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完全自動化 

PC1 台で月収 100 万円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この商材の転売、転載、転用を禁じます。 

（一部引用、一部編集したものも含む） 

発覚の際には違反件数×10,000 円を支払うものとします。 

また、商材内の URL のリンク保証はいたしません。 

リンク切れの場合は検索エンジン等で検索して下さい。 
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次のページからマニュアルが始まります。 

 

この情報は転売は不可です。著作権法に違反した場合は厳罰に処せられる他、

当社からも損害賠償請求が起こります。 

 

情報購入者が気持ち良く使って頂くために規約に書かれてある内容を必ず守っ

て下さい。 

 

また多くの人にこの方法が知られると自分たちの収入が減りますので注意して

下さい。限られた人数だから可能なのです。これが流行して皆が一斉にやりは

じめると、何の価値もなくなります。十分注意しましょう。 
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月収２５万円以上をパソコン１台で確実に稼ぐ方法！ 

情報の購入をありがとうございます！ 

 

まずこの情報の転売は不可です。そしてあまり広めるとあなたの稼

ぎも少なくなる可能性があります。それで限定３０人なのです。 

 

さてその情報とは何とアフィリエイトで稼ぐのです！！ 

 

またか！と思っていた人、間違いです、最後までお読み下さい。 

 

とんでも無い【からくり】があります。驚愕の事実を知ります！ 

そこら辺にある、どうでも良いノウハウとは一線を画す内容です。 

これを知った人は今までの常識が吹っ飛んでしまいます。 

 

稼いでいる人はこれが常識なのですが、アフィリエイトをやってい

る人口の１％も知らない情報ですので、驚きながら見て下さい。 

できる限り分かりやすく説明していきます。 

パソコン１台でこの収入が確実ですが、２台、３台と増やし、 
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１０台で２００万円以上を稼いでいる先輩がおります。 

あなたもきっとそうなるでしょう１年以内に確実に！！ 

それでは内容説明と実践をしていきます。 

▼内容の説明＆実践。さあやって行こう！！ 

 

ご存じの通りアフィリエイトは、成果報酬型とクリック型が存在し

ます。 

 

そのクリック型の報酬で稼ぎます。バナー広告を１クリックすると 

１円とか２円とかの報酬が入ります。 

 

しかしたった１円とかの報酬となると、自分でクリックして全く収

入には結びつきません。 

 

それに自分のパソコンのＩＰアドレスはクリックする度に、広告主

を取り扱うアフィリエイトプロバイダには報告されておりますので、 

同一ＰＣからのクリックは１日１回しか認められません。 

時間もかかるし、お金にならないし大変ですよね。 
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それでも実は複数のＩＰアドレス（複数のプロキシ）を使って、 

自動的に数千回クリックするソフトが存在します。もちろん裏ソフ

トですので売られていません。 

全て手に入りますのでご心配なく。 

それでは早速実践に移りましょう！！ 

１，ホームページ又はブログの開設 

 

簡単なもので結構です。ブログでも良いのですから 

無料のホームページのスペースで開設するなら無料の（ＦＣ２）

http://www.fc2web.com/ 

等がオススメです。 

自分で作れないよーってなか方はブログでも十分ですので、自分で

テーマを決めます。  

他人のサイトを「ＧｅｔＨＴＭＬ」等で丸ごと取ってくる方法もあ

ります、その際には、ある程度は自分のオリジナルに作り直して下

さい。 

またできるだけアクセスの多そうなサイトを選んで下さい。 
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目立ちすぎず、有名でなく、個人が運営してるような小さなサイト

がよいでしょう。チャットや掲示板などの手の込んだ事をやってい

る場合は、そのページは、コピーせずにパスします。自分の場合は

かなり適当に作りました。 

アダルトはＮＧです。アフィリエイトの審査に通りません。 

真っ当な内容で、明るい雰囲気のサイトを作りましょう！ 

多くの収入を得るためには複数のサイトがあった方が有利です。 

できるだけ複数作りましょう！ 

ＧｅｔＨＴＭＬというソフトはフリーソフトでこちらで入手できま

す。ベクターというサイトからダウンロードできます。 

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se077066.html 

 

フリーソフトという事もあって利用方法は若干難しいです。 

ＧｅｔＨＴＭＬがまともに動かないという方は有料ソフトで最も使

い勝手の良い、高機能な「Ｂｅｅ」というソフトをオススメします。 

こちらからダウンロードできますが、有料です。 

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se273706.html 
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こちらも丸ごとホームページを取ってくるのですが、設定が分かり

やすく、他にも、インターネット上にあるファイルを検索して取っ

てくるというウェブ巡回機能がありますので、個人的にはＢｅｅと

いうソフトをオススメします。ただし３，０４５円かかります。 

「ベクター」というサイトへ行くと様々なソフトがありますので、

一度は確認をしてみて下さい。検索エンジンで「ベクター」と検索

するとトップに表示されるはずです。 

 サイトを丸ごと取ってくる場合は、先に書いた様に十分注意しな

がら行いましょう。完全コピーでは駄目です。 

 

２，バナー広告の登録 

 

次にクリックするためのバナーを決めるために、バナー広告会社に

登録をします。 

私の場合、「Ａ８ネット」の AS 会員に登録しました。この広告サイ

トの趣旨としては、登録した AS 会員(自分のホームページを持って
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いる広告掲載希望者)は、自分にあった広告バナーを選んで広告主の

審査を待ちます。 

広告主は、実際にホームページを見て、それが自分の出した広告内

容とイメージが一致するか、アクセス数の量などを推察して、広告

を掲載を依頼するかどうかを決めるようです。 

バナー広告の種類として、クリック報酬型、成果報酬型などがある

ようですが対応してるのは、クリック報酬型のバナー広告です。

「A8.net」などに登録が完了するとクリック報酬型のバナー広告に

対して掲載するための審査依頼を出します。選択するバナー広告は、

当然ながら報酬額の多いのを選びましょう。そして、複数の広告に

対して審査依頼を出します。それと自分のよく買うものがあればそ

れに適した登録しましょう。 

 ●ここでコツを教えます。 

広告検索のオプションに「クリック報酬」のチェックボックスが 

必ずあります。そこにチェックを付けて、広告カテゴリを選択する

と、クリック報酬型の広告のみが全て表示されます。 
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 ●コツ２（自分で申し込んで報酬を得る広告） 

広告検索の窓に「本人申込ＯＫ」と打ち込んで検索しましょう！ 

９００件以上の広告が表示されます。これは自分自身が申し込んで

も、報酬が支払われますよ、という広告です。私はこの広告を貼り

付けて１日で３０万円ぐらい稼ぎました。また、何度でも登録でき

るメルマガや懸賞サイトの無料登録はヤフー等のフリーメールを使

って登録を毎月しておりますが、５万円以上の報酬が簡単にゲット

できます。登録が簡単にできるようにロボフォームなどのソフトは

必要になります。こちらは当情報と組み合わせれば更にプラスの収

入となりますので、やってみて下さい。 

3.バナーの掲載 

審査依頼から数日後には、審査結果がメールで通知されます。審査

を通過したバナーに対しては、貼り付けるバナーを選択することが

出来ます。選択すると、次のようなコードを、ホームページの HTML

ファイルに書き加えるように指示されます。 

■サンプルコード（Ａ８net）から提供されるコード■ 



 10

＜a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=I8DM6+BIZ5F6+5VY+63H8H" 

target="_blank"＞ 

＜img border="0" width="234" height="60" alt="Click Here!" 

src="http://ad.a8.net/svt/bgt?aid=036g582697&wid=001&eno=01&mid=s000000007630

0eikc&mc=2"＞＜/a＞ 

＜img border="0" width="1" height="1" 

src="http://ad.a8.net/8.gif?a8met=Irf6+BIZ5F6+5VY+63H8H" alt="Click Here!"＞ 

まずは、指示されるとおりに上記の３行をホームページの一番下に

追加します。そして、そのファイルをホームページスペースにアッ

プロードして下さい。ブログでも構いません。 

試しにホームページを表示してみると、一番下にバナーが表示され

てると思います。同様の手順で、審査に通過したすべてのバナーに

ついて同様の手順により、ホームページ（ブログ）にバナーを貼り

付けます。これで、ホームページ側は OK です。 

4.バナクリへの登録～プロキシの自働入手方法 

こちらからクリックソフトをＤＬして下さい。 

ＤＬしましたら解凍をして下さい。解凍が分からない方はベクター

に行って解凍ソフトをＤＬして下さい。解凍の仕方の説明は省かせ

て頂きます。解凍を完了するといくつかファイルがでてきます。 
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pushb.exe をダブルクリックして起動して下さい。こんな画面がでる

かと思われます。 

 

 

Target 欄には、例えば上記の例では、 

サンプルコードから抽出した以下のＵＲＬ↓↓ 

http://ad.a8.net/svt/bgt?aid=036g582697&wid=001&eno=01&mid=s

0000000076300eikc&mc=2 

http://ad.a8.net/8.gif?a8met=Irf6+BIZ5F6+5VY+63H8H 
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http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=I8DM6+BIZ5F6+5VY+63H8H 

 

の３行を追加し、上記の 3 つの URL が連続的に読み込まれるように

します。抽出方法と順番は以下で説明します。 

bgt?aid=と書いてある http://のが１行目にきます。 

次に gif?と書いてある http://のが２行目になります。画像を読み

込んでいるのでしょうか？ 

target="_blank と書いてある http://のが最後３行目にきます。 

 

アドレスしかいりませんので target="_blank とかは省いて下さい。 

 

★ここでコツを教えておきます。 

まず、広告のリンクコードをＡ８で入手したら、 

リンクコードをホームページの挿入したい場所へ貼り付けます。 

そして、デスクトップ内に新規テキストの文章ファイルを作り、 

そこへもリンクコードを貼り付けます。（保存します） 
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そして、３行全てのＵＲＬを抽出したら、テキスト文章の中に順番

に貼り付けておきます。ＵＲＬ以外は消去しましょう。 

テキスト文章内でＵＲＬの抽出作業を行った方が楽にできます。 

 

また、複数のバナーと契約している場合は、この３行の下に次のバ

ナーの URL を３行という感じで、次々と追加して下さい。 

あなたのＨＰから提携先の企業ＨＰまで３つを経由していくことが

分かります。それで読み取っているのでしょう。 

順番間違えないように注意して下さい。 

抽出したＵＲＬは全て Target 欄にコピーして貼り付けます。 

 そして、From 欄にはバナーを貼り付けている申請しているリンクペ

ージの URL 

http://www.test.com/̃test/link.html（例：あなたのサイト） 

を入力する。 

続いて、下段の大きな枠には匿名 Proxy のアドレスを入力します。

これは、有名な所では CyberSyndrome などから取得できます。ここ
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から、匿名(Anonymous(A))Proxy のリストをコピー・ペーストして、

バナクリに貼り付けて下さい。 

他に匿名のプロキシリストがありましたら貼り付けると効率的かも

しれません。 

匿名プロキシが入手できる有名なサイトは以下の３つです。 

 CyberSyndrome  

 List of free anonymous proxy servers  

 Multi Proxy & Anonymous list  

しかし、わざわざサイトを訪れて入手するのも面倒な場合は 

便利なソフトで一発解消できます。 

 

★効率的に匿名プロキシを入手する便利なソフトの紹介 

 最新版を手に入れるのには、ソフトの作者のページから 

ダウンロードできます。 

 ソフトの名前を覚えておいてから、サイトに行ってダウンロード 

して下さい。なければここからＤＬして下さい。 
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ソフトの名前は「あの荷物、風呂敷？」です。 

ＵＲＬは http://hp.vector.co.jp/authors/VA031295/ 

です。使い方はダウンロードして解凍した中にあるテキストを読ん

でご使用下さい。かなり便利です。わざわざサイトを訪れる必要が

なくなります。 

ここでバナクリの説明へ話しを戻します。 

次に、「Max」欄、ここには一度の実行で、最大何回まで、自動クリ

ックを行なうかを入力するようになってるようです。物理的には、

登録した Proxy の数だけ自動クリックできるはずですが、あまりに

もクリック数が短期間に集中すると、不自然なクリックと注目され

る可能性があるので、あまり多くならないように注意して入力して

下さい。 

自分はかまわずやっていますが・・・今のところ大丈夫です！？ 

Ａ８だけ？ もちろん、後ほどインプレッション数の水増しの方法

で、解決する方法を説明しますのでご心配なく。 
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インプレッション数とはホームページが表示された数の事です。 

この数が少ないと、不正クリックと見なされるわけです。 

まだバナクリでのクリックはスタートしないで下さい。 

ちなみにこのインプレッションの水増しは超ウルトラ技です。組み

合わす事のできる、限界までアクセスを増やしてインプレッション

を何十万と稼ぎましょう！！どこにも紹介されていない有益な情報

です。 

かなり有利になるでしょう 

 

 

５.インプレッション数の水増し 

クリック数だけでインプレッション数（ＨＰ表示された数）が極端

に少ない場合は不正クリックと見なされるので注意して下さい。 

どうやらインプレッション数に対してクリック率というのは多くて

３％以下、時には１％みたないぐらいらしいです・・・だから多く
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のクリックがある場合はインプレッション数もその分多くないとい

けません！これが１０％を超えるような事があったらあなたのＩＤ

は確実に削除されます。絶対に３％以下を守って下さい。 

サイトの雰囲気もいかにもアクセスがありそうな感じのものにする

べきです。 

インプレッションの水増しに使う方法は４つの方法を組み合わせま

す。ちなみに以下の方法はランキングサイトで１位を取るのにその

まま使えます。 

１， Autourl 

２， インラインフレーム 

３， トラフィックエクスチェンジ（全１０サイト） 

全て自動でインプレッションを稼いでくれます。 

方法がそれぞれ違いますが自動で行われます。 

これで数万インプレッションの獲得が可能です！！ 
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まず原始的なやりかたで水増しのやり方を紹介します。 

では水増しの仕方を記述します。 

Autourl を使ったインプレッションの水増しの方法からです。 

こちらからＤＬして下さい。 

これまた解凍しますといくつかのファイルがあります。 

その中の pb70dll フォルダの中の３つのＤＬＬをシステムフォルダ

に切り取りもしくはコピーして貼り付けて入れて下さい。 

ＸＰではマイコンピューター→Ｃドライブ→WINDOWS→system32 の

中です。ＯＳによって違うかもしれません。ＸＰで記述します。 

autourl.exe を起動します。編集の追加から水増しするＨＰのアドレ

スを記入してチェックを入れます。 

その際は何秒後に開くとか複数立ち上げるとかの設定がありますの

でいじくって自分のベストな設定にして下さい。 

様々な方法を試しましょう！ 

※必ず、バナクリを起動させる前に AutoURL を起動して、インプレ

ッションの確認を行ってください。 
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インラインフレームでのやり方の紹介です。 

あくまでも参考です。（通常効果が現れるのですが、現れなかった

人もいる様なので・・・本当は現れるのですが） 

まず白紙（index の背景に合わせておく）のページに広告が貼ってあ

るかどうか分からないように、広告を 1×1 にしたりして微小化させ

背景に同化させます。 

 

これをインラインフレームを使って index に大量に埋め込みます。

埋め込んだ数だけ広告の View 数がカウントされる為、水増しできま

す。 

 難しく考えずに、説明通りにやってみましょう案外簡単にできま

す。あなたのホームページのソースを表示してタグをはめるだけで

す。ソースの表示はホームページ作成ソフトで可能ですし、 

インターネットのブラウザの編集からもソースを表示して変更でき

ます。 

変な文字ばっかり出てきて面倒と思うかもしれませんが、 
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インラインフレームはタグのどの部分に埋め込んでも全く問題あり

ません。 

 タグが表示されているソースの一番下の</body>より上に入れる

のが良いでしょう。どうしても分からない方はＨＴＭＬタグの説明

サイトをネット上で見てみると良いでしょう。 

以下がそのタグですのでこれを、そのまま、あなたのホームページ

のＨＴＭＬタグの中に貼って下さい。簡単でしょ？ 

－ここから－ 

<IFRAME name="mado1" width="1" height="1" scrolling="no"> 

（広告のコードをここに沢山貼り付ける） 

</IFRAME> 

－ここまで－ 

同じ広告を１００回貼れば１００回分のインプレッションの水増し

ができます。もちろん誰からも見えません。 
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しかも他の方法を全部組み合わせれば、数万のインプレッションの

完成です。恐るべし！！効果があるかどうかは自分で試します。 

 参考：インラインフレームの扱い方 

 http://www.hide-web.com/hp/html4.01/frame/iframe.html 

↑消されてる又は移動している可能性あり。表示されない場合は検

索サイトで「インラインフレームの使い方」と検索するとたくさんで

ると思います。 

 あくまでも、審査が通った後で、インプレッションの水増しを行

って下さい。 

● 更に、数万件のアクセスをゲットする方法として、 

トラフィックエクスチェンジを使った方法があります。 

 このトラフィックエクスチェンジのスゴイ所は、完全自動型です

ので、ブラウザを立ち上げて、広告が自動的に切り替わるのを表示

しておくだけなので、完全に自動で何もする必要がなく、アクセス

を数千から数万まで稼いでくれます。あまり知られておりません。 
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こういうのを『オートサーフ』と言います、覚えておいて下さい。 

以下のサイトに１０種類のトラフィックエクスチェンジサイトが 

紹介されております。この他にも沢山あるので探してみましょう！ 

http://www.3arms.com/accessup/index.html 

sleipnir 等のタブブラウザででオートサーフします。 

ブラウザは最小化しておいても大丈夫です。 

１つのサイトで半日起動しておくだけで７０００アクセスぐらいは

ポイントを稼げます。 

起動している間はＰＣのアクセスが重たくなるので、他の作業を行

う際は２～３サイトぐらいの起動に留めておきましょう。 

パソコンを複数台持っている場合は全てに割り振りましょう。 

以上のサイトで必要事項を簡単に書き込んだら、メールが送られて

くるので、メール内のリンクをクリックして本登録します。 
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 そしてログインができたら『Quick Access Link』 という文字を

クリックすると、オートサーフがスタートします。これだけで、 

数万アクセスが手に入ります。またトラフィックパニックや Autourl

というソフトそして、インラインフレームというタグを組み合わせ

て数十万以上のアクセスを獲得することが十分可能なのです。どう

ぞやってみて下さい。私は１日に２０万インプレッションを超えて

います。 

インターネット上にこれ以上のアクセスを自動で増やす方法は他に

ありません。 

他にもソフトやこういったサイトは存在しますが、完全に自動で無

かったり、エラーが発生したりと使えないものも多々ありますので、 

ここは他で見つけた方法を使わずにこの方法だけでトライして下さ

い。 それが数十万インプレッションを稼ぐ安全で早いやり方だか

らです。 
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 後は地道に検索エンジンに登録したり、掲示板へ書き込み、そし

てランキングにも登録したりしましょう！実はインプレッションの

水増しはランキングで１位を取るのにそのまま活用できます！ 

ランキングで１位を取るのは数千アクセスも必要ないので、注意し

てやらないと、いきなりダントツ１位になってしまいます。 

こうなると、不正を行っていると見なされてもおかしくないので、 

そこそこにしておきましょう！ 

次のページに紹介するバナクリもランキングであっという間に１位

を取ってしまう、恐るべきソフトです。このソフトは応用次第でそ

んな事ができます。 

ランキングサイトに登録すると、リンクのＵＲＬが送られてきます。 

それをバナクリの Target の欄に入れてクリックをスタートすると 

一気にランキングで一位になれますが、あまりにも怪しい一位だけ

は避けて下さい。あなたのサイトが不正と見なされてランキングか

ら削除される可能性があります。 
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６.最強のブラウザ（この作業に最適） 

世に中には溢れる程のブラウザがあるわけですが、これほどこの作

業に適したブラウザは他にはありませんでした。 

それは「sleipnir ver1.66」です。最近は最新バージョンの 2.4 以

降が出ておりますが、旧バージョンでなければいけません。 

 それは何故か？新バージョンを含め、他のブラウザでこのインプ

レッションの水増し作業などを行うと、メモリを一気に消費してし

まうため途中でブラウザが止まるだけでは済まず、他のソフトにも

悪影響を及ぼします。ところが、「sleipnir ver1.66」ところが、

このインターネットブラウザだけは違います。 

 サイトを一瞬、アクティブにすると、右端のタブから順に非アク

ティブにしていきます。これは便利だ！ 

 サイトを音速の早さで見ていく事と同等です。 

他のブラウザと違いサイトを１つづつアクティブにするのに、ブラ

ウザ自体を最小化できるので、更にすっきりとします。 
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機能は他のブラウザ、ＩＥに勝るとも劣らない内容です。 

各種プラグインも全て使えます。 

右クリックの機能がふんだんに使えます。このブラウザでは当たり

前の事なのですが、他のブラウザでは不可能です。 

そのブラウザはここからダウンロードできます。 

ＤＬ 

バージョンアップのお知らせが毎回ありますがキャンセルして下さ

い。間違ってバージョンアップしてしまった時の為に「sleipnir 

ver1.66」の圧縮ファイルは、どこかにバックアップを取っておきま

しょう。（複製を作って保存しておきましょう） 

 今後長い付き合いになるブラウザですから、さてブラウザが準備

できたら、Autourl を起動して、バナクリにてクリックのスタート 

となります。次のページからバナクリのスタートについて説明して

います。 
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７.バナクリ クリックスタート 

さぁお疲れ様でした。 

すべての入力が完了しましたら、一度バナクリを閉じて下さい。 

そのままスタートすると中のファイルgpoint.iniにセーブされてい

ないせいか、 

途中でエラーがでる時があります。閉じたら再度起動して下さい。

こうすることで gpoint.ini にセーブさせます。 

 

「Start」ボタンを押しましょう。すると、登録した Proxy リストに

対して、順番の並び替えが行なわれます。 

これは、毎回、同じ IP アドレス(Proxy)の順番にバナーがクリック

されるのは不自然であるとの配慮からです。 

次に、並び替えられた Proxy リストから更に、前回の接続に成功し

た Proxy が行の最小のほうに並べられます。 

これは、CyberSyndrome の中に登録された匿名 Proxy の中には、既

に利用できない Proxy のアドレスもけっこう含まれています。 
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それらについて、毎回、接続を試みても、接続に失敗する可能性

が高いので、前回の実績より接続に成功する可能性の高い匿名 Proxy

をまず、実行して、 Start してからなうべく早い時期にクイックポ

イントを確実にゲットしようとの配慮からかもしれません。 

もちろん、一番最初の実行時には、接続実績の記録はなされてい

ないので、この並び替えは行なわれません。上記の Proxy の並び替

えが終了すると、一番上の行の Proxy から、登録した情報に従って

バナーの URL を次々とクリックしていきます。 

クリックの試みが終了すると、接続状況が○や×で表示されます。 

匿名プロキシはすぐ折れたりしますので×が多いかと思われますが

生きているところもあるので○もつくと思います。 

○がつくとうれしいものです。クリックされたと思ってよいでし

ょう！ 

自分は全て○×判定がでたら一度リストを消して、また新しいプロ

キシリストをコピー・ペーストしてスタートさせています。 
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その際は、必ず一度閉じてgpoint.iniにセーブさせてあげて下さい。 

 

こんな感じです↓ 

 

８.クリック結果 

次の日、「A8.net」(http://www.a8.net/)のホームページにログイ

ンして、クリック数をチェックして下さい。バナクリで、実行され

たクリック数が確実に加算さえていることが確認できると思います。
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インプレッション数もＨＰが開いた分カウントされているかと思わ

れます。最近はこのクリック結果が３日後ぐらいから反映される事

があります。理由は判りませんが、そういう現象もあるという事を

知っておきましょう。 

 

９.注意 

何度も、書くようですが、１時間あたり、１日あたり、1 ヶ月あたり

のクイック数やクリック率が極端に多いなどの不自然な状態が記録

されていれば、広告会社に不信感を与え疑いの監視が、強化される

可能性があるので、不自然なクリック数の発生には、くれぐれも注

意して下さい。 

 あくまでも常識的に午後５時以降にクリックするとかなら、話し

は分かりますが、早朝や就業時間と思われる時間からのクリックは 

不自然ですよね、それだけは避けて毎日クリックをして下さい。 
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１日に７０００クリックを目標にします。その為には１つのサイト

ではあやしいですので、できるだけ複数のサイトを作って管理して

下さい。 

ブログでは複数のサイトをいくつも作る事が可能です。またホーム

ページに関してもいくつも作って管理するのは、そんなに難しい事

ではありません。なんたって広告を自分でクリックするのが目的な

のですから、 

 

１度読んだだけでは分からないかもしれません。なので何回も読み

直して完成して下さい。 

このページを開きながら進めていくとベストかもしれません。 

やり方を１度覚えてしまえば非常に簡単です。できあがればプロキ

シリストの更新のみです。毎日プロキシリストの更新が必要かもし

れませんが。１日に１度程度ぐらいですから・・・ 

それでお金が手にはいるのでしたら楽ではないでしょうか？パソコ

ンが頑張って稼いでくれます！ 

自分は低電圧セレロンの 700 ぐらいでメモリーは余裕があるぐらい
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積んでＨＤＤは１０Ｇぐらいで上記のソフトを入れてクリック専用

パソにしてあります。ＯＳはＸＰで稼動しております。 

オークションで 6000 円前後で落札できますから、このようにすると

いいかもしれません。それか今使っているパソコンで寝る前に設定

して寝てる間にクリックみたいな。 

常にパソコンをつけている状態になり電気代と思いますが、それほ

どかかるものでもありません。デスクトップで２４時間パソコンを

起動しっぱなしの毎月の電気代はわずか２千円程度です。 

それで月に電気代以上のお金が入るのですから・・・ 

登録サイトを増やしたり、アフィリエイトプログラムを増やしたり、

パソコンの台数を増やしたりすればすごい金額を稼ぎ出すことも可

能です。 

さて、更に、パソコンで自動でクリックさせてお金が毎月３万円は

確実に入ってくるキャッシュフィエスタやＧｅｔＭｏｎｅｙの紹介

をしたいと思います。両方で毎月６万円以上は稼げます。 

その情報は１１章以降を参照して下さい。 
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１０，完全自動化ソフトで月収を倍増 

また最後に凄いソフトを紹介しておきます。これが一番大事です。 

 寝マクロというソフトなのですが、ＰＣで行う全ての事を自動化

してくれます。 

http://www.geocities.jp/hekipyon/nemacro.htm 

このサイトからダウンロードできますが、このサイトが無くなって

いたら、ここからＤＬできます。 

 私はこのソフトを使って、毎日自動でプロキシを入手し、自動で

バナクリへ貼り付けクリックをさせておりますので、私が旅行に行

っている間も休み無く行ってくれます。細かい設定を繰り返すだけ

で、最強の自動環境を作れるのです。 

 使い方は簡単です、要は使い方ですので、あなた自身が調整して

下さい。一度設定して保存した設定ファイルは他のＰＣで使い回し

もできます。その際は若干の設定し直しも必要ですが、 
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完全自動化が月収数千万円の道であります。ぜひ実践してこの道を

マスターして下さい。 

あまり多くの人に知らすと自分の首を絞める事になる事は理解され

たと思います。 

 まずこの方法を使って月収２０万円以上の月収１００万円を目指

しましょう！そうすると月収数千万円の道が見えてきます。 

 手間は当然かかります。何度も四苦八苦するでしょう。 

沢山のホームページを持つと管理も大変でしょう、 

私は沢山のホームページを「IDManager」というソフトを使って管理

しています。ベクター等のサイトから検索してダウンロードして使

ってみて下さい。本当に便利です。また無料で使えます。 

むしろこういう管理ソフトを使わないと絶対に成功しません。 

さて、その「寝マクロ」を使う方法は、ダウンロードサイトや説明

書に任せるとして、自動にする順序を簡単にシュミレートします。 

これが月収数千万円の道ですので、しっかりと読んで下さい。 
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１， バナクリは４つぐらいなら同時に立ち上げる事が可能です。の

でデスクトップ上に４つ表示させます 

２， 寝マクロを立ち上げます。バナクリの画面に重ならないように

しましょう。 

３， 寝マクロの行う行動を順番に説明しますので、ここから先は寝

マクロで設定して下さい。以下の動作を全部自動で行える様に

寝マクロを設定します。 必ず完全自動化できるのでやって下

さい。 

４， 「あの荷物、風呂敷？」のフォルダを開きます 

５， 「あの荷物、風呂敷？」のソフトを起動させます 

６， 匿名＋＋をクリックします。 

７， ファイルのリスト保存でリストに名前を付けて保存します 

８， 「あの荷物、風呂敷？」を閉じます。 

９， リストを開きます 

１０， 全部コピーします 
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１１，リストを閉じます。 

１２，バナクリのプロキシを記入する欄に貼り付けます。その時は

以前に記入されたプロキシは全て消去してから貼り付ける行

動をとります。とります。プロキシを貼り付ける欄の上で右

クリックして、Ａのアルファベットキーを押すと全て選択に

なります、もう一度右クリックして、Ｄのアルファベットキ

ーを押すと、全消去になります。もう一度右クリックを押し

てＰのアルファベットキーを押すと全て貼り付けとなります。 

１３，他のバナクリ全てにその様な行動をするように寝マクロで細

かく設定して下さい。この設定がいかに大事か分かるはずで

す。 

１４，バナクリをすべてスタートさせるボタンを押す様に設定しま

す。これで完成です。後は、数時間おきにクリックするよう

に設定すれば旅行にも出かけられます。 

１５，寝マクロを何度も何度もスタートさせたり、停止させたりし

て微調整を行って下さい。そうすると、失敗もなくなり、 
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  完全なる自動集金機のできあがりです。 

１６，寝マクロに膨大な量の命令をする時は「nemacro」フォルダ内

の保存ファイル「***.nmc」ファイルをテキストエディタで開

いて、簡単に編集ができます。 繰り返しの作業を寝マクロ

に命令する場合に、繰り返す部分をコピー＆ペーストで増や

してやれば簡単に膨大なデータを作り、時間を計算して２４

時間分のデータを作る事も可能です。そうする事で１週間ぐ

らい平気で旅行もできますし、海外からもリモートコントロ

ール用のソフトを使って、日本にある自宅の PC を操作する事

も可能です。ただし動作は遅いのです。海外で接続する場合

はあらかじめ、インターネット接続可能なホテルかどうかを

調べて泊まりましょう。最近ではほとんどのホテルからから

ネット接続が可能ですので、あまり心配はいりません。   

当然の事ですが、激安のホテル等にはそういう設備はありま

せん、最低でも４つ星ホテルに泊まる必要があります、また、

ノートPCを持ってでかける習慣を身につけておきたいもので

す。 
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もう私もこれ以上の説明をする必要は無いかもしれません。後はあ

なたがアレンジして下さい。当然 Autourl 等でインプレッシ

ョンを増やして下さい。 

 寝マクロは細かく設定し、待機時間などで余裕のある動作をさせ

ましょう、慣れてくるとこんなに使いやすいソフトは他に無

いでしょう。他にもこのソフトを使って色々な作業ができま

すので試してみましょう。 

多くのサイトを作り、一台のＰＣで４ぐらい管理します。そして、

完全自動で毎日稼ぐのです。そうするとあなたの仕事という

のは、自分の稼ぎを確認する事のみになるか、新たな稼ぐサ

イトを作る事くらいになります。 

私ならサイトを作り続けます。いくら稼いでも良いのですからこん

な良い方法は他にはありません。これが奥義です。他の方に

はくれぐれも教えないように、自分の稼ぎが減ります。 

ただし、一番大事な事はインプレッション数の３％以下のクリック

率を必ず保って下さい。絶対に。 
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１１，自動で稼ぐ更なる方法！ 

まずキャッシュフィエスタ（Cashfiesta）の説明からしていきます。 

確実に毎月１台のＰＣで３万円以上稼げます。 

家族名義で４人分の１２万円前後を毎月稼いでおります。 

小切手には年齢制限など無いので学生でも取り組めます。 

ただし、１人の名義で稼げるのはＰＣ１台でのみ可能ですので、 

家族の名義分のＰＣ台数必要という事ですね。 

この以下のサイトで登録をすましてから、 

http://www.freestudio.biz/cashfiesta/ 

キャッシュフィエスタ自動クリックソフトをダウンロードして下さ

い。本当に２４時間自動でクリックします。すごいソフトです。 

ダウンロードはこちらから  ＤＬ 
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解凍した中に説明書があります。やり始めると簡単です。 

毎月小切手が送られてくる様になります。パソコンは複数台あるに

超した事はありません。家族名義分の申し込みをした方が得です。 

そしてＧｅｔＭｏｎｅｙは確かに毎月７万円程度稼ぐ事も可能です。 

しかし完全自動化は無理です。なんせ、１件１件全部登録する事で

ポイントが増えていくシステムだからです。ですからここでは詳し

く申せませんが、ＧｅｔＭｏｎｅｙの説明は検索サイト等で調べれ

ば沢山出てきます。 

普通にやれば毎月１万円程度の収入なのですが、これもばかになり

ません。家族名義で４人分でも５万円以上は可能ですよね。 

実は１つの家庭（１つのＩＰアドレス）から４人までは良しとされ

ております。それ以上は他のＰＣから行う必要があります。 

この様に様々な事を１台のＰＣで行う事も可能ですが、キャッシュ

フィエスタなどを立ち上げるとＰＣの動作が遅くなりますので注意

する必要があります。ですから、他の作業はできなくなります。 
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ワープロをやったり、インターネットを見て遊ぶ事や、動画を見る

事もできません。ただし稼いでくれます。 

何度も言いますが、インプレッション数の確認をした後で、クリック数を決

定します。クリック率が３％を超えると本当にＩＤが削除されてしまいます。

これだけは必ず守って下さい。 

 

クリックポイントを稼ぐ方法について考察し、広告会社への注意喚

起を目的とします。 

犯罪防止対策、並びに手口の警告としてお知らせします。 

 

絶対に転売、文章の引用はしないで下さい 

あまり広めすぎると今後使用出来なくなる恐れが充分考えられます

のでこのことは貴方だけの胸にしまっておいて下さいね 

この情報で万が一ＩＤが削除されたり、何かトラブルがあっても当

方では一切関知しませんのでご了承下さい。 

また、一切のクレームもお受けできません。 
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安全なクリックを目指して大金を稼いで下さい。 

それではがんばりましょう！ 

 

 


