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【【【【再配布権付再配布権付再配布権付再配布権付】】】】    

無料無料無料無料でででで PPCPPCPPCPPC 広告広告広告広告をををを使使使使うううう    

禁断禁断禁断禁断のののの裏技裏技裏技裏技    

        
「「「「ネットビジネスネットビジネスネットビジネスネットビジネスでででで知知知知るべきことるべきことるべきことるべきこと」」」」    

金泉金泉金泉金泉    勇次勇次勇次勇次    
 

 

 

 

【【【【重要重要重要重要】】】】    

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、このこのこのこのレポートレポートレポートレポートのののの無料配布権無料配布権無料配布権無料配布権をををを手手手手にににに入入入入れましたれましたれましたれました    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートはははは友達友達友達友達やややや知知知知りりりり合合合合いなどにいなどにいなどにいなどに自由自由自由自由にににに配布配布配布配布していただいてかまいませしていただいてかまいませしていただいてかまいませしていただいてかまいませ

んんんん。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの商品商品商品商品ののののボーナスボーナスボーナスボーナスやややや、、、、アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト特典特典特典特典、、、、見込見込見込見込みみみみ客客客客ののののＥＥＥＥメールメールメールメールをををを集集集集

めるためのめるためのめるためのめるためのオファーオファーオファーオファー、、、、どのようなどのようなどのようなどのような使使使使いいいい方方方方でもでもでもでも結構結構結構結構ですですですです。。。。    

ただしただしただしただし、、、、レポートレポートレポートレポートをををを編集編集編集編集、、、、圧縮圧縮圧縮圧縮、、、、抜粋抜粋抜粋抜粋などはしないでくださいなどはしないでくださいなどはしないでくださいなどはしないでください。。。。 
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「「「「ネットビジネスネットビジネスネットビジネスネットビジネスでででで知知知知るべきことるべきことるべきことるべきこと」」」」    

    

作者作者作者作者はははは無料講座無料講座無料講座無料講座.jp.jp.jp.jp にてにてにてにて、、、、上記上記上記上記のののの講座講座講座講座をををを開開開開設設設設しておしておしておしてお

りますりますりますります。。。。ネットビジネスネットビジネスネットビジネスネットビジネスをををを始始始始めるめるめるめる方方方方にににに向向向向けたけたけたけた本当本当本当本当のののの

情報情報情報情報をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええ、、、、私私私私のののの経験経験経験経験やややや実際実際実際実際にににに使使使使っっっっ

ているているているているサービスサービスサービスサービスをごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しししし、、、、無益無益無益無益なななな情報情報情報情報やややや儲儲儲儲けけけけ主義主義主義主義

のののの情報商材情報商材情報商材情報商材をををを販売販売販売販売しないしないしないしない所存所存所存所存ですですですです。。。。    

    

もしもしもしもし、、、、ごごごご興味興味興味興味があるようであればがあるようであればがあるようであればがあるようであれば、、、、こちらのこちらのこちらのこちらのアドレアドレアドレアドレ

ススススよりよりよりより、、、、詳細詳細詳細詳細をごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。    

http://http://http://http://xnxnxnxn--------xxtn8m9mkb9z.jp/xxtn8m9mkb9z.jp/xxtn8m9mkb9z.jp/xxtn8m9mkb9z.jp/netbiznetbiznetbiznetbiz----d/d/d/d/    

（（（（    無料講座無料講座無料講座無料講座.jp.jp.jp.jp へはこちらへはこちらへはこちらへはこちら    ⇒⇒⇒⇒    http://http://http://http://xnxnxnxn--------xxtn8m9mkb9z.jp/xxtn8m9mkb9z.jp/xxtn8m9mkb9z.jp/xxtn8m9mkb9z.jp/    ））））    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、メールメールメールメール講座講座講座講座でおでおでおでお会会会会いできることをいできることをいできることをいできることを楽楽楽楽しみしみしみしみ

にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。    

金泉金泉金泉金泉    勇次勇次勇次勇次    
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

PPC 広告は単純にして、効果の高い媒体です。 

そして、多くの方が参加されています。 

昨年の迷惑メール法の改正以来、メルマガアフィリエイトから、

PPC アフィリエイトに移動していることもご存知かと思います。 

その PPC 広告を無料で使ってしまうチョイテクをご紹介します。 
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PPCPPCPPCPPC 広告広告広告広告とはとはとはとは    

PPC 広告とは、Pay Per Click の頭文字をつなげたもので、代表

的なところでは、Google、Yahoo の検索結果の上部、サイドに

表示される広告です。 

Yahoo の検索結果では、赤く囲んだ部分になります。 

 

なぜ PPC 広告が効果的かというと、狙ったキーワードを使った訪

問者だけに広告が表示できることです。 

関係ない場所に関係ない広告をいくら出しても意味がありません。

必要な人の目にはいるように広告を表示し、最適な人だけがクリ

ックしてくれるようにする必要があります。 
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検索しているキーワードに適した広告を表示することができるの

が、PPC 広告です。 

そのため、検索結果という人それぞれ違い画面に最適な広告が表

示されるということになります。 

 

しかし、SEO という言葉もあります。SEO とは違うのでしょう

か？ 

SEO は上位表示するためのテクニックです。PPC 広告は上位表示

をお金で買うと言う行為です。結果は一緒ですが、そのスピード

は格段に違います。 

 

例えば、新規で参入する場合、競合の少ないキーワードであれば、

SEO を駆使して上位表示することも可能ですが、すでに先駆者が

いるのであれば、そのページを超えることは簡単なことではあり

ません。 

そこで PPC 広告を使って、上位表示されているページよりも上に

表示される場所をお金で買うわけです。 
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今後 SEO と言う言葉もニッチなオタク用語になってしまうかも

知れません。どちらかと言えば、SEO はブランディングの一環と

考えるべきだと思います。 

なぜなら、スパム的な SEO は駆逐され、本当に最適なページだけ

が上位表示される時代がきます。 

 

どんなに苦労して作った量産ページも検索結果の１００ページに

も入らない日が来るでしょう。それは正しい評価を受けた正当な

ページが上位表示されるようになるからです。 

 

そのため、SEO はアクセス数を増やすことが目的ではなく、ブラ

ンディングという意味合いが強いものになると思います。 
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無料無料無料無料でででで PPCPPCPPCPPC をををを使使使使うううう    

PPC の料金はいくらから開始できるかご存知ですか？ 

Google のアドワーズでは、初回の登録で最低 1000 円必要にな

ります。これには登録費の 500 円が含まれます。 

オーバーチェアでは 3000 円分に前払いが必要になります。 

 

費用が高いと思いませんか？ 

試しに使いたいだけなのになどと考える人もいるでしょう。 

 

そこで、PPC のチョイテクに行きましょう 

こちらをクリックしてください。 

http://download.kabukimono.net/free_ppc.html 

そこは・・・ 
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A８ネットです。 

A8 ネットを使って、PPC 広告を無料にします。 

 

A8 って PPC では無いですね。 

A8 ネットを使って何をするかというと、自己アフィリです。A８

ネットの言い方では、本人申し込み OK というやつです。 

 

A8 ネットを使って、本人申し込みで、オーバーチュアの PPC に

申し込むと 3000 円もらえます。これだけで、オーバーチュアの

登録料 3000 円と相殺できるので実質０円ですが、 

さらに、8 月 31 日までは、報酬が 3500 円アップされています。 

つまり、自己アフィリでも 500 円のプラス！ 

 

PPC が３０００円分使えて、さらに 500 円もらえるわけです。 

では詳しい手順を解説していきましょう。 
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登録手順登録手順登録手順登録手順    

まず、A8 ネットに会員登録しましょう。 

ここから、 

http://download.kabukimono.net/free_ppc.html 

「今すぐ無料会員登録」ボタンを押して 

利用規約にチェックして、「同意する」ボタンを押します。 

 

あとは、メールアドレスを登録して、仮登録＆本登録に進んでく

ださい。 

登録が完了したら、プログラム検索から、 
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「オーバー」と入力して、「プログラム検索」ボタンを押す。 

そうすると「オーバーチュア株式会社が出ます」 

 

この絵では、出ていませんが、赤い枠の中に「提携申込み」ボタ

ンがあるので、それをクリックして提携してください。 

日記ブログでもあれば、審査は何でも通ります。 

審査が通ったら、先ほどと同じ画面になりますので、 
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広告リンク作成をクリックします。 

 

オーバーチュアの広告がでたので、その自分用のアドレスをブラ

ウザのアドレス欄にコピペして、開きます。 

広告をクリックしても駄目ですよ。（こんなアドレスをコピペ） 

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UDCIZ+BMJR1U+INY+5YZ75 

そうするとオーバーチュアの画面が開きます 
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「お申し込みはこちら」をクリックして、登録しましょう。 

登録には、3000 円とキャッシュカードが必要になります。 

 

3000 円払ったら無料じゃ無いジャンと思われるかも知れません

が、先ほどの A8 ネットで自分のリンクから登録をしているので、

8 月 31 日までは、3500 円の報酬がもらえます。8 月 31 日を

過ぎても 3000 円もらえます。 

登録後に A8 ネットの「未確定速報」を見えればオーバーチュア

の報酬が発生しています。 
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成果発生レポートにも未確定で報酬が発生しています。 

 

支払いは翌々月になります。 

 

これで、オーバーチュアに 3000 円で払って登録しても、A8 ネ

ットのアフィリエイト報酬で 3500 円もらえてしまうので、差し

引き 500 円のプラスとなります。 

 

しかし、A8 の最低支払い額は、3500 円なので、このままでは

振込がされません。そこでもう少し稼ぐテクニックをおまけで書

いておきます。 
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A8A8A8A8 ネットネットネットネットでちょっとだけでちょっとだけでちょっとだけでちょっとだけ稼稼稼稼ぐぐぐぐ    

A8 ネットはアフィリエイト以外にも儲ける方法があります。 

まず、プログラムを検索しましょう。 

 

検索画面ですが、チェックするのはいくつかです。 

カテゴリは、「懸賞・メルマガ」「ポイントサービス」の２つ 

プログラム詳細の「即時提携」「本人申込 OK」にチェック 

広告種別は、お申込タイプを選びます。 

そして、検索ボタンを押します。 
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そこに表示されているものは、 

・誰でもすぐに提携できる（審査なし） 

・申し込みだけで報酬が発生する（購入なし） 

・自分で申し込んでも報酬が発生する（本人申込 OK） 

カテゴリは、懸賞、メルマガ、ポイントサービスだけです。 

この手のサイトは、フリーメールで登録ができ、登録時の内容も

審査がゆるく、その後の活動がなくても報酬が発生するものばか

りです。 

もっと稼ぎたい方は、コミュニティを追加すれば、出会い系が追

加されます。もっともっと稼ぎたければ、カード申し込みを入れ

てください。 

安全なのは、懸賞、メルマガ、ポイントサービスですが、必ず費

用の発生有無は確認しましょう。 

そのほかブログへの投稿だけで報酬が発生する広告もありますの

で、いろいろ試してくださいね 
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PPCPPCPPCPPC 広告広告広告広告ってってってって・・・・・・・・・・・・    

冒頭にも書きましたが、SEO による上位表示は、その意味合いを

変え、PPC による表示が一般的になると思います。 

私も以前は、キーワードを使った SEO を行ってまいりましたが、

その不安定さに本当に苦労しました。 

あるキーワードがパチンコで使われてしまい、ニッチなキーワー

ドだったはずが、一気に激戦区に突入したわけです。 

もちろん復活の余地はありません。 

 

このような不安定な SEO よりも、必要なタイミングで必要な露出

をさせる PPC が今後の主流になることは言うまでもありません。 

 

なにより、検索結果よりも見やすい位置に表示されるのですか

ら・・・ 
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私私私私がががが決決決決めためためためたベストベストベストベスト無料無料無料無料レポートレポートレポートレポート    

３0 誌以上の PPC 関連の無料レポートを見ましたが、 

一番はこちらの無料レポートでした 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

片手間でもできる PPC アフィリエイト 

http://mag-zou.com/report_get.php?id=m1000016428_3&n=m1000019905 

 

 

 

 

ＰＳ．あなたと同じようにこのレポートに興味を持つ友人の方が

いれば、どうぞ自由に転送してください。 

金泉金泉金泉金泉    勇次勇次勇次勇次    
http://無料講座.jp/ 

http://xn--xxtn8m9mkb9z.jp/ 
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無料講座無料講座無料講座無料講座.jp.jp.jp.jp にににに登録登録登録登録しようしようしようしよう！！！！    

無料講座とは・・・ 

こちらを見ていただく方が早いでしょう 

無料講座.jp => http://xn--xxtn8m9mkb9z.jp/ 

ページを開くと画面中央あたりに 

動画を再生するボタンが表示されます。 

そのプレイボタンを押してください。 

無料講座.jp => http://xn--xxtn8m9mkb9z.jp/ 

もちろん名前のとおり、費用は一切かかりません。 

 

 

 

    
金泉金泉金泉金泉    勇次勇次勇次勇次    

http://無料講座.jp/ 
http://xn--xxtn8m9mkb9z.jp/ 

 


