
GDI+DTF
アフィリエイト入門

GDIアフィリエイター　たけぞう
http://gdidtfmlm.blog86.fc2.com/ 

http://gdidtfmlm.blog86.fc2.com/


【著作権について】

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。

下記の点にご注意戴きご利用ください。

このレポートの著作権は作成者に属します。

著作権者の許可なく、このレポートの全部または一部をいかなる手段においても複製、転

載、流用、転売など行うことを禁じます。

このレポートを開封した時点で下記の事項に同意したものとみなします。

著作権法等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法

規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合が

あります。

このレポートに書かれた情報は、平成 21年 3月 21日時点での著者の見解等です。著者は
事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確、不適格な情報等が

ありましても著者は、一切の責任を負いません。



1. ごあいさつ

この無料レポートを選んでいただき、本当にありがとうございます。

あらためまして、私GDI+DTFアフィリエイターのたけぞうと申します。

著者略歴

• 高校卒

• ＷＥＢページ作成経験あり

• 海外アフィリエイト暦　1年半

• 英語：たどたどしく英文を書ける程度（ＴＯＩＥＣ：350点！？）

• 経験した海外アフィリエイト

1. Paid to Click　（ＰＴＣ）

2. Paid to Read　（ＰＴＲ：海外版リードメール）

3. ＳＮＳ（ＺｅｎＺｕｕ、Ｙｗｕｉｅ）

4. ＭＬＭ（GDI：Global Domain International）



2. GDI社について

GDI社はGrobal Domain International Inc.というアメリカの企業です。

 

設立は 1999年、米国商務省の許可を得て世界中の　website　(.ws)　の
ドメイン登録所（ドメインとはwebsiteのアドレスのこと）となりました。

本社サイト　http://www.website.ws/　http://freedom.ws/ 

「.ws」は旧南サモアのドメイン、West Samoaの略です。

GDIの創業者は 2人、たった 2人の男、マークとアランです。

http://freedom.ws/?language=japanese
http://www.website.ws/


3. 商品

GDI社の商品は独自ドメインですが、それだけではありません。

1. 独自ドメインが取得できます。（ドメインとはウェブサイトのアドレスのこと）

 例えば　http://www.xxxxxxx.jp/tanaka　ではなく　http://tanaka.ws　が取得で

きます。

自分だけの永久ドメインが持てます。 

2. あなた専用のウェブサイト構築スペース（１００ＭＢ）があります。

ＰＨＰにもサポートしています。

  
3. １０個のメールアドレス

好きなメールアドレスが１０個持てます。 （１つのアドレスにあたり１ＧＢの容量

です。）

例えば　：　mom@tanaka.ws　dad@tanaka.ws　brother@tanaka.ws

 

4. 世界での経営権

ＧＤＩの経営権は日本だけのものではありません。ＧＤＩの製品はインターネット

上の製品の為、即時発送されます。もちろん言語や地理的制限もなくお金は世

界中から入ってきます。可能性は無限大です。（例えばあなたが日本人の知人

に紹介し、その知人が海外の方に紹介しても、その海外の方の販売もあなた

の収益になります 

5. オートメーション販売システム

ＧＤＩのマーケティングツールを使うことができます。

販売システムもＭＬＭの為、グループの方の販売もあなたの収益になります。

★英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、日本語、中国語、韓

国語と８ヶ国の言語に対応したＧＤＩマーケティングツールをあなたも使うことが

できます。

mailto:mom@tanaka.ws
http://www.xxxxxxx.jp/tanaka


4. ドメインの価値

　　　****.comというウェブサイトは当たり前のように見かけるようになりましたね。

もともと「.com」というドメインは利用者（社）が限定されていました、この
限定を解除したときに「.com」バブルが発生しました。

つまり、使いたいドメインの売買が高額で行われたのです、現在でもこのドメイン

売買は行われています。

ちなみに日本ではドメイントレード株式会社というサイトが取引してるみたいです。

何十万円という値段で取引してるみたいですよ。７０万円、８０万円ってのもありました。

http://website.ws/　こちらで希望するドメインがまだ取得できるか確認ができます。

「.ws」ドメインの取引がGDI社によって開始されてから多くの大企業が自社の
「.ws」ドメインを取得しています。

Google http://google.ws/
Yahoo  http://yahoo.ws/
BMW   http://www.bmw.ws/
Chanel  http://www.chanel.ws/
Burberry http://www.buberry.ws/
Rolex    http://rolex.ws/
Coca-cola http://www.coca-cola.ws/
Sunkist http://www.sunkist.ws/
Paypal http://www.paypal.ws/
Dell http://www.del.ws/
UPS http://www.ups.ws/

このようにドメインという形のないものですが、見方によっては価値のあるもの

なのです。

http://www.ups.ws/
http://www.del.ws/
http://www.paypal.ws/
http://www.sunkist.ws/
http://www.coca-cola.ws/
http://rolex.ws/
http://www.buberry.ws/
http://www.chanel.ws/
http://bmw.ws/
http://yahoo.ws/
http://google.ws/
http://website.ws/
http://www.domaintrade.co.jp/


5. ＧＤＩアフィリエイトの仕組み

GDIアフィリエイトの仕組みはいたって簡単です。

あなたがGDIにGDIのサービス利用者を紹介するだけです。

５ティアで、１人紹介すると月々＄１の報酬になります。

さらに、「あなたが紹介した人」に「紹介された人」の分も報酬が入ります。

これまたわかりづらいですね～、ごめんなさい。

こんな感じです・・・

　　　　あなた

　　　　

　　　　あなたが紹介した人　Aさん
　　　　　

　　　　Aさんが紹介した人　Bさん

　　　　Bさんが紹介した人　Cさん
　　　　　

　　　　Cさんが紹介した人　Dさん　
　　

　　　　Dさんが紹介した人　Eさん

このとき、あなたの報酬は

A   さんの紹介料 ＝ ＄１

B   さんの紹介料 ＝ ＄１

C   さんの紹介料 ＝ ＄１

D   さんの紹介料 ＝ ＄１

E   さんの紹介料 ＝ ＄１

 
この＄５があなたの月々の報酬になります。

＄５



ちなみにAさんから見ると

B   さんの紹介料 ＝ ＄１

C   さんの紹介料 ＝ ＄１

D   さんの紹介料 ＝ ＄１

E   さんの紹介料 ＝ ＄１

 
この＄４がAさんの月々の報酬になります。

もし、Eさんが１人紹介してくれるとAさんの報酬は月々＄５にUPします。

専門用語で言うと、あなたから見るとAさん、Bさん、Cさん、Dさん、
Eさんは「ダウン」さんと呼ばれています。

それとあなたのダウンさんの列のことをこれまた用語でレッグ（Leg）と
いいます。

つまりGDIアフィリエイトはダウンさん５名分までがあなたの報酬になります。

「おい、それじゃ毎月＄５の損じゃないか」

そうですね、このままじゃ、まったくそのとおりです。

でも、これと同じことがもう一度起こったら？

そうそう、あなたからさらに５人のダウンさんが加わったら？

もうわかりましたよね。

ダウンさんの数に制限はありません。

＄４



6. ＧＤＩアフィリエイトの課題

ここまで読んでいただいてありがとうございます、本当に感謝しています。

こんなにわかりにくいレポートなのに・・・

さて、気を取り直して・・・

あなたが欲しがっている本当の「答え」はこの後に出てきます。

今まではGDIの基礎知識です。

ここからがこの無料レポートで本当に大事なところです。

さて、あなたはGDIアフィリエイトにこんな感想を持ってませんか？

簡単にダウンさんを集めるだけって言うけど難しいんじゃないの？

はい、その通りです、このままじゃ

でも大丈夫です、安心してください。

これからその大事な話をします、本当に大事な話です。

なので、一つここいらで落ち着いて深呼吸しましょう。

鼻から息を吸って～

ゆっくりゆっくり、今度は口から息を吐いて～

頭から、体から力は抜けましたか？

準備OK～？

じゃ、いきますよ。

最強のダウンラインビルダー　DTF　に登場してもらいましょう！



7. 最強のダウンラインビルダー　DTF

DTFはGDI専用の永久無料のダウンラインビルダーです。

そう、永久無料です。

しかも、無料くせに最強です。

文章だと難しいので、まずは下の図を見てください。

　　　　あなた

　　　　

　　　　Aさん
　　　　　

　　　　Bさん

 　　　　あなたが紹介した Cさん
　　　　　

　　　　Bさんが紹介した　Dさん　
　　

　　　　A  さんが紹介した Eさん

①あなたが紹介した人が Bさんのダウンとして登録されます。
② Bさんが紹介した人が Cさんのダウンとして登録されます。
③Aさんが紹介した人がDさんのダウンとして登録されます。

このように、DTFが加わるとGDIの紹介力はグッとアップします。

１：始めたばかりの時はあなた 1人での紹介　＝　GDIだけと同じ
２：ダウンさんが加わると２人で紹介　　　　＝　GDIの２倍の紹介力
３：最終的には４人で紹介　　　　　　　　　＝　GDIの４倍の紹介力

どうですか？　こんなダウンラインビルダーは聞いたことありますか？

これが Powerd　By　GDI＋DTFなんですよ。

①

②

③



8. まとめ

先ほどDTFでのダウンさんの加わり方を説明しましたね、メリットわかって
いただけましたでしょうか。

私もGDIアフィリエイトを始めようと思ったのはこのDTFがあったからです。

ただ、DTFも神様ではありません、やはりあなたも仲間集めをやってなんぼの
世界です。

これはアフィリエイトだけではなくすべてにいえることだと思います。

アフィリエイトというとどれだけ儲けたかということに頭が行きがちですが

実際参加してみると、それ以外のことがどんどん身についていきます。

もちろんこれはあなたの行動にかかってきますが、行動すれば何かが得られるのは

確かです。

実はアフィリエイトってやつは、運がよければすばらしい人たちとの出会い

も演出してくれるのです。



9. 最後に
　　　さて、これでレポートは終わりなのですが、いかがでしたか？

私がGDIアフィリエイトを始めたのは 2008年 11月からで、今は
Powerd　By　DTFのおかげもあって、無料でGDIのサービスを使えるぐらいに
なりました。

特にメールのサービスは優れていて日本語対応、フィルタ設定などなど高機能で、

大変重宝しており、妻のメールアドレスをプロバイダーからGDIに切替たので
月々 250円浮いてます。

ちょっと情けないですが、それでも月々約 750円でGDIに参加していることに
なります。

世界ではすでにブレイク中で海外アフィリエイトをやっているとGDIの紹介
バナーを見ない日はありません。

海外ではみんな、お金を出して広告しているのです。

アフィリエイトの王様とよばれています。

こんなすごいアフィリエイトが日本では認知度が低いのです。

なので、GDIアフィリエイトを広めたい一心でこのレポートを作りました。
もし、このレポートがあなたの人生の一助になれば幸いです。

詳細は私のブログにてご紹介していますので、ぜひお越しください。

GDI＋DTFで副 入を稼ぐサラリ マン収 ー - ネットビジネス実録  
http://gdidtfmlm.blog86.fc2.com/ 

それでは、またお会いする日をお待ちしてます。

本当にありがとうございました。

http://gdidtfmlm.blog86.fc2.com/
http://gdidtfmlm.blog86.fc2.com/
http://gdidtfmlm.blog86.fc2.com/
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http://gdidtfmlm.blog86.fc2.com/
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