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エフォートレス・マネー・ジェネレイター

MA（独占広告版） 

 

これを使って、数時間内に稼いでください： 

かつてない最も偉大なお金を稼ぐレポート 
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はじめまして、 

 

エフォートレス・マネー・ジェネレイターの佐藤です。 

 

私は、これまでワンランチ・マーケティングやタイムマシンマーケティング倶

楽部という E ブックを販売してきました。  

 

すでにワンランチ・マーケティングのユーザーは 7000 名、タイムマシンマー

ケティング倶楽部も参加者が 1000 名を超え、多くの人たちのネットビジネス

をサポートして来ました。 

 

そして、今回のエフォートレス・マネー・ジェネレイターも一ヶ月で 800 本

以上が売れ今も販売は続いております。 

 

私たちの根底にあるのは、資本主義の最先端の国、アメリカから最新のビジネ

スノウハウをこの日本に持ち込み、日本のビジネスを進化させるということで

した。 

 

実際に、私たちのビジネス提案以降、多くのビジネスチャンスを手に入れてき

た人たちがとても多く、今でも感謝の声が届くくらいです。 

 

そんな私達が、新しいインフォメーションビジネスをみなさんに提案したいと

思い、それを具体化させたのが、今回のエフォートレス・マネー・ジェネレイ

ターMA です。 

 

エフォートレス・マネー・ジェネレイターは、数時間以内にネットビジネス j

初心者でも即金でお金を得るということに主眼を置いてきました。 

 

エフォートレス・マネー・ジェネレイターMA も同じコンセプトで作られたし

レポートです。 
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今回も、全く同じ手法で、今後自動的に収入が生まれていく方法をご紹介した

いと思います。 

 

あなたも「数時間以内に稼ぐ」方法を理解して、思わず膝をたたいてしまうと

思います。 

 

しかも今回の E ブックは、6 段階（6 ティア）という多段階報酬というマーケ

ティングシステムについて紹介しているため、最初の仕掛けがうまくいけば、

あとは半自動で収入が発生するという凄さを持っています。 

 

そして、このビジネスは、ネットビジネス初心者のために、特別にデザインさ

れています。 

 

前作のエフォートレス・マネー・ジェネレイターに書きましたが、これからネ

ットビジネスを行う上でかなり重要なことを言いますので、しっかりと覚えて

おいてください。 

 

重要事項：モノを売ろうとしない 

 

お金を取るというのは、非常に難しいことです。特に、多くの人間は何者か分

からないやつのために滅多にお金を出そうとはしません。 

 

ですから、インターネットには無数の売り込み情報がありますが、ほとんどが

相手にされず、情報のガラクタとしてネット上に散乱しています。 

 

ですから、あなたが利益を生み出すネットビジネスを行いたいなら、まず売り

込みを止めることです。 
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「売り込みを止めたら、売れないじゃない！」 

という声があちこちから聞こえてきそうです。 

 

売れなくても良いのです。売り込む前にまずは、信頼を獲得してください。 

 

これから信頼を勝ち取る方法についてお教えします。 

一瞬にして、あなたが信頼を勝ち取る方法です。 
 

信頼を勝ち取る最も簡単かつ最も速い方法とは、 

まずはあなたが与えることです。 

 

ですから、まずは無料のモノを与える（くばる）こと

からはじめてください！ 

 
無料のモノを配るくらいならあなたもできるのではないでしょうか？ 

 

ベストセラー、フリー~〈無料〉からお金を生みだす新戦略: クリス・アンダ

ーソン著には次のような内容が紹介されています。 
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「ユーザーになにがしかのお金を払わせることがもっともむずかしいのです。

最大のギャップは、無料のサービスと 1 セントでも請求するサービスのあい

だにあるのです。」 

 

「消費者からすると、安いことと無料との間には大きな差がある。モノをタダ

であげれば、バイラルマーケティングになりうる。1 セントでも請求すれば、

それはまったく別で、苦労して顧客をかき集めるビジネスのひとつになってし

まう」 

 

ものを与えれば、返報性の原理が働きます。 

 

返報性の原理とは、チャルディーニ博士が、影響力の武器という本の中で発見

した「人間は与えられると、お返しをせずにはいられなくなる」という社会心

理学的に基づく重要な法則性のことです。 

 

ですから、どんどんと与えて、それが自分の元に返ってくるの

を待ちましょう！ 

 

いまや、インターネットで活動するためのコストは限界にまで

ゼロに近づいています。  

 

ブログ、メールマガジン、SNS、ツイッターなどを活用すれば、いくらでも無

料のモノ（デジタル商品）をくばることができます。 

 

そして、もらう方も無料なので、非常に心理抵抗が低く、受け取ってくれます。  

 

よく街頭で、キャッシングの会社がティッシュを配っていますが、なんであん

なことをするのでしょうか？ 

 

それは効果があるからです。(^-^) 
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キャッシング会社に対してネガティブな感情を抱いていても、ティッシュをも

らったということを通じて、キャッシング会社に対する心理的抵抗がかなり軽

減されているのです。 

 

しかしながら、ティッシュなどの有形のモノをくばるのは、配布する個数に比

例した大きなコストが必要になります。 

 

しかしながら、デジタル商品を配布コストはほぼ無料です。 

 

ですから、お金の無い個人でも、方法さえ知ってしまえばいくらでも無料で配

布することができるのです。 

 

デジタル商品はコストがほぼゼロです。そしてそれを配布する

のも非常に安いコストもしくはコストゼロですみます。それに

よって、あなたは一瞬にして信頼を獲得します。 

 

しかし、ただ無料で配るだけではお金になりません。 

 

どこかにキャッシュポイントを作らなければならないのです。 

 

つまり、口座に入金をしてもらうためには、何かを提供する必要があることが

お解りになると思います。 

 

それは多くの人に感謝され、自発的にお金を払いたくなるようなもので

なければなりません。  

 

そのような商品を紹介することで、あなたに対する信頼はさら

に高まり、あなたは無料で与えるという行動に対する報酬を受

けることができるようになります。  
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そして、この E ブックにも、そのような感謝されて自発的にお金を出したく

なるようなものを掲載させていただきました。 

 

それは何か？というと、 

 

あなたが簡単にお金を稼ぐことのでき、それでいてほとんどお

金がかかることのない新しいビジネスの紹介です。  

 

さらに… 

 

あなたは、あなた専用のアフィリエイト E ブックを作り、収

入を得ることができます。 

 

あなた専用のアフィリエイト E ブックとは、あなたが読んで

いるこの E ブックにあなたのアフィリエイト URL が埋め込ま

れたものです。 

 

上記を無料で受け取ることができます。 

 

つまり、無料のバイラル E ブックにアフィリエイト URL を組

み込んで配布する自動収入システムを構築できるのです。  

 

このことにより E ブックを読んだ人に  

とって、この E ブックは特別な価値を持つものになります。 

 

この E ブックを手に取ったあなたは、とってもラッキーです。  

 

あなたは、このようなシステムをご自分で作る必要は全くなく、すでに出来上

がったシステムをそのまま使うだけでいいのです。 
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それでは、実際にこのアフィリエイトビジネスが何かについて紹介します。 

 

それは… 

 

たった 3,000 円の会員登録のみですぐに独占広告事業を始め

られるというものです。※支払いは 1 回のみ 

 

あなたは、不況の嵐が吹き荒れている現況のネット業界で安定した収益を上げ

ている事業をご存知でしょうか？ 

 

それは「独占広告配信事業」です。 

このビジネスにあなたは参入できるのです。 

 

インターネットビジネスでみんなが求めているもの、 

それは自分自身のホームページへの有効なアクセスです。 

 

多くのアクセスアップを提供するサイトがありますが、 

メルマガ独占広告は即効性のある宣伝手段として、 

多くの方が格安の独占広告配信サイトを利用しています。 

 

そんな稼げる広告ビジネスをあなたも簡単に出来るのです。 

しかも、単なる激安独占広告のアフィリエイトではありません。 

 

自動収入システム = （ほったらかしで報酬確保）  

＋激安独占広告 = （１回５０円の配信特典）  

＋６段階報酬ビジネス = （6 ティア制度で権利収入）  

 

を融合させたこれまでに無いビジネスモデルです。 
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安定収入をつかむことが出来る新ビジネス！なのです。 

 

 
 

全く稼げない日々からの大逆転するための、９９．９９９９９

９９９％の成功を導くアフィリエイトシステム  

 

■会員登録をすれば何が出来るのか？ 

会員登録後このページと同様の専用ページが提供されます 

会員登録をすれば、あなたの独占広告が１０回配信できます！ 

 

 登録後、会員割引価格（１回５０円）で独占広告を配信できます！ 

独占広告配信ＩＤを１０回分５００円で購入出来ます。 

 

■６段階アフィリエイトで、すぐに独占広告の起業できます！  

あなただけの宣伝力には収入に限界があります。 

６段階アフィリエイトシステムは、あなたの直接紹介者が集客した分もあなた
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の収益に加算されます。 

アフィリエイト報酬は１０００円以上の実績で即時支払申請できます。（即日

～２日で振込） 

 

■自動収入システムで専用ページにアクセスを集めます！  

 

最初の宣伝活動は当社のアクセスアップサービスを利用してあなたの専用ペ

ージを告知します。（メールマガジン１回配信 ＋ クリック保証広告１回） 

その告知であなたの直接紹介者が多数成約できれば、後はほったらかしでも収

益が発生します。 

 

6 段階の報酬について、もう少し詳しく説明いたします。  

 

あなたが直接紹介者（１ティア）を獲得して報酬額ゲットします！ 

 

▼そして、あなたの直接紹介者が別の紹介者を出したとき、その時の報酬は、    

 あなたの権利収入となります！（知らないうちに増収期待できます！） 

 

あなたが紹介者（1 ティア）を獲得してダウン報酬額１ゲット！ 

１ティアが紹介者（２ティア）を獲得してダウン報酬額２ゲット！ 

２ティアが紹介者（３ティア）を獲得してダウン報酬額３ゲット！ 

３ティアが紹介者（４ティア）を獲得してダウン報酬額４ゲット！ 

４ティアが紹介者（５ティア）を獲得してダウン報酬額５ゲット！ 

５ティアが紹介者（６ティア）を獲得してダウン報酬額６ゲット！ 

 

もうご理解いただけましたでしょうか？ 
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あなたは直接紹介者を増やせば増やすほど高収入の期待値が増加します。 

 

 

あなた自身のビジネスを今からはじめられるのです。  

どうでしょうか？ 

信じられない提案でしょう？ 
 

今、あなたはこれから、どんどんとお金を稼ぐことが可能なビジネスへの入り

口にたっているのです。この機会を逃すとこのようなビジネスには二度と出会

えないかもしれません。 

 

多くの E ブックは、その売り上げのほとんどを商材の作成者が持っていきま

す。しかし、私達はそれを逆にしたいと考えました。売った人にその利益がほ

とんど還元する仕組みを作り上げたのです。 
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じゃ、「おまえは何処で儲けるのか」って？  

 

心配しないでください！ このビジネスは 6 段階報酬です。ですから私はあ

なたが稼いでくれればその一部を報酬としていただくことが出来るのです。 

 

売り方が分からないという方がいるかも知れませんが、それは

大丈夫です。あなたに使っていただける７つのレポートをご用

意しました。 

無料レポートの紹介  

E ブック：これでアクセスが２倍になりました♪ブログのアクセスアップ法

Ver.2.0 全１１５ページ・今度は５０連発！【再配布権付き】 

トラフィック、トラフィック、トラフィック・・・ 

ウエッブではトラフィック（訪問者）を集めることに

より、ビジネスがうまく進みます。みんなトラフィッ

クが欲しいのです。 

じゃあ、トラフィックを集めることにしましょう！ 

このEブックに載っている50個のアイデアは、トラフ

ィックを生じさせるための効率的な方法です。 

 

レポート： tom＆楓 present 音声対談 ２０００万円スーパーアフィリエ

イターから稼ぐ秘訣をごっそり引き出しちゃった【再配布権＆プレゼント付】 

２０００万円アフィリエイター tom さんとの音声

対談。 

 

メルマガアフィリエイトを無料で始めるために作ら

れたレポートになります。あの伝説の虎の巻が０円

で手に入ります。 
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レポート：【Ｇｉ流】ブログ・メルマガアフィリエイトで実績 0 から月 10 万

円稼ぐための情報配信術[再配布権とプレゼント付き] 

ブログ・メルマガアフィリエイトで、実績 0 から『月

10 万円』稼ぐために必要な情報配信術を暴露します。

再配布権と極秘プレゼント付き！！ 

 

 

 

 

 

レポート：初心者でも絶対に稼ぐ！【再配布権付き】 

売るべき商材の判断基準から、売れるレビューの書き

方、売れる商材の見つけ方を丁寧にお伝えしています。 

さらにこの商材で 2 ティア報酬まで稼ぐ方法も必見で

す。 

合言葉は「初心者でも必ず稼ぐ」です。 

まだ初報酬をゲットしてない人は、このノウハウで必

ずゲットしましょう！！！  

 

レポート：検索エンジン奴隷人に捧ぐ～アメブロ次世代アクセスアップ思考術

【再配布権付き】 

検索エンジン（SEO）にかんじがらめにされた、稼げ

ないアフィリエイターの集客思考の殻をぶち破り、ア

フィリ脳を激しく揺り動かすアメーバブログ次世代

アクセスアップ思考術発想法をお伝えするレポート

です。 
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レポート：mixi 足あとツール  

1800 万人の会員がいる mixi を使ってアフィリエイト

を集めるツールです。 

足あとを自動でつけるツールを使ってアクセスをど

んどんと集めてください。驚愕のツールを無料でプレ

ゼントいたします。 

 

 

 

レポート：楽天ブログ 記事自動投稿ツール 

楽天ブログにアフィリエイトリンクを埋め込みなが

ら、定期的に自動投稿してくれるツールです。プログ

ラムを起動しておけば、楽天ブログを通して、アクセ

スがどんどん集まってきます。 

 

 

 

 

 

下のリンクをクリックしてください 

下のリンクをクリックするとホームページが表示されます。 

ただスクロールして購入ボタンを見つけてください。 

すぐに購入してはじめる!! 

 

たった￥3,000 円の投資で、そこから発生する売り上げから 6 段階のアフィ

リエイト報酬があなたのものになる 100 円独占広告事業の会員になることが

できます。インターネットでの安定的な収入を得る方法を獲得してください。 

 

http://url.her.jp/100/tn/top.cgi?sid=yoshio0807&gid=1263183718
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あなたは、下記のアドレスで、アフィリエイト URL を組みこ

んだアフィリエイト E ブックは次のアドレスで作ることがで

きます。さらに無料の７つのレポートもダウンロードできます。 

 

http://www.effortlessmoneygenerator.com/maviral/ 

 

誰でもアフィリエイト E ブックを作れますが、100 円独占広

告事業の会員にならないと配布しても報酬を受け取ることが

できません。 

 

ここで、話が長すぎて頭がこんがらがってしまった方のために・・・ 

 

・ 独占広告ビジネスは、経済的に厳しい状況下で、稼ぐためのものです。 

・ 誰かほかの人と電話で話したり、人とあったりする必要はまったくありま

せん。 

・ 稼ぎは、直接あなたの口座に振り込まれ、一部の ASP のように何ヶ月も待

たされることはありません。 

・ あなたから派生した売り上げは 6 段階にまで及び権利的収入が得られるよ

うになります。 

・ ご自分でかけない限り、マーケティング費用など必要ありません。 

・ ご自分のビジネスで稼ぎ始めるのに、愛車を売る必要もなければ借金をす

る 

・ 必要もありません、ましてや、銀行強盗をする必要も・・（笑）。 

・ 支払いが完了してから２４時間以内に準備完了となり、最初の注文を受け

ることができます。 

・ あなたが、この独占広告事業に登録したら、すぐあなたのアフィリエイト

リンク入りの無料レポートを作成して配布すれば自動的な収入を生み出

す可能性があります。 

・ ただこのレポートによってなんらかの利益が確定するものではありませ

ん。 

http://www.effortlessmoneygenerator.com/maviral/
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【PR】「数時間以内に稼ぐ」努力無しの現金製造機  

 

下のリンクをクリックしてください 

下のリンクをクリックするとホームページが表示されます。  

 

あなたは、再販権、再配布権のついた 16 個の商品のパッケージを取得します。

そして無料であなた専用のアフィリエイト E ブックを作り、更にアフィリエ

イトのリンク URL も得ます。そして売り上げの 75％を獲得する特別アフィ

リエイトプログラムへの参加権もついてきて、値段はわずかの 3,980 円です。 

 

http://www.effortlessmoneygenerator.com/?e=yoshio0807@gmail.com
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著者紹介  

 

ウェブマーケッター＆Ｅマーケティング・コーチ  

info@effortlessmoneygenerator.com 

 

コーチングを取り入れた独自のメソッドにより、顧客のポテンシャルを最大限

引き出すマーケティングを実践中！ 

 

尊敬する人物は、ロバート・アレン、ジェイ・エイブラハム、ダン・ケネディ

他 

 

これからもアメリカの素晴らしい商材やマーケティングメソッドを伝えてい

きます。 

 

mailto:info@effortlessmoneygenerator.com

