


はじめに

２冊目を発刊させていただきました。

 
メルマガで配信しているものを、少し手直しした形で編集しています。

 
最近のビジネス系のメルマガは、販売中心の宣伝だらけで見る気にもなりませんが、

 
コンテンツ中心に発行している人もいます。

 
私もできるかぎり、コンテンツを中心にメルマガを発行し続けたいと思っています。

 
コンテンツ中心で出していれば、こうやって電子書籍化させることも容易ですし、何より役に立

つ機会もあるでしょう。

 
これからも、自分の都合がつく限りは出していきます。

 
長いお付き合いができれば幸いです。

 
 
著者　村上剛史＠アイフォテック

 
【 追 記 】
創刊号が　http://p.booklog.jp/book/91168　
 
にて発刊中です。併せてご覧ください。
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メルマガ配信ノウハウ、その（一）

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

このスタイル、真剣にどうにかしないとヤバイ！

そんな人だけが手にする指導教材なら、これしかない！！！

http://tinyurl.com/jwoegbu

名前がブランドになってきている　「大澤　美樹」

通称、ボディ☆スタ。

一月続ければ、結果はほぼ１００％出ます。

◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇

こんにちは、アイフォテックの村上です。

最近、ＳＥＯ考慮した文章作成ツール、というのを手に入れて、

使いまくってます。

で、そのツールですが、

使い方を間違えて、２〜３日を無駄にしてしまいました。

やり直しです　（＾＿＾；

マニュアルはしっかり読まんといかんなー、と反省しきり・・・

今日は、簡単に一言提案で終わらせますね。

ステップメールは除いて、メルマガ配信する先に

http://tinyurl.com/jwoegbu


ブログにも送信していますか？

ブログにメルマガ投稿の設定さえしておけば、それで済みます。

ただし、発行者情報までがブログに流れていくので、

発行した直後に、記事修正が必要です。

ブログに発行者情報は不要ですもんね。

それと、メルマガ読者のみにしか知らせたくない

ＵＲＬリンクというのも消します。

「ＵＲＬ（メルマガ読者のみ）」

こうやっておくと、結構気にして登録してくれる人も

出てきます。

あと、リストを増やすノウハウとして、無料レポートスタンドを

使うのは、メルマガを発行している人は周知に事実ですが、

人のレポートを紹介するだけでもリストは増えていきます。



これは、手間ヒマかけたくないので

メール転送で処理します。

これだと、１０秒もあれば処理ができます。

レポートスタンドに登録しておけば、

新着レポート紹介、というのが入ってくると思うので、

それをそのまま自分のブログに流していきます。



組み合わせが悪いと無駄になる栄養素がある。

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

★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
 
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！

 

◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

最近はテレビを見ていても、メモをとる能力が上がってきました。

メルマガ配信するというのは、色々な能力が身につくものだなと

妙に感心しています。

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

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

マイクというのは何かと利用する機会が多いと思います。

セミナー、セミナー動画撮影、イベント会場など様々なとことで使います。

有線マイクでは動きに制限がかかってやり難いという人もいるでしょう。

ここでワイヤレスのピンマイクがあると重宝します。しかし、あれは普通に

買うと２万円前後します。

http://url.ayc7.biz/go/f01.html


これを中古ですがしっかり動くものを楽天市場で売られてました。

私も購入しましたが、使用感があるというだけで動作はしっかりしてます。

私が購入したときは、送料は別で１,０００円弱でした。

ピンマイクを胸元につけても、声をしっかり拾います。

こちらで紹介しています。ブログ記事です。

＞＞＞　http://www.ai-photec.jp/wp/archives/248　

※上記ページで紹介しているモノは、リンクが切れてましたので、こちらに代わりを表示します

。

http://url.ayc7.biz/go/m01.html
楽天市場の検索結果ページです。この商品売切れ続出になってます。

ビックリした。

-----------------------------
◆健康記事

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

組み合わせの悪い野菜というのがあります。

キュウリと一緒に他の野菜を食べると、野菜の栄養素（ビタミン）が無駄になります。

それを防ぐには、キュウリが入るときは酢を使ったドレッシングを

かけて食べると、野菜のビタミンを破壊する「アスコルビナーゼ」を抑えられます。

あるいは、加熱しても抑えられますが加熱すると肝心の他の栄養素の効果が

低くなっていきますので、ここはやはりドレッシングが正解ですね。

◆アスコルビナーゼを含む食品◆

キュウリ、ニンジン、カリフラワー、春菊、カボチャ、キャベツ、バナナ、リンゴなど

「えっ？　バナナも？　（＾＿＾；」

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

http://www.ai-photec.jp/wp/archives/248


-----------------------------
教材の案内ですが、興味をもってもらえるものだと自負しています。

以前ＴＶでも放映されたものですので、知っている人もいると思いますが

女性なら誰でも気にする「ほうれい線」が目立たなくなってくるという

アンチエイジングのスーパー教材、

-----------------------------
◆その他記事

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

最近、塾の指導に没頭しているようで表に出てきませんが

多くの人を一気に魅了した羽田さんという人物。

「完全放置で稼ぐ」という触れ込みでその仕組みを

無料でわかり易く情報配信してくれてました。

その時期は、何かと忙しくてその情報に触れてない、という方の

ために、羽田さんの了解の下に、メルマガを配信できることに

なりました。

こちらで登録できます。解除も一発解除できるようになってます。

＞＞＞　http://www.ai-photec.jp/melmaaffi-473.html

http://www.ai-photec.jp/melmaaffi-473.html


犯罪者になるようなツールには厳重注意！

◆◇◆　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。

今日もメルマガ開いてくれてありがとうございます。

最後まで読んでいただけると嬉しいです。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

最近、集客ツール（リスト集めツール）が無料で、という触れ込みで

キャンペーン展開中なのでご存知の方も多いと思います。

しかし、ちょっと待って！

使い方を誤ると、すぐに通報されますよ。

オプトイン取らずにすぐに自分のメルマガなんぞ配信したら

１００％違法行為です。

１件リスト取れたら５００円か６００円を払います、ということで

キャンペーン張られてますが、一番重要な箇所を何の説明もしないで

キャンペーンをすると、迷惑を被る人が大量に出てきます。

リスト集めのツールは私も持ってます。

今回の殆どお遊びみたいなツールではなくて、ネット上に掲載されている

ありとあらゆるリストを条件別に集めるためのＰｒｏ仕様です。

必ず、最初にお断りのメールを入れてから正式に登録してもらってください。

このメルマガを読まれているあなたが、犯罪者として捕まって欲しくありません。



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

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

ツイッターはしっかり活用していますか？

ツイッターはスマホで使われることが多いので、それを前提につぶやくのが

正解ですが、しかし、自分のツイートのログを自分のブログで掲載させることも

簡単にできます。

こちら　＞　http://www.tweetswind.com/　

「ツイッターはミニブログ」

そのように解釈すると、ツイッターのアカウントも種類があった方がいいし、

またプロフィールでの名前も、それに応じて付けるべきだということが

理解できると思います。

ツイッターで稼ぐには、「ツイッターはミニブログ」　ということを

まず理解する必要がありますね。

-----------------------------
◆健康記事

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

男の精力回復剤のように思われている「マカ」。

決してそんなシンプルなものではありません。

女性の更年期障害にも役に立ちます。

無料電子書籍である程度まとめられたものがありますので

ごらんになってください。

http://www.tweetswind.com/


http://p.booklog.jp/book/80571　

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

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

美容情報というよりは、更年期障害を乗り越えられた女性向け情報です。

冬が旬の「みかん」。閉経後の女性にありがちな骨粗しょう症を防ぐ

ことができます。

ミカンに多く含まれる色素「β−クリプトキサンチン」が、閉経後の
女性の骨粗鬆症予防に役立つ可能性が高いという報告があります。

ただ、これは男性にはその関連が見られなかったそうで、女性特有の

ものだそうです。

ミカン、今は冬でなくともマーケットに売られています。

高いですけどね、今は。

-----------------------------
◆その他記事

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

健康情報の続き

第七の栄養素と言われる「核酸」

ガンの予防どころか、直してしまうこともあります。

ただ、それは人によって効果の出方はマチマチです。

必ず直るというものとは違います。

この手のサプリメントは、消化吸収してこそ効果があるので

摂取の仕方を間違えていたら役に立たないのはどれも同じです。

ビタミンが絡むようなサプリメントは決して空腹では摂取しないでください。

前回のメルマガで配信したビタミンを破壊するキューリなども一緒にとっては

だめです。

パン一切れとかご飯一口とか、とにかく空腹だけは避けましょう。

file:///tmp/puboo/91289/336498/aef26e400d98e0b483e0/book/80571


核酸ドリンクは、楽天市場で手に入ります。

http://url.ayc7.biz/go/kk01.html

http://url.ayc7.biz/go/kk01.html


質の高い教材があなたの人生を変える！

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆

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。

 

◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

今日もメルマガを開いてくれてありがとうございます。

できる限り、役立つ記事を見つけて掲載していきます。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

情報系教材というのは、専門の教科書と捉えれば

２〜３万円は安いと思える。

しかし、利害の絡まない第三者が書いた確かな教材レポートを

参考にしないと、無責任な宣伝記事になってしまいます。

今日ここで張るリンクは、ＦＸ−Ｊｉｎさんの教材をわざわざ
別の視点で書いた記事があったので、ご紹介します。

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


信用するかしないかは、各自のご判断。

＞＞＞　http://fx853.seesaa.net/article/400838240.html　

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

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

おすすめのAirアプリをご紹介。

何気ない写真を簡単な操作でアーティスティックな画像に

変換してくれるツール。

「TiltShift Generator」

http://labs.artandmobile.com/tiltshift/
（「INSTALLATION」の「2: Install TiltShift.air.」からインストール）

※　ＮＥＴ上でもそのまま利用可能です。

このAirアプリを利用するには、
Adobe AirがPCに入ってる必要があるので、入ってない人は
あらかじめインストールしておいてくださいね。

http://get.adobe.com/jp/air/
（Adobe Airは　↑）

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

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

あなたの足裏はきれいですか？

意外に見られてますよ。　特に若い女性。

http://fx853.seesaa.net/article/400838240.html
http://labs.artandmobile.com/tiltshift/
http://get.adobe.com/jp/air/


「どうでもいいわよ」なんて言っていると

結婚チャンスまでが「どうでもいい」結果になってしまいます。

一事が万事という言葉は聞いたことあると思いますが、

女性は頭のてっぺんから足の先まで気を使ってください。

それがいい女の資格です。

これは、有名なベビーフットの足裏メンテ商品について書いてあった記事を

見つけたので、紹介しておきます。

読んでおいて損はないかと思います。

１〜２分で読めます。

http://beauty.ai-photec.jp/?p=283

-----------------------------
◆その他記事

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

http://www.ai-photec.jp/wp/archives/328

いきなり何のＵＲＬ？

実は、昨日セミナースタッフをやってきたんですがパワーポイント用の

マウス機能を備えたレーザーポインターをセミナー講師が持ってなかった。

それもあって、結構スタッフ側の作業量が増えてしまったのですが、

そのマウス機能を備えたレーザーポインターの紹介記事へのＵＲＬです。

http://beauty.ai-photec.jp/?p=283
http://www.ai-photec.jp/wp/archives/328


あの完全放置の仕組みコンテンツが無料で・・・

※　メルマガ読者向け専用サービスのものは、リンクを削除しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
◆◇◆　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。

今日もメルマガを開封していただいてありがとうございます。

ＦＸがいよいよ大きく動きそうな気配プンプンとしています。

私は体制を整えました。

初心者は避けて通ってください。

下手すると破産しかねない可能性もあります。

５月から７月の期間というのは、どういう訳か妙なエネルギーが

爆発する傾向があるんですよね。

それが市場に吹き捲る。今回は爆発しないでエネルギーを蓄える

期間が長かった分、でかい爆発が起こりそうです。

ただし、これは私個人のカンです。信じない方がいいということも

あります。いずれにしても気をつけてくださいね。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

完全放置塾ですっかり有名になった羽田さん。

キャンペーンを逃した人も結構いるでしょう。



私は、そのキャンペーンの前に出会うことができたので、お金を払って

塾に入った人と同じ内容を２万円弱ですべてを手にすることができました。

この手のノウハウが２万円程度とは安いものです。

そのノウハウを、音声コンテンツと動画コンテンツの部分だけを

抽出して、このメルマガ読者の方にのみ提供します。

ただし、再配布は決してしないでください。

私は配布ライセンスをいただいてます。

今日は、羽田さんに教えたと言われる、見るからに海坊主みたいな（笑）

坪井さんの動画を提供します。

明日以降、いよいよ羽田さんの音声、動画コンテンツを配信します。

あれだけで、１０万円以上の価値がありますね。

ノウハウコレクターをやってきた者には、これで作業が相当進展するのでは

ないでしょうか。

さて、前置きが長かった。すいません。

こちらからＤＬしてください。

＞＞＞　ＵＲＬ（メルマガ読者専用ＵＲＬ）

１００Ｍ近い大容量なので、時間がかかると思います。

■直ぐに利益につなげるコツ

■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

などが語れらています。

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



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

アメブロに効果を発揮すると言われ、羽田さんがもらった

アメブロ用のツール。

一定期間の後、グーグルクロームが自動削除してしまい、それ以降使用不可です。

一度削除されると、クローム上には同じものを乗せることができなくなります。

他のやり方としては、パソコンに別ユーザアカウントを追加させて、そこに

改めてグーグルクロームを設置、改めて例のツールを搭載する。

しかし、それも一定期間後に削除されてしまいます。

クロームもセキュリティ面で進化しているので、かなり賢くなっています。

他のやり方となると、改めて別のツールを買うしかないのですが、

無料でとにかく当面はしのぎたい、という方は

アメブロゲッターというがベクターで配布されています。

それを利用するのがいいかもしれません。

ただし、ペタしか付けられません。

でも、アカウントは複数セットできるので、考えようによっては便利かも

しれません。

使用できるブラウザは「ＩＥ」のみです。クロームで開いても動作しないので

注意が必要です。

Ａｃｔｉｖｅ-Ｘを起動して動作するので、設定をＯＮにしておく必要があります。

アメブロゲッターはこちらかＤＬできます。

http://www.vector.co.jp/soft/dl/data/net/se481162.html

ベクターのサイトです。

-----------------------------
◆健康記事

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

http://www.vector.co.jp/soft/dl/data/net/se481162.html


いよいよ夏本番を迎えます。

規則正しい生活のほかに、ビタミンＢ１、水分、ミネラルなどをしっかり

とってください。

夏場でも単純な水を飲む人が結構いますが、ミネラルをしっかり含んだものを

飲んでください。私はビタミンとカテキンとミネラル全部を含む、お茶を

飲むようにしています。

また、ビタミンＢ１というとイコール「うなぎ」を思われがちですが、

豚肉もそうですね。大豆とほうれん草、玉ねぎなどもそうです。

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

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

夏は汗や皮脂の分泌が増加し、一見すると肌の表面は

しっとりしているようにも見えますが、冷房の効いた

オフィスで働く人、または紫外線を浴びる時間の長かった人などは

乾燥肌へと発展していきますので、これからの季節は特に注意が

必要ですね。

乾燥防止のためにも、質の高い化粧水や美容液をたっぷり染み込ませて

あげてください。

化粧水でも安物は浸透しにくい傾向がありますので、乾燥肌の傾向の

ある人は、安物は避けてください。

-----------------------------
◆その他記事

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

【胃炎】

胃炎とは胃の粘膜が刺激されて炎症を起こす病気です。

急性胃炎の場合は、アルコールやストレスなどが原因ですが、

慢性胃炎となると、それは胃がんに発展することがるので、

注意が必要です。



胃炎を予防する栄養素とは

ＥＰＡ（青魚に含まれます）、ビタミンＡ・Ｃ・Ｅ、

βカロテンなどが効果があります。

アロエベラとかショウガ、緑茶に含まれるカテキンも予防効果が

あります。



本物商材と詐欺商材の違い

◆◇◆　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。

今日もメルマガ開封していただいて　ありがとうございます。

本日は、詐欺商材と決別するための音声コンテンツを掲載しています。

（このメルマガ読者限定のサービス）

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

首相が安部さんに代わってから世間が少しずつ忙しくなってきていますね。

副業なんてやっているヒマあるかよ！という人もチビチビと出てきています。

ただ、収入は相変わらずなんだよなー、という人もかなりいるでしょう。

下請け企業ほど厳しいのではないでしょうか。

どうしても、副収入は欲しい。

でも、投資に廻す金も時間も・・・・という人。

時間だけはどうにかしないと、副収入も新しい収入につながる資格や

技術の取得ができませんよね。

ＦＸが結構人気ですが、素人がちょっと勉強して稼げるものでもありません。

シグナル配信受けて自動売買（OCO,IFOCO）などの設定をしても、多分ダメでしょう。
裁量トレードの技量を持ったものが自動売買に手を出すのは理屈が通ります。

変化に気づくからです。

さて、今日はそんな話ではなくて、

インターネットに出回っている教材は、とにかくインチキ臭いのが多過ぎる。

インチキではないのですが、デタラメアフィリエイターが多過ぎるので



イカサマ詐欺と思えるだけです。

活用の仕方を理解しているアフィリエイターから購入しないと、

売りっぱなしにされて終わりです。

しかも、教材とは無関係のオマケ特典をつけて無理に売ってしまう。

特典に釣られて買ってしまった人も責任は大きいのですが、宣伝の仕方が

そもそも「ウソ八百」に近い。

羽田さんもそこらを相談を何度も受けてきたようです。

それを音声にしてくれました。

【詐欺教材問題にケリを付ける！！】

→　ＵＲＬ（メルマガ読者専用）

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

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

パソコンの買い替えを考えている人へ。

私なら、マウスコンピュータをお勧めします。

価格対性能比が、とにかく高い。

１０万円以下で、あの性能を持たせる。素晴らしいと思います。

ということで、私は家にあるパソコン４台全てがマウスコンピュータです。

デスクトップもノートＰＣも。

ただ、このマウスコンピュータはＯＳＤＶＤは付けてきますが、

リカバリーＤＶＤを付けてこないケースが大半です。

サプリメントＤＶＤを作る、というショートカットアイコンが

デスクトップにあるので、まずこのプログラムを実行させて、



サプリメントＤＶＤを作っておく。それが先にやるべきことになります。

安くいいものを提供するために考えられた手法のようです。

・マウスコンピュータは　

＞＞＞　http://www.mouse-jp.co.jp/　
ですが、

・楽天のカードをお持ちなら、こちらで購入するのがベター。

＞＞＞　http://tinyurl.com/lk42vuu　

ポイントをしっかり増やしましょう。旅行などもできる限り楽天使った方が

何かと節約にもなります。

旅行については、私が楽天に絞った検索サイトを作りましたので利用してください。

＞＞＞　http://travel.ai-photec.jp/

ホテルからバス、海外旅行、レンタカーなど全てへ一括リンクを貼ってます。

-----------------------------
◆健康記事

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

【コレステロール（高脂血症）】

これは放置していると動脈硬化を起こす原因にもなりますので、注意が必要です。

現代人はとにかく高脂の食品ばかりを取らざるを得ない環境に生きています。

だったら、別の食品で下げることを考えるしかありません。

一番効果の高いのは馴染みのない名前ですが、「レッドイーストライス」です。

また、食物繊維も効果が高いのですがそのまま食べても消化し難いのが難点ですね。

他に、ＥＰＡ・ＤＨＡなども効果があります。青魚の類です。

また、βカロテンやビタミンＡ・Ｅなども効果があります。

http://www.mouse-jp.co.jp/
http://tinyurl.com/lk42vuu
http://travel.ai-photec.jp/


一番簡単なのはサプリメントですが、結構高いんですよね。

私が一頃愛用していたのが、ファーマネックスのコレスティンという商品。

これです　▼

＞＞＞　http://tinyurl.com/k2smlmn　

コレステロールで悩んでいる人には、超お勧めです。

私は、これで治しました。

アメリカでは効き過ぎるという理由で　「薬剤登録しろ！」、

と裁判になったほどのサプリメントです。

http://tinyurl.com/k2smlmn


認識を変えるだけで、あなたの能力は飛躍的に上がる

◆◇◆　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。

メルマガの開封、ありがとうございます。

今日も頑張って、お役立ち記事をピックアップします。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

情報教材に対してあなたはどういう考え方、捉え方をしているでしょうか。

簡単に稼ぐ楽なビジネス？

詐欺のかたまり？

それとも、確かなノウハウを安く提供または、仕入れられるもの？

ノウハウを知っていると、些細な工夫を加えることができて、

それが大きく結果に影響を与えたりします。

例えば、ティッシュ配りやチラシ配りなどもそうです。

私はあれが得意なんですが、さっぱり減らない人とあっという間に

空っぽにする人間の差とはなんなのか？

そこらもノウハウあってこそです。

そのノウハウを安く提供してくれるのが、情報教材です。

ですから、提供するアフィリエイターにもよるのですが、

内容の薄い特典で釣るような販売をするアフィリエイターではなくて



教材内容を確かめた経験を持ったアフィリエイターから購入してください。

質問に答えられるアフィリエイター。

売り切ってお終いというアフィリエイターは、宣伝コピーが超テキトーです。

３クリックで１０万円、２０万円というのが典型的なものです。

今回は、ノウハウ取得がどれほど重要なものかについての音声コンテンツです。

ここで掲載している音声コンテンツは転載禁止です。

掲載ライセンスを持っている方のみ可能コンテンツです。

【あなたが扱うべきモノ】

→　ＵＲＬ(メルマガ読者のみ）

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

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

パソコンのディスプレイは一つよりは二つで使った方が作業が進みます。

ＣＡＤとかＦｘトレードなどをする時は、２台よりは３台がベスト。

２台までは安物ディスプレイをノートＰＣにつなげて、認識させて

ナンバー１、２表示で設定させればＯＫですが、３台となるとそうは

いかない。

アダプターが必要になってきます。

５台とか６台ディスプレーにする時は５万円以上のアダプターが必要に

なりますが、３台４台程度であれば、アダプターが一つ７,０００円前後で買えますのでそれで対
応できます。

＞＞＞　http://tinyurl.com/lu3rh26
（楽天ＳＨＯＰに直にリンクを張ってます）

http://tinyurl.com/lu3rh26


これを使うときは、まずドライバーの組み込みから始めてください。

-----------------------------
◆健康記事

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

【更年期障害】

これは男にも出るのですが、ゆるーく出てくるので気づかないだけです。

女性は顕著に出てきます。

その更年期障害をなくすことはできませんが、ゆるくすることは可能です。

原因は卵巣機能低下によるエストロゲンという女性ホルモンが徐々に分泌

しなくなることも原因の一つです。それが原因で自律神経にも影響が

出てきます。

これらが絡み合って程度の大小もありますが、更年期障害となっていくわけです。

心因性や自律神経などの障害を出した場合は、精神安定剤などを服用される方も

いますが、こういうのは夫婦一体で乗り越えるべきものですね。

栄養学的には、ビタミンＥとかＢ１などが症状緩和に効果を発揮するそうです。

具体的には、イソフラボン（大豆など）、ローヤルゼリーなどが挙げられます。

本格的に自分で治してみたい、という方は専門家が出している教材が存在しますが、

それを電子書籍で人の感想なども含めて掲載案内しているものがあります。

「体の悩みを解決するヒント集」（無料）

というタイトルで、教材の案内みたいなカタログ電子書籍ですが、

この本の７ページ目に、

「自律神経失調症・パニック障害改善プログラム」

という項がありますので、当てはまる部分があれば、参考にしてみてください。



http://p.booklog.jp/book/87881

パニック障害にも対応した教材のようで、更年期障害にどこまで

当てはまるものがあるかは、個人差もあって断言ができませんが、

参考程度に見てもらうのが正解かと思います。

file:///tmp/puboo/91289/336498/aef26e400d98e0b483e0/book/87881


意識することから「稼ぎ」への道が開く

◆◇◆　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。

メルマガには、通常メルマガと予め全記事を登録してあるステップメールと

２種類がありますが、これは通常メルマガで、都度準備して配信させて

もらってます。

無料広告は今は　「無料一括投稿」　経由のみにしてますが、

近いうちに、余計なメルマガ配信を受けないで済む、

このアイフォテック通信専用の受付フォームを設置します。

アイフォテック通信記事は、ブログにもそのまま掲載されていきますので

かなりの効果を生みます。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

何を売るにしても、商品についての正確な情報を提供して

納得してもらって買ってもらう。

それがまともなビジネスです。

内容とはまったく別の宣伝をしてだまして売ってしまう

詐欺アフィリエイターにだけはならないでください。

いつまでもそれが尾を引きます。

この商品を使うと、こういった結果を生みます、とか

こういったあなたの悩みを解決することができます、という

本当のことを伝えて買ってもらうのが正規の販売手法です。



それでは、本日の音声コンテンツです。

【意識して稼ぐ！！】

→　ＵＲＬ（メルマガ読者専用）

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

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

◆リンク先が危険か安全かを先にチェックするなら、トレンドマイクロで。

＞＞＞　http://global.sitesafety.trendmicro.com/
（アダルト系は特に要注意！です）

◆ブログ作ったらＰＩＮＧ送信

＞＞＞　http://feedping.net/
１２時間で１回です。それ以内では受け付けてもらえません。

◆ツイッターを効率よく使う。

片思い・片思われをチェックして両思いにする

ラブテスッター　＞＞＞　http://lovetestter.nacookan.com/

◆自動つぶやきを７００まで登録できる

＞＞＞　http://twittbot.net/

金をかけずに手間だけかけて作業する人向き。

しかし、上記２サイトはかなり使えます。

私もつぶやき　７００個分を登録中。

-----------------------------
◆健康記事

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

夏ばてなのか単なる疲労なのか判別が難しい季節に入っていきます。

http://global.sitesafety.trendmicro.com/
http://feedping.net/
http://lovetestter.nacookan.com/
http://twittbot.net/


今日は疲労回復についてです。

基本的に、疲労回復は「うなぎ」が有名ですが、それはビタミンＢ１の

働きによるものです。ビタミンＢ１やコエンザイムＱ10もですが、それが
不足すると、糖質をエネルギーに変換できません。

それが理由でビタミンＢ１が沢山含まれているという理由でうなぎがいい！

となっているわけです。

しかし、歳をとってくると疲れやすくなります。それに年がら年中

うなぎばかり食べてられない。それにビタミンＢ１が含まれている

食品ってどれだよ、って話になってしまってその内知らん振り。

教えてもらっても「うなぎ」しか覚えてなかったりします。

あまり知られていませんが、スポーツ選手などにはパイナップルに

含まれるプロメラインが肉系のたんぱく質を消化吸収する働きが強く

特に夏場に運動するような人にはお勧めです。

パイナップルでしたら、おいしいしそれほど高くもありません。

簡単に手っ取り早いのはやはりサプリメントです。

アメリカで、あまりに効き過ぎるので

「麻薬が入ってんじゃないのか？」

と大騒ぎされたほどのサプリメントが日本にも出回ってます。

多少高いですが、確実に疲れをとりたいなら気休めでないこの商品がベスト。

ファーマネックス社の「オーバードライブ（120カプセル）」
＞＞＞　http://tinyurl.com/pqje5op

楽天市場のショップで取り扱ってました。

この商品は通常、ディストリビュータを経由しないと入手できないはず

なんですが、流石！ネット社会(笑）。　なんでも簡単に手に入りますね。

http://tinyurl.com/pqje5op


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

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

夏場は紫外線が強烈に強くなります。

その中でも深刻なのは、「紫外線アレルギー」の人。

このアレルギーというのも非常に分かり難いですよね。

薬が原因でアレルギーになる場合、後からの話なので

初めの内は、普通に「？」と思って放置することもあります。

他に、中年以降の男性によくでる症状で、

慢性光線性皮膚炎と呼ばれるものもあります。

紫外線を浴びた部位がひどくかゆくなってきます。

症状は；

紫外線を浴びた途端にすぐに発生します。

しかし、日光を避けてそのまま２時間過ごせば治まることがほとんどです。

ただし、身体の広範囲に「じんましん」が発生した場合、

酷い頭痛や吐き気、体力低下が起こることがあります。

さらに酷くなると、紫外線が洋服を通過して、服の下の皮膚にまで炎症を起こしてしまうことが

あります。

紫外線アレルギーの人は、日傘を指すとか、ＵＶ加工の帽子を被るとか

日焼け止めクリームを確実に塗るといった小まめな対策が重要になってきます。

-----------------------------
◆その他記事

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

ツイッターを活用する場合、特にスマホ向けという認識は強く持った方が



結果は早くから出てきます。

フォロワーを増やすには、それなりのやり方がありますがやってない人が

増えない増えないと言って、やめていくくようです。

増やす順序があります。物事にはステップを踏まないと進めないことは

いくらでもありますので、それを無視したら増えるはずがありません。

まずは、１０００フォロワー超え。

それから、２０００の壁超え。

あとは勢いを継続させていきます。

ツイッターはミニブログです。

そう理解すればわかるかと思います。

ＦＡＣＥＢＯＯＫで友達が広告をつぶやいたりしてるのを見かけますが

あれに反応する友人っているんでしょうか？

広告というのは大量の人間の目に留まらないと、クリックされるはずが

ありません。それはイコール宣伝経費が必要になってくるというのと

同義語です。

「いいね」を集めたいだけの宣伝と「購入」につながるクリックを求めている

人で、facebookでの宣伝の仕方が変わります。

それを理解することなく、なんもかんも一緒くたにして

「結果がでない」とこぼしたって、そんなもの当たり前です。



売れた！という喜びの声が・・・

◆◇◆　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。

かなり中身の濃いコンテンツ配信をしていますが、

しっかり学び取れてますか？

今日はバックナンバーを掲載していますので、

過去のメールがどこにいったから分からなくなった方は

今日のメルマガで聞きなおしてみてください。

理解がかなり進みます。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

インフォトップなどを含む情報教材系が一番稼ぎが大きい。

だからかなりの人がこういうアフィリエイトに取り組むのですが

しかし、稼げない。という人が殆どです。

実際、私も長いこと稼げてませんでした。

私の場合は、ブログの数を大量に作ったので

「下手な鉄砲、数打ちゃ、当たる」的なことをやって

たまに当たるということを繰り返してきました。



そこそこに当たっていた。

しかし、いつまでもそんなことは続かない。グーグルの例のアップデートが

コテンパンに打ち砕いてくれました。

そこで初めて、集客から販売までの流れを改めて学ぶことにして、

安定収益化を学ぶことができました。

ここのところ、ずっと継続して流している音声ですが、

これ実はステップメール中に出てくる音声コンテンツです。

このメルマガ読者専用に特別に配信しています。

過去ログ表示のブログでは、ＵＲＬは削除して表示しています。

ステップメールを読んでもらえると、そのほかの情報、

羽田さんの渾身の一発ではないですが、記事を読むことができます。

私がここで噛み砕いたものを書き直せばいいじゃないかと思われそうですが

そんな手間はかけたくないので、できたらメルマガを登録して

ご自分の目と頭脳で掴み取って、自分のものとしてください。

こちらで登録できます。１００人限定です。

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


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

ステップメールの話が何度も出てきたので、説明しておきます。

これもステップメールです。

内容に大きな変更がない限り、そのまま放置で済みます。

集客に神経を集中させればいいので、作業が単純になります。

では、今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！！】

→　ＵＲＬ（読者専用）

こちらは、これまでの音声バックナンバーです。

ちなみに、裏音声のバックナンバーです。

【詐欺教材撲滅！！】

→　ＵＲＬ（読者専用）

【あなたが扱うべきモノ】

→　ＵＲＬ（読者専用）



【意識して稼ぐ！！】

→　ＵＲＬ（読者専用）

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

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

会社のパソコンと家のパソコンのお気に入り（ブックマーク）は

同じものを使うことができますが、ご存知ですか？

グーグルクロームは自分のＩＤを設定しておけば、ブックマークは

ネット上で管理されるようになるので、共通のものを

使うことができるようになります。

一見するとパソコン上で管理しているように見えますが、違います。

片方で登録を消すと、もう片方のＰＣでも消えます。

家で使う場合は、家族もパソコンを使ったりして同じブックマークは

まずいよ！　という時は

パソコンに別ユーザーを追加して使えばそれで済みます。

ウィンドウズ７で説明します。

（１）コントロールパネル

（２）ユーザーアカウントの追加または削除

（３）やや下段にある、「新しいアカウントの作成」

（４）新しいアカウント名と書かれている枠にアカウント名を記入

（５）自分のＰＣであれば、管理者（Ａ）を選ぶ。

（６）パスワードを必ず設定して、アカウントの作成をクリック。

これで完了。次回パソコンを立ち上げたら、

ユーザー選択画面からスタートします。



-----------------------------
◆その他記事

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

ステップメールというのは、通常７通から１４通くらいが標準ですが

最終的に何かを買って欲しいという時は２０通くらいは準備しておきます。

人は接触回数の多い人に対しては、安心感と信頼感を持ちやすい心理が

働きます。

なのに、７通なんかでいきなり最後に売り込みの記事を見せられても

成約に結びつくなんてごく少数です。

ステップメールというのは、種類が必要です。

アフィリエイトする教材別にステップメールを組んでいきます。

ステップメールを組むときは、当然ながら登録フォームのページの

準備も必要になりますが、そういうのは予め準備してくれてますので

あとは細かい修正（ＩＤなど）だけで済みます。

ただし、通常は使うステップメールサイトを限定されます。

私が受けるときは、ｈｔｍｌ含む細かいところまで修正を自分で

やれるので、教材についてくるおまけ的なフォームは不要ですし、

また人にも違う作り方を教えてあげられます。

上で案内だした内容は、

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

で、メルマガ配信を登録しておくと、最後にこの教材がベストです、

という案内を出すようにしてあります。

そして、その教材を購入すると、登録フォームだけでなく

そのまま使えるステップメール記事も１年分準備されてきます。

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


あとは、それを設置すれば集客作業に集中するだけで済みます。

記事を書くのができない、という人が最後に諦めてしまうのですが

これはそれがないので、安心して取り組んでいけます。

ただし、このステップメール上から購入した場合だけの話です。

お客に対しては責任がありますのでフォローが必要だからです。

しかし、買わなくても、このメルマガだけでかなり学び取れます。

これまでノウハウコレクターをやってきた人には、多分これだけで

全部を掴み取れるかもしれません。

私は、この無料メルマガだけで全部が分かってしまいました。

ということは、私もかなりのノウハウ・コレクターだったってことです(笑）。



まぐれでない本当の販売手法

◆◇◆　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。

今日は、手っ取り早く稼げるＦＸについての記事を入れました。

健康情報は別の機会に廻します。

しばらくは、ＦＸ記事も継続して書いていきます。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

昨日は売った実績のない者が一体どうやって売るノウハウの

メルマガを配信して、教材を売る気でいるのか？　という

話をしました。悩みソリューション系のものを売って実績を先に

作る、ということを書きましたが、では実績のない者は売れないのか？

と言ったらそんなことはありません。

売った経験を持った人の方が販売がよりスムースに行くだけのことです。

INFOTOPでアフィリエイトしていると、アフィリする教材のコードを
抜き取る時に、一覧表が出てきますがアレをよーくみてください。

右端に売れている売れてないが一目で分かるようになっています。

そんなものをみなくても、販売ＴＯＰ１０とかもサイトのＴＯＰページで

分かるようになっています。

重要なのは、その教材を自分で手にして内容を確かめたのでないなら、

他人の感想を入れるしかない。

アフィリエイターは「アホ！リエイター」と言われないためにも



まともな宣伝を心がけましょう。

「ちゃらんぽらん」があなたの人生にずっとついて回ります。

本日の音声コンテンツです。

まともなアフィリエイターを目指している人には、しっかり

聞いて欲しいコンテンツです。

【本当の教育】

→　ＵＲＬ（読者専用）

-----------------------------
◆ＦＸ投資について

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

趣向を変えて、ＦＸについて書きます。

もっとも手っ取り早くお金を稼ぐには株式よりも

ＦＸだからです。

しかし、逆にだからこそもっとも怖いモノでもあります。

最近、ニュースにも出てきました。

億を超える会社の金をＦＸに廻して、スッカラカンになってしまった

会社員。

細かな手法は明日以降、書いていきますが今日は取り組み方を書きます。



今は優秀な教材が出回っています。信用できるものと信用しては危ないもの。

そういうのは購入して中身を確認したものでないと、信用できませんよね。

ＦＸは初心者が教材を買って、明日から１０万円２０万円を稼ぐぞ！

と言ってもそれは１００％ありえません。

アホ！リエイターがよくそういう宣伝やってますが、無理です。

あれを見るたびに、

「情報業界をマニアックな人間だけの集団にする気か？」

と思ってしまいます。

まず、本屋へ行ってＦＸとは？　というものを買ってきて読む。

そこからスタートです。

私も当初は　ＦＸ攻略どっとコムを愛読本にしてました。

これは月刊誌ですが。

入門本も応用本も何冊かを読みました。

あの当時、レバレッジが４００倍でした。

５万円で１０万ドルのトレードができていた。ユーロ円も同様です。

変動はドル円よりもユーロ円の方が大きいので、稼ぐなら

ユーロ円ということで、そちらをやってましたが、

◆５万円を一週間で楽に３０万円にできていました！



それがＦＸの凄さです。

しかし、基本をしっかり学んでいないと、簡単に全てを飛ばすのも

ＦＸです。

中途半端に学ぶと折角稼いだ３０万円も１００万円も一瞬で飛ぶことが

あります。

そんな経験をしてきたので、私も知っているつもりだったのですが、

教材を購入して改めて学んだのもこの１年ほどのことでした。

上がると踏んで買いポジションとったのに、下がり始めて泣き泣き決済したら

反転始めて、そのままにしておけばプラスだったのに、・・・

なんて経験は初心者なら誰でもやってます。

中級者でもやってます。損切りをどこにセットすれば分かってないからです。

どこでポジションをとって、どこに損切セットして、決済のタイミングは？

というごく当たり前の基本はやはり、それで生活している本当のプロに

学ばないと、こちらだって稼げません。

ＦＸで１０万円２０万円と損を出す前に、４〜５万円の教材とサポートを

受けながら、確かな知識を学ぶことをケチりさえしなければ、

お金での苦労はなくなり、人に手を差し伸べる豊かな人間性も生まれてきます。

あなたがどういう人生を歩みたいのかは分かりませんが、所持金０円で

最後は犯罪者だなんて道だけは歩まないでください。

このメルマガでできる限りの応援はいたします。



ただし、経験に基づく知識提供しかできません。

行動するのは私ではなくて、あなたです。

私は私で行動中です。

お互い頑張りましょう。

＞＞＞　http://www.ai-photec.jp/info/fastfx

リンク先のページは、

「秒速で稼ぐＦＸ！　リスクを最小限で抑えるノウハウ案内」　のブログ記事があります。

http://www.ai-photec.jp/info/fastfx


ノウハウが重要！

◆◇◆　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。

内容の濃いメルマガ目指して今日も書かせてもらってます。

継続は力なり。

力を付けていかないと、人の役に立たない人間のまま。

股間のアレだけ立たせても使い物になりません。

さて、しょーもない冗談は無視して今日の音声コンテンツ、

しっかり聞いてください。

かなり価値ある内容です。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

売り上げというのは集客が出来てこその話です。

これは、現実社会でもネット上でも同じことです。

当たり前の話をして申し訳ありませんが、分かっていて分かっていないのが

現実です。

ステップメールと販売ページの設置は誰でもすぐにできます。

記事さえ書ければの話ですが。

しかし、集客は話が少々違います。

ネット上で集客をする。言い換えれば準備したステップメールを

読んでもらうべく、登録ページに来てもらってメールアドレスを



登録してもらうこと。

今日は一つ二つ書いておきますね。

（１）ツイッターやＦＢ（広告欄使用）でブログへ呼び寄せる

（２）誘い記事を書いたアメブロへツールを使って一気に呼び寄せる

（３）大量のブログを準備して登録ページへ呼び込む

他にもありますが、長くなるので次に廻します。

さて、今日の音声コンテンツです。

【無限在庫を仕入れる】

→　ＵＲＬ（読者専用）

音声コンテンツもかなりの価値を持つ内容へと入ってきています。

これを聞き逃すと、今後のあなたのアフィリエイト成果に

大きく影響してきます。

すでに熟知している人には無用の長物かもしれません。

その時は誤ります。ごめんなさい。

しかし、売り上げが微々たるもので大きく増えていかないという人には

確実に価値がある音声コンテンツです。

明日は、数万円クラスの価値を持つ動画を配信いたします。

楽しみにしていてください。

-----------------------------
◆ＦＸ投資について

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



ＦＸだけではないんですが、チャートを見ていると時折はっきりした

転換を示すチャートを形成することがあります。

その内の一つに、ヘッドアンドショルダーと言って、「三尊天井」と呼ばれる

有名な反転シグナルです。

上昇から下降への話しですが、下降から上昇でも同じことが言えます。

もう一つ重要なものとして

トレンド発生した後にレンジに入ることがあります。

その時は、しばらくすると再度トレンドを発生させます。

反転するときは、チャートの形状が全然違います。

見るべき時間軸は一つでは駄目です。

必ず３つは最低でも確認してください。

スキャルピングするにしても、デイトレするにしても、スウィングするに

してもです。

また、ロウソク足だけでも駄目です。移動平均線も必ず３本。

指標も必ずチェックします。この「ある指標」は移動平均線と一緒に

表示させておきます。

ＦＸを始めるならば、基礎事項、専門用語程度は学んでから

始める位の姿勢を持ちましょう。

でないと、大事な資金全てが吹っ飛びます。

最近、ニッチな誰でも簡単に１０００万円を稼げる投資があるとか

言って宣伝メールが回ってきますが、安易な姿勢で取り組めば

ＦＸですっ飛ばすのと同じ結果を生むのははっきり見えています。



コピーライターの宣伝とアホリエイターの宣伝は基本的に全く

違います。

そこらも見分ける能力を身に付けていきましょう。

自分がまず本物にならなければ、見分けることはいつまでも出来ません。

★私のお勧め★

ＦＸ-Ｊｉｎさんの「恋スキャＦＸ」
やや高い教材ですが５万円もしません。

通常５９,８００円なんですが、何でもキャンペーン期間中みたいで
今なら２９,８００円です。

本を何冊も買うくらいならば、これを一つ手に入れておいた方が

相談相手もプロですから確かな知識と技術を身に付けられます。

＞＞＞　http://tinyurl.com/m26mmlb

http://tinyurl.com/m26mmlb


「人生、絶好調！」に変わるとき

◆◇◆　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。

今日の動画は数万円級のコンテンツです。

私はこれを見たおかげで、激変したクチです。

今年の初めの話です。

繰り返し何度もご覧になってみてください。

必ずあなたの意識がまず変化します。

意識が変われば、行動までが変わっていきます。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

今日は約束の動画コンテンツです。

自動で発生する収益構造が一体どういうものなのかを

これで理解できると思います。

これだけで、数万円クラスのセミナー動画ですが、

最近、開封率が格段に上がっているので、真剣に

メルマガ読んでいただいている読者のために、特別提供です。

ブログ上には、例によってＵＲＬは隠します。



転載も一切禁止ですので、ご理解ください。

私は提供許可をいただいているので、提供可能となっています。

では、「放置型システム」の解説動画を公開致します。

→　ＵＲＬ（読者専用）

-----------------------------
◆ＦＸ記事

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

ＦＸは今日で一度区切りを付けて、来週は違うコンテンツについて

記事を書かせていただきます。

ＦＸを現在やっていて、なおかつ、稼いでいる方はこの記事は不要なので

無視してください。

ＦＸをする上で、どの通貨ペアを扱うかを間違えると稼げないことは

やっている者なら理解していることですが、これは時間帯によっても

選ぶ通貨が違います。

例えば、ドル円がもっとも大きく動くのは日本市場が開いている時間帯です。

それとアメリカが動いている時間帯ですね。



それ以外でも当然、取引されていますから動きますが、取り扱い量が

全然違います。取扱量が減ると、

「どうしてこのタイミングでこんな動きになる？」

と思うことが発生します。

極端なことを言うと、自分の売買トレードが原因で大きく変動することも

あるということです。実際問題、そういうこともありました。

日本市場が開いている間は、豪ドル／ＵＳＤドルも大丈夫ですね。

動いている時間が近いので。

ＥＵＲ／円も大丈夫ですが、午後３時以降はやめた方がいいですね。

その時はＥＵＲも、ＥＵＲ／ＵＳＤドルに切り替えていきます。

動きに合わせて乗る、それが基本です。

大きな波に乗っていく。小さな波は無視する。

個人が確実に稼ぎたいならば、大きな波にだけ乗ってください。

スキャルピングのやり方で、逆張りを薦める人もいますが、あれは

あまりお勧めできません。

誰だったか、「１で入って、２で抜けるんだよ！」

という表現をしていた人がいますが、それが逆張りです。

何分も放置しては駄目な手法です。

ロウソク足が移動平均線から離れたら元に一度戻ります。

それを利用したトレードです。

短期でも強いトレードが発生した時は、逆張りは命取りになります。



こういったトレンドに対する本当の技術を教えてくれるのが

昨日ご案内したFX-Jinさんの教え子で、トレンドハンター、関さんです。

関さんについては以下のＵＲＬが詳細＆購入ページです。

＞＞＞http://tinyurl.com/k27zqbm

FX-Jinさん発の優秀なトレーダーはかなり存在します。

このＦＸ技術を掴み取れれば、お金での心配はなくなってきますので

自分にゆとりが生まれてきます。

ただし、一つ言っておきますが、ゆったりと確実に稼いでいくには

資金量が問題になってきます。

借金してやるものではありませんので、それだけは頭に入れておいてください。

以前こんな話を聞いたことがあります。

お金に困っていて、シグナル配信を受けてトレードをしようと思い

大借金をして、レバレッジ４００倍で取り組んだら、最初は勝てた。

この調子でいけばあっという間に全ての借金がチャラになると思っていたら

シグナル通りにいかない事態が発生し、逆に全てを飛ばしてしまい、

最後は、４人家族が無理心中した、というニュース。

そんなこともあってレバレッジが今は２５倍が限度です。個人の場合。

借金でやると冷静な判断が利かなくなってくるので、余裕資金で！

http://tinyurl.com/k27zqbm


と誰もが言うんですね。

取り組むときは、まずは小を積み重ねるところから取り組んでください。

小が中となり、大に近づいた時　初めて大きくトレードしましょう。

１万通貨から始めてください。

一日千円の積み重ねでも、一週間で５千円。

一月で、２万円にはなります。

銀行に預けるより遥かに利率がいい。

-----------------------------
◆その他記事

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

ＦＸ以外で即効で現金収入につながるものってなんでしょうか？

簡単ですね。

「せどり」とか「転売」です。

ただ、せどりも転売も取り組みには資金が要ります。

資金がない者には出来ません。

不用品が家にあるなら、それをヤフーオークションに出品するという手も

ありますが、あれも売り方にルールがあります。

似たようなものを売っていて、かたや入札殺到で、かたや閑古鳥が鳴いている。



そんなケースはザラです。

また、買うときにも必ず落札したいものがあった場合のノウハウというのも

あって、ワケあってどうしてもこれを落としたい、というものを見つけた場合、

私は必ず落札します。

しかし、その商品に対する見込み予算をオーバーした場合は中止します。

セドリとか転売で稼ぐなら、そういうことも覚えていく必要があります。

稼ぐからには、どんな人であろうとビジネスなんだという自覚は必要です。



「放置で稼ぐ！」　を解剖してみる

◆◇◆　アイフォテック通信　◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆☆

−−−ＰＲ−−−

【支持されて3周年】FX初心者でも空いた時間にぱぱっと稼ぐ、
究極のスキャルマジック-　恋スキャFXビクトリーDX完全版

http://tinyurl.com/m26mmlb

◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆◆◇◆◆◇◆◇◆☆

こんにちは、アイフォテックの村上です。

楽してほったらかして稼げるだなんてのは、最初に

それなりの仕事をした人だけが得られる結果であって、

最初から楽して稼ぐだんてのは、詐欺以外の何モノでもありません。

今日は少し、整理してみましょう。

-----------------------------
◆ビジネス記事

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

情報商材というのは、ノウハウを売るものです。

作業の代行をするワケではありません。

「●◆▼のやり方、１から１０まで」

みたいな感じですね。

http://tinyurl.com/m26mmlb


しかしそれがやり切れない。　

 
ノウハウ商材を買っても作業を完結させない。

それが問題なんですね。

もう少し言えば、全部を完了させるには教材を理解して先へ進めるだけの

意識が薄い、ということもあります。

◆まず、登録ページ作り。

フォームページを設置するのですが、書いてある通りにやるしかないのです。

それでも、初心者には「？」となることは山ほどあるでしょう。

しかし書かれている通りにやれば出来るようになっています。

◆ステップメール作成。

ステップメールサーバーを借りるところからスタートですが、これも

かなり敷居が高いでしょう。

教材に書かれている通りにやれば済む話なのですが、不思議と経験したことが

ないことをやるというのは、やりたがらないのが「人間の性（さが）」のようです。

引っかかって先へ進まない人は必ずこの２点だけでつまづいて先には

ピクリとも進みません。

教材を手に入れたら最初にすることは、分かり易く作業するために

次のことから始めます。

アフィリエイトするものは１種類ではありません。



ですから、３種類アフィリエイトするなら、３つのフォルダをまず作ります。

その下にそれぞれ

「1_集客」
「2_ランディングページ」
「3_ステップメール」
「4_セールス動画」
「5_特典（添付させるファイル）」
「6_購入者向けメルマガ」
「7_事後サポート」

などの７種類のフォルダーを作っておきます。

１から７の番号は販売の流れの順番を指しています。

作業は逆に進めます。　７から１へ向けて作業をしていきます。

それぞれの直下にさらに必要な記事なりファイルなりを入れていきます。

こういったことを体系立てて理解していくと、宣伝コピーのいい加減さと

デタラメ・アフィリエイターだな、こいつは！、とかいうことが分かってきます。

本当に人気の出るアフィリエイターと販売者になるためには

宣伝コピーは当然重要ですが、それ以上にお客が確実にリピーターになる。

そういう販売の仕方をするべきです。

長く稼ぎ続けなければ、いずれはまた路頭に迷う結果になってしまいます。

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

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

アフィリエイト作業は当然ノートパソコン一台で出来ます。



しかし、レポートなどを実際に自分で作ってみるとわかりますが、

２台のマルチディスプレイ体制の方が格段に作業が楽になります。

ヤフーオークションなどで手に入る中古で構わないと思います。

古いノートＰＣでもアナログのｓＲＧＢ端子がありますのでそれに

接続すれば２台目を認識します。

新しいＰＣであれば、ＨＤＭＩ端子がありますからそれを使えます。

設定はナンバー１、ナンバー２となるように設定しておきましょう。

調査結果や参照記事をＡディスプレイ。

作業ディスプレイをＢディスプレイ。

という使い方をします。

他にキーボード作業で、

Ctrl＋Ｃ　でコピー
Ctrl＋ｘ　で切り取り
CtrlL+Ｖ　でペースト

ということも普段から使って、覚えておいてください。

作業時間の短縮化につながります。

-----------------------------
◆健康記事

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

「ガン」という病気。悪性腫瘍のことですが、初期であれば完治します。

進行していても治る人とそのまま逝ってしまう人と二通りです。

予防について、国立がんセンターがん予防・検診研究センターが



次の発表を出しています。

１．たばこを吸う人は禁煙。吸わない人も、他人のたばこの煙を可能な限り避ける。

２．適度な飲酒。具体的には、日本酒換算で１日１合（ビールで大瓶１本）程度以

　　内。飲まない人は無理に飲まない。

３．野菜・果物を少なくとも一日400グラムとるようにする。
　　例えば、野菜は毎食、果物は毎日。

４．塩蔵食品・塩分の摂取は最小限。具体的には、食塩として1日10グラム未満、
　　塩からや練りうになどの高塩分食品は、週に1回以内。
５．定期的な運動の継続。例えば、ほぼ毎日合計60分程度の歩行などの適度な運動、
　　週に１回程度は汗をかくような激しい運動。

６．成人期での体重を維持（太り過ぎない、痩せ過ぎない）。

　　具体的には、ＢＭＩで27を越さない、20を下まわらない。
　　※　BMI=体重（キログラム）÷{身長（メートル）の２乗}
７．熱い飲食物は最小限。例えば、熱い飲料は冷ましてから飲む。

８．肝炎ウイルス感染の有無を知り、その治療（感染者）や予防（未感染者）の

　　措置をとる。

詳しい説明は、同センターのホームページ

　（http://ganjoho.jp/public/pre_scr/prevention/index.html)　

を参照してください。

現代社会は「がん」になりやすい社会になっています。

どうしてそうなったかは考えたことがないので分かりませんが

なりにくい生活を心がけるということと、出来る限り検診を小まめに

受ける、というのは大事です。

デタラメ・アフィリエイターだとここで

「このサプリメントを摂れば治ります」

なんて売り込みをするかもしれませんが、そんな発表をした医師も研究者もいません。

http://ganjoho.jp/public/pre_scr/prevention/index.html


とにかく冷静になって記事を読めば、かなりの正確さで正否を自分で判断できるようになると思

います。

-----------------------------
◆その他記事

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

レンタルサーバーをすでに自分で借りていて、ＣＧＩ設置可能な

サーバーであれば、自分でメルマガ配信できるＣＧＩプログラムを

無料で手に入れることができます。

こちら

＞＞＞　http://www.acmailer.jp/

借りているサーバがＳＳＬ対応サーバでなければ、メルマガ登録時に

フリーメールアドレスをお勧めします、と書いておいて

あげましょう。

こういうちょっとした気遣いもあなたの信用の蓄積となり、

長い目で見た場合、大きな結果を生む日がきます。

http://www.acmailer.jp/
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