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• はじめに
【推奨環境】

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は

最新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料）

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

◆　著作権について

 当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては、以下の

点にご注意ください。

◇　レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポ

ートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、およびオークションサイト

などで転売することを禁じます。 

◇　本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、

ビデオ、ＤＶＤ、およびその他電子メディアなど）により複製、流用および転載すること

を禁じます。 

◆　使用許諾契約書

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以下、乙と

する）との間で合意した契約です。

本レポートを甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。 

第 1 条（目的） 本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独

占的に使用する権利を承諾するものです。 

第 2 条（第三者への公開の禁止） 本レポートに含まれる情報は、著作権法によって

保護されています。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその

情報を乙との書面による事前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じま

す。 

第 4 条（損害賠償） 甲が本契約の第 2 条の規定に違反した場合、本契約の解除に

関わらず、甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10 倍

の金額を支払うものとします。 

第 5 条（その他） 当レポートに沿って実行し、期待通りの効果を得ることができず、万

一如何なる損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。
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第１章　Ｌｉｓｔ　ｒｅｂｉｒｔｈ　とは？

こんにちは。ＺＩＧです。

このたびは当レポートをダウンロードいただき誠にありがとうございます。

さて、早速で恐縮ですが。

ネットで収入を得るためには、誰しもが、「属性の合った、濃いアクセス」

が欲しいって思いますよね。

どんなに良いサービスや良い商品、また、有益な情報があっても、誰の

目にも触れなければ収入に繋がりません。

ですから、多くの方が様々なアクセスアップの手段を講じます。

ですが・・・

やっぱり、なかなか属性が一致して、なおかつ濃いアクセス、というのは

集まるものではないですよね。

そこで頭を悩ませている方も少なくないはずです。

では・・・

そんな属性の合った、濃いアクセスを、自分以外の不特定多数の人が集

めてきてくれるシステムがあったら、是非利用したいと思いませんか？
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えっ？

そんなサービスある分けない？

実は、それを可能にしてしまったのが、今回紹介する List　rebirth（リスト

リバース）なんです。

このレポートでは、そんな List　rebirth の基本的な使い方・魅力をご紹介

していきます。

最初にお伝えしますが・・・

このシステムは、あなたのネットビジネスに大きな助けとなるものです。

是非ご理解いただき、活用していただければと思います。

では早速、次章より List　rebirth を紹介していきます。
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第２章　Ｌｉｓｔ　ｒｅｂｉｒｔｈ　で出来ること

では、実際のところ、List rebirth ではどんなことが出来るのか？

具体的に説明していきます。

まず、List rebirth のサイトをご覧下さい。

List rebirth

サイトには、このような説明があります。

もし、あなたが反応するターゲット化されたトラフィックを生成す

ることが出来なければ・・・

“無料トラフィック生成サービスでは聞いたことのない１９．５％

のクリックスルー率と、２９．１７％のコンバージョンレート・・・あ

なたはこの究極のマシーンを無料で手に入れることが出来

る！”

そして、サイトの中ほどに、

List rebirth は、地球上に存在するどんなトラフィック生成マシー

ンとも異なります。なぜなら・・・

オールインワンでヴァイラル宣伝・ウェブトラフィック・独占広告メ

ールを実現してくれるからです！
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・・・

意味、分かりましたか？

私は最初、良く分かりませんでした（笑

なんだかすごそうだけど、トラフィックエクスチェンジと何が違うんだろう

か・・・？というのが最初の感想です。

ですが、この部分。

１９．５％のクリックスルー率と２９．１７％のコンバージョンレート

この部分に注目です！
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これは、広告を見た人のうち１９．５％の方がクリックして、広告をクリック

した人のうち２９．１７％の方が、実際に商品の購入、サービスの申し込

みを行っている、ということです。

とんでもない数字です。

実に、５人に１人がクリック、さらに、クリックした人が１０人いれば、そのう

ち３人は実際に購入・申し込みをした、ということですから。

通常、トラフィックエクスチェンジなどのサービスは「薄いアクセス」だと言

われます。クリック率も１％あれば良いほうではないでしょうか。

これだけの違いを生み出す要因がこのシステムにはあるのです・・・

では、実際にどんなことが出来るのか見て行きましょう。

まずは、一見は百聞にしかず。以下のＵＲＬをクリックしてみて下さい。リ

ンク先は私のブログです。

http://www.listrebirth.com/scm/links/168

ブログが表示されると、数秒後にカウントダウンタイマー付きの広告が表

示されたと思います。

この広告が、List rebirth で作成できるのです。
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この広告のリンク先に、あなたがアクセスを集めたいページを選んでおけ

ば、自然にアクセスが集まるということです。誘導先は自由に決められま

す。

・セールスレターに飛ばす

・ステップメールに誘導する

・プレゼントを用意して、メルマガに登録してもらう

などなど。いろいろな使い方を思いつくはずです。

データ通りであれば、こうして表示されたあなたの広告を見て、５人に１人

はクリックし、そのうち３割の人が、あなたの紹介するサービスや商品を

購入してくれるということになります。

ちなみに、この広告を利用するために必要なことは、この list rebirth に登

録を行うだけ（無料）なのです。

こんな広告がＷＥＢ上に無数に存在させることができれば、集客に困る、

ということはなくなると思いませんか？

それを可能にしてくれるシステムがこの List rebirth なのです。
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第３章：Ｌｉｓｔ　ｒｅｂｉｒｔｈの使い方

今度は、リストリバースの基本的な使い方を見て行きましょう。

List rebirth の主な使い方は先程の広告作成を含め３つです。

１．ＵＲＬを list rebirth専用のリンクに変換する

２．あなたの宣伝用広告を作成する

３．ダウンラインへ向けてメールを送る

List rebirth のシステムを利用して、自分の広告を表示させるためには、

「宣伝クレジット」が必要になります。その宣伝クレジットを集めるために

は、List rebirth専用リンクを生成し、そのリンクにアクセスを集める必要

があります（先程のブログへのリンクが専用リンクです）。

あなたが作成した List rebirth専用リンクのページには、あなたの広告で

はなく、あなた以外の List rebirth登録メンバーの広告が表示されます。

その広告がクリックされることで、クレジットを貯めることが出来るのです。

貯まったクレジット分、あなたの宣伝広告が他の list rebirth登録メンバー

のページに表示されるわけです。

このように、登録したメンバー同士のページでアクセスを交換（エクスチェ

ンジ）させるのです。
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ん？トラフィックエクスチェンジと何が違うの？

と思われた方も多いかもしれません。私もそうだったので（笑

ですが、大きく違うのです。

そうでなければ意味が無いですしね（汗

この点は使い方を見ながら説明をしていきます。

こちらが List rebirth のトップページです。

11

Copyright(C)2009 ZIG Rights Reserved.



新集客システム　List rebirth とは？

画面中ほどに「リンク」「宣伝」「メール」と言う項目がありますね。

ここが、先程お話した、リンクを生成したり、宣伝広告を作成したり、メー

ルを送ったりするために使う部分です。

１．List rebirth専用リンクの作成

リンク生成は、先程の画面の「リンク」をクリックした先の、以下の画面で

行います。
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と言っても、項目はわずかに３つしかありません。

上から、

・変換したいＵＲＬ

・説明文（自分が何のリンクを変換したか分かるようにするため）

・カテゴリの選択

以上の項目を入力すれば、あとは「リンクを生成する！」を押すだけです。

これで専用リンクが作成されます。時間にして１分も必要ありません。

私はまず、ブログのＵＲＬを変換してみました。

それがこちらのＵＲＬです。

http://www.listrebirth.com/scm/links/168

クリックすると、カウントダウンタイマー付き広告が表示されるはずです。

では、今度はこちらのＵＲＬをクリックしてください。

http://zigstyle.biz/

元々のブログＵＲＬです。

こちらをクリックしても、広告は表示されませんよね。

このように、通常使っているＵＲＬを専用ＵＲＬへと変換して、ブログ・メル

マガで使うようにすれば、自然とポイントが貯まって行くということになりま

す。
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２．宣伝広告を作成する

自分の宣伝用広告を作成する場合は、トップページの「宣伝」をクリックし

ます。

ここで入力する内容も非常にシンプル。項目は以下の通りです。

１．タイトル・カテゴリの設定

管理用のタイトル・広告のカテゴリを設定します。

２．テキストを入力

テキスト入力は、無料版と有料版で仕様が異なり、無料版で入力

できるのはテキストのみ。有料版では文字のリサイズやバックマ　

ーカー、バナーの掲載も可能。

３．クリック先のＵＲＬ入力

あなたが誘導したいブログ・サイトのＵＲＬを入力します。

４．保存・プレビュー

あなたの宣伝広告が実際にＷＥＢ上でどのように表示されるか確

認できます。

５．審査・承認の確認

広告の簡単な審査があるようです（即終了します）。ただ、基本的

には審査は通過する模様。今のところ審査に落ちたことはありま

せん。

管理画面を次ページに掲載しておきますね。
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３．ダウンラインへメールを送る

List rebirth には、ダウンライン（ティア制度）が存在します。

そして、あなたが獲得したダウンラインへは、このシステム上から、直接メ

ールを送ることが出来ます。

例えば、あなたの紹介したいサービスや、商品があるときに、その紹介の

メールが送れたりするわけです。

それも、通常のメルマガのように不達を心配する必要もなく。

ここも大きな特徴ですね。

つまり、多くのダウンラインを獲得してしまえば、そこからでもアフィリエイ

トをして、報酬を得ることも可能になってくるということです。

さらに、ダウンラインを増やすことで、あなた自身の広告が更に露出の機

会が増えていくシステムになっていますから、このダウンラインの獲得も、

このシステムを活用する上では重要になってくるということです。
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第４章：Ｌｉｓｔ　ｒｅｂｉｒｔｈ　の大きな魅力

さて、実際に使い方を見てみましたが、では、実際のところ List rebirth は

従来のトラフィックエクスチェンジと何が違うんでしょうか？

なぜ、トラフィックエクスチェンジと比較にならないクリックスルー率とコン

バージョンレートを得ることが出来るのでしょう？

それは、すこーし考えてみると分かります。

まず、従来のトラフィックエクスチェンジ。

従来のトラフィックエクスチェンジは、自分のサイト・ブログを他の人に閲

覧してもらうために、他の方のブログ・サイトを閲覧しますよね。

多くのブログ・サイトを閲覧すれば、それだけポイントが貯まり、他の方に

自分のブログ・サイトを閲覧してもらう機会が増えることになります。

ですが・・・

結局、閲覧している人の大多数が、「自分のポイントを貯めるために閲覧

しているだけ」で、実際にはサイトを見ていないことがほとんどです。

つまり、画面にあなたのサイトが表示されていても、ちゃんと見てくれてい

る保証などどこにもありません。

結果として、アクセスは増えますが、ほとんどリンクやバナーがクリックさ
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れることがないという状態になります。

つまり、閲覧者のほとんどはポイント目当て。

あなたのサイトのコンテンツに興味があるからアクセスしているわけでは

ないのです。

悲しいですね（泣

では、List rebirth はどうか？

前述のように、List rebirth でも自分の広告宣伝を見てもらうためにはポ

イント（宣伝クレジット）が必要になります。

※ちなみに、このポイント（宣伝クレジット）は購入することも可能です。

このポイントを貯めるためには、自分が登録したＵＲＬにアクセスを集め、

表示された広告がクリックされる必要があります。

参考に、また私のブログを使いますね。

http://www.listrebirth.com/scm/links/168

このＵＲＬをクリックした時に、表示される広告は、私以外の List rebirth

登録メンバーの広告です。

この広告がクリックされると、広告主のポイントが消費され、私のポイント

は増加します。
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このようにしてポイントが貯まるわけです。

そして、貯まったポイント分、あなたの宣伝広告は他の登録メンバーさん

のサイトに表示されることになります。

つまり、ポイントを購入するか、自分のウェブページを専用リンクに変換し、

そこに表示された他のメンバーさんの広告がクリックされることでポイント

が貯まる。

そして、貯まったポイント分、他のメンバーさんの専用リンクに変換したペ

ージに、あなたの広告が表示されるということです。

以上を踏まえ、List rebirth でポイントを貯める場合。

第２章で説明した、専用リンクを作るわけですが、この時・・・

「カテゴリの選択」という項目がありましたね？

ここには、カテゴリとして、

アフィリエイトマーケティング

オーディオ＆ビデオ

グラフィックデザイン

ゲーム＆娯楽

コンサルティング

ソフトウェア

ファイナンシャル

ブログ

メディア＆宣伝広告

リプリントライト

一般

不動産

収入チャンス

無料配布

集客
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これだけのカテゴリが存在します。

以上の中から、そのサイトはどんなカテゴリに属すコンテンツなのか、を

選択する必要があります。

そして、自分で宣伝広告を作成する際も、このカテゴリ設定があります。

例えば、カテゴリを「収入チャンス」に設定したとしましょう。すると、あなた

の広告が表示されるのは「収入チャンス」に登録されているサイトのみと

いうことになります。

ですから、作成した広告が「収入チャンス」なのに、「不動産」で登録され

たサイトに広告が表示されてしまう・・・

ということが起こりません。

このようにして、属性を合わせることが出来るのです。

更に！

ここが従来のトラフィックエクスチェンジと大きく違うところなのです。

これを理解すれば、このシステムのものすごい魅力に気が付くはずで

す・・・
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良いでしょうか？

あなたの宣伝広告は、他の登録メンバーの、同じカテゴリに属するサイト

で表示されます。

では、その広告を実際に見てるのは誰でしょうか？

・・・・・・

そのサイトのオーナー（登録メンバー）さん？
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違いますよね！

見てるのは、全く違う、別の誰かなんです！

そのサイトを閲覧しているのは、登録メンバーさんではなく、登録メンバー

さんが集めてきたアクセス、つまりまったくの別人が見てるのです。

その登録メンバーさんのサイトを、興味があってアクセスしてきた「誰かさ

ん」です。

例えば、「集客」カテゴリに登録されているサイトであれば、そのサイトに

訪れる人は、「集客」のコンテンツに興味を持っているということです。

情報を求めてやってきてるわけですね。

仮にこの人をＡさんとしましょう。

そんな、集客コンテンツに興味があってやってきたＡさんは、どんな情報

があるだろうか？とサイトを閲覧し始めるわけです。

そこに・・・
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突然、カウントダウンタイマー付きの広告が表れるわけです。

それも、どうやら集客に関する広告らしい・・・

はやくクリックしないと見れなくなっちゃう！

って感じになるでしょう（笑

これが、全く属性が異なれば、「うっとおしい広告」で終わってしまい、クリ

ックされる事もないかもしれません。

ですが、サイトの方も、宣伝広告のほうも、カテゴリが設定できることで、

より属性を合わせ、興味のある人に向けて、自分の広告を表示させるこ

とが出来るということです。

集客に興味がある人に集客の広告を見せるのです。

そりゃークリックしちゃいますよね（笑

カウントダウンタイマーもあって緊急性も演出してますから♪
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それも、その属性を合わせたアクセスを集めてくるのは自分ではなく、

他の登録メンバーさんなのです。

多くの方が悩む、属性の合った濃いアクセスを集めてくる、という作業を、

このシステムは解消してくれるわけですね！

この魅力、計り知れないと思いませんか？

では、考えてみてください。このシステムの活用方法。

今から自分の広告を作りこんでおいて、登録メンバーが増え、カテゴリが

細分化されていったときに・・・

あなたの広告は一体どのくらいの人が閲覧するようになるでしょうか？

この魅力に気付いた方が、いち早く行動を開始して、広告を作り始めてい

ます。
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ネットで収入を得るための重要な要素である「集客」に、大きな助けとなる

可能性があるこのシステム、これからＷＥＢ上でも良く見かけるようにな

るはずです。

あなたは、ただそれをクリックする側に回りますか？

それとも、仕掛ける側に回りますか？

果たして、どちらがネットで収入を上げることが出来るでしょう？

魅力を感じた方はいち早く、このシステムを取り入れていくことをオススメ

します。早く始めた人ほど、このシステムから得られる利益は大きくなりま

すから。

有料サービスもありますが、今回紹介した基本の機能は全て無料で使う

ことが出来ます。実際に使ってみて、更に活用したければ有料サービス

を使ってみると良いでしょう。

まだ、良く分からないという方もいるかもしれません。

もうちょっと、様子見てみようかな～、って思っている方もいると思います。

「へぇ～、そんなサービスがあるんだね～」って思って終わりの人もいる

かもしれませんね。
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おそらく、多くの人がそうなんです。そんな状況だからこそ、今から取り入

れていけば、一歩先を行くビジネス展開が可能になります。

よく言う、先行者利益というやつですね。

登録自体は無料で出来るので、まずは一度、試してみてはどうでしょう

か？

このレポートでも、解説しきれていない部分もありますので、あとは実際

に、ご自身の目で確かめてください＾＾

一度使ってみると、このシステムのすごさに気が付くはずですよ＾＾

是非一度、利用してみてください！

List rebirth      に登録する  
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第５章：最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。

このレポートでお伝えした情報がお役に立っていれば幸いです。

「集客」はどんなビジネスにおいても重要な要素です。

しかし、ただ数を集めればいいわけではありません。

自分の扱う商品・サービスを必要とする人を見つけることが出来れば、販

売をする事はけして難しいことではありません。

逆に、必要としていない人に販売すると言うことは非常に難しいことです。

この「重要な要素」をカバーしてくれるこのシステムは、活用できればあな

たのネットでの活動の大きな助けになるはずです。

是非活用されることをオススメします。
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本気で稼ぎたいあなたをサポートします

メルマガではネットで収入を得る方法、ブログ・メルマガアフィリエイトを中

心にノウハウ・情報をお届けしています。他のメルマガでは聞けないよう

な情報を聞けることもありますので、メルマガには是非登録しておいて下

さい。

当レポートの追加の情報もお届けできるかもしれませんので＾＾

≪メルマガに登録する≫

※「あ」や「Ａ」などの名前と思えないような登録の場合はこちらで削除さ

せていただきますのでご了承ください。

では、最後までありがとうございました！
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作者：ＺＩＧ

メールアドレス：zig.only1dream@gmail.com

メールマガジン：http://www.mag2.com/m/0001023402.html

ブログ： http://zigstyle.biz/
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