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はじめに 
【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない

場合は最新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 
◆ 著作権について 

 当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、

以下の点にご注意ください。 

 

◇ レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、

本レポートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、およびオ

ークションサイトなどで転売することを禁じます。  

◇ 本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子

ファイル、ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流

用および転載することを禁じます。  

 

◆ 使用許諾契約書 

 

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以

下、乙とする）との間で合意した契約です。 

本レポートを甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。  

 

 

第 1 条（目的） 本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲

が非独占的に使用する権利を承諾するものです。  

 

第 2 条（第三者への公開の禁止） 本レポートに含まれる情報は、著作権法によ

って保護されています。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、

甲はその情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開す

ることを禁じます。  

 

第 4 条（損害賠償） 甲が本契約の第 2 条の規定に違反した場合、本契約の解

除に関わらず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価

格の 10 倍の金額を支払うものとします。  

 

第 5 条（その他） 当レポートに沿って実行し、期待通りの効果を得ることがで

きず、万一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないも

のとする。 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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レポート著者のプロフィール 
 

 

 
輪になって稼 GO! 

 

出身地：静岡県静岡市出身 1978年生まれ O型 

趣味：音楽、釣り、ギター、サイト制作。 

好きな言葉：失敗も成功も行動しなければ得られないものである。 

 

 

ネットビジネス経歴： 

  

2007年 6月頃に初めてアフィリエイトという言葉を知る。 

サラリーマンを務める傍ら、副業としてアフィリエイトをスタート。 

最初はブログを使った物販ブログの運営からスタートするも、 

始めて半年間は報酬 240 円という経験を持つ超へっぽこアフィリエイター。 

 

しかしその後、アフィリエイトの 2ティア制度と情報商材という世界を知り、 

尐しずつではありますが、アフィリ報酬を伸ばす事が出来るようになりました。 

 

現在では、ブログ、ホームページ運営を中心に 

情報商材、物販アフィリエイト等で月に約 10～15 万円程の収入を得ています。 

 

最初のうちは中々収入に繋がらずに本当に苦労したものですが、正しい方法で

やればやった分だけ収入になるのが、アフィリエイトの一番の魅力だと心から

実感しています。 

 

ブログやメルマガでは、アフィリエイト初心者さん向けの情報を主に配信中で

す。もし宜しければ一度お立ち寄りください。一緒に輪になって稼ぎましょう！ 

 

 

主な運営ブログ：アフィリエイトと 2ティアで稼ぐ！ネットで在宅副業ワーク！ 

メールマガジン：アフィリエイトと 2ティアで、ブログ HP運営で稼ごう！ 

 

 

 

http://adwiresreview.blog43.fc2.com/
http://2tier-affiliate.com/mail-magazine/
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始めに‐このレポートの趣旨と目的 
 

 

■このレポートの目的と概要 

 

 

当レポートをダウンロード頂き、誠にありがとうございました。 

 

 

このレポートは、 

 

無料レポートの紹介だけでアフィリエイト報酬が貰える 

業界初のアフィリエイト紹介制度を搭載した無料レポートスタンド 

インフォゼロ（Info-Zero）の調査結果を暴露したレポートです。 

 

 

 

インフォゼロ（INFO-ZERO） 
 

http://info-zero.jp/?icd=1057
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 インフォゼロって最近色々な所でよく見かけるよね？ 

 一体どんなサービスなの？ 

 なんで無料レポートの紹介だけで報酬が貰えるの？ 

 実際の所はどうなの？本当に稼げるの？ 

 

 

等など、 

非常に気になっていらっしゃる方々も多いようです。 

 

 

そんな沢山の皆様の疑問や好奇心を裏付けるように 

私の運営するサイトへも連日かなりの人数の皆様が 

検索エンジンからのキーワード検索で訪れてくれています。 

 

 

 
 

 

今回は分かりやすいように、 

検索数上位の単体キーワードだけを PICK アップしましたが、 

複合キーワードでは、更に多くの方が訪問して下さっています。 

 

 

（私の個人的な勝手な思い込みではないという事です＾＾） 
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というわけで今回は、 

私がインフォゼロを数カ月間利用してみた上で分かった 

報酬獲得の仕組みと実態、実践結果等について解説した 

インフォゼロの調査結果の暴露レポートを書いてみました。 

 

 

私のこれまでの実践、調査結果が、 

あなたのアフィリエイト活動、2 ティア獲得、 

アフィリエイト報酬獲得に尐しでも役立てば幸いです。 

 

 

 

それでは早速次のページから、 

インフォゼロの調査結果、実践結果についての解説を 

はじめたいと思います。 

 

 

 

よろしくお願い致します<(_ _)> 

 

 

 

 

 

 

※追伸、、 

 

 
このレポートの最後には、 

あなたのアフィリエイト報酬と２ティア獲得に役立つ、 

ちょっとしたプレゼント企画も用意してあります。 

 

 

ぜひ最後までお付き合いください＾＾ 
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無料レポート、無料レポートスタンドに関する予備知識 
 

 

それでは早速、 

このレポートの本編へと入らせて頂きたいと思います。 

 

 

・・・しかし、その前に。 

 

 

今このレポートをお読みの皆様の中には、 

 

 

 無料レポート 

 無料レポートスタンド 

 

 

この二つの用語を初めて聞かれたという方も 

おそらくいらっしゃることでしょう。 

 

 

 無料レポートって一体何？ 

 無料レポートスタンドってどんなサービスなの？ 

 

 

と疑問に思われている方もいらっしゃると思いますので、 

 

インフォゼロについて解説する前に、 

知っておきたい予備知識について簡単に解説させて頂きます＾＾ 
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■無料レポートとは？ - 事前に知っておきたい予備知識 

 

 

無料レポートとは、 

ある特定の目的に関する有益な情報が詰まった 

無料で読むことが出来る電子書籍です。 

（イーブックなどとも呼ばれます。） 

 

 

読んで字のごとしですが、 

ある一定の条件を満たすことで無料で読むことが出来るレポート、

情報の事を無料レポートと呼びます。 

 

 

レポート筆者の過去の実体験談、 

特定ジャンル成功の為のノウハウやコツ、 

マニュアルやツールのプレゼントなどを纏めたものが多く、 

 

 

全く内容のない役に立たないような物から 

場合によっては有料商材に匹敵するようなものまで、 

無料レポートの内容は千差万別です。 

 

 

 PDF 形式のファイル 

 音声ファイル 

 便利なツール 

 画像素材、テンプレートなどのプレゼント 

 

 

等の形式で作成、配布される事が多く、 

多くのブログやホームページ上で無料配布されています。 

 

 

 



商料レポートの紹介だけで稼げる？気になる無料レポートスタンドインフォゼロ

(Info-Zero)の実態！実践、調査結果暴露レポート！【再配布権＆プレゼント付き】 

10 
Copyrigh アフィリエイトと 2ティアでブログ HP運営で稼ごう！ All rights reservsd 

■無料レポートスタンドとは？-事前に知っておきたい予備知識 

 

 

無料レポートスタンドとは、 

一般消費ユーザーと情報提供者を 

無料レポートというコンテンツを通じて繋ぐ 

インターネット上の無料のマッチングサービスです。 

 

 

現在、無料レポートスタンドといえば、 

メルぞう、スゴワザ、まぐぞうなどが有名で 

利用者も多い事で知られています。 

 

 

 

無料レポートスタンドのメルぞう 
 

 

各無料レポートスタンドには 

様々なジャンルの無料レポートが沢山登録されていて、 

有益な情報を求めているユーザーが沢山集まってきます。 

http://mailzou.com/?M=15447
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一般消費ユーザーの様々な需要や新たなニーズに答えるように 

毎日のように新しい無料レポートが登録されており、 

中にはお金をとっても良い様な、非常に有益な情報も存在します。 

 

 

 

◆一般消費ユーザー・・・ 

 

興味を持っている特定のジャンルに関する有益な情報を 

無料で効率よく収集する事が出来る。 

 

 

 

◆情報（コンテンツ）提供者・・・ 

 

無料で効率よく見込み客のリストを集める事が出来る。 

 

 

 

双方にとって有益となる環境と場所をインターネット上で提供して、 

需要と供給のマッチングスペースの役割を果たしているのが 

無料レポートスタンドです。 

 

 

 

いかがでしょうか？ 

 

 

無料レポート、無料レポートスタンド、 

この２つの用語と意味についてはご理解頂けましたでしょうか？ 

 

 

それでは続いてこのレポートの本題である、 

無料レポートスタンドインフォゼロについて解説していきますね！ 
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現金報酬が貰える無料レポートスタンド「インフォゼロ」とは？ 
 

 

Info-zero（インフォゼロ）は 

２００８年１２月にオープンした無料レポートスタンドです。 

 

 

実は無料レポートスタンドというサービス自体は 

既に幾つも存在していますので、特に目新しいものではありません。 

 

 

それにも関わらず今、インフォゼロが 

なぜこれほどまでに注目を浴びているかといいますと、 

これまでになかった新しい報酬獲得の仕組みを複数搭載した 

業界初の無料レポートスタンドだからです。 

 

 

 

インフォゼロ（INFO-ZERO） 

http://info-zero.jp/?icd=1057
http://info-zero.jp/?icd=1057
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■インフォゼロだけの独自の報酬獲得の仕組みとは？ 

 

 

従来の無料レポートスタンドが持っていた役割は、 

自作の無料レポートを作成しているメルマガアフィリエイター、 

インフォプレナー等の顧客リスト収集の為の無料サービスという 

位置づけが主でした。 

 

 

もちろん一般消費ユーザーも情報収集には利用できるのですが、 

無料レポートスタンドの利用メリットは、 

どちらかといえばメルマガ発行者、情報提供者側に偏っていた 

というのが実情だったと思います。 

 

 

しかしインフォゼロは、そんなこれまでの業界の常識を大きく覆す、 

新しい仕組みが複数導入された無料レポートスタンドです。 

 

 

その新しい仕組みとは、、、 

 

 

 

無料レポートを紹介するだけで現金報酬がもらえる 
 

 

 

という、驚きの紹介報酬制度です。 

 

 

何とインフォゼロには従来の無料レポートスタンドが持っていた 

仕組みはもちろんのこと、アフィリエイトプログラムとしての 

無料レポートの紹介報酬システムも同時に導入されているのです。 
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インフォゼロに登録してある無料レポートを紹介するだけで何と！ 

１件ダウンロードされるにつき５０円の紹介報酬が貰えます！ 

 

 

・・・しかも！ 

驚く事に２ティア報酬制度も完備されています。 

 

 

皆様がインフォゼロで獲得した２ティアさんが 

無料レポートを誰かに紹介すると、 

１件 DLされるにつき５円の２ティア報酬も貰えてしまうのです！！ 

 

 

 

・・・いかがでしょうか？ 

 

 

 

こんな無料レポートスタンド 

今までに聞いたことがありませんよね？ 

 

 

私はかれこれ 2 年以上メールマガジンを発行していますので、 

大手の主要無料レポートスタンドには既に殆ど登録しています。 

 

 

しかし現時点で現金報酬が貰える紹介システムを導入している 

無料レポートスタンドはインフォゼロだけです。 

 

 

【現金報酬が貰える業界唯一の無料レポートスタンド】 
 

 

というキャッチコピーは確かに納得です。 
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・・・でも１件紹介につき、５０円しか貰えないんでしょ？ 

・・・２ティア報酬もたったの５円ぐらいじゃなぁ～。 

 

 

もしかしたら、このレポートをお読みの皆様の中には 

そう感じられた方もいらっしゃるかもしれませんね＾＾ 

 

 

・・・しかし！！ 
 

 

通常のアフィリエイトとインフォゼロの最大の違いは、 

紹介する商品が有料商品ではないという部分です。 

 

 

インフォゼロで紹介する商品はすべて無料レポート。 

つまり、完全に無料なのです。 

 

 

 無料レポートの購読には現金などの負担は一切ありません。 

 購読申込に必要なのは名前とメールアドレスだけです。 

 あなたは完全に無料のレポートを紹介するだけでいいのです。 

 

 

多くのアフィリエイトプログラムの基本は、 

紹介商品が成約に繋がった場合に報酬が発生する成果報酬型です。 

 

 

しかしその殆どは有料商品の紹介ばかりです。 

 

 

従来のアフィリエイトの場合、皆様が紹介する商品の申込者には 

金銭的な負担が必ず発生するという事です。（ここがポイント！） 
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ブログや HP で商品を一生懸命紹介しているにも関わらず、 

中々成約にまでは繋がらず、結果としてアフィリエイト報酬を 

獲得出来ないとお悩みの方が多いのが実情ではないかと思います。 

 

 

そんな中、今最も成約に繋がりやすいと言われているのが 

無料の商品を紹介するだけで稼ぐ事が出来る、 

無料オファーを使ったアフィリエイトと呼ばれるものです。 

 

 

無料オファー ＝ 資料請求型のアフィリエイト 
 

 

と例えれば最も分かりやすく伝わりやすいでしょうか？ 

 

 

ちなみに資料請求型のアフィリエイトとは、 

興味のある人に無料の商品のサンプルを紹介するだけで 

報酬を貰えるアフィリエイトプログラムです。 

 

 

資料請求の為、基本的に申込者に代金が発生しないので、 

結果として非常に成約に繋がりやすいのが最大の特徴です。 

 

 

ここ数年インターネットでは、 

無料レポートなどの申込によって報酬が発生する形の 

アフィリエイトプログラムが多いに流行っていますよね？ 

 

 

無料レポートを紹介するだけで報酬が貰えるアフィリエイトが、 

なぜこれほどまでに流行っているのでしょうか？ 

 

 

・・・それは、、、 
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星の数ほどある成果報酬型のアフィリエイト商品の中でも、 

 

 

無料レポートを紹介するだけのアフィリエイトは最も敷居が低く、

最も成約に繋がりやすいアフィリエイト商品だからです。 

 

 

なにより無料オファー型のアフィリエイトには、 

 

 

お客様        → 知りたい情報を無料で得られる 

アフィリエイター   → 無料商品を紹介して報酬が貰える 

商品、サービス提供者 → 効率的に見込み客を集められる  

 

 

全ての関係者にとって大きなメリットが発生するという、 

素晴らしい特徴があるのです。 

 

 

インフォゼロでは、 

名前とメールアドレスを入力するだけで読む事が出来る、 

完全無料のレポートを紹介するだけで紹介報酬が貰えます。 

 

 

つまり皆様の大切なお客様や読者の方々にとって、 

金銭的な負担やリスクが全くない無料レポートだけを紹介して 

なお且つ報酬を稼ぐ事が出来るのですね。 

 

 

ブログやホームページは運営しているけど、 

有料の商品を紹介するのはちょっと抵抗があるな。 

 

 

と考えられていた方も沢山いらっしゃるかもしれませんが、 

紹介する商品が完全に無料の物だったらいかがでしょうか？ 
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申し込むお客様側に金銭的なリスクが全くない物なら、 

有料の商品よりも、もっと気軽にご紹介できるとは思いませんか？ 

 

 

しかもインフォゼロでは、 

資料請求に付き物の、住所や電話番号等といった 

面倒な個人情報の入力等も必要ありません。 

 

 

無料レポートの購読に必要なのは、 

名前とメールアドレスの入力のみです。 

 

 

これほど敷居の低い紹介報酬の発生条件は他にないでしょう。 

 

 

もちろん既存のアフィリエイトプログラムの中には、 

無料レポートの紹介で報酬が発生する ASP も既に存在しますが、 

最大のネックは紹介できる無料レポートの数と種類が尐ない事です。 

 

 

無料レポートの紹介で報酬が発生するのは確かに嬉しいけど、 

自分が運営するブログやホームページ、メールマガジンに適した、

紹介した無料レポートが見当たらないケースが多かったのです。 

 

 

私も過去、自分の運営するサイトの属性に合わない 

無料レポートばかりで中々紹介できなかったという経験があります。 

 

 

尐々極端な例えですが、 

いくら報酬が魅力的な無料オファーがあったとしても、 

女性向けのブログでアダルト関係の商品は 

流石に紹介できないですものね（汗） 
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それに比べてインフォゼロは、 

ここ半年程で一気にネット上での知名度が上がり、 

利用者数が急激に増えてきました。 

 

 

しかも利用者の増加に伴って、 

毎日のように新作の無料レポートがどんどん登録されています。 

 

 
 

 

インフォゼロの最大のメリットは、 

登録されている無料レポートの全てを、 

自由にアフィリエイトする事が出来るというところです。 

 

 

 

もちろん、内容、ジャンル、一切関係なく、 

無料レポートの紹介によって発生する紹介報酬は一律５０円です。 
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無料オファー系の商品数が尐ない 

他のアフィリエイトプログラムに比べると、 

紹介できるアフィリエイト素材には本当に事欠きません。 

 

 

日々新しい無料レポートが登録され続けていますので、 

皆様が運営している媒体に適した 

無料レポートが必ず見つかるのではないかと思います。 

 

 

つまり、 

 

 

アフィリエイト初心者さんでも非常に実践しやすく、 

成果に繋がりやすい、報酬獲得の容易さ、成約率の高さが 

インフォゼロのアフィリエイトプログラムの最大の特徴なのです。 

 

 

 

 

ちなみにこちらは、２０１０年５月１日～５月１０日までの 

私のインフォゼロ報酬画像です。 
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5 月は僅か１０日間で既に１０６５円の報酬を獲得しています。 

 

 

無料レポート１件紹介につき５０円、２ティア報酬は５円ですが、 

何事も塵も積もればバカにならないとはまさにこの事ですよね？ 

 

 

しかも私の場合はインフォゼロの紹介記事を書いているだけです。 

 

 

現時点では個別の無料レポートは一切紹介しておりません。 

 

 

ブログに３つの紹介記事を書き、 

インフォゼロのバナーをブログのサイドバーに貼っておくだけで、 

勝手に無料レポートがダウンロードされて報酬が発生しています。 
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← こんなバナーです。 

 

 

たったそれだけでも、これだけの報酬が獲得出来ているのです。 

 

 

事前にしっかりとレポートの内容を確認したうえで、 

個別の無料レポートに力を入れて紹介すれば、 

更に多くの紹介報酬を獲得する事も十分に可能でしょう。 

 

 

何よりも２ティアさんもしっかりと稼げている事。 

これが最も重要なポイントではないでしょうか？ 

 

 

インフォゼロがとても成果に繋がりやすい ASP だという事が 

非常によくおわかり頂けるのではないかと思います。 

 

 

ちなみにインフォゼロで獲得した無料レポートの紹介報酬は、 

３０００円以上報酬が貯まった時点で支払われます。 

 

 

しかも月末締めの翌１０日支払という、 

業界内でも最速に近いスピード払い。 

 

 

ASP の報酬の支払いは、月末〆後３０日から６０日が一般的ですから 

報酬獲得から最短で１０日後のスピード支払は非常に嬉しいですね。 

 

 

 

報酬獲得から最短で現金が振り込まれるので、 

日々の作業に対する初期のモチベーションも維持できます。 
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私もこのレポートを書いている時点で、 

累計報酬３０００円を超えましたから、 

来月１０日の報酬支払日が今から楽しみで仕方がありません＾＾ 

 

 

・・・そしてここからが、 

インフォゼロの最大の特徴、他にはない大きなメリットです！！ 

 

 

従来の無料レポートスタンドは、メルマガ発行者と 

無料レポートの作成者しか発行者登録ができませんでした。 

 

 

無料レポートスタンドを利用した事がない方は、 

 

 

「ところで発行者登録って一体何なの？ 」 

 

 

と疑問に思われると思いますので 

無料レポートスタンドに発行者登録するメリットについても 

簡単に解説させて頂きますね＾＾ 

 

 

無料レポートスタンドに発行者登録する最大のメリットは、 

 

 

読んでみたい無料レポートを見つけたら、 

管理画面から面倒なメルマガ登録なしで 

好きな時に好きなだけ読む事が出来るという事です。 

 

 

実はこの権利、 

これまではメルマガ発行者登録した方だけの特権でした。 

 

 



商料レポートの紹介だけで稼げる？気になる無料レポートスタンドインフォゼロ

(Info-Zero)の実態！実践、調査結果暴露レポート！【再配布権＆プレゼント付き】 

24 
Copyrigh アフィリエイトと 2ティアでブログ HP運営で稼ごう！ All rights reservsd 

そういった背景と諸事情もあり、 

 

 

無料レポートスタンドはメルマガ発行者の為のサービス。 
 

 

という印象がこれまでは非常に強かったのですね＾＾ 

 

 

・・・しかしインフォゼロでは、 

メルマガを発行していなくても発行者登録する事が出来ます！ 

 

 

例え皆様がメルマガを発行していなかったとしても、 

ブログやホームページを運営されている人なら、 

誰でもインフォゼロに発行者登録する事が出来るのです！！ 

 

 

最初に簡単な発行者（アフィリエイト）登録を済ませると、 

インフォゼロに登録してある無料レポートを、 

面倒なメルマガ登録なしで好きな時に好きなだけ読む事が出来ます。 

 

 

・・・つまりインフォゼロは、 

無料レポートが誰でも読み放題なのです(*^_^*) 
 

 

無料で効率よく情報収集する為に利用するにはもってこいですし、 

ブログやホームページで紹介する無料レポートの中身を 

事前にしっかりと確認する事も出来ますから安心ですね＾＾ 

 

 

メルマガ発行者向けのサービスだった無料レポートスタンドが、 

インターネット利用者全てが気軽に利用できるようになった。 
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これが従来の無料レポートスタンドと、 

インフォゼロの最大の違いといえるかもしれません。 

 

 

一説によると現役のメルマガ発行者数は約５万人と言われています。 

 

 

それに対してブログ、ホームページを運営、利用人数の総数は、 

尐々古いデータですがこんな結果も出ているようです。 

 

 

◆各ブログサービス毎の利用者数推移比較データ 
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人気ブログサービス TOP３の利用者を合わせただけで、 

ブログの利用者総数は軽く１００万人を超えています。 

 

 

しかもこのデータは２００９年６月時点の物ですから、 

現時点ではブログ利用者数はこのデータ以上に増えているでしょう。 

 

 

実はこれまで、無料レポートの紹介というものは、 

ごく一部のメルマガ発行者しか行っていませんでした。 

 

 

何故なら無料レポートの紹介には、読者リストを集めたいメルマガ

発行者にしか直接的な紹介メリットがなかったからです。 

 

 

・・・しかし、インフォゼロでは全く違います。 

 

 

無料で効率よく情報収集をする事が出来て、 

なお且つ無料レポートを１件紹介するごとに 

紹介者には５０円の報酬が発生するのですから。 

 

 

更には２ティア報酬も１件につき５円発生する。 

 

 

この無料レポート紹介報酬制度を取り入れることにより、 

メルマガを発行していないブログアフィリエイターの方々にも、 

大きな無料レポート紹介メリットが発生するようになりました。 

 

 

数十万人以上はいると言われている現役アフィリエイターの中でも、 

メルマガを発行している方はそれほど多くはないのです。 
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時間を掛けて作成した自作の無料レポートが全く DL されなくて、 

集客に悩まれているメルマガ発行者様もきっと多いでしょう。 

 

 

中々レポートを紹介してもらえない背景には、メルマガ発行者は 

時としてライバルになる事も多かったからなのですね。 

 

 

同じジャンル、同じ属性のレポートは、 

メルマガ発行者にとって時としてライバルになる事もあるので 

いいレポートでも中々紹介しづらかったという実情もあるのです。 

 

 

もちろん自分の直接的な利益やメリットはさておき、 

読者様の為を思い、有益な無料レポートはどんどん紹介する 

アフィリエイターの方も中にはいらっしゃいますが＾＾ 

 

 

多くの場合、自分に直接的な紹介メリットがないと、 

中々行動に移すことが出来ない方が多いのも事実でしょう。 

 

 

今まではメルマガ発行者以外の方々にとっては、 

無料レポートの紹介に直接的な紹介メリットがなかったのです。 

 

 

これも無料レポートが中々DL されない 

大きな要因の一つだったのではないでしょうか？ 

 

 

しかしメルマガを発行する事を視野に入れていない、 

ブログやホームページだけでアフィリエイトをしている方々でも 

無料レポートを紹介するだけで報酬が貰えるとしたら、、 
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・・・尐々話は変わってくるとは思いませんか？ 

 

 

仮にメルマガの現役発行者数が約５万人だとした場合、 

先ほどご紹介したデータからもお分かり頂けるように、 

ブログ、ホームページの総利用者数は桁違いです。 

 

 

これから先、ブログやホームページを運営されている方々が、 

あなたの無料レポートを紹介してくれるとしたら。。 

 

 

間違いなく今より多くの方々に、 

あなたが作成した無料レポートの存在は広まるでしょう。 

 

 

何よりいい内容の無料レポートは、 

自然と口コミで評判になるのがインターネットのいい所です。 

 

 

あなたが一生懸命作成した無料レポートが、 

今よりも沢山の方に紹介して頂いて、 

より沢山の方々の目にとまり、手にして頂けるようになったら。 

 

 

そう考えると本当にわくわくしますよね＾＾ 

 

 

沢山の方に無料レポートを紹介して頂けるという事は、 

自作の無料レポートが中々DL されないとお悩みのメルマガ発行者の

皆様にとっても非常に大きなメリットがあるのです。 

 

 

そして更にもう一つ！ 
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自作の無料レポートを作成しているメルマガ発行者様にとって、 

インフォゼロには他にはない大きなメリットがあります。 

 

 

従来の無料レポートスタンドでは、自作の無料レポートが DL されて

手に入るのは、顧客リスト（名前とメールアドレス）だけでした。 

 

 

・・・しかしインフォゼロでは何と！ 

 

 

自作の無料レポートがダウンロードされると、 

１件につき１０円の発行者報酬がもらえてしまいます！！ 

 

 

 

つまり自作の無料レポートが１００件 DL されるだけでも、 

何と１０００円の発行者報酬がもらえてしまうのです！！ 

 

 

 

もちろん従来の無料レポートスタンドと同様に、 

無料レポートを購読してくださった方の 

名前とメールアドレス（顧客リスト）も集める事が出来ます。 

 

 

あなたが一生懸命作成した自作の無料レポートが、 

１件 DL される毎に報酬とリストに変わっていくのですから。 

 

 

ちょっとした印税の様な感覚ですね＾＾ 

 

 

新しい自作の無料レポートを作成する度に、 
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「このレポートの内容を気に入ってくれたなら、 

もし宜しかったらインフォゼロで紹介してみてください、 

１件 DL される毎にあなたに５０円の紹介報酬が入りますよ。」 

 

 

とブログやメルマガを使って 

あなたの読者様に呼びかけてみるのもよいかもしれません＾＾ 

 

 

そうすればあなたの読者さまは 

無料レポートの紹介報酬（１件につき５０円）を得る事が出来て、 

あなたは発行者報酬（１件につき１０円）を得ながら、 

より沢山の新しいメルマガの読者さんも獲得する事が出来ます。 

 

 

お互いにとって WINWIN の関係を築く事が出来るのです。 
 

 

例えどんなに優れた内容の無料レポートを作成したとしても、 

まずは沢山の方にその内容を見てもらわなければ意味がありません。 

 

 

何より無料レポートが持つ役割は、 

顧客リストを収集する為だけではありません。 

 

 

まずは無料レポートを通じて、 

あなたの存在をより多くの方に知ってもらい、 

あなたの配信している情報を知ってもらう事が大切なのです。 

 

 

・・・もしあなたが自作の無料レポートを既にお持ちなら、、 

インフォゼロに無料レポートを登録しない手はないでしょう。 
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■何故無料レポートの紹介で報酬が貰えるのか？ 

 

 

ここまでの話だけを聞いてみると、 

何だか全てがいいことずくめに感じてしまうインフォゼロですが、 

 

 

なぜ無料の商品を紹介するだけで報酬が貰えるのか？ 

その紹介報酬の資金は一体どこから生まれているのか？ 

 

 

その部分が多いに気になる方もいらっしゃるでしょう。 

 

 

 無料レポートの登録者は１件 DLされると１０円 

 無料レポートの紹介者は１件 DLされると５０円 

 ２ティア報酬は１件 DL されると５円 

 

 

この紹介報酬の出資元はどこなのか？ 

サービスを利用する側としてはやはり気になる所ですよね？ 

 

 

私も気になったので色々と調べてみたのですが、 

どうやら協賛スポンサー広告枠の販売によるもののようです。 

 

 

INFO-ZERO では現在、 

読者リストの収集サービスを有料で行っています。 
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インフォゼロ広告掲載についてのご案内ページより引用 

 

 

協賛スポンサー企業を集める為には、 

質の良い沢山の読者リストを効率よく集める必要がありますから、 

その為に無料レポートの紹介報酬制度を用意しているのです。 

 

 

協賛スポンサー企業様がインフォゼロに支払う広告料の中から、 

皆様への無料レポート紹介報酬が発生しているのですね。 

 

 

もちろん経営状況がよくないようでしたら、 

今後は紹介報酬の値下げなども発生するのかもしれませんが、 

（そこはビジネスである以上、仕方がないリスクでしょう。） 

 

 

私が数カ月間インフォゼロのサービスを利用してみた感触では、 

無料レポートの紹介報酬もしっかりと支払われているようですし、 

現時点では非常に上手く運営が回っているようです。 

 

 

それ以外にもインフォゼロは、 

自社ホームページ内で広告掲載枠の販売等も行っていますから、 

運営資金、報酬支払資金を十分に確保する事が出来ているようです。 

 

 

http://info-zero.jp/sponsor.htm
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尐なくとも無料レポートをダウンロードしたからといって 

レポートを請求された方が後から高額なお金を要求されたり、 

 

 

知らない間に有料の会員サービスに加入させられたりといった 

ワンクリック詐欺まがいの怪しいサービスではありませんので 

そちらに関しては安心してご利用されてください。 

 

 
※無料レポートの請求ページにもしっかり記載されている様に、情報提供者と

スポンサー企業の発行するメルマガには、後日代理登録されます。 

 

 

無料レポートスタンドは、 

情報（コンテンツ）やサービスの提供者と、 

消費者をつなぐマッチングスペースとしての役割を果たす 

無料で使えるオンラインサービスです。 

 

 

そしてインターネット上では、 

良い情報が集まるところには、自然と沢山の人が集まります。 

 

 

また、沢山の人が集まるところには、 

自然と大きなビジネスチャンスが生まれてくるものです。 

 

 

提供されるサービスの特性を理解して上手に活用すれば、 

関係者それぞれに大きなメリットが発生するのが 

無料レポートスタンドが提供するサービスの素晴らしい所です。 

 

 

情報を提供する側（コンテンツ提供者）としても、 

有益な情報を紹介する側（アフィリエイター）としても、 

求めている情報を収集する側（一般検索ユーザー）としても。 
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現時点でのインフォゼロは、 

サービスを利用する全ての関係者に大きな利用メリットが発生する 

オンラインサービスといえるのではないかと思います。 

 

 

それぞれの立ち位置によって、 

インフォゼロが提供するサービスのメリットを 

上手に利用、活用される事をお勧め致します＾＾ 
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■無料レポートスタンドインフォゼロ（Info-Zero）まとめ 

 

 

最後に無料レポートスタンドインフォゼロのサービスと 

関係者が得る事が出来るメリットについて、 

私が調査した結果をもう一度簡単にまとめてみたいと思います。 

 

 

インフォゼロは無料レポートの紹介で現金報酬が貰える 

業界初の紹介制度を持った無料レポートスタンドです。 

 

 

 無料レポートの紹介で１件につき５０円 

 ２ティア報酬が１件につき５円 

 自作の無料レポートが１件 DL される度に１０円 

 

 

といった３種類の報酬が獲得できる 

他にはない無料レポートの紹介報酬制度を導入しています。 

 

 

次ページから、 

関係者それぞれの立ち位置によって発生する、 

インフォゼロの利用メリットを纏めてみますね。 
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■一般検索ユーザーのインフォゼロの利用メリット 

 

 

今最も興味がある情報、欲しい情報、知りたい情報を 

名前とメールアドレスを提供する事で 

いつでも無料で効率よく手に入れる事が出来ます。 

 

 

無料レポートの購読には、通常の資料請求とは異なり 

面倒な個人情報の開示などは一切必要ありません。 

 

 

もちろん無料の情報ですから、 

全ての内容を鵜呑みにしてしまう事はお勧めしませんが、 

今知りたい情報を効率的に無料で収集するには非常に便利です。 

 

 

無料レポートの購読に当たり、 

情報提供者（無料レポート作成者）のメールマガジンと、 

スポンサーサイトのメールマガジンには協賛登録されますが、 

無料のメールマガジンですから費用は原則的に一切掛りません。 

 

 

また、無料レポートというコンテンツを通じて、 

今あなたが知りたいジャンルに関する有益な情報を配信している 

情報提供者に巡り合う事も出来るでしょう。 

 

 

どうやら現時点では、１日に１つのメールアドレスで請求できる 

無料レポートの数には制限があるようですので、 

事前に無料レポート請求用の専用のフリーメールアドレスを取得し

ておくと効率的な情報収集の際には便利だと思います。 

 

・YAHOO メール 

・Gmail 

 

http://promo.mail.yahoo.co.jp/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fhl%3Dja%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=1eic6yu9oa4y3&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=ja
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■無料レポート、メルマガ発行者のインフォゼロ利用メリット 

 

 

自作の無料レポートをインフォゼロに登録しておけば、 

無料レポートが１件 DL される度に 

発行者報酬として１０円の報酬を得る事が出来ます。 

 

 

もちろん従来の無料レポートスタンドと同様に、 

無料レポートを DL してくれた方の、 

名前とメールアドレス（顧客リスト）も収集する事が出来ます。 

 

 

何よりインフォゼロには、無料レポートのダウンロードに付き物の 

協賛メルマガが、現時点では基本的にはありません。 

 

 

あなたの無料レポートに興味を持ってくれた方だけが 

メルマガに登録されますので、 

非常に濃い読者様だけを厳選して集める事が出来るのです。 

 

 

 
 
※無料レポート DL画面で上記の表示がある場合に限り協賛メルマガがあります。 

しかし現時点ではスポンサーマガジンは殆どありません。 

 

 

そして無料レポート作成者にとっての最大の利用メリットは、 

貴方の無料レポートを紹介してくれる方が爆発的に増えると言う事。 
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今までメルマガ発行者にしか存在しなかった 

無料レポートの直接的な紹介メリットが、 

インフォゼロではブログやホームページの運営者にもあるからです。 

 

 

内容のあるしっかりとした無料レポートを作成すれば、 

多くの方に紹介してもらえる機会はまず間違いなく増えるでしょう。 

 

 

メルマガの現役発行者総数は約５万人、 

それに対してブログやホーム―ページの利用者総数は 

軽く１００万人を超えています。 

 

 

その影響力と紹介力の差は、私が改めてご説明するまでもなく 

お分かりいただけるのではないかと思います。 

 

 

せっかく時間を掛けて無料レポートを作るのですから、 

出来る限り多くの方に手にして喜んで頂きたいですよね？ 

 

 

その為には、読者様に喜んで頂けるような、 

濃い内容の無料レポートを作成する事を 

第一に心掛けなければいけません。 

 

 

しかしあなたが作成した無料レポートを 

多くの皆様に知ってもらう為の努力も絶対に必要です。 

 

 

インフォゼロに無料レポートを登録する事で、 

従来の無料レポートスタンドとはまた違った顧客層に、 

あなたの無料レポートを大きくアピールする事が出来るでしょう。 
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■ブログ、ホームページ運営者のインフォゼロの利用メリット 

 

 

従来の無料レポートスタンドとは違い、 

ブログやホームページを運営されている方なら、 

最初に簡単な登録をすることで発行者登録する事が出来ます。 

 

 

インフォゼロは発行者手続きの方法も非常に簡単で、 

 

 

管理画面から自分のブログやホームページの URL を登録して 

インフォゼロの紹介バナーを運営しているサイトへ貼り、 

簡単なサイト登録審査をするだけ OK です。 

 

 

 
 

 

無事サイト登録審査が終わり、 

上記のようにサイトが承認されれば発行者登録が完了です。 

 

 

その後はインフォゼロの管理画面上から、 

あなたが気になった無料レポートを面倒なメルマガ登録なしで 

好きな時に好きなだけ、自由に読む事が出来ます。 

 

 

無料で効率的な情報収集をするにはもってこいですし、 

いいレポートが見つかったら、ブログやホームページで紹介すると 

１件 DL されるにつき５０円の紹介報酬を得る事が出来ます。 
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今の所メルマガの発行はまったく視野に入れていないけど、 

内容の充実した有益な無料レポートがあるのなら、 

読者やファンの皆様の為にも出来れば積極的に紹介したい。 

 

 

とお考えのブログ、ホームページ運営者の皆様にとっては、 

インフォゼロは願ってもない無料レポートスタンドといえます。 

 

 

更に２ティア紹介制度も導入されていますので、 

他に先駆けて沢山の２ティアを集める事が出来れば、 

将来的にほったらかしでも報酬が発生する権利を得る事が出来ます。 

 

 

今まさに急成長中の新しい無料レポートスタンドですから、 

今の内に沢山の方に紹介して 

多くの２ティアさんを集めておくのもよいでしょう。 

 

 

何事も最初に行動なくしてほったらかしで収入、 

などといった夢のような結果が出る事は到底あり得ませんが、 

 

 

最初にしっかりと行動を起こして紹介すれば、 

時としてこんな嬉しい結果が出る事もあります。 
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5/1～5/10 時点の集計では、私より 2 ティアさんの方が 

稼いでいらっしゃるのがなんとも複雑ですが（汗） 

 

 

運営されているサイトの属性に合った無料レポートを 

事前に内容をしっかりと確認、吟味したうえで紹介すれば、 

申込費用が一切発生しない完全無料のレポートなのですから 

全くダウンロードされないはずがありません。 

 

 

誰でも簡単に月に数十万稼げるとは申しませんが、 

毎月数千円～数万程度のお小遣いを稼ぐ事なら、 

インフォゼロの無料レポート紹介で十分に実現可能な額でしょう。 

 

 

無料レポートを紹介する際に最も大切なポイントは、 

 

 

 運営サイトの属性に合った無料レポートを選択する事 

 事前にしっかりと内容を確認する事 

 あなたの言葉でしっかりと内容をレビューする事 

 

 

主にこの３つです。 

 

 

私の経験上、ただ単にお小遣いを稼ぎたいからといって 

無料レポートをブログやホームページでやみくもに紹介した所で、 

いくら無料とはいえ、まずダウンロードはしてもらえないでしょう。 

 

 

しかしインフォゼロでは、発行者登録する事によって、 

紹介する無料レポートの内容を事前に確認する事が出来ます。 
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実際にレポートを読んでみて良い内容だと感じたなら、 

あなたの言葉でしっかりとレビュー記事を書けば、 

結果として無料レポートのダウンロードにも繋がるでしょう。 

 

 

・・・最後にこのレポートをお読みの皆様にちょっとした質問です。 

 

 

あなたは親しい友人や家族に対して、 

お金儲けの為だけに、全く役に立たない物を紹介できますか？ 

 

 

・・・絶対に出来ませんよね？ 

 

 

ですからまずは、あなたの親しい友人や家族に対して、 

役立つ内容の無料情報を気軽に紹介する感覚で 

インフォゼロの無料レポートを紹介してみてください。 

 

 

あなたのその姿勢がサイト訪問者の方々に伝われば、 

きっと無料レポートをダウンロードしてもらえるでしょう。 

 

 

 

役に立つ無料のレポートを紹介してお小遣い稼ぎにもなる。 

それが無料レポートスタンド「インフォゼロ」です。 
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■無料レポートスタンド－インフォゼロの利用メリットまとめ 

 

 

 一般検索ユーザー 

 メルマガ、無料レポート発行者 

 ブログ、ホームページの運営者 

 

 

それぞれにとって大きな利用メリットがある 

無料レポート紹介制度を初めて導入した無料レポートスタンド。 

 

 

更に将来のほったらかし収入にもなりえる 

２ティア紹介制度も完備した 

現金報酬が貰える業界唯一の無料レポートスタンド。 

 

 

それが無料レポートスタンド、 

Info-Zero（インフォゼロ）です。 

 

 

まだ登録されていない方は今すぐ登録しておく事をお勧めします。 
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インフォゼロ(INFO-ZERO)へ今すぐ無料登録） 
 

 

 

 

 

 

※注）この無料レポートの内容は、 

管理人のレポート執筆時点での調査結果と見解です。 

 

   サービスの利用をご検討の際には、 

必ず公式サイトで最新情報をお確かめください<(_ _)> 

 

 

 

http://info-zero.jp/?icd=1057
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レポートのまとめとご挨拶 
 

 

当レポートをお読み頂きありがとうございました(*^_^*) 

 

 

以上でレポートの本編を一旦終了とさせていただきますが、 

 

 

最後までお読み頂いた感謝の気持ちとして、 

あなたのアフィリエイト報酬、２ティア獲得に役立つ 

ちょっとしたプレゼントをご用意させて頂いております＾＾ 

 

 

 

プレゼントの詳細は → 今すぐこちらを確認してください！ 
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あなたのアフィリ報酬、２ティア獲得に役立つプレゼントお知らせ 
 

 

びっくりされましたか？ 驚かせてしまいごめんなさい（汗） 

実は次のページに飛んだだけです。申し訳ありません<(_ _)> 

 

 

ではでは、お待ちかねのプレゼントのお知らせです＾＾ 

 

 

この無料レポートをお読みの皆様の中には、 

これから INFO-ZERO（インフォゼロ）に登録してみようかな？ 

ちょっとインフォゼロでお小遣い稼ぎをしてみようかな？ 

 

 

と考えられた方も沢山いらっしゃると思います。 

そんなあなたへの私からの感謝の気持ちとプレゼントです＾＾ 

 

 

実はこの無料レポート内には合計５か所、 

私のインフォゼロの２ティア募集リンクが挿入されているのですが、 

 

 

 

↓↓↓ 私の２ティア募集リンク ↓↓↓ 

 

インフォゼロ(INFO-ZERO)へ今すぐ無料登録） 
 

 

 

今ご覧頂いているこの無料レポート内のリンクを、 

あなたのインフォゼロの２ティア募集リンクに全て差し替えて 

しかも【再配布権】付きで自由に配る事が出来るとしたら、 

・・・いかがでしょうか？  欲しくはありませんか？ 

 

http://info-zero.jp/?icd=1057
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インフォゼロには無料レポートを１件紹介するだけで５０円。 

２ティア報酬は５円という業界初の紹介報酬制度があります。 

 

 

１件当たりの報酬はそれほど大きくはありませんが、 

塵も積もればやはりバカに出来ません。 

 

 

しっかり活動すればどこぞの稼げないクリック報酬系アフィリより、 

よほど効率よく稼げるかもしれません。 

 

 
 

 

私自身、殆ど無料レポートを紹介していないにも関わらず、 

１０日間で１０６５円の報酬を獲得出来てしまっていることからも、

インフォゼロの報酬獲得の容易さはお分かり頂けるでしょう。 

 

 

そしてその報酬の約半分は、、、２ティア報酬です！！ 

 

 

インフォゼロの２ティア報酬は１０％ですから、 

２ティアさんは私の１０倍稼いでいる事になりますね！！ 
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インフォゼロがいかに稼ぎやすいアフィリエイトなのかが、 

もうお分かりいただけたのではないでしょうか。 

 

 

但し、ここで一つだけ注意点があります！！ 

 

 

２ティアといえばネット上では不労所得という言葉が代名詞。 

 

 

そのせいか、自分自身は全く何もしなくても、 

勝手にほったらかしで収入が入ってくる仕組みだと思われている方

が非常に多いのですが、この際はっきりと申し上げておきます。 

 

 

よろしいでしょうか？  

私の経験上、はっきり申し上げてそんな事はまずあり得ません。 

 

 

２ティア報酬はあなたが最初に行動した上に生まれる 

結果論での不労所得に過ぎません。 

 

 

つまりどういう事かと申しますと、、 

 

 

あなたはあなたでしっかりと行動して稼いでください！ 

 

 

という事です＾＾ 

 

 

根本的な部分を誰かに依存している限り、 

継続的に安定して稼ぐ事は絶対に出来ないんですね！ 
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何故かこの部分を勘違いされている方が非常に多いです。 

 

 

ネットビジネスであろうが、リアルビジネスであろうが、 

あなたが収入の最終決定権を誰かに委ねてしまっている限り、 

いつまでたっても安定して稼げる様にはなれません。 

 

 

仮に一時はほったらかし収入を得る事が出来たとしても、 

自分以外の誰かに完全に依存した２ティア報酬だけで、 

毎月安定した収入を得る事が出来ると本当に思われますか？ 

 

 

そもそもあなたがアフィリエイト、ネットビジネスを 

始めたきっかけは、一体何故でしたか？ 

 

 

 今の生活、収入に不満がある。 

 お金に困らない生活をしたい。 

 馬鹿な上司や会社の言う事を聞くのはもうまっぴらだ。 

 このままでは５年後、１０年後の将来がとても不安。 

 

 

他にもきっと、たくさんの理由があるのではないかと思います。 

 

 

しかしアフィリエイトを始める殆どの方に共通しているのは、 

 

 

「現状を今よりもよい方向へと変えたい」 
 

 

という強い願望からではないでしょうか？ 
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尐なくとも今より状況を悪くしようと思い 

行動を起こされる方は一人もいらっしゃらないでしょう。 

 

 

しかしいざはじめてみたら、自分が思った様には稼げない。 

 

 

そんな時、とても魅力的な耳触りのよい美味しい言葉に誘われて 

いざ参加しては見たものの、稼げたのは最初のほんの一瞬だけ・・。 

 

 

尐し経ったらまた稼げない自分に逆戻り。 

 

 

・・・もっといい方法はないものか、 

・・・もっと楽に稼げる方法はないものか。 

 

 

毎月毎月、稼げたり稼げなかったりを行ったり来たり。 

いつまでたっても自分の思い描いた理想とはかけ離れたまま。 

 

 

きっと心当たりがある方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 

 

 

 

もういい加減に、気がついてください！ 

 

 

 

あなたが本気で現状を変えたいと真剣にお考えなら、 

まずは自分自身で稼ぐ力を身に付けなくてはいけないんです!! 
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何事も、、 

 

 

 行動なくして結果なし 

 原因なくして結果なし 

 結果なくして改善なし 

 改善なくして成功なし 

 

 

です。 

 

 

これは別にアフィリエイトに限った事ではありません。 

 

 

どんなジャンル、業界においても、 

あなた自身が最初にどれだけ行動出来るかによって 

その後成功できるかどうかが決まってきます。 

 

 

まずはあなた自身が、しっかりと行動して稼いでください！ 

最終的な部分を誰かに依存しようとする思考は捨ててください！ 

 

 

アフィリエイト、ネットビジネスで稼げるようになる為にも、 

この部分だけは絶対に忘れないで頂けたらと思います。 

 

 

アフィリエイト、ネットビジネスでは、 

最初に行動と作業なくしてのほったらかし収入はありません。 

 

 

しかし行動の結果としての不労所得はあり得ます。 
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何より人間一人の力には限界があるのも事実です。 

 

 

・・・そんな時、あなた自身の頑張りにプラスして、 

２ティアさんが沢山いてくれたとしたらいかがでしょうか？ 

 

 

 

自身の収入 + ２ティア報酬 ＝ 総アフィリ報酬 
 

 

 

もし２ティアさんを沢山集める事が出来れば、 

あなたのアフィリエイト報酬がもっと増えると思いませんか？ 

 

 

 

この無料レポート内のインフォゼロの２ティア募集リンクを、 

あなたのアフィリエイトリンクに差し替えて、 

自由に再配布出来る権利をプレゼントさせて頂きます！！ 

 

 

 

レポートの再配布にあたり禁止させて頂く行為はたったの２つです。 

 

 

 無料レポートの内容の無断改変、コピー、複製。 

 無料レポートスタンド等、各種オンラインサービスへの登録。 

 

 

この２つさえお守り頂けるなら、 

何に活用して頂いてもかまいません。 
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 アフィリエイト等の特典等として配るのも OK！ 

 メルマガ読者様を集める為の購読プレゼントにするも OK！ 

 ブログ、メールマガジン等で直リンクで配布されても OK です！ 

 

 

  

インフォゼロの２ティア獲得の為に、 

あなたのアフィリエイト報酬の更なる拡大の為に、 

この無料レポートをぜひご活用ください＾＾ 
 

 

 

 

インフォゼロはまだまだ 

知る人ぞ知る新しい無料レポートスタンドです。 

 

 

 

無料レポートの紹介だけで稼げる仕組みがあること自体、 

全く知らない方も沢山いらっしゃいます。 

 

 

 

ちょっとだけ、想像してみてください。 

 

 

 

・・・そんな方々に対して、 

あなたのアフィリエイトリンクが入ったこの無料レポートを 

どんどん配ったら一体どうなると思いますか？ 
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ちなみに私は 3 つのブログ記事と 1 通のメルマガを書いただけで、 

これだけの 2 ティアさんを集める事が出来ました 

 

 

 
 

 

このレポートを執筆している時点で 

52 名の 2 ティアさんを獲得する事が出来ています。 
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私がブログでインフォゼロを最後にご紹介したのは、 

たしか 2 月の初め頃だったと思います。 

 

 

その後は完全にほったらかしにも関わらず、 

ブログから 2 ティアさんが勝手に増え続けているんですね。 

 

 

・・・おそらくこのレポートが皆様の手に届く頃には、 

今より更に 2 ティアさんの数は増えているでしょう。 

 

 

別にこれは私だから出来た事でも、単なる自慢でも何でもなく、 

私が行動を起こしたからこそ生まれた一つの結果に過ぎません。 

 

 

何事も行動なくして結果なしです。 
 

 

アフィリエイトではあなたの早い決断と行動、早い仕掛けだけが 

後々のほったらかし不労所得を作る事が出来るのです。 

 

 

あなたが 2 ティアを集める仕掛けはたった 5 分で手に入ります。 

 

ピン来られた方は今すぐ行動に移される事をお勧め致します。 

 

 

↓↓↓ 

 

 

あなたの 2ティア募集リンク入りの 

無料レポートを今すぐ GET する！ 
 

http://2tier-affiliate.com/pandemic/help/infozero.html
http://2tier-affiliate.com/pandemic/help/infozero.html
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最後に 
 

 

当レポートを 

最後までお読み頂き本当にありがとうございました。 

 

 

 
レポート作者の輪になって稼 Go!です。 

  

 

このレポートは私の実体験、検証、調査結果に基づいた、 

 

 

無料レポートの紹介だけでアフィリエイト報酬が貰える 

業界初のアフィリエイト紹介制度を搭載した無料レポートスタンド 

インフォゼロ（Info-Zero）の調査結果を暴露したレポートです。 

 

 

このレポートの拙い内容が 

あなたのアフィリエイト活動に尐しでもお役に立てば幸いです。 

 

 

レポート内容に関するご質問、ご感想、不備等がございましたら、 

以下のメールフォームよりお気軽にご連絡ください。 

 

 

 

お問い合わせメールフォーム 
 

 

 

ttp://my.formman.com/form/pc/ZhgH0Yt2eg4pM4q8/
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■追加プレゼントと運営メールマガジンのご案内 

 

 

最後にちょっとした宣伝と追加プレゼントのお知らせです＾＾ 

 

私は今、 

「アフィリエイトと 2 ティアでブログ、HP 運営で稼ごう！」 

という無料のメールマガジンを発行しています。 

 

メルマガでは、主にブログやホームページを運営しながら、 

アフィリエイトで稼ぐ方法をご紹介しています。 

 

読者様には時折、私のアフィリエイト実体験に基づく情報や 

ちょっとしたプレゼントなどを定期的に配布させて頂いております。 

 

 

更に今なら先着 300 名限定で、有料で販売されている情報商材を 

私のメルマガの購読記念に無料プレゼントさせて頂いています♪ 

 

 

ぜひ一度お立ち寄りください＾＾ 

 

 

 
＞＞追加プレゼントを受け取りたい方はこちらをクリック！！＜＜ 

 

http://2tier-affiliate.com/mail-magazine/
http://2tier-affiliate.com/mail-magazine/
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最後までお読み頂き本当にありがとうございました！ 

あなたのアフィリエイトの成功を心より祈願致します<(_ _)> 

 

 

 

 

 

 

 

 
輪になって稼 GO! 
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運営者情報 
 

 

■発行メールマガジン  

 

 

・アフィリエイトと 2 ティアでブログ、HP 運営で稼ごう！ 

http://2tier-affiliate.com/mail-magazine/ 

 

 

■運営 WEB サイト 

 

 

・アフィリエイトと 2 ティアで稼ぐ！ネットで在宅副業ワーク！ 

http://adwiresreview.blog43.fc2.com/ 

 

・アフィリエイトで稼ぐ！情報商材レビュー実践記！ 

http://info-evaluation.com/ 

 

・2 ティアアフィリエイト比較解説 NAVI 

http://twotier.web.fc2.com/ 

 

・無料で勝手に宣伝ツール＠roots(アットルーツ)活用マニュアル 

http://atroots.web.fc2.com/ 

 

・スゴワザ！ 無料レポート レビュー(評価：感想)ブログ 

http://sugowazareview.seesaa.net/ 

 

 

 

■お問い合わせ ご連絡フォーム 

 

 http://my.formman.com/form/pc/ZhgH0Yt2eg4pM4q8/ 

 

http://2tier-affiliate.com/mail-magazine/
http://adwiresreview.blog43.fc2.com/
http://info-evaluation.com/
http://twotier.web.fc2.com/
http://atroots.web.fc2.com/
http://sugowazareview.seesaa.net/
http://my.formman.com/form/pc/ZhgH0Yt2eg4pM4q8/

