
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。

今あなたは、緊急に５０万円のまとまったお金が必要な状態なのかも知れませんし、
投資の為の資金とか、まとまったお金が欲しいと言う事なのかも知れません。
理由は分かりませんが、レポートをダウンロードしたと言う事は、
少なからず興味があるの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、
そう言う意思の高い方に、私自身も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。

私のレポートを手に、頑張りましょう！。そして今、５０万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。約５０万円の収入を獲得する方法、
それは、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と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・・・

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。

ただ、何の説明もなくポイントサイトだけを５サイト位紹介して
「とりあえず登録して！登録すれば分かるから」的な粗末なレポートの多い事。
これでは、ポイントサイト自体の評判も「訳分からん」と落としかねません。

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。
ここまで、ポイントサイトの案件報酬に関してまとめた物は他に無いのではないのでは？と
勝手に自負しています。そんな当レポートです。

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
１発最大約５０万円を稼ぐ虎の巻！！

おめでとうございます。（＾＾）／



さて、ＰＣポイントサイトと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、サイトの無料登録をしますと、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。

しかし、今回の目的は１発５０万円の獲得です。即効性と緊急性があります。
広告受信やクリックでもお金は貯まりますが、そちらは今回は即効性が無いのでおまけです。
そちらのクリックや受信についての詳しい説明は、もう一つの私のレポート
「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！！」
をご覧下さい。

では、１発５０万円をどうやって、携帯リードメールとＰＣポイントサイトで稼ぐか？

その答えは、「案件登録」です。

案件登録とは、携帯リードメールやＰＣポイントサイト内にある、
提携企業の会員登録や資料請求をして承認されると、
サイト内で決められたポイントを獲得できるシステムとなっています。

獲得出来るポイント（円）は、

無料会員登録で、４０～２００ポイント
無料資料請求で、２００～５００ポイント
カードの発行で、１０００～５０００ポイント！

中には、比較サイトの無料一括査定で１０００ポイントなんてものもあります。

化粧品やサプリメントを無料お試し請求したら３００ポイントなんてものもあります。
詳しい獲得ポイントは、次ページ以降で私が紹介する優良ポイントサイト内をご覧下さい。

他に月額制のサイトに登録すると、普通なら３１５円／月程度かかるものが、
ポイントサイト経由での登録だと、８０ポイント（円）還元されて、
実質的に初月２３５円で利用できる様になる、割引案件なるものもあります。

他に携帯リードメールやＰＣポイントサイトと提携しているネットショップで買物を利用すると、
１００円に付き、１～３ポイントとして還元するショップ利用案件等もあります。

これらをまとめて、案件登録と呼んでいます。

↓↓↓↓

↓↓↓↓

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とととと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、それらの案件を登録したからって、５０万円とか行くのか？」と言う方も居られると思います。
では、↓の携帯リードメールの中で最強と言われるお財布．Ｃｏｍの携帯画面を見て下さい。

この時のお財布．Ｃｏｍにおいて、
画面中央の広告サイトで貯めるに
ある全ての広告利用で
１５３０７９コイン貯まります！！
とあります。

ハイ、全て登録され承認されると、
１コイン＝１円ですので、
お財布．Ｃｏｍだけでも、本当に
１５３０７９円もらえる事になります。

他にも、携帯リードメールや
ＰＣポイントサイトは、
大小２００サイト位存在します。

つまり、お財布．Ｃｏｍ以外にも
様々な携帯リードメールや
ＰＣポイントサイトの会員になり、
そのサイト内の提携企業の案件を
登録していく訳です。

お財布．Ｃｏｍだけで約１５万円もあって、他にポイントサイトが無数にあって・・・
仮に全業者、全部案件登録したら・・・５０万円どころか数百万円になるんじゃないの？！

いえいえｗ慌ててはいけません、事はそう単純ではありません。

まず、案件の中には月額制サイトの登録案件があります。登録で８０ポイント（円）もらっても、
登録した月額製サイトに３１５円／月払ったのでは、２３５円の赤字です。
月額製サイトの月額引き落とし前に解約しても、当然ながらポイントの案件承認がされません。
報酬狙いの即時解約は、悪質登録者とみなされ最悪強制退会になるので気をつけましょう。

そう言った月額製サイトの案件承認は、１ヵ月後とか確認後承認と言う時間差があるので、
月額製サイトの登録で、何とか月額料を払わずにポイントだけ貰おうと言うのは出来ません。

次に、「案件かぶり」です。
例えば、お財布．Ｃｏｍに「Ａクレジット」と言うカード発行案件があるとします。
そして別の携帯リードメールを見てみると、「Ａクレジット」が発行案件としてある事があります。
同じ「Ａクレジット」を２つのリードメールやポイントサイトで登録すると、「Ａクレジット」の方で
「登録報酬乱用者」とみなされ、この場合２サイトとも非承認にされてしまいます。
どれかのサイトで承認と言う事はありません。かぶった案件は全て非承認になります。

報酬案件については、他サイトとかぶらない様にしないといけません。

無料の案件にしぼり、更に他サイトとかぶらない様にしないといけないので、
それらを総合するとお財布．Ｃｏｍ単体では１５万コインの内、
案件登録で純粋に稼ぐのに使えるのは、２万コイン（円）程度になるでしょう。

そして、一番頭に入れておかないといけない事があります。
それは、携帯リードメールサイトと、ＰＣポイントサイトの運営会社自体の信頼度です。

↓↓↓↓

↓↓↓↓



私は、携帯リードメールやＰＣポイントサイトが日本に上陸してきた黎明期の時から
登録をしています。正確には、登録と退会を行っています。

ざっとその数、２００サイト以上。その中で、現在登録しているサイトは３０サイト程です。
閉鎖なので換金してね。と告知があるのは良い方で、中には突然、サイトが無くなっていたり、
３日前に閉鎖しますと告知したり、換金額が９０００円以上～に突然引き上げたり、
１年以上更新されていない、換金申請をしても何年も音沙汰無いサイトがあったりします。

私は、そう言ったサイトをまとめて悪質サイトと呼んでいます。

悪質サイトは、登録者に提携先の企業の案件を登録させるだけさせて、
会員の貯めた、お金に還元するべきポイントを自分のふところに入れて持ち逃げするのが、
目的です。会員に還元する気は全くありません。ほぼ詐欺です。

また、悪質サイトにはこちらに落ち度がないのに、不可解な不承認もたまにあります。
通称「ピンハネ」。本当は承認してるのに提携先からの承認報酬を自分の懐に入れているとか。
換金可能額に近づいたら露骨に不承認を多発させ、換金させないサイトもあるとか。悪質です。

携帯リードメールサイトやＰＣポイントサイトを、闇雲に紹介する素人の個人サイトも多く、
悪質サイト自体も開始当初は、優良サイト並みの高換金条件であったりするので、
初心者には、どれが優良サイトか悪質サイトか分かり難いのが現状です。

そこで、ポイントサイトのベテラン＾＾；である、私の登場です！

１０年近くポイントサイトを経験して、悪質サイトと優良サイトのパターンが分かってきました。
私の考える優良サイトの条件に当てはまらないポイントサイトは一切記載しません。

優良サイトの中から、案件登録に適したサイトを以下に書き出してみました。
どのサイトも換金実績が累計数万人に数億円と支払った実績があります。

まずは、１発５０万円への道の第一歩として優良サイトに全て登録です。

優良優良優良優良サイトサイトサイトサイト一覧一覧一覧一覧

携帯携帯携帯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

お財布．Ｃｏｍ
http://osaifu.zz.tc/touroku

換金が３００円からです！メール広告も充実してます。
会員数１２０万人突破の老舗で超メジャーサイト！
サイト訪問のクリックやくじでも毎日コインを獲得できます。
ＰＣ版お財布．Ｃｏｍもあり獲得金額も共通なので簡単に貯まります。

Ｍｏｐｐｙ
お財布．Ｃｏｍと同じ位携帯リドメサイトの中でも実績高い老舗サイト
大企業とのコラボイベントも定期的に行っており、
案件も非常に多いです。

※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

有名企業の固定の提携先があり、安定感は抜群。
多くのサイトが誕生し閉鎖していく中で、Ｍｏｐｐｙと同じ時期から、
運営を続けている安心と実績の老舗サイト。
私自身も何度も換金しています。

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。
ケータイコインも、お財布．ＣｏｍやＭｏｐｐｙの登場時から存在する
実績のある老舗サイトです。スロットで小判は、

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。

スロット小判 スロットで得たコインはケータイコインに自動的に合算されます。
ケータイコイン系列は、イーバンク銀行が出資会社の一つで、
そう言った大手企業がバックにいる事も安心の一つですね。

※ケータイコインとスロット小判はＱＲコードから携帯で登録して下さい。

Ｅ-ＭＩＬＥ 独自の方向性で、毎年どこかのサイトが改悪されていく中で、
老舗サイトと同じく、何年も換金条件が変わらない優良サイト。
案件も、他のサイトには無いオ提携先が多いです。

※Ｅ-ＭＩＬＥはＱＲコードから携帯で登録して下さい。

銭金クイズ 基本メールクリック＋サイトのクイズでお金を稼ぐ事が出来ます。
案件ですが、毎日特選情報のメールが届きます。
メールの案件は、通常よりお得な報酬額の案件になっているので、
要チェックしておきましょう。

※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 メールクリックで人生ゲームに挑戦してポイント（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Ｎｏ１！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。

Reco!Meは、正統派の携帯リードメールサイトです。
Reco!MeはＰＣ版もあり、携帯版と自動でポイントを合算出来ます。

Reco!Me （ミリオンヒットとは合算出来る訳ではありませんのでお間違い無く。）

Reco!Meとミリオンヒットは運営会社が同じアドウェイズです。
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。

※ミリオンヒットとReco!MeはＱＲコードから携帯で登録して下さい。



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

まんぷく島
http://manpuku.zz.tc/touroku

トップページに独自案件や、還元２倍キャンペーンなどしています。
案件も細分化されていて、案件の質、量共に充実しています。
携帯版もあり、自動的にポイント（どすこい）が合算されます。

得だわ幕府
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も３～４ちゃんこ、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！

ポイントバンク系
げん玉と携帯の目指せ総理大臣は同じポイントバンク系列です。

げん玉 換金はポイントバンクにポイントを貯めてから行います。
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、
日替わり案件など、とにかく案件が充実しているサイトで、
自前ショップのキャッシュバック案件も多い巨大サイト。
携帯版もゲンモバもあり。合算はポイントバンクにて。

←← ※携帯版げん玉の登録はこちらから。

目指せ!!総理大臣 げん玉と同じポイントバンクにポイントを預けてお金に換えます。
トップページに通常の２倍案件や、新着案件の告知等、
案件の鮮度が非常に高いサイトです。換金は３００円から。
毎日サイトのアンケートでもポイントが貯まります。

※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。

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

えある 携帯版あり
http://eal.zz.tc/touroku

トップページには、案件と案件の人気ランキングや
数日で承認される案件特集など、案件情報が充実しています。
通常より多くもらえる案件の特集も行っています。

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

案件系のポイントサイトでは、最も有名なサイトです。
案件と言えば、ゲットマネーと言われるほど、
案件の質、量共に最高クラスであり、
とにかく、無料の案件の量と言ったらとんでも無い数です。

その認知度から提携企業の方も、無料案件はゲットマネーと
まず提携と思っているようで、良い循環でサイトを運営しているようです。

以上が、案件にしぼった場合の優良サイトの一覧でした。



今回記載していない、他のメジャーなポイントサイトについてですが、
ポイントメールは、ポイント交換がギフトブックで現金化は抽選。
ＥＣナビやライフマイルは、ショップでの購入キャッシュバックがポイント案件のメインですので、
無料登録案件に絞った場合、今回は除外させて頂きました。

しかしながら、超優良ポイントサイトである事は間違いないので、
前ページの優良サイトの案件登録だけでは満足できず、もっとポイントが欲しい場合、
ポイントメール、ＥＣナビ、ライフマイル、更には
もう一つのレポートサイト、「毎月月収１０万円お小遣いサイトで稼ぐ」の中から
追加会員登録して、他のポイントサイトには無い案件を探してみるのも良いでしょう。

では、優良ポイントサイトに登録が完了しました。
面倒でしたか？一番大事な事は１発５０万本当に欲しいかどうかです。

案件登録は簡単ですが手間がかかります。やる気が本当にあるかどうかだけです、
携帯リードメールとポイントサイトに全部登録なんて１時間かかりません。
日にちが経つほど、人間はだれてきます。情報だけ得て、満足してしまう人も本当にいます。
まだ、何も得ていません。銀行の口座にお金が振り込まれて初めていい気分になりましょう。
本当に１発５０万円をゲットする気があるなら、さっと登録は終わらせましょう。

では次は、いよいよ案件登録を開始します。

マイクロソフトエクセルを開いて下さい。もしくはノートと鉛筆でもかまいません。
何をするかと言うと、重複防止と案件報酬比較です。

例えばこうです。↓

お財布 モッピー えもじ便 銭金 ケータイコイン

Ａクレジット 3000 無し 2500 2800 無し
Ｂ資料 700 900 1000 無し 800
Ｃ登録 無し 100 150 150 100
Ｄ資料 無し 無し 無し 無し 600

上記の様な表を作り、書き出してみます。見やすくする為には、
正確には、クレジット、資料請求、登録、など各グループ分けをして書き出して行きます。
実際の、カテゴリーは無数にあります。ＰＣは携帯より更に細分化され１５カテ位あります。

最初に書いたように、重複して登録の「案件かぶり」をしてしまったら、提携先企業の方で、
「登録報酬乱用者」と見なされてしまい、重複したサイトは１つも承認されません。

重複登録だけは、ワザとである無いは関係無く、とにかく避けなくてはいけません。

次に、ポイントサイトごとで、力を入れている案件によって報酬ポイントが違うと言う事です。
サイトによって「クレジット特集」とか、「資料請求キャンペーン」等を行っていると、
その特集案件は、他サイトの同じ重複案件より報酬が多い場合がよくあります。

上記の表で言えば、Ａクレジットの案件ではお財布．Ｃｏｍが、Ｂ資料請求ではモッピーが
一番報酬が多い事が分かります　　※あくまで参考値。実際の報酬とは異なります。

クレジットの開設などは、サイトごとで２０００ポイント以上獲得報酬に違いがある場合があります。
無料登録なら、数十円での差程度ですが、何百件もある登録を全てこなすとすれば、
チリも積もれば、全て根こそぎ登録する頃には最終的に数万円近い差になります。

必ず表に書き出して、獲得報酬の比較をサイトごとにして、少しでも一番報酬の大きい
ポイントサイトで登録するようにしましょう。



携帯サイトの登録報酬案件は、ほぼ携帯リードメールのみに掲載されている案件なのですが、
クレジットカード案件などは、ＰＣポイントサイトにも、携帯リードメールにも同じ企業の案件が
ある場合があります。ＰＣポイントサイトと携帯リードメールを分けて案件比較表を作成し、
比較をして案件登録していたら、知らないうちに重複していて
承認されなかったなんて事態に気をつけましょう。

見落としがちなのが、ポイントサイトごとのポイントレートです。
お財布．Ｃｏｍ、モッピー、えもじ便、銭金など大体のサイトは１ポイント＝１円ですが、
まんぷく島や、得だわ幕府は２ポイント＝１円ですし、
げん玉、目指せ総理大臣は１０ポイント＝１円です。

同じ重複案件の中で、最も獲得ポイントの多いサイトで案件登録したつもりが、
換金してみたら、レートの関係で最も獲得ポイントが少なかったなんて事態に気をつけましょう。

実際、全てのサイトの無料案件比較を書き出してみると、エクセルで５００セル以上になります。

以上の点に気をつけて、比較表を作成し完成したらいよいよ次々に案件登録していきます。
クレジット系やＦＸ口座開設で、１０００～５０００円以上／件
資料請求系が５００～１０００円以上／件
サイト登録が５０～２００円以上／件で、１つのサイトで２００００～３００００円獲得できます。

他に、楽天市場やヤフーショッピング等のネットショッピングサイトで買物する時に
ポイントサイト経由で入ると、購入価格の１～２％がポイントとしてキャッシュバックされます。
どうせ同じ買物するなら、少しでもポイントになる得する買い方をしましょう。

以上の事を全てし終えた時、全ての携帯リードメール、ＰＣポイントサイトを合算すると、
５０００００円（５０万円）分のポイントが貯まっているはずです。
これらを全て換金して振り込まれた時、あなたの手元には５０万円をゲットしているはずです。

全ての案件登録に必要な時間は、やる気を持って集中してやれば、
ポイントサイトの登録に１時間。案件の表を書き出して、全て比較するのに１日。
比較して最も良い報酬から案件登録して、完了するのに１日。計２日でしょう。
逆に2日以上かけて、だらだらすると単純作業の繰り返しですので、
段々面倒になってきます。1発で最大約５０万を本気で欲しいのであれば、
集中して一気に終わらす。これに尽きます。

だって、５０万円ですよ。現実の世の中で５０万を稼ごうと思ったらどれほどの労働と拘束時間、
ストレスが必要ですか？それが、集中してすれば作業は２日で達成するんですよ。
５分の１でも１０万円ですよ。労働収入に比べたら本当に「この程度の作業」です。
集中して登録と言う単純作業しましょうよ。

承認されるのは、即日案件から報酬の高い審査の必要なものは１ヶ月かかる場合もあります。
また、ポイントの換金日数は、ポイントサイトごとに違っていて、申請して即日、２～３日、
月末締めの翌月15日払い等様々です。しかし、作業は終わっています。気楽に待ちましょう。

もちろんあなたの目標の金額に合わせて登録すればよいと思います。（登録した企業からの
メールも多くなりますし。）２０万で良いなら最大額から半分以下の案件登録で良いですし、
数万円で良いなら数十件の登録で到達できると思います。

獲得報酬獲得報酬獲得報酬獲得報酬をををを上上上上げるげるげるげるワンポイントワンポイントワンポイントワンポイント。。。。

携帯リードメールや、ＰＣポイントサイトに登録すると、登録メールアドレス宛に
新着案件や、通常の１．５倍報酬のキャンペーン案件等が１日数通届きます。

メールの特集案件は、他のサイトの同じ案件より数十円～数百円多い場合が殆どなので、
ホッカホカの案件は見逃さないようにしましょう。登録時期の参考までに、
案件登録が最も多いのが１２月で春や秋は案件自体が少なくなる傾向にあります。



案件登録においての禁止事項
有名なゲットマネー事件（クレジット案件乱用事件）

今でこそ、登録案件が豊富なポイントサイトや携帯リードメールサイトは増えましたが、
一昔前まで登録案件と言えば、ゲットマネー（Get money）一択でした。
クレジットカードの案件が当時は特に豊富で、様々な企業のクレジットカードの申請があり、
クレジットカード案件だけで、全て承認されると数万円と言う報酬が獲得できました。

その名残でゲットマネーの固定ファンも多く、ゲットマネーのクレジットカード案件に
片っ端から登録しようという内容のお粗末な情報レポートも、今でも無数に存在します。

そんなある日、２つの事件が起きたのです。以下簡単に説明。

まず、１つ目はクレジットの案件に片っ端から登録する。→報酬を得たらゲットマネーを退会。
半年ほど経ってほとぼり？が冷めて来たら再びゲットマネーに入会→
再びゲットマネー内のクレジット案件に片っ端から登録。

この人は、２回目の時にばれて報酬剥奪後、ゲットマネーを永久退会処分になりました。

次の違反ですが、上記の違反と似ていますが、若干違います。
この違反もまずクレジットの案件に片っ端から登録する。→報酬を得たら
次は母親の名前で入会しゲットマネー内のクレジット案件に片っ端から登録→報酬を得たら
次は父親、次は妹、次はじいちゃんｗｗ・・・と言った所で不正が発覚。
報酬不承認の挙句、この方もゲットマネーを永久退会処分になりました（当たり前）。

この２つの事例は、何もゲットマネーに限った事ではありません。
他のポイントサイトや、携帯リードメールでも同じ事が言えます。

同じ１つの案件の後日再登録（２重登録）提携先に記録が残っています。
短期で、同じサイトに登録を繰り返そうとする悪質な確信犯は、
提携先側がポイントサイトに通報して、退会処分にされます。（違反なので報酬も取消剥奪）

家族だろうが、同級生だろうが、他人に成りすましは当然禁止されています。
ネットのＩＰアドレスやログインログから、成りすましかどうかはばれてしまいます。
同一ＩＰアドレスからの入会は、サイトごとに違いますが○人までと制限されています。
成りすましが発覚した場合、報酬剥奪の挙句、退会処分にされます。

現在は、そう言った高報酬案件だけを繰り返し狙う、悪質会員の対策も万全です。
他サイトとの重複は勿論、時間差を利用した重複、成りすましは禁止です。
そう言った不正者が乱用すると、結局企業が用意したアフィリ報酬が減ってしまい、
正常な案件報酬が払えず、他の会員が迷惑する事になります。
やる気を持つのは大事ですが、欲張って非常識な考えを持つのはやめましょう。

現実現実現実現実でもでもでもでもネットネットネットネットでもでもでもでも、、、、不正不正不正不正はいけないしはいけないしはいけないしはいけないし、、、、マナーマナーマナーマナーはははは存在存在存在存在するとするとするとすると言言言言うううう事事事事ですですですです。。。。

報酬振込は登録された銀行口座に振り込まれますが、既存の銀行や郵便局だと
２００円近く振り込み手数料を取られてしまうパターンが多いです。

振込先をネット銀行にしておけば、振込手数料が５０円程度で済みます。
まだ、ネット銀行をお持ちで無い方は、口座維持手数料がかからない、
イーバンク銀行に口座開設をしましょう。

ポイントサイト登録後でも、振込先銀行の登録、変更は出来ます。
銀行口座開設には１週間程度かかるので、同時進行でポイントサイトの登録をしましょう。

イーバンク銀行の登録は→ http://ebank.zz.tc/kouzakaisetu



登録登録登録登録のののの効率効率効率効率をををを上上上上げるげるげるげる方法方法方法方法

案件の登録は何十件も繰り返すとなれば、分かっていても単純作業になっていきます。
登録する内容も、名前や住所生年月日と大体同じ事の入力を繰り返し・・・

そこで、ウインドウズのメモ帳を開きます。

そして、メモ帳に名前、住所、生年月日、メルアド等の毎回入力する事を入力していきます。

次に、案件の登録画面を開いた時、さっきのメモ帳の名前、住所、生年月日等を出して、
案件登録画面の所定の場所に、コピー＆ペーストしていきます。

ワープロで打つより遥かに早いスピードで案件登録作業をこなしていく事が出来ます。
携帯でもコピーに自分の名前や住所、生年月日、メルアド等を入力して、
同じ様に案件登録画面の所定の場所に貼り付けていって、作業の効率化と簡略化が可能。

また、この作業をワンタッチ化した無料のフリーソフトがあります。
マウスだけで、登録作業が出来るようになるので、使ってみるのも良いと思います。

ａｉ　BAR２００５　のダウンロードはhttp://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se366961.html

今回のレポートの方法は、禁止事項にも書きましたように、同じ案件の繰り返しの登録や
他サイトとの重複が出来ません。つまりこの案件を登録して行き、最大約５０万を得る方法は、
タイトルにもありますようにたちまちは１発（１回だけの）手法です。

新着案件が沢山出揃ってくるまで、短期での２回目の案件登録は
新しく登場した案件を片っ端登録をしても数千円程度の報酬になります。
それに、登録した案件先からお知らせメールが届く様になる事と思います。
報酬狙いの報酬発生後の即時解約は、レポートの最初の方でも書きましたが、
有料、無料会員登録を問わず、悪質登録者とみなされますので気をつけましょう。

その事を承知した上で、案件登録は実行してくださいね。サラリーマンの月収以上の報酬が
数日で獲得出来ます。（実際の報酬振込は、サイトごとに違います。）

大事なことを書きますが、この方法で本当に
やれば出来ちゃうんです。報酬になるんです。だから後はやるかやらないか、

案件登録作業案件登録作業案件登録作業案件登録作業をするのとをするのとをするのとをするのと引引引引きききき換換換換えにえにえにえに、、、、数日数日数日数日のののの内内内内にににに最大最大最大最大５０５０５０５０万円万円万円万円がががが欲欲欲欲しいかどうかだけですしいかどうかだけですしいかどうかだけですしいかどうかだけです。。。。

余談ですが、案件登録後に登録した案件先企業からメールマガジンが届く場合がある為、
私の知人に、結婚を期に家族間通話にする為、携帯のキャリアを家庭で揃えると言う事で、
使用中の携帯の解約１ヶ月前に今回のノウハウを行おうとした私の知人がいましたが、
私は推奨しません。

また、現在のキャリアがＡＵで、例えば今後もＡＵを一生使い続けるとして、
使うことの無いであろうドコモやソフトバンクの最新携帯を１円で新規契約してきて、
今回の案件登録手法で手当たり次第に登録。
大方の案件登録収入が入った、２ヶ月ほどで解約。

更には解約した最新携帯を携帯買取屋やヤフオクで１～２万で売ると言う事を
ノウハウとして書いていたサイトがありました。こちらも私は推奨しません。
（機種変だと２万以上する最新携帯も新規なら１円～格安で手に入れられ、
新しい機種が登場するまで１～２万、人気機種なら２万５千円以上で売れる場合もあるらしい。）

あとがきあとがきあとがきあとがき



案件先で不正防止のために登録情報が残っている為、
名前と住所が同一なら、携帯キャリアが違っても不承認になってしまいます。

それにこう言った「報酬はもらうけど、企業の話は聞かないよ」と言う姿勢の、
案件乱用者が多数居てしまったら、企業は利益になりませんので、
次回以降の案件報酬を減らすか、最悪案件報酬宣伝を止めてしまうかもしれません。

だれが、損するかと言えば、普通に企業の案件に登録する人と言う事になります。
やる気を持つのは良いですが、正直者が馬鹿を見る的な事になるのは頂けないと思います。

頭の回転が早い人なら、２ヶ月分の携帯代と入ってくる収入額を差し引いて・・・いくらになるな
と、パッと計算して思い浮かんでしまう方もおられると思います。

なりふり構ってられないられない方は特に、そう言った方向に走りがちです。
余談の方法は詳しく書くと実行してしまう人が出てくるかも知れないので、
具体的に書かずサラッと書きました。

違反には引っかからないが、捨て携帯での案件登録後の携帯解約は脱法的であると思います。

前ページの案件登録の禁止事項（永久退会にされた人のやっちゃった事）にも書きましたが、
ネットでも現実でもマナーは大事だと思います。

最後最後最後最後にににに・・・・・・・・・・・・

当然今回の案件登録にも向き不向きがあると思いますので・・・

いきなり数十万も要らないよ、継続的収入の方が良いなという方は、もう一つの私のレポート
「お小遣いサイトで毎月１０万円の副収入を得る方法」をお読み下さい。
案件登録をよりも、無数のお小遣いサイト内をコツコツクリックをしていく事に軸をおいて、
収入を得る方法を書いています。

コツコツ長く積み上げていく方法か、一気に稼いで一気に終わるか。ウサギかカメか。
読んでくれた方に合う方法で実践して見て下さい。そして生活を豊かにして下さい。

みなさんの今後の生活を豊かにする為にこの無料レポートが少しでも役に立てば幸いです。
最後までお読みいただいて本当にありがとうございました。


