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ご購入者様ありがとうございます♪ 

ちびこの特典一覧表です 
 
この度はちびこの特典一覧表のダウンロード、まことにありがとうございます☆ 
こちらは、ちびこから購入された方への特典一覧表となっております 
これらを読むと、目からうろこがおちまくりです（笑 
 
■ ５月に開催された「魂のコラボ起業販売戦略セミナー」の音声特典 
【第 1 部】コラボ起業販売戦略マル秘セミナー 
 
■ ★★★アフィリエイトで気をつける３つのポイント！ 
アフィリエイト初心者には有益な情報でしょう！ 
 
■ １００年前から伝わるダイレクトマーケティングの真実 
１００年もの間、変化していないすばらしいマーケティング戦略を差し上げます 
 
■ mixi 自動あしあとツール 
ＳＮＳでアクセスつけることが、「自動」で出来ます 
しかも削除される危険はありません 
 
■ ～PC 初心者が不労収入を得た方法～ 
0 円でのアフィリエイト参入方法と、収入を得るまでの活動方法を載せちゃいました 
 
■ Neo♪×室賀博之氏【情報起業で銀行口座ほったらかし対談】 
ほったらかしにするだけで、口座にお金がちゃり～ん、ちゃり～ん♪ 
ネットビジネスが成功する心構えから、「お客さん」を作る秘訣 
 
■ Web デザイナーが利用する６つのソフト 
プロの web デザイナーが使用する６つのソフト 
 
■ 他人の作成した商品で圧倒的に儲けるノウハウ 
リセールビジネスの全貌を解りやすく簡潔にまとめ、 
リセールライトビジネスでカンタン・ 短で儲けるノウハウがあります 
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■ あなたのサイトに再訪させる方法、教えます 
簡単な方法で訪問者を増加できます 
 
■ あなたのメールアドレスをスパムメールから守ります 
スパムメール届いて困ることってありませんか？ 
これを読むとスパムメールがピタッと止まります 
 
■ ブログ作成１０日で１日４２００アクセスになった方法 
このほうほうなら、簡単にアクセス数を増やすことが出来ます 
 
■小さなサイトでガンガン稼ぐ！！売れるサイトの超裏技！ 
後発組はなかなか売れる方法が見つからずに苦労します・・・ 
でも、この方法を使用すると後発組でも稼げた！ 
 
■「菅野一勢×岡崎よしあき」音声対談ファイル 
『たった３通のメルマガで２８０万円の収入を得てしまうメルマガアフィリエイトの極意

とは』 
なるほど！ 
たった３通で２８０万円稼いでしまう基本の方法とは、こういうことだったのですね 
 
■ １００web サイトの雛形テンプレート 
これがあれば、もう！サイトを作る時悩まなくても済みます 
 
■ 【パソコン初心者がネットビジネスで成功するための 8 つのルール】 
成功するときには、絶対に知っておくと便利なルールです 
 
■ 特典をうまく活用できるノウハウ！その名も特典のススメ 
いただいた特典をうまく活用するコツをお知らせしています 
 
■ 全国駅名リスト 
PPC 広告を使う人は絶対に持っておいたほうがいいですね 
 
■ 購入者特典詳細ホームページテンプレート 
これがあると素人でも見た目プロに見えます 
なぜなら、本場の海外ＷＥＢプロデザイナーがプロデュースしたテンプレートだからです 
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■新・ダイヤモンドマーケティング 
同じ道でも、乗り越える気持ちを切り替えだけで、 
楽しいダイヤモンドロードに変化します 
 
■ オートステップメール CGI 
これがあれば、有料のステップメールに頼らなくてすみます 
 
■ ヤフオクで稼ぐノウハウをメインとした５００個の情報詰め合わせ 
これらを読むと、ヤフオクで稼げるのが「日常」になります 
 
■日給８万のおずさんが、日８をより楽しくする為のＰＤＦ 

あなたの売り上げを３０分以内に３０倍にする  

おずがこっそり使っている魔法のライティング おずれぽ～と 

こちらは、おずさんが日頃極秘にしていたライティングノウハウです 
おずさんのワクワクするノウハウが、満載です 
 ・１００ページ以上あるレポートです。 

 ・メルマガの書き方について書いてあります。 

 ・おずが日ごろ感じている「感覚」について書いてあります。 

 ・これを読むと、メルマガを書くことが楽しくなります。 

 ・結果として稼げるようになります。 

 ・楽しいところに人が寄ってくるからです。 

 
上記の特典は、すべて差し上げます 
 
お次は、音声対談です 
 
■有名起業家達の音声対談 
――－―――――――――――ここから―――――――――――――――― 
 
１．特進アフィリエイトプロジェクトのロングセラーの秘密戦略 
２．携帯サイト、携帯メルマガアフィリエイトの秘密 
３．メルマガ読者の効果的な増やし方と生かし方 
４．パートナーシップの可能性と落とし穴 
５．ＮＬＰをネットビジネスとどう連動されるのか？ 
６．携帯版で情報起業する方法 
７．会員制ビジネスでの驚異の継続率を叩く方法 
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８．本当のブランディングの意味とその効果を 大化する方法 
９．成功した情報起業家の生のお金の使い方や生活とは？ 
１０．やばいくらい本音の夜の座談会その１ 
１１．やばいくらい本音の夜の座談会その 2 
 
――－―――――――――――ここまで―――――――――――――――― 
以上の中から３つお選びください 
 
 
岡田塾生限定配布特典こちらも、３つの中から一つお選びください 
 
――－―――――――――――ここから―――――――――――――――― 
 
時間差アフィリエイト  
（あの日給８万のおずさんも参考にしたノウハウです）  
 
ゼロからの人脈構築法  
（有名起業家並の人脈を構築する心得） 
 
ノウハウコレクターだからこそ稼げるノウハウ  
（今までの商材や、無料レポートの応用方法を知ることが出来ます） 
 
――－―――――――――――ここまで―――――――――――――――― 
 
以上の中から一つお選びください 
 
以下は再配布可能な特典です 
――――――――――――――――――――ここから―――――――――――――――― 
無料！約 15 分の作業で、1 週間以内に 100～200 の国内検索エンジンに登録する方法 
「再配布権」＋「特典」付！無料レポート超活用法 
初心者必見、片手間でネットビジネスを成功させる方法 
基礎がつかなきゃ稼げない！アフィリエイトの超基礎！！ 
【緊急レポート】ネットで稼ぐ無料レポートを活用する簡単ツール紹介 
【再配布・編集権付】英語初心者が、英語を学びながら、お金を稼ぐ４つのステップ！ 
アフィリエイト関連相互リンク募集サイト約 1000 件 
キャッシング関連相互リンク募集サイト約 1000 件 
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サプリメント関連相互リンク募集サイト約 1000 件 
起業・SOHO 関連相互リンク募集サイト約 1000 件 
投資関連相互リンク募集サイト約 1000 件 
保険関連相互リンク募集サイト約 1000 件 
とりあえず無料登録だけで 1 万円！毎日お小遣いゲット！ 
ネット起業家必見！１日たった１０円で作れる無料レポート請求ページの作り方～ 
初心者が今すぐできる情報販売はこれを使いなさい！ 情報起業ビギーナーズガイド 
【再配布可能】無料で質の高いサイト閲覧をバンバン得る方法 
 知らないでは済まされない 2007 年以降の情報商材市場動向 
３９０円であなたのブログを独自ドメインにする方法 
ザクザク稼ぐための心構え第 1 弾 稼げる人と稼げない人の 7 つの違い！ 
ネット超初心者のための HP・ブログ開設１週間で千～１万のアクセスを無料で集める方法 
ネット超初心者のためのアクセスアップ トラフィックエクスチェンジ紹介 NO.2 
精読率の高いメルマガ読者を集める方法 
必読！無料レポートのファイルサイズを６９％に縮小した方法 
裏技アフィリエイトで月収 100 万稼いだ方法 
【再配布権付き】アフィリエイトで月 5 万円稼ぐメルマガを簡単に作ってしまう方法 
『初心者でもできる！簡単図解で売れる商材の見分け方！これをマスターすれば、月３０

万稼げます。』 
ブログでアフィリエイトを行っている方！この方法で売り上げが飛躍的に向上します 
★ ほったらかしで稼ぐ仕掛けはこうしろ！ 
★★★アフィリエイトで気をつける３つのポイント！★★★ 
★ アフィリエイトから確実に収入を得る秘策！★ 
まず 6,000 円きっちり稼いでみましょう！ 
♪超簡単、音声ファイルをＨＰやブログにアップロードする方法専用ソフトを無料プレゼ

ント！さらに 
クリック率２％以上の濃いアドレスを毎月２０００以上集める方法「再配布可能」 
あなたのアフィリエイト報酬を加速する！アフィリエイトダイアモンド 
インフォトップ超裏技マニュアル購入者に自動で何個でも特典を差し上げる方法 
この無料レポートをするだけで月【○○万円】の不労所得を得る事ができる！ 
それでも、あなたは「まぐまぐ」を使うのですか？！ 
ヤフオク情報大量暴露集 ちょっとしたオマケ付 
リセールライト（再販権利）ビジネス入門書 
携帯アフィリエイトで月５０万円の不労所得を得る方法 
コツコツ確実！日給１万円以上の在宅事務作業 
【現役 SE がホビープログラマに贈る】DL 数 10,000 超えの人気フリーソフトを生み出す
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思考力とは 
注目されるキーワードのコツをつかんで、検索エンジンから楽に１０００アクセスを獲得

する秘訣 
売れるセールスレターの極意 
『初心者がたった一日で 4000 アクセスを達成できる驚くほど簡単な方法』 
初心者でもすぐ出来る！インフォカートで高額報酬アフィリエイト（再配布権付き） 
数千のブログから一方的にリンクしてもらった方法 
全て無料でここまで出来た！メルマガマーケティング必須ツール 1・2・3 セット 
本当は公開したくない初心者でも簡単にできるほったらかし収入即金情報もあります（再

配布権付き） 
【再販権付】ＳＥＯ無料ツール＆ＨＰ自動トランジション効果小技集 
特典に使える再配布可能な無料レポートリスト 
Impact PopUp（再配布可） 
権利収入の自動発生システムを無料 で作る方法！（再配布可） 
初公開 今すぐできる禁断の０円ＳＥＯ 被リンク編（再配布可） 
『情報販売で稼げない人へ』（再配布可） 
【再配布権付】リセールライトビジネスビギナーズガイド 
【再配布権付】リセールライトビジネス成功法則 
【川久保流】流し読み対策でセールスレターの成約率を UP！【再配布可能】 
１０日で１００万円儲ける方法 オークションで１００万円（再配布可） 
２０日で１００万円稼ぐからくり（再配布可） 
２０日で１００万円稼ぐからくり（再配布可） 
３０万円なら稼げる裏の裏技（再配布可） 
５０万円儲ける裏技（再配布可） 
完全自動で現金を獲得する方法 
他人の作成した商品で圧倒的に儲けるノウハウ 
流し読み対策でセールスレターの成約率を UP！ 
――――――――――ここまで再配布可能―――――――――――――――― 
 
 
■ちびこがアフィリエイト登録を行い、たった２週間で２万円稼いだ方法 
それまでは、アフィリエイトの文字すら知りませんでした 
 
以下２つは、ちびこの独自特典です 
どちらか一つ 
 



Copyright(C) 2007summer, ちび子ＰＤＦ　

☆１００個以上もの多数の特典をつけるコツ 
今御覧抱いたこれだけの特典を集めることは、本当に簡単に集めることが出来ます 
特典をご紹介しているサイトがあります  
作り方もお教えします 言っちゃっていいかな？ お伝えします 
 
☆わたしが学生卒業して、すぐに１２０万も簡単に稼いだ方法 
実際に今も実践して、稼いでいる方法です 
大儲けすることはあっても、損をすることは無くなります ちなみに株です 
 
これら２つの中から１つお選びください 
 
後に、日給８万購入者様へ、あなた様専用の特典です 

 
【おず式】これを読むと日８の内容を１９０％理解しながら、稼げる思考に変化する！ 
後発組は不安が多いかと思います 
その不安を解消するためのステップを、一つ一つご紹介します 
こちらを読むと、簡単にステップアップ出来ると思います 
日８の内容に触れるため、購入者様限定です 
☆極秘発表！１０万人が号泣しながら、ファンになったおずさんのブランディング方法 
おずさんのブランディングを、あなたも欲しくありませんか？ 差し上げます 
おずさんをちびこが分析しました  

おずれぽ～との内容とは、一線引いた内容です 

これを読むと誰でも「おずさん」になれます 

 
欲しい方には、差し上げています 
わたしが melma!で発行審査が通過した、冗談みたいなメルマガを教えます 
●●をすると melma!での審査が、簡単に通過いたします 
 
今御覧になったの特典が、ちびこの特典です 
 

■特典請求方法■ 

特典をご希望の方は、商材購入いただいた後、 
商材購入完了メールが届きます 
 
あなた様にしていただくことは 
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わたしが、販売者と照会するために、販売店から送られてくる 
確認メールの一部（パスワードや個人情報以外の部分）を 
メールにコピペしてください 
 
１購入商材名 
２.購入日時 
３.購入時に入力したメールアドレス 
４.返信時のインフォトップ購入 ID  
 
以上４点をお知らせ下さい。 
その際、件名は「ちびこ特典希望」として下さい 
（他の件名だと見落とす可能性があります＾＾；） 
ご記入のあと、私にメールしてください。 
よろしくおねがいします m（_ _）ｍペコリ 
 
【送り先】 tibikotibiko★yahoo.co.jp 
（★は半角＠に変えてくださいね） 
 
あ、そうそう 
商材販売者との連絡の都合もありますので、 
特典の請求は購入後１週間以内としてくださいね。 
 
それではお待ちしております (^-^) 
 


