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ああああななななたたたた・・・・・・・・・・・・知知知知ららららなななないいいいううううちちちちにににに損損損損ししししてててていいいいるるるるかかかかももももししししれれれれまままませせせせんんんんよよよよ！！！！？？？？    

インフォトップインフォトップインフォトップインフォトップののののアフィリエイアフィリエイアフィリエイアフィリエイタタタターーーー登録登録登録登録ででででききききてててていいいいまままますすすすかかかか？？？？    
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◆◆◆◆はじめにはじめにはじめにはじめに 

“えふうっど”と申しますｍ（__）ｍ 

この度は、当方より情報商材のご購入、誠に有難うございました。 

この PDF ではインフォトップへのアフィリエイターの登録の仕方を図解入りで解説します＾＾ 

あなたの家計の節約に、そして、アフィリエイトで稼ぐために、優しく丁寧にお教えします♪ 

 

なお、登録者には「「「「miximiximiximixi 足跡足跡足跡足跡ツールツールツールツール」」」」の他、mixi で”えふうっど“が 2ｔｉｅｒさん限定で実施している「「「「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・・・・ササササ

ポートコミュニティポートコミュニティポートコミュニティポートコミュニティ」」」」のののの参加権利参加権利参加権利参加権利を差し上げます。（既に登録されている方は、一度退会後、再登録が必要です） 

コミュニティでは、役立つテンプレートの配布、アフィリエイトに関する役立ち情報の発信、あなたのアフィリエイトに

関する疑問解決の場を提供していますので、きっとあなたのお役に立てるはずです＾＾ 

インフォトップの登録は、ほんの数分の作業ですので、しばしの間お付き合い下さい＾＾ 
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◆◆◆◆インフォトップインフォトップインフォトップインフォトップにににに登録登録登録登録するとするとするとするとなぜなぜなぜなぜ有利有利有利有利なのかなのかなのかなのか？？？？ 

インフォトップは情報商材を扱うアフィリエイトサービスプロバイダ（ASP）です。 

ここには、ありとあらゆる情報があります。 

「育児や恋愛、お金儲けの話、ギャンブル必勝法 etc・・・」 

普段何気ない生活をしていても、「あったらいいなぁ～」と思うような情報が、売られている所です＾＾ 

 

しかし、難点なのは、情報商材は高い！という事です。 

少しでも安く購入するなら、自己アフィリエイトという方法を使いましょう。 

 

自分のリンクから、購入すれば、かなり安く購入できてしまうのです♪ 
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実際下記のように、自己アフィリ可の情報商材なら、安く購入できるんです＾＾ 

 

 

このように、節約が出来るのと、もう一つ大きいのは・・・ 

自分のサイトから商材が買われた場合、報酬が貰えるという事です。 
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◆◆◆◆    実際実際実際実際どのどのどのどの程度売程度売程度売程度売れるのかれるのかれるのかれるのか・・・・・・・・・・・・おおおお見見見見せしますせしますせしますせします 

 

～～～～入入入入りきらないのでりきらないのでりきらないのでりきらないので途中抜粋途中抜粋途中抜粋途中抜粋～～～～    

 

 

いかがでしょうか。 

月の途中までとは言え、20万以上の収益。 

 

あくまで途中経過ですので、このペースだと、

月 25万位程度の収益になると予想されます。 

 

このように、情報商材を販売することでも稼ぐ

ことが出来るんです＾＾ 
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しかし、節約をするのも、販売で稼ぐにしても、アフィリエイター登録をしないと話が始まりません。 

そこで、節約＆賢く稼ぐためのインフォトップ登録法を、優しく伝授します＾＾ 

 

もちろん、あなたにタダで登録して頂く訳にも参りません＾＾； 

なので・・・登録して頂いた方には、「「「「miximiximiximixi 足跡足跡足跡足跡ツールツールツールツール」」」」や「「「「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・・・・サポートコミュニティサポートコミュニティサポートコミュニティサポートコミュニティ」」」」のののの参加権利参加権利参加権利参加権利を無料

で差し上げています＾＾（※コミュニティでは、情報商材販売のテンプレートの無料配布もしています） 

では、早速登録に参りましょう♪ 
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◆◆◆◆インフォトップインフォトップインフォトップインフォトップにににに登録登録登録登録にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての注意点注意点注意点注意点（（（（そそそそのののの 1111））））    

登録にあたっては、あなたの PC のクッキーを有効にしてから、ご登録下さい。 

クッキー（Cookie）とは、パソコンのサイト情報を保存するファイルです＾＾ 

 

クッキー（Cookie）を有効にしないまま登録した場合、当方から登録した事が分かりませんので、 

特典も差し上げられない場合がありますので、ご注意下さい。 

 

なお、Cookie を有効にしても、何らあなたに不利益が生じる事もありませんので、どうかご安心を＾＾ 

Cookie の設定方法は、下記をご参考下さい。 

http://manual.infotop.jp/customer/tips2.html 

クッキーの設定が出来たら次に進みましょう＾＾ 
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まず、下記にアクセスして下さい。 

【【【【インフォトップインフォトップインフォトップインフォトップ】】】】    http://www.infotop.jp/two.php?pid=223    

下記の画像が出てきますので。赤丸部分をクリックします。 

    

 

アフィリエイターアフィリエイターアフィリエイターアフィリエイターというというというという部分部分部分部分ををををクリッククリッククリッククリックしてしてしてして下下下下

さいさいさいさい。。。。    

（（（（モバイルアフィリエイモバイルアフィリエイモバイルアフィリエイモバイルアフィリエイターターターターではありませんではありませんではありませんではありません））））    
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下記画面になりますので、新規登録（個人）をクリックします。 
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下記画面が出ますので、必要事項を記入します。 
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先ほどの画面下部は下記のような画面があります。 

報酬の振込み口座は、後で記入しても構いません（今は記入しなくても良いでしょう） 

 

最後に、「「「「同意同意同意同意するするするする」」」」にチェックを入れ、赤丸部分の「「「「登録内容登録内容登録内容登録内容をををを確認確認確認確認」」」」をクリックし、登録をすませます。 

後ほど、貴方のメールボックスに登録確認メールが届きますので、確認し、登録を済ませてください。 

以上で登録は完了です。お疲れ様でした＾＾ 
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ちなみに、インフォカートも使えるＡＳＰです。 

宜しければ、先ほどのインフォトップと同じような手順で、登録しておいて下さい＾＾ 

【【【【インフォカートインフォカートインフォカートインフォカート】】】】：：：：http://www.infocart.jp/?e=8seiunsky8    

    

    

インフォトップインフォトップインフォトップインフォトップととととインフォカートインフォカートインフォカートインフォカートはははは、、、、情報商材情報商材情報商材情報商材 ASPASPASPASP としてとしてとしてとして、、、、品揃品揃品揃品揃えもえもえもえも豊富豊富豊富豊富ですですですです（＾＾ｂ（＾＾ｂ（＾＾ｂ（＾＾ｂ    
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◆◆◆◆miximiximiximixi 足跡足跡足跡足跡ツールツールツールツールのののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

さて、冒頭にも申し上げましたが、インフォトップ登録者には、ｍｉｘｉ足跡ツールを無料プレゼントしております♪    

登録後、タイトルに「インフォトップ登録」の件名で、http://my.formman.com/form/pc/1vEh1SJABsXRAGC3/ まで

ご連絡ください。mixi 招待状も欲しいという方は、その旨明記下さい。ＩＤ確認後、折り返しツールをプレゼントさせ

て頂きます m（__）m 

 

また、インフォトップ２ｔｉｅｒさん限定の支援コミュニティの参加権利もございます。 

【【【【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でででで全全全全うにうにうにうに稼稼稼稼ぐぐぐぐ会会会会】】】】http://mixi.jp/view_community.pl?id=2675088 

※えふうっど自作テンプレートの配布やアフィリエイトで稼ぐためのサポートなどを行っております。えふうっどの商材の一部も無料で貰えるかも？ 

コミュニティ参加権利は、mixi ログインしてコミュニティの URL を、アドレスにコピーペーストして頂ければ、コミュニ

ティが表示されます。その後、各自で参加申請をして下さればと思います＾＾ 

※参加申請時には、インフォトップ ID をお知らせ下さい。確認後コミュニティ登録の承認処理を行います 
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【【【【よくあるよくあるよくあるよくある質問質問質問質問】】】】 

Ｑ．Ｑ．Ｑ．Ｑ．既既既既ににににインフォトップインフォトップインフォトップインフォトップ登録登録登録登録しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが・・・・・・・・・・・・    

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．申申申申しししし訳訳訳訳ございませんがございませんがございませんがございませんが、、、、一度退会一度退会一度退会一度退会後後後後、、、、当方当方当方当方ののののリンクリンクリンクリンクよりよりよりより再登録下再登録下再登録下再登録下さいさいさいさい。。。。    

（（（（どうしてもどうしてもどうしてもどうしても無理無理無理無理なななな場合場合場合場合のみのみのみのみ、、、、インフォカートインフォカートインフォカートインフォカートでもでもでもでも結構結構結構結構ですですですです））））    

    

Ｑ．Ｑ．Ｑ．Ｑ．インフォトップインフォトップインフォトップインフォトップをををを一度退会一度退会一度退会一度退会してしてしてして入入入入りなおそうとりなおそうとりなおそうとりなおそうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、問題問題問題問題なくできますかなくできますかなくできますかなくできますか？？？？    

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．退会退会退会退会はははは問題問題問題問題なくなくなくなく出出出出来来来来ますますますます。。。。ただしただしただしただし、、、、再登録再登録再登録再登録までにはまでにはまでにはまでには、、、、若干時間若干時間若干時間若干時間がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。    

またまたまたまた、、、、再登録時再登録時再登録時再登録時にはにはにはには、、、、以前登録以前登録以前登録以前登録したしたしたしたメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスとととと別別別別ののののメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスをををを使使使使うのがうのがうのがうのが良良良良いでしょういでしょういでしょういでしょう。。。。    

    

Ｑ．Ｑ．Ｑ．Ｑ．miximiximiximixi にににに登録登録登録登録してないのですがしてないのですがしてないのですがしてないのですが・・・・・・・・・・・・    

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．miximiximiximixi にごにごにごにご登録登録登録登録されていないされていないされていないされていない方方方方はははは、、、、当方当方当方当方よりよりよりより miximiximiximixi 招待状招待状招待状招待状をををを送付送付送付送付しますのでしますのでしますのでしますので、、、、ごごごご安心下安心下安心下安心下さいさいさいさい＾^^^＾^^^    
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◆◆◆◆最後最後最後最後にににに♪♪♪♪    

以上情報商材ＡＳＰのインフォトップ登録方法について解説しました♪ 

分からない事がありましたら、遠慮なく聞いて下さい。 

（えふうっどへの連絡はこちらからどうぞ ⇒ http://my.formman.com/form/pc/1vEh1SJABsXRAGC3/ ） 

 

あなたに稼いでもらえるよう、私も精一杯サポートしますので、今後ともよろしくお願いします＾＾ 

 

 

セミナー講師 “えふうっど” 

これで貴方も小金持ち：http://www.mag2.com/m/0000202397.html 

 


