
 

 

 

 

 

━ 【ＳＥＯ最強の携帯サイト自動生成の無料ツールが 

携帯アフィリエイトと携帯アドセンスのダブル収入を獲得する】 ━ 

 

 

このレポートは、再配布や特典利用を特別に許可しています。 

ただし、編集・改編・販売は禁止しております。 

販売や編集・改編を発見された方は、ご連絡ください。 

再配布ＯＫ IRCモバイル無料塾（無料ノウハウ、無料ツールを提供） 

http://www.irc-mobile.com/info/freemembers-entry.html 



 

【必読】大きな成果を出したい人へ 

 

「携帯サイトで大きく稼ぐコツは何ですか？」 
という質問を良く受けます。 

 

その答えは、たった一つです。 

 

それは、どこかの ASPの広告で最初に集中して、成果を多く出すことです。 

 

ASP側も、特定の広告で成果を出したアフィリエイターさんを特別扱いします。 
ASP もビジネスでやっているので当然です。 

つまり、ASP さんにとって、どれか一つの広告において、「ごひいきさん」を囲っておき
たいのです。 

 

携帯アフィリエイト初心者さんの一番の愚痴は 

「アクセスを送ったのに成果がつかない」 

「成果が否認される。ASP が中抜きをしているか、広告主が成果を抜いているので
は？」 

こういった不安が渦巻いています。 

 

残念ながら、中には、本当にそのようなことがあります。 

しかし、どれか一つの ASP で一つの広告でアクセスを多く送って成果を多く出すと、
その愚痴はいっぺんします。 
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それは、ASPがあなたを「ごひいきさん」と認めるからです。 

 

そうなると、ASPから特別案件を簡単にもらえます。 

・自動承認、１００％承認の案件 

・成果率が異常に高くなります 

・報酬額も特別案件になりアップします 

一つの広告で多くの成果を出すと、そこからはスタート時の悩みがぶっ飛び、同じアク

セスを送っても、報酬額は１．５倍～数倍。 

 

「アクセス送るだけで、ものすごく成果がつく！成約率も上がるし、報酬額もあがっ

た！ありがとう！ASP さん」 

と、なります。 

 

例えば、同じ１００アクセスを送っても、 

・ASPの一般会員   １，０００円の成果 

・ASPのごひいきさん ３，０００円の成果 

あくまで、わかりやすく説明するための例です。 

 

携帯サイトで大きく稼ぐノウハウがあるとすれば、一つ。 

では、それを実現する方法をお教えしましょう。 

 

【全ASPに登録すること】 

 

たった、これだけ。 
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なので、携帯サイトを作って（すでに持っている人はそのサイトで）、全 ASP に登録を
してください。 

⇒今すぐ、申し込みだけ済ましておく。

 

各レポートは、いち例として ASP と広告をもとに解説していきます。 
始めは練習として、解説どおり進めてもかまいません。 
 

しかし、少しでも多く稼ぎたい人は、 

・同じ ASPでも違う広告を使って実践する 
・同じ広告で、違う ASPを使って実践する 
（違う ASPでも同じ案件を扱っていることが多いです。成約率も報酬も ASPごとに違
ったりします。） 
・違う ASPで違う広告を使って実践する 

 

全 ASPに登録して広告を選ぶ幅を広げると、成果を出しているライバルを避けて、す
ぐに、あなたが ASPのお得意さんになれますので。 

 

自分だけの【お宝案件】があれば、収入は跳ね上がりますよ。 
（※私もここ数年、何度も経験していることです。） 

 

すでに携帯サイトをもっている人は、スグに全登録してください。 

まだ、携帯サイトをお持ちでない方は『こびっと』で一つ目のサイトをつくって、スグに

全部ＡＳＰへ申請だけでもしてください。 

そして、それぞれの ASPの広告をさらっと流して見てくださいね。 

それだけで、携帯アフィリエイターとしては、他の初心者さんより圧倒的に優位に立て

ますから。 

しかも、それぞれの ASP の広告を眺めているだけで、サイトアイディアが湯水のよう
に沸きます。 
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さらには、あなたが、 

「この案件なら扱いたい！」「この案件に関連することなら、詳しい！得意!やり続け
る！」というものが見つかります。 

そうなれば、ライバルがいない、あなたが独占できる市場を見つけることができます。 

 

それが、数万円、数十万円、１００万円以上を携帯サイトで稼ぐコツです。 
このレポートを効率的に活用する方法でもあります。 

 

まずは、読み進める前に 
http://www.irc-mobile.com/freemembers/link/asp.html#02  

１．広告代理店一覧をブックマーク。 
２．各ASPの広告をなんとなく眺める（真剣に見なくてもなんとなく頭に残ります） 
３．なんとなく広告のイメージがぼんやりある状態で、レポートを読み進める 

あなただけの【お宝案件】とあなただけが独占する市場に対するアイディアが必ず思

い浮かびますよ 

 

「レポートには、○○という ASP で△△という広告案件を例にしているが、私は、□□
という ASPで◇◇という広告案件を使うと....！☆！（アハ！）」 

こういった【アハ！体験】をしてください。（←ちなみに...解説しませんが、これもプロの手法です。） 

 

あくまで、レポートで進める解説は、わかりやすいように、具体例をとっています。その

為、限定的な範囲で解説が進んでいます。 

それを基本として忠実にするのも良し！ 
それを大きく稼ぐ為の基礎だと考えるのも良し！ 
 

本業経験でつちかったプロの目線で、私の心血を注いで作ったレポート。  
「あなたが有効活用してくださる」それが、一番、嬉しいですから。 
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『こびっと』で実現するモバイル収入 

無料レポートのご請求ありがとうございます。 

このレポートは、携帯アフィリエイトと携帯アドセンスのダブル収入を獲得する【ＳＥＯ

最強の携帯サイト自動生成ツール】『こびっと』（無料）の初心者マニュアル 01です。 

図解でわかりやすい解説をしています。今まで携帯サイトを作ったことがない人も、レ

ポートの手順にそって、実行するだけで『こびっと』の基本的な使い方がわかります。 

その後、携帯アフィリエイト、携帯アドセンスで最速で稼ぐノウハウも、無料レポートと

して、プレゼントしています。 
まずは、『こびっと』を使って最初の携帯ホームページ作成まで体験してください。 

その前に、モバイル収入についてイメージをしてみましょう。 
「実際に、どういった収入になるのか？」気になるところですからね。 
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・ＳＥＯ最強の携帯サイトを自動生成する無料ツール『こびっと』とは？ 

 

 

携帯サイト自動生成ツール『こびっと』は、初心者さんにも、もちろん上級者さんでも簡

単に使える工夫があります。 

さらに、使えば使うほど、いろいろな使用方法、応用、多種多様な用途で使い込むこ

ともできます。 
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正直なところ、この両方を満たすには、開発チームの人とずいぶんな苦労をしました。 

どちらかにだけに特化するなら、開発は簡単です。 

それがわかっていながらも、時間をかけてでも作りたかった最強のツールが、この『こ

びっと』なのです。 

 

『こびっと』は初心者さんから簡単に利用もでき、中級者さん、上級者さんも使い込め

るツール。 

 

もちろん、いろいろな用途に使わなくても、今まで時間をかけてやってきた単純作業か

ら開放される、という、使い方もできます。 

それだけでも、すでに稼ぎ方を知っている人にとっては、大きなメリットをお感じになる

でしょう。 

 

繰り返せば収益が上がると確信している作業でも、何度も作業すると嫌になりますか

らね。 

 

作業の連続をスピーディに、効率化する為にお使いいただいてＯＫ。 

 

携帯サイトを『こびっと』で作成して、テストアップロードしました。 
イメージなので、適当ですが参考までに..下記ＵＲＬをクリックしてみてください。 

http://www.irc-mobile.com/info/cobit01.html#sample  
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これからは携帯サイトの時代って良く聞くけど… 
今やっている人はどれくらい儲かっているの? 

携帯アフィリエイト・携帯アドセンスを始めている人実際の結果を見ていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図のように、モバイル収入を本業として取り組んでいるプロのノウハウをツール化。 
それが、『こびっと』です。 

２０万円...５０万円...９０万円...１２０万円...３００万円...！？...！？ 

 

今ご覧になっている成果画像は、これでも一部です。 
他の成果も、これからお見せしながら『こびっと』のすさまじさをご紹介していきます。 
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「金融系（キャッシング案件）アフィリ」「物販系アフィリ」「無料会員登録系アフィリ」 
「コミュニティ系」「携帯アドセンス」「資料請求系アフィリエイト」などなど 多岐にわたる
ジャンルで、最速の成果を得たくはないでしょうか？ 
 
その望みを叶えてくれるのが、自動生成ツール『こびっと』です。 
 
超丁寧な図解マニュアル・ノウハウ付で、初心者さんから上級者さんまで対応。 
起動してみれば、その簡単さとクオリティに驚いていただけると思います。 
 
今ならすべて無料でご利用いただけます。 
私たちの気が変わらないうちに、すぐにダウンロードして、起動させてください。 

 

『こびっと』とマニュアルを無料で配布した経緯 

私は、今まで 

●「本業でもはないなら、アフィリエイトは楽しんで欲しい。」 

●「趣味やライフワークとして実践して欲しい。」 

●「もちろん起業やビジネスに楽しみながらつなげてもらってもいい。」 

というスタイルで情報提供をしています。 

 

また、それとは別に、本業としてモバイルで収益を上げています。 

 

携帯アフィリエイトで２００５年の１１月から生計を立て、モバイル事業を運営。 

ランキングで集客する時代から、検索エンジンからの集客（ＳＥＯ）、携帯メルマガを使

うなど、ありとあらゆる集客方法で、月に１００万円～２００万円の収益を上げ続けてき

ました。 

（検索エンジンの動向によって悪い月では５０万円程度） 
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ノウハウを提供するスタイルとして、「スグに、大きく、ラクに稼げる」という誇大表現は

しないようにしてきました。  

 

なぜなら、私自身、最初に収益を上げるまでは、１０ヶ月間苦労したからです。 

 

最低限の知識と技術を学んだ今は、「その当時やってきた努力は、微々たるものだっ

たなぁ」と感じていますが... 

 

よく怪しげなインターネットのサイトで見る「スグに、大きく、ラクに稼げる」という方法

が、実際に存在していることも、身をもって体験しています。 

 

ついこの間も、３年前に作って放置したキャッシングのアフィリエイトサイトがあり、暇

潰しにメンテナンスをしてみました。その成果の画像が次のものです。  
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ちょっとメンテナンスをして、放置。１５日間で、この報酬額。 

今となっては、どこにどんなことをすればいいのかは、片手間でもわかります。 

数時間サイトをメンテナンスするだけで、これぐらいの結果を生み続けます。 

ある程度の知識と技術を持っていれば、「スグに、大きく、ラクに稼げる」は真実。 

数年前に作ったサイトは、私が何をしていていても、勝手に収益を上げ続けます。  

よく情報販売系のホームページで見る、【自動錬金術】、【お金を勝手に生み出す自動

販売機サイト】、【ほったらかしの不労所得】、【テレビをみている間にも通帳にチャリン

チャリンと自動で振り込んでくれるお金製造マシーン】というのも、本当です。 
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しかし、初心者さん（当時の私もです）にとっては、 

「時間をかけて、小さいところから、苦労して稼ぐ」のも真実です。 

そういった背景もあり、情報を提供する立場として、表現には気をつけてきました。  

 

出来れば、「挫折することなく、時間をかけて、小さいところから、基礎と土台を積み重

ねて、大きな収益につながる行動を継続してほしい」と思って、なるべく楽しい切り口

で学習できるノウハウを提供してきました。 

 

…が、しかし。その気持ちに反して…. 

私のところにくる相談の中で、圧倒的に多いのは… 

 

・なるべく早く稼ぎたいのですが、どうすればいいですか？ 

・本業として携帯で稼ぎ続けていると聞きました、その方法を教えてください。 

 

ほぼ毎日、こういった相談をいただきます。悩みました。  

 

確かに、本業で継続してやっているモバイル収入に関することで、ノウハウを提供す

れば即効性があります。 

 

でも、受け取り手側は、ほとんどが初心者さん。 

たとえ、本業でつちかったノウハウを提供したところで、ほとんどの人が挫折するのは

目に見えて明らかだったのです。  
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そういった経緯があり、初心者さんでも【初心者の壁】を越える為に『こびっと（ツー

ル）』を無料で配布することにしました。 

これで、初心者さんの悩みや技術的に足りない部分は、『こびっと（ツール）』がショー

トカットしてくれます。  

 

『こびっと（ツール）』+『本業で長年つちかった即効性のあるノウハウ（マニュアル）』を

組み合わせることで、誰にでも、なるべく早い収入を獲得してもらえるようになりまし

た。 

 

これが、今回提供する IRC モバイル無料塾 関連の一連のノウハウとツールです。 

では、どんなジャンルに取り組めば、ビジネスライクに収益を上げることができるでし

ょうか？ 

それが私にくる相談内容ですからね。お答えしましょう。 

 

私が事業としてやっているモバイル部門は、本業であり、仕事です。 

 

収益を上げることで事業が成り立っているので、好き嫌いや興味があるなしという基

準は必要ありません。市場と需要を見て、収益が上がるのに効率が良いものを選ん

でいます。 

ジャンル選択の基準は、社会的な状況と市場に対する需要。 
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といっても、そんなに難しいことは考えていません。とってもゆるく考える程度です。 

リスクが少なく参入できるのが、アフィリエイト・アドセンスの最大のメリットです。 

適当に考えて参入してみればOK な業界です。 

モバイルでの事業は、広告業だという観点で考えて取り組んでいます。 

 

看板スペース貸し業と考えると... 

今年、来年、再来年、あなたの看板スペースを借りて、どんな会社が広告を出すでしょ

う。 

看板が貸し出しできるスペースを持っているとする。 
（→携帯サイトを持っているということ） 

これを先読みして、貸し出すスペースの価値を高めることをしていけばいい。 
（→広告のジャンルと携帯サイトのジャンルをあわせる。そしてアクセスアップ） 

あなたの携帯サイトを見にくる属性と、広告を利用する属性が一緒であるのが収益を

生むポイントです。 

ビジネスとして考えると当たり前ですね。 

 

社会的常用の背景を見て、どんな需要が伸びると予想できるか？ 
を考えてみましょう。 
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【景気がいい状況】 

・贅沢品物販案件（わ

・旅行案件（わりと高

・他、高額なエンタメ

【景気が上向いてい

・資格／勉強／自己

・投資／金融商品系

・他、有料のエンタメ

【景気にあまり左右さ

・コミュニティ系（恋愛  

・消耗品／日常必需

・美容／ファッション

・健康系       

・ギャンブル系（パチ

・お金儲け系（情報系

・コンプレックス／お

・低年齢層向けのエ

・お小遣い、ポイント

【景気が減退してい

・お買い得品物販系

・保険などの金融商

・中古品などの案件

【景気が悪い状況】 

・車／バイク等の査定

・キャッシング／カー

・お仕事系（派遣、再

・法律相談系（債務の
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社会的背景と需要の関係  
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投資系（資格取得などの資料請求案件） 

（株、ＦＸなど投資系の資料請求案件） 
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れないもの】 
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系（物販、資料請求、体験コース申し込み案件） 

  ・アダルト関連 

ンコ、パチスロ、競馬、競艇、競輪、宝くじ、ロト、totoなど） 

、ツール、会員制ビジネス関連の案件） 

悩み系（情報系、サービス、治療／施術行為の案件） 

ンタメ系（携帯ＷＥＢにばっちり） 

、懸賞、プレゼント系 

る状況】 

（お買い得、激安系物販） 

品（保険関連の資料請求等） 

（中古車の購入系案件）  

案件（中古車買取案件） 

ドローン（カードの申し込み案件等） 

就職、求人、アルバイト情報の利用、会員登録案件） 

整理等の相談・申し込み案件）  
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今年、来年、再来年の景気はどうなっているでしょうか？ 

あなたが、収入に特化したい場合、 
携帯インターネットを利用する広告を出稿する会社 
と 
それを利用したいユーザー 
の重要と供給を反映することが、なにより早いと思いませんか？ 

さらに、大きな収益を望むのであれば、先回りして仕込んでおく。 
たった、これだけのことです。 

 

http://www.irc-mobile.com/freemembers/link/asp.html

 

まずは、全ＡＳＰに登録して、どんな広告が存在しているのかを眺めると、儲かるアイ

ディアは湯水のように溢れます。 

では、上記の中から実験したジャンルごとの結果をお見せしていきますね。 

 

 

どうせなら、今から始める人にも先行者利益を獲得してもらえる最新のノウハウも盛り

込もうと考えています。 

そこで、ツールの開発チームが出している結果を元に、これから収益が右肩上がりに

伸びるジャンルから、実験結果を見ていきましょう。 

IRCモバイル無料塾（無料ノウハウ、無料ツールを提供） 
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今後、右肩上がりに収益に伸ばしていけるノウハウの提供として 

 
それは、「物販アフィリエイト」と「携帯アドセンス」です。 

物販アフィリエイト情報を元に携帯サイト作成。そのサイトにアドセンスを貼った結果。 

 

 

・携帯アドセンス 

携帯アドセンスは、いろいろと計測したところ。 
クリック単価に換算すると１クリック１０円～２０円といった感じでしょうか。 

 
※モバイルアドセンスで１日１万円以上の収益が上がっています。 
ＰＣと比べると、モバイルのほうが圧倒的に成果につながります。 
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※１７日間でモバイルアドセンス、２３万円以上の成果です。 
 

この結果もノウハウ化して、ツールと無料レポートにて同じような成果を目指せるよう

に作成しています。 

ＰＣのアドセンスと比較する実験もしました。次の画像がその結果です。 
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いろいろな計測からみて、 
同じアクセス数でも、モバイルの収益は、ＰＣの約５倍になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業ではコンテンツを充実させたサイト運営を事業展開していきますので、ここにある

数字を、月３００万円にもっていくことが可能だと予測しています。 
さすがに、事業展開しているノウハウまでは無料で公開はできませんが… 

あなたが、初心者の壁を越えた後、もっと収益を伸ばしたいのであれば、次の展開も

可能であるということは頭の隅にでも置いてくださいね。 

 

次に物販系のアフィリエイト。 

IRCモバイル無料塾（無料ノウハウ、無料ツールを提供） 
http://www.irc-mobile.com/info/freemembers-entry.html - 19 - 



 

・物販アフィリエイト 

物販アフィリエイトの実験は、まだ途中段階ですが、予想以上に伸びていくと実感して

います。調査の為、少しだけ実験をしました。次の画像を見てください。 

 

 

 
実験を開始して売上げが５千円⇒１万３千円⇒８万２千円と伸び率がすごいです。 
※この画像は１１月上旬のもの。１１月の売上げは途中。 
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図を見ていただくとわかるとおり、１千円程度のものから、３万円近いものまで、携帯

から買い物をしている人がいます。 

そろそろ、携帯の物販が伸びるという予想は正しいと思います。 

 

 

１．携帯で物販のアフィリエイトを元にサイトとページを作る 

  （楽天などショップからアフィリエイトできる商品を元に携帯サイトを作る） 

２．商品名や説明文のキーワードを検索エンジンで調べた人がアクセスする 

３．携帯アドセンスをクリックしてくれるか、アフィリエイトコードを踏んで購入 

これであれば、サイトの内容を考えられないという人にも簡単にできる方法ですね。  

さらに、携帯アフィリエイトと組み合わせないでもＯＫ。携帯アドセンスの収入に特化

するサイト作成も、『こびっと』が実現してくれます。  

情報掲載型サイトで携帯アドセンスを利用しても、今後の収益の伸びは期待以上だと

考えています。（現段階でも十分な手ごたえがあるぐらいですから。） 

もちろん、その方法も提供しています。  

IRCモバイル無料塾（無料ノウハウ、無料ツールを提供） 
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▼即効性があり、大きな収益に結びつくノウハウの提供として 

 
それでは、「金融系（キャッシング案件）のアフィリエイト」と「無料会員登録系（コミュニ

ティ案件）のアフィリエイト」 
アフィリエイト案件のクリック率とクリック単価で見ていきましょう。それは、「キャッシン

グ系のアフィリエイト」と「無料会員登録系のアフィリエイト」 

アフィリエイト案件のクリック率とクリック単価で見ていきましょう。 

 

・金融系（キャッシング案件）のアフィリエイト 

 

見てわかるように、クリック率は６％、クリック単価で計算すると約２００円。 

ただし、これはかなりの濃いアクセスと、作りこんだサイトでないと実現しません。 

しかも、アフィリエイトの案件（キャッシングの会社）によっては、いくらクリック数が増え

て、申し込みがあったとしても、成果がつかないものがほとんどです。 

 

しかし、その問題も解消しますのでご安心ください。 
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来年（２００９年）以降、キャッシングの需要は増えるので、狙い目であることは、間違

い有りません。早い目に仕込んでおけば、高収益を狙うことができます。 

最近の手ごたえでは、検索エンジンから属性のあったアクセスが１日１００アクセスあ

れば、月に２０万円～３０万円の収入になります。 
初心者さんには、少しだけ難しいジャンルですが、できる限り簡単で成果が出るよう

に、無料ノウハウを作成しました。 

少し難しいということは、ライバルが少ないということの裏返しですから、チャレンジす

る価値があります。 

既存サイトを利用したので、正確な実験ではありませんが、だいたい１ヶ月で、次のよ

うな成果がでました。それをツール化＆ノウハウ化しています。 

 
※この他のＡＳＰでも、４，８００円+４４，６００円+３，２６５円の成果がありました。 

 
ある方法で携帯サイトを作るのがコツです。その秘密はIRCモバイル無料塾のマニュ
アルをご覧下さい。 
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・無料会員登録系（コミュニティ案件）のアフィリエイト 

初心者さんでも、もっとも簡単に大きく稼げるのは、無料会員登録系（コミュニティ案

件）だと業界では言われ続けています。これだけは、数年前から変わらない、圧倒的

な事実です。 

ほとんど知識も技術もない人でも、作業をし続けて、月数百万円のアフィ

リエイト収入を得ている人もいるぐらいですから… 

最高で月に８００万円稼いでいる人もいます！  

クリック率とクリック単価に換算した数字を聞きました。 

クリック率約１０％、クリック単価は約１００円です。 

アドセンスの１０倍から２０倍、簡単に稼げます。なぜかと推測すると…  

 

〉〉無料会員登録の案件ということ（無料登録なので成約率が異常に高い） 
〉〉登録してもらう為に文章や広告掲載位置、ユーザー導線も工夫がいらない 
〉〉どんな社会背景（景気）でも強い分野なので、ダントツにアクセスが集めやすい 

以上の点で、どうしても早く、大きく稼ぎたい人はチャレンジしてもいいかもしれません。 

全ジャンルの中で、ダントツに稼げますから。 

実践している人の話や実際に成果を出しているサイトを研究してノウハウ化しました。 

他のジャンルより、圧倒的に簡単、大きな成果がでるという印象です。 

もちろん、あなたの価値観と好みによるので、好きな方法を選択してくださいね。  

『こびっと』を利用すれば、「今まで月数十万円、数百万円稼いできた人の【作業量】」

を初心者さんでも、数倍のスピードでこなせるようになりました。 

１ヶ月も作業をすれば、今までの人に追いつき、追い越せるのが『こびっと』の最大の

特徴です。 

以上、どのノウハウで実践していただいても、すべてのジャンルにおいて、初心者さ

んが結果を早く出せる。 

作業のスピードアップ＆成果が出やすいサイト構成とリンク構造をツールで補えるよ

うにしています。 

ライバルが増える前に、いち早く取り組むことが大切です。 
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０．こびっとをダウンロードする 

では、『こびっと』をダウンロードしてインストールしましょう。 

http://cobit.mobi/download/?u=A000000338  

１．登録したメールアドレスに登録確認のメールが届きます。 
２．その後、登録確認できたメールアドレスに『こびっと』ダウンロードＵＲＬが届きま

す。 

インストールしてください。 
 
３．こびっとの利用について同意をする 
４．登録したメールアドレスを入力して[ＯＫ] 

これで『こびっと』が起動します 

 

 

ショートカットアイコンをクリックして『こびっと』を起動する場合 

[クリック] 

パソコンの画面に表示されているアイコンをクリック。 
『こびっと』が起動します。 

 

 

 

起動すると、次の画面が表示されます。 
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１．ホームページタイトルを入力しよう 

 

【ステップ１ デザインの設定】画面で、最低限しないといけないのは、[ホームページ
タイトル]の入力です。 

まずは、適当なホームページタイトルを入力してください。（なんでもＯＫです。） 

ここでは、ダイエット関連のホームページを作ることを例に進めていきます。 

＜ホームページタイトル例＞思いつかない場合は例を参考にどうぞ 
「ダイエット情報館」「人気のダイエットアイテム」「健康的に痩せるダイエット」 
「流行のダイエットアイテムを探せ」「携帯ダイエットサイト」「ダイエット法１００」 
「見つかるダイエット」「ダイエットやるやる百科」「簡単ダイエット通販」 
「ダイエット百貨店」「ダイエット大事典」「ダイエット百選」「ダイエットモバコム」 

※配色テーマ、テンプレートなどメニューリストより好きなものを選んでもらってもいいですし、他の
記入欄も取り扱い説明書（［ヘルプ（Ｈ）］から閲覧可）をみながら入力してもＯＫ 
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ホームページタイトルを入力。 

［次へ］のボタンをクリックします。 

ボタンを押すと次の画面に進みます。 
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２．サイトデータを自動取得 

 

この画面で、商品データの自動取得や、ページを作っていくことができます。 

今回は操作方法を体験してもらう為に、一番、簡単な方法で説明を続けます。 

先ほど、ダイエット関連のホームページタイトルをつけたので、とりあえずダイエット商

品のデータを自動取得してみましょう。 
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ＡＳＰを選択 

 
ここでは、練習として［ＡＳＰ］に「楽天」を選択してください。 

カテゴリ大を選択 

 
続いて、［カテゴリ大］に「ダイエット・健康」を選択して、［データ取得］をクリック。 
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商品データの取得 

 
選択したＡＳＰから商品データの取得を開始します。 

 
データ取得が終了しました。［ＯＫ］を押してください。 
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選択した条件で、自動取得できたデータが一覧で表示されています。 

これは練習なので、ひとまず［次へ］をクリックして次に進みましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

※取り扱い説明書を読んで紹介文の追加をするなど、後で、必ずオリジナル文章を入れて、再ア
ップロードしてください。キーワード、目次ページタイトル、目次ページ説明文、フォルダ名は後で
編集できます。他の操作についても、再アップロードの時にいろいろと試してください。この段階は、
『こびっと』の操作を覚えることが目的なので、次に進んでください。 
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３．サイトを自動生成 

 

一括設定機能を使った簡単設定 

レンタルサーバーのメニューリストが利用しているものに選択されていることを確認し

て、［一括設定］ボタンをクリックしてください。 

IRCモバイル無料塾（無料ノウハウ、無料ツールを提供） 
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テキストボックスに、あなたがレンタルサーバーからもらったメールをコピー＆ペースト

で貼り付けます。メールを開いてください。 

マウスの左クリックを押しっぱなしで上記の行を上から下

文字が反転された状態（青色のバックに白文字の状態

表示されたウィンドウで、［コピー（Ｃ）］を選択。 

IRCモバイル無料塾（
http://www.irc-mobile.com

- 33 - 
左クリックを押しながら選択 

までマウ

）で、右ク

無料ノウハ

/info/fre
 

選択できたら右クリック 

スを動かして選択。 
リック。 

ウ、無料ツールを提供） 
emembers-entry.html 



そのままの状態で『こびっと』に戻ります。 

 
テキストボックスにマウスのポインタを合わせて、右クリックを押します。 
［貼り付け（Ｐ）］を選択してメールからコピーしたものを貼り付けます。 
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貼り付けができたら、［ＯＫ］をクリック 

 
あなたのＦＴＰ情報とサイトＵＲＬが挿入されます。 

 

 

※ 任意のフォルダ内にホームページデータをアップロードしたい場合は、あらかじめＦＴＰソフトで
フォルダをサーバー上に作成してください。作成したフォルダ名「/フォルダ名/」をアップロード
フォルダとして、サイトＵＲＬは「http://あなたのドメイン名/作成したフォルダ名/」をご自身で入
力してください。 
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サイト情報を入力する 

 

次に、［紹介文］を入力。 

［大カテゴリ］をメニューリストから選択してください。 

［大カテゴリ］を選択後、続いて［小カテゴリ］を選択してください。 

※カテゴリの選択には注意をしてください。［ヘルプ（Ｈ）］から取り扱い説明書を良く読

み必ず該当するカテゴリを選択してください。 

１．ここでは、例として［紹介文］を「ダイエット商品を紹介」と入力。 
２．［大カテゴリ］を「暮らし/生活/美容」を選択。 
３．［小カテゴリ］を「ダイエット」で選択。 
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自動生成を実行する 

 

『こびっと』は、あなたが【ステップ１ デザイン設定】【ステップ２ データ準備】で準備し

たホームページのデータを元にＳＥＯに強いサイトを自動で生成して、自動でアップロ

ードします。（※自分のドメインでブログサービスを利用できるのと同じ感覚です。） 

［実行］をクリックしてください。 
 

 

あなたのパソコンで使っているセキュリティーソフトによっ

ては、アクセスの許可を求めてくる場合があります。 
左の画像は、ウイルスバスターを使っている場合。 
［許可］を選択してください。 

あなたのサイトデータを受信するのは、他の『こびっと』の

利用者から、あなたが被リンクをもらう為です。 
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実行前に、サイトのデータを保存する必要があります。 
［はい（Ｙ）］をクリックしてください。 

 

 

ここでは、いったん、［いいえ（Ｎ）］をクリックして進みましょう。 

 

次に、商品データを自動取得したＡＳＰのＩＤ（コード）の入力を求められます。 
 

とりあえず［キャンセル］ボタンを押して、次に進んでください。 

 

 

 

※アドセンスのアカウントをお持ちの方は、［ヘルプ（Ｈ）］から取り扱い説明書を参考に入力してく
ださい。この時点で入力しなくても、後で入力して再アップロードできます。 
※すでに、ＡＳＰに登録している方は、［ヘルプ（Ｈ）］から取り扱い説明書を参考に入力してくださ
い。この時点で入力しなくても、後で入力して再アップロードできます。 
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【ステップ１ デザイン設定】と【ステップ２ データ準備】で準備したデータを元に携帯

サイトを自動生成してくれます。 

 

自動で生成された携帯サイトをネット上に（サーバー）にアップしてくれます。 

 
完了したら［ＯＫ］ボタンをクリックしてください。作成されたサイトが表示されます。 

１分程度でアッと言う間に、サイトが完成です。『こびっと』の基本操作の体験が終了し

ました。 
 

※サイト情報が登録されれば、あなたの作った携帯サイトに自動で被リンクが増えてきます。 

あなたのパソコンで使っているセキュリティーソフトによって

は、完成したサイトを表示する為に、アクセスの許可を求め

てくる場合があります。 
左の画像は、ウイルスバスターを使っている場合。 
［許可］を選択してください。 
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『こびっと』のイメージはつかめましたか？ 

ＡＳＰの申請、アドセンスの申請がまだの人もいらっしゃると思います。 
本格的に利用をはじめる為に、図解でわかりやすい解説をご用意しています。 

 

引き続き【初級マニュアル完全版】にすすんでください。ドメイン、レンタルサーバー、Ａ

ＳＰなどについても詳しく簡単に図解で説明しています。 

『こびっと』の【初級マニュアル完全版】と【取り扱い説明書】は、[ヘルプ（Ｈ）]からご覧
いただけます。 

携帯サイトを作ったことがあり、初心者さんでない方は、【取り扱い説明書】で自分なり

の使用方法で応用するか、収入獲得に向けての各図解マニュアルを参考にステップ・

バイ・ステップでお進めください。 

 

ＡＳＰ・アドセンスの紹介 

▼楽天アフィリエイト 
▼Amazonアソシエイト（アフィリエイト） 
▼電脳卸 
▼Infotopモバイル
▼Google AdSense（グーグルアドセンス）

▼全ＡＳＰ、クリック保証の一覧 
※全て登録して、各ＡＳＰの広告を眺めると、あなたのお宝案件が見つかります。 

 

IRCモバイル無料塾（無料ノウハウ、無料ツールを提供） 
http://www.irc-mobile.com/info/freemembers-entry.html - 40 - 

http://cobit.mobi/download/?u=A000000338
http://cobit.mobi/download/?u=A000000338
http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/08f813f7.28eab71d/?url=http%3a%2f%2faffiliate.rakuten.co.jp%2f
http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=https%3A%2F%2Faffiliate.amazon.co.jp%2F&tag=netnet55-22&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211
http://www.infotop.jp/two.php?pid=39432
https://www.google.com/adsense/login/ja/


 

ここまでお読みいただきありがとうございます。 

いかがでしたか？ちょっとは、実践してみる気になりませんでした？ 
読んで終わり…レポートの実践を後回しにする？ 

【こういった人が圧倒的に多いのが現実】って知っていましたか？ 
私は、こういった無料レポートを、数年間、配布しています。 
実際に実践する人って、３％～５％ぐらい。      ネットで手に入れた無料レポートの現実 

つまり、このレポートを１００部配布しても、実践するのは３人～５人。 
残りの９５人～９７人は、【読んでなんとなく得した感じ】、【なんだか納得して終わる】。

無料レポートって、一生懸命書いてプレゼントしてもそんなもんです。 

なんだか笑いがこみ上げてきませんか？ 
ここで、ニヤリとできた人は、もう勝った（儲かった）も同然  すみませんダジャレで(^-^;  

そうなんです。この３％～５％の人。つまり私の無料レポートを読んで、スグに実践し

た人。ほぼ全員が成果の報告をくれました。 後回しにすると忘れることがあるので、すぐ実践 

なぜ？      答えは、簡単ですね！ 
はじめる前からライバルが勝手に脱落。それも９５％以上（笑）。実践すれば成果がで

ることをレポートに書いていますし、ライバルがいないので楽勝。 ネットって素晴らしい 

「でも、無料情報も使えるけど、やっぱり先立つものがないと...」って考えました？ 
もちろん、無料で稼ぐことも出来ますが、お金を使ったほうがいいです。 

ドメインとか、レンタルサーバーを借りて、さらに無料ＨＰ、無料ブログを使うのが、一

番、安定して収益があがりますからね。さらに、書籍やセミナー、懇親会など積極的に

投資をしたほうが、はるかに良い情報が入りますから。 

ネットビジネスを始めたいけど、資金がない人も、インターネットを活用すれば大丈夫

です。 
まったくの０円から、チャレンジできます。しかも、収入を獲得しながら、ノウハウまで

獲得できる方法がインターネット上には存在するのです。 

そういったことが必要な方は、ネットビジネスの資金を稼ぎながらノウハウも獲得する

方法をご覧ください。とにかく始めるだけで、トップ３％～５％ですよ。 オイシイですね 

http://www.irc-mobile.com/freemembers/link/etc.html#04
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このレポートについて 

「■IRCモバイル無料塾■『こびっと』初心者マニュアル 01【ＳＥＯ最強の携帯サイト自
動生成の無料ツールが携帯アフィリエイトと携帯アドセンスのダブル収入を獲得す

る】」（以下、レポートという）は、著作権法で、保護されている著作物です。レポートの

使用に関しては、以下の点にご注意ください。 
レポートの著作権は、著者である、真本（アイアールコミュニケーション）に属します。 

このレポートは、再配布や特典利用を特別に許可しています。 
ただし、編集・改編・販売は禁止しております。 
販売や編集・改編を発見された方は、ご連絡ください。 

著作権者の事前許可を得ずにして、レポートの一部または全部を、あらゆるデータ蓄

積手段（印刷物、ビデオ、テープレコーダーおよび電子メディア、インターネット等）に

より複製および転載することによる一般公開、転売や販売を禁じます。 
以上に記載した行為により著作権者が不利益を被ったと判断した場合、該当する行

為を行った者に対し、著作権法等、関係法規に基づく手続きにより法的手段により損

害賠償請求などを行う場合があることを御了承ください。 
もちろん、引用元を明確に表記した引用の範囲でのご紹介は上記の範囲ではござい

ません。 
状況の変化に応じて、著者は、このレポートで表示した見解とは異なる見解を表現す

る権利を有しています。 
このレポートに関しては、適切かつ信頼に足る情報を提供しておりますが、いかなる

誤り・不正確・不作為に対して著者・ＷＥＢ上の配布サービス・レポートの紹介者など

に一切責任をおうものではないことを御了承ください。 
また、本レポートは、あなたが営む事業の収益増大を目的としますが、本レポートを

使用することによって生じた、いかなる結果に対しても責任を負わないことも御了承く

ださい。日々状況は変わっていきますので、このレポート内容は最終的にはご自分の

判断で利用してください。 

※レポートの改定やバージョンアップ情報は、このページをご覧下さい。 

 
http://www.irc-mobile.com/info/freereport.html
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なぜ携帯サイトを作ると収益になるのか？ 
モバイルでインターネットをしている人の中で、情報を探す目的の人。こういった人に役立つことが、
収入につながります。知りたい情報を教えてあげる。自分が雑誌記者や新聞記者、あるいはライター
だとおもってください。「あなたの望むものは、これですよ」「解決したい問題は、これで解決できま
すよ」それが、あなたが提供するコンテンツです。コンテンツは、「文字情報」「商品/サービス」の
紹介となります。商品、サービスを紹介した結果、収入になるのが、アフィリエイトやアドセンスの
報酬ということです。 

モバイルユーザーの立場に立ってください。 
「携帯の画面は小さい。知りたい情報をコンパクトにまとめているサイトはないかな？」 
携帯の操作性や検索エンジンの精度に不満がある人が多いです。 

ＰＣほど、情報がまとまっていない、情報が豊富ではない、接続が早くない、画面が小さい、クリッ
クは上から順番にカーソルを合わせないといけない...などなど、いろいろな不便さがあります。 

それを解消してあげるように、情報をまとめて提供することに需要があります。 

パソコンのインターネット、テレビ、新聞・雑誌・書籍などの情報を、自分が１人の雑誌記者だとイ
メージして、携帯閲覧しやすいように、情報をまとめ、発信してあげる。 

例えば、携帯でキャッシングを申し込む人の気持ちを考えてみましょう。 
「どこが安心なの？」「どうやって、申し込むの？」「審査はどうなってるの？」「私でも借りれるの
かしら？」「ちゃんと返済できるかな？」「返済の方法は？」「金利や手数料って、どんな感じ？」「お
金の受け取り方法は？」 
などなど、たくさん知りたいことがあります。 

そういった情報は、パソコンのインターネットで情報を収集すれば、すぐに見つけることができます。
モバイルで情報を検索している人の多くは、パソコンのインターネットをしていない人も多いです。

つまり、モバイルだけで情報検索をしている人と、パソコンで情報検索ができる人の情報格差です。
その架け橋をしてあげるだけで、モバイルユーザーに役立つ情報を提供できます。 

１人の雑誌記者だとイメージして、パソコンで情報を収集して、まとめてあげてモバイルユーザーに
情報を提供してあげる。例えば、 

【携帯ユーザーの疑問】どこが安心なの？ 
【あなたがそれに答える】オススメは、銀行系のモビットなどが良いですよ 

こう考えれば、サイトを作る時に必要な「書く記事（文章）」「紹介してあげる広告」の両方が簡単に
わかりますね。 

物販でも同じですね。 
【要望】携帯でどんな商品が購入できるの？ 
【あなたの行動】ＡＳＰで扱っている広告を調べて掲載してあげる 
【解決】楽天で、ＡとＢとＣという商品が携帯から購入できますよ 

【要望】Ａという商品は、いくら？商品内容は？ 
【あなたの行動】ＡＳＰの情報から、価格や商品内容を掲載してあげる 
【解決】Ａという商品は、○○円で、商品内容は△△ですよ 

【要望】Ａという商品の評判はどうなの？ 
【あなたの行動】楽天や検索エンジンでＡ商品の口コミやレビューを探す 

        １雑誌記者のように、まとめてあげて情報を掲載する 
【解決】Ａという商品は、□□□という評判みたいですね。 

会員登録案件、資料請求、コミュニティ案件でも同じですね。 

そして、ユーザーが「ありがとう。でも、他のものも考えたいし...」と思うのであれば、アドセン
スなどで、関連の情報を掲載していると、便利ですね。 

・アフィリエイトのみで中身がないサイト。 
・ある特定のサイトへの誘導が目的のサイト。 
・自動で作成された文章に、アフィリエイトを掲載しているサイト（いわゆる「ワードサラダ」）。
・他サイトからの引用で記事を作成し、アフィリエイトを貼り付けているサイト。 
こういったものは、いずれ評価が落ちます。必ずオリジナルの文章とアフィリエイトのみが目的では
ないサイトを作っていきましょう。全てのページにアフィリエイトタグがあると評価が落ちます。訪
問者に役立つ情報提供を考えて作成すると自然に継続的な収益を生み出すサイト作成ができますね。 

IRCモバイル無料塾（無料ノウハウ、無料ツールを提供） 
http://www.irc-mobile.com/info/freemembers-entry.html - 43 - 


	【必読】大きな成果を出したい人へ
	『こびっと』で実現するモバイル収入
	今後、右肩上がりに収益に伸ばしていけるノウハウの提供として
	▼即効性があり、大きな収益に結びつくノウハウの提供として


	０．こびっとをダウンロードする
	１．ホームページタイトルを入力しよう
	２．サイトデータを自動取得
	３．サイトを自動生成
	『こびっと』のイメージはつかめましたか？
	ここまでお読みいただきありがとうございます。
	このレポートについて

