


はじめに

メルマガを始めたのは、もっとずっと前ですが出してはくじけて、出してはくじけてを３回ほど

繰り返し、今やっと継続できるようになりました。

 
そこには、メルマガを発刊し続けるということの意義そのものに対する意識が変わったからです

。

 
当初はメルマガ発刊イコール収入という意識がはっきりありました。

それはいいのですが、反応のないメルマガを発行して何の意味がある？

という強い抵抗感がすぐに出てきて、廃刊！　というありがちな負け犬パターンです。

 
それを３回も繰り返したのですから、私もかなりのバカです。

 
ただ、コンテンツそのものに対する自信はありました。

元々がエンジニアでしたので、技術系の記事には自信がありました。

そこらで売られている２万円前後の商材よりよっぽどマシなものを作れる自信があります。

 
ただ如何せん、売り方が超ド素人でした。ノウハウもクソも何もありゃしません。

そんな人間がいくら頑張ってメルマガ書こうが、誰も「買いたい」という意識を持つはずがない

んですよね。

 
それに気づいてマーケティングを学びだしたのですが、やはりマーケティング技術というのは起

業した人間には欠かすことができない重要なポイントなんだとかなり後になって分かってきま

した。

 
それからは、詐欺同然のキャッチコピーと本物を売っている商材のコピーの判別ができるように

なり、ダマされることもなくなってきて、私の意識そのものもハッキリと変化が生まれていきま

した。

 
成果がでるようになったのはそれからの話です。

同じものを売っても、以前と今では結果の出方が天地の差があります。

 
コンテンツ力　＋　マーケティング力

 
これは起業した人間に欠かせない能力です。

 



一つ一つ積み重ねていくしかありません。

 
このマガジンが多少なりとも読者の皆さんのお役に立てば幸いです。

 
併せて私の名前をここで覚えておいてもらえることも期待して、このマガジンを発刊していき

ます。

 
 
著者　：　村上剛史＠アイフォテック
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不労所得への道 - 2014.06.04 Wed

当メルマガは、スゴワザ・無料一括投稿、または直接お申し込みされた

方へお送りさせていただいています。

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆

スマホやコンデジで撮影した何気ない動画を

収入につなげる。

＞＞＞　http://ul.lc/4n47　

チョットの時間と学習経費を使えば、半年後は月収３０万円。

夢が持てる日々をお過ごしください。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

副業のナンバー１に「ＦＸ」が位置づけられてるのですね。

すごい人気だということは知ってましたが。

私もやりはしますが、滅多にやりません。

ストレスが溜まるので好きになれない、という理由です。

必要に応じて稼ぎはしますが、たまにです。

副業ナンバー２は　アフィリエイトだそうです。

これは分かります。



資金が０円で開始できますから。

しかしアフィリエイトで稼げている人は

どれくらいの割合で存在するのかは、それは不明です。

Gｏｏｇｌｅの例のアップデートで

吹っ飛んだ方たちがかなりいますので、

今は一体どうなっているのか。

まともに取り組まれた人たちは

生き残っていると思いますが、

インチキバックリンクで強制的に上位表示を狙っていた人たちは、

あっという間に収益が「０」になったと聞いたことがあります。

アフィリエイトにも、Gｏｏｇｌｅが影響するサイトアフィリと

Ｇｏｏｇｌｅが影響しないメルマガアフィリと二通りが存在します。

メルマガアフィリと言っても、サイトとかブログとか、

ＳＮＳとかその他色々使いますから、

Gｏｏｇｌｅを全く無視できるかと言ったらそれは不可能です。

ただ、その比率はかなり下げられます。



メルマガに誘導できればいいので、読者をどうやって集めるか、です。

ＳＮＳから、無料レポートから無料オファーに、

それと、お金をかけてキャンペーンを組むとか色々あります。

しかし、これは順序があります。

素人がいきなりやってもそれは不発に終わります。

リストを集めるだけなら無料レポートと無料広告サービスなどが手っ取り早い。

無料広告？　なに、それ？　と思われた方もいるかと思いますが、それはまた

記事を書いたものがあるので、いずれご紹介します。

１０００リストとか２０００リスト程度はすぐに集まります。

そのリストが死にリストになるか生きたリストになるかは、

最初の一回目で決まります。

そこを失敗すると、また０からのやり直しという厳しい現実が待っている。

無料レポートとか無料広告で集めたリストというのは、所詮そんなものです。

読者増しサービスも似たり寄ったりの結果を生みますね。

お金の無駄使いになることが多いです。



最初に覚えておかないといけないのは、メルマガの書き方を知る。

難しいことと違います。

難しく考えると、逆に遠ざかって行ってしまう、という結果を生みますので、

サラッと、考えましょう。

あなたが、気に留めるメルマガってどんなものですか？

大体、タイトルがヘボいとスルーしてるハズです。

タイトルが魅力的なものであれば、まず読んでみようか、となるかと思いますが、

違いますか？

続きは、また次回へ。



簡単に稼ぐ究極の特典 - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆☆

このメルマガはブログに過去ログとして掲載させられないものも

たまに配信していきます。

本日は、ＫＡＢＵＴＯの坪井さんに出演していただきました。

動画コンテンツをご覧下さい。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

情報系に限らず、メルマガに登録してもらって

それから読者に購入を促すシステムを構築するとなると

集客　⇒　ランディングページ　⇒　ステップメール　⇒　販売

という一連の流れを組み上げる必要が出てきます。

販売サイトは、インフォトップとかインフォカート、

またはアクセストレードなど他を使えば、決済システムを含め

それほど難しくなく組み上げることができると思います。



ランディングページも多少のｈｔｍｌを修正するだけで済むので

それほど敷居は高くはないでしょう。

そういうのを準備して販売してくれますから。

問題は、真ん中のステップメールの部分ではないでしょうか。

集客もですが、それはまた別に説明します。

アフィリエイトしていると色んな商材に出くわしますが、

やり方を事細かに書いた商材がメインです。

しかし、文章を準備するとなると、結構大変なんですよね。

この部分を特典で付けてもらえると非常に助かるのになー、と

思うことはよくあります。

文章というのは、そのまま引用したらまずいですが、表現を変えれば

大丈夫なケースが殆どです。

中には、そのまま使ってもいいですよ、という特典をつけてくれる人が

いるんですね。

「えっ？！　ホント！」



最初は、そういうところからスタートすると理解が早いし、

「こうやって稼ぐのか」という一番大事な実感を掴むことができます。

<<　プレゼント　>>

アフィリエイトで『儲けるための3つのコツ』を
坪井さんが無料でお話している動画です。

■直ぐに利益に繋げるコツ

■ネットビジネスで簡単に利益を出すコツ

■購入率をアップさせるコツ

です。

その他にもぶっちゃけている内容もありますので楽しみにご覧下さい。

⇒　ＵＲＬ　（メール読者専用）

■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

私はこの人のメルマガで開眼しました。

配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。



必要不可欠のステップメール！ - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆

ＦＸを安定収益にする関野さんの「トレンドハンターＦＸ！」

＞＞＞　http://cr.2-d.jp/bpbalg　

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

販売の流れの中にステップメールがあることはすでに

知っていることですが、このステップメールをどこで

使えるのか？　ということになると人によって回答が

マチマチです。

メルマガをこれから配信する人に、まず知っておいて欲しいのが

ステップメールとメインメルマガを配信するのは、同じサーバーから

配信するということです。

メインメルマガはＡ社のサービスで、ステップメールはＢ社のサービス。

そんな使い方はしてはいけませんね。

同じところから配信していかないと、配信しているこちらが

配信ミスを起こしてしまいますし、オプトインルールも無視した

http://cr.2-d.jp/bpbalg


形になってしまいます。

登録件数が１万人レベル、ということであれば、

エキスパートメールのクラウド版でいいでしょう。

すでにホームページの運営はしていて、ワードプレスを自分で

立ち上げた人であれば、ワードプレスのプラグインの

「オートレスポンダー」でもいいと思いますが、こちらはそのままでは

英語版です。

日本語に直してくれた人がいますが、このオートレスポンダーは

大体２,０００人規模を想定したものですので、大掛かりなものには

向いていません。

メールの送信の仕方が、他と少々違うのでそれはやむをえないことですが、

ブログを重要視している方は、これを使うのも視野に入れておいた方が

いいと思います。

ＷＰオートレスポンダーの日本語化されたものを中心に

説明された人がいます。

こちら　＞　http://www.moco358.com/archives/2282

プラグインのダウンロードは、上記サイトの本文中に記載されています。

http://www.moco358.com/archives/2282


設置も運営も非常に簡単です。あまり悩むことはないと思います。

さて、上記で出したエキスパートメールですが、

https://expml.jp/

がそのサイトです。

無料体験版もあります。登録人数は１００人ですが、

本気で試してみたい人にはこれは助かりますね。

このエキスパートメールを教材の中心に据えて、説明している人が

多いのも事実なので、ランディングページの作り方などをあまり深くは

考えたくない、という人に向いています。

■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

私はこの人のメルマガで開眼しました。

配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。

https://expml.jp/
http://www.ayc.jp/01/


音声コンテンツ「詐欺商材について」 - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

ＦＸを安定収益にする関野さんの「トレンドハンターＦＸ！」

＞＞＞　http://cr.2-d.jp/bpbalg　

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

本日は、巷で販売されている商材を

「詐欺商材！」

として、売られていることについて、あなたの中で決着をつけて

ください。

何が詐欺で、何が本物か、ということです。

私も色々と手をつけてきました。

だから分かるのですが、詐欺と言う人と結果を出す人の差が

ここで出てしまいます。

同じ商材を使い、片や結果ゼロ！　片やでかい結果を叩き出した。

そういう差が同じ商材で出てきます。

http://cr.2-d.jp/bpbalg


さて、本日は羽田さんから許可を得ている音声コンテンツを

配信します。

過去ログは残しませんので、一度こっきりです。

これだけでも、それ相当の価値があるのでしっかり聞いてくださいね。

【詐欺教材問題にケリを付ける！！】

音声コンテンツ

⇒　ＵＲＬ　メルマガ読者専用　

■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

私はこの人のメルマガで開眼しました。

配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。

http://www.ayc.jp/01/


情報商材はコンサルタント情報！ - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

本日も音声コンテンツです。

一度こっきりの配信です。過去ログも残しません。

逃さず聞いてください。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

商品というのは人によって、その価値観が全然違います。

それは当然ですね。

「Ａ」という商品があなたに与える価値の大小は、

あなたがどういう人間で、どういう仕事をしていて

どういう状態になっているかで、必要とするものが

別々です。

情報商材も同じです。

基本的に初心者にターゲットを当てて商材を制作しているハズですが

宣伝コピーがいい加減だったばかりに、期待していた内容と

実際の内容が全く別物だった、ということがあります。



さて、そんな話しではないんですが、情報販売というのはノウハウ販売です。

言い換えれば、コンサルタントをレポートで提供しているのと同じです。

そこらを踏まえて、本日の音声コンテンツを聞いてください。

まずは、あなたの認識を根底から作り替えないと、結果というのは

いつまでも生まれません。

【あなたが扱うべきモノ】

音声コンテンツ

→　ＵＲＬ　メルマガ読者のみ

羽田さんから許可を得ている音声コンテンツですが、

一度こっきりの、過去ログを残さない記事ですので

しっかり聞いてください。

転用転載は一切禁止です。

■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

私はこの人のメルマガで開眼しました。

http://www.ayc.jp/01/


配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。



意識して稼ぐ - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

本日の音声コンテンツもこれだけでかなりの価値を

持った内容です。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

ＦＸをよくご紹介してますが、放ったらかしで稼ぐだなんてのは

アフィリエイトしかありません。

本日の音声もこれだけで相当な価値を持つコンテンツです。

あなたのビジネスが激変する要素を含んでいます。

【意識して稼ぐ！！】

音声コンテンツ

→　ＵＲＬ　メルマガ読者のみ

転用転載、一切禁止です。

一度こっきりのサービスです。

しっかり聞いてください。

あなたの人生が劇的に変わっていく音声コンテンツです。



■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

私はこの人のメルマガで開眼しました。

配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。

http://www.ayc.jp/01/


収入はノウハウあってこそ！ - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

１億円貯蓄術で有名な　Mayuhime　さんより

http://cr.2-d.jp/gvammh　

FXで成功者を多数出したmayuhimeさんです。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

本日の音声コンテンツです。

【教材が売れる様になったんです！！】

音声コンテンツ

→　ＵＲＬ　メルマガ読者のみ

転用転載、一切禁止です。

今日は以上です。

これだけに集中してください。聞いてもらうのが一番重要なので

余計な記事は入れるのをやめました。

■お薦めのメルマガ

http://cr.2-d.jp/gvammh


「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。

最後に、これ以上の特典は存在しないだろう！

というレベルのサービスが出てきます。

◆本日の無料広告 ━━━━━━━━━━━━━━━━━★
情報提供：アイフォテック

◇--------------------------------◇

トレンドハンターFX　世界最高レベル！
年利12,000%の驚きのトレード手法！
★トレハンFX★

http://cr.2-d.jp/qlgbfw　

◇--------------------------------◇

【稼げるまで徹底個別サポート】

6ヶ月間やって、月1万円すら稼げなかった友人が、
たった１ヶ月で月10万円のアフィリエイト報酬を獲得した
「高確率に」稼ぐ手法！

youtubeアフィリ極バイブル！

http://cr.2-d.jp/lllclh　

----------------------------------------------

http://www.ayc.jp/01/
http://cr.2-d.jp/qlgbfw
http://cr.2-d.jp/lllclh


稼ぐノウハウが安価で手に入る！ - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

１億円貯蓄術で有名な　Mayuhime　さんより

http://cr.2-d.jp/gvammh　

FXで「億」を超える資産を形成したノウハウです。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

人が社会に出てお金を稼ぐには二通りです。

どこかの会社に雇ってもらう。あるいは自分が会社なり

起業してビジネスを始める、の二通りです。

お金を稼ぐノウハウというのは一人では少々努力したくらいでは

身に付きません。

しかし、今はインターネット上で１万円２万円でそこそこのノウハウが

手に入ります。

１０万円２０万円支払えば、丁寧に指導までしてくれるコンサルタントを

しくれる人もいます。そして、それはあなたにとって長い付き合いの

できるメンターにもなる訳です。

http://cr.2-d.jp/gvammh


今は、そんなすごい時代に入っているんです。

通常は、そんな指導を受けると半年契約とか一年契約になって

ン百万円レベルの支払いが発生します。

そういう現実を知っている人間からすると情報教材は本当に凄い、

としか言えません。

今日の音声コンテンツです。

【本当の教育】

音声コンテンツ

→　ＵＲＬ　メルマガ読者のみ

転用転載は禁止です。

ただ、条件付きで転用転載ができるようになるのですが、

それは下で紹介している「お薦めのメルマガ」を購読してください。

確か、１８通目か１９通目あたりでその説明が出てきます。

■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

http://www.ayc.jp/01/


配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。

最後に、これ以上の特典は存在しないだろう！

というレベルのサービスが出てきます。



無限在庫という財産 - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇

音声、及び動画コンテンツを含むメルマガにおいては

過去ログを残しません。

有料級の内容を含んでいるものは、読者のみに提供しています。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

物事にはノウハウとハウツーがあります。

ハウツーは知識です。

ノウハウは知恵です。

稼げている人はノウハウを積み重ねています。

今回の音声は正真正銘の有料級の音声コンテンツです。

ここを理解しているかどうかで、あなたのビジネスの成果に

大きな差が出てきます。

【無限在庫を仕入れる】

音声コンテンツ

→　ＵＲＬ　メルマガ読者のみ



転載転用は一切禁止です。

ただし、条件を満たせば転用が可能となってきます。

以下のメルマガを購読していてもらえば、１７通目から

１９通目あたりでその話しが出てきます。

※　登録者は１００人限定になっています。あとわずかです。

■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。

最後に、これ以上の特典は存在しないだろう！

というレベルのサービスが出てきます。

http://www.ayc.jp/01/


放置していても稼げる仕組み作り - 2014.06.04 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

大変分かり易い動画コンテンツです。

過去ログは残していません。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

集客　⇒　説明（教育）　⇒　販売

という流れはネットもリアルも同じ流れです。

興味を持って集まってくれた人達への販売手法で

ＤＲＭ（ダイレクトレスポンスマーケティング）の基本です。

意識の改革ができたら、あとはやるだけです。

設置して、集客に全意識と作業を集中する。

それでＯＫです。

「放置型システム」の解説動画を公開致します。

動画コンテンツ

→　メルマガ読者のみ



転用転載は一切禁止ですが、下記メルマガの１７通目から

１９通目あたりで、使用条件が出てまいります。

■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

http://www.ayc.jp/01/


家族に理解してもらえるビジネスをする - 2014.06.04 Wed

当メルマガは、スゴワザ・無料一括投稿、または直接お申し込みされた

方へお送りさせていただいています。

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

【期間限定価格！】配布型アフィリエイト戦略ツール「D-TOOL」

⇒　http://cr.2-d.jp/ffojkq　

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

ネットビジネスに取り組んでいるあなたが、

家族のいない独り住まいの独り者であれば、

あなた独りが全てを被りますので何ら問題はありません。

しかし、結婚しているしていないに関わらず

家族と一緒に生活しているとなると、話は少々問題が

出てきます。

そんな家族をどう説得すれば、今あなたが取り組もうとしている

ネットビジネスを理解してもらうか。

今日は、そんな苦労を乗り越えてきた、羽田さんの実体験を

語ってもらっています。

http://cr.2-d.jp/ffojkq


【家族にわかってもらうまでの苦労】

音声コンテンツ

⇒　ＵＲＬ　メルマガ読者のみ

家族への説明で苦労されている人に役立つ音声コンテンツです。

是非、参考にしてください。

■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

配信するのは、羽田さんという赤丸急上昇で現れた人です。

最後に、これ以上の特典は存在しないだろう！

というレベルのサービスが出てきます。

http://www.ayc.jp/01/


ステップメールを使いこなせ！ - 2014.06.05 Thu

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

１億円貯蓄術で有名な　Mayuhime　さんより

http://cr.2-d.jp/gvammh　

【　百聞は一見に如かず　】

とにかくあなたの目で見てください。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

インターネットを使ったビジネスの流れにはステップメールが

すごい重要だということは理解できたと思います。

ステップメールというのはストーリーが決まったものを

ほぼ毎日のように配信していくメルマガのことですが、

当然のことながら、大量のメールを配信することができるシステムを

必要とします。

やり方は３通り。

・メルマガ配信専用サーバーをレンタルする

・ｗｅｂサーバーを借りて自分で構築する

http://cr.2-d.jp/gvammh


・パソコンソフトの同報メーラーを使う

の３通りです。

メルマガ配信サーバーは　「エキスパートメールクラウド」を

使って説明されている人が多いですが、

これは安いし初めてネットビジネスに取り組まれる人の

入り口として準備されているからです。

月額１９８０円です。

それに対してＷＥＢサーバーに設置するというのは

それなりの知識と経験が必要になってきます。

初めて取り組む人がどうにかできるレベルのものとは

違います。

ただ、ワードプレスのプラグインを使ってやる方法もあるので、

これはＳＳＬという暗号化通信に対応したｗｅｂにさえ

しておけば大丈夫です。

代わりに経費が嵩みますので、それはそれなりの覚悟が必要ですね。

そして、一番手っ取り早くて安上がりは同報メーラーでしょうけど

これは、記事は自分で予め準備ができますが、送信作業は自分で

毎日やるようになるので、間違っても完全放置で稼ぐというワケには

いきませんね。

読者が増えたりした時の対応が問題となってきます。

それと、メルマガ解除の連絡があなた宛の解除連絡をしてもらう必要が

出るので嫌がられます。

それもあって普通は「捨てアド」を使う傾向が強いのですね。

解除連絡をしていい相手と悪い相手がいて、その判別がすごい困難です。

ここらは、別のノウハウもあるので細かな説明は

本格的に学ぼうという人にだけ説明をしていきます。



■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

http://www.ayc.jp/01/


販売システムの構築とは - 2014.06.06 Fri

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

今、女性に大人気のダイエット決定版！

＞　http://url.ayc7.biz/go/b02.html
●エステ顔負けの全身「美」痩せ術●　大澤美樹さん監修 
ボディスタイリングダイエット「ボディ☆スタ」

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

■本文

放置で稼ぐシステムと言っても経験者は当然わかっていますが、

「集客　⇒　登録　⇒　ステップメール　⇒　販売」

とこれだけ書かれてもシステム構築なんてできるハズが

ないですよね。

今日は、もう少しだけ突っ込んで記事を書きます。

バラバラに知識を積み重ねてきた人には、これだけで

全てが分かるかと思います。

チェックリストにもなりますので、頭に叩き込んでおくと

便利です。

作る人向けに、作る順番通りに書いてます。

逆をやると途中を必ず忘れますので間違えないように。

http://url.ayc7.biz/go/b02.html


------------------------------------------------------

◆特典用メルマガ

＞　ステップメール

＞　デイリーメルマガ

の組み合わせサーバー設置

（注）本文中のＵＲＬの確認

◆特典サイト

＞特典一式をＤＬするためのサイト

◆特典案内レポート

＞特典ＤＬするためのＵＲＬを書いたレポート

◆特典を販売教材にセット

＞インフォトップ、インフォカートの教材アフィリエイトへ

◆ステップメールの記事作成と仕込み

＞記事一式作成

＞メルマガサーバー設置

（注）本文中のＵＲＬ確認

◆ランディングページ作成と設置

＞ステップメール配信のための登録サイト制作

＞サーバー契約

（注）登録ページのデザインは数種類作成

◆集客作業

＞アメブロ、YouTube、ＦＢ、ツイッター、電子書籍、ワードプレス、
有料・無料広告、チラシ・名刺などの印刷物利用、ＦＡＸＤＭ、など

----------------------------------------------------------------

以上、頑張ってください。



■お薦めのメルマガ

「完全放置で稼ぐ仕組み」　無料のメルマガ/

＞＞＞　http://www.ayc.jp/01/

http://www.ayc.jp/01/


成功は継続から！ - 2014.06.08 Sun

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

本日は休日バージョンです。

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

ネットビジネス界で有名な川島さんと与沢さん、そして小玉さん。

このご三方のメルマガは読まれてますか？

最近で気になったのが特に与沢さん。

会社を「秒速で倒産」させたと本人も言っておられれたあの人です。

あの与沢さんは個人破産をしたワケではなかったので、再起するのは

楽だったかと思います。

その与沢さん、再起が早かったですね。

すぐに行動を起こしました。

これを見ていて超感心してしまい、

「本気で与沢さんを見習わないといけないなー。歳のせいにしてはダメだ！」

と真剣に感じました。

そしてその与沢さん、

「死ぬまでずっとメルマガを続けます」

と宣言しておられたのを見て、こちらも益々感動してしまい



俺も本気で見習おう、覚悟を決める決心をすることにしました。

継続しないと成功はありえないですね。

知識より知恵が必要なのは誰もが知ってますが、

知恵というのは、知識を経験という裏付けがあって初めて

知恵になっていきます。

そのためには、途中でくじけていたのでは成功は永遠にありえません。

私も体が動く限りは死ぬまでやり通す覚悟で頑張ります。

私に相談・質問などありましたら　↓　こちらまでメールください。

＞　メールアドレス　（メルマガ読者のみ）

件名に　

「　メルマガ読者より　」

と入れてもらえれば見落とししないで済みます。

毎日１０００通近いメールが入ってくるので、フォルダー振り分けしています。



リンパダイエット - 2014.06.09 Mon

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

成功者が続出のダイエットのダイエット！

＞　http://url.ayc7.biz/go/b02.html
●エステ顔負けの全身「美」痩せ術●　大澤美樹さん監修 
ボディスタイリングダイエット「ボディ☆スタ」

◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◇◆☆◆

本日は、上記のダイエット実践者の声を掲載します。

ＯＬの仲田美里さんからの声です。

先生こんにちは。

私は正直、リンパダイエットを信じてませんでした。

今までにも、食事制限したり、毎日走ったり…

ダイエット本とかも買って、実践したりもしたんです。

でも、ホントに何にも効果がありませんでした。

自分ではすごい頑張ってダイエットしてるつもりでも何も変わらないから、もう半分諦めてました

。

だから、今回のリンパダイエットも最初は、きっと変わらないだろーなーって思ってたんです。

まず１日５分で痩せる訳ないでしょって。。。

けど、１週間続けてみたら何となく違いを感じたんです！

見た目からどんどんスッキリしてきました。

そこからは本当に毎日が楽しいです。

今までは辛い食事制限や、キツイ運動をしても、全然痩せなかったのに、

リンパダイエットは１日５分やるだけで痩せるんですもん。

あとはスマホで見れるのも大きいですね！

外でも出来るから、最近は気が付いたらいつの間にか体が勝手に！

ってこともあります。(笑)

http://url.ayc7.biz/go/b02.html


あと、小顔のリンパマッサージやＯ脚の改善法もちゃんと実践しましたよ。

昔からＯ脚で悩んでたので、痩せるだけでも嬉しいのに、本当に一石二鳥です。

最初からボディスタを信じてなかったことを、ちょっと後悔してます。

侮ってました、すいませんでした。(笑)

本当にすごいのはただ体重落とすだけじゃなく、ちゃんと見た目にもわかるくらい引き締まったの

がわかることだと思います。とにかくこれからも続けて、もっと理想のボディってやつに近づきた

いと思います。

ありがとうございました。

 
他にも沢山の感謝の手紙が殺到しています。

ダイエットを本気で確実に成功させたい人はこれを外すわけにはいかない！と自信を持ってお勧

めできます。

 
こちら　＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/b02.html
 
 

http://url.ayc7.biz/go/b02.html


放置していても稼げるノウハウを暴露！ - 2014.06.10 Tue

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

今回からしばらくは配信形態を変更します。

-----------------------------
◆ビジネス記事

-----------------------------

何をやっても稼げなかった４２才男が「放置型アフィリ」で

継続して月収３２万円を維持している方法を公開します。

放置していても稼げるノウハウを暴露中。人数制限あり。/02/　

-----------------------------
◆健康記事

-----------------------------

夏本番を迎えるこの季節。ウナギと並んで効果の高い

疲労回復の果物。その名は　「バナナ」

酵素も含まれている食材でこれからの季節に必須の食材です。

夏こそ食べて欲しい夏バテ対策向き果物、バナナ！

-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------

もっとも信頼の高い方法と知られるバストアアップ方法。

間違った方法で諦めているなら、この方法をオススメします。

もっとも効果があると評判のバストアップ法

http://www.ai-photec.jp/02/
http://health.ai-photec.jp/article/98794327.html
http://beauty.ai-photec.jp/?p=292




起業した次は収益を叩き出す！ - 2014.06.11 Wed

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

-----------------------------
◆ビジネス記事

-----------------------------

起業した次は収益を叩き出す！

起業する人は多い。しかし成功する人はホンのひと握りです。

アルバイト気分でアフィリエイトする人も同様で、安定収益にして起業する人と稼げないまま撤

退していく人の二通り。

さて、この違いは一体どこから生まれるのか？

続きは　▼

http://www.ai-photec.jp/profit-492.html

-----------------------------
◆ＩＴとパソコン記事

-----------------------------

パソコンのハードディスクを簡単丸ごとバックアップ

パソコンも古くなるとハードディスクの調子が当然ですが 
反応が遅くなります。ＸＰのパソコンはもう無理ですが、

ＶＩＳＴＡのパソコンは まだまだ使用可能です。
ＨＤＤを取り替えれば、格段に早くなります。

続きは　▼

http://www.ai-photec.jp/hddbck-480.html　

-----------------------------
◆健康記事

http://www.ai-photec.jp/profit-492.html
http://www.ai-photec.jp/hddbck-480.html


-----------------------------

きつい運動なし、クスリも不要の糖尿病改善方法

一度上がってしまった血糖値は簡単に落ちません。

やむなしに、食事制限やらきらいなクスリやら、病院通いやらが始まる。

これが始まると結構手間も暇もお金もかなりかかります。

続きは　▼

http://health.ai-photec.jp/article/98794264.html　

-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------

足裏がきれいだと気持ちがいい

足裏がきれいにメンテされている人は比較的、

美脚が多いという統計があります。

足裏のツボで内蔵疾患とかがわかるほどですから、

それも納得がいきます。

続きは　▼

http://beauty.ai-photec.jp/?p=283　

http://health.ai-photec.jp/article/98794264.html
http://beauty.ai-photec.jp/?p=283


一流になる人、二流のまま終わる人の違い - 2014.06.13 Fri

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは。アイフォテック通信の村上です。

サボらずにしっかりやらせていただきます。

-----------------------------
◆ビジネス記事

-----------------------------

一流になる人と二流のまま終わる人といます。

きつい言い方をすると成功する人としない人の差です。

詳しくは　▼

掲載サイトは　▼（By　ＤＲＭ−小川忠洋）
http://www.nextleader.jp/13224/

-----------------------------
◆ＩＴとパソコン記事

-----------------------------

アフィリエイトを始めるとブログは沢山必要になりますが

闇雲に作っても無用の長物になってしまいます。

しかし、内容さえしっかりしていればそれは資産にできます。

大量のブログを準備するのは大事です。

こちらで、サービス提供先を一覧させておきました。

掲載サイトは　▼

http://info333.sblo.jp/article/99648142.html

-----------------------------
◆健康記事

-----------------------------

http://www.nextleader.jp/13224/
http://info333.sblo.jp/article/99648142.html


マカは更年期障害の役に立つ食品です。

決して、男の精力回復剤だけのものではありません。

続きは　▼

http://health.ai-photec.jp/article/98793660.html

０円の電子書籍（マカの本）の案内も入ってます。

-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------

光豊胸も豊胸手術も必要ありません。

もっと確かで安心して取り組める方法を試してみてください。

説明、及び販売のサイトは　▼

http://url.ayc7.biz/go/b01.html

http://health.ai-photec.jp/article/98793660.html
http://url.ayc7.biz/go/b01.html


ワードプレスでステップメールを配信する - 2014.06.15 Sun

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

-----------------------------
◆ビジネス記事

-----------------------------

ステップメール配信をワードプレスで！

ワードプレスをご自分でサーバーを借りて運営している人向け。

ワードプレスのプラグインを使うのですが、本家本元は英語版。

それを日本語化してくれた人がいます。

http://kaibundou.com/blog/wordpress/plugin/wp-responder/

そして、慣れてない人は当然、設定方法がわからない。

方法掲載はこちら▼

http://www.moco358.com/archives/2282

-----------------------------
◆健康記事

-----------------------------

自分の周りの知人で「脳梗塞で倒れたという経験がある。」

という話をよく聞くようになりました。

生還してるのでよかったと言えばよかったかもしれませんが。

でも一歩間違えると、そのままあの世行きです。

また、そういう知人も沢山います。

明日は我が身かも、と思うとゆったり構えてるわけにもいきません。

http://kaibundou.com/blog/wordpress/plugin/wp-responder/
http://www.moco358.com/archives/2282


掲載サイトは　▼

http://health.ai-photec.jp/article/98794305.html

-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------

バストとボディスタイルの良さというのは、女性にとっては

大きな価値を持っています。

・むくみ

・冷え性

・低体温

・生理不順

・下半身太り

・基礎代謝量低下

などいずれかが当てはまるものがありますか？

掲載サイトは　▼

http://url.ayc7.biz/go/b02.html

-----------------------------
◆その他記事

-----------------------------

★ビジネス系の無料レポート日替わり紹介

６月１５日着

掲載サイトは　▼

http://bizrepo.sblo.jp/article/99797914.html

★恋愛系の無料情報レポート日替わり紹介

６月１５日着

掲載サイトは　▼

http://health.ai-photec.jp/article/98794305.html
http://url.ayc7.biz/go/b02.html
http://bizrepo.sblo.jp/article/99797914.html
http://loverepo.sblo.jp/article/99797947.html


http://loverepo.sblo.jp/article/99797947.html



放ったらかしで稼ぐチャンスは逃がすな！ - 2014.06.17 Tue

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

-----------------------------
◆ビジネス記事

-----------------------------

放ったらかしで稼ぐというキャッチコピーに騙されるかよ！

と思っていると稼ぐチャンスをなくします。

放ったらかしで稼げる方法は本当にいくらでもあります。

宝がそこかしこに転がっているのに、どうしてみんな素通りするのでしょう？

続きはこちら▼

http://www.ai-photec.jp/twitter-505.html

-----------------------------
◆ＩＴとパソコン記事

-----------------------------

パソコンとかスマホとかタブレットとかを使いインターネットに

つなげて使う毎日。Googleは使い込んでますか？
仕事にビジネスに欠かせないアイテムが揃ってます。

「Google の使い方いろいろ」を一度じっくりご覧になってみてください。

サイトはこちら▼

https://www.google.co.jp/intl/ja/about/products/　

-----------------------------
◆健康記事

-----------------------------

第七の栄養素と言われる　「核酸」。脳内核酸とか脳の活性化にもいい、

http://www.ai-photec.jp/twitter-505.html
https://www.google.co.jp/intl/ja/about/products/


そんな表現も聞きます。本当かよ？？！　と言いたくなることも。

でも、核酸というのは傷ついた遺伝子を修復する作用があるので、

本気で改善させたい人には有効なのは確かです。ただ、摂取方法を

間違えなければ、です。

続きは、少々長い文面ですが、読んで損はない記事だと思います。

続きはこちら▼

http://health.ai-photec.jp/article/98794100.html　

-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------

ヌーブラもバストアップニッパーの世話にならないで済む。

それが一番です。

根本的に解決したい。そんな人にこの記事に目を通して欲しい。

続きはこちら▼

http://beauty.ai-photec.jp/?p=405

-----------------------------
◆その他記事

-----------------------------

セミナー動画を配信するなら外部マイク端子付きのカメラが必要です。

でも、用途がセミナー向けならヤフーオークションで充分。

続きはこちら▼

http://www.ai-photec.jp/wp/archives/224

http://health.ai-photec.jp/article/98794100.html
http://beauty.ai-photec.jp/?p=405
http://www.ai-photec.jp/wp/archives/224


不労所得の神がついに・・・ - 2014.06.19 Thu

当メルマガは、スゴワザ・無料一括投稿、または直接お申し込みされた

方へお送りさせていただいています。

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつもご覧くださいましてありがとうございます。

今日の役立ち記事のピックアップです。

-----------------------------
◆ビジネス記事

-----------------------------
【不労所得の神】と言われるドンがついに！

永続型権利収入の秘密を知り、一生涯安定した収入を得て、 
家族と平穏な暮らしを送る。

そんな夢と希望をお持ちの方だけがご覧ください。

掲載公式サイト　▼

http://tinyurl.com/l35krbr

-----------------------------
◆ＩＴとパソコン記事

-----------------------------

ノートパソコン１台で・・・とよく言いますが、外でなく

内で作業する時は、マルチ画面で作業した方が効率は上がります。

トリプルモニターだと更にグッド！　ですが、それは敷居が高い。

まずは、２台のモニターにするにはどうするかを覚えましょう。

掲載サイトはこちら　▼

http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012050

-----------------------------

http://tinyurl.com/l35krbr
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012050


◆健康記事

-----------------------------
疲れているときは、よくバナナを食べて・・・と言われます。

実際マラソン選手などは走っている時にバナナを食べてますね。

バナナとは、疲労回復の効果以外にも様々な威力を発揮する栄養素が

含まれています。

続きはこちら▼

http://health.ai-photec.jp/article/98794327.html

-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------
ダイエット効果が高いのはわかるが、それにしても

この料金の高さはなんで？マンツーマンで徹底サポート？

これ、本気で取り組もうとしている人でないと

料金で引いてしまいますね。

掲載サイトはこちら▼（公式サイト）

http://tinyurl.com/ltly2hn

-----------------------------
◆その他記事

-----------------------------

健康記事欄でバナナを取り上げましたが、バナナは酵素もたっぷりと

入っていて、食材の消化吸収にも役立ちます。

健康記事の続きで申し訳ないですが、病気というのは活性酸素が

大きく関与しているのは言うまでもありません。

活性酸素対策に抗酸化物質が存在しています。

ビタミンＣとかＥも数ある内のひとつです。

抗酸化物質に関してはこちらに詳細が掲載されてます▼

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%B3%AA

http://health.ai-photec.jp/article/98794327.html
http://tinyurl.com/ltly2hn
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%B3%AA




ツイッターで稼ぐ、その裏側 - 2014.06.24 Tue

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

！適齢期の女性、見逃し厳禁！

★失敗なし！バストアップの決定版！「バストアップラボ」★

＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/b01.html

◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

情報は生ものです。

できる限りタイムリーに発信していきます。

-----------------------------
◆ＩＴとパソコン記事

-----------------------------

ツイッターを使って稼ぐ記事をよく見ますが、どうやるかを

正確に知っている人は少数です。

誰でもわかることの一つに、

フォロワーがいないとできないこと、だと言う事です。

ではどうすれば増えるのか。

グーグルで検索すればいくらでも表向きの結果が出てきますが

それでは、かなりの長い期間が必要になります。

少なくとも１０万人超えのフォロワーにならないと、稼ぎに直結する

なんてことはありません。

法律違反スレスレのツールというのがあるのですが、あれは

紹介するには危険過ぎて、人によっては確実に法律違反を犯す人が

出るものと予測できます。

http://url.ayc7.biz/go/b01.html


表向きの方法で、なおかつ表向きのツールを使って、少々時間が

かかりますが、まともなやり方で進めてください。

フォローマティックが、表向きの一番確かなツールです。

最新のフォローマティック▼

＞＞＞　http://tinyurl.com/pzjw983

-----------------------------
◆健康記事

-----------------------------

脳梗塞に年齢は関係ありません。

前兆を逃さなければ助かるケースは多々あります。

詳細は、こちらのサイトがお勧め。

「脳梗塞の前兆」▼

＞＞＞　http://www.noukouso9.com/apop/zen.html

-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------

ダイエットを健康的にするには、

・とにかく脂肪をためない！

・溜まった脂肪を燃やす！　

ですが、これまでの食生活と生活環境を激変させないと

ダイエットが不可能な人もいます。

脂肪をエネルギーに変えるのはビタミンＢ群と言われますが、

運動しない人には効果を発揮しません。

http://tinyurl.com/pzjw983
http://www.noukouso9.com/apop/zen.html


他に、食物繊維なども良いと言われますが、胃腸の働きが弱っている人が

食べても逆効果です。以外に消化不良を起こすのが生野菜です。

野菜などは、しっかり噛んで食べないと消化しないので、気をつけましょう。

-----------------------------
◆その他記事

-----------------------------

楽天ＡＰＩ使って作ったトラベル検索ページ。

便利です、こういったＡＰＩを活用できると。

ただ、ＰＨＰプログラムをいじらないと仕上がらないので

出来合いのものを使いましょう。

★アイフォテックのトラベル検索サービス

＞＞＞　http://travel.ai-photec.jp/

http://travel.ai-photec.jp/


ツイッターが稼いでくれる！ - 2014.06.26 Thu

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

大澤美樹監修によるダイエット指導！！

＞＞＞　http://tinyurl.com/kg3ruhy　

【代引き版】

●エステ顔負けの全身「美」痩せ術● 
ボディスタイリングダイエット「ボディ☆スタ」

今なら、特典が多数！！！

◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

本日のお役立ち記事、ピックアップです。

-----------------------------
◆ビジネス記事

-----------------------------

ツイッターはとにかく必要なサービスですが、活用できてますか？

稼ぐツールにしたければ、つぶやきの回数が不可欠になってきますが、

毎回毎回手作業でのつぶやきはかなり苦痛です。

そこで自動でつぶやくのですが、これから紹介するサービスは無料にも

関わらず、片思いリストも管理できる優れものです。

自動つぶやきも ７００ までを自動設定できますので、かなり重宝します。

http://tinyurl.com/kg3ruhy


こちら　▼

＞＞＞　http://twittbot.net/　

-----------------------------
◆ＩＴとパソコン記事

-----------------------------

パソコンを３年も４年も使っているとＨＤＤが経年劣化を起こし

それが原因にもなって、パソコン内の不要なファイルから

レジストリーを掃除したにも関わらず、相も変わらず遅いまま。

思い切ってＨＤＤをＳＳＤ（半導体タイプのＨＤＤ）にしてみませんか。

すごい変化を起こします。

ただ、丸ごとコピーできる機械を使わないと、やり方がわかりませんね。

ＨＤＤを丸ごとコピーする機械をこちらで紹介していました。

＞＞＞　http://www.ai-photec.jp/hddbck-480.html　

-----------------------------
◆健康記事

-----------------------------

近年、不眠症に悩む人がじわじわと増え続けています。

眠れないと疲れは残るし、ストレスが溜まったままとなり、

別の病気まで誘発していくので、かなり重要なのですが、

解決できない人が大半です。

不眠症を治すために詳細に記事を書いてくれているサイトが

ありますので、それをご紹介します。

「不眠症を治す方法」というサイトです。

＞＞＞　http://01onayami.bar-kashmir.com/　

http://twittbot.net/
http://www.ai-photec.jp/hddbck-480.html
http://01onayami.bar-kashmir.com/


-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------

これから夏本番ですが、肌の手入れで間違った知識をずっと

実践されている方も多々いるかと思います。

手入れを間違えると、シミソバカスの原因になるばかりでなく

乾燥肌の原因にもなってきます。

スキンケア大学というサイトの「スキンケア講座」ページなどが

かなりわかり易くまとまっていますので、ご参考にしてみてください。

＞＞＞ http://www.skincare-univ.com/category/　

http://www.skincare-univ.com/category/


ＦＸのチャンス到来に備えよ！ - 2014.06.30 Mon

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

あの大澤美樹が監修したダイエット指導の教材！！

＞＞＞　http://tinyurl.com/kg3ruhy　

これまで失敗続きだった人はこれを是非試してみて！

後悔はしないですよ。

◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

一年の半分が終わります。

どんな一年になってますか？

でかい結果をたたき出した！　という一年にしましょう。

-----------------------------
◆ビジネス記事

-----------------------------

★会社が倒産しても、無職になっても、いつでも稼げる！

 
そんな能力があると安心しませんか？

 
早めに取り組んでおいてください。

あなたを助けることができるのは、あなたご自身です。

 
入り口はこちら＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/f01.html
 

http://tinyurl.com/kg3ruhy
http://url.ayc7.biz/go/f01.html


秒速決済ノウハウのＦＸならば、心理戦に巻き込まれないで済みます！

 

-----------------------------
◆健康記事

-----------------------------
夏本番前の一言情報

「食欲不振・消化不良、胃のもたれの対策に！」

栄養学的には、ビタミンＡ、Ｃ、Ｅなどを摂るよう心がけて、そして

胃液の分泌を促す効果のあるショウガの摂取。

また、下痢や消化不良を防ぐ効果のあるパイナップルもグッド！

パイナップルには、プロメラインという成分が入っておりこれが

たんぱく質分解酵素の働きを持っており、肉などを食べる人には

欠かせない果物になりますね。

-----------------------------
◆美容とダイエット記事

-----------------------------
 
食事の置き換えダイエットはリバウンドがあるからイヤ！

そんな人は是非、これを試してみてください。

 
こちら＞＞＞　http://url.ayc7.biz/go/b02.html
 
大澤美樹さん監修の「ボディ☆スタ　ダイエット」だから

安全・確実！

激しい運動なしの代謝を上げる方法だから辛くはありません。

 

http://url.ayc7.biz/go/b02.html


終わりに

【　終わりに　】

 
 
創刊号として発刊しましたが、月別に出していく予定です。

 
これは２０１４年の６月号として出させてもらいました。

 
メルマガも広告ばかりのものが多くて、読むのもウンザリしていたので、ならば自分でコンテン

ツ中心のものを出そうと決意して今に至ります。

 
旬な情報を心がけてメールマガジンを配信しています。

 
こちら　＞　http://www.ai-photec.jp/?p=618
 
週刊誌を読む感覚でお読みくだされば、イラつくこともないとお思いますので、気楽な感覚で是

非ご購読されてみてください。

 
フッターに無料の広告を掲載するバージョンとコンテンツオンリーのバージョンと２種類出して

います。

 
コンテンツだけを読む、という方もおられるので、そういう形式にしました。

 
村上剛史＠アイフォテック

 

http://www.ai-photec.jp/?p=618
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