
 

   

 

   【つくし レポート】 

 

  IDIDIDIDアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト（（（（大石式大石式大石式大石式））））？ 

奈奈奈奈々々々々子式子式子式子式    多重人格多重人格多重人格多重人格アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト？ 

  メルマガブートキャンプメルマガブートキャンプメルマガブートキャンプメルマガブートキャンプ？ 

   

   メルマガアフィリエイトノウハウメルマガアフィリエイトノウハウメルマガアフィリエイトノウハウメルマガアフィリエイトノウハウってってってって    

                                たくさんあるけれどたくさんあるけれどたくさんあるけれどたくさんあるけれど    

                    一体一体一体一体どれがどれがどれがどれが自分自分自分自分にににに合合合合ってるのってるのってるのってるの？？？？ 

 

      このこのこのこの度度度度はははは、、、、レポートレポートレポートレポートををををダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしてしてしてして    

                                くださりくださりくださりくださり、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

                    細細細細かいことはかいことはかいことはかいことは省省省省きますがきますがきますがきますが、、、、著作権著作権著作権著作権はははは「「「「つくしつくしつくしつくし」」」」にありにありにありにあり    

                    放棄放棄放棄放棄はしておりませんのではしておりませんのではしておりませんのではしておりませんので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

                             

                                        【【【【免責事項免責事項免責事項免責事項についてについてについてについて】】】】    
                このこのこのこのレポートレポートレポートレポートのののの利用利用利用利用によりいかなるによりいかなるによりいかなるによりいかなる損害損害損害損害がががが発生発生発生発生してもしてもしてもしても    

                                    当方当方当方当方ではではではでは一切責任一切責任一切責任一切責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。    

    

         

 

         

   

     



 

   

    それではそれではそれではそれでは早速早速早速早速３３３３つのつのつのつのメルマガアフィリエイトノウハウメルマガアフィリエイトノウハウメルマガアフィリエイトノウハウメルマガアフィリエイトノウハウのののの    

                                    比較比較比較比較をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 

    柴野雅樹柴野雅樹柴野雅樹柴野雅樹＆＆＆＆磯貝優磯貝優磯貝優磯貝優    

メルマガブートキャンプメルマガブートキャンプメルマガブートキャンプメルマガブートキャンプ    

    
 

３つのメルマガを使っ

て濃い読者を集めてい

く方法です。 

 

大石式に+αしたよう

なノウハウと言えま

す。基本は大石式にな

ると思います。 

 

でも、大石式に足りな

い何かをブートキャン

プが補っています。 

ここが、メルマガブー

トキャンプの要となる

でしょう。 

 

全くゼロの状態の人

が、月に5万円～10万

円、稼げるようになる

ためのプログラムを、

初心者の方にもわかり

やすく、親切に説明さ

れています。 

 

再現性も十分にありま

す。 

 

                奈奈奈奈々々々々子式子式子式子式    

多重人格多重人格多重人格多重人格アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト

    
 

最終的には、全く異な

る３つのメルマガをう

まく稼動させていきま

す。 

 

まずある有料配信スタ

ンドから、自動配信で

メルマガをは発行しま

す。 

 

これには、最低限の費

用が必要となります。 

 

しかも、自動配信メル

マガを作る場合には配

信スタンドが限られて

しまいますので、すで

に別な配信スタンドを

お使いの方は新たに契

約をしなければいけま

せんので、悩んでしま

うところです。 

 

メインとなる王道メル

マガはまぐまぐを推奨

しております。 

                大石式大石式大石式大石式    

    「「「「IDIDIDIDアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト」」」」    

    
 

１５０００件というア

ドレスの取得方法が書

かれています。 

 

そこには、作者が分

析・検証を繰りかえ

し、生まれたデータを

具体的な数値で表して

います。クリック率を

チェックし、次のメル

マガ発行に生かす。 

 

そして、また分析･検

証・・・と、まさにID

と言うべき戦略で、完

全無料で１ヶ月に１万

５０００人も読者を増

やしてしまったという

方法がかかれていま

す。 

 

マニュアルが非常に読

みやすく、販売当初、

欠点と言われた部分も

すぐに書き換えられ、

初心者の方にもわかり

やすい内容です。 



 

   

 

レポートスタンドをう

まく使い、はじめの読

者をいとも簡単に集め

ることができます。 

 

実際に、はじめた翌日

には90件のリストを集

めることができまし

た。 

 

すでにメルマガを発行

されている方は、あら

たに3つのメルマガをつ

くる必要はありませ

ん。 

 

お持ちのメルマガで応

用ができるようになっ

ています。 

 

独自配信スタンドを使

うノウハウですが、無

料の配信スタンド使っ

てはじめることもでき

ます。 

 

ただ、無料配信スタン

ドにはそれなりのデメ

リットもありますの

で、そこはご自分で考

える必要があります

ね。 

 

やろうと思えば、ノー

リスクでできるノウハ

ウです。 

 

これについては、他で

も応用が利くかと思い

ます。 

 

すでにめるまがをお持

ちの方も、そのままで

お使いいただけると思

います。 

 

ですから、すでにメル

マガを発行されている

方には、物足りないか

もしれません。 

 

でも、ライティング講

座もあり、とても丁寧

ですので、初心者の方

にもはじめやすいと思

いますし、すでに発行

されている方には、売

れる文章を学ぶことが

できます。 

 

このライティング講座

があるおかげで、初心

者の方も挫折せずに進

められるかと思いま

す。 

 

３つめのメルマガは２

つが軌道にのってか

ら、はじめるようにな

っておりますが、余裕

のある方はどんどんは

じめて加速できるかと

思います。 

 

販売ページでは｢無料」

でできるということを

強調していますが、配

信スタンドは有料スタ

ンドが推奨されていま

す。 

 

無料の配信スタンドで

も可能ですが、大石式

実践者が増えたことに

より、規約の変ってし

まった配信スタンドが

あったり、大石式のノ

ウハウを忠実に実践す

るためには使いづらい

配信スタンドもありま

すので、やはり、有料

配信スタンドの利用は

必須になるのではない

でしょうか。 

 

それ以外は、お金や時

間を掛けずに読者を増

やしたり、クリック率

を上げる方法などが、 

裏づけを通して、説明

されているので、信頼

でき、参考になりま

す。 

 

メルマガを発行する回

数、時間帯など、細か

い部分も具体的に説明

されているので、実践

もしやすいかと思われ

ます。 

 



 

   

 

 

理論編と実践編に分か

れており、本当に濃い

内容となっておりま

す。 

 

こんなに濃いノウハウ

でありながら、価格は

アルバムCD1枚分の価

格【3150円円円円】です。 

そして、こんなに安価

であるにもかかわら

ず、返金保証が90日間

もついているんです。 

これについては、300人

限定ですが。。 

 

本気で稼がせようとす

る心が見られます。 

 

大石式を持っている人

もは、もう一ひねりの

ノウハウとして、持っ

ておらず、悩んでいる

人は、ブートキャンプ

で十分に始められま

す。 

 

ただし、メルマガブー

トキャンプにはサポー

トがありません。 

フォーラムもありませ

ん。 

でも、わかりづらいと

ころを聞くことはでき

ます。 

とても読みやすく、や

る気を起こさせるよう

な、マインドに溢れた 

ノウハウです。 

 

すでに、成果を出して

いる人や、他のノウハ

ウを実践中の人には、

必要ないノウハウかと

思います。 

 

でも、気づきをもらえ

ます。 

 

自動配信メルマガにつ

いては、配信スタンド

の機能をうまく使っ

た、まさに主婦ならで

はのアイデアに溢れた

ノウハウです。 

 

即効性はないと思いま

したが、実践して1週間

で2件の成約がありまし

たので、可能性はとて

も秘めています。 

 

初心者のかたにも実践

可能なノウハウです。 

再現性もあります。 

 

発行スタンドの費用だ

けは考えてしまうとこ

ろですね。 

 

 

ただ、この方法を進め

ていくと、煽り系のメ

ルマガを発行すること

になりかねないので、

そうならないための自

分なりの工夫も必要に

なるかと思います。 

 

ノウハウ自体は確かに

素晴らしく、再現性も

認められますが、一日

に何通もメルマガを発

行することに抵抗を感

じる人は、購入を控え

た方がいいでしょう。 

 

実際に、購入して、再

現性を認めたにもかか

わらず、大石式のノウ

ハウを自分のスタイル

とは違うと感じ、アフ

ィリエイトをしていな

い購入者も多くいま

す。 

 

これは、ノウハウが悪

いのではなく、アフィ

リエイターの目指す軸

の違いだと思います。 

 

また、大石式では無料

レポートが鍵を握る部

分がありますので、無

料レポートに興味がな

い方にも向かないかも

しれません。 

 



 

   

 

 

あとは、あなたが信頼

するアフィリエイター

のかたに相談して、サ

ポートをしてもらうと

良いかと思います。 

 

メルマガブートキャン

プは購入者のみがアフ

ィリエイトできるよう

になっておりますの

で、紹介している人

は、みなさん、中身を

確かめている方だと思

います。 

 

購入前に相談してみる

のも良いと思います

よ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

メルマガブートキャンプメルマガブートキャンプメルマガブートキャンプメルマガブートキャンプ    

 

http://xn--

z8jzmpas1115g.net/ 

 

価格価格価格価格    ３３３３，，，，１５０１５０１５０１５０円円円円    

お金をかけてアフィリ

エイトをしたくない人

には、向かないかと思

います。 

 

でも、メインとなる王

道メルマガのライティ

ング講座などは、それ

だけでもノウハウにな

りそうな、内容になっ

ておりますので、売れ

るメルマガの文章を学

びたいと言う場合にも

よいかもしれません。 

 

王道を実践しながら、

一方では完全自動化

で、うれしい報酬を狙

い、モチベーションが

保てることにより、継

続してメルマガを楽し

みながら発行できると

ころが、最大の魅力だ

と思います。 

 

迷惑フォルダに入って

しまうことだけが今の

悩みです。 

 

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

奈奈奈奈々々々々子式多重人格子式多重人格子式多重人格子式多重人格                    

アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト    

 

http://rise-biz.com/ 

    

価格価格価格価格    １４１４１４１４，，，，８００８００８００８００円円円円    

どのノウハウもそうだ

と思うのですが、良い

ところもあれば悪いと

ころもあります。 

 

その悪いと思うところ

を自分なりのアイデア

でよい方向へ変えてい

くことが大切なように

思います。 

 

サポートフォーラムが

とても盛り上がってい

るので、たくさんの情

報を得ることもでき、

初心者の方にも親切に

教えてくれる人たちが

おりますので、一人で

悩むこともなく進めら

れると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

大石式大石式大石式大石式IDIDIDIDアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト    

 

 

http://www.mmafi.com/ 

 

価格価格価格価格    ２３２３２３２３，，，，００００００００００００円円円円    

        



 

   

ご検討されて、もしつくしから購入したいと思われた場合、 

下記URLからご購入いただけますと、うれしいです♪ 

 

すみません、一応アフィリエイターなので、営業してみました。 

 

でも、あなたの信頼のおけるアフィリエイターの方から 

お買いもとめくださいね。 

    

それでもやっぱりつくしからがいいそれでもやっぱりつくしからがいいそれでもやっぱりつくしからがいいそれでもやっぱりつくしからがいい！！！！というというというという方方方方はははは、、、、    

こちらからどうぞこちらからどうぞこちらからどうぞこちらからどうぞ♪♪♪♪    

    

☆☆☆☆メルマガブートキャンプメルマガブートキャンプメルマガブートキャンプメルマガブートキャンプ  

http://www.infotop.jp/click.php?aid=24163&iid=10087 

 

☆☆☆☆奈奈奈奈々々々々子式子式子式子式    多重人格多重人格多重人格多重人格アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト    

http://www.infotop.jp/click.php?aid=24163&iid=9746 

 

☆☆☆☆大石式大石式大石式大石式    IDアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト    

http://www.infotop.jp/click.php?aid=24163&iid=8504 

 

 

いかがでしたでしょうか？ 

 

あまり詳しく書けないのが残念ですが、 

それでも少しは比較になったかと思います。 

 

全てにいえることですが、実践して人へ勧めるからには 

自信を持って薦めるべきだと思います。 

 

つくしは、IDアフィリエイトのノウハウ自体は 

本当に素晴らしい内容だと思っています。 

 

ただ、実践方法が、つくしのスタイルにあわないと判断したため 

アフィリエイトをすることをやめました。 

でも、それはIDアフィリエイトを批判したり、 

悪い評価をつけたというわけではありません。 



 

   

メルマガブートキャンプも大石式が基本にありますが、 

また別のノウハウととらえることができます。 

 

どちらを薦めるかといわれると、 

つくしは、価格の面を考え、メルマガブートキャンプを 

お勧めいたします。 

 

初心者の方にもわかりやすい内容だと思いますし、 

やはり費用はかけたくないと思いますので。 

 

ノウハウ代を抑えることにより、 

推奨されているメルマガ配信スタンドを 

使うことも可能になるかもしれませんしね。 

 

奈々子式はすぐに成果がでたこともあり、 

つくしてきにはお勧めです。 

 

 

ただ、配信スタンドの迷惑フォルダ行きだけが 

かなり引っかかります。 

 

たくさんのメルマガノウハウが紹介されて、 

きっとどれがいいのだろう・・・ 

と悩む方が多いと思います。 

 

そんな時、こうして比較ができると良いのではないかと思い、 

今、人気のメルマガノウハウを比較してみました。 

 

メルマガブートキャンプと大石式は関連性があるので 

並べて比較しようとも思いましたが、 

つくしの中では全く別のノウハウととらえましたので、 

あえて、間に奈々子式を入れてみました。 

 

それぞれの良いところ、悪いところを踏まえたうえで 

ご購入の際の、参考になりますことを願っております。 

 

 

 



 

   

この比較を見た上で、大石式を購入したいと思う方の為に 

今回はアフィリリンクを載せました。 

表内のリンクは直リンクです。 

 

どちらからでも購入はできますのでお好きなほうから 

お買い求めください。 

 

 

 

 

 

 

        あなたの成功を祈っております。 

 

 

            つんつく応援♪ 

 

 

                        By つくし 

 

 

 

     

 

   つくしのブログ  「つくしの情報商材の村」 

               http://doumyoji.blog92.fc2.com/ 

          

 

           

 

            


