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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】著作権について】著作権について】著作権について】    

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

このレポートの著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段に

おいても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、こ

の商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、

転売等することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行

った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わ

ず法的手段による解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著

者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行

う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な

情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責

任を負わないことをご了承願います。 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了

承願います。 
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■ 超稼げる誰も知らないプライベートアフィリエイト 

 

 

当レポートをダウンロードしていただきありがとうございました。 

著者の あんてな通信です。 

 

 

このレポートは【無料再配布可能】ですので、よろしかったらご自身の商品の

特典として、あるいはアフィリエイトの際の特典として、もしくはお客様へのサ

ービスとしてご自由に配布なさってください。 

 

 

※ ただし、単体での販売、無料レポートスタンドへの登録は厳禁です。 

 

 

もう知ってる人なら誰でも知ってると思いますが、初心者でも超稼げてしまう

有名な「プライベートアフィリエイトプログラム」。 

 

 

プライベートアフィリエイトの特徴と言えば・・・ 

 

 

・高額報酬 

・桁違いに高い成約率 

・購入者サポートの充実（無料お試し、返金制度など） 

・２ティアアフィリエイト制（２ティアでも高額報酬） 
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などが挙げられますが、大手の ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)との

最大の違いはやはり、アフィリエイターに対する充実したサポート体制でしょ

う。 

 

 

それこそ毎週のように新しいキャンペーンが行われ、毎日のように自分のア

フィリエイトコード入り宣伝素材が送られてきます。 

 

 

実際にやってみるとわかりますが、これらの宣伝素材をただコピペしてブロ

グやメルマガなどで紹介するだけで、どんどん成約していきますよ。 

 

 

そもそも無料レポート紹介だけで報酬がもらえるキャンペーンなんて、決済

手数料のバカ高い大手の ASP じゃ聞いたこともありません（笑） 

 

 

今年は、先行している米国の例を見習って、有力情報起業家が大手ＡＳＰか

ら次々にプライベートアフィリエイトシステムに乗り換えていくと予想されます。

（PayPal というサービスを使えばクレジット決済手数料が格段に安くなるた

め） 

 

 

まだまだ知られていないサービスも多いようですので、今のうちに登録だけ

もしておきましょう。私は見つけたら即登録するようにしています。 

 

 

なぜなら、サービス開始時期にたまたま運良くスーパーアフィリエイターが２

ティアになってくれただけで、自分は何もしないで毎月ウン十万円の不労収

入をもらってる方も現実にいらっしゃいますので・・・ 

 

 

こういう所もプライベートアフィリの大きな魅力なんですよね～。 
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ちなみに私も現在、毎月 30,000 円ほどのほったらかし収入をプライベートア

フィリから得ています。まだまだ少ないですけど、モチベーションを維持する

のにこれほど心強いものはありませんよ。（びっくりするような高額報酬もた

まに入ってきますし） 

 

 

参考までに私が知っているサイトの一覧を掲載しておきますね。（まだまだ

増えていくと思いますが）。 

 

 

キャンペーンを途切れさせないためにもできるだけ複数のサービスに登録し

ておくことをオススメしますが、めんどくさければ☆マークの付いてる特にオ

ススメのモノだけでも登録しておいてください。 

 

 

でも忘れないで下さいね、これらのサービスのほとんどは無料レポートや無

料お試しサービスの紹介だけでも報酬が発生するんです。 

 

 

しかも２ティア制。つまり早い者勝ち、最初に見つけた者勝ちです。見つけた

ら即登録。これがプライベートアフィリで稼ぐ秘訣ですよ。 

 

 

不労所得を得たい方は、どんどん登録して、まだあまり知られていない今の

うちに２ティアを集めてみましょう。 
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『特選』 

 

☆☆☆インターネットコネクターセンター 

http://123direct.info/tracking/subaf/293009 

 

 

（※最低振込価格 500 円からコミッション支払い。支払いは承認後、他社より

圧倒的に早い月末締めの 15 日後。商品もイイモノ揃ってます。今のイチオ

シです。） 

 

 

『定番』 

 

 

☆ ☆宮川明.com アフィリエイト 

http://123direct.info/tracking/subaf/293644 

 

 

 

『オススメの新プライベートアフィリエイト』 

 

☆ライトウェイ・アフィリエイトセンター 

http://123direct.info/tracking/subaf/293648 

 

☆サイバーインフォステーション 

http://123direct.info/tracking/subaf/293651 

 

☆ＳＣアフィリエイト 

http://123direct.info/tracking/subaf/233602 
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☆グッドラック！アフィリエイト 

http://123direct.info/tracking/subaf/293653 

 

 

 

 

（※特選、定番の４つは必須ですが、この４つもできれば頑張って登録して

みてください） 

 

 

 

 

 

『期待の新プライベートアフィリエイト』 

 

アクロサーブ 

http://123direct.info/tracking/subaf/293655 

 

 

ＹＮＴＷＡＫＡＯアフィリエイトセンター 

http://123direct.info/tracking/subaf/126616  

 

 

ＳＥＯアフィリエイトステーション 

http://www.affiliate-station.com/join/?a_aid=acebe0ad 

 

 

フロンティア 

http://123direct.info/tracking/subaf/293662 
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仁鬼流 

http://123direct.info/tracking/subaf/34384   

 

 

パワーアフィリエイト 

http://123direct.info/tracking/subaf/293665 

 

 

オレンジアフィリエイト 

http://123direct.info/tracking/subaf/29099   

 

 

澤田アフィリエイト 

http://123direct.info/tracking/subaf/67416   

 

 

 

（※以上は余裕があったらでかまわないと思います） 

 

 

 

 

 

『属性別プライベートアフィリエイト』 

 

ＶＩＰアフィリエイト（現金化サービス専門、週払い制度あり） 

http://vipaffiliate.jp/two.php?aid=40  

 

 

馬専アフィリエイト（競馬商材専門、継続報酬あり） 

http://123direct.info/tracking/subaf/25689  
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村本エリカ.com アフィリエイトセンター（ダイエット商材専門） 

http://123direct.info/tracking/af/272434/B5ZEZVsT/ 

 

 

ミリオネア・アフィリエイト（ＦＸ投資商材専門） 

http://123direct.info/tracking/subaf/64454  

 

 

チャートマスター（ＦＸ投資商材専門） 

http://123direct.info/tracking/subaf/77772  

 

 

 

（※特定の分野に特化したプライベートアフィリエイトです。こちらは状況に応

じて使い分けてください） 

 

 

 

 

『資料請求系プライベートアフィリエイト』 

 

ジェームス・スキナー アフィリエイトプログラム 

http://123direct.info/tracking/af/116816/iUCDRiZF/  

（無料ＣＤ請求で 4,000 円のコミッション、２ティアでも 500 円コミッション） 

 

 

ケネディ・コンサルティング アフィリエイトプログラム 

http://123direct.info/tracking/af/106197/Bnx62sAf/  

（無料プレゼント申込みで 5,000 円のコミッション、２ティアでも 1,000 円コミッ

ション） 
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■松下誠アフィリエイトセンター 

http://123direct.info/tracking/af/148551/UvATTuER/ 

（無料ＣＤ申込みで 500 円のコミッション、２ティアでも 100 円コミッション） 

 

 

 

（※無料ＣＤなどの資料請求をすると高額アフィリエイトプログラムに登録で

きるのが特徴です。まず自分で資料請求する必要はありますが、成約率や

コミッション額の高さを考えると、非常に魅力的なプログラムと言えます。楽

してガッツリ稼ぎたい人向きです。） 

 

 

 

「全部登録してたらゴチャゴチャして頭が混乱しそうだ！」という場合は、とり

あえず特選のインターネットコネクターセンターと定番の二つだけ登録して、

無料レポート紹介のみを頑張ってみてください。（少し余裕のある方は、資料

請求系プライベートアフィリエイトの三つも登録してください） 

 

 

そのうちきっと無料サービスを紹介して報酬を得るコツがつかめてくるはず

です。 

 

 

有料のモノを売るのはなかなか難しいですが、無料のモノならどんなに初心

者の人でも出来なくはないはずです。 

 

 

あきらめないで頑張ってみてください。 

 

 

レポートは以上です。お忙しい中、ご精読ありがとうございます。あなた様の

ビジネスが更に発展していきますことをお祈りしています。 

 



【再配布可】超稼げる誰も知らないプライベートアフィリエイト 

- 11 – 

Copyright (C) 2008 あんてな通信. All Rights Reserved. 

■ もっともっと稼ぎたいあなたへ 

 

 

以下も私が書いた無料レポートです。どれも有名な即稼げる情報ばかりな

のですが、意外とまだ知らない方も多いようなので、よろしかったら参考にし

てみてください。 

 

 

 

■【再配布可】無料レポート紹介だけで生活する方法  

http://www.tmaweb.biz/26725/ 

 

 

■超即金マジック！ 今から１１分後にあなたの口座に 5,000 円振り込みま

す。もちろん、これは何度でも可能です。【無料再配布可】 

http://www.tmaweb.biz/26726/ 

 

 

■７ステップアフィリエイト成功者緊急レポート第１弾 

「たった２週間でいきなり稼げてしまった信じられない理由とは！？」 

http://www.gekizou.biz/report.php?aid=81&cid=18095 
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■ プレゼント 

 

 

プレゼント １・・・レポートを読んでいただいたお礼に、もしあなたがご希望

でしたら、アフィリエイト活動してもＩＤ削除されることがないＳＮＳ 

【【【【ITITITIT ビズコム！】ビズコム！】ビズコム！】ビズコム！】    http://itbizcom.jp 

へ私から無料でご招待いたしますので、こちら↓のフォームからお申し込み

ください。 

 

http://www.formpro.jp/form.php?fid=8842 

 

 

 

プレゼント ２・・・ 一度設定してしまえば「自動で月２万円ほどをほったらか

しで稼げる仕組み」をお教えします。 

 

海外のサイトを利用するので最初の登録や稼いだお金を小切手から換金す

るのがメンドクサイですが、完全に無料で始められますので、余裕があった

らやってみてください。 

 

爆発力はないですが、知らない間に貯金が貯まっていくような感じで稼げま

すよ。 

 

一つ一つは小さくとも複数の収入源を持つことがお金持ちへの近道で

す。・・・と、「金持ち父さん」のロバート・キヨサキさんも言っておりました

（笑）。 

 

http://cashfiesta.nukenin.jp/ 
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■著者：あんてな通信 

■発行責任者：koroyama 

■運営ブログ：http://ameblo.jp/sc888/ 

■運営サイト：http://koro123.web.fc2.com/kurejito/ 

■あなたさまのご意見・ご感想をお待ちしております。お気軽にどうぞ。 

toiawase@seikatuup.sakura.ne.jp 

■メールポリシー： 

頂いたご感想やメール、ご質問などはお名前を伏せた上で、事前に通告する 

ことなくメルマガで引用させて頂く場合がございます。予めご了承下さいませ。 
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