
nozan 

何もせずに 561 万 8400 円 

売上ちゃいました（つ∀・）つ 

ほったらかしで毎月入金確定の 

●●●アフィリエイト!! 
売上発生フォロー、サイト自動生成・自動更新、 

販促資料もてんこ盛り、７ティア自動獲得♪ 

更にアクセスアップツール、ブログ投稿記事

まで全てこちらで用意しちゃいます♪
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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 

 

 

■免責事項■ 

・本レポートは、その記載内容について保障するものではありません。 

・本レポートの情報をご利用いただく場合、全て自己責任にてご使用いただきますよう 

お願いします。 

・本レポートに記載されている内容をご利用いただいた場合に、いかなる損害が発生 

 したとしても、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。 

 

 

■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nozan、株式会社北海どんどんに属します。  

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、公開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。  

 

契約に同意できない場合は、作成者にその旨を通知し、本レポートの返却と削除を求めます。 

 

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。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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この度は、私 nozanのレポートをダウンロード頂きましてありがとうございます♪ 

 

本レポートでは、去年から私が実行してきた北海道どんどんアフィリエイトに関する詳細と、どうや

って売上を伸ばしてきたかというポイントについて、書かせて頂きました。 

この北海道どんどんアフィリエイトにおいて、私が今まで実行してきましたノウハウを用います

と･･･ 

売上証拠画像 

 

ダウンティア証拠画像 

 

ハイ！ここまでの売上、更には５７８人のダウンティアさんも集めることに成功し、 

ほったらかしで毎月入金がある仕組みを構築できたのです。 

それも、ほとんど何もせず！ほったらかしで！ 
ちなみに、2010年もずっとこんなに売上通知メールが届いているのです♪ 
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毎日入金通知メールが届きます（・∀・） 
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いかがでしょうか？？ 

 

 

あなたもこのノウハウを用いれば、私と同じように毎日の入金確定メールを、メールの受信ボタン

をクリックするたびに届いてしまうという、理想的なアフィリエイト生活を送ることができるのです。 

 

私はこの度、今あなたがお読みのこのレポートで、私が今までにほったらかしで収入を得てきた全

てを公開し、結果を出すために必要な全てのモノをご用意させていただくことに決めました。 

 

という事は、あなたもこのレポートの通りの手順で、北海道グルメアフィリエイトを実践されますと、

私と全く同じ様に「ほったらかしでの収入を得ることができる」のです！ 

 

よって、このレポートの内容は、 

 

「今までアフィリエイトで１円も稼いだ事のない初心者さ

んが、ほったらかしで毎月確実に収入を得ていくための

具体的な手順を示したレポート」となります。 

 

となりますので、 

 

何度も何度も読み返し、実践を重ねる際にいつでも内容をご確認いただけますよう、 

印刷してから北海道グルメアフィリエイトを実践されますようオススメいたします。 

 

 

 

では、まずはじめに、 

私の事をご存知でない方が大半だと思いますので自己紹介をさせていただきます。 
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名前：nozan 

生年月日：１９８４年１０月２４日 

大阪府出身、在住  奈良高専卒 

 

将来の夢：ファンキーな親父^^ 

尊敬する人：ガネーシャ、斎藤一人さん、神田昌典さん、家族 

趣味：海外旅行、美味しいお酒とご飯、音楽 

今まで行った国：ドイツ・イギリス・オーストリア・スロバキア・インドネシア 

今年は１月にバリに行ってきました♪春にもバリ、秋にはパリに行く予定です♪ 

あとは、世界遺産巡りがしたいです。 

mixi: http://mixi.jp/show_friend.pl?id=21298507 

マイミク歓迎です！是非メッセージくださいね♪ 

twitter: http://twitter.com/nozan/ 

twitterでもフォローお待ちしてます^^ 

 

 

自己紹介も終えたところで笑、早速内容に入っていきたいのですが、 

まずこのレポートを読む目的をしっかりと再確認していきたいと思います。 

 

このレポートをあなたが読む目的は、 

ほったらかしで稼ぐための具体的な方法を知ることです。 

この点を今ここで再度ご確認ください。 

 

 

http://mixi.jp/show_friend.pl?id=21298507
http://twitter.com/nozan/
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nozanは一体何が言いたいのかといいますと、このレポートは、 

「こうやったら稼げるんだね、ふーん。参考になったよね！」的に、単に知識を吸収するためのモノ

で作られたレポートではないということなのです。 

 

つまりは、「ほったらかしで稼ぐための具体的な方法を知り、結果を出すこと！」 

をこのレポートを読み込む際のゴールに設定していただきまして、再度ご自身で確認をされていた

だくこと。この目標設定とその確認を必ず、必ず今行っていただけますようお願いいたします。 

 

それでは、次に目次をご確認ください！ 

 

 

 

 

＜目次＞ 

１．ほったらかしで 561万 8400円売り上げた●●●アフィリエイトって何ですか？？ 

２．nozan完全ノックダウンの、稼げる仕組み、全部プレゼントしちゃいます♪ 

３．目からビームが出てしまう、更に大きな収入を獲得するためのノウハウ＇・∀・（ 

４．最後に 
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１．ほったらかしで 561万 8400円売り上げた●●●アフ

ィリエイトって何ですか？？ 

 

早速結論からお話いたしましょう！ 

ほったらかしで 561万 8400円売り上げた●●●アフィリエイトとは・・・ 

「北海道どんどんアフィリエイト」なのです！ 

↓↓↓ 

北海道どんどんアフィリエイト 

 
 

 

http://dondon.in/affiliate/dondon.html?aid=428
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ハイ！では具体的なお話をしていきましょう♪ 

 

まず、このアフィリエイトを主催している会社のご紹介からお話して行きますね！ 

この北海道グルメアフィリエイトを主催している会社は、 

「北海どんどん」という北海道産の毛ガニに始まり、ウニ・鮭・イクラ・ホタテなどの海産

物、ブランドメロンの夕張メロンなどの北海道のグルメ商品を通信販売している会社です。 

 

最近では、【食べて美味しくなかったら全額返金保証】という、通常

では考えられない保証をつけることで、抜群の売り上げと驚異のリピート率を叩き出し、知名度を

伸ばしてきました。 

＇全額返金保証の対象は「カニ」だけとなっております。そして、全部食べたらではなく「カニの一番大きい足を一本だけもぎとっ

て」となっております。（ 

 

ここで、全国的に北海道グルメ通信販売において、大きく販売網を切り拓くために 

今回私がご紹介しているアフィリエイト形式のネットショップ展開を開始することになったのです^^ 

 

ですが、もちろんライバルがたくさんいる業界です。 

普通に ASPに自分の商品を登録しても、そう簡単に売上増加は難しいなんてことは小学生でも想

像がつくことでしょう。 

 

そこで、この「北海どんどん」の経営者さんの日野さんは、毎日カニ鍋をしながら考えました！ 

 

 

ここで閃いたのです♪ 

「今までにない、考えられないネットショップの仕組みを作ればいいだけだ！！」 

そこで早速、ネットショップの大御所の楽天と Yahoo!ストアの料金体系や、その他詳細について調

べることにしたのです。 
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  楽天市場 

プラン基本料金最低契約期間初期費用  

楽天ライト３９，８００円／月３ヶ月１１９，４００円 

 楽天スタンダード５０，０００円／月６ヶ月３００，０００円  

ランニングコストライト・・・1 ヶ月の売上金額×３．５％～５％ 

スタンダード・・・1 ヶ月の売上金額×２％～４％ 

メルマガ配信＇プラン共通（・・２０万通／ヶ月超～ 

１配信当り１円～０．２５円 

 

Yahoo!!ストア 

プラン基本料金最低契約期間初期費用  

おためしプラン１９，８００円／月３ヶ月１９，８００円  

おためしプランプラス１９，８００円／月６ヶ月１９，８００円  

スタンダードシルバー３９，８００円／月６ヶ月３９，８００円  

ランニングコストおためしプラン・・・1 ヶ月の売上金額×３．％～４．５％ 

おためしプランプラス・・・1 ヶ月の売上金額×３％～４．５％ 

スタンダードシルバー・・・1 ヶ月の売上金額×０％～２．８％ 

メルマガ、その他の料金は公表がありません。 

 

 

うーん、どちらも本当に高い・・・。 

こんな仕組みをとっていたら全然「北海道グルメ」が普及しないじゃないか！！と考えられた「北海

どんどん」の日野さんは、また毎日カニ鍋を食べて考えました！ 

 

そこで日野さんが出された結論！！ 

そそれれはは超超激激安安でで、、ししかかもも全全自自動動・・ほほっったたららかかししのの手手間間要要ららずずなならら、、色色んんなな方方がが取取りり扱扱

っっててももららええるるんんじじゃゃなないいかか！！とと考考ええらられれたたののでですす♪♪  

  

そうです！「北海どんどん」さんが今回始められたアフィリエイトとは・・・ 
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■プロが作る専用サイトをあなたのためだけに用意し、 

 

■全自動で更新・何度もお客さんが訪問してくれる仕組みを導入 

 

■Cookieはなんと 3650日＇10年!!（有効で、更にあなたの７ティアさん 

までアフィリエイターさんを勝手に集めて来てくれる 

 

■あなたのサイトに訪れたお客さまを、全自動でフォローしてくれる 

 

■売上が低い人から順番に別に用意した集客サイトで、 

アフィリエイトリンクを表示 

■集客にも、売り上げにも悩まない自動送客システム 

■携帯電話でも、カンタンアフィリエイト！ 

■最新のクーポンサイトと連動して、簡単集客！ 

■もし１年間やってみて、売上が１円も出なかったら、 

お疲れさま＆ありがとうボーナスとして「初期費用全額返金」保証 

＇２０１０年１２月１日以降の参加者対象（ 

という北海道グルメ商品のオンラインショップのオーナーとなる 

アフィリエイトなんです♪ 
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その具体的な内容ですが・・・ 
■「北海どんどん」さんがあなたのためだけに販売サイトを用意してくれます！ 

このようなサイトを全部用意してもらえるので、初心者のあなたも安心できます♪ 

 

 

動画も付いた、賑やかなサイトです！ 
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さらに、 

 

■頭を悩ませながら記事を書いたり、あなたが更新をする必要は一切ありません！ 

毎月の更新や、キャンペーンなどは全て「北海どんどん」さんがあなたの代わりに自動で行ってくれま

す！完全にほったらかしで OKです^^ 

 

 

■ライバルを調査したり、売れ筋の商品を ASPで商品をわざわざ選ぶ必要はありま

せん！ 

旪の大人気北海道グルメを常に最新の状態で自動公開してくれるのであなたがこのアフィリエイトにつ

いて考える時間は一切必要ありません！！ 

更には、この様な携帯用のサイトも自動

生成してくれます（つ∀・）つ 

しかも完全自動更新♪♪ 

 

これは驚きですねー（・∀・）ｷｭｿｷｭｿ 
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さらにさらに！ 

 

 

■食べた後でも 100%完全返金補償なので、クレーム対応をする必要がありません！ 

通常ではありえない「美味しくなければ食べた後でも 100%返金保証」をつけていただいておりますので、

まずクレームが起こってややこしいことにはなりません。更に、自信を持ってお客さんに進めることがで

きます！(返金保証はカニのみとなります) 

 

■メルマガで購入者・見込み客をフォローしてくれるので、抜群のリピート率が期待で

きます！ 

 

お客様がサイト内にあるメルマガフォームに登録すると、無料レポートがもらえたり、毎月抽選でもらえ

る北海どんどんからのプレゼントや特典を受け取れる特典がついていますので、その時買わなかった

お客様でもメルマガ登録だけは行う確率は高く、その後こちらから送るメールで何度も来店するうちに、

お買い上げになってもらえますので、あなたは何もしなくても抜群のリピート率が期待できます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらにさらに、さらに！ 

この様にメルマガフォームも各サイトに

自動で設置してもらえます！アクセスし

た人をリストに変え、継続的に営業を自

動でかけてくれます♪ 

 

これも驚きですねー（・∀・）ｷｭｿｷｭｿ 
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■お友達に紹介するボタンに、自動であなたのアフィリエイトＩＤが差し込まれます！

訪れた方から、さらに見知らぬ方へ、紹介されて行く可能性が広がります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだまだ！さらにさらに！ 

 

ＨＰについているこのボタンを押すと、 

お友達に簡単に紹介できる画面が 

現れます。 

実は、ここで送ったメールには自動的

にアフィリエイトＩＤが差し込まれ

るので、いちいち自分でＵＲＬを入れ

る必要もなく、そして受け取った方に

は自動的に１０年クッキーが付くの

です♪♪訪れたお客様が、勝手にあな

たのサイトを宣伝してくれたら嬉し

いですよね！すごーい！ 

（・∀・）ワーイ 
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■3650日(10年!!)有効なCookieを用意しているので、集めたアクセスが無駄になりま

せん！ 

一度でもあなたのサイトのアフィリエイトリンクがクリックされたなら、その場でお買い上げが無くても、

その後１0年間はあなたの紹介とカウントされますので、チャンスは何度でも訪れます！ 

 

■業界の常識を覆す、７ティアアフィリエイトを採用！不労所得をゲットできます！ 

ティアというのは階層の事で、紹介された順番に、 

Ａさん＇あなた（→Ｂさん＇２ティア（→Ｃさん＇３ティア（→Ｄさん＇４ティア（→Ｅさん＇５ティア（→Ｆさん＇６テ

ィア（→Ｇさん＇７ティア（ 

と自動的につながって行くアフィリエイトシステムの事を指します。 

 

■売上の低い人から順番に、別に用意した集客用サイトでアフィリエイトリンクを自動

で貼ってくれるので、初心者さんでも売上に悩むことはありません！ 

北海どんどんさんが直々に、サイトやブログを量産してくれ、そのサイトに貼るアフィリエイトリンクを、こ

のアフィリエイトに参加されておられます方々の売上が低い順番にアフィリエイトリンクを入れ替えても

らうことができるのです！よって、もう売上が上がらないなんて心配は一切ないのです！ 

 

ちなみに今ご紹介しました、紹介者さんからの具体的な報酬配布の割合とすれば、 

自分のサイトで売れた場合は、売上額の１２％が報酬、 

２ティアさん達の全ての売上額の５％報酬 

３ティアさん達の全ての売上額の３％報酬 

４ティアさん達の全ての売上額の２％報酬 

５ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

６ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

７ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

が、北海どんどん通販から受け取れるということになるのですね！ 

 



ほったらかしで毎月入金確定の●●●アフィリエイト 2010!! 

 

- 17 – 

Copyright (C) 2010 北海どんどん＆nozan. All Rights Reserved. 

 

 

ではもっと詳しくお話をしていきますと、 

まず、この様にあなたのサイトから直接売れた場合は、 

          

この様に、売上の１２％の報酬が受け取ることができます！ 

 

 

通常の海産物・産直商品アフィリエイトでのアフィリエイト報酬は数％というのが相場なので、１

２％というアフィリエイト報酬はありえない高額報酬ですが、これだけではありません！ 

ちなみに自分の紹介リンクから購入すれば、自分の売上にすることもできるので、結果的に１２％

安く購入することもできます♪ 

 

そして先ほども尐し触れましたが、 

あなたの先に、あなたと同じようなアフィリエイターさんが出来ると、 

 

２ティアさん達の全ての売上額の５％報酬 

３ティアさん達の全ての売上額の３％報酬 
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４ティアさん達の全ての売上額の２％報酬 

５ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

６ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

７ティアさん達の全ての売上額の１％報酬 

 

が、北海どんどん通販から受け取れるのです！ 

 

例えば、誰かがあなたのサイトを訪問します。 

そしてその人が、「む、私もこのサイトを手に入れて、アフィリエイトしたい！」と、 

サイトから「アフィリエイター申し込み」をすると、 

自動的に「あなたの２ティア」となり、 

その方の売上の５％が、永久的にあなたに入り続けるのです。 

 

つまり、こういうことです^^ 

 

あなたの２ティアのＢさんのサイトから、お客様がお買い上げになると、 
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Ｂさんは１２％、そしてあなたは５％の報酬が受け取れるのです♪ 

 

 

ちなみに、もしＢさんが１０００人に北海道グルメ売ったとすると、あなたに

は全ての５％が入り続けます^^ 

 

 

この様に、お客様一人一人から 12,000 円のお買い上げがあった場合、あなたが得る一人当たり

の報酬は 5%ですので、12000円×5%＝600 円となります♪ 
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もし、図の様になったとすると 600円×1000人 となり、600,000 円もの報酬があなたの手

元に転がり込んでくるわけです！！ 

 

では、この時あなたがしたことは何でしょう？ 

 

ハイ！たったひとつ、B さんにサイトを紹介しただけです。ではもし、Ｂさんのような人

が何人もいたらどうでしょう？？ 

ちょっとリアルに想像してみてください！ 

 

さらに、２ティアであるＢさんが誰かにこのアフィリエイトを紹介し、３ティアの C さんが誕生すると、

その先のお客様の売上げ総額の３％が報酬として、あなたに入るわけです。 

 

そうなれば、あなたは C さんが何千人に北海道グルメ売ったとしても、 

全ての３％が永久的に受け取れるのです。 

 

そしてその先の売上げからも２％、そしてその先の売上からも１％・・・と続いて行き、 

合計７段階の報酬が受け取れるなんて、思わずニヤニヤしてしまいませんか？ 

 

もし、あなたが集客することができなかったとしても、あなたのサイトを見て登録したアフィリエイタ

ーさんが、ご自分自身の収益の為に集客販売してくれる可能性があるわけですね。 

 

しかも、サイト内のあちこちに仕掛けてあるタグにより、その時買わなかったり、またはアフィリエイ

ター登録をしなくても、いつか北海どんどんのサイトに訪れた時に、 

売上げが発生したり、あなたの２ティアアフィリエイターになって行くのです♪ 

つまり「北海道グルメアフィリエイト」は、何もしなくとも、自動的にお金が入ってくる・・・。そんな夢

のような仕組みがアフィリエイトなのです。 

 

でも・・・ 
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そうは言っても、そうそううまくいくのか？そもそも 1000 人なんて夢物語じゃないのか？そんな楽

して儲けられるワケがない、世の中そんなうまい話は無い！ 

 

そう考える方がいても無理ないでしょう。むしろ、当然だと思います。 

 

 

が、しかし！ 

「北海どんどん通販アフィリエイトシステム」にはそういった懸念を吹き飛ばす仕組みが盛り沢山な

のです。 

 

ここからも超重要なお話をさせていただきますので、よーく聞いてくださいね。 

「北海どんどん」で、北海道グルメを一度買って頂いた全てのお客様には、 

「あなたもアフィリエイトしませんか」というメールが届きます。 

 

先ほど、自分の紹介リンクから購入すれば自分の売上になるので、結果的に安く購入できるとい

うお話をしましたが、ということは、あなたのサイトから購入した方も、 

「北海どんどん」さんのリピート率を考えると、 

「１２％安く買えるなら」という事で、アフィリエイト登録する可能性は高い 

と考えられます。 

 

 

 

では、お客様がアフィリエイト登録するとどうなるのか。 

 

 

もしこのお客様がアフィリエイターに登録した場合、 
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自動的にあなたの２ティア、Ｃさんが誕生するのです！ 

すると先ほどと同じく、Ｃさんが売り上げた分の５％も、あなたに永続的に入り続ける事になる

のです！ 

 

 

 

さて、アフィリエイターC さんがあなたと繋がり、売り上げができるまで、 

 

あなた自身は何かしたでしょうか？ 

 

答えは・・・・・・・ 

してません！ 
 

あなたは何もしなくても、自動的に報酬を得る仕組みが増えていく。 

これが「北海どんどん」のアフィリエイトシステムの面白いところであり、醍醐味です。 

さらに、買った人全員にアフィリエイターとなる権利を紹介し、ビジネスを広げることが出来る。 

そんな無限の可能性も秘めています。ワクワクしちゃいますね♪ 
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尐し時間が経つと、こんな風になって行き、 

 
そしてもう尐し時間が経つと、こんな風になる可能性もあります。 
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さらに、その先のお客様の売上げからも３％、 

そしてその先の売上げからも２％、 

そしてその先の売上からも１％・・・と続き、 

 

合計７段階の報酬が受け取れるのです。 

 

早く始めた方が、大きな結果を残せるのはイメージできましたね。 

では今お話した流れで、７ティアまで拡大していくと一体どうなってしまうのでしょうか？？ 

 

例えば仮に、あなたのサイトを見た方の５人がアフィリエイター登録をします。 

 

同じように、彼らのサイトからも５人の 

アフィリエイターが登録し、７ティアまで同じ事が繰り返されたとします。 

 

 

それぞれのサイトから、北海どんどんセットが、月に５個だけ売れたとします。 

すると、あなたの一か月の報酬は、あなたのサイトからは、１４４０円×５個ですので 

＝７２００円 

 

 

２ティアの５人から×５セット×６００円＝１５０００円 

３ティアの２５人×５セット×３６０円＝４５０００円 

４ティアの１２５人×５セット×２４０円＝１５００００円 

５ティアの６２５人×５セット×１２０円＝３７万５０００円 

６ティアの３１２５人×５セット×１２０円＝１８７万５０００円 

７ティアは１５６２５人×５セット×１２０円＝９３７万５０００円 

 

となり、軽く月収１０００万を超えてしまいます♪ 

 

 

北海道の名産品が全部無くなってしまうくらいの売上げですね笑。 
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もちろん、こんな風にきれいに行くわけではありませんが笑、５ティア位までがキレイに構築される

と月収６０万近くになってしまうというわけです♪ 

 

考えただけでも、ワクワクしてきますね^^ 

 

そして繰り返しますが、自動更新サイトですので、あなたが直接何かをする必要はありません！ 

また、他のアフィリエイターさんも、サイトを持っているだけで、特に何かをしているわけでもありま

せん！ 

 

ここで紹介したものは、ただの一例ですので、実際はあなたの下にはスーパーアフィリエイターや

お客様がもっといるかもしれませんし、 

お客様が 12,000 円以上の買い物をするケースも多々あります。 

 

いろいろな状況を想像してもらえれば、 

「北海道グルメ自動更新＆７ティア報酬付きアフィリサイト」の持つ無限の可能性に気付いていた

だけることでしょう！ 

 

北海道の美味しいグルメ商品を、全国の方へ紹介し、 

大満足して頂いて、報酬を得るビジネス。 

どうぞこの機会に是非、７ティア制北海どんどんの北海道グルメショップ運営で、驚愕の不労所得

を手に入れて下さい！ 

 

もうお解かりかと思いますが、このビジネスは、早く始めれば始める程、大きなリターンが望めま

す。 

 

しかもしかも！！ 

インターネットを使わずとも、身近な人にそっと北海道グルメをオススメできる、 

「チラシアフィリエイト」も北海どんどんでは実践可能です♪ 
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身近な人には、このチラシを配ってあげると効果絶大でしょう！ 

 

 

   

 

 

 

 

そして、ID入りのチラシ印刷サービスをご注文の方には、 

個別に QRコードもお付けしております！ 

携帯電話しか持っていない、という方からの注文も確実に増えることでしょう！ 

 

 

ご注文の際には、必ずチラシに記入された 

『グルメ大使ＩＤ＝あなたのアフィリエイト ID』を確認いたし

ますので、アフィリエイト報酬の漏れも一切ありません！ 

ここにあなたのグルメ大使 ID＝アフィリエイト ID が記

載されています♪ 



ほったらかしで毎月入金確定の●●●アフィリエイト 2010!! 

 

- 27 – 

Copyright (C) 2010 北海どんどん＆nozan. All Rights Reserved. 

そしてこれは忘れてはいけません！！ 

北海どんどんさんが、超初心者アフィリエイターさんにも、稼いで頂けるようにと、 

直々にサイトやブログを量産いただき、そこに売上の尐ない順番にアフィリエイト参加者のアフィリ

エイトリンクを貼って、勝手に宣伝してくれるのです！！ 

 

そして、さらに！！ 

 

携帯電話でカンタンアフィリエイト！！ 

携帯電話で気軽にビジネスしたい方必見！  

 

現在、国内の携帯電話の普及台数は１億台をはるかに超え、 

もはや全ての人が所有していると言っても過言では無くなりました。 

 

携帯電話で買い物をする方の数も右肩上がりに増え続け、 

特に女性の場合はその傾向は顕著に表れてきています。 

 

パソコンをお持ちでない方や、お使いになれない方でも、 

携帯電話１台でカンタンにインターネットで買い物が出来る時代が、 

いよいよ本格的に到来してきました。という事は・・・・ 

 

つまり、携帯電話１本でビジネスするチャンスが生まれたのです！ 

あなたも、携帯電話ひとつで気軽にアフィリエイトしてみませんか？ 

 

あなたの携帯電話が、どんどん報酬を生み出します！  

 

先ほども、お伝えいたしましたが、 

現在、ほとんどの方が携帯電話を持っていますよね。 

 

いつでも、どこでも、ちょっとした空き時間でも、 

カンタンに宣伝出来ますので、 
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ものすごいスピードで人から人へ伝わっていきます！！ 

 

例えば、ご近所や集会、行きつけの飲み屋さんなど、 

携帯電話ひとつさえあれば、すぐにどこでもカンタンに宣伝ができますので、  

報酬にも結びつく確立がグーンとアップすることでしょう！ 

 

また、ブログなどにて、 

不特定多数の方にアプローチすることも可能です。 

 

想像してみてください。 

 

ものすごいスピードで人から人に伝わって行き、あなたの報酬が日に日に増していく光景を。 

 

毎日毎時、ひっきりなしに売上報告メールが届き、 

温泉でのんびりしているあなたの携帯の着信音を鳴らす事を。 

 

あなたがお持ちの携帯電話が、 

輝かしい未来を創り出すことになるのです！！ 

 

 

面白そうですか？ 

 

でも、北海どんどんの魅力は、 

まだまだ続きます！ 
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

ついに始まった世界初の 

グルーポン系サービス「Ｇｒｕｇｒｕ」  

どんどんお得になって行く！クーポンサイト『Grugru』のスゴい所とは？ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

皆で一斉に購入すると、商品が格安で買える、グルーポン系のサイトが 

今流行していますね。北海どんどんも負けじと、ついにナイスな仕組みを開発しまし

た！ 

 

その仕組みは、まず割り引きクーポンが一枚入札されるごとに、カウンターがひとつ

回り、カウンターの数字が１上がります。 

 

規定の人数に達すると、めでたく確定となり、格安で商品を手に入れる事が 

できるのですが、ここまでなら今までのグルーポンとさほど変わりは無いように 

感じますね？大丈夫です。北海どんどんを見損なわないで下さい。 

北海どんどんのスゴい所はここからなのです！ 

 

 

 

ＨＰ上でチカチカしているこのボタンを

押すと、自動的にＧrugru(グルグル)サイ

トへ飛んでいきます。 

現れます。 
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その後もどんどんカウンターを回すと、今度は 

「規定の人数ごとに商品が増えて行く」のです！ 

例えば、第一弾でお届けしたグルグルは、  

イクラがスプーン一杯ずつ、最大１０杯まで 

 

どんどん増えて行ったのです！＇笑 

 
 

 

入札者が一定数に達すると、まずは激安

価格で買う事が出来て、 

さらに人数が増えると、今度はもらえる

商品の量がどんどん増えて行きます！ 

こんな楽しいクーポンサイト、 

世界にひとつしかありませんね！ 
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第二弾では、カニのほぐし身で既定の人数に達した後、なんと鮭フレーク、さらに人数

が増えるとイクラが増えて、「目指せ３色丼！」となっていきました＇笑 

 

 

お得な価格で手に入るだけでなく、回せば回すほどお得がどんどん増えて行く、 

そんな楽しい仕組みの『Grugru』。実は！ 

この、楽しい『Grugru』サイトを宣伝するだけで、 

なんとアフィリエイトになっちゃうのです！ 

「イクラが爆安＆どんどん量が増えてるから、急いでカウンターを回して！」と話題の

グルーポン進化版『Grugru』を宣伝するだけで、 

自動的に皆が１０年クッキーになるだけでなく、 

ツイッターでどんどんつぶやいたり、メールで知人に教えたり、ブログに書いたりする

だけで、アフィリエイトが自然に行えるようになります。 

毎週開催していく『Grugru』は、あなたのアフィリエイトをより加速させて行くでしょう。 
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ついに登場、一般アフィリエイター募集開始！ 

 

あなたのグルメ大使ＨＰ「専属」のアフィリエイターを 

獲得出来るようになりました！ 

無料登録なので、どんどん参加して頂きましょう。 

実は、無料で登録出来る一般アフィリエイターさんは、 

自分のグルメ大使ホームページを持つことが出来ないので、 

紹介タグを発行し、ひとつひとつ手作業で、メルマガ、ブログ、ツイッター等で、 

アフィリエイトを行ってもらう事になります。 

報酬は直接紹介した分の７％となり、グルメ大使の１２％より尐なくなります。 

一般アフィリエイターは専属のアフィリエイターを持つ事は出来ませんので、 

一見、通常のアフィリエイトと同じに見えるのですが、 

「Grugru」や「チラシアフィリエイト」にも 

参加する事ができ、携帯でのアフィリエイトも可能なのです。 

 

他社大手カニ通販サイトがアフィリ報酬１％～５％なのに対して、 

７％も報酬がある北海どんどんアフィリエイトに「０円」で参加でき、 

人気の北海道グルメを紹介出来るなら、参加申込者には何のリスクも無いので、 

どんどん参加して来られますよね。 

 

さて、ここからがポイントです。 
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参加したい！と思った方はどうやって参加するのか。 

実は、すでにあなたのグルメ大使ＨＰから、一般アフィリエイトの申し込みが 

 

出来るようになっているのです！ 

 

 

 

 

 

あなたのＨＰのバナーをクリックして登録したという事は・・・・ 

つまり！ 

《あなたのグルメ大使ＨＰ「専属」の一般アフィリエイターが誕生するのです！》 

そのアフィリエイターさんからの売上の５％を、 

受け取る事が出来るのです！ 

お分かりですか？ 

 

北海道グルメ大使ＨＰには、 

この「無料で参加できるアフィリエイト

募集用のバナーが標準されています！ 

ここから無料登録された方は全員、 

あなた専属のアフィリエイターに 

なるのです！ 
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整理すると、無料で参加するアフィリエイターは、 

自分のグルメ大使ＨＰを持っていませんので、 

あなたのお店経由で発行されたＩＤを使って宣伝活動をする事になります。 

つまり、永遠にあなたのショップ経由で宣伝してくれる、 

専属アフィリエイターとなってくれるわけですね！ 

しかも、そのアフィリエイターさんが、 

北海どんどんからのメルマガを読んでいるうちに、 

「うーん、やっぱり自分も１２％の報酬が欲しいし、 

専属アフィリエイターにも広げて安定した報酬が欲しいなあ。 

グルメ大使ＨＰの色んな機能も使いたいし・・・よし、グルメ大使になろう！」 

となった場合、自動的にあなたの２ティアとして昇格し、 

新たなグルメ大使を増やす事によって、そのグルメ大使になった分の報酬が 

あなたに発生するのです！ 
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どうですか？ワクワクしませんか？（＾－＾） 

「私はワクワクして鼻血が出そうです！！」 

↑北海どんどん社長談（笑 

 

イメージはつきましたでしょうか。 

 

売上が完全にほったらかし

で入ってくる！！ 
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これなら超初心者さんでも稼ぐことができると思いませんか？ 

 

更に、 
これでも１年以内に売上が１円も発生しない場合は、北海どんどんに申請すれば、 
アフィリエイト参加費用の全額を返金いただける、 

「グルメ大使活動ありがとう＆お疲れ様ボーナス的返金保証」 

まで付いているのです！！ 

 

 

つまりは、北海どんどんさんが作ったサイトで、「あなたの売上」をあげてもらい、 

１年間で稼げなければ初期費用は全額返ってくる、完全ノーリスクなアフィリエイトな訳です。

しかも、１つでも商材が売れれば自動フォローメールで、お客さんがあなたのダウンティアに

なってくれれば、更にほったらかしの収入は加速します！ 

 

 

これこそが、まさにほったらかしアフィリエイトですね！！ 

もう、やるっきゃない！！って感じですよね♪ 

 

いかがでしょうか？？ 

北海どんどんアフィリエイトの素晴らしさはご理解いただけましたでしょうか？ 

 

今後、全国に３００万人以上いると言われるアフィリエイター様達が、続々と参入することになるで

しょう。まだ、そのアフィリエイター様達に知られていない今がチャンスです。 
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もちろん、費用も超格安！！ 

  楽天市場 

プラン基本料金最低契約期間初期費用  

楽天ライト３９，８００円／月 ３ヶ月１１９，４００円 

  

Yahoo!!ストア 

プラン基本料金最低契約期間初期費用  

おためしプラン１９，８００円／月３ヶ月１９，８００円  

 

 

９９８０円で、初期設定費用、サーバー代も全て込み込み、 

もちろん毎月の利用料も一切かかりません！ 

 

１１カカ月月ああたたりりでで計計算算すするるとと８８３３１１円円、、  

２２年年目目かかららははななんんとと１１カカ月月ああたたりり２２３３３３円円！！  

たたっったたここれれだだけけのの費費用用でで、、全全自自動動・・ほほっったたららかかししののネネッットトシショョッッププ

がが運運営営ででききるるななんんてて、、間間違違いいななくくあありりええまませせんん！！！！  

 

しかも、返金の保証までついているなんて、 

 

チャレンジしない理由が見当たりません！ 

 

 

どうか日本中に広まってしまう前に、お急ぎ下さい！ 

 

 

 

 

北海道グルメショップ運営 

初期費用：9980 円 

２年目以降：2800 円 

驚きの７ティア制度導入♪ 
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あなたが、「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使 HP」を手に入れると・・・ 

 

 

■全自動・ほったらかしで稼げる北海道グルメネットショップの運営者になることができます！ 

 

■会社の給料日だけでなく、毎日のあなたのネットショップに売り上げが楽しみになります！ 

 

■一気に脱初心者つまり月 5000円稼げないアフィリエイターから卒業することができます！ 

 

■驚愕の７ティア制度を導入しているので、不労所得が入って来るようになります！ 

 

■毎日メルマガやブログの記事探しから記事更新に悩む必要はありません！ 

 

■自動送客システムや、１年間の全額返金保証も設置し、初報酬獲得は間違いありません！ 

 

■北海道グルメ＇カニ、ホタテ、イクラなどなど！（を安価で手に入れることができます！ 

 

あなたも今すぐに、「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！

北海道グルメ大使 HP」を実践して、全自動・ほったらかしの北

海道グルメアフィリエイトをスタートさせてください！！ 

↓↓↓ 
今すぐ「北海道どんどんアフィリエイト」を始める！！ 

 

http://dondon.in/affiliate/dondon.html?aid=428
http://dondon.in/affiliate/dondon.html?aid=428
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２．nozan完全ノックダウンの、稼げる仕組み、全部プレ

ゼントしちゃいます♪ 

ではこれから、この北海道グルメアフィリエイトで最大限に、思いっきり稼いでいくにはどうすれば

良いのかをお話していきたいと思います♪ 

 

それは、「この北海道グルメアフィリエイトの商材を販売する」ことなのです！ 

 

ん？？カニとかホタテ、イクラを全自動で売るんじゃ無かったの？？ 

とあなたは思われているのかもしれません。 

 

もちろん、この北海道グルメアフィリエイトを全自動で進めていくのです。 

そうなのですが、この北海道グルメアフィリエイトの商材を販売することができれば、 

 

北海道グルメアフィリエイト商材のアフィリエイト報酬も手に入り、 

(2010年１２月１日現在の価格＠9980円の内、２000円がアフィリエイト報酬（ 

購入いただいた方は自動的にあなたの２ティアさんになるので、 

不労所得が手に入る仕組みが、稼ぎながら手に入るのです！！ 

 

ハイ！このポイント、超重要なのでしっかりとしっかりと押さえてくださいね。 

 

冒頭でもお伝えしましたが、 

この北海道グルメアフィリエイトを B さんに勧めて、B さんがアフィリエイトを始められますと、あな

たの２ティアさんになる。でしたね^^ 

 

そして、この北海道グルメアフィリエイトは北海どんどんアフィリエイトで販売されている、「北海道

グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使 HP」という情報商材を購入しないと始める

ことができません。 

 

 

もうお解かりですね！！ 
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あなたはただ「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使 HP」を購入後、商材

をアフィリエイトするだけで、アフィリエイト報酬と考えられない程の北海道グルメネットショップアフ

ィリエイトの７ティアさんを獲得していくことができるのです！！ 

 

 

ですが、もしかしたら･･･ 

「稼げそうだけど、本当にこれだけで稼げるのかな･･･」と心のどこかで思っているのかもしれませ

ん。 

 

もちろん、私も初めはそう思いました。 

確かに北海どんどんさんの自動送客システムに乗っかれば、自分でもアクセスを集めなくても報

酬を獲得していくことはできるでしょう！ 

 

では、ここで尐し考えられて見てください。 

北海どんどんさんがあなたのアフィリエイトリンクに１カ月で 100誘導いただけたとするとしましょ

う！それで、あなたの報酬は月 5000円だと仮定します。 

 

要するに、この仮定が成立するとするならば、 

あなたのアフィリエイトリンクのクリックが200であれば月10000円の報酬を得ることができるという

ことです。 

 

ということは、あなたもアクセスを集めることが出来るようになれば、 

報酬も大きく伸びることは間違いないわけです。違いますか？？ 

ハイ！お待たせしました♪ 

もちろんあなたのブログにアクセスを一度設定したら自動で集めるツールを nozanがご用意させて

いただきました＇・∀・（!! 

 

 

＞＞アメブロアクセスアップツール「アメぺた野郎」 

↑↑↑クリック↑↑↑ 

 

＞＞twitter自動投稿ツール「つぶやき野郎」 

↑↑↑クリック↑↑↑ 

 

http://sheesha.biz/free/petayarou.zip
http://sheesha.biz/free/tsubuyakiyarou.zip
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ハイ！このツールについてご説明させていただきますと、 

あなたが作ったアメーバブログに存在する「ある機能」を使って、あなたのブログにアクセスを集め

るツールなのです。 

 

ですので、あなたはアメーバブログと作っていただきまして、 

あなたの北海どんどんアフィリエイトのアフィリエイトリンクを貼っているブログへアクセスを集める

ことができれば、大きく報酬を伸ばすことが出来るようになるのです♪ 

 

そして、今話題の twitterにおける自動つぶやき投稿ツールもセットにいたしました♪ 

今注目の twitterからもこれでガンガン集客をすることができるでしょう！ 

 

おおおおおおおおおおおおおおおお！！ 

ここまでやれば、月１万円は確実に入ってくると思いませんか？？しかもアクセスはツールが集め

てくれるわけです。ほぼほったらかしと言っても言い過ぎでも何でもないでしょう。 

 

ですが･･･ 

もしかしたら、あなたはブログも作ったことのない超超超初心者アフィリエイターさんなのかも知れ

ません。私も昔はブログを何とか作ったのはいいものの、どんな記事をかけばいいものか、検討も

つかずにパソコンの前で頭を抱える日々が続いたものです。 

 

ハイ！もちろんご安心ください！ 

nozanがあなたのために、超初心者アフィリエイターさんでも月１万円ほったらかしで稼げるよう

に！！コピーして、そのままあなたのブログの記事として利用していい、 

ブログ記事をご用意させていただきましたあああああああああああ！！ 

 

↓↓↓ 

「コピペ OKのブログ記事」 

★こちらの記事の下に、リンクが入っていますが、 

これを、あなたのリンクに変更して使って下さいね！ 

でないと、私に報酬が入ってしまいます（笑 

http://sheesha.biz/free/kanikiji.zip
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さてここまで読んでみていかがだったでしょうか。 

それでもまだ、本当に自分にも 

出来るだろうか・・・と迷っているあなたに。 

私、そして北海どんどんさんからの 

最強プレゼントがあります。 

 

３．目からビームが出てしまう、更に大きな収入を

獲得するためのノウハウ＇・∀・（ 

もしあなたがご希望されるなら、このレポートを、再配布権付き、しかもあなたのアフィリエイトリン

クに差し替えた上でプレゼントさせていただきますがご興味はありますでしょうか？？ 

 

 

もしご興味がありましたら、ここから先をしっかりと読みこんでください。 

 

 

このレポートには、アフィリエイトリンクが１つセットされています。 

↓↓↓ 

「北海どんどんアフィリエイトに参加する！」 

 
 

http://dondon.in/affiliate/dondon.html?aid=428
http://dondon.in/affiliate/dondon.html?aid=428
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「このレポートに記載されているアフィリエイトリンクについて」 

本レポートに記載されているアフィリエイトリンクは、今最も旪であり、驚異の７ティアアフィリエイト

形式ネットショップの「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使 HP」について

ご紹介しております。 

 

 

ではもし、このレポート内のアフィリエイトリンクが、あな

たのアフィリエイトリンクになればどうですか？？再配布

権付きのレポートを配れば配るだけ思いっきり稼げると

思いませんか？？ 

 

ちょっと想像してみて下さい！ 

あなたが、あなたのアフィリエイトリンクに差し変わった再配布権付きのこのレポートを１０人に配

った＇ダウンロードした（とします。 

 

内容はこれからも間違いなく日本のアフィリエイト界の話題となる全自動でのアフィリエイトネットシ

ョップの紹介です。しかも、ほったらかしで売る方法まで具体的に書かれているレポートですので、

まさにメルマガやブログの記事としてはうってつけであり、初心者さんにも非常に喜ばれることは

間違いないことでしょう。 

 

ここでダウンロードした10人のうちの２人が、再配布権付きである、あなたのアフィリエイトリンクが

入ったレポートをメルマガやブログで宣伝したらどうでしょう？？ 

あなたのアフィリエイト報酬が拡大すると思いませんか？？ 

 

そして、更に再配布権付きの無料レポートですので、アフィリエイトの際の特典や、 

メルマガ購読の際の特典にすることも可能なのですね！ 

 

ということは、初めにダウンロードした方の 10 人の内の 1 人が特典として配布し始めたとしましょ

う！ 
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更に稼げるチャンスが増えると思いませんか？？ 

 

 

ハイ！ 

ああななたたはは、、ああななたたののアアフフィィリリエエイイトトリリンンククにに差差しし替替わわっったた再再配配布布

権権付付ききレレポポーートトををたただだ配配るるだだけけでで、、ガガンンガガンン稼稼ぐぐここととががででききるるのの

でですす！！！！  

  

【無料レポートの拡散イメージ】 
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でではは、、ちちょょっっととここここでで、、尐尐ししだだけけシシミミュュレレーーシショョンンををすするる時時間間をを取取っっ

ててみみてて下下ささいい。。  

  

レベル数 １人が２人に配布すると・・・ ダウンロード人数 

1 1×2 2 

2 2×2 4 

3 4×2 8 

4 8×2 16 

5 16×2 32 

6 32×2 64 

7 64×2 128 

8 128×2 256 

9 256×2 512 

10 512×2 1024 

11 1024×2 2048 

12 2048×2 4096 

13 4096×2 8192 

14 8192×2 16384 

15 16384×2 32768 

16 32768×2 65536 

17 65536×2 131072 

18 131072×2 262144 

19 262144×2 524288 

20 1048576×2 1048576 

総受取人数 2097152 
 

事例としてこの表を見てください。あなたがたった 2 人に無料配布し、その 

後あなたから受け取った人がそれぞれ 2 人に配布していくと… 

たった 2 人に配布することを繰り返すだけで、20 レベルまでいけば 200 万人となるのです。あな

たのアフィリエイトＩＤが入った特別レポートがこのように拡散していく姿を想像してみてください。 

 

そして、是非電卓叩いてぶっ飛んでください笑。 
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これがバイラルマーケティングの威力です。 
 

 

これが、私がたった１年で月７桁稼ぐようになった肝となる、 

リスト構築の秘密のマーケティング手法であり、 

４０００部のメルマガでユニーククリックを３００誘導できる 

インターネットビジネス最先端の英語圏のマーケティングです。 

 

この様にバイラルマーケティングを駆使することで、あなたの無料レポー

トはどこまでも拡散している可能性が大いにあるのです！！  

  

そそししてて実実はは！！  
  

  

北北海海道道ググルルメメ大大使使ＨＨＰＰにに、、ここののレレポポーートトがが無無料料ダダウウンンロローー

ドドででききるる仕仕組組みみがが登登場場ししたたののでですす！！
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↑↑ここれれでですす！！  

ハハイイ！！ここううししてて、、ああななたたののＨＨＰＰかかららここののレレポポーートトををダダウウンンロローードドししてて  

参参加加さされれたた２２テティィアアささんんもも、、同同じじよよううににここののレレポポーートトをを配配るる事事ががででききるるののでで、、

非非常常にに効効率率的的にに２２テティィアアささんん＇＇つつままりりああななたたのの３３テティィアアささんん（（をを獲獲得得すするるこことと

ががででききるるののでですすねね♪♪超超簡簡単単にに WWIINN--WWIINN ななシシスステテムムがが出出来来上上ががりりまますす^̂^̂  

 
 

いかがでしょうか？？これであなたが、北海どんどんアフィリエイトで稼げない理由は、ゼロになっ

たと思いませんか？？ 
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では一旦ここで整理いたしましょう！ 

 

【北海どんどんアフィリエイトのポイント】 

１．自動送客システムがあるので、売上が低い人から順番に北海どんどんが直々に宣伝しても

らえるので、売上の心配がいらない。しかも cookieは 10年間♪ 

 

２．もし、１年間売上が１円も発生しなかった場合、初期費用が戻ってくる。 

＇２０１０年１２月１日以降の参加者対象（ 

 

３．あなたから北海どんどんアフィリエイトの参加者を募れば、７ティアまでの売上もあなたに入

ってくるので、売上が毎日ほったらかしで入ってくる。 

 

４．アメブロアクセスアップツール「アメぺた野郎」と、twitter自動投稿ツール「つぶやき野郎」を

使って、あなたのサイトやブログにアクセスを集めることができるので、売上を簡単に伸ばすこと

が可能。もちろん、あなたがやることはツールを起動させるだけ。 

 

５．ブログに投稿するためのコピペ OKな記事を使って、毎日の記事投稿に頭を悩ませる心配は

一切なし。あなたは定期的に、ブログに記事をコピペして貼りつけるだけ。 

 

ハイ！いかがでしょうか？？ 

これなら超初心者のあなたでも、ほったらかしで毎日入金確定メールが届くアフィリエイトを実践で

きるでしょう！ 

 

あなたも今すぐに、「北海道グルメ全自動更新＆７ティア報酬！北海道グルメ大使

HP」を実践して、全自動・ほったらかしの北海道グルメアフィリエイトをスタートさせてく

ださい！！ 

↓↓↓ 
今すぐ「北海道どんどんアフィリエイト」を始める！！ 

http://dondon.in/affiliate/dondon.html?aid=428
http://dondon.in/affiliate/dondon.html?aid=428
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４．最後に 

 

私は 2009年 2月に初めてメルマガを発行し、その年の 12月には月収７桁を達成。リストは全くの

ゼロから、１年足らずで 4000 も集めることができました。 

 

それは、このレポートにも仕込んである仕組み。「バイラルマーケティング」を正しく、しっかり

活用できたからといっても過言ではありません。 

 

私のこのノウハウこそが、今始めたばかりの初心者さんでも短期間で成功できる究極のマーケテ

ィングであると自負しています。＇私がその証明ですから笑（ 

 

 

さて、このレポートもとうとう終わりに近づいてきました。 

 

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきまして、 

本当にありがとうございました！ 

 

最後になりましたが、このレポートを読んでいただくことで、 

北海道グルメアフィリエイトを通じてほったらかしで稼げるようになった方が一人でも増え

ていただければ筆者としてこれ以上嬉しいことはありません。 

 

今後も有益な情報をお知らせしていきますので、 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

数ある無料レポートの中からお読みいただきましたこと、本当に感謝です！ 

 

北海どんどん公認インストラクター nozan 

 


