
私のサイトに興味を持ち、レポートをダウンロードしてもらいありがとうございます。

このレポートは、私のブログの内容をギューっと凝縮したレポートです。
レポートをダウンロードしたと言う事は、少なからず本気で行動してみようと言う方でしょう。
レポートを自分でダウンロードすると言うアクション（はじめの一歩）を起こした訳ですから。
そう言う気持ちの高い方に見て欲しいので大変嬉しく思います。とは言え、
やる気は必要ですが、難しい作業はありません。本当にする気があるかだけです。

私自身が巷によくある胡散臭い裏情報系と一緒にして欲しくない思いもあります。
レポートの情報を見て頂ける方の視点で考えて、具体的な数字も出しながら
一生懸命作りました。読んで頂ければ、胡散臭い情報でない事が分かってもらえ、
自分にもやれば、達成できるイメージがきっと湧いてくると思います。

レポートを手に、私と一緒に頑張りましょう。そして今、月収１０万円の道が開かれました。

では、早速本題に入りたいと思います。
私が月に１０万円の収入を得て、気ままに無駄使い生活が出来る様になった方法、
それは、携帯携帯携帯携帯リードメールリードメールリードメールリードメールです。
まぁ、お小遣いブログからこのＨＰに来たのだから当然ですか・・・

携帯リードメールってなんだ？と言う方－　そのまま次のページへお進み下さい。

携帯リードメールを知っているという方 －　登録すべきリードメールとは？のページへ

携帯リードメール登録しているが － 私が１０万円稼いだ方法　のページへ
月に１０万円稼げて無いという方、

携帯リードメールで１０万以上稼いでる－　終了です、お互いこれからも頑張りましょう。

本当に稼げるのか？と思う方もまずは最後まで読んで見てくださいね。

知っている方も、始めから読めば新しい発見があるかも知れません、
どうぞ、興味があればドンドン見て下さい。

巷に溢れる、儲かる情報の真似ではありません。
似たような宣伝方法を使ったのは、他の情報販売物と比較してもらうためです。

何でも稼げると紹介し、自分主義の
↓↓↓↓ 闇雲に情報を羅列しているだけの

物、サイトとは似て非なる物に
仕上がったと自負しています。

↓↓↓↓
実際に沢山の無駄を経験し
本当に稼げる内容だけを抽出し

↓↓↓↓ 一生懸命本音で書きました。

私の完全なオリジナルです。
↓↓↓↓ 一切の転載を禁止します。

携帯リードメールとＰＣポイントサイトで
目標月収１０万円を稼ぐ虎の巻！！

おめでとうございます。（＾＾）／



さて、携帯リードメールとは、別名お小遣いサイトと呼ばれます。
まず、リードメールサイトに登録しますと、リードメールサイトに依頼した広告主からの
広告のメールが届きます。その広告メールを受信したり、メール内のアドレスを
クリックすると、ポイントが貯まります。そのポイントがリードメールサイトの定めた
ポイントまで到達すると、現金や賞品に交換となります。

登録は、全て無料。会員になるのにお金を取る様な所があれば、それは詐欺です。
ポイントサイトが集めた、何万、何十万人と言う会員に一括して配信するために
広告主がリードメールサイトに広告料を払い広告を依頼、それを見た会員に
広告料の一部を還元するシステムなので、
広告を見る会員は無料で登録して、お金が貯まるのです。

そんなのＰＣでもあるじゃん！全然貯まらないけど。と言う方ごもっともです。
私もＰＣのポイントサイトに９８年頃から今まで色々２００サイト位登録してきました。
今が２００８年ですから、実に１０年前から・・・まだ未成年でした＾＾；
今でも２０程登録していますが、残りの1８０サイトは換金できずに退会しました。
全く貯まらないのはまだしも、貯まらないくせに有効期限があって
結局期限を越えてポイント剥奪なんてものもありました。２００サイト登録で１８０サイト退会。
実に９０％がそんな現状です。何も知らず登録して全然貯まらないと思うのも、もっともです。

では、なぜ携帯リードメールサイトなのでしょうか？
携帯リードメールは、もらえるポイントの単価が非常に高いのです。
ＰＣのポイントサイトが大体、１メールが０．２５円～１円です。
それに対し携帯リードメールは１メール１円～３円とＰＣの２～３倍のポイントが入ります。
この報酬単価の高さだけでもＰＣ版を知っている人には魅力的なのですが、
最大の特徴としてリファーラル制と言うものがあります。
なお、携帯のお小遣いサイトでリファーラルを採用していない所はポイントサイトと言います。

リファーラル制というのは、自分が紹介した会員がポイントを獲得した場合、
その会員の獲得したポイントの○％が自分にも入る紹介者へのボーナスのことです。
このとき○％のポイントは紹介された側が紹介者に吸収されるわけではありません。
あくまで紹介ボーナスとしてサイト運営社側からポイントをもらいます。

では、具体的なリファーラル制の説明をします。

多段階式リファーラル制　１００％Ａさん－５０％Ｂさんのサイトがあったとします。
あなたが紹介した人がＡさん、Ａさんが紹介した人がＢさんとします。

あなたの紹介で会員になったAさんがメールをクリックして、１円分のポイントを貯めたとします。
すると、あなたにも紹介ボーナスとしてＡさんの１００％つまり１円分のポイントが入ります。
次に、あなたの紹介したＡさんが紹介したＢさんが１円分のポイントを獲得したとします。
すると、あなたにも紹介ボーナスとしてＢさんの５０％つまり０．５円分のポイントが入ります。
あなたは何もしなくても、１．５円入ります。自分もクリックして獲得すれば２．５円貯まります。

繰り返しますが、紹介された方の受け取れるポイントが少なくなる訳ではありません。
運営者側が紹介ボーナスとして紹介者に渡すボーナスなのです。
紹介で入ったからと言って何も損は無いと言う事を理解して下さい。

つまり、獲得ポイントの高さとリファーラル制によって、ＰＣサイトに比べて
数倍～数十倍以上のスピードで貯まるのが携帯リードメールの特徴なのです。

では、次の項目では携帯リードメールでどの位稼げるのか？と言う金額と
登録する前の準備、登録するべきサイトについて説明したいと思います。

携帯携帯携帯携帯リードメールリードメールリードメールリードメールとはとはとはとは？？？？



では、高獲得ポイント、リファーラル制の携帯リードメールはどれ位稼げるのか、
具体的に計算してみたいと思います。

携帯のリードメールサイトは現在、良い悪いは別にして１５０サイト以上存在しますが、
ここでは実際に存在する携帯サイトの中で私が優良サイトだと判断する基準として、
１カ月に誰も紹介しなくとも２００円稼げるサイト、
そしてリファーラルが1段階目１００％のサイトを優良サイトの基準としています。

１カ月２００円と言う事は、１日に２００円÷３０日で約６．６円、１日約７円貯まります。
ＰＣのポイントサイトの経験をした方ならお分かりかと思いますが、
１日で６～７円はＰＣのポイントサイトから考えるとリファーラルが無くとも素晴らしい高効率です。

１ヶ月で２００円ですので、１年で２００円×１２ヶ月＝２４００円になります。
１サイトの登録で年間で２４００円以上です。これにリファーラル制のボーナスが加わります。

あなたが１人紹介したとして、その人が同じようにポイントを約１日７円獲得したとすれば、
リファーラルは１００％なので、あなたにも７円加算されます。（７円＋７円＝１４円）
つまり、あなた１人でポイントを貯めるより２倍のスピードで貯まって行く事になります。

１サイト辺りいくら稼げるかと言うと、

１人紹介で、１日１４円、１ヶ月で４２０円、１年で５０４０円

２人紹介で、１日２１円、１ヶ月で６３０円、１年で７５６０円

５人紹介で、１日４２円、１ヶ月で１２６０円、１年で１５１２０円

１０人紹介で、１日７７円、１ヶ月で２３１０円、１年で２７７２０円

３０人紹介で、１日２１７円、１ヶ月で６５１０円、１年で７８１２０円

１００人紹介で、１日７０７円、１ヶ月で２１２１０円、１年で２５４５２０円　となります。（全て自分含む）

では別の視点で見てみましょう。

１人で誰も紹介せずに獲得できるポイント（円）がいくらになるか計算してみたいと思います。
１ヶ月で獲得できる金額が１サイト１ヶ月が平均２００円（１日６．６円）として計算します。

１サイト登録で、１日６．６円、１ヶ月で２００円、１年で２４００円

２サイト登録で、１日１３．２円、１ヶ月で４００円、１年で４８００円

５サイト登録で、１日３３円、１ヶ月で１０００円、１年で１２０００円

１０サイト登録で、１日６６円、１ヶ月で２０００円、１年で２４０００円

３０サイト登録で、１日１９８円、１ヶ月で６０００円、１年で７２０００円　になります。

以下のページで私が厳選して紹介している優良サイトが丁度３０サイト程あるので、
以下のサイトを全て登録して、ポイントを貯めていけば、
誰も紹介しなくても、低く見積もっても年間で７００００円以上稼げます。
このメール単価の高さにより単純に一人でも換金が容易になり、非常に魅力的ですね。
１年間後に、リスクも無く１万円が７枚も財布にあるって嬉しくないですか？

携帯携帯携帯携帯リードメールリードメールリードメールリードメールはどれはどれはどれはどれ位稼位稼位稼位稼げるのかげるのかげるのかげるのか？？？？



では、私の携帯リードメールの収入はと言うと、

サイトは３０サイト登録＋紹介でのリファーラルが平均３０人位です。（サイトによって１０～５０人）

３０サイト登録で１日約２００円として、リファーラル分の３０人で１日合計約６０００円

ざっと見積もって１ヶ月で１２００００円となります。＾＾/

これに、後で紹介するＰＣのポイントサイトとＰＣリードメールとそのリファーラル、
リファーラルの無い携帯リードメールの合算とアフィリエイトで月に３００００円程

併せて１５００００円以上の月収入に勝手になります＾＾/本当に皆様のおかげです。
（携帯のリドメだけだと広告配信数の調子の良い悪いもあるので毎月１０００００円位）
まずは、１０人～を目指しましょう。３０サイト１０人で１ケ月３００００～５００００円です。

では、どれ位の収入になるか分かった所で次からは、
いよいよ携帯サイトの準備編に行きます。

ではまず携帯ですが、携帯のキャリアにおいても獲得できる収入に差が出ます。
獲得できる収入が一番多いキャリアなのがＡＵです。ダントツです。
サイト内で獲得できるポイントが減りますが、登録はＡＵと同じ様に出来るのがドコモです。
残念ながら、ソフトバンクは登録すら出来ないサイトがあるので、
リードメールサイトに登録してサイトを稼ごうとするのには、残念ながら向きません。

どうして、キャリアごとで差が出るかと言うと、携帯サイトを作る形式（言語）が違うためです。
本気でリードメールで収入を得ようと考えるなら、稼ぐとすぐに元が取れると思うので、
許される条件の方ならＡＵに買い換えましょう。（別にＡＵの回し者ではないですよ。）

次にパケット定額制にしましょう。私は以前ＷＩＮではなくＣＤＭＡｏｎｅだったのですが、
その頃はパケット定額制ではなく、パケット割引にしていました。ミドルパックです。
しかし、その頃はパケ割でパケ代が８分の１+無料分有りになっているもかかわらず、
リードメールサイトたった７サイトの登録で無料分(４万円分）を１ヶ月で使い切っていました。
現在パケット定額制で３０サイト登録していますが、もし定額制で無く通常のパケット代として
計算すると、携帯サイトだけで２０万円分使用しています。絶対定額制にしましょう。
定額制で無いと、稼ぐどころか１ヶ月後の請求書は大変な事になります。

通信速度もＷＩＮは速く、ストレス無く毎日のサイト訪問やメールクリックができるのも重要な点。

次にお金の振込先ですが、ネット銀行にしましょう。既存の銀行だとサイトによっては
対応していない所がありますし、ネット銀行だと振込み時に換金額から差し引かれる
振り込み手数料が既存の銀行より安くなります。まだネット銀行口座を持っていない方は
口座維持費がかからないイーバンク銀行の口座を開設しましょう。

イーバンク銀行の口座開設はこちら
http://ebank.zz.tc/kouzakaisetu

これで、登録までの準備は完了です。
銀行の口座は、換金までに後で登録すればいいので、現在持っていない方は、
今から口座開設キットを取り寄せて、換金までに口座開設すればＯＫです。

次に登録するべきサイトについて、紹介したいと思います。

携帯携帯携帯携帯サイトサイトサイトサイト始始始始めるめるめるめる前前前前にににに、、、、準備編準備編準備編準備編



携帯リードメールサイトも数年前に比べて、相当数増えてきました。
そして閉鎖されたサイト、全然貯まらないので途中で退会したサイトも相当数あります。

ＨＰを作って紹介している個人のサイトなどは、闇雲に携帯サイトを紹介しているサイトが
ほとんどで、一通り携帯リードメールサイトを経験した私から見て、
このサイトがなんでおすすめなの？？と言う紹介サイトもかなりあります。
リファーラルで稼ごうとして、紹介を手当たり次第にしようと言う事なのでしょうが、
自分が少しでも稼ごうと、１人ではあまり稼げないという本音を隠すのはあまり感心できません。
結局、登録してもポイントが貯まらなかったり、換金まで遠いと紹介出来ない人は退会します。
何でも稼げると半ば強引に誇張紹介すると、安定した継続収入にはならないし、
嘘の情報や思ったより稼げないと言う悪いイメージを、リードメールを体験して
みんなが悪いイメージを持ってしまうのは、結局自分の首を絞める事になると思います。
それに、全部おすすめしていてもどれに登録していいか分からなくて、保留・・・がオチだと。

誰も紹介もしなくても、個人で１年以内に自力換金が可能なサイトが
本当のオススメリードメールサイトだと私は考えます。
私なりの登録するべき優良サイトの条件として、

換金額が１０００円以下、もしくは月に最低１００円貯まる（１日＝３．３円）が条件となります。
つまり、換金までのハードルが低いか、よく貯まるか、その両方あればなお良いです。
その両方の目安は、換金１０００円以下÷月最低１００円貯まる＝換金まで１０ヶ月
換金までに要する時間が１０ヶ月以下のサイトが良サイトの基本的な目安になります。
そして、紹介制度でリファーラル制を採用している事が稼ごうと思えば絶対条件です。

私的には、最低換金までに必要な額が３０００円以上のサイトは論外です。
換金５０００円のサイトなんかが改悪されたらどうなるのでしょうね・・・
またそういったサイトをオススメサイトにして紹介してる人がいますが、携帯リードメールが
稼げないと思われてしまう要因の一つになると思うので個人的には控えて欲しいですね。

では、以下より私が優良サイトと認め登録してある携帯リードメールサイトの紹介です。
アドレスをクリックすれば、すぐ登録サイトへ行ける様になっています。
本気で稼ごうと思う方は、全て登録される事を強くお奨めします。

初めて登録される方、以下に挙げているサイトは、闇雲に何でもＨＰ等で紹介している
お小遣いサイトより、私の経験のから厳選した優良サイトになっています。
既に携帯リードメールサイトを色々しているが、下記のサイトに登録して無い方、
下記で紹介しているサイトは、「あなたが現在登録しているが私が紹介していないサイト」より
間違いなく自力換金が早い段階で可能です。紹介しているサイトを登録してみて下さい。

ＨＭＳＨＭＳＨＭＳＨＭＳ系系系系サイトサイトサイトサイトについてについてについてについて。。。。
まず、最初にＨＭＳ系サイトと呼ばれる、株式会社ＨＭＳＹＳＴＥＭとその提携会社が
運営しているサイトの話をします。ＨＭＳ系サイト、その数ざっと１２０サイト程・・・

私は以前（２００５～６年当時）、この会社のサイトが収入の柱でした。
メールは１日２通以上、１通が３円とＷチャンスと言うものがあり、更に３円稼げました。
つまり、実質メール１通で６円が確定し、１日２通以上でしたので１人でも１日１２円以上でした。
そこに、リファーラル１００％でした。換金は１５００円と普通でしたが、
あまりの高効率に結果、大人気となり私の紹介人数もうなぎ登りでした。

私が登録していたのは、本家と呼ばれるＨＭＳ自身が運営しているサイトだけで、
提携会社は登録しませんでした。それでも１５サイトはあり、それぞれが７日～１２日で
３０００円の換金を行っていました。その全盛期の頃はもう、ウハウハです。
３０００円×平均換金１０日×１５サイト＝４５０００円　１ヶ月でＨＭＳ系だけで約１５万円の収入！

登録登録登録登録するべきするべきするべきするべき携帯携帯携帯携帯サイトサイトサイトサイト



それならなぜ、提携サイトは登録しなかったかと言うと、ＨＭＳ系サイトの広告が
自社広告と自社提携サイトの新着サイトの開始広告ばかりだったからです。
つまり、外部からの収入が無く、自腹で広告費を会員に払っていた事になります。

外部企業の広告が無くなったまま、提携サイトはついに１００を越えました、異常な数です。
また、本家以外の提携サイトのメールでの獲得金額が、本家の半分だったので同じ事をして
獲得金額が半分しか入らないのは効率が悪いと思ったのもあります。

しかし、毎月十数万円を稼がしてくれているのも事実でしたので、
心に少し引っかりはありましたが、紹介し続ける事にしました。

そして、事件は２００６年２月から始まりました。
まず、３円系のＷチャンスが突然無くなりました。それでも１通３円は高効率ですけどね。
次に３円系の配信自体が３月の半ばから無くなってしまいました。
３月の終わり頃には、２円系のＷチャンスも消えてしまいました。
全てのサイトで１日１通に減り、３円系は全く来なくなりました。
そして、４月の半ばに最低換金額が１５００円→３０００円に引き上げと言う通知。

改悪に次ぐ改悪と言う事です。

どんな大手でも閉鎖リスクはあります。かのＯＰＴクラブの様に受信だけで１通１０円、
換金1000円といった老舗サイトでも、頻繁に来ていたメールが2005年は２～３ヶ月に１通となり
換金額も１０００円→５０００円に引き上げられ、改悪された挙句、何の通達もなしに消滅・・・
リドメのオープンラッシュによる競争激化で広告費が下がり採算が取れなくなったのでしょうね。

当時のＨＭＳはＭスタと言う閉鎖されたＰＣサイトの末路に非常に似ていると感じました。
詳しくは書きませんが、Ｍスタは運営当初お金をばらまいて会員を呼び、
払いきれなくなると、換金額に到達しても抽選制にして換金出来ないようにしました。
そして、ある日突然サイトが消滅していました。
ＯＰＴクラブもＭスタも雑誌に幾度も掲載されるＰＣポイントサイトの雄の様な存在でした。

以上の点から、私の経験上改悪されたサイトの末路がどうなるかと言う確率を考え、
ＨＭＳ系サイトの紹介は２００６年４月の改訂版からは外す事にしました。

私自身、先程も書きましたが収入の柱でしたし、換金の実績もあるので悩みましたが、
これから登録して紹介者のいない（出来ない）人が、１人で自力換金出来るかどうかで考えると、
現時点のＨＭＳの条件では１年内で（クリックのみでの）自力換金は相当難しいと判断。
このレポートをこの先も公開する事において、換金出来ないサイトを掲載するのは、
自分さえ換金や収入が出来れば良いという、ＨＰやブログを使った闇雲紹介サイトと
変わらなくなるので、長い目で見てどちらがこのレポートを信頼してもらえるか考え、
また、闇雲紹介サイトの様な目先の利益優先のスタンスは私の考えと合わないので外しました。

今までのポイントサイトの改悪パターン（改悪→閉鎖）から可能性は相当低いのですが、
復活、改善、または残念ながら閉鎖等、何か変化がありましたらまた紹介しますね。
※（２００７年６月現在、１つのサイトを残しＨＭＳ系全てのサイトは消滅しました。）

正直去年のＨＭＳの改悪は、私のリドメ収入の３～４割を占めていましたので、
収入大幅減で正直今まで経験した改悪より相当落ち込みました。；；
ポジティブに考えて、提携サイトの登録は危険と感じて登録していなかったので、
リスク分散の意味でも他の優良サイトに登録していてよかったのかなと思う事にしてます。
そして、換金ラインが低い運営会社は大体真面目に取り組んでいると言う事をご理解下さい。
まぁ、ＨＭＳが不真面目だった訳では無いですが、ちょっと運営方針が甘かったかなと。

では、次のページから優良サイトの紹介に入りたいと思います。

サイトによっては、サイト訪問、クイズ、くじ等でポイントを稼げるおもしろいサイトもあるので
どうせなら、いろいろなリードメールサイトを楽しんでお小遣いを貯めたいものです。



代表的代表的代表的代表的なななな優良携帯優良携帯優良携帯優良携帯リードメールサイトリードメールサイトリードメールサイトリードメールサイト

換金換金換金換金３００３００３００３００円円円円～～～～

目指せ!!総理大臣 サイト訪問のアンケートやメールクリックでポイント（票）獲得できます。
とにかく換金まで３００円と言う低額が嬉しいですね。すぐ換金できます。
リファーラル１段階１００％（月末一括）、４月現在１ヶ月で自力換金可能
換金はポイントバンクで行います。
※目指せ総理大臣はＰＣサイトがありません。
ＱＲコードから携帯で登録して下さい。

お財布．Ｃｏｍ
http://osaifu.zz.tc/touroku

換金が３００会員数１００万人突破の老舗で超メジャーサイト！
サイト訪問のくじでも毎日お金を獲得できます。
最近ＰＣ版も始まり獲得金額も共通なので簡単に貯まります。
リファーラル１段階１００％　３ヶ月で１人でも換金額まで達成。

換金換金換金換金５００５００５００５００円円円円～～～～

Ｍｏｐｐｙ メールは１週間３通程ですが、毎日のサイト訪問が凄い！
１日広告クリックが４件～多いときは１５件（２００５年１２月）ありました。
１広告１円。ドコモは少し広告数が減ります。ＡＵなら絶対登録！
リファーラル１段階１００％　３ヶ月で１人でも換金額まで達成！！

※ＭｏｐｐｙはＰＣサイトがありません。ＱＲコードで携帯で登録して下さい。

えもじ便＠貯金箱
http://echoki.zz.tc/touroku

メールもほぼ毎日届き、サイト訪問の広告クリックでも獲得できます。
サイト訪問が毎日４個程度あります。１広告１円

リファーラル１段階１００％　４ヶ月で１人でも換金額まで達成。
※サイト訪問の広告クリックは、リファーラルに含まれないのが残念。

上記のサイトと、ケータイコイン、ミリオンヒット、ＮＥＯチリ、銭金、Ｅ-ＭＩＬＥが、
リファーラル制の紹介制度で最も換金まで早いサイトになります。
と言う事は、これから始めようと言う方が、
手始めに登録するサイトとして最適といえます。（運営実績の点からも安心度◎ですね。）

これに自力換金を最優先して、リファーラルが無いサイトで自分の好みに合うものをいくつか
登録するのが、毎日の作業において最小の手間で最大の効率が出ると思います。
ぜひ、これらのサイトを登録して数ヵ月後の換金の醍醐味、喜びを味わってください
そして、確かめもせずに闇雲に紹介しているサイトに惑わされないで下さいね。

※携帯のリードメールサイトには出会い系の広告も多く見られます。
出会い系の広告に関してですが、出会い系の広告が入るからといって
その後、リードメール以外からの出会い系の迷惑メールが来ることはありません。
私が紹介しているサイトに登録して、迷惑メールが来た事は一度もありません。
メールのアドレスをクリックしたからと言って自動的に登録されることも無いので安心して下さい。

しかし、出会い系に限らずクリック後の企業サイト内の広告を
自分が選択しての登録は、各自の責任ですよ。
次ページにつづく



以下で紹介するサイトも個性的で、とても貯まりやすいサイトです。
換金換金換金換金はははは１０００１０００１０００１０００円円円円～～～～ででででリファーラルリファーラルリファーラルリファーラル１１１１段階段階段階段階１００１００１００１００％％％％、６ヶ月～１０ヶ月程度で換金です。

ケータイコイン メールクリック＋サイトのゲームでコインを獲得できます。
そして、提携サイトとコイン（お金）を合算出来るので
単体サイトより数倍のスピードで換金できます。
リファーラル１段階１００％
※ケータイコインはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

スロット小判 2007年4月14日にオープンしたケータイコイン系列の新着サイトです。
今の所コインを小判に変えて、スロット抽選が出来るようです。
クリックで小判獲得があればいいのですが、これからに期待。
ただケータイコインは、イーバンク銀行が出資会社の一つで、
そう言った大手がバックにいる事も安心の一つですね。
※スロット小判はＱＲコードから携帯で登録して下さい。

Ｅ-ＭＩＬＥ 毎日２通以上メールが届きます。１通１～３円なので、１日約６円です。
このメールが頻繁に届くタイプで、１０００円換金なのはＥ-ＭＩＬＥだけです。
登録の際、毎日届くようにするために、興味のある分野のチェックは
全てしましょう。届くクリックメールは殆ど出会い系ですが、
その後、業者から迷惑メールが来る事もありません。お金のためです。
５ヶ月程で１人でも換金可能。
※Ｅ-ＭＩＬＥはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

銭金クイズ
メールクリック＋サイトのクイズでお金を稼ぐ事が出来ます。
このクイズが稼げます。私は最大で３０円獲得した事もあります。
正解し続けたら、通常の数倍の効率があります。
換金を早める為クイズはネットの情報等を利用して、真剣に考えましょう。
メール広告に出会い系が無いのも紹介する時に勧め易いですね。
※銭金クイズはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

ミリオンヒット メールクリックでスゴロクに挑戦しながらポイント（販売枚数）を稼ぎます。
またサイト訪問でも獲得でき、広告数はＭＯＰＰＹ以上にあります。
メールは３０枚～１００枚、サイト訪問は１広告１０～２０枚です。
このサイトの凄い所は、獲得枚数が一定数まで貯まると、
換金レートが上がっていくところです。始めは２０枚＝１円ですが、
最終的に６倍まで上がります。まあ、６倍までの道のりは長いですけどね。
つまり、２００００枚＝１０００円スタートが３０００枚＝１０００円になります！
将来的に大化けする可能性を秘めたリードメールサイトです。
※ミリオンヒットはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

Reco!Me Reco!Meはミリオンヒットと同じアドウェイズが運営会社です。
アドウェイズは上場企業なのでそう言った意味でも安心感があります。
また、アドウェイズはネットの広告配信業なので安定した広告数です。
以前ちりツモと言うクリック広告の無いサイトでしたが改良されました。
メールクリックが週３通程度、そしてサイト訪問でのクリックが
１０個以上あります。１広告１円。リファーラルは３０％です。
※Reco!MeはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

ポイントメールモバイル
http://pmmo.zz.tc/touroku

ＰＣサイトのポイントタウンのモバイル版ですが、ＰＣでも大手とあって
携帯サイトとしては、トップクラスの獲得です。
サイト訪問の広告数はＭＯＰＰＹ並、メールも毎日届きます。
２ポイントで１円のレートに注意しましょう。（１Ｐ＝０．５円）
６ヶ月の期限付きで、リファーラル５０％です。



※以前まで掲載していたＰコインサイトについて、
定期的に更新した私のＰＤＦファイルを見てくれている人は分かると思いますが、
今回Ｐコイン及び、Ｐコイン系列サイトを除外させて頂きました。

サーバの負荷で表示が出来ないとの事ですが、半年経ってもサイト表示されません。
例え今後表示される事があっても、もはやサイトの信頼は地の底です。
私自身２００８年初頭に２万円の換金申請をしましたが、既に音沙汰無く半年。
過去、○○万円と換金させて頂きましたが、皆さんに過去の換金実績だけで
信頼できなくなったサイトを良い様に書いて闇雲に紹介は出来ません。
正直換金の主力でしたので大ショックですが、今回からＰ－コイン系は、除外させて頂きます。

そのそのそのその他他他他 以下は、リファーラルはありませんが、自力換金が半年以内で可能なサイトです。
誰も紹介せずコツコツ個人で貯めるなら、収入的には上記のサイトと変わりません。

ポイントオン系列
ポイントオン ポイントオンはＰＣのＧポイントを運営している会社が運営しています。

ポイントオンは、携帯の様々な提携サイトのポイントを合算できます。
また、ドコモやＡＵポイントに交換も出来ますが私は現金に変えてます。

ポイントオンはメールクリックとサイト訪問でポイントを獲得出来ます。

携帯ワッショイ
携帯ワッショイは、サイト訪問とゲーム、メール配信でポイント獲得でき、
換金は５００Ｐ（円）からとなっています。
クリックが３～４個、メールが１Ｐ、サイトゲームが０～５００Ｐで
ゲームは大体１Ｐが当たります。
1日５Ｐとすれば、１００日。３ヶ月で換金となります。
※携帯ワッショイはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

ドリームプライズ ＰＣサイトのドリームプライズのモバイル版です。ＰＣの方のサイトは、
ちょっとしょっぱいサイトですが、モバイル版はかなり優秀。
毎日サイト訪問の広告クリックと、広告メールでポイントが貯まります。
換金は１０００円から。４ヶ月程度で換金可能。
※ドリームプライズはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

へそくりＣＬＵＢ メールクリック＋サイトのゲームでコインを獲得できます。
紹介がリファーラルで無いのですが、メールも訪問（くじ）もあり
コツコツ貯まります。くじは、連チャンで１０円以上獲得も！？
換金は１０００円から。一人紹介で５０ポイント
※へそくりＣＬＵＢはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

アラジン Ｐ－コインのマハラジャのサイトが運営しているこちらは独自サイト。
こちらは、Ｐ－コインとは関係無いと言う事で、
今年に換金申請しましたが、キッチリ期日に振り込まれていました。
広告数が多いです。
換金は５００円～、２ヶ月程度で換金可能
※アラジンはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

以上です。あなたのやる気に応じてドンドン登録しましょう。



しかし初めてリードメールする方はいきなり全て登録すると、一日に届くメールの激増に
びっくり、うんざりしてしまうかもしれません。最初に伝えましたが、
登録必須サイト+αのまずは、５～１０サイト程度の登録から始めて見て
自分の慣れやペースに合わせて登録を増やす様にするといいかもしれません。

当然、稼ぎたいなら全部登録です。全部登録で自分１人でも年７００００円以上の収入です。
１年後７００００円でバーゲン行きますか？プレステ買いますか？習い事しますか？
借金の返済に充てますか？・・・　なにせ無料（リスク０）ですので夢は広がります。

※どの優良サイトも広告主次第なので、広告数、配信数ともに好調時、不調時があります。
Ｍｏｐｐｙを例に挙げれば、好調な時は１５個、不調な時は２つか３つのサイト広告数でした。
そう言った意味でも、複数登録しておけば不調なサイトがあっても、
好調なサイトもあるので、貯まり難～いと言ったストレスが溜まりにくいですね。
経験則上、最も訪問のクリック数が増えるのは１２月初旬です。

ちなみに、このレポートに記載されていない１０００円以下のリドメサイトは、
貯まらないサイト（１０００円の換金すら難しいサイト）だから掲載していないと言う事です。
巷の闇雲紹介サイトによく載っているサイトでは、換金額だけ提示しているサイトも多いです。
換金ラインは低くてもクリック広告無し配信メール数は０通なんてサイトもあります。
大事なのは、換金しやすく、そしてよく貯まる事です。
運営会社はすでにやる気を失っている様に思えます。時間の無駄ですね。

では次に、私が２００サイト以上ＰＣポイントサイトに登録し換金してきた経験から
ＰＣで本当に自力で稼げるサイトを紹介したいと思います。
闇雲にＰＣでお小遣いが稼げる紹介をしているサイトに、騙されないで下さい。
本当に貯まらないサイトは、全く貯まりません。登録するだけ無駄です。
貯まるサイトと貯まらないサイトの差は本当に酷いので、
闇雲に紹介して、アフィリエイト収入を稼ごうとしている紹介サイトには気をつけましょう。
私は、お小遣いサイトで安定した収入を得て生活している、お小遣いサイトのプロです。
私が得た経験とノウハウを真似するだけで無駄な回り道はせずとも最短で収入に辿り着けますよ。

※サイト登録はサイトＵＲＬをクリックすれば登録ページにジャンプします。

ＰＣＰＣＰＣＰＣポイントサイトポイントサイトポイントサイトポイントサイト（（（（特特特特におにおにおにお勧勧勧勧めはめはめはめは◎◎◎◎付付付付））））

ネットマイル◎ 携帯版あり ＥＣナビ◎ 携帯版あり
http://netmile.zz.tc/touroku http://ecnavi.zz.tc/touroku

わくわくメール 携帯版あり 予想ネット◎ 携帯版あり
http://wak2mail.zz.tc/touroku http://yosoo.zz.tc/touroku

ちょびりっち◎ 携帯版あり、換金５００円～ Ｐｅｘ
http://chobirich.zz.tc/touroku http://pex.jp/

Life　mile（楽天ポイントに５００円～合算可能）ポイントナビ◎ 携帯版あり
http://lifemile.zz.tc/touroku http://www.pointnavi.jp/

楽天スーパーポイント◎携帯版あり ＨＥＳＯ－クリック
https://point.rakuten.co.jp/ http://www.heso-click.com/

ポイントタウン◎ 携帯版あり Ｇポイント
https://www.pointtown.com/ptu/regist/form1.do http://www.gpoint.co.jp/

MyAccount（マイアカウント） My Point（Ｇポイントに交換可能）
http://myaccount.zz.tc/touroku http://www1.mypoint.com/ja/MemberHome



※補足として、携帯のリードメールにも言えることですが、
　ポイントを稼ぎたいのであれば、登録の際の興味のある分野は
　全てチェックを入れましょう。すると、広告の配信頻度が上がります。
　特に、携帯ではＥ－ＭＡＩＬ、ＰＣサイトではＬｉｆｅ　ｍｉｌｅなどは、
　クリック付マガジン全て購読にしないと、思ったより貯まらないサイトになります。
※ＥＣナビはポイントの有効期限が１年です。が毎日サイト訪問と届くメールを
もらさずクリックしてポイントを獲得すれば、特別な事はしなくても４ヶ月で換金出来ました。

※換金の目安は、毎日メールをクリックしてサイト訪問も毎日行った場合です。

アンケートサイトアンケートサイトアンケートサイトアンケートサイト（（（（特特特特におにおにおにお勧勧勧勧めはめはめはめは◎◎◎◎））））
マクロミル◎ アンとケイト
http://macromill.zz.tc/touroku http://man.ann-kate.jp/

voiceport◎ 携帯版あり
http://member.voiceport.jp/member/pc/index.do

ヤフーリサーチ 楽天リサーチ◎（楽天ポイントに自動合算）
http://research.yahoo.co.jp/ http://research.rakuten.co.jp/monitor/

ＧＯＯリサーチ vlcrew
https://research.goo.ne.jp/monitor/index.html https://www.vlcrew.com/

リサーチパネル◎（ＥＣナビのポイントに自動合算） ＩＭＩネット
http://research.zz.tc/touroku http://imi.zz.tc/touroku

以上です。これらのサイトは全て早いものは数ヶ月、１年内に自力換金が出来ます。
この他にも、コツコツ真面目に運営しているサイトはありますが、換金までに
２年、３年かかるというのは、真面目でも優良では無いと思うので除外しました。
毎日サイト訪問、メールクリックをしっかりしましょう。

Ｇポイントは単体では、あまり貯まらないサイトですが、My Point、ちょびりっち、vlcrew、
などの他ポイントの合算ができるので、換金が容易になります。
他に携帯サイトのポイントオンのポンも合算出来ます。

ライフマイルは楽天スーパーポイントかＰｅｘと５００円から合算できます。

ネットマイルは単体でもどんどんポイント（マイル）が貯まっていきますが、
さらに、わくわくメールと合算出来るサイトです。

ＰｅＸも、単体ではメールも無く、サイト訪問でも検索で２０Ｐ貯まるだけのサイトですが、
ＥＣナビ、ライフマイル、予想ネット、ちょびりっち、Ｈeso-click、ぶたちょき、マクロミル　
vlcrewと言う優良サイトのポイントを等価で合算出来ます。（ＭｙＰointは等価ではない）

ＰＣサイトは、ＧポイントとＰｅＸを除き大体１ヶ月１００～１５０円程度貯まります。
２０サイト×１００＝１ヶ月２０００円　１年で低く見積もっても２４０００円貯まる計算になります。

アンケートサイトは特に、マクロミル、voiceportが抜けています。
１ヶ月５００円は可能ではないでしょうか。（年齢によりアンケート数が異なります。）
vlcrewはネットマイルに合算出来ます。
ヤフーリサーチは全員に報酬があるアンケートが魅力です
１２サイト×１５０＝１ヶ月１８００円　１年で２１６００円がＰＣサイトのみで見積もって貯まります。

次のページからはＰＣサイトでリファーラル制を紹介制度にしているサイトを紹介します。
携帯ほどのリファーラル％は難しいようですが、
稼ごうとするなら、リファーラルのＰＣサイトは登録必須であるといえます。



まんぷく島◎ 携帯版あり
http://manpuku.zz.tc/touroku

サイト訪問で１円（２どすこい）メールで１円貯まり、
携帯版あり 携帯版のサイト訪問でも０．５円貯まります。さらにリファーラル制です。

メールも毎日配信、換金がイーバンクなら１５００円から（２回目１０００円）
得だわ幕府 リファーラル１段階５～１０％(獲得どすこいによって変動)
http://109dawa.zz.tc/touroku

ショッピングや資料請求でポイント（ちゃんこ）が稼げるサイトですが、
毎日のサイト訪問で４ちゃんこ、２円貯まります。（１ちゃんこ＝０．５円）
このサイトの特徴はまんぷく島のどすこいと合算できる所です！
まんぷく島の換金が２倍早くなりますよ！

合計１日４．５円　１５００円÷４．５円≒３３３日　１１ヶ月で換金可能
げん玉◎
http://gendama.zz.tc/touroku

サイト内の一万円の館で毎日ポイントを稼げる他、
換金は３００円からとＰＣで最高水準の換金条件で、
さらに、リファーラル１段階１０％と言う事無しです。
携帯の目指せ総理大臣も同じポイントバンク系列です。

←← ※携帯版げん玉の登録はこちらから。

ポイントバンクの登録はこちら→ http://www.point-ex.jp/index.php

えある
http://eal.zz.tc/touroku こちらもＰＣで５００円換金！リファーラルは

紹介人数に応じて３～１０％（案件アクションのみ）
携帯版もあり、サイトはクイズに毎日クリックと充実

Get Money 携帯版あり
http://getmoney.zz.tc/tourku2

毎日メールが来る他、サイト内で１０００円が当たるくじが引けます。
リファーラル１段階５０％　換金は５００円から
メール１日１通１０Ｐ、ビンゴ、アンケート、携帯版と獲得方法は多彩。

以上です。ＰＣでより自分から稼ごうと思ったら、リファーラル制のＰＣサイトは
換金のサイクルがドンドン短くなるので、絶対登録して紹介者を増やしていきましょう。

※補足（紹介サイトでよく見かけるフルーツメールは無いの？）
ネットで溢れるＰＣのポイントサイト紹介で、フルーツメールが稼げるといっている方は嘘です。
フルーツメールは、ポイントは全く稼げません。基本的に懸賞サイトです。
それでもオススメと紹介するのは、自分がもらえるアフィリエイトの報酬が高額だからです。
そう言った、自分で自力換金が出来るか確かめもしていない素人の紹介サイトに騙されないで、
無駄な時間を過ごさないためにも氾濫する情報をきちんと見極めましょう。

では、メール以外でのサイト訪問で獲得できるサイトの流れをまとめました。
携帯、ＰＣともお気に入りに回るサイトを順番に登録して効率よく回って頑張りましょう。
メールなども、タイトルをつけて振り分け設定をすると毎日の効率がぐっと上がりますよ。

次のページからは毎日訪問で稼げるサイトの一覧です。

携帯リドメの広告クリックは訪問する時間が遅くなれば成る程広告数が減ります。
日付が変わったら、すぐ訪問の方が一日の獲得金額は大きくなります。
月曜、連休明けは昼過ぎに広告が増えている事がよくあります。夕方要チェック



毎日訪問携帯リードメールサイト
お財布．Ｃｏｍ トップの広告、毎日１回お財布ラッキーくじ
ポイントメール クリックタウンでクリックポイントゲット
へそくりCLUB ボーナスチャンスからブタの貯金箱を割ってポイントを当てる
目指せ総理大臣 アンケートに答える
えもじ便＠貯金箱 サイト広告クリック 今今今今はははは無無無無ききききＰ－Ｐ－Ｐ－Ｐ－コインコインコインコイン…………↓↓↓↓
Ｍｏｐｐｙ 「毎日ためる」からクリックポイントをクリック ↓↓↓↓
ネットマイル サイト検索。 ↓↓↓↓
ミリオンヒット スポンサー活動の「ゲリラライブ」で広告の数だけ販売 ↓↓↓↓
銭金クイズ クイズに挑戦する、広告クリック
まんぷく島 特選街の広告をクリック
アラジン 広告クリック
ドリームプライズ サイト内広告クリック
ケータイコイン ピッ君くじと、広告クリック
ＮＥＯちり 広告クリック
予想ネットモバイル 広告クリック（７時以降）
ＥＣナビ／ポケＰ 広告クリック、ポイントビスケット
ポイントオン クイズ、アンケートの更新チェック
楽天（infoseek） くじやビンゴなど沢山
えある 広告クリック
携帯ワッショイ 広告クリック、ゲーム
ちょびりっちモバイル 広告クリック
オレンジモバイル トラフィックチェンジでサイト訪問
ＫＫモバイル トラフィックチェンジでサイト訪問
ポイントとしては、お気に入りフォルダを、クリック、くじ、アンケートなど
３つに分け順番に訪問していくと効率いいです。あと自分のポイントを賭けポイントを増やす
タイプのゲームはしない方が結果的にポイントが貯まっていきます。
携帯は慣れや手際の良さもありますが、一度にしようと思えば３０分程度かかります。
（ＫＫモバイル、オレンジモバイルのトラフィック巡回を除く）

お財布．Ｃｏｍのくじは朝早いほうが良く当たる気がします。
お財布クリックは朝６時を超えないと出てきません
ポイントメールとＰコインのクリック広告は朝と夕方見てみましょう。広告が追加されているかも。

毎日訪問ＰＣポイントサイト
ちょびリッチ.com 毎日クリックバナーとビンゴ
Lifemile ルーレットとアンケート
ECナビ おみくじとジャンケン、木曜クリック検索等沢山！！
NetMile 福引、アンケートチェック等。
まんぷく島 広告クリック
Get Money! １０００円くじ、ビンゴ
My Point ゴーウェブサイトの広告クリック
得だわ幕府 サイトの広告クリック
げん玉 一万円の館、森に行こう！、すごろく電鉄も！
ＩＭＩネット サイト内広告クリック（不定期）
楽天ポイント ビンゴ、検索、くじ
ポイントナビ 広告クリック
HESO-CLICK スロット、デイリークリック
Ｐｅｘ 検索
ＭＹ　Ａccount サイト訪問、２択クイズ
えある トトシェルタ（クイズ）、広告くりっく
ポイントタウン クジや検索など
予想．ネット ゲーム、広告クリック
お財布．Ｃｏｍ スクラッチくじ
リサーチパネル 検索
ＰＣのサイト訪問は全部で３０分かかりません。暇な合間、合間に楽しんでください。
更にスレイプ二ール等のタブブラウザを使うと１５分～２０分で完了します。



毎日のサイト訪問でポイントが獲得できるサイトは、優良サイトの目安になります。
中にはサイト訪問のポイント獲得の方がメール広告より多いサイトもあります。
訪問する、しないで換金までの日数にかなりの差がでるので、毎日訪問しましょう。

上記の訪問量を見てわかる様に、１０００円以上の換金条件の会員に優しく無いサイトなど
登録する余地（時間）など無い事が分かると思います。

楽しんで実行する事がお金が貯まるコツです。案外それが一番大事な事かも知れません。

闇雲紹介サイトの乱立によって、上記の本当に自力換金できるサイトの一覧情報だけでも
お小遣いサイトの実態を知りたい人には、価値のある情報になったかなと思います。

携帯サイトを毎日訪問するお供に・・・
私は、携帯サイトを訪問する時のコツとして「○○しながら」を推奨しています。
ゲームしながら、散歩しながら・・・携帯というどこでも持っていける利便性を利用します。
携帯のサイト訪問だけに集中すると、どうしても作業っぽくなるからです。
○○しながらの例として、２つ程紹介しておきます。

ショックウェーブ・・・ロジック等の無料ゲームが沢山あります。
http://shockwave.zz.tc/touroku

パンダネット・・・世界最大級のオンライン囲碁サロン、
携帯サイト訪問のついでが強敵相手に本気に・・・

http://pandanet.zz.tc/touroku

○○しながら・・・趣味や通勤、通学の合間に楽しんでサイト訪問して下さいね。

独断と偏見によるサイト安全度

ＨＭＳ系サイトの崩壊、Ｐ－コイン系列のトンズラと、こまごましたサイトは相変わらず、
大手と言われるのポイントサイトの消滅も年に１つ程度出てきています。

そこで、ポイントサイト暦８年の私が、ポイントサイト業界の安全度を考察してみました。
（安全度は、Ｐ－コイン系の件もあるので会員規模だけでなく、会社の信頼度も加味）

１位 ＥＣナビ Ｐサイト評議会に加盟サイト、他ＰＥＸ、リサーチパネル運営
２位 楽天 楽天ポイントがなくなる時には他のＰサイトも存在しないかと。
３位 ライフマイル 上場企業のサイバーエージェントが運営
４位 ポイントタウン上場企業のＧＭＯが運営　但し換金は人数制限中
５位 ネットマイル Ｐサイトの健全化に努める、Ｐサイト評議会加盟
６位 Ｇポイント Ｐサイトの健全化に努める、Ｐサイト評議会加盟。他、Ｐオン運営
７位 マイポイント Ｐサイトの健全化に努める、Ｐサイト評議会加盟
８位 げん玉 独自の換金、合算グループ構築。大分トリニータのスポンサー。
９位 えある セレッソ大阪のスポンサー、ＴＶＣＭもしてました。
１０位 ミリオンヒット 上場企業のアドウェイズが運営、他Reco!Meも運営。
次点 ちょびりっち、予想ネット、お財布．Ｃｏｍ　独自のショップモール運営、拡大中

ガンガンに毎日１０円以上貯まっても、換金できる頃にトンズラされても嫌ですよね。
換金スピードより確実に換金できると思えるサイトを選ぶ基準にするのもありでしょう。

次のページからは、私が２００５年以降で携帯リファーラルサイトにどうやって
３０人以上の人達を紹介したかを書いていきます。



このページからは、より稼ごうとしているモチベーションの高い方のページです。
では、効率的な宣伝方法により知らない間に登録者が勝手に増えているＰＣを作りましょう。

あなたは、稼ぐ事に変な机上の空論はありませんか？
無理、難しいと勝手に考えていませんか？
確かに、何もしなければ何も変わりません、待つだけでは何も起こりません。
でも、ネットの世界は現実の世界の様に地道に集客宣伝する必要はありません。

私は、宣伝のプロでもノウハウを持っていたわけでもありません。みなさんと同じ素人です。
でも、稼ぐ事が出来ました。だから、皆さんも出来るはずです。

宣伝すれば、かなりの確率で結果はついてきます。ネットの世界は結果を出しやすいのです。
私が色々行って効果のあった方法を真似すれば、各駅停車が特急列車に変わります。
自分で１から地道に検証して行うより早く目標に到達できると思います。
出来るかも？と思うより、達成してやると強く思い、とにかく考えるよりまず行動をしましょう。

ＨＰを作る 全てのＨＰの基本はＨＰを作る事です。宣伝する元を作る。

1、 自分が紹介したい内容のサイトを持ち、そこから宣伝をする事になります。
しかし、ＨＰビルダー等の使い方を知らない方はブログを作りましょう。
ブログの登録等は１０分で出来ます。人生の１０分を惜しまないようにしましょう。
基本は同じ様なサイトの真似です。自分がうまいと思ったサイトを真似ましょう。

そして、ブログに紹介するサイト、サイトへのリンク又はバナーを貼って
完成です。１サイトの紹介を書くのに要する時間は１０分でしょうか。
登録から合計２０分です。全くサイトを作った事の無い方でも説明を見ながら
作れば３０分で出来ます。次からは紹介サイトを変え繰り返すだけです。
ここにあるサイト分を全て紹介で、ブログ経験者なら３時間、全くの初心者でも
１日頑張れば、出来ると思います。人生の１日を惜しまないようにしましょう。
ブログはライブドアブログがアフィリも出来、初心者向きで簡単です。

初めての事をする時は、どんなに簡単でも知らない事をすると言うのは、
重い腰を上げるような抵抗がありがちですが、行動しないと何も変わりません。
収入が入ってきた時のイメージを思い浮かべて楽しんで、作りましょう。

余談ですが、ブログにアフィリエイトを付けても面白いですね。
そこから、収入になるかもしれません。まずは審査無しのＡ８ネットから
あまり期待せずに、収入の可能性を少し上げるために始めてみましょう。

Ａ８．Ｎｅｔはこちら
http://a8net.zz.tc/touroku

２、 宣伝方法 私が集客に使った方法は、基本的に２つです。

１・掲示板書き込み、メールマガジンへの登録

２・ＰＣリードメールで宣伝

この２つで最初の目標である３０人は達成しました。
これだけです。ではひとつずつ説明します。

登録登録登録登録してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえるＰＣＰＣＰＣＰＣのののの作作作作りりりり方方方方



よく、巷でアクセスアップの方法でＳＥＯ、ＳＥＭを一番に考えなさい。
と言います、私は最低限は一応考えました。しかしプロ並に本気で実行したかと
言えば、そこまでして無かったと思います。が、紹介はたくさん出来ました。
集客する事にアクセスアップは必要ですが、
ＳＥＯは集客の１つの手段であり、検索エンジン上位表示方法です。
１から検索サイトに登録して１日に１０人、１００人、１０００人と
地道に気長に増やして行こうと言う場合に、大事に考えていかないといけない
事なのでしょうが、もじもじ待つ必要は無いです。自分から攻めて行きましょう。
それに、アクセスが上がれば検索エンジンの順位は勝手に上がります。

以下順に書きます。、まず掲示板への書き込みメールマガジンへの掲載ですが、
ＣｏｉｎＡＤ－３に全てまかせました。費用に対する効果がもの凄く高いのです。
※（私が行ったこの方法は２００５年時の話です。現在は有効か分かりません。）

ＣｏｉｎＡＤ－３はネット書き込み宣伝代行会社の最大手で信頼の老舗です。
余程需要と効果があるのでしょう、ＣｏｉｎＡＤ－３以後、似た会社が
次々オープンしました。登録するなら元祖で最大手が一番です。
基本は掲示板書き込み、登録代行を１回した後に定期的にメールマガジンへ
掲載を依頼しました。これでサイトのアクセスが当日５００ヒット以上になりました。

ちなみに、私が初めてＨＰを作り検索エンジンに登録。
その後、アクセスランキングにいくつか登録して、
1ヶ月でアクセスはいくらだったでしょうか？答えは1ヶ月かけて100ヒット以下です。

無名のサイトが１日で５００ヒット以上の凄さが分かって頂けたでしょうか？
地道に個人でアクセスアップを行うと１日５００ヒットまでいつになれば
到達するのでしょうか？ワンコイン５００円でいきなりそのレベルに到達します。

あなたの紹介したリードメールサイトを見てもらう事で
更にそこから登録や収入があるのです。見てもらわないと当然何もありません。
自分のクリック分しかリードメール収入になりません。いつまでも変わりません。
ＣｏｉｎＡＤ－３に使う最初のワンコインをケチってチャンスを潰さないようにしましょう。
ちなみにショップで働いていた時の話ですが、新聞の折込広告を依頼した時、
３００００部で配信まで２０００００円掛かりました。
ホットペッパーの一番小さい広告で３００００円です。

ＣｏｉｎＡＤ－３の登録はこちらから
http://coinad3.zz.tc/touroku

またＣｏｉｎＡＤ－３には、アフィリエイトもあります。
ＣｏｉｎＡＤ－３自体を宣伝している方も沢山いらっしゃいますが、
それは、人それぞれです。私は誰も紹介しなくても現実にお金が貯まっている
実感が得られる、携帯リードメールの方が理解や納得が早いと思いましたので、
私は宣伝媒体としての利用がメインです。実際ＨＰでＣｏｉｎＡＤ－３で儲かっている
といっている方は、私の経験則、収入から考えて少し話を誇張してる気がします。
ＣｏｉｎＡＤ－３のアフィリエイトは、実際はちゃんと宣伝してる人も、
おまけ程度（数万円）と言うのが私の本音です。臨時収入みたいなものですね。
次のＰＣリードメールで宣伝ですが、こちらもアクセスアップに非常に有効です。

ＰＣリードメールサイトとは、会員に広告（宣伝）メールを送って規定URLを
クリックしたらポイントが払われる単純な仕組みのおこづかいサイトです。
また直接サイトに行って広告をクリックしてもポイントが貯まります。
あなたは、この広告をお小遣いを貯める見る側では無く、配信する側に回るのです。

メリットとして、メールをまず送るのでタイトル次第でサイトの内容を事前に伝え易い。
広告は、１０００単位で配信するので一気にアクセスアップが可能。
５０００配信依頼すれば、５０００アクセス上がるわけです。



アクセスがアップをすると検索エンジンの順位が上がるため、
検索エンジン側から、サイトを見てもらえる可能性も上がります。
また、リードメールを見るとお小遣いも貯まります。
リファーラル制もあるのでそちらの収入もお小遣い程度ですが、考えられます。
以下に、有名リードメールサイトを紹介します。登録しましょう。

ｐｒｉｚｅ　ｐｒｉｚｅ 携帯版あり（携帯版は１通２円！）
http://prize.zz.tc/touroku

最大手で、会員数１０万人と言う圧倒的な巨大サイト
メール単価も高くお小遣いサイトとしても十分稼げます。
リファーラル２段階（１０％－５％）換金５００円から

流石メール
http://sasugamail.zz.tc/touroku

ＰＣリードメール界で人気ナンバーワンです。
１日３０通位配信されます。１ヶ月未満で換金できます。
リファーラル３段階（２０％－２％－１％）換金５００円から

西成広告電信
http://nisinari.zz.tc/touroku

流石メールｌを猛追しているサイト。換金５００円から。
リファーラル３段階（20%－3%－2%）

eeeeライフナビライフナビライフナビライフナビ系列系列系列系列4444サイトサイトサイトサイト----個人運営個人運営個人運営個人運営がががが多多多多いいいいＰＣＰＣＰＣＰＣリドメリドメリドメリドメでででで安心感安心感安心感安心感のあるのあるのあるのある法人運営法人運営法人運営法人運営
eライフナビ Magic2Mail
http://elifenavi.zz.tc/touroku http://magic2.zz.tc/touroku 換金500円

TeddyBearMail ルクール
http://teddybear.zz.tc/touroku http://lecoeur.zz.tc/touroku 換金300円

上記以外にも沢山ありますが、登録している人はリードメールサイトに複数登録しているので
いろんな所に広告依頼を出しても、見てもらう配信広告がダブるのはあまりメリットがないのと
「また、同じ広告だよ。この人よく出してるな。」とスルーされるのがオチです。

私自身、他にも１０サイト程換金が５００円以下かつ、配信量の多いサイトに登録してますが、
メールの単価が安い（０．１～極まれに１円）のでＰＣリードメールを柱に自由な時間を
得ようとするのは、時間ばかりかかってしまい携帯リードメールに比べ、効率が悪いです。

また、ほとんどが個人で運営しているので、突然の閉鎖も多く安定した収入とは言えません。
ＰＣリードメールのお小遣いは本当におまけと考え、配信する側としての媒体と考えましょう。
広告を見る側でお小遣いを稼ごうと思えば、自力換金が早く安定している上記サイトがベストです

配信に費用が掛かりますが、ＣｏｉｎＡＤ－３と考え方は同じです。
払った費用に対する将来への見返りが大きいのでどんどん配信側に回って
自分のＨＰを仕掛けて行きましょう。

ちなみに、私の配信のタイミングが良かったのもいくらかあると思いますが
ＰＣリードメールサイトに合計１００００配信ごとに５人づつ位が
自分からの紹介でリードメールサイトの会員が増えていきましたよ。
１００００配信で５人の獲得は、たった０．０２５％の反応率です。
しかし、目標３０人でいいのですから、それぐらいの反応で十分なのです。
リファーラル１００％なら５人紹介で、毎日の獲得金額が５倍になるので、
初めて紹介者が出来た時、相当嬉しかったのを覚えています。
獲得金額を見るのが楽しくなりました。ぜひ紹介者が増えて同じ思いをして下さい。

前ページの２つの方法を目標人数になるまで繰り返しました。たったそれだけです。
そして、毎月１０万円以上です。結果が全て、そして真実です。



以上が私が行った方法ですが、特別な難しい事をした訳では無いことが分かると思います。
皆さんが何とか無料で済まそうと考えがちな事を、
率先して競合が少ない内に１回５００円程度出して実行しただけです。
やったもん勝ちです。複雑な事はしていません、真実は案外シンプルで簡単です。
拍子抜けした方、チャンスです。いけます！本当にこの程度です。こんなに簡単なのです。
複雑に考えるほど物事は難しくぼやけてきます。簡単な事程、実は結果と効果が高いのです。
しかも、宣伝依頼したら後は勝手に増えていました。自動です。本当に簡単です。

初めの準備だけです。何ヶ月もかかる準備ではありません、その準備たった１日。
準備が出来たら、効果的なタイトルを考えたり、文章の手直し位で基本的に繰り返すだけ。
費用対効果と自分で調べて行う事への時間短縮とチャンス拡大の意味は大きいです。
チャンスは何時までもその場にはいません。悩む前に行動する人間が稼げます。

他にもメーリングリスト一括投稿も有効だと思います。
１万部以上配信しているメルマガのヘッダー広告を依頼するのも良いかも。
（ただし高額ですので、費用対効果に関しては採算ラインを要計算の必要がありますが）

しかし、無料で出来るものでトラフィックチェンジ等はあまり効果が無いと思います。
これは、自分がトラフィックチェンジに登録している他人のサイトを見れば自分のサイトを
見てもらえると言うものですが、自分のサイトを見てもらうために興味の無いサイトを
見ないといけないのです。自分だったらどうでしょう。クリックしてサイト開いたら
次のサイトに移る時間までテレビ見たり、漫画読んだりしてませんか。と言うことは、
あなたのサイトもクリックされても、見た目のアクセスは増えても見られて無い、
効果は薄いのです。興味のある人達の集まる場所で配信する事が重要なのです。

余談ですが、トラフィックチェンジサイトの中でサイトを見たＰを換金出来るサイトがあります。
それが、オレンジトラフィックです。
http://orange.zz.tc/touroku オートサーフなので、会社や学校へ行っている間に

サーフモードにしていたら、勝手にポイントが貯まります。
（1000～2000Ｐは貯まっています。）
換金は１００００Ｐ＝１２円から、放置で1日2円は貯まります。
1週間で換金可能

紹介制度もあり、リファーラル5段階の20％－2％－１％－１％－１％となっています。

オレンジトラフィックには携帯サイト専用のモバイル版もあります。
オレンジモバイル

手動でのサーフですが、1サーフ0.75ポイントで100P=10円から換金。
1日７５Pまでのポイント取得制限があるので、1日7.5円獲得できます。
2日で換金できます。1ヶ月で、225円も貯まります。
下手な携帯サイトよりお金が貯まります。
ただし、手動なので1日の上限である７５Ｐまでは、時間がかかります。

紹介制度もＰＣと同じく、リファーラル5段階の20％－2％－１％－１％－１％となっています。
※オレンジモバイルはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

ＫＫモバイル 手動でのサーフですが、1サーフ0.75ポイントで100P=10円から換金。
1日７５Pまでのポイント取得制限があるので、1日7.5円獲得できます。
2日で換金できます。1ヶ月で、225円も貯まります。
下手な携帯サイトよりお金が貯まります。
ただし、手動なので1日の上限である７５Ｐまでは、時間がかかります。

※ＫＫモバイルはＱＲコードから携帯で登録して下さい。



豚の貯金箱に代表されるダウン構築はＨＰなしでも登録だけで勝手に増えると言いますが、
まず、増えません。ダウン構築の開発者と、結局ダウン構築サイトを
ＨＰやブログで一生懸命宣伝してる人のみがダウンを獲得しているのです。

つまり勝手に増える事はまず無いのです。何もしないで増えると言う歌い文句は
ダウンになってもらう為の誘い文句です。そして、ダウン構築サイトの提携サイトは
１００サイト位あります。１日５００通以上メールが来ます。いくらお金のためとは言え、
３日でへこむ事必死です。そんなにメールが来なくても私は厳選して稼いでます。

中には閉鎖寸前で全く稼げないサイトもあります。個人で自力換金できる優良サイトは
リードメール界の中でも２割も無いです。換金不可サイトに登録するのは時間の無駄です。
ダウン構築を私は使いませんでした。とは言え無料ですし、失敗しても損失はありません。
長い目で見で、宣伝すれば効果があり、ダウンがあるかもしれません。
しかし手間（効率）とのバランスを考えて（トラチェン、豚ちょき）私はパスしました。

以上ですが、何十万使って広告する話では無いです。
ＰＣリードメールに出しても、ＡＤ広告に出してもネットの広告は、１回５００円程度です。
新聞広告のように○万円掛かる話では無いです。
得られる収入は今後何十万の可能性です。効率は相当いいと思います。
現に私は稼ぎました。何度も繰り返しますが、稼ぎたいならやるかやらないかだけです。
現在の私は、今の紹介者数を維持するだけで良い状態になりました。

同じ様にＨＰを作っても、人よりきれいに作っても宣伝しないと増えません。
逆に、きれいでなくても宣伝して世の中に目立った者が勝ちです。
後、余談ですがＰＣリードメールサイトの儲かる系の甘い話（特に海外から来た物）は、
ほぼ、儲からない（もしくは損失する）話なので、惑わされないようにしましょう。

最後まで読んで頂きありがとうございます。このレポート、以前のＨＰで公開していた時は、
メールフォームを使って無料でダウンロードしてもらっていました。
当時ＨＭＳ系が換金できていた時は最大で月３３万の収入がありました（我ながら凄いっ！）

しかし、2006年2月当時のＨＭＳの破局を知っている方ならお分かりだと思いますが、
一気に収入の半分近くを失ってしまい、ポイントサイトに対する不信感と落胆、
そして、稼げると伝える事の責任（無料のリスク）をヒシヒシと考えさせられ
サイトとレポートを一時閉鎖してしまいました。実際貯まらねーよと言う悲しいコメントもありました。
私も被害者ですが、私が稼げると紹介し携帯リドメ生活を始めた方は、
恨みをぶつける場所が無いので、紹介者の私を恨みたくもなるだろうとも思いました。

中には、ＨＭＳ（携帯リドメ）専用携帯として、４台携帯を新規で購入、契約し、
一人で、縦長の「自分リファーラル」を構築しようとしたリスキーな方もいた様です。
私は、ポイントサイトやリドメサイトの毎年どこかである閉鎖や規約変更を
何度も見ていますので、そう言った複数台携帯を持つ事は一切勧めていません。

そこで、もう一度自己責任、リスクと言う事について考え、これから始める方の視点に立ち
大きい収入額（３３万円）のタイトルを辞め、怪しげな情報販売系のメールフォームも辞め
コンテンツはしっかり充実させて、もう一度再開しました。

だから、過去にこのレポート見た事あるなぁ、と言う方おられるかも知れません。
今後も随時サイトを含めたレポートの更新を行ってますので、ちょくちょく見に来てくださいね。
最初に作った時よりこのレポートも随分変化しました。
思ったより稼げないと思う方、急激に収入が増える訳ではありません。紹介無しで自力換金なら
なおさら地道です。コツコツした作業ですので向き不向きは絶対あると思います。
初期の頃は、あえて既存の胡散臭い情報販売に一矢報いる為に、
あえてわざと似せて作りましたが、現在はタイトルも含め胡散臭い所は極力排除したつもりです。

後書後書後書後書きききき



さて、長い前置きになりましたが、

ここまで読んで私の月１０万稼いだ方法のレポート情報を自由に閲覧できるようにしてる訳が
解ってもらえたでしょうか？例えば、ＰＣのリードメールサイトに登録するとよく解るのですが、
私と同じような内容（稼げないサイト、閉鎖されたサイト等も平気で載せていて質は相当落ちる）
の情報を３０００円位で宣伝してる方がたまにいます。販売は買い手の判断次第ですので
その方たちが悪いわけでは決して無いです。が、私も同じ様な方法で販売したとしたら、
１回で５人位購入してくれる方がおられるかもしれません。でもその有料のレポートの内容は
買わないと見れないですよね。それでは、目先の情報料は入ってきますが、
携帯リードメールサイトのリファーラル制を活かした継続的収入はあまり見込めません。
私のレポートを見て、登録するしないは人それぞれですが、１人でも多くの人に
登録してもらうには、とにかく１人でも多くの方に情報を読んでもらわないと始まりません。

そのため、やる気があればドンドンレポートをダウンロード出来るようにしています。
私は目先の１回きりの情報料より、継続して入る収入の方がはるかに大事と考えています。
そして、やる気や興味が無ければ見れない（見ないまま終わる）様にレポートにしている訳です。

そして、私が紹介したリードメールに登録した貴方が、
先ほど紹介したブログや広告媒体で宣伝をしてあなたから会員が出来、
あなたが稼げるようになれば、あなたはリードメール会員を辞めないと思います。
そう、私が紹介したあなたが会員を辞めない事が、
私の収入の将来の安定した継続に繋がるのです。私の副収入の安定を考えた時に
どんどん稼げる方法を無料で伝える事が一番私も、貴方も幸せになれると思ったのです。

だから、ドンドン貴方に稼いで欲しいです。私以上に稼いで欲しいです。
そして、紹介者から安定した収入を得る方をどんどん作って欲しいのです。
私は、今の収入が安定すればそれでいいです。欲張れば切りがないですから。

リファーラル制は、無料でギブ（お金が稼げる情報を発信）する事で、
テイク（自分の紹介した会員なってもらう）を受け取れる法則を
解りやすく実行できるシステムだなと思いました。
言うなればリファーラル制は、自分以外の力が数倍働くテコの原理で収入が入ると言えます。

長々と書きましたが、結局私の方法は

携帯携帯携帯携帯リードメールリードメールリードメールリードメールのののの会員会員会員会員になるになるになるになる　　　　→→→→　　　　効率効率効率効率のののの良良良良いいいい方法方法方法方法でででで１１１１サイトサイトサイトサイトたったたったたったたった３０３０３０３０人紹介人紹介人紹介人紹介。　　。　　。　　。　　

この２つをしただけです。

全盛期は平均５０人以上の紹介者数がいました。現在は、１０人～５０人の１サイト辺り平均３０人
記号ＨＭＳ系が無くなり大幅に平均人数、収入共に大幅に減りました。

私自身、親友はいますが、友達が１０００人いる訳では無いので、ネットと言う宣伝方法を使って
見知らぬ方に会員になってもらう方法で増えていきましたが、友達がたくさんおられる方なら、
友人に｢タダで年間１０万円、手に入る方法あるよ。｣と言って興味を持った人に
携帯に自分の貯まってる金額の画面を見せながら口で直接説明した方が
早く自分の収入になるかもしれません。その場で登録を一緒にしてみたりして。

もし、２段階のリファーラルのサイトなら、あなたが紹介した友達が誰かを誘おうとしてる時に
誘おうとしてる方が友達の紹介で入ったら、あなたのポイントにもなるわけですから、
どんどん協力しましょう。一人より二人、協力者がいる方が登録まで持って行くのが簡単です。

別にネットワークビジネスＭＬＭの様に商品を連鎖的に買ってもらうわけじゃ無いですから。
無料で登録して、本当にリスクも無くお金が貯まる。説明さえちゃんと出来れば、
面倒がる人や変に抵抗を持っている人以外は登録してくれると思います。
だって、くどいようですが無料で始められてクリックしただけお金がドンドン増えるのですから。



ネットワークビジネス等のＭＬＭと違い物を買ってもらう様な負担を強いる訳ではなく、
情報を伝えるだけですから言い易いですね。しかし、
どんなに自分が良い物でも他の人に必ずしも良い物とは限らないので強要は駄目ですよ。
広告のクリック作業の向き不向きは、その人の性格によって絶対ありますので。

ネットでも、リアルでも貴方が出来る（得意な）方法で行動すれば良いと思います。
私の方法は、あくまでネットを使った宣伝においての効率良い宣伝と言う訳ですね。
友人もお金が増えて、自分も倍になって増える。しかもリスク（登録費や商品を買う等）は無しで。
誰も紹介しなくても年１０万円は現時点で換金できます。それから、どう行動するかです。
こんなに簡単に稼げるシステムは現時点で他に無いと思います。

稼ごうと思っている方はモチベーションの維持の為、具体的な目標収入を決めて行動です。
ゴールの無いマラソンは疲れるだけですから。

あなたは、今、簡単に稼げる情報を手に入れました。それは確かです。
でも、稼げる情報を手に入れた事に満足しないで下さい。
稼げる情報を手に入れただけで、何も稼げていないのです。
当たり前の事ですが、稼ぎたいなら行動して下さい。今より何もしないと何も変わりません。
宝くじを当てるまで、死ぬまで変わりません。宝くじも買わないと当たりません。行動です。

そして、携帯リードメール以外で稼げる情報も色々掲載したつもりです。
アフィリエイトは数修行です。収入になるまで相当な努力とオリジナルな考えが必要です。
アフィリエイトは安易に人と同じ事をしても駄目ですよ。ニッチなジャンルで勝負しましょうね。

おまけ・・・ 簡単にランキングサイトが無料で作成できるサイト。運営しているあなたの
ランキングサイトのＩＮがクリックされると、何とお小遣いがもらえます。
一度軌道に乗ると、ほったらかしでお金が増えてる！魅惑のランキングサイト運営
登録は→ http://rank.zz.tc/touroku

リファーラル制というシステム上、紹介したもの勝ち、情報は早いもの勝ちになります。
例えば、あなたの友達があなたとは別にリードメールを知って稼ごうと考えました。
すると、あなたと友達は共通の知り合いを取り合う事になります。早い者勝ちです。
狭い世界の話でしたが、全国規模でもリードメールで稼ごうとしてる人達で新規の取り合いです。
今も、どこかでリードメール会員は宣伝する人達により増えていると思います。

稼ごうと思った時から即行動する事が大事か分かって頂けたでしょうか。
しかし、携帯を持っている人が８０００万人いて、これからさらに発展すると言われてます。
そう考えるとまだまだ、これからリードメールを知る人がたくさん居そうですけどね。
↑よく言われる謳い文句、でも事実だと思う。
単純に、一日も早く収入があった方が良いですね。１つのサイトでまず１０人、頑張りましょう！

まずは、上記にあげたサイトに登録、３０サイトの登録で１時間です。
一度登録したら、後のサイト登録はコピーして貼り付けるだけ。何も難しい事はありません。
同じ事をするので、少し手間かなと思うだけです。でも、たった１時間です。
それから、早速広告メールが届きます。まずは、登録の1時間からスタートです。

家族５人みんなですれば、年間で毎日クリックで１人あたり１０００００円、５人で５０００００円。
１人が家族４人を紹介してリファーラル１００％とすれば、後プラス４０００００円入ってきます。
家族で年間１００００００円が見えてきますね。これも行動するかしないかです。

家族で稼いだリファーラル分で年に１回、家族で海外旅行に行きましょう！！
※ＰＣサイトは同一のＩＰアドレスの複数登録を認めていない所があります。
　携帯サイトも家族の紹介を認めていない所や未成年不可等があります。
　規約違反は強制退会になるので、規約はよく読みましょうね。



今回のことに限らず今後の人生で勝ち組になるために、思ったと同時に即行動。
その癖をつける練習のつもりで頑張りましょう。
たかがお小遣いサイト、されどお小遣いサイトです。

宣伝方法等は、私が宣伝を行った頃より良い宣伝媒体があるかもしれません。
ネットの世界は現実の世界より数倍早いスピードで情報や技術が進歩すると聞きます。
でも、私のレポートを通じてあなたが行った作業は決して無駄では無いと思います。
大事な事は成功するまで色々な方法でトライする事です。本当に考え方次第です。

※２００６年は、無料レポートサイトが大流行しました。しかし、無料レポートサイトを経由して
無料レポートを購読すると、必要の無い（面倒な）メルマガが大量に届く事になるので、
捨てアドを取得して、「アクセスアップ、ＳＥＯ対策」等で検索して
無料レポートを購読して、基本的な宣伝方法を勉強してみるのも良いかもしれません。
※私のこのレポートは、無料レポートサイトに登録していませんので、
当然ですが、ダウンロードしても変なメールが来る事は一切ありません。念の為。

一応参考までに、一番人気の無料レポートスタンドを紹介しておきます。
スゴワザ
http://www.sugowaza.jp/

あなたが携帯サイトで収入が出来るように心から願っています。

親は、子供に１万円お年玉をあげれる親になりましょう。
子供は、帰省時に親に素敵なお土産を買って帰りましょう。
妻は夫にお洒落なシャツを、夫は妻に花束を贈りましょう。
必要以上に稼いだお金は、自分の周りの人を幸せにするために使いましょう。

休日に１日、よしっやるぞって思い立った日を使って、
自由と言う名の携帯リドメ生活始めて下さい。（自分で作ったテーマです、どうでしょう・・・）
始めは手間取るかもしれませんが、１週間もすれば要領が分かって早くなります、頑張って。

そして、このレポートを最後まで読んで下さって、本当に本当にありがとうございました。


