮らし

近未来 ：キャンピングカーで日本一周

趣味 ：アフィリエイトでサイト作成

職業 ：会社員＋アフィリエイター

私は、こんなメルマガをまぐまぐ！で書いています。

http://www.formpro.jp/form.php?fid=31031


あなたの生活は、忙しくありませんか？ 息つく暇がありますか？ 物事を考えるゆと

りの時間はありますか？ 私には、その時間はありません。だからこそ、ゆとりの時間

を創りたい。私は、決意しました。アフィリエイトでゆとりの時間を手に入れます。

考考考えええるるる時時時間間間ををを作作作ろろろううう（（（創創創ろろろううう）））

ブログ・メルマガ・サイトで稼いだリアルな方法を公開しています。情報商材選びアク

セスＳＥＯ対策に無料情報や時間短縮する為の便利なツール等の紹介をします。代理登

録なしのメルマガです。

時時時給給給１１１万万万円円円をををサササイイイトトトアアアフフフィィィリリリエエエイイイトトトででで稼稼稼ぐぐぐ

ちなみに、まぐまぐ！とは、日本最大級のメルマガ配信スタンドです。

⇒ http://www.mag2.com/

ちなみに、現在メルマガでは新一と名乗っています。

私のメルマガの紹介はこれくらいにしまして、早速本題に入らせて頂きま

す。 

http://www.mag2.com/
http://archive.mag2.com/0000263377/index.html
http://archive.mag2.com/0000240809/index.html


（１） お小遣いを月に３万円増やす方法

この方法は誰でも簡単に始められます。

ただし、パソコンとインターネットが出来る環境は必要です。

でも、このレポートをお読み頂いていると言うことは、あなたは、すでに

その資格が十分にあります。

さて、パソコンとインターネットを使ったお小遣い稼ぎというのは、実は

いくつもあります。

でも、一番最初に始められるのなら、

楽天アフィリエイトという副業がおすすめです。

先ほど出てきたものです。



こちらも参考にして下さい。

⇒ http://infotop.aaa-mall.com/

http://infotop.aaa-mall.com/


ところで、そのお小遣いを増やす方法が

アフィリエイトという素晴らしいシステムを利用したものなのです。

それでは次に、少しアフィリエイトについて簡単にお話しましょう。

これをお話しないと次に進めませんので^^; 
 

アフィリエイト(affiliate)とは？

★ 商品を紹介して、売れると紹介料がもらえるシステム★

あなたが、ネット販売されているあるショップのビトンのバックを

あなたのブログで紹介したとします。

そして、あなたのブログ経由でバックを購入されたとします。

すると、あなたに報酬が入るのです！

ねえ？簡単でしょう？

何度も言って覚えて下さいね！

★ 商品を紹介して、売れると紹介料がもらえるシステム★



少し、説明が物足りないというあなたは、こちらもお読み下さいね。

読むと訳が分からなくなる人は、読み飛ばして下さい(^^) 
 
アフィリエイト(affiliate)とは（補足）

商品等を製造・販売・提供しているお店等と契約等を結び、その商品等を

お客様にご紹介することで報酬を得るシステムのことです。

商品には、物品・情報商材等も含まれます。

★商品を紹介して、売れると紹介料がもらえるシステム★

ただ、契約とは言っても、通常は登録して、審査に通ればそれで OKです。
それほど難しい物ではありません。

次ページで、図解を入れてみました。

必要無いと思いますが^^; 



ねえ？必要無かったでしょ？



これで、アフィリエイトのイメージがつかめたと思います。

分からない人は、何度も読んで下さいね。

それで、そのアフィリエイトの魅力なんですが、

特に今話題の楽天で説明しますね。

（２） 楽天アフィリエイトの魅力

現在、パソコンでアフィリエイトしている数十万人？

ものたくさんの初心者の方が大勢いらっしゃるようです。

その中で、一番多く初心者がアフィリエイトされているのが、楽天アフィ

リエイトではないかと考えます。

じゃあ、なんで、楽天がいいのか？

それは、ズバリ、簡単に始められるからです。



でも、それだけではありません。

楽天市場の 1000万もの商品をすべて紹介出来るのです！

ほとんどと言っても良いくらい、

何でも紹介出来ます。

物や・旅行ツアーなども！

ですから、紹介しやすいのですね。

欠点は、商品の数が多すぎて、

どれを紹介すればいいのか、

迷う事ですね^^; 
 

それと、楽天アフィリエイトのもう一つ魅力ですが

一番報酬を得やすいのです。

この意味お分かりですよね？



稼ぎやすい、売りやすい・売れやすいと言うことですね！

更に、楽天では、アフィリエイトするのは、一番最初に、楽天にアフィリ

エイトを申し込むだけで、審査は一切必要ありません！

非常にお手軽なのです！

そして、もう一つ楽天には 30日有効のクッキーという魔法のお菓子がある
からなのです。

（３） クッキーという名の魔法のお菓子

このクッキーが楽天アフィリエイトをやりやすい、稼げやすい物にしてい

るんですね！

なんだ、このクッキーって！ほんとはお菓子じゃ無いんだろう？

そうなんです^^; 
でも、クッキーって聞いたことないですか？

それを少し説明しますね。

非常に大事で、これからもあなたは常にクッキーって言葉を目にするよう

になるので、この際、覚えておいて下さいね！



クッキー（Cookie）とは

インターネットであなたがホームページを見たときに、

あなたがそのホームページなどのサイトに何回訪問したか？

いつ頃訪問したのか？

それらを区別・識別するために、

あなたのパソコンに一時的に記録をしておく機能なのです。

お分かりですか？

ついでにクッキーの設定の仕方も次ページに書いておきますね。この設定

をしないと、今後プレゼントとかが受け取れないので、設定されてなけれ

ば、設定しておいて下さいね。

ここでは、インターネットエクスプローラー7で説明しますね。

あ！ 

インターネットエクスプローラー7 の名前が長いので IE7 とこれからは言
いますね。

それで、まずは IE７を開いて下さい。たとえば、

http://infotop.aaa-mall.com/

http://infotop.aaa-mall.com/


そして、下記のツールを選択して下さい。

図解の順序通りに設定して下さいね。

次に、下記のインターネットオプションを選択して下さい。







これで、おしまいです。

OK を押せばクッキーの設定完了です。

簡単でしょう？

お疲れ様です(^^) 
それで、クッキーが魔法のお菓子と言う理由ですが、

あなたが、たとえば、商品を紹介したとします。

北海道のお菓子と言えば(^^)⇒ 商品紹介の URL

商品紹介の URL をクリックすると

商品紹介ページへ飛ぶわけです。



すると、あなたの紹介コードが、お客様のクッキーに保存されて、

お客様が注文するときにお客様のクッキーからあなたの紹介コードを楽天

のシステムが認識して

あなたが紹介したのを認識し

あなたに報酬が与えられるわけです。

しかもですよ！

実はここからが重要な肝の部分です！

実は、 

クッキーに保存されるのが楽天の場合は 30日間有効！

このクッキーの保存期間は、

楽天は 30日間ですが、たとえばアマゾンだと 24時間！

この意味お分かりですか？

今日の朝 10時にあなたのブログで商品をクリックしました。

とりあえず購入しないで、考えました。



そして、次の日の朝１１時

無事購入されました。

当然あなたは報酬を手にすることが出来ます。

でも

アマゾンでは

朝１０時 クリック

翌日 11 時 購入

すでに２５時間経過

あなたのクッキーは有効期限を過ぎているため

あなたは、報酬を手にすることが出来ません！

ねえ？

楽天アフィリエイトは良いでしょう？



しかもですね。

まだあるんですよ！

これも肝ですね！

実は、あなが紹介した楽天の商品をクリックして

そのお店で、別の商品を購入したとしますね。

よくあることですね。

たとえば売り切れていて、別の商品を購入することが！

でも、楽天アフィリエイトは、

あなたの報酬にしてくれるんですね！

楽天を紹介してくれたって言うご褒美で！

楽天様 ありがとう！

感謝です！

でもですよ！



楽天じゃない別のアフィリエイトなんかだと

あなたの報酬にならないところが多いんですよ！

たとえ 30 日間のクッキーの有効期限があっても！

それで、楽天アフィリエイトが初心者に向いているというわけですね！

お分かり頂けましたか？

何度も上の文章を分かるまで読んで下さいね。

日本語がおかしくて理解出来なければ^^; 
私にメール下さいね。

⇒ kanngaeru2007-haxtukousya@yahoo.co.jp

これでも、あなたが楽天アフィリエイトをやらない理由がありますか？

mailto:kanngaeru2007-haxtukousya@yahoo.co.jp


第２章：楽天アフィリエイトを始めるには？

楽天のアフィリエイトって驚くほど簡単です。

それでは、実施に登録してみましょう！

（１） 楽天会員登録

まずは、下記をクリック

http://www.rakuten.co.jp/

こちらから登録して下さい。

もちろん無料です！

http://www.rakuten.co.jp/


次に、下記の

今すぐ会員登録をする【無料】

これをクリックして下さい。

そして、必要事項を記入して下さい。

ていねいな入力手順と説明が書かれていますので、

ゆっくり書けば出来ますので、

安心して進めてください(^^) 



この下にも入力項目があるので記入して下さい。

そして、一番下の楽天会員登録規約をしっかりと読んで



次に進めてくださいね。

ここまで来ればもう安心です。

どんどん記入していきましょう。

ちなみに、残りの手順は、そのまま進めれば出来ますが、

楽天アフィリエイトの始め方は

こちらを読むとすごく参考になりますよ！

⇒ http://affiliate.rakuten.co.jp/begin/

ぜひ、最後まであきらめずにやってください。

必ず、後々為になりますから。

それと第４章のシーザーブログの開設も参考にして下さい。

http://affiliate.rakuten.co.jp/begin/


第３章：アフィリエイトは始めるのは簡単？

（１） 最初は難しい！

よくアフィリエイトは始めるのは簡単と言うのですが、

実は、先ほどの楽天アフィリエイトもすごく時間がかかって、不安でした。

でも、それをやらないと、これからやる作業も出来ないんですね。

しっかりと説明分を読めば必ず出来ます！

あなたは、もう楽天アフィリエイトの登録はお済みですよね？

私の様などんくさい人間でも出来たのですから^^; 
 

最初は慣れです！

きっと数ヶ月後には、何事もなかったかのようにブログでアフィリエイト



やって、報酬みてはニンマリ喜んでるのではないでしょうか？

ところで、この楽天アフィリエイトをやるにあたって少し注意点がありま

す。 

（２）楽天ブログでは楽天アフィリエイトしかやってはいけません！

これを間違えてしまうと、あなたがせっかく開設した楽天ブログが削除さ

れます！

まあ、最初は楽天アフィリエイトだけで精一杯かと思いますが、

しばらくすると、他の会社のアフィリエイトもやりたくなるはずです。

その時は

別のブログを開設して、そこでアフィリエイトを始めて下さい！

第四章で、おすすめの無料で開設できるシーサーブログの開設の仕方をア

ドバイスします。



第４章：シーサーブログの開設

楽天以外のアフィリエイトを始めたくなったら、

まずは、こちらを登録してください。

もう、誰もが知る定番無料ブログですので！

安心して進めてくださいね(^^) 
 

（１） 下記の画像手順を参考に進めて下さい。

シーサーブログの開設は、こちらから

http://blog.seesaa.jp/

まず新規登録して下さい。

次に 
下記のメールアドレスとパスワードを入力して下さい。

くれぐれも忘れないようにして下さいね！

http://blog.seesaa.jp/


どんどん進めてくださいね。



ここからは、少し注意が必要ですので、詳しく説明を入れていきますね。

図解の中に注意事項を記しましたので、それを見ながら進めてくださいね。

できれば、このレポートを印刷して、作業されると良いですね。

ディスプレイが二つある、マルチディスプレイの方は、大丈夫ですね。

この意味が分からない人は、印刷するか、適当に進めてくださいね(^^) 
 





ブログ開設おめでとうございます！

これで、あなただけのブログが開設されました！！

余りに簡単で、拍子抜けしましたか？

次から書くことは、開設後にいつでも修正出来ます。



デザインも変更出来ます。

デザインは、好きなものに変更して下さいね。

デザイン一覧を選択するとこんな画面が出ます。



一覧からデザインを追加するをクリックすると、

次ページのような画面が現れます。



この中に気に入ったのがあれば選んで下さいね。



デザインはたくさんあります。

あとからでも変更出来ますが、

ちょっとした問題が起きますので（レイアウトなど）出来るだけ最初にき

っちりと決めましょう！

でも、そのうちブログが使いこなせるようになると、どんどん変更して下

さいね！

次のページでデザインの変更場所などを説明しています。

この辺りは、失敗しても何度でもやり直せるので、

いろいろ実際にやって、シーサーブログに馴染んで下さいね。



上記の設定を選択すると、次のページのような画面が見られるはずです。

一応、設定を真似てやってみて下さいね。



下記の画像を参考に設定して下さい。ちなみにブックマークは好きに減ら

して下さい。こんなに全部にチェックを入れると見にくいかも知れません

^^; 基 本 は 、 こ の 通 り に 変 更 修 正 し て 下 さ い ね ！



こちらは、記事設定画面ですよ！ 同じように設定して下さいね。



ping の設定先

参考に⇒

今度は広告設定です！

とりあえず、広告は表示するようにします。

このブログは、無料ですので、広告収入で運営されています。

出来るだけ協力しましょう！



こちらは、自分の各記事を、わかりやすいように分類するためのものです。

分かるのであれば、最初に設定しましょう！

他のブログを参考にしましょう。

アクセス解析というのがあります。

これは、あなたのブログにどれだけアクセスがあったかをみるものです。

アクセスが増えないと言うことは、中身の無い記事だったり、興味の無い

記事だったりします。

中身を充実させましょう！



次ページで、その見方を解説です。

下記のアクセス解析をクリックして下さい。

すると、こんな画面が見られます。

こちらをクリックすると、次ページのようにみられます。

見方は、分かると思います。

訪問者数はその名のとおり、あなのブログを訪問した人数です。

ページビューは、訪問者が、どれくらいの記事を読んだか、ページ数が分

かるのです。

もし、訪問者が１０人で、ページビューが１０なら

訪問者は、一つのページしか見てないと言うことです。



また、訪問者が１０人でページビューが３０なら、他のページも興味を持

たれてみられていると言うことです。

ですから、訪問者数も大事ですが、

いかにしてページビューを増やすかがカギにもなります。

最初は０ですがやがて、増えてきます。



あとは、だいたい直感で分かると思います。

いろいろ触っていると、だんだん分かる様になります。

（２）シーサーブログのいいところ

シーサーの良いところは、いくつものブログを開設できるということです。

ただ、あまり無意味に増やすと、ブログを全部きれいに削除されますので、

ほどほどにして下さい。

もし増やしたい場合は、ログあうとして、新規にブログを開設された方が

安全です。

無料ですから、シーサーの都合でいつでも削除出来るのですから。

ちなみに、私は、有料ブログなのに、きれいさっぱりと削除されました。

実話です。

有料ブログなのにいきなり削除されました。

⇒ http://mailzou.com/get.php?R=23084&M=11022&PR=11022

参考にして下さい(;_;) 
 

http://mailzou.com/get.php?R=23084&M=11022&PR=11022


第５章：アフィリエイトでいちばん稼げるのは、情報商材アフィリエイト

（１）情報商材ってなに？

情報商材商材というのは、広い意味で簡単に言うと、

ノウハウなどをデジタルのデーターで販売しているもの

たとえば、あなたが、すごく美味しい料理の調理法のノウハウを持ってい

たとします。

これを、まとめてパソコンで書いて、PDFにして、販売すれば、
これを情報商材というのです。

最近では、話題なのが、テレビチャンピオンで、犬のしつけで優勝された

かたの、犬のしつけのノウハウをデジタルデーター化して販売されていま

す。 

これが非常に売れています。

お分かりですか？



（２）情報商材を販売する

実は、先ほどのは、自分がノウハウをまとめて販売するお話でしたが、

え？ 

そんなノウハウなんてないよ！

それが普通ですよね？

そこで、そのノウハウをまとめた、情報商材をアフィリエイトするのです。

通常、ほとんどの情報商材はあなたも、アフィリエイト出来ますので、

情報商材を紹介して、売れると

あなたに報酬が入るのでしたね？

そうなんです！

楽天と同じ事です。

楽天は、主に物を紹介していましたが、

情報商材では、情報を紹介するのです。



どちらにしても、あなたが販売するのではなく、あくまで紹介するのです

から、

どちらもそんなに変わらないですよね？

ブログで、バックを紹介する代わりに、

情報商材を紹介する。

それだけの事です。

ですから、アフィリエイトを始めるのは、シーサーブログを開設する程度

の難易度で始められます！



第６章：始めるのは簡単だけど、紹介するのが難しい

（１）アフィリエイトで月５０００円を稼ぐ人は、５％と言われています。

これは、2008年 7月のある日の出来事です^^; 
 
初めに出てきた図と同じものです。

この上の図の中で、 
少し見づらいですが、アフィリ報酬と言うのがあります。

これが、私が頂ける報酬なのです。

こんなのもあります。

2008年 07月
確定報酬

額
3,000円

他にも楽天とありますので、あわせると月３万円はありますね？

アフィリエイトは、実践すると分かるのですが、



始めるのは、携帯電話の契約するのと同じくらい簡単に始められます。

でも、

紹介して、その方が、購入してもらうのが、難しいのです。

その辺りの売るためのコツは、非常に難しいです。

実際、ノウハウがさくさん情報商材として販売されているくらいですから。

そのなかでも、定番は

アフィリエイトの教科書的存在の

日給８万円

⇒ 日給８万円レビュー

夢リタ

⇒ 夢リタレビュー

現在は、この二つが王道だと思います。

このレポートでは、アフィリエイトしませんが(^^) 
いろいろと興味があれば情報収集されるといいと思います。

http://infotop.aaa-mall.com/yume.html
http://aaa-mall.com/infotop/8mann.html


（２）最後に

これで、レポートは終了となります。

このレポートのまとめ

■ 楽天アフィリエイトは簡単に始められる！

■ アフィリエイトを始めるのなら、シーサーブログがおすすめ

■ お小遣いを３万円以上増やすのなら情報商材アフィリエイト

■ アフィリエイトの教科書は 日給８万円 と 夢リタ

このレポートに限らず分からないことがありましたら、何でも下記へメー

ルして下さい。

私に分かることなら何でもお答えします。（個人情報以外^^;）
⇒ kanngaeru2007-haxtukousya@yahoo.co.jp

それでは、連絡をお持ちしています(^^) 
 
吉本新喜劇が大好きなしんでした(^^) 
 
■発行者情報

発行者 : 新一

なんでも相談１号 : http://www.formpro.jp/form.php?fid=31210

なんでも相談２号 : http://my.formman.com/form/pc/ReSfZjUYt6QgKfc1/

http://my.formman.com/form/pc/ReSfZjUYt6QgKfc1/
http://www.formpro.jp/form.php?fid=31210
mailto:kanngaeru2007-haxtukousya@yahoo.co.jp


ライブドアブログ : http://aaa-mall.livedoor.biz/
アフィリサイト : http://infotop.aaa-mall.com/

■新一

年齢 ：40 歳付近^^; 
拠点 ：日本(^^) 
 夢 ：沖縄でリゾート暮らし

近未来 ：キャンピングカーで日本一周

趣味 ：アフィリエイトでサイト作成

職業 ：会社員＋アフィリエイター

■編集後記

なんで、あるの編集後記がここに？

まあ、新一なのでお許し下さい。

いつも、レポートが長くなりご迷惑をおかけしています。

ここにお詫び申し上げます^^; 
 

それと、私のメルマガ一度で良いので読んでみて下さい。

何かあればメール下さいね。

ではまた。

明日もあなたに幸運が訪れますように！

http://infotop.aaa-mall.com/
http://aaa-mall.livedoor.biz/


次回も、お楽しみに！

まぐまぐ！のメルマガ

メメメルルルマママガガガ 考考考えええるるる時時時間間間ををを作作作ろろろううう（（（創創創ろろろううう）））

時時時給給給１１１万万万円円円をををサササイイイトトトアアアフフフィィィリリリエエエイイイトトトででで稼稼稼ぐぐぐ

http://archive.mag2.com/0000263377/index.html
http://archive.mag2.com/0000240809/index.html
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