
モバイル長者への道 

 

まずは、どのようにして収入を得るかご説明いたします。手順が５ほどあ 

ります。えー５つも！！と思われたかと思いますがまぁほんと誰でもでき 

るような内容ですのでご安心ください。読んだら『あーなるほど！そりゃ簡単に報酬が 

得られるわけだぁ』と思うはずです。 

もし、この方法をすでに知っている方もいらっしゃるかもしれませんが私が長年いろいろな

情報商材を試した結果、このやり方が本当に素人から上級者まで一番シンプルかつ一番

確実にお金が発生する仕組みになっている 良の方法だと思っています。現在、ネット上

にあふれかえっている詐欺まがいな儲け情報が多数存在するかと思いますが、なにかと

お金が発生するまでにものすごく労力を必要としたり、パソコン初心者には全く理解ができ

ない内容ばかりだったり実際にお金が１円も発生しないガセネタなども多数存在します。そ

んなに簡単に何十万も何百万も発生する情報なんてほとんどありませんから絶対に他の

儲け話などにつられて買ったりしてはいけません。口座の証拠写真なんかネットで売られ

ていたり簡単に偽装が可能ですから。札束の写真もネットで売られています。絶対に騙さ

れないでください。そのために今回の激安仕入先情報の特典３を付けました。あらゆる高

額情報商材が無料で見放題になりますから他の情報商材を好きなだけ見てください。 

私が過去に見た物の中で 

『一瞬にして？？万円手にする方法』などと書かれていて内容を見てみると 

下記の、キャッシングローン、サラ金から？万円ずつ借り入れてください。そうすればいと

も簡単に？？万円手にすることができます。誰も、儲かるなんて一言も言ってません。 



ほら、一瞬にして？？万円手にすることができたでしょ？以上！！ 

などという途方もなくくだらない情報も数万円で売られたりしています。これは、本当にあり

ます。しかし、これはそんなくだらない情報でなく、ほんとにほんとに初心者でもマニュアル

に従えば仕入れに必要な初期投資金くらいすぐに達成することが可能になります。よく、

何十か所も登録しないといけない非常にめんどくさくて時間のかかる内容でもありません。 

この商材では登録が必要なところはわずか２か所だけですぐに終わります。 

次の日に振り込まれる即金性のあるものではありませんが先ほど私にお支払いいただい

た情報料分、今後、必要になるお金くらいはこれで簡単に稼げます。シンプルで確実性の

ある内容ですのでご覧ください。 

このお金儲けの方法をすべてパソコンからやりたい方は携帯版のやり方を頭に入れてか

ら本文一番下の 

パソコン版 

 と書かれてあるところをご覧ください。携帯から行う場合はそのまま下記の文章を 

ご覧ください。 

簡単に説明しますとこういうことになります。 

  

アフィリエイトサイトへの登録と携帯用のブログの作成を行いアフィリエイ 

トサイトで紹介されている広告を自分のブログに貼り付けてそこを自分で 

クリックして広告を出している会社が提示してくる資料請求、クレジットカ 

ードの入会などを行い報酬を得るための条件をクリアします。 

  



クレジットカードは特に報酬がいいです。相場が１件につき大体３，０００円～４，０００円 

時には１０，０００円～２０，０００円のものもあります。このときくれぐれも入会するのは年会

費永年無料のものにしてください。 

 なぜなら、報酬をもらっても年会費で消えてしまっては意味がありませんからね。 

あとは、自分の自宅に資料請求をします。1 件につきなんと５００円くらいもらえるところもあ

れば、パチンコ、スロットの攻略会社の資料請求はかなりアツイです！！ 

なんと１件につき資料を請求するだけで２５００円～５０００円くらいもらえるところもあります。

これだけ報酬がいいとなんか裏があるのではと思われたかもしれませんが無料で資料請

求するのみでお金を請求されることはありません。パチスロがいやなら他の資料請求を行

うのもありです。なんでもお金が発生します。中には、資料請求しなくてもブログに掲載す

るだけで報酬をもらえるものもあります。自分だけでなく自分のブログを友人、他人などに

宣伝してみるのもいいでしょう。そうすればバナーをクリックして資料請求などしてもらえれ

ば儲けものです。 

  

ただしやっていいのは本人 OK と書かれてあるもののみです。本人不可と書かれてあるも

のに自分の名前で資料請求を行い報酬を得ることも可能ですがこれ違反すると利用規約

違反となり強制退会となり今までの報酬が没収されることがあります。家族の名前や友人

の名前を書いて収入を得ることは可能ですがこれも規約違反となります。本人不可とある

ものに行われるかはご自身の判断で行ってください。私は一切責任を負いませんので。 

 

 



携帯版 

 

手順１ Moba8.net(アフィリエイトサイトへの登録) 

Moba8.net というアフィリエイトサイトへ登録を行います。これです→http://moba8.jp/ 

 

そして、会員登録はコチラ！！と書いてあるところをクリック利用規約を読み、同意し無料

登録をクリックすると、メールの送信画面になりますのでそのまま送信ボタンを押してくだ

さい。 

 http://blueash1116.blog98.fc2.com/ 

 パソコンが使える方は↑のブログから登録してください！ 

携帯からアフィフィリエイトでお小遣い稼ぎ！ 

と書かれてある記事の Moba8.net のバナーをクリックして Moba8.net のホーム

ページの画面左下の広告収入を得たい方 

と書かれてある部分の AS 会員登録 

すでにブログ、サイトをお持ちの方はサイトをお持ちの方をクリック 

まだ何もブログ、サイトをお持ちでない方はサイトをお持ちでない方 をクリック 

して、表示される指示に従ってお進みください。ある程度パソコンに慣れていら

っしゃる方はパソコンからのほうが効率がいいです。 

携帯版のご説明に戻ります 

このとき万が一、携帯のメール受信設定をインターネットからの受信を拒否されていれば

このときだけ解除してください。 



  

次にメールが自動的に送られてきますのでこれを開いて会員登録用の URL をクリックしま

す。 

  

ページが開くと会員登録用のページになりますのでこれに自分の好きな ID とパスワードを

入力します。 

  

氏名、フリガナを入力します。このときすべて全角でスペースなしで入力してください。 

  

個人・法人区分のところに、個人であれば個人、法人であれば法人にチェックをいれ法人

の方のみ担当者とフリガナを入力してください。メールアドレスは自動的に入力されていま

すので次は電話番号を入力してください。 

  

続いて生年月日を記入しかんたんログインにチェックを入れることをお勧めします。 

  

なぜならいちいちパスワードを入力していては面倒ですからね。これは、携帯の製造番号

を登録しておいてログインのときに携帯の製造番号を照合してログインできる便利な機能

です。 

  

つぎは少し下へさがって同意して登録をクリックします。 

  



すると画面が切り替わり AS 会員情報登録確認の画面が表示されます。確認を行い間違

いなければAS会員登録をクリックします。このときにかんたんログインにチェックを入れて

いれば製造番号を登録しますかと確認がでることがあります。 

  

すると、またメールが送られてきます。ここからログイン画面に飛びます。 

  

そして、かんたんログインを登録していればこれをクリックするとログインが行われます。

登録されていない方はお手数ですが ID とパスワードを入力してください。 

 これで第一段階は終了です。 

  

手順２ ブログ作成  

次は、ブログの登録を行います。ブログの登録というのは自分で作成したブログにこの

Moba8.net の広告を載せるため 

  

のブログです。ログインを行った画面からすぐに作成可能です。どうせ自分でしかクリック

しないので内容にこだわる必要はまったくありませんのでいたってシンプルなもので結構

です。タイトル、内容などは適当に考えてください。 

  

なんでもいいです。 

  



ログインを行った画面から下にさがりブログをお持ちの方は住所、口座登録を行ってくださ

い。 

  

ブログをお持ちでない方はブログの作成にかかります。ピンクの文字で書かれてあるなか

に→ファンモグを登録と書かれてあるところをクリックします。 

  

そしてファンモグの登録を行います。ニックネーム、ブログタイトル、を入力します。ニック

ネームは全角です。次にブログの URL を決めます。これは自分の好きなアルファベットを

並べてください。何かの名前でも結構です。ただし小文字で半角を使用して入力を行って

ください。ブログのカテゴリを選択します。サイトカテゴリも選択します。 

  

これも適当で OK です。そしてブログの紹介文です。これも適当で OK です。なにか自分の

サイトのアピールでも書いてください。終わると同意して登録をクリックします。すると確認

画面が表示されますのでこのときに自分で作成したブログのURLは必ず控えておいてくだ

さい。これで間違いなければ登録を押してください。すると、すぐにメールが送られてきま

すので確認をしてください。これで手順２は終了です。 

  

手順３ プログラムの契約 

  

プログラムの契約とは報酬をいただく広告サイトと Moba8.net を通じて自分のブログに掲

載させてもらうための手続きを行います。Moba8.net にログインを行ってください。そして、



キーワード検索の覧にクレジットもしくはキャッシングまたは資料請求と入力して検索をか

けると広告を出している会社が表示されますので報酬と条件をよく読んでよさそうなもの

をどれでもいいので選んで契約してください。このときに承認されるまで時間がかかるもの

もありますので契約する会社はできるだけ多いほうがいいですのでたくさん契約しといてく

ださい。 

  

これで手順３は終了です。 

  

 

 

手順４ ブログに広告を掲載 

  

そのまえに、まだ住所と口座の登録がまだの方はこの時点で行っておきましょう。 

  

住所、口座の登録が完了したらブログに広告を掲載していきます。ログインを行ってくださ

い。そして次に参加プログラム一覧と書かれてある所をクリックします。 

  

すると、今現在、契約が成立している会社が一覧として表示されていますのでお好きなプ

ログラムを選んでください。このときに必ずプログラムの詳細を確認してからにしてくださ

い。 

  



つぎに広告素材と書かれてあるところをクリックします。そして、掲載するサイトを確認して

間違いなければ広告リンクを表示をクリックします。 

  

ここに HTML タグと呼ばれるプログラムが格納されています。これは一見暗号のように見

えますがこれをブログに載せると自動的に変換されバナーと呼ばれるクリックするとペー

ジが切り替わるボタンに早変わりします。自分のブログに掲載できたらこのボタンを自分

でクリックしてサイトに行きクレジットカードの発行手続きや資料請求を行って報酬を得る

仕組みになっています。 

  

話が飛びましたが、次は素材内容を自分宛てにメールと書かれてあるものをクリックして

自分の携帯にメールを送ってください。 

  

しばらくするとメールが届くはずです。メールを開いてください。 

  

メールの内容はタイトルが Moba8.net と書かれてあり本文がプログラム名 ・・・・・・・ 素材

コード：・・・上記素材コードをそのまま貼り付けてご利用ください。 

  

と書かれてあるはずです。そしてこのメールの本文の素材コード：と書かれてあるところを

含まずに素材コードと書かれてあるところ以降をから上記素材コードをそのまま貼り付け

てご利用ください。を含まずに上記素材コードをそのまま貼り付けてご利用ください。の前



のところまで選択してコピーを行ってください。つまりアルファベットのところですね。もっと

わかりやすく言うとコピーするところを色分けしますね。 

  

例１ 素材コード：ajfdalhafulghaj;/?io;e/=23489?aghp 噂のどこでもドアがあなたにご融

資！/jdklahg/jfamoba8.ne.tojgf>  上記の素材コードをそのまま貼り付けてご利用くださ

い。 

  

こういうことですね。なかには日本語が含まれていますがブログに掲載するとこの日本語

がボタンになります。 

  

続きましてコピーが終わったらファンモグのサイトにとびます。こちら→

http://fanblogs.jp/fanmog/;jsessionid=A91104A9C04349562A1126E0EC55CB7D.ap1 

 

  

そしてログインを行います。ログインのところをクリックするとログイン画面に変わりますの

でここに Moba8.net で登録した ID とパスワードを入力すればログインできます。 

  

ログインするとマイページに飛びますので ・新しい記事を投稿 をクリックしてください。 

  



次にタイトルを適当に入力します。例 どこでもドアがあなたにご融資！ 次に画像は飛ば

して HTML タグを利用するに必ずチェックが入っていることを確認します。 

  

そして本文です。ここに先ほどコピーした HTML タグを貼り付けます。携帯のメニューで貼

り付けを押して張り付けしてください。 

  

そして保存をクリックして確認を行い 保存をして公開 をクリックすればブログに掲載でき

ます。 

  

 

手順５ お金儲け開始！！ 

  

では早速お金儲けを始めたいと思います。まずファンモグにログインしてください。そして

つぎに 自分のブログを閲覧 をクリックしてください。 

  

すると自分のブログが表示されますのでそこに先ほど投稿した広告が文字として表示され

ているはずです。 

  

その広告をクリックしてください。 

  



ここから先は掲載する広告の内容によって違いますのでご自身で行ってください。クレジッ

トカードの場合ならば報酬の条件にあったクレジットカードを発行してください。 

  

資料請求ならば資料請求を行ってください。するとすぐには結果が反映されませんが１日

から２日すると結果が Moba8.net に反映されますので Moba8.net で報酬を確認してくださ

い。 

  

毎日やればやった分だけ報酬がどんどん増えてきますので笑いが止まりません。日記や

記事などを書きながらこの自分の作ったサイトを友人などに公開して友人が広告をクリッ

クして資料請求やクレジットカードを作ってくれたりすればもちろんあなたに報酬が支払わ

れます。ですが故意にクリックしてもらうように依頼するなどすると規約違反になりますの

で絶対に行わないでください。 

  

手順５はこれで終了です。 

  

今後行う作業は手順３から手順５までをひたすら繰り返すだけです。 

１、 プログラムの契約 ２、ブログに広告貼り付け ３、広告をクリック  

 

この３つだけで報酬が発生するなんて 

  



信じられないと思いますが本当に発生します。これらは利用規約に反すること以外が完全

に合法ですので法に触れることはありませんしむしろ会社の宣伝をした上に自分が登録を

行って自分が企業のお客様になっているわけですからなにも問題ありません。 

  

では、これから頑張ってください。幸運をお祈りいたします。 

 

携帯からだとやりにくいという方は、パソコンでこの動作を行うこともできます。 

パソコン版 

手順１ http://blueash1116.blog98.fc2.com/ 

このブログにアクセスして 

携帯、パソコンで稼げる可能性無限大の法則！ 

と書かれてある記事をご覧ください。 

手順２ FC2 BLOG と書かれてあるバナーをクリックしてブログの作成を行います。 

手順３ ブログができたら同じ記事の FC2 のバナーの下にある赤い文字の A8.net 

をクリックして手順２で作成したブログを登録します。ここの A8.net はパソコン専用です。 

あとは、携帯版 手順３ 

と同じ動作を行うだけです。プログラム契約を行い本人資料請求、本人契約可能なものに

申し込んで作業をするのみです。  

パソコンの方のみですが、資料請求、クレジットカード申し込みを行う際にとても便利なツ

ールをご紹介いたします。これは、無料ダウンロード可能ですが体験版です。 



体験版ですが半永久的に使えます。どういうものかといいますと資料請求、クレジットカー

ド申し込みを行う際には必ず個人情報、住所などの記入が必要になりますが何度も繰り返

すとさすがにキーボードに慣れていない人は不便でやりにくくなってきます。 

そうなると当然モチベーションも下がってきますのでさらに快適に作業を行うための無料ソ

フトです。そのツールとは RoboForm  というソフトです。 

ダウンロードはこちら→ http://www.roboform.com/jp 

こちらからダウンロードを行いインストールを行ってください。そして、個人情報を入力して

パスワードを設定して保管しておけば入力が必要な場面でボタン一つで住所 氏名 電話

番号 メールアドレスなど入力に必要な項目を自動的に判断して入力してくれます。 

これは、非常に便利ですので是非おすすめです。では、幸運を祈ります。 

以上が本商材の内容となります。 

  

何かご不明な点や操作が分からない場合などがありましたら Moba8.net やファンモグにお

問い合わせください。 

  

このたびは本商材をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。 

  

注意 

 利用規約を必ずよくお読みになってから同意を押してください。 利用規約に反すること

や、犯罪行為を行うことは絶対に行わないでください。これらの内容を不正を行うことなく

確実に行えば必ず報酬が支払われますが以前クレジットカードを踏み倒した方やブラック



リストに載っている方などは場合によっては報酬が得られない場合がありますがそのよう

なケースでの返金には応じかねますので予めご了承ください。 

なお、この商材を実際にすべて手順５まで行って報酬が発生しない場合以外、例えば内

容が理解できなかった、手順を 後まで正確に行っていない場合、携帯の不具合、携帯

料金の未払いなどの都合でできなかったなどの個人的な都合で報酬が発生しなかったケ

ースには返金には応じられません。ご自身と契約媒体間でのトラブルに関しては一切責任

を負いません。サポート有効期限は２週間とさせていただきます。 

  

これらのやり方をちゃんと正確に行っていれば報酬が必ず発生しますのでご安心ください。

なにかわからなかったらいつでも問い合わせてください。 

資料請求を行った会社から当然電話がかかってくることがありますができる限り善良な対

応をしてください。あくまで報酬をいただいていますから！ 

後にしつこく電話をかけてくることがあった場合にはキッパリと興味がなくなってしまって初

めは興味を持ち資料請求をしたが今は検討していないとの意思を明確に伝え今後申し込

みなどをする場合にはこちらから電話をするのでそちらの方から電話をすることはしない

でください！と伝えることが重要です。 

 

禁止事項 

※注意事項、および禁止事項※ 

 

本商品でお伝えします内容は一般的な内容であり、時には個々人の事情により変更すべき箇所もあるか

と思います。その場合は本商品で紹介いたします内容にこだわらず、お客様一人一人に適した内容に変

更をお願いいたします。 

この商品によりお客様にいかなる損害・損失が発生した場合においても当方で責任を負うことはできませ

んのでご了承ください。 

本商材ならびに特典、オプションプランなどすべての情報において著作権により保護されておりますので 



本文、URL、取引メール、販売ページ、画像すべてにおいて無断転載、転売、転送禁止です。 

本商材はご購入者様のみ観覧することが許可されていますのでご本人様以外の第３者に内容を流出さ

せてはいけません。本商材をお買い上げと同時に秘密保守義務と利用規約厳守義務が発生しますので

注意事項、禁止事項を厳守していただきます。これらの義務を犯す者は容赦なく法的対処の対象となり

ますのでご注意ください。 

ネットショップ開業にあたってご紹介した One Style My Shop でのネットショップ開業がどの仕入先でも必

ず審査を通過して仕入れが可能になるという１００％の保証をするものではありません。あくまで仕入れ可

能にする方法の一例とお考えください。 

この情報に記載のある仕入先すべてにおいて実際に仕入れを行った経験があるわけではありませんの

で審査を通過せず仕入れができないことも仕入先によってはある場合もありますのでこの情報は１００％

どんな仕入先でも商品が仕入れ可能となる保証をするものではありませんのでそういった返金にも応じ

かねますので予めご了承ください。 

本商材は、利用することで非常に安価な価格で商用目的の商品を仕入れることのできる仕入先を知るこ

とができる情報商材であって必ずしもお求めの商品を仕入れることが可能になるわけではございません。

本情報をもとに仕入れられる商品の品質保証並びに価格の保証は行っておりません。商品の値段は一

般市場の需要と供給などあらゆる可能性に左右され常に変動するものですので安い商品もあれば高い

商品もあり度の値段が安い、高いと感じられるのも個人それぞれで違いますので商品が高いものがあっ

たとしても値段に対するクレームも受け付けておりませんので予めご了承ください。 

商品の数も膨大な量があり、すべての商品を実際に仕入れたわけではありませんので販売ページでご紹

介しました商品が今どこでいくらで販売されているかというお問い合わせにはお答えできません。 

販売ページの注意事項にも記載の通り商品はご購入者様ご自身で探していただく形となります。 

低仕入数量も各サイト、各問屋によって違うためすべての商品が数量１つからの仕入れが可能となる

わけではございません。 

ほとんどの仕入れ先が非常に需要の高い売れ筋商品を取り扱っておりますのでホームページに記載さ

れてある商品が売り切れなどで手に入らない可能性もありますのでご購入はなるべくお早めに行ってくだ

さい。なお、ホームページの商品の価格の記載に嘘はございませんが売り切れなどの仕入れ先の都合で 

仕入れることができなかった場合などにつきましてもそういった理由での返金には応じられませんのでご

了承ください。 

ご購入者様と、本商材でご紹介しました仕入れ先間のトラブルには私は一切関与しないものとし、一切の

責任を負わないことといたします。 

仕入れにあたっての購入などはすべてご購入者様の自己責任の下で行ってください。 

本商材は上記にも記載しましたとおり仕入れ先を知ることはできますが本商材を使用して必ずしもご購入

者様に利益をもたらす商材ではないことだけご理解ください。 

安価で仕入れを行った後に、ご購入者様の販売方法によっては利益をもたらすことは可能ですがオーク

ション相場などその時期などにより需要と供給は常に変化するものですのでそれを確実に保証するもの

ではありませんのでご了承ください。 

これらの情報（ヤフオク問屋マスターガイド！！）、付属会計ファイル（ヤフオク問屋マスターガイド-月間

収支表）並びに使用説明書、特典 1,2,3、オプション（市場価格リサーチツール、モバイル長者への道、ド

ロップシッピング革命）、出品ページ、画像、取引メールのすべての著作権は『ヤフオク問屋マスターガイ

ド！！』に属しまた、私 Yahoo ID empty_color1126 が所有する著作物です。 

 

いかなる理由があろうと転写、転載、転売禁止です。 



これらの内容は情報になりますので法的にもクーリングオフ対象外ですので返金ならびに返品ともに不

可能です。 

これらの注意事項などに内容に関しましても販売ページの本文中に記載がありますので、これらの注意

事項にはすでに同意のもと売買契約が成立しておりますので御購入後のクレームなどは受け付けませ

ん。 

これらの情報は転売を阻止する目的としてパスワードおよびコピーコントロールが組み込まれていますの

で、改ざん、コピーなどの情報を複製する行為は不可能となっております。パスワードもすべて一人一人

違うパスワードを発行しており購入者様の名前、パスワードなどはこちらでリストアップして保管してありま

すので転売などされた場合にはすぐに誰が転売、無断転載を行ったかわかるようになっておりますのでく

れぐれもお気を付けください。無断転売、転載を発見した場合には法的措置を踏まえて対処いたします。

なお、これらの暴露サイトのほかに Web 上において転売、転載など行われていないか常に監視をしており

ますのでくれぐれも禁止行為を行わないようにしてください。 

購入者様の IP アドレス、ホスト名、プロバイダ情報、回線情報など身元を特定できる情報は既に注文フォ

ームオーダー時に自動的に記録をとらせて頂いておりますので予めご了承ください。 

 

これらの情報、サイトには暴露、漏えい、転売などを未然に防ぐためにアクセス解析プログラムをつけさ

せていただいております。この情報が私が販売し許可したもの以外が観覧しないようどなたがご覧頂いて

いるのか、アクセス元の都道府県、市町村、お使いのＯＳ、などの詳細に至るまでこちらでわかるようIPア

ドレス(パソコンの住所)、ホスト名なども含め監視させていただいておりますので予めご了承ください。 

よくある脅しではなく本当にわかりますのでご忠告いたします。 

 

この度は『ヤフオク問屋マスターガイド！！』をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。 

Copyright (C) 2010 Yahoo ID empty_color1126. All Rights Reserved. 

 


