


はじめに

アイフォテック通信も今号で３冊目となりました。

 
６月からのメルマガを集約した形で編集しています。

 
来年からは隔週発刊を計画していますが、年内は月間ペースの編集仕上げです。

 
メルマガも毎日毎日出している訳でもないので、ページ数は少ないのですが、

 
それでもやはりスマホなどで気楽に見るには少々ページが多いかな？　という感は否めません。

 
 
このアイフォテック通信をさらに編集してKindleでも出版できるところまで、内容をブラッシュア
ップさせて出版してみようと計画中です。

 
巷で１万円とか２万円で販売されているレベルを３００円から５００円レベルで販売しようと考

えています。

 
現在の情報販売業界を少々ビビらせたい。

 
 
稼ぐポイントが違うだろうがーっ！　と感じるものがあまりに多い。

 
真剣に悩んでナケナシのお金をはたいて教材を買ったのに、内容は・・・

 
悲しすぎて涙もでない　（T_T)
 
そんな人はこれ以上出したくない。

 
できる限り頑張ります。

 
 
著者　村上　剛史（むらかみ　たかし）＠アイフォテック

 



成功はマインド有りき！・・・マインド？

◇◆━━　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。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇【目次】━━━━━━━━

1.成功はマインド有りき！
━━━━━━━━━━━━━◇

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆１．成功はマインド有りき！

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

インターネットで稼ぐと言っても、人によってその形態は様々です。

副業でやっている人と専業でやっている人。

専業でも個人自営業でやっている人と会社形式にして、社員を雇ってやっている人もいます。

ネットビジネスへの誘いのコピーって覚えてますでしょうか？

「楽して・・・」

「隙間時間を利用して・・・」

「ほったらかしで・・」

「一日５分の作業で・・・」

「３クリックするだけで・・・・」

まぁ似たり寄ったりなので、ここでやめておきますが、

共通して言えることが、２４時間全てを自分の好きに使えるという

なんともアマーイお誘い文言ばかりです。



で、実際に継続して稼いでいる人たちはどうしているか知ってますか？

一発屋でない本物たちのことです。

ちっと、まともに考えてください。

あの有名な小玉歩さん。遊んでいるなんてことは決してありません。

常に、色々と考えて取り組んでいます。

お金を稼ぐというのは、詐欺を働いて得るものではありません。

「ありがとう」の対価としていただくものだという認識がないと、

いずれは何らかの形で崩壊します。

与沢翼さん、一度崩壊しましたね。

復活がやたらと早かったですが、しかしそれは元々この人が起業家だったからです。

どちらも決して楽してほったらかしで、なんて決してありません。

そういう文言に引っかかっているのは、素人ビジネスマンだけです。

しかし、収入をあるレベルで抑える気でいるなら、最初だけ頑張れば

後は楽できる、というビジネスがあるのも事実ですが、

最初から楽して、で引っかかる人は、ちょっとのことですぐにやめてしまいます。

結果、稼げない。



ビジネスで成功するには、まずマインドありき！　です。

それからマーケティングなどの集客ノウハウを学ぶのが筋です。

マインドが適当だとすぐに諦めてしまいます。

そこはしっかりと意識するべきだろうと思います。

 
 
 
さて、マインドという言葉を使いましたが、この言葉に抵抗感はありませんでしたか？

 
私はありました。どうもしっくりこない。

 
 
ある時改めて　あの有名なミリオネア・マインドのセミナーを見る機会があったので動画でし

たが、聞いていたら腹にずーんと来る表現を聞かせてもらいました。

 
 
何かと言うと、　「お金の設計図」　という表現です。

 
 
建築図と一緒で、設計図があればどうやって組み上げていけばいいかがはっきりします。

 
大事なのは設計図です。

 
私も図面を描く人間なので、この言葉が一番しっくりきました。

 
設計図というのは、施工図とひっくるめて設計図です。

 
どうやって工事するのか、という施工図もあって初めて建築図が仕上がります。

 
また、建築物も図面が適当だと途中で事故が起こります。

 



同じことが人間のお金の資産構築にも言えます。

 
 
設計図、大事ですね。

 
しっかり設計をやってください。　マインドセットというのは、そういうことです。



グーグルに頼らない集客アップ術（１）

◇◆━━　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。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇【目次】━━━━━━━━

1.グーグルに頼らない集客アップ術
2.オークション感覚でネットショップが持てる
━━━━━━━━━━━━━◇

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆１．グーグルに頼らない集客アップ術（１）

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

グーグルによるアップデートによって、上位表示されていたサイト（ブログ）がいつの間にか消

えていく。

これまでだったら、大量のバックリンクで簡単に上位表示されていたものが今は効果がありま

せん。

長いことアフィリエイトをやっている人なら誰もがバックリンクで強制的に上位に持っていく、

ということをやってきていますが、今はそれが効果なし。

内容のない単なるアフィリエイトサイトは、ブリッジページと呼ばれて価値のないサイトと認定

されてしまいます。

（ブリッジページについては、グーグルで検索していただけると、より詳細に理解できると思い

ますので、そちらでお願いします。）



しかし、アフィリエイトというのはより多くの人の目に触れないと売り上げが発生しません。

サイト（ブログ）作っても上位表示がやりにくい昨今。

では、どうすれば売り上げを戻せるか。

方法の一つとして、ツイッターがあります。

ＬＩＮＥというのもありますが、あれは効果ありとは言えません。

大体、ＬＩＮＥというのは無料通話が元々の目的で作られたサービス。

使われ方を見れば分かりますが、アフィリエイトには向いてません。

大して、ツイッターはスマホで使うのは同じですが、使われ方が基本的に違いますね。

ツイッターは言い換えれば、ミニブログとしての機能を持っています。

「ミニブログ　⇒　ブログ　⇒　販売ページ」

という誘導が可能な媒体です。

フォロワーが増えれば増えるほど、アフィリエイトの収益も上がっていきます。

今は、これがもっとも簡単な方法かと思います。

ただし、フォロワーの増やし方にもノウハウがあって、これを知らずに取り組んでも全然増えな

いことは、私も経験済みです。

少なくとも５０００人以上はフォロワーが生まれないと、収益とは無縁です。

ツールを使うと一月で数万という数のフォロワーを増やせます。

 



が、それも過去の話です。２０１４年９月上旬にツイッターの仕様が変わってます。

 
それ以降、状況が変わってます。

 

ツイッター向けの無料サービスがありますが、あれではフォロワーが増える速度はかなり遅い。

 
それは確かです。

表向きに出ている有名なフォロワー用ツールがありますが、あれはあまりおススメしません。

普通のアフィリエイターであれば、報酬欲しさに宣伝するかもしれませんが、

私は成果が爆発しない教材は紹介する気になれません。

自分がそんなものを買わされたら、怒り爆発する可能性が大きいからです。

これについては、無料でもここまで出来るという記事を次回から一つずつ紹介していきます。

-----------------------------
◆２．オークション感覚でネットショップが持てる

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

ヤフーのネットショッピングサービスが利用しやすいってご存知でしたか。

楽天市場は月額固定費が大きいですが、ヤフーは売り上げ時のみ５％がかかるだけです。

例えば、月商で１０万円とすれば、５０００円がヤフーに支払う経費となります。

売り上げが０円の時は、経費は発生しません。

月額の基本固定費０円でネットショップを持てるサービスで自由に通販ビジネスができる。



それがヤフーのネットショッピングサービスです。

・初期費用：無料

・月額システム利用料：無料

・売上ロイヤルティ：無料

・決済サービス基本手数料：無料

（ただし、個別手数料は種類によって違いますが、

　大体５％弱かかります）

http://business.ec.yahoo.co.jp

上記はライト出店のケースです。

（スマホ対応ページ簡単作成、クレジット支払い対応）

注意事項として、

・販売するにあたって資格を必要とするものは各自で取得。

・ヤフーが禁止しているものは当然扱えない。

などがあります。

なんでも販売できるという訳ではありませんので、各人で注意してください。

それにしても、転売にも向いてますよね、このサービス。

＜注意点＞

中古品を扱うような転売には、古物商の資格が必要になります。

http://business.ec.yahoo.co.jp


ツイッターの活用：「アカウント設定について」

◇◆━━　アイフォテック通信　【広告】━━━━━━━━━◇◆☆

エステ顔負けの全身「美」痩せ術　●大澤美樹監修

＞　http://tinyurl.com/jwoegbu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇【目次】━━━━━━━━

1.ツイッターの活用：「アカウント設定について」
2.０円でワードプレスを運営する
3.デザインの悩みの一つをここで解決できる
━━━━━━━━━━━━━◇

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆１．ツイッターの活用：「アカウント設定について」

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

ツイッターのアカウントというのは何も一つしか取得できないと

いうものではありません。

複数持てます。

アカウントを取得して名前を付ける時に、自分の名前をそのまま使う人が

結構いますが、あなたが有名人で公式アカウントにする予定でいるならば

http://tinyurl.com/jwoegbu


それでいいでしょう。

しかし、前回もお話した通りツイッターはミニブログです。

ということは、ミニブログとしての名前をつけるべきです。

私の場合を例に挙げると、村上剛史＠アイフォテック　というものを一つ持ってますが、

これは私のメルマガと連動させたものとして使っています。

他に、「マネー情報」　とか　「便利グッズ調査隊」　なども持っています。

フォロワーを増やしにかかってないので、わずかなフォロワーしかいませんが

今、つぶやくものをどうするかの作業をしています。

フォローをする際に名前でフォローするかどうかを決める人がかなりいます。

また、自己紹介欄には自分の自己紹介ではなくて、名前に応じたことを書く。

「マネー情報」であれば、就職情報と投資情報を中心につぶやきます、

みたいな感じです。

また、プロフィール欄と背景画像欄にもしっかり画像を入れます。

ここを手抜きすると、フォロワーを頑張って増やしても、すぐに解除されてしまいます。

プロフィール画像は、自分の写真ではなくて、フリー用途の画像サイトで見つけるのもいいでし

ょう。

私はこちらで見つけました。

http://www.ac-illust.com/

かなりいいものが揃っています。

http://www.ac-illust.com/


-----------------------------
◆２．０円でワードプレスを運営する

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

何かと必要なブログということで、ワードプレスの話があちこちから出てきます。

それくらいワードプレスの作りがすごいということです。

グーグル対策を睨んだ作りになっているので、それでこれを使いなさい、

 
ということなんですが、ツイッターのつぶやきの中に埋め込むリンク先にこれを使うと結構重宝

するかと思います。

ワードプレス発行している純正サイトが無料で一つだけ持たせてくれる、というサービスを提供

しています。

ここはＩＰアドレスもチェックをしているようで、メールアドレスを変更しても二つ目は持てま

せん。

 
下手にそんなことを試すと、一つ目のブログが消えますので試すなら、初期の頃にやってくだ

さい。

記事が溜まってからアカウントを増やす作業をすると、本当に消えます。

私はそれをやってしまって、ブログ記事全てをパーにした経験があります。

 
また、更新が長期間止まると、やはりアカウントが解除されますので注意が必要です。

サービス提供サイトはこちら

＞＞＞　https://ja.wordpress.com/

https://ja.wordpress.com/


-----------------------------
◆３．デザインの悩みの一つをここで解決できる

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

印刷物のデザインにしても、ＷＥＢ上のデザインにしても

配色バランスが悪いとイメージが著しく落ちます。

配色に関してのバランス感覚というのは、すでに出来上がった

理屈というのがあって、それを組み合わせて使うのが一般的です。

Ｗｅｂ上で色の組み合わせを見ながら決めることのできる

デザイナー向けの支援サイト（ページ）があります。

Ａｄｏｂｅ　ｋｕｌｅｒ　というアドビのサイトの一つです。

https://kuler.adobe.com/ja/create/color-wheel/

こういったものがあると、大変重宝します。

https://kuler.adobe.com/ja/create/color-wheel/


ツイッターの活用：「やってはいけないこと」

◇◆━━　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。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇【目次】━━━━━━━━

1.ツイッターの活用：「やってはいけないこと」
2.グーグルに頼らない集客術で稼ごう
3.ツイッターの片思い管理サービスサイト
━━━━━━━━━━━━━◇

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆１．ツイッターの活用：「やってはいけないこと」

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

ツイッターをやっていて一番怖いのがアカウント凍結だが、

あることをやり過ぎると凍結されてしまいます。

が、それはそんなに気にすることもありません。

一回目と二回目、三回目でやり方は違いますが、凍結を解除するのは

簡単です。

しかし、凍結されないに越したことはない。

では、どうすれば凍結されにくくなるか。

・つぶやきが「０」または１つか２つだけというのは　「×」です。
・短時間でフォローを一気に増やすのも　「×」です。
・短時間でフォロー解除するのも　「×」です。

もう少し詳細に書いたブログを準備しておきましたので、

ご覧になってみてください。

http://www.ai-
photec.jp/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%87%8D%E7%B5%90%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%9B%9E%E9%81%BF%E7%AD%96-
516.html

ワードプレスで書いた記事なんですが、日本語表示のＵＲＬを

そのままここへコピーしたので、こんな長くなってしまいました。

-----------------------------
◆２．グーグルに頼らない集客術で稼ごう

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

メルマガ発行して稼ぐとなると

・仕組みの構築（ハウツー）

・リスト収集（ハウツー）

・ライティング技術

・収益発生をどれで作るかという商品選定ハウツー

などを覚える必要がありますが、それらを完全無料で提供してくれていたサービスがありまし

たが、すでに終わっています。

また出てきましたら、ご案内を出します。

-----------------------------
◆３．ツイッターの片思い管理サービスサイト

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

ツイッターを始めて、フォロワーを増やしていくときに、「２０００」という一つの壁にぶつか

ります。

このとき、フォロワーよりフォローの数が多い場合、２０００から先の進み方が極端に悪くなり

ます。

フォロー　＜　フォロワー

である必要があります。

この数字のバランスをとりながら、なおかつフォローを部分的に解除していく作業が出てくるの

ですが、

まずは目先の数字のバランスを考えます。

フォロー　＝　フォロワー　となるようにしていきます。

その管理を手作業でなんてやってられません。

その作業を楽にしてくれるサービスを無料で提供してくれるところがいくつかありますが、

今回は二つほど紹介いたします。

（１）Ｓａｙｔｏｎｅ

＞　http://saytone.net/

（２）ｌｏｖｅｔｅｓｔｔｅｒ

＞　http://lovetestter.nacookan.com/

どちらも一長一短があるので、両方使ってください。

私は両方を使います。

「Ｓａｙｔｏｎｅ」はフォローした人を時系列で表示してくれるのでフォロー解除する時に分か

りやすい。

対して、ｌｏｖｅｔｅｓｔｔｅｒはフォローとフォロワー両方の片思いをチェックしてくれます

ので、

フォローし忘れているものをチェックできます。

もっともここらは、明後日紹介予定の別のサービスを使うと自動でフォローを返せるというサー

ビスを使えば問題はなくなるので気にしないでもいいのですが、

http://www.ai-photec.jp/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%87%8D%E7%B5%90%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%9B%9E%E9%81%BF%E7%AD%96-516.html
http://saytone.net/
http://lovetestter.nacookan.com/


今回は、とりあえずそういう使い方ができるということだけ覚えておいてください。

しばらくは、ツイッターとブログを組み合わせて使うことに力を入れていきます。

一通り作業が終わると、あとは殆ど放置しておけますので、これが一番楽で確実かもしれません

。



ツイッターの活用：「自動でつぶやいていく」

◇◆━━　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。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇【目次】━━━━━━━━

1.ツイッターの活用：「自動でつぶやいていく」
━━━━━━━━━━━━━◇

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆１．ツイッターの活用：「自動でつぶやいていく」

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

アカウントを取得したら、一つもつぶやかずにフォロワーだけ増やそうと

している人がいます。

そう人はフォロワーを増やしてもフォローを解除されやすい傾向があります。

それは当然ですね。こちらにしてみれば何の役にも立たない相手をフォローする

必要性はありません。

しかし小まめにつぶやくというのは結構大変なのは確かです。

やるなら数日に絞って集中的につぶやき記事を溜めておきます。

そして、それを自動でつぶやいていく。

この程度でしたら無料でサービスを提供してくれているサイトが存在するので

それを利用させてもらいましょう。



「twittbot」　
http://twittbot.net/　

です。

ツイートを自動で３０分ごととか１時間ごととか設定できます。

フォロー返しの設定もできるので、フォローされたらフォローを返すという重要なこともやって

くれます。

フォローとフォロワーの関係は対等になるようにします。

でないと何かのタイミングで解除されていくからです。

他にも色々と設定できますが、このサイトでは上記２点だけに絞っておいた方が使い方としては

正解だろうと思います。

上記サイトの片思いリスト管理は無料の場合、上限が決まっていて使い物になりません。

片思いリストの設定と管理は前回お知らせした

・ｌｏｖｅｔｅｓｔｔｅｒ　http://lovetestter.nacookan.com/　
・Ｓａｙｔｏｎｅ　http://saytone.net/　

というサイトを使います。

http://twittbot.net/
http://lovetestter.nacookan.com/
http://saytone.net/


メルマガ発行ハウツー：「概論」

◇◆━━　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。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

役立つ記事の配信を心がけて、配信を続けます。

これは自分にとってかなり重要なスタンスになっています。

広告をする際は　ヘッダータイトルに　【号外（広告】　と入れるようにいたします。

◇【目次】━━━━━━━━

2.メルマガ発行ハウツー：「概論」
3.ツイッターの活用：「フォロワーを増やす」
━━━━━━━━━━━━━◇

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆２．メルマガ発行ハウツー：「概論」

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

メルマガは、今読まれているこれもメルマガですが、

メルマガには種類があります。

ストーリーが決まっていないその都度書いていく一斉配信式と、

全ストーリーが出来上がっているステップメールタイプ。



さらに分けると、

・ニュースレター型

・広告宣伝型

・ソリューション型

・特定情報配信型

などがあります。

今読まれているこのメルマガはニュースレター型で、ジャンルが多岐に渡ります。

ステップメールというのは、ソリューション型、または特定情報配信型で、

ある商品を売るための記事に特化されたものをメルマガにします。

楽天などが送ってくるものは広告宣伝型です。

たまに、【号外】　と銘打って広告だけのメルマガが送られてくることが

ありますが、あれは広告宣伝型でニュースレター型の合間に入れるものです。

やり過ぎると嫌われてメルマガ解除されたりするのもその特徴です。

ほったらかしで稼ぐ、と宣伝しているものは大半がこのステップメールを使ったノウハウのこと

を指します。

どこまで稼ぎたいのかで、メルマガ配信体制（システム）の組上げ方が違いますが、

 
０円から組上げるにはなんと言っても「まぐまぐ」みたいなサービスを使うのが手っ取り早い

です。

次回は、ステップメールの配信方法に書きます。



-----------------------------
◆３．ツイッターの活用：「フォロワーを増やす」

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

これは常識的な方法と非常識な方法の２種類があって

非常識な方法をやるときは、アカウント凍結を覚悟の上で

やるようになるので、それの解除方法も知っておく必要があります。

ここでは、常識的な方法を書いていきます。

（１）つぶやきの内容をアカウントの名前から類推できる

（２）つぶやきの頻度も重要

（３）フォローの数が少ない人は避けられるかあとで解除される

（４）プロフィールでつぶやき内容を類推することが多い

そして、ここからが別の観点からの方法

「ＡＫＢ４８応援」というアカウントのケースで説明します。

（５）「ＡＫＢ４８応援」というアカウントを取ったらそれに関する

つぶやきだけを集中してつぶやいていきます。

ＣＤの宣伝であってもＯＫです。「ＡＫＢ４８」だけに限定したつぶやきを

する。

（６）フォローする際にページ右上にある検索窓で「ＡＫＢ４８」という

言葉を入力してヒットした人たちを片っ端からフォローしていくのですが、

このフォローの仕方を間違えると、すぐにアカウント凍結になります。



大体一回あたり２０人くらいでとどめて置きましょう。

最大で８０人程度ですが、３０人くらいが安全圏です。

もしあなたがツイッターを始めたばかりなのであれば、最初は

「○○○＠相互フォロー」　といったものをフォローしていってください。

フォロワーの数が少なくとも１万人は超えてこないと、

 
ツイッターで稼ぐだなんてのはかなり無理があります。

うまくつぶやいていけば、稼げないこともありませんが、

 
フォロワーの数が多ければ作業が楽になるのも確かです。フォローを次々と解除していく。

そういう人がいることも見込んでおく必要があるので、フォロワーの数は更に重要です。

つぶやき方をまちがえると、ツイートをブロックされることがあります。

それが増えてくると、アカウント凍結につながりますので、

 
つぶやくにはそれなりのルールを守ってつぶやいていきます。

このツイッターも完全放置で稼ぐ方法というのがあって、

 
それを塾形式にして教えている人がいるくらいですから、

 
ツイッターは取り組んでおいた方がいいと思います。

最後に一言。

アカウントはいくつとっても問題はないようです。今のところ。

メールアドレスを切り替えて登録すれば可能です。



 
しかし同じパソコン、同じブラウザでアクセスすると問題がでますので、それはやり方があり

ます。

それについては、別の機会に説明をいたします。



起業家精神が成功の原点！

◇◆━━　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。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

最近、ＬＩＮＥを使ったなりすましトラブルが後を絶たないようです。

社会問題になっているほどの大きな問題です。

お金が絡むもの、重要なプライベート問題が絡むものは

相手が誰であろうと、ＬＩＮＥを使っての提供は絶対にやらないようにしましょう。

◇【目次】━━━━━━━━

1.起業家精神が成功の原点！
2.メルマガ発行ハウツー：「　配信システムを組む　」
━━━━━━━━━━━━━◇

私はアホな言葉の宣伝の文言が大嫌いです。

それは、これを読まれているあなたも同じかと思います。

できるだけ正直な言葉でお伝えしていきます。

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆１．起業家精神が成功の原点！

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



あなたは社長脳をお持ちですか？

起業家精神と言い換えてもいいのですが、自分の判断でビジネスをするのが

好きな人などは確実にこの部類です。

言われたことしかやらない、考えたくないという人は雇われ脳人間。

言われてもやらないなんて人は論外です。即刻クビにしたい、そんな人は。

お金は会社が自分に払うもの、という考え方しかできない人は

必ず人生のどこかでつまづいて、先へ進めない時がやってきます。

お金はあなたが自力で稼ぐものです。

そういう認識がもっとも重要です。

これが出来る人は、底辺を這いつくばっても必ず立ち上がってきます。

あなたも是非、起業家精神が旺盛な積極的な人間になってくださいね。

それは人生のあらゆる場所で有効な精神なんですから。

-----------------------------
◆２．メルマガ発行ハウツー：「配信システムを組む」

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

「まぐまぐ」とか「めるま」でもメルマガは発行できますが、



メールアドレスの管理は自分でできません。

アドレスだけを追加したいときに、登録だけをお願いすると代理登録料を

かなり取られます。

リストをお金を払って集める人などは、代理登録を使うしかありません。

あの有名アフィリエイターもそれは使っています。

「まぐまぐ」を使う有名人はほぼ全員と言っても過言ではありません。

今回は一斉配信型メルマガを自力で組みたい人に向けての説明です。

ｆｒｅｅで配布している優秀なプログラム（ＣＧＩ）を使って

無料サーバーに設置する、というやり方です。

長くなるので要点だけを記載します。

（１）ａｃｍａｉｌｅｒというサイトでプログラムをダウンロード

してください。

http://www.acmailer.jp/

（２）cgiが使える無料サーバー
代表で一つピックアップしておきます。

＞　ＣＧＩ ＧＡＭＥＳ　
http://cgi-games.com/

かなり高機能なサーバーにも関わらず、無料です。

acmailerを使うための条件は備えています。

http://www.acmailer.jp/
http://cgi-games.com/


しかし、所詮無料ですので、そこらはある程度一定の腹くくりは

必要かと思います。

とりあえず、設置は上記２点が必須です。

サーバーなどはできたら有料のものをお勧めします。

＞「さくらインターネット」などが一番おススメの部類です。

上記のacmailerを設置するだけならば、一番安いライト版の契約で
十分でしょう。

＞　http://tinyurl.com/nsopphs

これが設置できたら、メルマガを発行させてもらうリスト集めとなります。

http://tinyurl.com/nsopphs


メルマガ発行ハウツー：「　信頼の高い安価なサービスを使う　」

◇◆━━　アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

本質を突き詰めた記事だけを配信していきます。

売るための記事は、たまーに書きます（＾＿＾；

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇【目次】━━━━━━━━

1.メルマガ発行ハウツー：「　信頼の高い安価なサービスを使う　」
2.アフィリエイトにも敷居の高いものと低いものが存在する
━━━━━━━━━━━━━◇

情報を集めることを怠らずに今後もいいものを提供していきます。

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆1．メルマガ発行ハウツー：「　信頼の高い安価なサービスを使う　」
-----------------------------

１００人または、１００件までの配信であれば無料で使える、

そういうサービスを提供してくれているものがあります。

配信１００件までというのは「オレンジメール」で

こちら　＞＞＞　http://mail.os7.biz/　

http://mail.os7.biz/


配信１００件ですから、ステップメールを試す時に使ってください。

しかし、正式に使う時はあまりおススメはしません。

経費がやや高く感じます。私からすれば、の話。

もう一つ別のもの。稼働中のアフィリエイターはこれを使う傾向が強い。

システムが安定しているのもそうですが、初心者用に

初期費用が０円で、月額１９７０円という「クラウド版」があるのが

ありがたいですよね。

その上のシステムはいきなり高くなるので、リストが２万人を

突破してきたら考えてください。

初めの内は考えないでいいです。

そのサービスを提供しているのは「ＥＸＰＥＲＴ　ＭＡＩＬ」で

こちらです　＞＞＞　https://expml.jp/

無料体験版がありますから、まずはそれで勉強してからでもいいでしょう。

こちらは１００件とかの小さなものではなくて、１００人まで、

という規模で対応してくれるので、実稼動させられます。

https://expml.jp/


教材で説明してくるのも、このEXPERT MAIL が多いので

できたら、これで取り組むのが正解でしょう。

七星さんのメルマガが来るようになりますが、あまり気にせず

スルーしてもいいでしょう（笑）

最初の頃の配信メールは保管しておいてくださいね。

重要なものが来ますから。

-----------------------------
◆2．アフィリエイトにも敷居の高いものと低いものが存在する
-----------------------------

人はお金を払う時は神経質になります。

ならない人もいますがそれは少数です。

しかし、無料のものをもらう時はあまり気を使いません。

 

例えが少々悪いかもしれませんが、

街を歩いていて、高価そうなものと書類みたいなものを持って、

「こんにちは、今少しいいですか？」

とやったら、確実に我々は無視します。



何かを買わされそうな気配がプンプンと漂っているのに、相手なんてしたくありません。

対して、大量のティッシュペーパーを持って

「こんにちはー。なになにですー。お願いします」

とやってティッシュを出した場合は、簡単に受け取ります。

昨今はそれでも無視される傾向がありますが、それでも

後者は比較的受け取り易い。

無料だと分かっているからです。

これは、ネットにおいても同じことが言えます。

「無料で手に入るならもらっとこうか。

メールアドレスは、あれを使っておけばいいや」

で簡単に反応してしまいます。

ここらの詳細は説明を省略しますが、慣れないアフィリエイトを始めた場合、

最初のうちは無料オファーと呼ばれるものを使うのが一番簡単です。

一人紹介すれば３００円とか５００円払うとかありますが、アレですね。



そういうのは大手企業はやりません。

主に個人か零細企業がやることが多い。

上記で案内した「ＩＮＦＯ−ＺＥＲＯ」などは企業ですが、

無料レポートを紹介するとアフィリエイト料をもらえます。

しかも、配布できるレポートの種類は沢山あるので、紹介がさらに楽です。

ａ８ネットやインフォトップもいいですが、初心者はこちらから

取り組むのがいいかもしれません。

http://tinyurl.com/lrprlhx

今後は、こういう無料オファー案件ありますよー、という案内も出していきます。

http://tinyurl.com/lrprlhx


チャンスは自分で掴むもの！！

◇◆━━　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。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

◇【目次】━━━━━━━━

1.チャンスは自分で掴むもの！！
2.安定収益に欠かせないメルマガ配信
3.継続できる人こそ安定収益を生む
━━━━━━━━━━━━━◇

それでは、本日の記事スタートです。

-----------------------------
◆１．チャンスは自分で掴むもの！！

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

電話のなかった時代から電話のある時代へ。

ＦＡＸがなかった時代からＦＡＸがある時代へ

パソコンがなかった時代からパソコンがある時代へ

携帯電話がなかった時代から携帯がある時代へ

インターネットがなかった時代からインターネットがある時代へ

スマホがなかった時代からスマホがある時代へ

考えてみれば人は自らの力でコミュニケーションを拡げる文明の利器を



次々と開発してきています。

だから今、それを活用して大きなお金やまたは人脈とか豊かな楽しみとかを

得ることができるようになった。

少し考えてみましょう。

お金というものについて、あなたはどう思ってますか？

あなたは何もしなくても、会社へ行っていれば

会社はお金を黙って払うのが当たり前！

まさか、そんな考えはお持ちでないですよね。

「仕事をしてやってんだから、払うのが当たり前だろうよ！」

と、もし普通にそう思っておられるのなら、

このメルマガは今すぐ解除してください。

ワンクリックで解除できます。

＞＞＞　ＵＲＬ

私の生きる姿勢と正反対の方が混ざると、この先やる気がハッキリと

落ちていきます。



そういうのは伝わってきます。

私はデザイナーをやります。

たまにほぼサービスに近い形でやってあげることがありますが、

それが中途半端に親しい友人だった場合、対応がいい加減なケースが発生します。

そういう相手は友人といえども、私は関係を切り捨てにかかります。

最近も二人、関係を切りました。

頼まれていたものは、当然その時点で破棄しました。

お金ももらえない。対応もいい加減。

「成功」という結果は自分でつかみとるものです。

お金もそうです。自らの行動と意思によって掴み取るものです。

人生、真剣勝負！

いつどんな時でも、倒れるときは前のめりで！



頑張って生きて生きましょう。

-----------------------------
◆２．安定収益に欠かせないメルマガ配信

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

何度かここでも紹介しましたメルマガで安定収益をあげる方法、

俺にはそんなことはできないし、やりたくない。

そういう人には無理して勧められません。

しかし、これくらい確かな収益源はないのも事実です。

ブログやサイトでのアフィリエイトは「待ち」のセールスです。

対してメルマガは「攻め」のアフィリエイトです。

ちょっと違いますが、ツイッターもそれに近いものがあります。

自分から一人でも多くの人に、何かを伝えなければ

結果が「０」ということもあります。

マスメディアで情報配信するには、かなりの経費が必要ですが、

メルマガを含むソーシャルメディア系は経費は限りなく「０」に

近い。メルマガ配信サーバーの心配だけで済みます。



私が今配信しているこのメルマガは、何かの塾の代理にできるような

詳細な情報を出すものとは違います。

必要な人には教えますが、しかし

「ただで教えるのが当たり前でしょ！」

だなんて平気で言う人には教えません。

確実に途中でやめるのが目に見えてます。

力は自分でつけるものです。

人が代理で付けられるものとは違います。

-----------------------------
◆３．継続できる人こそ安定収益を生む

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

継続できる・・・

当たり前のタイトルでしたね。

失礼しました。

でも案外と人ってすぐに止めてしまう人が多いのも事実です。

継続するからこそ、新たな発見がある訳ですよね。



オリンピックで金メダル取る人も、途中、何度やめようと思ったことか、

と言っておられた人が沢山います。

しかし、やめずに頑張った結果、金メダルとなった。

人生、七転び八起き。

８回転んで９回目また起きる、という話はあまり聞きません。

七回も転べばあとは結果待ち。

真剣勝負！　人生、前のめりで。



【号外広告】男の視線がイタイ！　最高の美ボディゲット！！

◇◆━━　【号外版】アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

無料広告の数が多い場合、号外でまとめさせていただいてます。

また、併せて【お得な無料情報】の掲載もここで掲載いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

本日は、女性に向けての号外マガジンです。

◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

実力トップの大澤美樹さん監修の「美ボディのスタイルに！」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇

スタイルというのは女性だけが気にするものではありませんが

ここでは女性に限定した記事を書かせていただきます。

大澤美樹さんについては、タレントデータベースに詳しく掲載されています。

ご参考にされてみてください。

http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%BE%A4%E7%BE%8E%E6%A8%B9

-----------------------------
◆１．ボディ☆スタ

http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%BE%A4%E7%BE%8E%E6%A8%B9


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

どんなものでもやはり実践した人の本当の感想というのは、これから

購入しようとしている者にとっては重要です。

沢山ありますが、気になる感想だけを拾い上げておきます。

「バストの前にこのぽっちゃりボディをなんとかする方が先よ！」

という方が結構おられるので、こちらを先に記事掲載します。

大澤さんは、ボディスタイリスト協会理事長で数多くの専門家を輩出してきた

人だけあって、人気が絶大です。

また協会会員は世界中に増殖中です。

まずは、実践者の飾り気のない声です。

◆今まで筋トレばっかりしてました◆

痩せたくて筋トレばっかしてましたけど、先生の説明を聞いて

「知らないって本当に怖い」って思いました。

筋トレしてた努力をこっちに変えただけですが、

筋トレより全然楽だし、今ではウエストも脚も痩せたので、

先生には本当に感謝です。

◆バストが落ちなかった！◆

私胸が小さいのが悩みなので、ダイエットしたら

さらに小さくなるんじゃないかって思ってずっと悩んでました(>_<)
でもこれならバストが小さくならないって書いてあったんで試したら、



本当に小さくならずに痩せる事ができたんです！(´；ω；｀)
むしろちょっと大きくなった気もします！

本当にありがとうございました(´；ω；｀)

◆私はオイルでやりました♪◆

お風呂あがりにいつも体にクリーム塗ってましたが、

これを始めてからオイルの方がいいのかな？と思い、

オイルを買って試してみたらやりやすい♪ヽ(=´▽｀=)ﾉ
しかもオイルのほうがお肌にいいみたいで、

お風呂あがりのお肌のケアのついでにできて、

本当にびっくりするくらい痩せたので、

もぉ本っっ当に嬉しかったです！！(pq≧ω≦)
お肌も前より良くなったので、オイルでやるのがオススメですよ！(ΦωΦ)

◆信じてみてよかった！◆

そんなうまい話があるのかとちょっと疑っていましたが、

もし本当ならとこれに賭けてみました。そしたら大当たり！

バストも減らずに痩せる事が出来ました。

みなさんこれ本当に信用出来ますよ！ちゃんと効果が出ます！

◆たるんでたお肉が上がったんです！◆

やはり年齢と重力には勝てないのかなと思って、先生も信頼できそうですし、

少しでも変わればと思ったら、予想以上の効果でした。

ボトムのお尻周りも綺麗に履けるようになって、本当に感謝しております。

◆彼氏に褒めてもらえました♪◆

ずっと彼氏にデブデブって言われ続けていたので 
見返してやろうと頑張りました！

今じゃ遠回しに褒めてくれるようにまでなりましたよ♪笑

◆産後のダイエットに◆

子供を出産してなかなか芸能人みたく思うように痩せなかったので、



色んな所と比較してやってみました(｡・д・｡)ﾉ
子育てで忙しいので、あまり時間がなくてもやれる事が１番の決め手でした☆ 
しっかりお腹周りや腰周りが痩せました♪

今は続けながら他のママ友にもオススメしています♪(*´艸｀*)

感想が全てを語ってくれましたね。

大澤さんのボディ☆スタ公式販売サイトはこちらです。

＞＞＞　http://tinyurl.com/patcga4

-----------------------------
◆２．バストアップ

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

まず、揉んだり揺らしたりすることで大きくなるものではないということを

はっきりと認識してください。

仮に大きくなっても垂れてしまい、形の悪いものになってしまいますので

注意が必要です。

バストアップと銘打っているのは、形良く大きくすることが本当の目標ですから

間違ったやり方ではあとで後悔するだけの結果となります。

まず、

・老廃物と毒素

http://tinyurl.com/patcga4


この問題を片付けないと、本当のバストアップになりません。

また、一部には身体の脂肪を移動させてバストを大きくするなんて言う方も

いますが、それは手術しないとできないことですし、危険です！

人間は、痩せ型・普通体系・ぽっちゃり体系とか様々おられますが、

その体系に応じたやり方をしないと、きれいなバストアップにつながらないという

ことはご存知でしたか？

また、バストアップした結果、不健康な身体になってしまうのも

問題です。

大澤さんが教えてくれる方法は、バストアップだけでなく

同時に健康な身体も手に入れることのできる方法です。

バストアップを売り物にした教材は沢山ありますが、

別の商品を売り込んだりサロンへの勧誘をしたり、といった問題ありの

ものが、平気でまかり通っています。

教材購入後に販売者と購入者が別にやりとりしたことは、

インフォトップは責任対象外なので、自己責任ということになってしまいます。



返金にも応じてもらえず泣き寝入りされる方も少なくありません。

大澤さんのバストアップ公式販売サイトはこちらです。

＞＞＞　http://tinyurl.com/n2jl27w　

確かな教材で本当の結果を手にしてください。

-----------------------------
◆３．アイフォテックからのスペシャル特典

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

上記の教材をこちらか購入された場合は、下記の特典をセットさせて

いただきました。

また、特典は随時更新していきます。

定期的にごらんになってください。

バストアップ系だけの特典だけでなくて、

ビジネスやアフィリエイトに使える特典を付けさせていただきました。

また、購入者サポート専用のメールアドレスも準備してますので、

対応を取りこぼすこともありません。

★特典記事ここから=============>

★アフィリエイトで成功するのに必要なプレゼント★

http://tinyurl.com/n2jl27w


（１）リセールライト成功の“５”ステップ

（２）ワードプレス用テンプレート「再配布権付ＢＢＣ４」

（３）【再配布可】ネット起業・投資バイブル！全４３ファイル

（４）再配布ＯＫ！小学生でもアクセスを集められる方法

（５）プライベートラベルライトで稼ぐ、全３３ファイル（ライセンス付）

（６）ホームページやバナーに使える素材プレゼント！

（７）再配布ＯＫ！兵法家ケンの悪ステの真実のメルマガ

（８）再配布ＯＫ！昔も今も変わらぬＳＥＯの本質を掴んで稼ぐ

（９）再配布ＯＫ！ワード用テンプレート

★女性向けプレゼント★

（1）バストアップとリンパトリートメントの基礎知識

（2）恋愛成就を心得たモテる女性とは

（3）恋文と写真集　「精霊たちの　ささやき」

他に、随時特典は増えていきます。

アイフォテックならではの特典です。

<========== ここまで。

★重要な追加説明★



上記は、ダウンロード専用の特典です。

購入ボタンは３つありますが、上記特典を付けているのは一つです。

・お申し込みはこちら、または今すぐボディ☆スタを始める

・電話とＦＡＸのお申し込みはこちら

・代引きでのお申し込みはこちら

の３つがありますが、

＞＞＞　「お申し込みはこちら」、または「今すぐボディ☆スタを始める」

で購入された場合にのみ特典が付加されますので、

お間違いのないようにしてください。

間違って、別の買い方をされた方は私までメールをください。

（下の署名欄に記載してあります）

ＣＤ、ＤＶＤ、印刷したものを郵送でお送りいたします。

その際、注文ＩＤを併せて教えてください。

(番号表示されたもの）



ＦＸで億万長者！　これぞ本物！！！

◇◆━━　【号外版】アイフォテック通信　━━━━━━━━━◇◆☆

こんにちは　

いつもメルマガをお読みくださいまして

ありがとうございます。

ＦＸについて話をしたことが以前ありましたが、結構気にされた方がいました。

今日、もう一度話しをさせてください。

ＦＸというのは、数ある投資の中の一つですが、

手軽に大きな資金を稼ぐことのできる投資です。

しかも、超即金の投資なのでお金が必要というときは、これでぱぱっと

稼いで週末に彼女とデート、なんて芸当も可能です。

しかし、確かなハウツーとノウハウもなしに取り組んで簡単に稼げるほど甘いものと違います。

最近は、バイナリーオプションを勧める人もでてきました。

あれは、ＦＸよりさらにすごい稼ぎ率です。

「簡単に１００万円稼げるノウハウをこの教材で教えています」、

なんて、かなりとぼけたコピーで販売宣伝していますが、



そんな甘いものではありません。

ＦＸで稼げる能力をもったものが取り組めば、それは確かに簡単にいきます。

物事には、順番があります。

その順番を飛ばして簡単に稼げるほど、人の人生は甘くはできていません。

地道に一歩ずつ進んだ人だけが、

「なーんだ、簡単ジャン！」

となるわけです。

話を戻します。

ＦＸは、スキャルピングとトレンドゲット手法とデイトレ手法を教える

人と別れますが、トレンドゲッターの異名をとる関さんの塾生に

「１日で１０００ｐｉｐｓとりました。ありがとうございます」

というメールが届くそうです。

これは、スキャルピング手法とトレンドゲッター手法の両方を学んだ人からのメールです。

そう、両方を組み合わせることが可能なんです。

それに気づく人がどれだけいるか。



また、それを信じて真剣に取り組もうとする人がどれだけいるかです。

本気でやる気がある人は両方やってください。

甘いことは言いません。それでちょうど良いくらいです。

◆ＪＩＮさんの恋スキャは

http://tinyurl.com/m26mmlb　です。

◆関さんのトレンドゲッターは

http://tinyurl.com/k27zqbm

どちらも安い教材ではありませんが、何も知らずに取り組めば

１０万円２０万円があっという間に飛ぶのがＦＸです。

確かな力を先に仕入れて、月収１００万円、２００万円を確実に

収入源にするか、それとも甘い夢のまま進んで破産の道を歩むか。

全てはあなたの描くイメージ次第です。

「俺の（私の）人生って、最高〜！！」

と叫んでください。

http://tinyurl.com/m26mmlb
http://tinyurl.com/k27zqbm


最後までお読みくださいまして、ありがとうございます。



努力すれば報われる？

◇◆━━　アイフォテック通信【広告版】　━━━━━━━━━◇◆☆

アイフォテック通信は、

コンテンツ版と広告版の２種類を発行する形式に分けました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは、アイフォテックの村上です。

いつも開封してくれて、ありがとうございます。

メルマガを分けるというのは、広告版ではごく一般的な記事に

絞ったことだけを書いていきます。プラス無料広告の掲載です。

対して、コンテンツ版は例えば

・電子書籍の作り方

・ＦＸの１から１０まで

・ブログアフィリエイト初心者、中級者向け

・メルマガの運営の仕方

・動画メディアを活用するハウツー

と言った個別のメルマガを出すことにしました。

いつでも読める形式のマガジンにします。

そして、これこそ楽して稼ぐための基本となる

「ステップメール」

です。

これができないと労力を効率よく使えません。



このステップメールを使った仕組みについては、概略をe-Bookで

まとめてありますので、興味のある方は下記にて０円で入手できますので

ごらんになってください。

http://p.booklog.jp/book/83724

ブクログのパブーより出していますので、安心してご利用ください。

では、本日の記事です。

◇━━━━━━━━━━━━

★努力すれば報われる？

━━━━━━━━━━━━━◇

努力なんて人間生きていれば誰だってやっています。

しかし、結果が出る人と出ない人と分かれます。

理由は簡単。

努力の内容が間違っている。

一言で言ってしまえばそれだけです。

しかし、それではあまりに素っ気無いのでもう少し突っ込みます。

努力って、自分が掲げた目標を達成させるためにとる行動そのものですよね。

目標を掲げた次にやることってなんでしょうか？

file:///tmp/puboo/91490/336501/e085fd198f394aa7b4a9/book/83724


少し、考えてみてください。

ステップ刻みにした具体的手段ではありませんか？

誰かに全面的におんぶに抱っこでは、その人がこけたら背中の子も一緒にこけて大怪我です。

例えば、歌手になりたい、というのと人気のある歌手になりたいでは

その努力の仕方が当然変わりますよね。

歌がうまけりゃそれで人気が出るというものでもないのは

巷の歌手を見ていれば（聴いていれば）分かると思います。

歌唱力の努力と同時に人気を出す力のある人を巻き込む行動も一緒にとる必要がある、

 
ということです。

一人で全てをやってもいいのですが、それではエネルギーが分散されて

結果を出すまでに凄まじい時間がかかってしまいます。

私はそれで大失敗した過去を持っています。

しかし、それが原因で相当の力が付いたのも確かです。



何をどうすればどんな結果が出るかが最近具体的にわかるようになってきました。

その代わり、金も時間もかなり使いました。

人を巻き込んでいれば、もっと早く成果が出せたはずでしたが、

今更何を・・・です。

会社の社長になろうとしている人間が、どこかの会社の社長のお抱え運転手に

なるべく車の運転の勉強しているのと同じことです。

他に、アフィリエイトで稼ぎたくて勇気とお金を振り絞って高額の塾に

入ったはいいが、そこでまず

「１００以上のブログ（サイト）を作ってください」

とまず皆さん言います。

通常は１,０００サイトくらいは平気で作ります。

アフィリエイトで稼ぐ基本はまず、「数」です。

そこで、１０個しか作ってないのに、成果がでないとクレームつける人。

基本すら抑えないのに、結果がでないという人も少なくありません。

今はアフィリエイト用ブログを作るにしても

Ｇｏｏｇｌｅ無視した作りは出来ませんので



ＳＥＯをしっかり考慮したテンプレートを入手して

一つ一つ丁寧に作りこんでいく。

一日２〜３サイト程度を毎日作れば一月で１００近くはいきます。

３ヶ月も地道に続ければ３００近くまでいきます。

理由は？　と聞かれて回答できる人と出来ない人がいますが、

回答が出来る人こそ、どんな環境変化にも対応し続けられる人です。

やるべき基本事項全てをやってきた人こそできる人です。

環境変化に対応できる本当の「できる人」になってください。

そのためにも巻き込む必要があると思った人に対しては

積極的に巻き込むべきかと思います。

それでは、最後までお読みくださいまして

ありがとうございました。



奥付

アイフォテック通信 14-3号

http://p.booklog.jp/book/91490

著者 : 村上＠アイフォテック
著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/ayc358/profile

著者ホームページ：　http://www.ai-photec.jp

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/91490

ブクログ本棚へ入れる

http://booklog.jp/item/3/91490

電子書籍プラットフォーム : ブクログのパブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：株式会社ブクログ

file:///tmp/puboo/91490/336501/e085fd198f394aa7b4a9/book/91490
file:///tmp/puboo/91490/336501/e085fd198f394aa7b4a9/users/ayc358/profile
http://www.ai-photec.jp
file:///tmp/puboo/91490/336501/e085fd198f394aa7b4a9/book/91490
http://booklog.jp/item/3/91490
file:///tmp/puboo/91490/336501/e085fd198f394aa7b4a9/

