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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日々新に属します。  

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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まずは、本無料レポートを 

ダウンロードいただき、ありがとうございます！ 

  

作者の日々新です。 

  

 
 

まずは簡単な自己紹介を。。 

 

大阪で営業をしている 

２児のお父さんです。 

  

■いい暮らしをしたい 

■ビジネスマンとして会社に 

依存しない男になりたい 

  

という想いからネット副業を 

始めて３年目になります。 

  

■ネット副業で稼げる人を 

ひとりでも多く増やしたい 

  

という想いから、この度 

  

■ネットで幸せに稼ぐ方法 

  

という教材を書き上げました。 

  

300 ページ以上、全１３章の教材です。 

  

僕が２年の間に 
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学んだノウハウの全てが 

ここに詰まっています。 

  

メルマガにて１章ずつダウンロード 

できますので、 

まだの方は 

ぜひ僕のメルマガに登録ください。 

  

▼日々新のメルマガ 

日々新のまじめに稼ぐ！ネット副業で月 100 万円！への道 

⇒http://bit.ly/merumaga 

  

  

  

それではいよいよ本編に入りましょう。 

http://bit.ly/merumaga
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このレポートの骨子は以下の通りになります。 

 

■トラフィックエクスチェンジを 

利用する。 

 

■リストリバースとトラフィックエクスチェンジを 

連動させる 

 

■あなたの紹介リンク入りの無料レポートをプレゼントし、 

紹介者を増やす 

 

こういう感じです。 

「なんだあ、そんなことか。。」 

と思われたかもしれません。 

 

しかし、この３つを組み合わせると 

とんでもないことが起こってしまいます。 

もう少し、僕の話にお付き合い下さい。 

 

 

まずは、この仕組みの流れを簡単に説明します。 

 

まずは、各サービスの説明から。 

 

リストリバースは、 

広告入りのリンクを作れる 

サービスです。 

 

広告入りのリンクが 

表示されるとポイントが 

たまり、 

そのポイントを使って 

今度は逆に広告を出せるようになる、 

というものです。 
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リストリバースの登録ページ 

⇒こちらから登録ください 

 

（長い説明はスクロールしてください。。＾＾；） 

  

  

そして、次は 

トラフィックエクスチェンジです。 

 

これは、あなたが 

他のサイトを閲覧すると 

ポイントがたまり、 

たまったポイントを 

使用すると 

今度は逆にあなたのサイトを 

閲覧してもらえる、 

というサービスです。 

 

２つ紹介します。 

 

トラフィックエクスチェンジ 

⇒こちらから登録ください 

 

三ツ星トラフィック 

⇒こちらから登録ください 

 

  

たくさんあるトラフィックエクスチェンジの中で 

なぜこの２つを紹介したかというと 

2010.3.9 現在、 

この２つのトラフィックエクスチェンジは 

リストリバースの広告リンクを 

登録することができるからです。 

 

こういう流れを作れます。 

 

http://www.listrebirth.com/scm/aff/1832
http://traffic-exchange.tv/?did=16482
http://3star-tool.com/?parents_id=8205
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■トラフィックエクスチェンジで 

ポイントをためる 

↓ 

■たまったポイントで 

リストリバースの広告リンクを表示 

↓ 

■リストリバースのポイントが 

たまる 

↓ 

■たまったポイントで広告を表示 

↓ 

■さらにアクセスが流れ込む 

 

という流れです。 

 

 

けっこうスゴイと思います。 

  

しかし！ 

 

まだまだこれだけでは終わりません。 

 

このレポートには 

もうひとつ重大な仕掛けがあります。 

 

それは。。 

 

■この３つのサービスには、 

紹介者還元ポイントがある 

 

ということです。 

 

あなたの紹介で、 

この３つのサービスに入れば、 

その紹介者がポイントを獲得した場合に 

何％かのポイントが 
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あなたにも入るのです。 

 

この仕組みを利用して、 

あなたのポイントを 

加速度的に増やすことが可能です。 

 

さらに！ 

 

もうひとつの仕組み。。 

 

それは、 

 

■あなたの紹介リンクが入った 

本レポートを無料でプレゼントできます！ 

 

ということです。 

 

このレポートとそっくり同じレポートで 

サービスに登録するところのリンクだけが 

あなたの紹介リンクになっているというものです。 

 

 

つまり、あなたは、 

その無料レポートを配るだけで、 

次々と紹介者をゲットすることができます。 

 

そうです、 

あなたが僕の紹介者になったように 

今度は、誮かがあなたの紹介者に 

なってくれるというわけです。 

 

 

■リストリバースとトラフィックエクスチェンジを 

組み合わせて、アクセスを増大させる 

 

■紹介者を加速度的に増やし、 
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紹介者ポイントによって、アクセスをさらに増大させる 

 

 

そのアクセスを 

全てこの無料レポートの 

配布ページに流し込めば、 

どうなるでしょう？ 

 

■アクセスが増える 

↓ 

■無料レポートがダウンロードされる 

↓ 

■紹介者が増える 

↓ 

■紹介者ポイントが増える 

↓ 

■最初に戻る 

 

この仕組みを 

僕は、 

 

■無料でアクセスアップ、究極の方法。 

 

と呼びました。 

 

あながち、大げさな表現ではないと思います。 

 

 

 

では、実際の方法に進みます。 

 

 

▼▼作業①３つのサービスに登録する 

  

下記のリンクより各サービスに登録ください。 
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■リストリバース 

⇒こちらから登録ください 

 

■トラフィックエクスチェンジ 

⇒こちらから登録ください 

 

■三ツ星トラフィック 

⇒こちらから登録ください 

  

  

▼▼作業②あなたの紹介コード入り無料レポートをゲットする 

 

まず、次のページを開けてください。 

⇒http://bit.ly/dlzYyY 

 

まず、 

あなたのメールアドレスと 

名前をそれぞれの欄に記入下さい。 

 

（名前はニックネームでも全然ＯＫです。） 

 

■リストリバース 

■トラフィックエクスチェンジ 

■三ツ星トラフィック 

 

の欄には、下の解説を参考にして 

■あなたの紹介ＵＲＬ 

 

を入れていきます。 

  

(コードだけでなくＵＲＬを全部入れてください。） 

  

 

■■リストリバース 

 

▼ログインページよりログイン 

http://www.listrebirth.com/scm/aff/1832
http://traffic-exchange.tv/?did=16482
http://3star-tool.com/?parents_id=8205
http://bit.ly/dlzYyY
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↓ 

▼しばらく画面をスクロールしていくと 

 

「現金と宣伝クレジットをさらに稼ぐために下記リンクを使って紹介者を増や

しましょう：」 

 

と書かれてあり、その下にあなたの紹介リンクがあります。 

 

 

■■トラフィックエクスチェンジ 

 

▼ログイン 

↓ 

▼左のサイドバー「メニュー」の中の「ダウンライン」ボタンを押す 

↓ 

▼「紹介用リンク：」と書かれたところのアドレス 

 

 

■■三ツ星トラフィック 

 

▼ログイン（左中央） 

↓ 

▼右上 4 列になっている「メニュー」の左から 2 列目の「紹介ＵＲＬ取得」 

をクリック。 

↓ 

▼紹介用ＵＲＬがあります。 

 

  

 

＊＊＊＊＊＊ 

 

全て入力したら、「ダウンロード」ボタンを押すと 

ダウンロードができます。 

  

※ダウンロードすると、登録したメールアドレスに 

僕のメルマガ「日々新のまじめに稼ぐ！ネット副業で１００万円！への道」 
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に登録されます。 

  

丌要な方は、メルマガ内の 

登録解除リンクより登録解除できます。 

  

 

▼▼作業③無料レポートをアップロードする 

 

早速、ネットにその無料レポートを 

アップしましょう。 

 

アップの仕方がわからない場合、 

以下の説明を参考にしてください。 

 

ホームページなどを持っていないのなら 

ｓｅｅｓａａブログにアップするといいでしょう。 

  

▼ｓｅｅｓａａブログ 

http://blog.seesaa.jp/ 

  

新規登録をしてまず、 

テキトーにブログを作ります。 

  

そしてブログを書く画面で 

「ファイル」のタグを開き、 

  

アップロードのファイルの部分にＰＤＦファイルを 

入れ、「アップロード」ボタンを押せば、アップロードできます。 

  

一覧で表示されたサムネイルを押せば、 

ブログの記事にリンクが張られます。 

  

そこに示されているＵＲＬが 

ＰＤＦファイルのＵＲＬになります。 

 

（画像を参照ください。） 

http://blog.seesaa.jp/
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▼▼作業④無料レポートの紹介ページを作る 

 

無料レポートをアップできたら 

その紹介ページを作りましょう。 

 

先ほどのｓｅｅｓａａブログでなく、 

あなたがアクセスをアップしたいメインの 

サイトに作らなくては、意味がありません。 

 

文面は、こちらを参考にしてください。 

⇒http://bit.ly/9yXOWW 

http://bit.ly/9yXOWW
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そして③で作った無料レポートの 

ＰＤＦファイルへのリンクを張ります。 

  

  

▼▼作業⑤リストリバースの広告リンクを作る 

  

ログイン後、 

  

▼上段の５つのメニューボタン（黒色）より 

「リンク」をクリック 

↓ 

▼しばらく下にスクロールさせると 

「リンク作成」のタイトルが出現 

↓ 

▼書いてあるステップ１～４に従って 

作業③で作った無料レポートの紹介ページへの広告リンクを 

作成する。 

 

  

▼▼作業⑥トラフィックエクスチェンジに⑤のリンクを登録する 

 

２つのトラフィックエクスチェンジ 

サイトに作業⑤で取得したリンクを 

登録します。 

  

サイトの追加は、どちらも 

ログイン後の画面の中段で 

できます。 

  

  

■トラフィックエクスチェンジ ⇒ ｢サイトを追加する」リンク 

  

■三ツ星トラフィック ⇒ 中段の表のＵＲＬ欄にアドレスを入れ 

「ＵＲＬ更新／ポイント割り当て」ボタンを押す 
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ＵＲＬが長すぎて、登録できない場合は、 

短縮します。 

 

ｂｉｔ．ｌｙなどを 

利用するといいでしょう。 

⇒ http://bit.ly/ 

 

メイン画面の 

  

Enter your long link or file here: 

  

の枠にアドレスを入れて、横の「ｓｈｏｒｔｅｎ」ボタンを 

押すと短縮できます。 

 

「ｃｏｐｙ」ボタン→貼り付けで、コピペできます。 

 

 

▼▼作業⑥リストリバースに広告を登録する。 

 

▼上段の５つのメニューボタン（黒色）の「宣伝」をクリック 

↓ 

▼書いてある手順１から５に従って 

先ほどの無料レポートの紹介ページへの 

宣伝を作成する 

  

（分かりにくいですが２の 

 「外見」とは、紹介文のことです。） 

  

  

  

＊＊＊＊＊＊ 

 

以上で準備作業は終わりです。 

 

 

http://bit.ly/
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あとは、日々、以下のことを実行するだけです。 

 

 

▼▼実践①オートサーフをする 

 

２つのトラフィックエクスチェンジで 

オートサーフ機能を使って 

日々、ポイントをためます。 

  

どちらもログイン後の画面からできます。 

  

■トラフィックエクスチェンジ ⇒ ｢サーフエクスチェンジ」ボタン 

  

■三ツ星トラフィック ⇒ メニューの中の｢サーフ開始」リンク 

  

 

▼▼実践②ポイントをリストリバースの広告リンクに流す 

 

２つのトラフィックエクスチェンジで 

たまったポイントをすべて 

登録したリストリバースの広告リンクに割り当てます。 

 

 

 

これだけです。 

 

リストリバースに関しては、 

何もすることはありません。 

 

これが、アクセスがアクセスを 

呼ぶ善循環を起こしだすと 

爆発的な勢いで 

アクセスが増えると思います。 

 

トラフィックエクスチェンジや 

リストリバースは、 
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それほど、 

 

■濃い 

 

アクセスではありませんが、 

数をとんでもなく増やすと、 

 

あなたのサイトのほかの 

ページも必ず巡回してくれます。 

 

あなたのコンテンツが 

魅力的なら、あなたのサイトの 

リピーターになってくれるはずです。 

 

がんばってください。 

  

 

  

※トラフィックエクスチェンジ・三ツ星トラフィックは、 

現時点では、リストリバースの広告リンクが 

ＯＫですが、近い将来、ＮＧになる可能性も 

高いです。 

 

その場合は、リストリバースの広告リンクでなく、 

普通に無料レポートの紹介ページに飛ばすように 

してください。 

  

  

  

＊＊＊＊＊＊ 

  

以上で本レポートの説明は、終わりです。 

  

最後まで、読んでいただき、 

ありがとうございます！ 
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そして、最後まで作業をしてくれて 

お疲れ様でした！ 

  

  

まだまだ、これからも 

有益な情報を配信していきますので、 

これからも、 

日々新をよろしくお願いします。 m(_ _)m ペコリ 

  

  

それでは、またどこかで逢いましょう (^^)/ 

  

  

 

▼▼▼日々新のおススメ教材 

  

  

▼ＰＡＮＤＥＭＩＣ 

  

本編でも登場したツールです。 

  

無料レポートに 

ダウンロードした人の 

アフィリエイトリンクを 

挿入することのできる 

ツールです。 

  

少し仕組みが難しいので 

中級～上級の方に 

おススメです。 

⇒http://bit.ly/a59NVb 

  

  

▼スローライフ アフィリエイト 

  

http://bit.ly/a59NVb
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初心者向け 

アフィリエイト教材になります。 

  

読者さんとのコミュニケーションを 

大事にしてメディアを育てていく 

方法を丁寧に解説してもらえます。 

  

▼愛のあるアフィリエイトをしたい方に。 

「スローライフ アフィリエイト」 

⇒http://bit.ly/7qM8BI 

  

  

▼１０００ＭＡＮプログラム 

  

まぐまぐメルマガ発行部数 

総合１位の川島和正さんが 

送る情報起業の総合教材です。 

  

メルマガ、ホームページ、ブログ、 

出版に関して解説しています。 

⇒http://bit.ly/5Eqt1T 

  

 

 

▼▼▼日々新のその他の活動場所  

 

 

■■メールマガジン 

▼日々新のまじめに稼ぐ！ネット副業で 100 万円！への道 

 http://bit.ly/7qwQgT 

 

 

■■ブログ 

▼ほったらかしネット副業で学ぶ！稼ぐ方法とは 

 http://bit.ly/4x6jIX  

http://bit.ly/7qM8BI
http://bit.ly/5Eqt1T
http://bit.ly/7qwQgT
http://bit.ly/4x6jIX


無料でアクセスアップ、究極の方法。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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■■mixi 

 http://bit.ly/81fcTC 

 

■■twitter 

 http://bit.ly/4Acl9q 

 

■■日々新のプロフィール詳細 

 http://bit.ly/5EMYvx 

 

http://bit.ly/81fcTC
http://bit.ly/4Acl9q
http://bit.ly/5EMYvx

