
再配布可！「究極の自動集金マシーン」

1件無料配布するだけでなんと1万円の収入！リスクなし！毎日片手間で現金収入を

得たい‥そんな夢をかなえてくれるのがこの「究極の自動集金マシーン」です。

これから、この「究極の自動集金マシーン」の起動説明をします。

１つずつ順番に、手順に従って行ってください。2～３時間で設置完了です。

設置した方には有用な特典を差し上げます。

間単に手順を説明します。

１、準備する。

★フリーのメールアドレス。

★フリーツールのダウンロード。

★フリーのホームページ。

２、始めよう。

★フリーでの登録可能なサイトに登録する。

３、マシーンの設置。

★ホームページ（ブログ）に自動集金マシーンを設置する。

★その際に５万円～１０万円稼いでしまう。

４、宣伝する。

★メルマガ、無料レポートなどで宣伝する。

５、メンテナンス。（完全版）

★アクセスをあげる。

もっとも効果的な収入を得る為の方法。

以上です。

注！ここからコピーする。（後で説明します）

１、準備する。

まず、フリーのメールアドレスを取得しましょう。

YAHOO、GOO、など、たくさんあります。　

３～５個は持っておきましょう。

言うまでもないので、リンクは省略しますね。　

メルアドを登録したら、フリーツールをダウンロードします。

これは、各アフィリエイトへの登録をするために、絶対に必要になります。

大幅な時間の短縮になるのです。

OpenOffice.org 2.0.4のダウンロード

これは、後ほど必要になります。



インストールしておきましょう。

http://ja.openoffice.org/download/2.0.4/index.html

　「ai bar」

という自動入力ソフトです。

もちろん、フリーソフトですのでご安心ください！

下記ページの下の方にあるダウンロードをクリックしてください。

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se366961.html

インストールがうまくできない場合やVBランタイムが必要な場合はLZH圧縮したものをお

試しください。 LHMeltなどのLZH解凍ソフトで解凍してsetup.exeを実行します。

a iBAR2000 (VB ラ ンタイムあり ) 約 1 ,800k

上記のリンクからDL してくださいね。

ダウンロードしたら、圧縮解凍ファイルが降りてきます。

次に、解凍します。

set upをクリックして、インストールします。

立ち上げたら、必要な情報を入力します。

図のように、入力したら完了です。

後は、各登録のページに行けば、勝手にこの内容が入力されています。

どうですか？　はじめだけの入力で後は、サイトを見てクリックするだけです。

一瞬で、入力フォームにこのように登録内容が反映されます。

後 は勝手に、「 a ibar 」 が、入力してくれます＾＾

さくっ！　ほらね。入力はわずか２秒かかりません。

（ココからが重要ポイントです）

全て登録すると山のようにメール広告を受信する事になりますが，

心配要りません。

その対処の方法は次の手順に従ってくださいね。

１、登録したYahooメールにログインして　フォルダ(新規作成)をクリックし

　　フォルダ名を（ゲットマネー）と名前をつけて登録します。

２、（メールオプション）をクリックし（フィルターと受信通知設定）を

　　　クリックします。

３、追加をクリックし（Fromが次を含む）の隣の四角に例えば（GetMoney!）を入力します。

　　（移動先フォルダを選択）の▼から（ゲットマネー）を選択し保存します。

４、同じようにメールフィルターの追加から　先ほどと同じ手順で（Fromが次を含む）

　　の隣の四角に(aaaaaaaa)を（含まない）　　移動先（ごみ箱）で保存します。

これでGetmoney事務局からのメールはフォルダに

他のメールはごみ箱に異動するようになります。

この設定でどれだけ広告メールを受信しようがゴミ箱に行くので整理が出来ますね

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se366961.html
http://ja.openoffice.org/download/2.0.4/index.html


GetmoneyのHPからメルマガの新規登録をした場合など，登録したアドレスに

送られたURLから本登録をする場合がありますがその場合には，ごみ箱を開いて

登録を完了します。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

「でも、登録が面倒くさい！ポイント貯まるまで何日かかると思ってるんだ！」

おっしゃるとおりです。しかし！ここからが本題です。

さあ，ここからは登録しまくります。かなりの登録や書き込みの手間が掛かります。

ほとんどの方が，すごく面倒臭く感じる方もいるかもしれません。

登録作業が大変そうだ・・・と思ったかたも多いのではないでしょうか？

その通り，このビジネスは確実に収入にはなるが登録作業が大変なのです。

でもご安心下さい！その面倒な登録作業を大幅に短縮し簡単にしてくれる

ソフトがあるのです。そのソフトを使うと名前や住所などをイチイチ入力

する必要がないので登録作業が10分の１の時間で出来てしまいます。

このように、各アフィリエイトへ登録してから、メール設定を必ず行いましょう。

★フリーのホームページ。

各サイトは無料なので、好きなサイトを選んで登録してくださいね。

dtiblog

http://blog.dtiblog.com/

http://blog.ninja.co.jp/

http://blogs.yahoo.co.jp/

その他検索すれば、たくさん出てきます。

登録したら、自動集金マシーンを設置します。

その前に、自動集金マシーンを作成しましょう。

★各アフィリエイトへの登録。

必ずこのファイルのリンクから登録してください。

２、始めよう！　マシーン作成。

では、設定をはじめます。

非常に重要ですので、設定は確実に行って下さい。

ここの設定が無事完了すれば９９％は成功したいえるのです。

ここでは【１３ヶ所の無料登録サイト】でアフィリエイター登録をします

これらのサイトへ登録しておくと、「究極の自動集金マシーン」を

、ダウンロードした方が貴方と同じように登録します。

すると、貴方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。

アフィリエイターは通常それぞれのサイトを個別に宣伝していますが、

http://blogs.yahoo.co.jp/
http://blog.ninja.co.jp/
http://blog.dtiblog.com/


「究極の自動集金マシーン」として宣伝すれば

個別に宣伝する必要がなくなり、かつ宣伝効果は数十倍です！

いわゆるタイアップ戦術というやつで非常に効果があります。

色々と経験されている方ならこのシステムのすごさが分ると思います。

以下のサイト１４箇所全てに登録をしてください。

もちろん実績のある優良サイトですので、きちんと報酬は支払われますし、

個人情報が流出したりはしませんからご安心を！！

また、自分の知っているサイトへの追加もすれば、さらに収入は増えるはずです。

多ければ多いほど、参加者が増えるのでどんどん追加して良いと思います。

登録した分だけあなたの収入が確実にＵＰします。

【重要】

　以下のサイトへ登録すると、それぞれの紹介用のリンクアドレスがもらえます。

　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！

　これをやらないと収入になりません。確実に完了して下さい。

　-----------------------------------------------------------

-

①Get Money（紹介報酬５０％）

　高額現金獲得メールがたくさん送られてきます。

　友達紹介もでき、他のリードメールと違いメールを読むのに

　時間待ちをしなくてよいので効率的でお勧めです

　なお、自分の紹介者がポイントを獲得した場合

　その"半分"獲得できます。

http://dietnavi.com/?id=1143595

②コムズリンクスタッフ

（紹介報酬１０００円）

　

　今かなりの速度で伸びてきているコムズアフィリエイトです。

http://www.comzz.co.jp/gw/?B600linkstaff/493640

③げん玉　

登録すると、５０円貰える。また、ポイントが現金に変えれる。

いろいろ読みまくって、ポイントを貯めよう。

 http://www.gendama.jp/invitation.php?frid=909342

http://www.gendama.jp/invitation.php?frid=909342
http://www.comzz.co.jp/gw/?B600linkstaff/493640
http://dietnavi.com/?id=1143595


④ＳＯＨＯ・起業家を成功に導く電子書籍販売ツールを提供・・インフォカート

紹 介者が発行者登録をすると 1 500 円 貰えます。

http://www.infocart.jp/?e=vpz3323

⑤インフォスタイル

なんと、登録無料で紹介者が登録するだけで4800円の収入です。

超お勧め！

http://www.info-style.co.jp/index.php?user=1169880388

⑥インフォトップ　

あたらしい形のアフィリエイトです。

２ティアで報酬が貰えます。とにかく登録しておきましょう。

http://www.infotop.jp/two.php?pid=16048

⑦スキマ・アフィリエイト（紹介者が登録すると１人につき５００円）

このサイトは 無料登録するだけで１０００円もらえます。

スキマビジネス（全情報）の注文があると１００００円 などのように、

報酬額が決められています。

　またＰＣ、携帯電話に対応しておりますので、どちらからの売上でもカウント可能です。

毎月末締めで、翌月１０日が支払い日となっています（１０日が銀行営業日で

　ない場合は翌営業日）合計金額が５０００円未満の場合は繰越処理となります。

http://sbiz.jp/af/u/?af=028669

　

⑧ＰＷＣ・アフィリエイト（紹介報酬５００円）

　

　ここも今なら登録するだけで１０００円。

　商材は株投資・仕手筋・材料銘柄・ファンド動向・極秘情報

　となっていて、価格も良心的なので宣伝次第で__________かなりの

　収入源になる可能性を秘めています。

　http://pwc.jp/af/r/?af=012060

⑨Jパスポート（紹介報酬１００円）

　今なら登録するだけで３０００円。

　初回の紹介報酬こそ１００円と少ないですがその紹介者がリンクスタッフを

　獲得するとなんと、３０００円の報酬があります。

http://pwc.jp/af/r/?af=012060
http://sbiz.jp/af/u/?af=028669
http://www.infotop.jp/two.php?pid=16048
http://www.info-style.co.jp/index.php?user=1169880388
http://www.infocart.jp/?e=vpz3323


　http://track.jpassport.jp/4m56or0x94vs/

⑩秘密屋（紹介報酬２段階２０％－２０％）

　魅力的な２段階報酬です！！

　１段目：紹介者が獲得したポイントの２０％

　２段目：紹介者の紹介者が獲得したポイントの２０％

　秘密屋に登録すると５０ポイント（５０円）獲得できます。

　さらに私のところから登録されますと、

　更に２０ポイント入りますので、

　計７０ポイント（７０円）獲得になります！

　http://www.h-ps.jp/regist.cgi?MAAKUN1109

⑪Info-Cash　（紹介報酬１２０円）

　

　無料登録するだけで、プレゼント抽選となります。

　今なら新規登録１００円＋紹介されたあなたにも＋３０円キャッシュバック

　されます。

　 http://www.info-cash.com/cgi-bin/jp/nph-jp.cgi?id=maakun1109

　

⑫フルーツメール（紹介報酬３００円）

　有名なサイトですね。新規登録で１００ポイントもらえます。

　毎日懸賞やビンゴゲームがあります。また、メールでポイントを得ることもできます。

　まだ登録していない人は早速登録しましょう！

　

http://banana.fruitmail.net/cgi/introduce_jump2.cgi?3718017

⑬W-Point

　メルマガを読んでお金儲けをしよう！在宅で簡単に出来るから稼ぎたい方に最適です。

　１円から発信できる広告や１円貰えるメール受信などお得満載な収入メールです。

　利用者数25万人突破！キャッシュバック生活始めませんか？

　登録無料！登録簡単おすすめです。

http://www.w-point.jp/?sid=425721

⑭AFJ21

ここは今なら無料登録するだけで５０００円もらえます。

　アフィリエイトとしても広告売上の40％がもらえるよ。

http://www.w-point.jp/?sid=425721
http://banana.fruitmail.net/cgi/introduce_jump2.cgi?3718017
http://www.info-cash.com/cgi-bin/jp/nph-jp.cgi?id=maakun1109
http://www.h-ps.jp/regist.cgi?MAAKUN1109
http://track.jpassport.jp/4m56or0x94vs/


http://afj21.jp/adlink_pc.php?link=1&imno=4&adtp=2&adid=18898

-----------------------------------------------------------

　という感じで、ここで紹介したサイト（無料）へ登録しておくだけで、

「究極の自動集金マシーン」を無料配布すると、

１個配布につきなんと１万円近く入ります。

すべて登録を済ませた方は、

メールが沢山来るので、普段使っているものとは別のアドレスを用意してもいいでしょう

登録したら、まず、GETMONEYのポイントを貯めてください。

資料請求などをめんどくさがらずに行えば、全て登録すれば

5万円ぐらいになります。

AiBAR を使えば簡単に出来るはずです。

その他、フルーツメール、など、リードメールやポイントになる事を

AIBARを使って行えば、すぐに10万円は獲得できるでしょう！

とりあえず、確実に稼げますので、ポイントを稼いでください！

ちりもつもればやまとなる！

各サイト少しずつですが、毎日溜まっていけば、大きな収入になります。

何度も言いますが、簡単な作業です。

そのぐらいの作業で約2～3時間で、稼げる仕事が他にありますでしょうか？

頑張ってください！少しずつでも良いので、諦めないで頑張って下さい！

今すぐ、５万円～１０万円GETしてくださいね。

お疲れ様です。

それでは、ここの登録が済んだ方は、次の手順へお進みください。

ここが設定出来たらもうすぐです！頑張りましょう！！

３、集金マシーンの設置

それでは各サイトに登録が終わりましたら、あなたのホームページに

マシーンを設置しましょう。

集金マシーンの設置方法。

私のホームページをコピーして、少しだけ文字や内容を変えて、

アップ（貼り付けて）してください。

テンプレート（ページ）をそのままコピペしてください。

楽チンでしょ＾＾

さらに、このファイルも全てコピーして構いません。

ただし、あなたの言葉である程度変えてくださいね。

このファイルの文字をコピーして、各サイトのURLを自分のアフィリ（紹介URL）URLに書き

換えて下さい。

http://afj21.jp/adlink_pc.php?link=1&imno=4&adtp=2&adid=18898


そうしないと、あなたにお金が入らないで私に入金されてしまいますよ（笑）

また、そのような誘導は、違法行為ですので、必ず、

新しく登録する人の自分のアフィリ（紹介URL）URLに書き換えて

頂くようにしてくださいね。

次にコピーした内容のファイルを、PDFに変換します。

そこで、始めにダウンロードした、

OpenOffice.org

を使います。

すると、簡単にハイパーリンク付きのPDFファイルが作る事が出来ます。

コピペ→URL書き換え→アップ（貼り付け）です。

＠ブログに、コピペでテンプレートを貼り付ける。

＠OpenOffice.org に、このファイルをコピーして、

　　紹介URLだけ、自分のに書き換える。（PDFこのファイルの全てを選択してコピー）

＠マシーン（ファイル）をアップロードする。

＠ダウンロードボタンに、DL　URL をリンクする。

以上です。

とりあえず、ここまでで自動販売機は完成です。

私のページを参考にしてください。

内容はほぼ同じようにしても構いません。

ただし、少しだけ言葉を変えてくださいね。

４、宣伝する。

せっかく苦労して作った集金ロボも、人に見てもらわないと

誰も使ってくれません。

当たり前の事ですが、なるべく多くの人に見てもらう作業をしましょう。

無料レポート登録。

無料レポートサイトはたくさんありますが、最近は非常に審査が厳しくなっています。とりあ

えずめげずに登録しましょう。

リードメール・トラフィックエクスチェンジ　以外と効果は高いものです。クリック保証ものを

使うと良いでしょう。安ければ500円で2000クリック程度が保証されるものもあります。

SNSを利用する

日記の端っこにでもちょこっと無料プレゼントとしてダウンロードできるようおいておきましょ

う。

ここから最大のプレゼントです。有料のものに負けない、超優良無料あしあとツールプレ



ゼント！

ダウンロードはこちら

http://jeeee.net/mixi/

また、こちらはダウンロードなしで動くあしあとツールです。

http://www.mixisurf.com/

（注意！むやみなあしあと付けはID削除につながります。ほどほどに。また、ID削除を免

れるにはプレミア会員登録が有効です。）

掲示板で宣伝

特典として差し上げます。無料で数百の掲示板で宣伝ができます。

特典を差し上げる条件！！

上記１４サイトのうち、いずれか１０サイト以上にご登録ください（すでに登録されている場

合は「登録」とみなします。   10      件との件名とあなた自身の獲得した紹介      ID      をご記入し、  

以下の      URL      のフォームでご返信ください。  速やかに確認後メールにてご返信いたします。

何分勤めにも出ておりますので、返信に 1～2 日かかることがございます。その際はご容

赦ください。

　　　　　http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P45721197

「宣伝ツール」内容

DM一括送信ソフト（５種類）スパムにならないよう気をつけてください！

ＳＥＯ（検索エンジン最適化）ソフト

ビジネス掲示板のパラメータ集

メールアドレス生成ソフト

自動メルアド＆掲示板ＵＲＬ収集ソフト

自動掲示板パラメータ生成ソフト

自動掲示板書き込みソフト（パラメータ付き）

ＦＴＰソフト

■掲示板約６７，０００件

また、ご希望の方は私がMIXIにご招待します。メールフォームにMIXI招待希望とご記入く

ださい。

http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P45721197
http://www.mixisurf.com/
http://jeeee.net/mixi/


このページはそのままコピーしてお使いください。

（多少、言葉を変えてください）

無料レポートに登録するだけでも毎日 1人は登録してもらえますよ。

頑張って登録、宣伝してください！

おまけ

かつての高額有料情報が無料で見られます。見て損はありません。

http://okane.daa.jp/

http://100en.sakura.ne.jp/

http://100en.sakura.ne.jp/
http://okane.daa.jp/

