
机上の実論！ 
 

完全無料！！ 

  実行可能な方法で 
即金 3 万円が手に入ります。 
 

絵に描いたもちではない 

副収入 15 万も十分可能 

ここ最近は、まったく儲けることのできない机上の空論的なノウハウが多くて、 

実際に儲けることができないのが実情です。 

しかし、このノウハウは、最後まで読んで頂いて、真面目に 

実践していただければ、確実にあなたは収入を得ることができるノウハウです。 



是非、頑張って実践してみてください。 

必ずあなたは、低労所得を手にすることができます。 

そこで今回は、高率ポイントサイトを使い、あなたに低労所得を 
体験していただこうと考えております。 
 
 
とここまで書くと、なんだポイントサイトの紹介かと思われるかもしれませんが、

従来なかったいろいろなノウハウを使って稼いでいただきます。 
 
 
そのノウハウについても説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。 
 
 
まずここで紹介しているサイトへ登録していただきます。 
もちろん、全て無料ですよ。 

 

 

まずこれらのサイトへ登録しておくと、このツールがダウンロードされたときに、

閲覧者があなたと同じように登録します。 
 
 
すると、あなたへ収入が入るというわけですね！ 
簡単ですが、確実に、そして自動的に収入が入るわけです。 
 
 
通常はそれぞれのサイトを個別に宣伝していますが、 
ひとまとめにして宣伝すれば 
その必要がなくなり、かつ宣伝効果は数十倍です！ 
いわゆるタイアップ商法ですね。 



ポイントサイトも儲かるものと儲からないもの、 
昔は儲かったがいまは儲からないものというように、 
いろいろある中で、効率良く儲かるものだけをセレクトしてお届けして 
おります。 
 

★★★ここが一番大事★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 以下のサイトへ登録後、それぞれの紹介用のリンクをもらえるので、 

 そのリンクのアドレスで下のそれぞれのアドレスの部分を置き換え 

てくださいね！ 

 それで完了です。 

 すでに登録済のものは、そのままあなたの紹介リンクに書き換えて 

いいですよ。 

 あなたの成功を祈ってます♪ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 

①GetMoney! 

 メールをチェックしたりするとポイントがたまって換金できるサイト 

です。 

 サイトにログインして無料登録や無料資料請求すると数万円は確実に 

手にはいります。 

 まずは確実に数万円ほしい方にはおすすめです。 

 普通にメールチェックだけでもポイントは確実にたまります。 

 

 更にポイントの獲得方法は、これだけでは、ないんです！ 

 あなたが紹介した紹介者がポイントを獲得した場合、その半分の 

ポイントを、あなたに加算します。 

 つまり、紹介者が増えるほど、ポイントはたまりやすくなります！ 

 

 例えば、あなたの紹介者が、１００，０００ポイント（１０，０００円）

を獲得したとします。 

 すると、紹介者であるあなたに半分の５０，０００ポイント（５，００

０円）を加算します。 

 ざっくり計算しますと、 

   ２０人を紹介します。そして、紹介した２０人が、１００００円分

のポイントを獲得すると 

   ２０人×（１００００円／２）＝１００，０００円 

 を、獲得できます。 

 

 これで、とってもたくさん稼げますね♪ 

 

 登録はこちらからお願いします。 
 

 http://www.dietnavi.com/?id=371060 

 



②げん玉 
 げん玉（げんだま）のポイント獲得方法  
 【げん玉のサイト訪問】  
   『毎日ポイントＧＥＴ』  
   ・ポイントの森 クリックポイント 5P×2 回（昼,夜）＋α  
   ・ウェブ検索をするだけで 2P×4 回  
   ・詳しくみてゲッチュ 1～10P（１広告１回）  
   『毎日３万円ＧＥＴ』  毎日 1,000 円が 30 名に当たる  
   ・３万円の館に応募するとクリック広告が出現 5P＋1P  
   『ビンゴゲーム』 ゲームに参加してボーナスポイント GET 
   『げん玉電鉄』 運がよければポイントＧＥＴ ２回チャレンジできる  
  『ショッピング』（１００％ポイント還元)・無料登録  
    口コミを書いて優良口コミには５Ｐ  
 【げん玉のポイント付メール】  
   ・げん玉から送られてくるメールのＵＲＬをクリックしてポイントＧＥＴ  
 【げん玉のリアルサーチ】  
   ・げん玉のアンケートに答えるだけでポイントが貯まります  
 【げん玉の月間ポイントランキング】  
    ・１位になるとポイント ２倍  
    ・１位～１０位に入ると賞金ポイントがもらえる  
 【ログスター（ＬｏｇＳｔａｒ）】  
   ・げん玉のブログライターです。  
    ブログを持ってる方に超おすすめです♪  
 【ポイントサイト＋ブログライター】  

・ いろんな稼ぎ方が出来る多目的お小遣いサイトは稼ぎやすい！ 
はこちらから登録すると２５０ポイントの登録ボーナスがありますので 

お得です。 
 
 http://www.gendama.jp/invitation.php?frid=2187307 
 
 
③POINT PAY(ポイントペイ)は、3ティアの紹介制度が特徴のポイントサイトです。 

2段階ポイントバック機能・紹介者自動付与機能・紹介者チェンジ機能・紹介メール機能 

といった斬新な紹介システムが特徴です。 

 

◆300 円からの低額換金! 

イーバンク銀行のみ対応、300 円から換金可能なので、換金しやすいでしょう。 

 

◆紹介ポイント(2段階ポイントバック方式)  

POINTPAY が用意している紹介者バナー、テキスト、メール文章を利用して宣伝し、 

紹介者を得ます。 

紹介した人(子会員)の獲得分 30%、さらにその人の紹介した人(孫会員)の 

30%が永続的に加算されます。  

登録はこちら↓ 

 

http://pointpay.jp/member_regist.aspx?LinkID=736030 

 



当ノウハウは、このポイントサイトを利用して、キャッシュパック商品に申し 

込みをし、ポイント（現金）を貰うだけの戦略ではありません。 

ただ、無料の簡単なお申し込みでも、高額なポイント（現金）を獲得できます。 
 
よって、迅速に利益を得たい方は、 
 

申し込みをしてポイントを獲得するのも賢明な策であると進言致します。 

ＦＸやクレジットカードの申し込みで１サイト３万はキャッシュバック可能です。 

 

巷で販売されている情報商材の９５％以上は購入しても 1000 円以上稼ぐこ 
 

とはできませんが、当マニュアルはその点に関しては問題ありません。 

会員登録が済みましたら、各サイトでアップしているポイント付き広告を 
見てみてください。 
 

1000 円分以上キャッシュバックされる商品が、2009 年 2 月現在で 

１00 件以上もあります。キャッシュバックの条件は各商品によって違いますが、

申し込みをすれば、最低 1000 円分以上になる商品が、 

こんなにもあります。 

また、上記では紹介しておりませんが、キャッシングがブラックの方は、外国 

為替証拠金取引（ＦＸ）のロ座開設や結婚情報サービスの会員登録、生命保険 
 
 
の無料相談、クレジットカードの現金化などで、1000～4000 円分 



のキャッシュバックがあります。 

いろんな問題があって、高額キャッシュバックのキャッシングや 

クレジットカード系の商品に申し込みができない方は、 

是非、上記の商品に挑戦してみてください。 

どうせ、申し込みだけでキャッシュバックされます。 

お金は無いより、あった方が１００倍良いです。 

上記に記した高単価ポイントやその他の商品に申し込みをすれば、 

２万～３万ポイントなんて楽勝のはずです。 

現金換算すると、２～３万円です。 

巷で販売されている情報商材の９５％以上は購入しても 1000 円以上稼ぐこ 

とはできませんが、当マニュアルはその点に関しては問題ありません。 

それから、報酬の受け取りについてですが 
 

イーパンク銀行口座を持ってない方がいれば口座開設を勧めます。 

イーパンク銀行 
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U2RT9+3F8RRU+74E+63H8I 
 

現代のネット社会において、ネット専業銀行に口座を一つ作つておいて 

損はないと思います。 



一- - 

当マニュアルの肝は、 

自分の下の紹介者をザクザク増やす事が一番重要です。 

現在、自分が獲得したのはＡ君だけ、Ａ君が獲得したのはＢ君とＣ君だけ。 

しかし、仮に自分が子グループとして１０人（Ａ～Ｊ）を獲得して、 
 
その１０人（Ａ～Ｊ）が、孫グループとして各１０人を獲得した場合は、 
 
孫グループが１００人の大メンパーになります。 
 

この説明を見ると、ネズミ講ではないか、ＭＬＭではないかと心配になられる 

人もいるかもしれませんが、 

この制度はティアといい、２ティアを例にすると、2 ティアの｢ティア｣は｢ＴＩＥＲ｣ 

と書き、「段階」等の意味を持ちます。段階的な報酬、というイメージであり、 

ただの「紹介制度」です。 

それでは次の説明に入ります。メールフォームを作ります。 

フォームズ 
http://www.formzu.com/ 



メールアドレスを挿入して、「フォームを作成」を 
 

クリックしてください。 
 

ここで使うメールアドレスはＹａｈｏｏ!メールなどの自動返信機能があるとこで、 

新規にメールアドレスを作成してください。 

自分の入力したアドレスに問題がなければ 

「利用規約に同意しました」をクリック。 

フォームの名前は「【完全無料】権利収入で不労所得を獲得する秘技」 

にしました。パスワードを入カ後は「次へ進む」をクリック。 

「フォームを表示」をクリックすると、画面右部分に 

現在のフォームの状態が確認できます。 

「お名前」や「メッセージ」は不要なので、「削除」を 

クリックして消して、メッセージも同様に削除してしまいます。

必要なのは、メールの入カ画面だけです。 

メールアドレスのみにする理由は、名前や性別などは基本的に必要ないですし、 

いろんな入カ事項あると、申込みする人が面倒になるからです。 



-－－

「保存して終了」をクリック。 

画面が切り替わり終了です。下記のＵＲＬをクリックすると先ほどの 

メールフォームが立ち上がります。 

フォームを保存してログアウト 

言い忘れるとこでしたが、あなたのメール受信箱には 

フォームズよりメールが届いています。 

その中にあるフォームズＩＤはログインＩＤになります。 

大切に保管をしてください。 

ここまで来たら、あとはもう少しで終了ですから頑張ってくださいね。 

低労所得を得るためです。 

あなたが今まで読んできた当マニュアルのＵＲＬを 

あなたの専用のＵＲＬに変えます。 

このマニュアルには著作権がありますが、購入者にはＵＲＬを 

改変後に再配布をＯＫとしております。 

文章をそのままお使いください。 

このファイルを一旦ワードファイルに変換し、そのファイルに、 



あなたの専用ＵＲＬを載せて、ファイルを再びＰＤＦファイルに変換します。 

（※後述します） 
 

ＵＲＬを変える場所は、当マニュアルの肝であるポイントサイト、 
 
 
イーパンク銀行などです． 
 

イーバンク銀行の報酬は１件３００円と安価です。 

しかし、月１０人が申し込んでくれれば 3000 円の不労所得になります。 

こんな小銭を集めるのも不労所得の第一歩です。 

銀行の広告を扱つているＡＳＰ 

（アフィリエイト・サービス・プロパイダー）は A 8.ｎｅt です。 
 
http://www.a8.net/ 

 

ここに登録して、イーバンク銀行の広告プログラムに参加します。 

あなた用のＵＲＬは「紹介用リンク」をクリックすればあります。 



このノウハウの肝は、あなたは変換した 

ワードファイル内にあるＵＲＬを自分専用のＵＲＬに変えて、 
 
マニュアル内にあるポイントサイトに、あなたの経由で 
 

誰かに入会していただいて、ガンガン高額の 

キャッシュバック商品を申し込んでもらえばＯＫです。 

次に重要な部分として、ＰＤＦファイルをワードファイルに、それを今度は 
ＰＤＦファイルに変換しないといけません。 
 

変換用ソフトは 2000～3000 円を出せば買えます。 

しかし、変換作業は基本的に 2 回しかやらないので、無料の商品で十分です。 

参考にしてください。 
PDF→Word への変換 
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/writing/se435636.html 

 

Word→PDF への変換 

http://xelo.jp/xelopdf/xelopdf/download.html 

 

Word→PDF へ変換するソフトですが、これを無料で使用するには 
 
シリアル番号を取得し、認証させる必要があるのですが、これがちょっと 
 
曲者でして、ちょっとしたコツがいるんです。 
(私も最初はうまくいきませんでした。) 
 
以下にそのコツと、あわせてソフトの使い方もご説明します。 



ソフトをダウンロード、インストールしたら、シリアル番号を請求するダイアログが 
でてもすぐにクリックしないで下記ＵＲＬをクリック 
 

https://xelo.jp/xelopdf/user/form/ 

 

フォームに必要事項を入力、ここではそのまま。 
 
先ほどのダイアログのシリアル番号を請求するボタンをクリック。 
(私が最初にやったときは何かシリアル番号を請求するフォームが自動的に起ち上がる 
のかと思いましたが、何もでませんでした) 
 
すぐに必要事項を入力したフォームの 内容確認→送信とクリック。 
 
あなたのメールアドレスに、シリアル番号が記されたメールが来ていますので 
 
ダイアログの空欄にシリアル番号を入力、登録のボタンをクリック 
 
これで使用できるようになりました。 
 
次にＰＤＦに変換したいワードファイルを開く。 
 
ファイル→印刷とクリック 
 
プリンタ名のところに、このソフトの名前を選択し印刷をクリック。 
 
ＰＤＦに変換されますので 保存 をクリック。 
 
つまりプリンターを使うのと同じ要領ですね。 



かなり使い易いソフトです。 

ＰＤＦファイルに変換後は、無料ブログであればどこのサービスでもいいので 

借りて、そのブログに変換したＰＤＦファイルをサーバーにアップします。 

ここでは、Ｓｅｅｓａａブログにアカウントがあることを前提に解説していきます。 

「記事投稿」→「ファイルマネージャ」の順番にクリックします。 

参照でアップロードするファイルを選択後「アップロード」 

をクリックして終了です。 

この画面を下にスクロールすると「コピー」があるのでクリック。 

ファイルＯ 

□〔回璽〕 タイﾄルｰ 
 

□  tｅｓt1234pdf 

ディレクトリー 容量一 種類一 登録日時- 
 
 /image   13DKB その他〔〕7/21 22:45 
 



ファイルＯ 
□〔MEE〕 タイトルー  ディレクトリー 容量一 種類一 登録日時- 
  ﾛ   tｅ=i=t134pdf   /image   13DKB その他〔〕7/21 22:45 
 

一且、コピーしたソースをメモ帳でいいので貼り付けます。 

そこで、反転した青文字部分のみをつかいます。 

＜ｄ tlrｅr二
I’ 

このリンクＵＲＬの解説は後述します。 

CIIL＝I’L た!SL1Z3・4.pLr Ldr りａ＝・ bCIrlCI°.心 lzL1234,pdｘ/ロ） 

 

次はメールの自動返信機能の設定をします。 

ここでは、利用者の多いＹａｈｏｏ!メールでの設定で解説していきます。 

また、絶対にフォームズでメールフォームを作成する時のメールアドレスは、 

ここで利用するメールアドレスを使つてください。 

低労所得を実現するために、自動返信専用のメールアドレスを作ります。 

まず、メールオプションをクリックします。 



yah(⊃ｏリＡＰＡＮ 一 叫ｙａｈｏ(⊃トヘルプ！ 

 

メールの検索 ， Ｙａｈｏｏ!検索 

 

「自動返信」をクリック。 

こ、而らかじめ設定して 
‥ －－ ‥ 

返信定型文は私が臨時で作成した文なので、かなりアバウトですが、 

皆さんの工夫次第で訪問者がダウンロードしたくなる文言にしてください。 

あと、あなたの名前（仮名）を入れるも良し、メルアドを入れるも良し、です． 
 
ただ、ここで一番重要なのが、 
 

ＰＤＦファイルを皆さんにダウンロードして読んでもらうことです。 

それは絶対に忘れてはいけません。 



あなたは毎日１万円を完全無料でゲットすることのできる 
究極の無料レポートをブレゼントさせていただきます。 
 http://www.ｅｓａａ.net/ｉｍａｇｅ/tｅｓt1234.ｐdf 

この設定が終了したら、あなたが先ほど作成したフォームズのメールフォーム 

にメールアドレスを入れて、送信してみてください。問題なければ完了です。 

あなたがすることは、多くの人に作成したＰＤＦファイルを読んでもらい、 

多くの人にポイントサイトに入会してもらい、 

その中にある高額商品を最低１万～２万ポイント以上に 

申し込んでもらうことです。 

ただそれだけです。 

あなたは、フォームズで得たＵＲＬを巧みな文言で釣って、 

ザクザクそのＵＲＬを宣伝してください。 



URL h 廿 

ここで得たＵＲＬは掲示板でガンガン貼るのも良いですし、誰かにメールを送 

信する時、コッソリと下記に貼っておくのも良いです。 

こんな感じ↓ 
 
田中幸助 
 

PＲ確実にＩＯＯ万円以上稼げちゃう情報 

http://(フォームのＵＲＬ) 

ただ、「このＵＲＬをそのまま使うのは嫌だ」って人も大勢いると思います。 

そんな場合は無料で利用できるＴｉｎyＵＲＬ.ｃｏｍを使つてください。 
 
http://tinyurl.com/ 
 

これ以外にも、宣伝方法はいろいろあります。 

激増(http://www.gekizou.biz/join.php?aid=41912)と
いった無料レポートスタンドを使います。 

それでは、手順を追つて解説していきます。 

「無料会員登録」をクリックすると、画面が移動します。必要事項記入のうえ 

「新規ユーザー登録（完全無料）」をクリックしてください． 

確認して、記載内容に問題がなければ「会員規約に同意して登録する」 

をクリックしてください。 

激増運営事務局よりメールが来ているはずです。 

ＵＲＬをクリックすると登録完了です。 



-- 

－- 

- 

登録完了後はログインをして「新規コンテンツ登録」をクリックして、 

先に作成したＰＤＦファイルを激増にアップロードします。 

この時に一番重要なのが、激増にやってきた訪問者があなたの 

ＰＤＦファイル（無料レポート）をダウンロードしたくなる 

コンテンツ名やコンテンツキャッチにすることです。 
 
例えば、 
 
 ｢パソコン素人が毎日 8900 円の現金収入をゲット｣ 
 
 ｢小学生でもできる月収１９万円の簡単作業｣ 

「１日２０分の作業で１日 4620 円」 
 
など上記はコンテンツ名の一例ですが、 

こんな感じで、あなた自身が「おっ」と思うタイトルにしてください。 

文言、激増内はもちろん、毎日やってくるスパムメールの中にも 

ヒントがあるはずなので、それを参考に考えてみてください。 



下にスクロールすると「メールマガジンの登録が必要」 

とあるのでクリックします。 

- 

メールマガジンもあなた自身は読みたくなる 

「マガジン名」「マガジン詳細」をガツンと考えてください。 

発行者名は適当でいいです。 

ただし、このノウハウでは基本的にメールマガジンは 

面倒なので発行はしません。 

メールマガジンを活用して、もっと飛躍的に儲けたい人以外は、 

マガジン名やマガジン詳細は適当でいいです。 

次に、自分のＰＤＦファイルをアップロードすればＯＫです。 

登録先カテゴリーは「ネットビジネス」を選択、公開設定は無断での 

閲覧を禁止するために「非公開」、レビュー投票機能も「非使用」を選択して 
 
ください。 
 



これで無料レポートの登録は完了しました。 

今回、激増を使った理由は、まずレポートに審査がなく、 

どんな内容のレポートでも登録でき、この激増を利用する人が多いので、 

あなたのレポートが多くの人に行き渡るのです。 

その他、審査がなく激増同様に使える無料レポートスタンドを紹介します。 

イッキヨミ 



http://www.ikkiyomi.jp/account.php?rf_mb_cd=2305 
 ←あなたのＵＲＬに変更する 
 
レポマガ 

http://repomaga.jp/get.php?l=bd4edeceed ←あなたのＵＲＬに変更する 
 
ただレポ 
 

http://www.tada-repo.jp/top/pages/member_regist.jsp?int_usr_id=2310 ←あなたの 
ＵＲＬに変更する 
 
レポートキング 

http://report-king.com/ ←あなたのＵＲＬに変更する 
 
Free-book 
 
http://www.free-book.jp/ ←あなたのＵＲＬに変更す

る 
 

ネット上で検索すると、まだまだ審査のない無料レポートスタンドが 

たくさんあるはずです。 

ここでは多少グレーな技ですが、無料レポートを登録すると 

新着欄にアップされます。 

そんな理由もあり、多くの人の目に止まり、多くの人が 

ダウンロードしてくれます。 

しかし、時間の経過とともに、ダウンロードされる数が減ります。 

そこで、その対策を伝授します。 



ヤリ方は簡単！一且、無料レポートを削除。タイトル名を変えて、 

再度アップすればＯＫです。 

この調子で無料レポートをガンガンいろんな無料レポートスタンドに登録。 

効果がなくなれば、削除して再登録してください。 

この調子で頑張れば、１日最低２０人、１ヵ月で６００人の無料レポートが 

ダウンロードすることになり、その内の２０％があなたの子になれば 

１２０人、３０％だと１８０人の計算になります。 

仮に、１２０人が 5000 円のキャッシュバック商品に申し込んだ場合 

１２０人×5000 円×２０％＝ １２万円（１日平均 4000 円） 

もの報酬を手にすることができます。 

こんな面倒なやり方が嫌な人やどうしても、明日、明後日には現金は欲しい人 

には、爆発的な即金性がある、ヤフーオークションを使う方法もあります。 

この情報をヤフオクの情報カテゴリーで販売してください。 

私はこのノウハウをいくらで販売しようと一切関知しません。 

3000 円で販売されようと、9800 円で販売されようと、 

５万円で販売されようと、それは個人の自由とします。 



仮に、この情報が１万円で 1 週間に５本売れた場合には 

５万円もの収入になります。 

ヤフオクの情報販売は、自分自身の 

やり方次第で大金を手にすることができます。 

上記で解説したように、 

掲示板や激増やイッキヨミなどの無料レポートスタンド、ヤフオクなどを利用 

して、ガンガンあなたのＰＤＦファイルをダウンロードしてもらってください。 

ダウンロードされればされるほど、あなたの不労所得は倍増していきます。 

頑張ってください。あなたは実践するのみです。 

最後に、宣伝行為は各ポイントサイト 

の規約に準じて頑張ってください。 



 

当マニュアルを最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。 

 

当マニュアルはＰＤＦ→Ｗｏｒｄ、Ｗｏｒｄ→ＰＤＦへ変換する際、文字化け等が 

 

でないよう、画像も少なくし出来得る限りシンプルなものになっていると思います。 

 

ＰＤＦ→Ｗｏｒｄ、Ｗｏｒｄ→ＰＤＦへの変換 

 

実はここが当マニュアル作成にあたっての最大のポイントであり、当マニュアルを実行可能に 

 

するための生命線だったわけです。 

 

ともあれあなたが当マニュアルを活用し、利益を得られることをお祈りします。 


