
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報商材 60 本以上！大公開！！ 

貴方も立派な情報起業家の仲間入り！！ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

著作権について 

どんどん配布してもらって結構です。 

この情報商材 60 件は以前私が再配布可能商材として 15 万円で購入したものです。 

特に初心者にとっては有意義なものもたくさんあると思いますので、 

どうか今後のビジネスのお役立てていただきますようお願いいたします。 

 

※このレポートを加工または、自分のレポートとして紹介することは 

禁じます。 

 

※ 販売はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

当レポートでご紹介する商材は下記です。 

 

 

1 月収 35 万以上最高 500 万も OK◆万一の赤字分保証 

2 もう糞情報はイヤ☆という方★☆募集中 

3 ○さんロボット 

4 生活救済情報！サルでも分かる？驚愕！副業で札束発生 

5 セレブへの片道切符￥月収２００万￥貯金７億 

6 サラリーマンの反撃◆◆ご協力下さい 

7 3 ヶ月で合計 650 万の収入☆秘密のビジネス伝授します 

8 元社長秘書が公開★お金儲けの極意★驚愕の入金数 

9 月収 35 万以上最高 500 万も OK◆万一の赤字分保証 

10 ヤフオク秘中の秘■プロが明かす禁断の手法■真面目な情報です 

11 通帳の残高が…結果でています！驚愕のお金儲け 

12 [1 番高価なものあなたに譲ります] 

13 世界初金招きツール！月収 200 万余裕！証拠先渡しアリ！ 

14 成熟◆完成◆月収３００万円◆余裕の生活 

15 明日から収入約束！月 200 万円以上も保障 

16 1 ヶ月で 2000 万稼いだ情報の真髄・本気で稼ぎたい方 

17 明日から収入約束！月 200 万円以上も保障 

18 月収４０００万円 NO １情報 

19 プロが教える究極のビジネス★ 最低月 150 万を約束 

20 23 歳ですが年収 2000 万円ありますよ 

21 １００％利益が出ます！◆１回で８万円 

22 驚異!９９．４６％の成功率で資金が１．５倍！♪ 

23 【私が見た天国と地獄は本当に紙一重だった・】 

24 お嫁に行きます☆月間振り込み 250 万では足りません？ 

25 北斗の拳最終奥義★やっぱ余裕でしょ！？ 

26 北斗の拳★確実勝利の完全手順○返金対応○SSS 級 



27 北斗の拳 〓〓 前兆直結★攻略法の極致 

28 簡単に毎日 20 万円の現金を稼ぐ方法！ 

29 頭脳プレーで儲ける 20×75000 円＝150 万の確保 

30 なんと落札したその日に５０万円手に入る 

31 片手間？ NO! 完全自動化で『ほぼ永久』に 1,000 万円以上！の謎を解明します！！ 

32 梃子の原理で年収１０００万円稼ぐ方法！ 

33 ＳEX を見ながら月 50 万稼ぐ、儲ける方法 

34 女性をイカせる感じる口説き方・・需要が多く根強い人気 

35 若ハゲ克服方法・・・実体験にもとずく情報人気高 

36 簡単に女の子の電話番号を獲得する方法 

超高額有料情報 

完全後払い！月収５０万円にならなければ、代金不要！！・・・５００００円で販売のマニュア

ル 

無料登録で８万円貰える方法・・・100％収入になる情報３０００円以上 

あなたもコレで時給７０００円!!・・・初心者にも簡単人気の情報３０００円～５０００円 

１日１万円を片手間で稼げる方法・・・５８００円以上 

無料でテレビ・ラジオが見放題・聴き放題マニュアル・・・１０００円～２０００円 

映画、新曲が見放題、聴き放題になるマニュアル・・・１０００円～２０００円 

３０万稼げる裏技・・・３０００円以上 

５０万儲かる裏技・・・５８００円以上 

１００万稼ぐ裏技・・・１２５００円以上 

わずか３０日!オークションで３０万儲ける方法・・・６８００円以上 

30 万なら稼げる裏の裏技・・・３９８０円以上 

218 名直ダウン獲得の秘法・・・３００００円で販売マニュアル 

携帯サイトで稼ぐ方法「実践！モバイルサイト運営マニュアル・・・５８００円以上 

芸能人マル秘ファイル(住所・卒業校・新興宗教などなどものすごい裏情報)・・・２９８０円以

上 

今すぐ開始できる１０００円ビジネスマニュアル・・・１０００円 

名簿ビジネス完全マニュアル・・・７８００円以上 

情報ファイル激裏情報２００以上・・・２０００円以上 

勝手に稼ぐパソコン ・・・５８００円以上 

打ち出の小槌・・・１９８００円以上 



打ち出の小槌 ver.2・・・ １９８００円以上 

史上最強ビジネスパック 

宣伝用掲示板アドレス６５５３６件!!!・・・・１万円相当 

掲示板書き込みソフト・・・3 千円～5 千円相当 

メールアドレス収集ソフト ４種類 3 万円相当 

メール送信ソフト ２種類  2 万円相当 

１日数万アクセスツール 

自動アクセスアップツール 

広告効果の高いメールマガジン 

収入を２倍に高めるマニュアル 

その他ビジネス成功の裏業やツールなど４０以上!! 

パチンコ・パチスロ攻略法 

ＣＲ海物語３最強攻略法 

ＣＲギンギラパラダイス最強攻略法 

CR ピンクレディ  初当たり打法 

ＣＲわんわんパラダイス最強攻略法★ 

新海物語 黒潮逆転大当たり誘発法  

CR 天才バカボン 

ＣＲ必殺仕事人最強攻略法 

GOGO ジャグラー － 連荘打法 

GOLD X 

アステカレジェンドＲ 

猪木バグ打法 

キングキャメル 

キングパルサー 

サバンナパーク 

ジェットセットラジオ 

スーパービンゴ － 222G 獲得打法 

スーパーブラックジャック 

スロッター金太郎 － ビッグセット打法 



ドロンジョにおまかせ 

ビーストサップ 

FIRE DRIFT 

フジコ２ － 初当たり誘発打法 

ＣＲプリティわんわん  ネコ群誘発打法  

ネオプラネット ＢＩＧ初当たりセット 

パチンコ店の裏事情 攻略法      

マジックパルサー 

マッハＧＯＧＯＧＯ 

ミリオンゴット 

ＣＲモンスターマンション  初当たり打法  

やじきた道中記 

黄金神 

花火百景 

海一番 初当り打法 

海人 

吉宗 

巨人の星 

荒野のマンボウ 

信長の野望 

西部警察攻略法初あたり攻略法 

旋風の用心棒 － 初当たり打法 

大花火 

CR 大工の源さん 最強攻略法   

北斗の拳 

猛獣王 サバチャン突入打法  

 

 

このレポートを読まれている方は、 

情報起業やアフィリエイトに興味のある方だと思いますが、 

私は現在月間 140 万程アフィリエイトで収入があります。 

その中で役にたったレポートや商材を紹介していきますね☆ 



 

 

① 奇跡の文章講座＆発想法「１億円ライティング」 

                     http://tinyurl.com/wd6rq 
 

現在インフォトップ一位爆走中の商材。セールスレターはこれで全て学べます。 

 

 

                 ②既存の mixi,sns ノウハウを完全破壊！ 

あなたの人生を変える！【リミクシィマーケティング！】 

                      http://tinyurl.com/wbcls 
今話題の mixi や SNS で稼ぐ商材、たくさん出ていますが、この商材が一番です。 

ネット上でレビュー検索してみてください。作者の東さんの人柄や手法、悪いことは一切書いていません。 

 

 

③購入商材 100 本以上商材のプロが語る月収 200 万円獲得法 

アフィリエイトで主流なのは、メルマガアフィリエイトですが、その手法を惜しみなく HP で公開しています。 

メルマガやブログは慢性化してきていることをうたった上で、この商材は新たなシェア獲得を 

目指す方への商材だと思います。今までみたことがない手法でのアフィリエイト方法です。 

                      http://tinyurl.com/y2ascj 

 

④ブログアフィリエイトで日給８万円 ブログとメルマガで作る稼ぐ仕組みの作り方 

                     http://tinyurl.com/y7kxzq 
これは無数にある情報商材の頂点を極めた商材です。 

 

 



 

上記 4 点のうちどれか一つでも購入していただいた方は 

ビジネス企業家のハウスリスト 

1 ヵ月平均 3000 人～4000 人 

３ヵ月間無料でお送り致します。 

購入者はインフォトップからのダウンロードメールを 

こちらまでお送り下さい。 

題名【ハウスリスト希望】 

sendeno@intent-net.com 
 

続いてお勧め無料レポートです。 

 

①たったの 9 クリックで 5 万円を稼いだ度肝を抜く秘密とは！？【超お得な特典てんこ盛り】  

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=541&rf_mb_cd=1063 

 

②【樺沢流】1 万のハウスリストを集める最も確実な方法 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=675&rf_mb_cd=1063 

 

③期間限定！ネットで３万円を実行した翌日に手に入れる方法 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=67&rf_mb_cd=1063 

 

④即金アフィリエイト！！反則的裏技で、半日で４，５万稼ぐ方法 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=471&rf_mb_cd=1063 

 

⑤ど素人の私が二時間作業で３万稼ぎました 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=803&rf_mb_cd=1063 

 

 



 

 

お待たせしました。。。。。 

 

情報 55 件はこちらからダウンロードをお願いいたします。 

http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/honokasan2000/lst?.dir=/ 

こちらから、お好きな情報を取り出してお使いください。 

貴方様のお役に立てますことをお祈りいたしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    まじで稼ごうよ研究会 

                                         松本 武 

                                    sendeno@intent-net.com 

 

 

 

 

 


