
いきなり、縁起が悪くて申し訳ありません。 

ただ、このページでは私のすべてをお伝えさせて頂きますので、 
どうか最後まで必ずお読み頂ければと思います。 

死ぬかもしれない… 

まさか20代で自分が死を意識するようになるとは全く思ってもいませんでした。 

きっと、あなたも今、「死」の事など考えた事はない事でしょう。 

それまでの私は、普通に仕事をし、借金もなく、休日は楽しみの 
サーフィンやスノボー、友だちとの飲み会、旅行といった、 ごくごく普通のサラリーマンでした。 

何かおもしろいことしたいなぁ～、 
このまま普通のサラリーマンだとおもしろくないなぁ～と、 
"当たり前のように何も変わらない毎日"を勝手に想像し、 
その当たり前の毎日をつまらないとさえ思っていました… 

でも突然人生って変わるんですね… 

ある時から微熱が出はじめました… 

最初は風邪なのかな？程度に軽く思っていたのですが、 
2週間経っても下がらず、さらに1ヶ月後は下がるどころか、 

ずっと38度以上 の熱が続きました。 
夜には背中が疼き眠れませんでした。 

会社に休みを貰い2週間ほど療養をしました。 
もちろん病院には何度となく通いました。 

精密検査もし、原因と考えられる病気の治療も受けました。 

この時、私は医者の診断内容と自分の症状とのずれに疑問を持ち、 
セカンドオピニオンで別の病院へも行きました。 

しかし、1回目の病院の治療を続けてくださいとの診断結果でした。 

仕事先からの復帰要望があり、 
少し症状がマシになったのもあったため、 
微熱はありながらも仕事に復帰しました。 

ところが 

仕事に復帰して2週間ほどで症状は更に悪化し 
今度は39度の高熱が続きました。 

仕事先にはその事を伝えましたが 
「今、人手が足りないんだよ…頼むよ…」そう言われました。 

本当に辛い…そう思いながらも私は、解熱剤で誤魔化しながら働き続けました。 

症状が発生してから４ヶ月目の時に、 
私から主治医に再度検査するよう直談判しました。 

どうやら病院というところは一度出した診断結果を覆すのは難しいようで、 
再検査するのは異例でしたが、何度もお願いをしたため、検査できました。 

診断結果は私の予想通り、最も恐れていた結果でした。 

その日は二度と忘れもしません 

『びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫』です。 

頸部のリンパ節が腫大し、大量の寝汗、発熱が発生し、 
やがて死に至る病気、簡単に言うと 【血液の癌】 と診断されました。 

ステージはⅳ期中、ⅲ期と末期の１歩手前まで進行していました。 

「致死率50％の病気」 でした… 

国は制度を守るものであり、個人を守ってはくれない・・・ 
会社は利益を守るものであり、社員を守ってはくれない・・・ 
死に際を救ってくれたのは… 

私は、素直にそう感じました。 

もしあの時、医師に再検査をするよう 
何度も直談判していなければ発見は更に遅れていました。 

どうやら後1ヶ月遅かったら致死率は70％に達し、 
半年後には、私はもうこの世に存在していなかったようです… 

それを考えるとゾッとしますね… 

主治医の診断結果に逆らってまで何度も直談判できたのは、 
今までの病気とは違う、得も言われぬ症状に、不安感や恐怖感を感じ、 
症状を記録し、ネットであらゆる情報を調べ、最悪のシナリオも想定できたからです。 

自分のことに無知であり、任せたままであればおそらく私は今いなかったと思います。 

私は、社会の恐ろしさを学びました。 

実は私の生存率を上げる可能性のある最新治療法がありました。 
しかし、300万円という大金が必要でした 

更に、効果がみられなければそれをもう1回・・・単純に600万円です。 

当然、 最新治療は健康保険の対象にはなりません。 

この治療が受けれるよう、家族は借金をするつもりでした 

正直、泣けました… 

気持ちはとても嬉しかったです。 

でもその分、家族の経済状況と治療効果を考えると 
この話は苦渋の決断でしたが断りました… 

どうやらこの治療を受ける多くの方は、 
社長や実業家 の方が大半、ここの医師からは 
「よくこの治療法を見つけられたね」といわれるほど当時は表にはでていない治療法でした。 

一般人の私には『効くかもしれない』に 
600万円を使える程の経済力はありませんでした。 

私は健康保険の対象になる通常の病院での治療をしました。 
それでもお金には本当に苦労しました。 

医療保険は 
2社入っていたのですが、私の契約内容は退院後にお金が支払われるため、 
一番必要な時には役にたちませんでした。 

会社からは 
病欠で約1ヶ月強ほど給与を支払って頂きましたが、 
それ以降は、給与は支払われず無収入の状態になりました。 

国は 
高額療養費支給制度というものがあり医療費が減額されたのは助かりましたが 
無収入にもかかわらず社会保険の徴収は続きました。 
住民税もかかりました。（前年比ベースで課税するので無収入は考慮されません） 

この期間の唯一の収入は 
労使からのお見舞金2万円程度と 
社会保険から支払われた給与の30％分のお金でした。 

サービスはお金がなければ命に関わるものでも受けることができない 

国は制度を守るのであって全ての個人を守ることができない 

会社は働くものに給料を払うのであって働かない・働けないものには払われない 

そしてここでもまた無知は危険であり、損をする 

ということです。 

私の入院病棟には重度の方が多くいました。 
私は健康のために病棟内をよく歩いたのですが 
部屋の前にあるネームプレートが代わっているのをよく目にしました。 

そして、夜中の静まりかえった病院内では、 
痛みで苦しいのか毎晩のように呻き声が聞こえる環境でした。 

私も薬の副作用で全身の毛がなくなり、爪はひび割れ、体重は10キロ落ちました。 

20代前半の女の子は他の病気を併発し亡くなりました。 

これは私の闘病の戦友から聞いた話ですが、 

「悔しい。もっとやりたいことがあるのに、 
こんなところで死ぬのはいや ホンマに悔しい」 

そういって亡くなったようです。 

そのような環境で私は毎日、病室で自分の人生を振り返り自問自答していました。 

「このまま死んで悔いはないか？」 
「やり残したことはないか？」 

数えきれないやり残したことがあり、いままで「ぼんやり」と過ごしていた時を惜しみました。 

そして、当たり前であった毎日がとても幸せなことだと心底感じました。 

何気ない時でも貴重な時間であること 
自分の夢にまっすぐに生きること 

これはこの時から心に誓い、刻み続けている気持ちです。 

それ以上に最も大切なものは 
家族や仲間の存在でしかありません。 

私の最大の誓いは家族や仲間は生涯 
【大切にすること、恩返しすること、そして守ること】です。 

人生の半分の時間と情熱を費やした会社は 
病気の人間を助けてくれるところではありません。 

お金の半分を納めている日本国は制度の範囲内でしか助けてくれません。 

病気で苦しんでいる私を救ってくれたのは、【家族であり、仲間でした】 

無知とは危険であり、損をするもの。 
人生は決して長くはない。 

一瞬、一瞬を真剣に生きること。 
元気で生きていられる事への感謝と悔いなく夢にまっすぐ生きること。 

家族と仲間を生涯大切にし、恩返しをし、そして今度は守ること。 

生と死を彷徨い掴んだ答えは（今あなたに提案できること） 
それが『インペリアル・ゴールド ざくざく君』です!! 

国にも会社にも頼らず生きていける！家族や仲間を守れる！ 
方法をようやく見つけることができました！！ 

このサイトには1日たった30分の単純な作業で 
あなたの収入を増やす簡単な方法が書かれています。 

でも、これからの日本を考えると 10万円収入をUP するのに 
どれくらいの時間、年数をかければ、そこまで辿り着けるのでしょうか？ 

もしかしたら今より収入が減る可能性も十分ありますね… 

デフレスパイラル、少子高齢化、増税、会社業績不振によるボーナスカット、給与減額、リストラ 
今の日本ではうんざりする言葉ばかり耳にします。 

さっきも少しお伝えしましたので、 
もう大半の方が気づいていると思いますが、 

どんなに会社に尽くしても今後の生活は保証してくれません。 
国に税金を納めていてもこれからの私達の老後まで保証されていません。 
誰も自分の生活を保証はしてくれないのです。 

そして自分のことすら守れないものに、 
本当に大切な人を守れる力などありはしないということです。 

グチグチと日本に、社会に、そして周りに文句を言い、ただ漠然と不安を抱えるくらいなら、 

新しく給料以外でお金を稼ごう!! 
やりたいことや夢を叶えるためには自分で切り開くしかない！ 
守りたい人を守れる力を身に付けたい！！ 

そう思ったのが、私がインターネットビジネスを始めたきっかけです。 

中には、そんな胡散臭い話・・・なんて思う方もいると思います。 

ですが、 事実あるようです… 

ですが、これには組織力、人脈力、資金力、ブランド力など 
誰しも持つことができない力に成功ノウハウのレバレッジをかけることで稼げる方法です。 

そんな方法など存在しないに等しいですよね… 

やっぱりインターネットで初心者が簡単に稼ぐことは無理なんだ… 
簡単に稼げるならみんなやってるよ… 

あなたはそう思ったかもしれません。 

でも、そんなことはありません！！ 

たった10分この手紙を読むだけであなたの考えは"ガラリ"と変わることになります。 

毎月10万円の収入を得る方法あれば、 
私がこれからあなたにお教えできます。 

まずは、実際に私が教えた方の実績をご覧ください。 
ちなみにこの方は68歳の年金暮らしの方です。 

この方は今までネットビジネスをしたことがない、普通のサラリーマンでした。 
しかし、この初月日から10万円稼いでいます。 

「いやいや、それはないでしょ」とつい言いたくなりますよね。 

私もそうでした。 

実際、会社やアルバイトで働いて 
10万円を稼ごうとすればどれだけの労力が必要か… 

ネットビジネスを始めてすぐに28万円を手にし でも、彼は、 

たった１日30分の作業 しかも、 で稼いだのです。 

もしかしたら、今、あなたは現実とのギャップに 
拒絶反応を起こしているかもしれません。 

「そんな夢みたいな方法はあるはずがない」 
「何か悪いことをして稼いでいるんじゃないか」と… 

でも、あなたが信じる、信じないに関係なく、 
本当に法に触れるような悪いことは一切なく、 
逆に感謝されて報酬を得る方法があるのです！ 

あなたが望むのであれば、知識や経験、 
パソコンスキルに関係なく、堅実に 毎月10万円の収入 を得るための「道具」を差し上げます。 

貧乏サラリーマンは 
時間を使い『自己知識』と『お金』を蓄え 

金持ちサラリーマンは 
お金を使い『〇〇知識』と『〇〇』と『〇〇』そして 
『〇〇以上のお金』を増やす。 

私は無知である。 
お金に対するリテラシーをあげたい。 

国や会社に依存せず自分の足で立ちたい 
夢を叶えるためには今のサラリーマンのままでは難しい 
サラリーマンとして働きながらでも夢に近づくことをしよう 

死の淵から少し希望が見え始めた時 に 

私は自分の将来に対する悶々とした思いを紙に書きなぐり 
まだぼんやりでしたが、 現実と将来の夢との距離 を認識しました。 

まず最初に大嫌いだった読書を始めました。 

そこで出会ったのが 
【金持ち父さん貧乏父さん】 でした。 

私がもっとも影響を受けたキーワードは 『不労所得』 

いつの間にかネットでも『不労所得』についての情報を探していました。 

そして、 『あなたもすぐに不労所得を得ることができます』 といったキャッチの情報商材を発見。 

当時の自分でもその情報商材の印象は怪しかったのですが、 
『やらないで悔やむより、やって悔やんだ方がマシ』の精神で 
ドキドキし、手に汗握りながらも決済ボタンを押し即購入したのを覚えています。 

確か16,800円だったと思います。 

期待と不安で心臓が高鳴りながらその内容をみると 

『とてもがっかりしました』 

どんな内容かというと正確ではありませんが、 
ある仲介業者を通して自分が他人の保証人になるといった内容でした。 

ムチャクチャ怪しくないですか？ 

買った手前、実践しようと試みましたけれど、 
調べてもわからないことだらけだったので止めました。 

『詐欺商材を掴まされた』って思いましたね。 

貧乏サラリーマン時代の私は、『不労所得』という甘い蜜の情報に誘われ、 
そのノウハウ（方法）を知りたいがために情報商材（知識）を購入しました。 

結果、ノウハウは私にはマネのできないものと判断し辞めました。 
ここまで読んで何がいけなかったのか、あなたはもうお気づきですよね。 

『不労所得』の響きにつられノウハウだけを買ってしまったということです！ 

あなたは大丈夫だと思いますが、情報商材を買うなら、まずは 

そのノウハウが何をしているものなのか、ちゃんと説明しているものを選ぶこと 
購入後のサポートをしっかり打ち出しているところを選ぶこと 

少なくともこの2点のポイントはおさえることが大切です！ 

以上のような経験をしながらも貧乏サラリーマン時代から解放されたのは、『失敗』から学び 
先ほどの2点のポイントをしっかりと打ち出している教材を購入した時からです。 

また、そこから紹介して頂いた、会員制ネットビジネスチームに加入しました。 
加入代金は高額でしたが、覚悟を決め、飛び込みました 

正解でした！ 

今まで無料で仕入れていた情報とは異なり、 
全てが稼げる情報とサポートがありました。 

後はどれに有限の時間を投資し、失敗を恐れず、成果に繋がるまで続けるかでした。 

私は、加入代金は1ヶ月で回収することができ、投資として成功しました。 
何よりも大きかったのは、成功者が非常に多い環境に入れたことです。 

アフィリエイターの中でも月収100万円以上稼ぐ方を 
トップアフィリエイターと呼んでいるのですが、普通に会って話ができます。 

会話の内容は、私が何十時間もかけて集めた情報など比べ物にならないほど深く濃い内容で、 
頭の奥で何かがハジけたような体験を何度もしました！ 

カルチャーショックってこういう時に使うんですね。 
そして気づいたのです。 

本当のお金持ちとは、お金を蓄えることでなく、お金を投資し、 
『成功知識』『時間』『人脈』『投資金額以上のお金』を増やすことだと…。 

私は死の間際の経験をしたことをきっかけに 
メール程度しか使ったことがないネットビジネスの世界に飛び込みました。 

結果 

私は100万円以上の収入を得ることができ、 
更に今も新たに稼いでいます。 

この世界に初めて飛び込み、たった１ヶ月で50万円以上稼いだ手法が 
今回あなたにご提供する方法です！！ 

しかも、私が情報商材で残念な思いをした経験から、 
今回はアフィリエイトを知らない方が実践しても安定して稼げる再現性に拘り、 
６つの稼ぐためのポイントを機能として搭載したツールにしました。 

その具体的な手法とは？ 

アフィリエイトって何かご存知ですか？ 

アフィリエイトとは、会社の商品やサービスをインターネットを通して紹介することで 
紹介料が報酬として貰える個人広告代理店のような仕組みです。 

アフィリエイトには色んな種類がありますが、 
一番ポピュラーで稼ぎやすいのは 『自己アフィリエイト』 です。 

自己アフィリエイトとは、自分で紹介して自分で報酬を貰うということです。 

「えっ？それって自作自演だからダメなんじゃないの？」って思うかもしれませんね。 

私も最初聞いた時、そう思いました。 

でも、それは違法性もなく、 
依頼元の会社も認めている列記とした1つのビジネスなのです。 

当然、商品を購入するのでお金がかかるのですが、 
中には登録するだけで報酬が発生するものがあります。 

そう、無料で申し込んで報酬が発生するのです。 

「まさか、そんなおいしい話が…」 
「ブラックな会社なんじゃないの？」 
との声も聞こえてきそうですが普通にあなたが持ってるものでもあります。 

例えば、大企業であるロー○ンのポ○タカードも自己アフィリエイトで報酬が貰えます。 

ある条件下の時では、8,700円でした。 

普通にロー○ンで作れば、１０００ポイントのプレゼントが貰える程度です… 

これが現実です。 

また自己アフィリエイト！？ 
知っている人は、正直そう思いますよね！！ 

当然の反応だと思います。 
なぜなら王道手法ですから！！ 

これから今までの自己アフィリエイトのデメリットを全て吹き飛ばします！！ 

稼げる商品を自動で拾ってきてくれます。 

この機能と同じようなツールはありますが、決定的に違うのは、 
最新案件だけでなく3つの対象ASPの全リスト から拾うので、数の規模が大きく違います。 

また、あなた独自の設定もできるので、自分で選んだ欲しい案件だけを選べます。 

この点が全く違います。 

知っている方なら、この違いの大きさはご理解頂けると思います。 

商品リストを拾って来るだけで終わりではありません。 

自己アフィリエイは申し込んで確定するまでしないと報酬が発生しませんよね？ 
ツール内から直接申込先までリンクを飛ばしているので、 
申込リストを決めたら 最速で申込が可能になります。 

また、スペシャル特典内に申込登録も自動でしてくれるツール(無料)の 
使用方法も紹介しています。 

申込後の各サービスへの対応も、 
購入者限定特別サイトにてＱ＆Ａ形式でお応えしています。 

例：キャッシングの場合、会社に電話されると困るのですが… 
保険相談の際に断りにくいのですが、どうすれば良いか?FXを全くしたことがない方は 
どうすれば良いか？などの具体的対応内容を載せています。 

10万、20万と稼いでる方はお分かりだと思いますが、 
商品の申込数が多くなると何を申し込んだかわからなくなりませんか？ 

私はこのツールが完成するまでは、 
エクセルで管理していましたが、 このツールは自動で管理 してくれます！ 

更には、1度申し込んだものは、 
申込リストに表示させなくできるので、 
誤って 2回目の申込をするミスがなくなります！ 

※自己アフィリエイトは1回目のみ報酬が発生します。2回目を申し込んでも報酬は発生しませ 
ん。 

はい。これでご飯を食べて生きていける程稼ぎ続けることはできませんが、 
100万円程でよければ、この『インペリアル・ゴールド ざくざく君』で十分稼げると思いま 
す。 

また、毎月10万円程ネットビジネスで稼いでいるのであれば必要ないかもしれませんが、 
PPCアフィリエイトやサイトアフィリエイトで特殊な使い道をする方はあると便利な機能がつい 
ています。 

ただ、毎月10万円以下の収入であれば、 
元手としてこの手法で100万円ほど稼がれた方が良いと思います。 

実際の例をあげると、今はやりの転売ビジネスの場合、 
安い商品を購入し、それを仕入れ値より高く販売した利ざやで稼ぐ手法が大半ですが、 
それだと、商品仕入れの際に自己資金が必要になります。 

また、商品が売れないと、その間、お金はマイナスになります。 

10万、20万円程度の自己資金では、 
利ざやのリターンも少ないので、100万円程度の資金があれば確実に良いです。 

実際に、私は転売ビジネスを始める方、 
始めた方から、自己アフィリエイトの相談を受けることが多いです。 

メルマガアフィリエイトの場合、無料でも始めることができますが、 
すべて無料で実際に稼いでいるメルマガアフィリエイターなど聞いたことがありません。 

読者から信頼される情報や特典を用意できるアフィリエイターは、セミナーや懇親会、ビジネス 
チームに積極的に自己投資をし、確かな知識、人脈を築いています。 

自己投資に掛かる費用は各々で変わりますが、 
月収10万円に満たないのであれば厳しいでしょう。 

この他にも物販系、FX、株などは、まとまった自己資金が必要になりますし、 
アフィリエイト系であればPPCアフィリエイト、サイトアフィリエイト、携帯・スマホアフィリ 
エイトどれも、知識と人脈が必要になり、どちらも数十万円のまとまったお金は必要になりま 
す。 

上に挙げた方法でも、すぐに稼げれば良いですが、 
早くても3ヶ月～6ヶ月ほどの期間は無収入を覚悟された方が良いと思います。 

収入のない状態から、積極的に自己投資できますか? 

大半の方は、ビジネスチームやセミナーにも参加せず、 
1万円～2万円程度のノウハウやツールだけで時間を使って稼ごうとしますが、 
それは非常に難しいですよ。 

私は、この手法を使い100万円の報酬を得ることができたので、 
その100万円を全て、次の自己投資に当てました。 

その結果、3つの収益の柱ができました。 

どうせ稼ぐには限界があって単発でしょ？と思われている方は、 
先見の明があると思います！ 

しかし、実際の稼いだ額は、 
10万円～20万円程度しか稼いでいないのではないでしょうか？ 

そして、稼げるネタを得ては、数万円～10万円程度稼いで、 
また転々と稼げるネタを探している… 

もし当てはまっていれば、そろそろ大きく稼ぐサイクルに変えませんか？ 

私は死と直面した時、"生きたい"という一心で、 
あらゆる方法を調べ、実践した経験から、これは！と思うものは、 
徹底的にする習慣がつきました。 

その習慣のおかげで約100時間かけて 
100万円程の報酬を稼ぐことができました。 

そして今回、このツールを使えば、 
私の場合25時間で、100万円程稼ぐことができます。 

最速、最短でまとまったお金を稼ぎ、稼ぐサイクル作りを構築しましょう！ 

長々と語りましたが、 
『限界があろうが、単発であろうが、最速、最短で稼げるのであれば、 
稼げるところまで稼ぎましょう』 

『お金はあればあるほど選択肢が広がります』 

『中長期的にネットビジネスを考えられるのであれば、 
この手法で半年は続けられるくらいの稼ぎを得て、 
それを自己投資に回して爆発的に稼ぎましょう』 

というのが、私からの提案です。 

いかがでしたでしょうか？ 

あなたも自己アフィリエイトで稼げる、 
あるいは自己アフィリエイトを活用して稼ぐイメージが湧きましたでしょうか？ 

今回、私があなたに提供するインペリアル・ゴールド ざくざく君は、 
成功者の集うネットビジネスチームで仕入れたノウハウを、 
昇華、改良し、自己アフィリエイトのノウハウが誰でもできるように 
6つのシステムを搭載したツールへと進化させました。 

後はこのツールを活用して稼ぐだけです！ 

ここまでお読み頂きありがとうございました。 
ここから確信に迫っていきます。 

前述の通り私はある高額会員制のビジネスチームに所属しました。 
そこで「やれば稼げる」ことができました。 

でも、チームメンバーは、その存在を知って、 
方法を理解しただけであまり実践しないんです。 

なぜでしょうか？？ 

それは、時間がかかるから 
面倒くさいからとの理由が大半でした。 

確かに私も始めの慣れない間は、 
コツがわからず1日2時間ほど月にして60時間かかりました。 

でも、その結果、1ヶ月で約50万以上稼ぐことができたのです。 

時給換算したら、 時給9,700円 ほどでした。 

サラリーマンとしての私の時給は、1,500円ほどでしたので圧倒的な差です。 
しかも、サラリーマン時代のサービス残業や通勤時間を含めると時給は1,000円程度です。 

時給9,700円が普通の仕事だと、とんでもなく良い話ではないですか? 

しかも私はその後も 毎月10万円ペースで稼ぎ続け、100万円も突破しました!! 

その稼いだお金の使い道は全て自己投資に回しました。 

100万円の投資です。 

この頃からお金を溜めるのではなく、回すようになり、ビジネスが加速したのを覚えています。 

ある大物起業家に個別コンサルティングを受け、4つのネットビジネスチームに加入し 
そして、信頼出来るシステムエンジニアにツール開発の依頼をしました。 

そうです!! 

このツールこそが、今回、あなたにご提供できる 

【インペリアルゴールドざくざく君for web】 です。 

一体、ざくざく君とは！？ 
こちらの動画をご覧ください。 

いかがでしたか？ 

このインペリアル・ゴールド ざくざく君は 
正しい情報を元にしてプレイヤーとして稼いだ私のノウハウをあますことなく組み入れました。 

ということは、ツールですので、高い再現性があります。 

実践すれば、 あなたは私と同じ、いやそれ以上の結果を出すことも可能でしょう!! 

先程も触れましたがインペリアル・ゴールド ざくざく君とは自己アフィリエイトのツールです。 

ちょっと待ってください！ 

案件をただ読み込むだけのツールではありません。 
ざくざく君は、以下の稼ぐための6つの感知システムを搭載しています。 

以下のスペシャル機能をご覧ください。 

自己アフィリエイトをする上で、もっとも大切なのは稼げるリストを素早く見つけることができるかです。この探す 
作業に時間がかかり、そして面倒になり、稼げるのに辞めてしまう方が多いです。ファーストセンスの自動抽出機能 
は、稼げるリストを自動で集めるので、探す手間がかかりません。 

トップアフィリエイターも御用達の稼げる４つのASPサイトとは？ 

ASPとは、アフィリエイトサービスプロバイダーの略です。このASPは様々ありますが、簡単に自己アフィリエイトが可能 
なのは４つのASPサイトです。このASPサイトはトップアフィリエイターもよく使うサイトですので、今後も稼ぎ続けるに 
は欠かせないASPサイトです。私も実際、稼いだ金額の98％以上はこの４つのASPから稼いでいます。また、4つのASPを1 
つにまとめて管理できるので、単純に考えても作業効率が4倍になります！！ 

ツールだからこそできる 全案件抽出とは？ 

最新案件だけを抽出するようなツールはありますが、『インペリアル・ゴールド ザクザク君』は、ASPの全てのリストの 
中から稼げるリストを自動で抽出するので、稼げるリストを大量に拾い集めてくれます。これだけでも作業効率が格段に上 
がります！！後でも紹介しますが、更にフィルタリング機能もあるので、よりあなた好みの知りたいリストだけを集めるこ 
ともできます。 

ツールを最大限に活かす フィルター機能とは? 

ASPサイトは、稼げるリストと稼げないリストの2つあります。フィルターとはこの中で、稼げるリストのみを対象に仕分け 
することができるのです。何でもそうですが、単純な仕分け作業ほど、精神的に辛いことはないですよね…インペリアル・ 
ゴールド ざくざく君 は、このような面倒な作業はツールで自動化しているので、ツールを起動したら仕分けがすでに完 
了しています！ 

自己アフィリエイトの稼げる案件の中でも、ズヴァ抜けて稼げるジャンルが存在します。一般的によく知られている 
のは、４大構成要素ですが、私は更にもう１つ稼げるジャンルを発券しました。合わせて５つの稼げる構成要素を管 
理するセカンドセンスによって、稼げる力はハンパなく高くなっています。 

先輩自己アフィリエイターが選ぶ稼げる構成要素とは？ 

稼げる構成要素とは、実際に自己アフィリエイトを実践すれば気づいてくるものですが、大きく分けて４つのジャンルに分 
けることができます。そのジャンルを知ることができれば、稼げるスピードは格段にUPすることができます。もちろん、今 
回のツールに全て組み込んでいるので、更にスピードUPすること間違いなし！ 

【極秘】だれも明かしていないもう1つの要素とは？ 

だれも明かしていないというより、むしろ気づいていないという方が正しいかもしれません。巷で囁かれている稼げる情報 
というのは、だいたい先駆者の言葉の受け売りなのでしょう！実際に稼いでいる私しか知らないもう1つの要素、それはツー 
ル内に組込んでいますので、中身は楽しみにしてください。 

今までの常識を覆す額を稼ぎ出す1つの道 五大構成要素の制御方法 

稼いでいる自己アフィリエイト実践者は、4大構成要素を必ずどれかは使っています。それを超えるには、もう一つの構成要 
素が必要です。これは管理が若干難しいです。が、これは後述のフォースセンスとシックスセンスを使うことで管理するこ 
とができます。全てツールで自動化されているので、使いこなすことが可能になっています！ 

株やFXにも稼ぎ時があるように、実は！自己アフィリエイトにも稼ぎ期があります。トップアフィリエイターはこの 
時期を逃さずに確実にゲットしていきます。サードセンスの感知機能は、毎日この時期を逃さないように監視し、稼 
ぎ時を教えてくれます。更に、期限も教えてくれるので、見落としを防ぐ効果も抜群です！ 

トップアフィリエイターから抗議！？報酬UP即時感知の機能とは？ 

ファーストセンスでも言いましたが、今回利用するASPはトップアフィリエイターも多用しています。彼らが目を光らせて 
いるのが、キャンペーン報酬です！このキャンペーン報酬時期は、今までは、ある限られた特権を持つアフィリエイターの 
みが誰よりも早く知ることができていましたが、このハーベストタイムにより、その優位性は失われたも同然です。24時間 
休まずASPをチェックしているので、キャンペーン情報をトップアフィリエイターと同等のスピードで仕入れいることがで 
きます。ネットビジネスはより早く情報を仕入れ動いたものが有利に立てます。これで１つトップとの差を縮めることがで 
きます。 

これを見落とすと、5倍以上の損をします… 

キャンペーン報酬時期を見落とすと5倍以上損します！私は始めの頃、見落としたことがあり、1回の見落としで20,000円ほ 
ど損をしたことがありました。あれは悔しかったですね…同じ作業内容、作業時間を使っても、報酬金額がその時期によっ 
て違う…それがキャンペーンです。報酬UP即時機能は、私の後悔から取り入れられたシステムとも言えます！ 

何からしたら良いか優先順位を決められない人にオススメの機能搭載 

稼げるリストが大量にあると嬉しい反面、どれから手をつけて良いかわからなくなりがちです！そんな時はサードセンスを 
利用しましょう！サードセンスには、当日限りのキャンペーンや後2日でキャンペーン終了など、あなたの設定したキャンペ 
ーン期日を瞬時に教えてくれます。迷った時に、この機能を活用することで、時間を無駄にすることなく、スムーズに稼ぐ 
ことができます。 

実は、100万円を稼ぐ過程で、10万円以上損をしました！それは私の見落としです。自己アフィリエイトの中には１ 
度の手続きだけでなく、その後に条件を満たさないと報酬を獲得できないものもあります。私は一気に数百案件をこ 
なしたので、管理が間に合わず、見落とし案件が10万円以上あったのです…しかし、フォースセンスがあれば、この 
問題は全て解決します。それは見落としたとしても、アラート機能でメール通知をしてくれるのです。すっかり忘れ 
ていたとしても、メールで気づくことで見落としを防げるのです。単純ですが、ツールでなければできない機能で 
す。私は手動で稼いでいたため、10万円以上の損をしましたが、あなたも100万円稼ぐのであれば、このフォースセ 
ンスを使い、10万円以上の損をするリスクをなくしましょう！！ 

10万円以上の損を未然に防ぐその方法とは？ 

単純ですが、それは作業の自動化をすることです。私は、全て手作業で管理していたので、稼ぐ案件をこなせばこなすほ 
ど、管理が複雑に、面倒になっていきました。100万円を稼ぐまでに、ケアレスミスで10万円以上報酬をもらい損ねたのも 
報酬が確定する条件を行い忘れたためです。ツールの良いところはこれを自動でしてくれるところですね。更にフォースセ 
ンスで、それをメール通知できることです。これで、私のようなケアレスミスで10万円以上の損をするリスクをなくすこと 
ができます。 

ツールでなければ、ほぼ実現不可能なものとは？？ 

メールは今や日常化していると思いますが、時間スゴく取られませんか？楽しいお友達とのメールであれば、苦痛など全く 
感じませんが、それが作業だと大変ですね^^;重要性はわかっていてもできないのが、単純作業です。フォースセンスはメ 
ール通知機能を標準搭載していますので、見落としたくない案件をワンクリックで、設定できます。これでわざわざスケジ 
ュール帳や管理ツールに記録しなくても全て重要なものは把握することができます。 

他のセンスと効率の良い連携方法とは？ 

このアラート機能は、他のセンスと連携するよう組み込まれているので非常に便利です。例えば、ファーストセンスのフィ 
ルタリング機能やセカンドセンスでリストUPした案件をフォースセンスのアラート機能で都合の良い日に設定したり、サー 
ドセンスのキャンペーン終了時期の手前に、アラート機能で通知するよう設定したりするなど、他のセンスと組み合わせる 
ことで、効率が格段に引き上がります。別途、効率の良い連携方法はお教えしますね。 

前述で【作業が面倒だから稼げるのにノウハウをしない人がいる】と言いましたが、実際、面倒です。何が面倒かと 
いうと、自己アフィリエイトとは、基本１度案件を消化すると、２回目は報酬の対象となりません。しかし、ASPサ 
イトには、ずっとその案件は残ります。つまり、案件をこなせばこなすほど、対象外の案件が増え、どれが消化した 
ものかわからなくなってくるのです。その問題をスッキリ解消してくれるのがフィフスセンスの断捨離機能です！ 

作業効率を更に加速化させる機能とは？ 

断捨離機能とはその名の通り、入ってくるものを断ち、既にあるものを捨て、執着から離れる機能です。ASPが提供する自 
己アフィリエイトの案件は、報酬が発生する案件とそうでない案件が、混ざって提供されています。ですので、この中で、 
報酬の発生しないものは、断つことができます。そして、自己アフィリエイトを1度消化した案件も不要になるので、案件消 
化後に捨てることができます。断捨すれば、執着する案件は特にないですね^^;この断捨離機能で大量の案件をスッキリ整 
理整頓することができます。 

見落としミスがなくなると2度手間をなくし、これだけで作業効率は2倍に！ 

実践されるとわかりますが、報酬を獲得した案件を誤ってもう一度してしまうことがあります。もちろん報酬は発生しませ 
んので、時間だけが無駄になります。私はツールがない時はエクセル表で管理していたのですが、最終的には目で確認して 
の処理だったので、見落としがどうしても発生しました。ツールにすれば、見落としのヒューマンエラーは一切なくなりま 
す。 

自己アフィリエイト専用ツールだからできる機能とは？ 

ASPサイトの目的は多くのアフィリエイターに全ての商品を知って、販促してもらうことです。望んでいなくとも、大量の 
商品を勧めるようサイト構成されています。自己アフィリエイト専用ツールは自己アフィリエイトするためのツールですか 
ら、必要のない余分な情報は排除できます。 

シックスセンスのコアメモリー機能は、他の機能の根幹となる重要な機能でうｓ。それは、インペリアル・ゴールド 
ざくざく君を使用して報酬を獲得した全履歴を記録できることです。この威力は感の良い方ならもうお分かりだと思 
います。是非、この機能をフル活用して100万円、いやそれ以上、稼いでください。 

当たり前のことが簡単にできる、シックスセンス コアメモリー機能とは？？ 

シックスセンス コアメモリー機能とは、報酬獲得をした履歴を全て記録する機能です。単純で当たり前の機能なので軽視 
しがちですが、シックスセンスがなければ、フォースセンス・フィフスセンスの機能は、ごく一部しか活かされません。 

あなただけの道を残せます！この威力にあなたはお気づきですか？ 

自己アフィリエイトだけでも、稼ぎ方は無数にあリます。ただ、あなただけの稼ぎ方を残せるのは、シックスセンスの機能 
を置いて他にありません。この機能は６つのセンスの中で、最高の威力をもっています。稼げば稼ぐほど強力になるので、 
ガンガン稼いでください。 

他のセンスとの連携で最大限に活用できるのが、フォースセンスです！！ 

シックスセンスは報酬獲得履歴として、獲得日、プログラム名、ASPサイト、報酬金額、成果発生条件、成果確定日を記録 
します。つまり、この一覧履歴を見ながら、フォースセンスのミリオンアラート機能を使えば、まとめて見落とし防止や報 
酬確定日が、わかるので、作業効率が格段に良くなります。 

私はこの機能を全て手動で行っていました。 

確かに大変でした… 
時間を費やしました… 

でも、100万円達成できたのはこの作業を続けたことだと言い切れます。 

この私のノウハウの集大成であるシックスセンスを全て 
インペリアル・ゴールド ざくざく君に移植しました！ 

もちろん、私だけが使いやすいツールでは再現性のあるツールとは呼べません。 

ここで実際にインペリアル・ゴールド ざくざく君を使った８人の生の声をお聞きしましょう。 

はじめまして、川村と申します。 

「こんな簡単に、報酬手に入れていいのかな?」 

今でも鮮明に覚えている言葉です。 

ネットビジネスなんて、簡単に稼げる方法はないと思っていましたが、パソコン音痴な私でも稼ぐ事ができたの 
が、センゴクさんが開発されたツールでした。 

というより、これを作ったセンゴクさんにビックリしました！ 

こんなすごいツールがあるんですねと感心。 

しかし、普通の人は使えないんだろうと、都合のいい話ほど、胡散臭いものだと思っていましたがこれだけは違 
いました。 

自己アフィリというものを知らなかった私は、半信半疑。 

報酬確定の文字が出てもまだ信じられず。 

そして、報酬が入った時に感じたのは、「こんなに簡単に稼げていいのか?」でした。 

私は、時給2000円のバイトを時々やっていますが、自己アフィリエイトでは、たった5～6分の時間で1万円以 
上の報酬を得る事ができます。 

作業時間が短くてすむので、自分の空いた時間でできます。 

使い方はいろいろあると思いますが、私は、空いた時間に少しずつやっています。 

おすすめ商品の中で、手に入れたい商品を買ってみたり、報酬額が高い物を得たりしています。 

今では自己アフィリエイトだけではなく、センゴクさんに学んだ事を実践し収入が増えてきました。感謝でしか 
ありません。 

センゴクさんには感謝の気持ちでいっぱいです。 

センゴクさんと出会う前から、自己アフィリエイトは過去経験していてこれ以上は無理だと思ってましたがセン 
ゴクさんの無料セミナーに参加したときに「まだ10万以上は稼げますよ」と言われてまだそんなに稼げるので 
あればと思い、黙々と作業をしました。 

そしたら、な、なんとたったの3日で10万超えの自己アフィリエイト報酬が発生しました！ 

センゴクさんにあの言葉を言われていなければ、こんなハイペースかつ楽に自己アフィリエイトで10万超えす 
ることはきっとありえなかったと思います。 

今では自己アフィリエイトもそうですが、次のステップに進む事ができています。 

センゴクさんには本当に助けてもらいました。 

いきなりで申し訳ありませんが、正直、最初はあまり期待していませんでした。 

「そんな簡単に稼げるわけがないでしょ」 

こんなことを言ってしまうとセンゴクさんに怒られてしまうかもしれませんが当時、僕が思っていた事です。 

元々自己アフィリエイトのことも、自己アフィリエイトの中には高額案件があることも知っていたし、そういっ 
た高額案件であればあるほどあまり学生には向いていないということも知っていたのです。 

だから、ざくざく君には正直あまり期待していなくてちょっとでもプラスになったら良いなと思っていました。 

でも、いつもセンゴクさんがいうように、実際にやってみないとわからない！ 

本当にこれそのものです。 

使ってみてビックリ。学生でもこんなに稼ぎやすい案件がいっぱいあるのかと衝撃を受けました。 

このツールでも稼ぐ事ができて、今では自己アフィリエイトで稼いだお金を、次のステップに投資し今では他の 
ビジネスを行う事ができています。 

まさか、インターネットを駆使して、本当に稼げるようになるとは思いませんでしたが、センゴクさんと出会っ 
た事によって学ぶ事によって、今までの生活からガラッと変わりました。 

センゴクさんには感謝でしかありません。 

こんにちは、君島です。 

パソコン素人の68才がネットビジネスに挑戦して28万の報酬を得ることが出来ました。 

今までパソコンでメールかアンケート程度しか出来ない、中高年者の私がおっかなびっくり、センゴクさんのマ 
ニュアル通りに作業をしたら、報酬を獲得することが出来ました。 

ネットを利用して初めてと言える報酬です。 

最初はパソコン不慣れなため、無理しないで低額の案件から作業して、素人が約1年で28万の報酬を得ることが 
出来ました。 

更にネットビジネスに興味を持たせていただき、今後も更なる実益と趣味を求めていきます。 

68才のパソコン素人にも丁寧に教えて頂き、センゴクさんありがとうございます。 

初めまして、澁谷と申します。 

まさか、自分がこういったとこに載るとは思ってもいませんでした。 

ネットビジネスの存在は3年前から知っていましたが、最初はお小遣い稼ぎ感覚でした。 

最初に取り組んだのが自己アフィリエイトだったわけですが、自己アフィリエイトで稼いだ資金を元に次のステ 
ージへと進む事ができています。 

自己アフィリエイトはやればやるだけ、自分に報酬として帰ってくるので今では時間のある時に今でもザクザク 
稼いでいます。 

【ネットを使う】という印象だけで簡単に拒絶してしまう人が多いですが、本当に勿体無いと思います。 

センゴクさんと出会うまでは、正直このネットビジネスに不信感しかありませんでしたが、それを覆してくれた 
のがセンゴクさんでした。 

センゴクさんと出会い、ネットビジネスで稼ぐ力が身についた事で、人生が本当に楽しく感じられるようになり 
ました。 

本当にありがとうございました。 

初めまして、MIZUEです。 

ネットビジネスについては、私は知っているつもりでした。 

もちろん自己アフィリエイトもです。 

しかし、自己アフィリエイトを本格的に行なうと、かなりの額になる事を、意識した事はありませんでした。 

「ざくざく君」を手にすると、様々な種類のアフィリエイト案件が、膨大にある事を知る事が出来ます。 

「ざくざく君」を使い始めて、買い物ついでのポイント稼ぎから、稼ぐためのアフィリエイトと思考も変化しま 
した。 

「ざくざく君」の影響力は侮れない！？ 

「ざくざく君」は、普段の生活の中で、自己アフィリエイトして、お得を極めたい方、 

サイトアフィリエイトなどで、アフィリエイト案件を、探していきたい方にもオススメします。 

何故なら「ざくざく君」は、最新情報への更新はもちろん、検索や管理など、便利な機能も備わっているので、 
アフィリエイトの一元管理に役立つからです。 

まだまだ使いこなせるかも！？ 

という可能性と余地を感じさせてくれる。 

今では自己アフィリエイトで得た資金を元に、次のステップへと進む事ができました。 

センゴクさんが私の考え方に、変化と可能性を与えてくれました！これからもセンゴクさんについて行こうと思 
います。 

「携帯はガラケーだけしか出来なかった設備機器取付 １人親方 ざくざく君 なんじゃそれ！！ 聞いたこと 
ないよ！！」 

私の友達と飲み行ったときの話で、もうみんな最近、体の回復が悪い。後10年たったらどうなるんじゃい！こ 
のまま、生涯現役まで60歳どころか70歳まで 呼ばれじゃ80歳まで現役 (;´д｀)トホホ誰も相手してくれな 
いよ・・・・・？？？？？ 

少しは、ホームページを作るとか見込み客の取り方等勉強しないと寂しい老後、まさに、貧乏じいさんになっち 
ゃうよ！ 

と思っていた矢先に、センゴクさんの教材と出会いました。 

最初このページを見た時は、「自己アフィリエイトで59万円稼いだ未経験者でも出来る。そんな事できるわけ 
がない、嘘かな…」なんて半信半疑でもありましたが、金額が予想以上に安くて購入してみました。 

自己アフィリエイトなど知らない私でしたが、クレジットカード作成したら、お金がもらえるなんて未知の世界 
でした。 

他にも資料請求したら、お金がもらえるなんて、目から鱗の世界でした。 

センゴクさんには及びませんでしたが、5月までの発生報酬が37万円となりました。 

このざくざく君のおかげで知らない世界を知る事ができましたし、ざくざく君を使う事で未知の世界を知る事が 
できますのでいいと思いますよ。 

「通勤時間が10倍有意義になりました！」とはなんでかと言うとちゃんと理由があります。 

ざくざく君は画期的でしたが、普段会社員として働いているとパソコンに向かって案件を探す時間もなくなり、 
いつしか自己アフィリエイトもやらなくなってしまいました。 

そうした折、今回のウェブ版のざくざく君を知り、改めて使わせていただくようになりました。 

設定もいらず、スマホでも使えて本当に便利になりました。 

動作も快適ですね。 

スマホでもざくざく君ができるなんて素晴らしい世の中になったものですね（笑） 

通勤時間が長いので、これまでは本や新聞を読んだりするしかありませんでしたが、今はざくざく君で毎日案件 
を探しています。 

本や新聞を読むだけではお金は稼げません。 

お金を稼ぐことができるようになり、通勤時間がこれまでの10倍有意義になったと感じています。 

実際に4月、5月の2ヶ月で約30万円を稼ぐことができました。 

これをもって次のステップに進めていければと思っています。 

ネットでお金を稼ぐことは難しいのかなと思っておりましたが、自己アフィリエイトであれば確実に稼ぐことが 
できることを実感しております。 

他の方もおっしゃっていますが、本当に人生が変わると思います。 

ざくざく君、お薦めいたします！ 

いかがでしたか？ 

時間のないサラリーマンでも、収入のない主婦や学生でも、 
自分のペースで報酬を獲得できています。 

インペリアル・ゴールド ざくざく君とは、この仕組を利用し、 
利益のでる案件だけを自動で抽出し、申込するだけで報酬を獲得できるツールです。 

しかも、 
管理システムがあるので、継続して稼ぎ続けることができるツールです。 

いくら稼げるのか？ 
私はこの仕組のみで、100万円を達成しました。 

ということは、 あなたにもその可能性が十分にあります。 
そして、この仕組は新しい商品やサービスが産み出される限り、 稼ぎ続けることができます。 

もう一度言いますが、 インペリアル・ゴールド ざくざく君 は 
ただ利益のでる案件を抽出するだけの自己アフィリエイトツールではありません。 

100万円を達成したセンゴク独自の「シックスセンス」が組み込まれたツール です。 

最速、最短、超効率的に稼ぐにはこのツールは、あなたにとって最高の味方になります。 

たとえ、完璧に使いこなせなかったとしても 
100万円稼いでいる私の半分の50万円 でしたら、無理なく稼げると思いませんか？ 

今の生活ですでに満足していたら、1日30分で稼げたとしても10万円稼ぐ必要はないと思います。 

ただ、来年も、再来年も、10年後も 
同じような生活に不安や不満をもっているならば私と一緒に始めませんか？ 

私は死にかけた経験から夢と危機意識に目覚め、 
今の生活から抜け出すためにネットビジネスを始めました。 

私は、ここまで読んで頂いたあなたにも私と同じ方法で、手動ではなく、 
ツールとして進化させたインペリアル・ゴールド ざくざく君を使って収入を稼いで欲しいと思っています。 

あなたも月に10万円増えた生活を想像してみてください。 

お母さん、お父さんに温泉旅行や仕送りなど、親孝行することができます。 

奥さんにプレゼントを買ってあげたり、デートに連れて行ってあげることができます。 

旦那さんに多めにお小遣いを渡してあげることができます。 

お子さんの夢を100％応援してあげることができます。 

お金があれば時間や心に余裕ができます。 

欲しかった時計や車が手に入ります。 

旅行に行ったり、ブランド品のバッグを買ったりすることもできます。 

ローンの支払いに悩むこともありません。 

日々、食事を切り詰めなくてもお金が貯まります。 

老後の心配をすることもありません。 

お金の心配から解放されるのです。 

家族を笑顔に幸せにできる方法がたくさんできるようになります。 

もうすでにお察しかとは思いますが実は、 
私の個別コンサルティングを受けている方は、すでにこのツールを使っています。 

ツール活用方法の１つとして、コンサル生はツールを使って簡単に入手した稼げる情報を、 
売ったり、自分たちのオリジナル特典としてプレゼントしたりしています。 

たまに、「読者様限定」や「私からの購入者様限定」で 
『10万円の情報をさしあげます』などのメールや無料レポートなどをみたことはありませんか？ 

あのような形でコンサル生が利用しているのです。 

インペリアル・ゴールド ざくざく君だとあるシステムを利用すれば、特典は一瞬で作れますので… 

しかし、このツールを購入する人が増えれば、 
この情報は当然、無価値になります。 

つまり、 私のコンサル生のメリットが１つなくなってしまうのです。 

申し訳ありませんが、ここまでお読みいただいたあなたにも稼いで頂きたいのですが、 
私のコンサル生にはもっと稼いで頂きたいのが本音です。 

急に購入できなくなるかもしれません… 

しかし、あなたが私を信用し購入いただければ、私はあなたを稼がせることに全力を尽くします。 

気になる インペリアル・ゴールド ざくざく君の値段ですが、あなたはいくらだと思いますか？ 

きっと価格を聞いたらあなたはびっくりしてしまう事でしょう。 

正直いくらで販売するか悩みました。 
インペリアル・ゴールドざくざく君は、少なくとも10万円の収入は稼げるツールですから 
5万円で販売したとしても、投資利回り200％の超優良商品です。 

しかも インペリアル・ゴールドざくざく君は、 
稼げるノウハウの構築と開発費に100万円以上のお金がかかっています。 

そして、私が費やした時間の半分以下の時間で、あなたは私以上の結果を出せてしまいます。 

1日2時間かかったのが、たったの30分で可能となるのです。 

それが、5万円で手に入るのでしたらどれだけの価値があるのかあなたならご理解いただけるはずです。 

ただ、5万円で販売してしまうと、一時的とは言え、 
あなたの家族に何らかの影響を与えてしまうのではないでしょうか？ 

5万円というお金は稼ぐには少なく買うには大きい金額です。 

投資するメリットは理解しても、現実的に買うとなれば二の足踏んでも仕方のないことだと思います。 

過去に、「嫁と喧嘩してでもやります！」と嬉しい意気込みを語ってくれた方もいましたが、 
しかし、家族に嫌な思いをさせることは私の本意ではありません!! 

そこで、本気の方なら手に入れることができる 7,980円 でご提供することに決めました。 

もしかしたら、まだ高いと思われるかもしれません。 
今までの生活を基本に考えれば高い買い物です。 

7,980円 があれば、かなり豪華な食事に家族を一度連れて行ってあげることができます。 

しかし、今までの生活を変えたいから、 
途中でこのページを閉じることなく読んで頂いているのではありませんか？ 

消費者の考えでは、いつまで経っても消費者のまま、 
この先もずっと社会に対して、消費者として生きていくことになります。 

お金を増やせるのは投資です。 
あなたは会社にあなたの時間を投資し、その対価としてお金を得ています。 

今度はあなたはインペリアル・ゴールドざくざく君にあなたのお金を投資し、 
それ以上の対価としてお金を稼ぎましょう。 

時間は皆、平等であり有限です。 
お金は不平等であり、やり方次第で稼ぎが大きく変わります。 

お金を賢く使い、増やし、時間は大切な人のために残しましょう！ 
7,980円 のお金を投資し、それ以上のお金を稼ぎましょう！ 

私という人間は、一部ではありますが紹介させて頂きました。 

インペリアル・ゴールドざくざく君というツールは 
確かなノウハウとメリットがあることをお伝えしました。 

後はあなた次第です!! 
初めて知った私やツールの事を信じるのは難しいかもしれませんが 
ここまでお読み頂いたあなたの直感、これならできるかもしれないと思った感覚を信じ、 
今までと違う世界に一歩足を踏み出してみませんか？ 

私は全力でサポートさせて頂きます。 

もし、この金額で躊躇されているのであれば 
申し訳ございませんが今回の話は忘れてください。 

ここまで来ていただけたという事は、 
私を信じて頂いたのもあるからだと思います。 

あなたの信用に私もお応え致します。 

今回 ⇒ なんと 4,980円 

※これは非常に魅力的な価格だと自負しております。 
手にして損がないツールだと思います。 

正直、自己アフィリエイトのノウハウなど知らなくても 
インペリアル・ゴールド ざくざく君だけでお金を稼ぐことはできてしまいます。 

しかし、稼ぎのカラクリを理解することによってあなたの報酬と時間効率は格段に向上します。 

インペリアル・ゴールド ざくざく君 パーフェクトマニュアルでは 
そんな自己アフィリエイトの「ある手法」について初心者の方でも6分30秒で実践できるように解説していま 
す。 

詳しいマニュアルだけではわからない細かい部分は必ずあります。 

ツール自体、テレビのリモコンのように触ればわかるぐらい簡素化されていますが、 
更に!!だれでもわかるように動画マニュアルをお付けしました。 

インペリアル・ゴールド ざくざく君の起動から実際の報酬発生まで必要な流れを全て収録しています。 

これで、インターネットビジネス初心者だけでなく、 
パソコン初心者の方でも安心してインペリアル・ゴールド ざくざく君を始められます。 

--> 

購入者様からよく質問されることや躓きやすいところを購入者限定のVIPサイトで公開します。 

知りたい時に知ることができる＝オンデマンド型のサポートでより早く問題を解決し、 
成果につなげて頂ける体制にしています。 

--> 

私は他の売り切りの販売者とは違います。 
本当にあなたに稼いで欲しいのでこのような特典をつけました。 

マニュアルや動画でもわからないことが、万が一でて来たとしても安心してメールください。 
ご購入頂いてから無期限で回数に制限なく、メールサポート致します。 

専用メールアドレスは、ご購入後にお渡しするPDF内で案内しております。 

--> 

この実践会では、実際にざくざく君の使い方や、 
分からないことを全て皆さんにお伝えしていきます。 

稼ぎやすい案件をお教えしたり、実際にその場で稼げてしまう案件も包み隠さずお伝えして行きます。 

さらに休憩時間などにわからない事を聞く事も可能になります。 

※不定期で開催する実践会となります。東京・大阪・名古屋をメインに3時間程の実践会を予定しており 
ますが開催の際は事前にご連絡致します。 

6つの特典だけでは終わりません!! 
稼げる揺るぎない自信の意思表示として、 

返金保証をお付けします。 

普通の販売者なら、このような低価格で返金保証などつけていません！ 
でも私はこのツールに自信を持っています！ 

そしてあなたに私の言っていることがウソではないと言うことと、 
稼いで頂きたいお気持ちをお伝えするために、万が一、購入代金以上稼げなければ購入代を全額返金させて頂き 
ます。 

※返金条件 
「180日間実践」されたアカウントID、実績画像を提出し、購入代金以上稼げていなければ、購入代金を全額 
返金させて頂きます。 

これらすべての特典をお付けします！ 

私、以外誰も知らない秘密 
そこにつながる １つのある扉を特別公開します。 

サイトの内容はここでは絶対に言えません… 
ただ、分かることは、これを公開することで アフィリエイト業界の常識が１つ変わります！ 

それ程、強力な扉を公開するのは 一度きり です。 

誤って扉を閉じることがないようご注意ください。 

秘密はこの先に… 

お申込み後に現れる扉を開き【最強版】を手に入れるかはあなたにお任せします。 

最強版に通じるサイトも含めこれらのすべてを手に入れるために必要なお金は1,000円です。 

もうあなたの答えはでていますよね？ 

販売価格 4,980円 

セールスタイプ ダウンロード版 PDF2ページ 

安心決済 お客様の購入情報はSSL暗号化通信により保護されます。安心してお申込みください。 

お支払いはクレジット（VISA／MASTER/JCB/AMEX）・各種コンビニ決済・銀行振込・郵便振替・BitCash・ 
ちょコムeマネーからお選びいただけます。 

決済方法 

フリーアドレスでご登録の方は迷惑メールのご確認をお願いいたします。 

動作環境 下記記載 

購入代金全額保証 
※「180日間実践」されたアカウントID、実績画像を提出し、購入代金以上稼げていなければ、購入時の価格 
を全額返金致します。返金可能な期日は、ご購入後210日以内にご連絡があった場合に返金可能となります。 

返金保証 
返金方法は、メールにて返金要請してください。返金条件を確認してから、30日以内に指定の口座へお振込み 
致します。 
返金要求先アドレス：support@1000goku.net 

今すぐお申込みボタンを押してください。 
私は人生をかけてあなたには損をさせないとお約束します。 

その証拠に返金保証をお付けしました。 

私は「インペリアル・ゴールド ざくざく君」に絶対の自信をもっています。 
ですので、もしツール代金すら稼げなかった場合は、購入代金を全額お返しします。 

何かにお金を使う、投資する時、不安は誰にでもあります。 
ですので、私はあなたにお約束します。 

180日間このツールを、使っていただいて 
ツール代金すら稼ぐことができなければ購入代金を返金します。 

その際、「180日間実践」されたアカウンID、申込履歴表、実績画像を提出し、 
購入代金以上稼げていなければ、購入代金を全額返金させて頂きます。 

※申込履歴表についてはマニュアルに記載してあります。 

なぜ、このような約束ができるのか？ 
それはただ単純に、あなたに稼がせる自信があるからです。 

ですので、まずはツールを使ってみてどれだけ簡単に稼げるのか実感してみてください。 

驚くほど簡単に稼げるはずです。 

まず、有り得ないことですが、万が一、 
あなたが稼げないようなことがあれば、購入代金は全てお返しいたします。 

初心者でもできますか？ 

はい、もちろんできます！ 
インペリアル・ゴールドざくざく君はノウハウではなくツールですので、パソコンにあまり触ったことのない初心者でもボタンを押 
すことが出来れば問題なく実践できます。ツールもマニュアルがなくても直感的にわかるように開発しておりますので、初心者でも 
十分に活用して頂けます。万が一、使い方がわからなければ、スペシャル特典のマニュアルと動画がありますので、難しい知識を持 
っていなくても簡単に安心してお使いいただけます。 

初めてなので、まず何から始めれば良いのかわかりません。 

全くの初心者に方はマニュアルをさらっと見てから始められることをお勧めします。少し経験のある方は、ツールを起動すれば稼ぎ 
方がわかるように自然と導く設計にしておりますので、まずはツールを使い始めてください。それでもご不安な方は、マニュアルで 
詳しく説明していますのでご安心ください。ツールの操作方法なども動画マニュアルがありますので、それを見ながら操作すること 
で簡単に始めることができます。 

『インペリアル・ゴールドざくざく君』はMacでも使えますか？ 

Macでの使用はもちろん可能です。 
今回のざくざく君for webは、WindowsでもMacでもスマートフォンでも使用できます。 
またWindows日本語版のみ対応となっております。そのため、Windows英語版やWindows英語版を日本語化したものも動作しませ 
ん。お間違いのないようにお願いいたします。 

携帯のみでできますか？ 

スマートフォン、Mac、インターネットでの使用は可能です。 
折り畳み携帯電話での使用は対応しておりません。 

ツールを使用する際の推奨環境はありますか？ 

はい！下記が推奨する環境になります。 

【動作する環境】 
このツールは、Microsoft Windowsで動作するアプリケーションです。以下の環境で動作確認を行っています。 

CPU Intel PentiumⅢ以上（PentiumⅢクラス、1GHz以上推奨） 

メモリ 1GB以上推奨 

HDD 最大500MBの空き容量が必要 

Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 7（推奨） 
オペレーティング Microsoft Windows VISTA 

システム Microsoft Windows XP 
※上記、日本語版にて動作確認済み 

対応ブラウザ インターネットエクスプローラ８以上 

１．ネットブックなどのミニＰＣでの動作は保証していません。 
２．動作にはインターネット環境が必要となります。 
３．動作環境として.Net Frameworkの2.0が必要です。 
Windows VistaおよびWindows 7,8,10の場合、.NET Framework 2.0があらかじめインストールされて 
います。 
Windows XPの場合、すでに.NET Framework 3.0または3.5がインストールされている場合は、.NET 
Framework 2.0が含まれるため、追加でインストールする必要はありません。 
インストールされてない場合は２つをインストールしてください。 

その他 
１．Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2を下記からダウンロード、インストールしてくださ 
い。 
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=1639 
32ビット版Windowsの場合は、「NetFx20SP2_x86.exe」 
64ビット版Windowsの場合は、「NetFx20SP2_x64.exe」 
２．Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (x86) 日本語 Language Packを下記からダウンロ 
ード、インストールしてください。 
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=5913 

【注意事項】 
上記環境を満たす場合でも、100％の動作保証を行うものではありません。ハードディスクに500MBの空き容量が必要です。上記の 
Windows上にてWordやExcelが、ストレスなく動作すれば問題ないと思われます。 

支払方法を教えてください。 

銀行振込 
クレジットカード 
コンビニ決済 
郵便振替 
Bit Cash 
ちょコムeマネー 

以上の支払い方法がご利用になれます。 
※クレジットカード決済について VISA・MASTER CARD・JCB・ダイナースカードに対応しております。 

web版とはどういった意味でしょうか？ 

簡単にご説明すると、家のパソコンだけでなく、ネット接続された端末であればお使いいただけるようになりました。フェイスブッ 
クやLINE、ツイッターのように利用できるということです。 

【注意事項】 
主要ブラウザの、IE8.0以上、Firefox、Google Chromeでの動作保証となります。その他のブラウザでのご利用は保証しておりませ 
ん。 

この商品だけで月収10万円を達成することは可能ですか？ 

個人差がありますが、私は100万円稼ぎ、まだ稼げていますので、月収10万円ペースで暫く稼ぐことはできます。 
（しかし、永続的に毎月10万円稼ぐことは実質不可能だと考えてください） 

途中でやめてしまう方もいると思いますが、原因はなんだと思いますか？ 

やめる方がいるとすれば、稼ぐことよりも別の優先事項ができたからではないかと思います。実践すれば稼げるのですから、やめる 
理由はそれしか考えられません。 

これまで散々情報商材で騙された経験があるのですが、本当に大丈夫なのでしょうか？ 

はい、大丈夫です！ 
その証拠に絶対稼がせる自信がありますので、全額返金保証もつけています！私も苦い経験があるので「もう騙されたくない！とい 
うお気持ちは理解しているつもりです。でも、もう一度、今度は私を信じてみませんか？絶対後悔はさせません！ 

ドメインやサーバー代は必要ですか？ 

いいえ、必要ありません。ドメイン代、サーバー代の費用は必要はありませんので、教材代だけで始めることができます。 

サラリーマンの本業との両立は厳しいでしょうか？ 

1日30分の作業時間があれば実践することができます。なれれば5分程で稼ぐ方もおりますのでご安心ください。 

あなただけでなく間違いなく大半の方はそう思っていると思います。 

私も同じです。 

興味がある欲しいでも、もし嘘だったら… 
そう思って一歩踏み出せないとう方に私から一言だけ言わせてください。 

「もし悩んでいるなら、とりあえず使ってみてください」 

1,000円で手に入りますし、返金保証もついていますので、リスクは極限まで低くなっています。 

あなたが何回このページに来られるかわかりませんが、次、来られるときは、 
値上げしているかもしれません。 

今この時に、私に、情報にツールに出会った一期一会この機会を是非、活かしてください！！ 

あなたの決意に応えるために私のノウハウの集大成である６つの感知システム『シックスセンス』と 
私の本気度を示す『６つのスペシャル特典』をフル活用しあなたの思いを！そして夢を叶えてください！ 

そのチャンスが今、目の前にあるのです。 

販売価格 4,980円 

セールスタイプ ダウンロード版 PDF2ページ 

お客様の購入情報はSSL暗号化通信により保護されます。 
安心決済 

安心してお申込みください。 

お支払いはクレジット（VISA／MASTER/JCB/AMEX/ダイナース）・各種コンビニ決済・銀行振込・郵便振 
替・BitCash・ちょコムeマネーからお選びいただけます。 

決済方法 

フリーアドレスでご登録の方は迷惑メールのご確認をお願いいたします。 

もし、あなたが、 

家族と幸せに暮らしたい 
夢を叶えたい 
人生を変えたい 

と本気でおもうのであれば、 
失敗することは私がさせません!! 

「あの時やっておけばよかった…」 

私は死の瀬戸際で、数えきれないほど、このセリフが頭の中に浮かんでは 

「もう過去には戻れないんだから考えても仕方がない…」 
「とにかく治すこと治った後の事を考えよう」 

と塗り替え、浮かんでは塗り替えを繰り返していました。 

『このような後悔が浮かぶ人生にはもうしたくありません！』 
もし、あなたが今の生活に不満があったり、これからの人生を変えたいのであれば 

勇気をだして一歩踏み込みましょう!! 
私と一緒に頑張りましょう!! 
私があなたをひっぱりあげますから!! 

そして、『仲間』になりましょう!! 

大切な『家族』や『仲間』、 
そして『自分自身』を守れる力を手に入れましょう!! 

このツールは私とあなたを繋げる最初の架け橋です！！ 

最後までお読み頂きありがとうございました!! 
心より感謝いたします!! 
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決済方法 
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購入代金全額保証 
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