


資料を御覧いただきありがとうございます。

2017年は仮想通貨元年と呼ばれているように、世間が仮想通貨普及に向け一気に動き出しています。

しかし、世の中には仮想通貨に対する誤った知識や情報が未だに氾濫していますし、
仮想通貨ブームに便乗した「仮想通貨投資詐欺」などの被害もかなり広がっています。

このような状況にも関わらず、仮想通貨の正しい知識や情報を得るためのサービスはほぼ存在していません。

間違った人から間違った情報を得ても、間違った結果しか得ることはできません。
情報とは「誰から受け取るか」が最も重要なのです。

もし、あなたの周りに仮想通貨に興味がある方がいらっしゃるのであれば、
正しい知識を広めるためにも、ぜひ仮想通貨長者.comをご紹介していただきたいと思います。

もちろん、ご紹介頂いた場合はそれ相応の報酬をご用意しております。

仮想通貨長者.comのメルマガをご覧になっているあなたがもし、
「勉強になるな」「参考になった」と思っていただけたのであれば
ぜひ、お知り合い、お友達のご紹介をお願い致します。

仮想通貨長者.com紹介プログラムとは？
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ご紹介プログラムの概要
お知り合いに「仮想通貨長者.com」をご紹介いただくと

あなたに報酬が発生するプログラムです
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最新の仮想通貨情報を提供する新しいWEBサービス、
仮想通貨長者.comをお知り合いにご紹介いただくことで
あなたに報酬をお支払できるプログラムをご用意しました。

もし、あなたの周りに仮想通貨に興味がある方がいらっしゃるなら、

ぜひ、仮想通貨長者.comをご紹介いただけないでしょうか？

ご紹介頂いた人数に応じてあなたに報酬をご用意しております。

あなたが仮想通貨に興味を持ち、「仮想通貨長者.com」のサービスにご登録頂いたように、
他の多くの方にも「仮想通貨長者.com」を魅力的に感じていただけると思います。



あなたからより多くの方をご紹介していただく事によって、
わたしたちは「仮想通貨長者.com」の読者を増やすことができます。

その結果、サービスの質をさらに向上させる事ができるのです。

そのようにあなたにお知り合いをご紹介していただくことによって
わたしたちが得られるメリットの報酬として
あなたに相応の金額をお支払させていただきます。

さらに、ご紹介をサポートする様々な仕組みやツールなども全て無料で
ご用意しましたのであなたがご紹介しやすい環境も整っております。

ぜひ、この機会に「仮想通貨長者.com」を
多くの方にご紹介いただければと思います。



無料登録1件につき3000円の報酬をお支払します
仮想通貨長者.comご紹介プログラムでは、
ご紹介していただいたお知り合いが無料メルマガへ
登録することであなたに報酬をお支払しています。

報酬の金額はご紹介1人につき3,000円です。

10人のお知り合いをご紹介いただければ30,000円、
100人ご紹介いただければ300,000円の報酬をお支払い致します。

仮想通貨長者.comご紹介プログラムでは無料メルマガに
登録してもらうだけで報酬が発生するので、
「高額商品を販売する」「有料のサービスへの登録」などといった
料金が発生するサービスへの誘導は一切ございません。

あなたの周りにいる仮想通貨に興味のある方に
「仮想通貨長者.com」のWEBサイトを紹介し、
無料メルマガに登録するだけでOKです。



ご紹介いただくWEBサービスの詳細
投資情報のプロフェッショナル集団が

仮想通貨に特化したサービスを始めました
「仮想通貨長者.com」はメルマガを中心にユーザーに仮想通貨の最新情報を無料配信するWEBサービスです。
仮想通貨長者.comサービスは「株式会社投資のKAWARA版.com」という投資情報配信の会社運営しております。

仮想通貨長者.com
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仮想通貨に特化した投資情報を配信するサービス

投資のKAWARA版.com
投資のトラブル情報や危険な案件の情報配信サービス

優良投資案件の案内も有り

運営元 株式会社 投資のKAWARA版.com
業界のあらゆる投資情報が集まってくるプロフェッショナル集団



仮想通貨長者.comでは投資のKAWARA版.comに集まる
投資情報を“仮想通貨”に特化して会員様にシェアするサービスです

投資のKAWARA版.com
投資のKAWARA版.comは全国８万人の会員様を擁する日本最大級の会員制投資情報サービスです。
投資に関するあらゆるトラブルや危険な投資先などの情報が全国各地から寄せられてきます。
会員様からの情報を元に独自の情報筋を利用した調査を行い、
調査結果を全ての会員様に無料で公開しています。

調査スタッフが仮想通貨に関する情報を厳選
昨今の仮想通貨ブームの影響により、多くの投資家の方々が仮想通貨への関心を高めています。
投資のKAWARA版.comにも仮想通貨に関する情報が数多く寄せられます。 
１つ１つの情報を仮想通貨専門のスタッフが厳選しながら調査しております。

仮想通貨長者.comで最新の仮想通貨情報を配信
仮想通貨長者.comでは調査スタッフが厳選した、
最新の仮想通貨に関するあらゆる情報を公開しております。
危険な仮想通貨から、実際に起こったトラブル、
さらには今後高騰が見込める新興コインなどをメルマガを中心に公開しております。
専門のサポートスタッフも常駐しているので、いつでも気軽にご相談する事が可能です。



仮想通貨長者.comでは
どのような知識を得ることができるのか？

1. 投資すべき仮想通貨と投資すべきでない仮想通貨の違い

2. 仮想通貨バブルが起こる４つの理由

3. 今話題の、あの新興コインの信頼性は？

4. これから高騰する仮想通貨の特徴

5. 仮想通貨を使った投資詐欺の実態とは？
仮想通貨長者.comでは、このような仮想通貨に関する基礎知識から最新情報まで幅広く情報を公開しています。



仮想通貨長者.coｍご紹介プログラムの

紹介しやすい５つの理由

完全無料で登録できる

仮想通貨に関する正しい知識と情報が得られる

危険な仮想通貨詐欺を回避することができる

高騰が見込める新興コインの情報を入手できる

いつでも専門のスタッフに相談ができる

１
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仮想通貨長者.comは 
完全無料で登録することができます。

CHAPTER 

１ 有料コンテンツ級の仮想通貨に関する情報と知識を完全無料で手に入れる事ができます 

仮想通貨長者.comへのご登録する際に費用が発生することは一切ありません。 
登録を希望される方は全員無料でご登録いただけます。 

無料のWEBサービスにも関わらず、仮想通貨長者.comで公開する情報や知識は 
有料サービスと同等、いやそれ以上の内容を受け取ることができます。 

有料級のサービスを無料で受ける事ができる 

このようなサービスがあればとりあえず登録しておいて損はないと思いませんか？ 

有料サービスや高額商品を紹介するとなると、ハードルはかなり高くなりますが、 
有料級のサービスを無料で受け取る事ができる仮想通貨長者.comはかなり 
紹介しやすいと言えるでしょう。 
あなたが仮想通貨長者.comに魅力を感じて無料登録してくれたように、 
他の多くの人達も仮想通貨長者.comを魅力的に感じてくれるはずです。 

ぜひ、多くの方に仮想通貨長者.comをご紹介いただければと思います。 



仮想通貨に関する正しい知識と情報を得られるCHAPTER 

2 仮想通貨の情報は、誰から受け取るかが最も重要です 
インターネットで「仮想通貨」と検索すると、実に多くの仮想通貨に関する情報が 
出てきますが、そのなかで「本当に正しい仮想通貨の情報」はほんの一握りです。 

仮想通貨長者を目指す為多くの人達は正しい情報と誤った情報を見分ける事ができません。 
万が一、誤った人たちから誤った情報を入手してしまうと、 
誤った結果を招く事しかできません。 

「仮想通貨長者.com」は、仮想通貨の正しい情報を配信する日本で初めての 
WEBサービスです。 

全国８万人の投資家や仮想通貨の情報筋から仕入れた最新の情報を専門のスタッフが 
調査、確認をしたうえで、会員の皆様に配信しています。 

仮想通貨がブームになっているにも関わらず、このようなサービスが今まで 
存在していなかったため、仮想通貨に興味のある多くが、 
「仮想通貨長者.com」のサービスを魅力的に感じてくれるはずです。 

「砂漠で水を売る」事が簡単なのと同じように、 
仮想通貨に興味がある人に仮想通貨長者.comをご紹介すれば多くのひとたちが 
登録をしてくれるでしょう



危険な仮想通貨詐欺を回避する事ができるCHAPTER 

3 世の中の仮想通貨の95％は詐欺案件です 
今後数年間で日本からも仮想通貨で財を成す、「仮想通貨長者」が続々と輩出されます。 

正しい知識と情報を知ることで、どの投資家にも仮想通貨長者になれる可能性は 
十分にあるのです。 

ただし、１つ問題があります。 

現在、世の中には2500種類以上の仮想通貨が発行されていますが 
そのほとんどは全く価値のない詐欺案件です。 

仮想通貨バブルの波に乗り、仮想通貨長者を目指すためには 
詐欺通貨を見抜くための目を持つ必要があります。 

仮想通貨長者.comに登録すれば、 
「投資するべき仮想通貨と投資するべきではない仮想通貨を知ることができます」 
 
定期的に配信されるメルマガを購読すれば 
仮想通貨長者を目指すためには必須とも言える「詐欺案件を見分ける能力」を身につける
事が可能です。



高騰が見込める新興コインの情報を入手できるCHAPTER 

４ 専門スタッフが厳選した“仮想通貨長者を狙える新興コイン”をご紹介します 
ビットコインや、イーサリアム、リップルなどの信頼性の高いコインに投資を 
しておくことは大切です。 

しかし、そのようなコインに投資を続けてもせいぜい10倍の値上がりが 
良いところでしょう。 

仮想通貨長者を目指すためにはこの先100倍から数百万倍の強烈な高騰をする 
新興コインへの投資が必要です。 

仮想通貨長者.comでは今後強烈な高騰をする新興コインを見抜くために 
3つの着眼点もって新興コインをチェックします。 
そのような厳しいチェックをくぐり抜けた、安全性や将来性が高く、尚且つ強烈な 
値上がりが見込める“仮想通貨長者を狙う為の”新興コインをご紹介することができます。 

・新興コインの名前 
・購入方法 
・価格高騰が見込める理由 
・発行元の情報 

このような具体的な情報を入手することができるのは「仮想通貨長者.com」だけです。



いつでも仮想通貨専門のスタッフに相談可能CHAPTER 

５ 仮想通貨のスペシャリストがあらゆるご質問にお答えします 
仮想通貨の購入を検討する人は日に日に増えているにも関わらず、 
仮想通貨に関する相談ができる場所やサービスはほとんど存在していません。 

仮想通貨長者.comでは専門知識が豊富なスタッフが常駐していますので、 
いつでも仮想通貨に関するあらゆるご質問や悩みに個別にお答えすることができます。 

「新興コインを勧められているが将来性は？」 
「ビットコインの購入方法を知りたい」 
「オススメの仮想通貨を教えてほしい」 
「投資している仮想通貨に詐欺の噂が・・・」 

などなど、仮想通貨に関するご相談でしたら何でもお答えさせていただきます。 

仮想通貨への投資を一人で判断することは大変危険です、 
まずは専門の知識を持ったスタッフに相談してから購入を検討することができます。 

この相談サービスだけでもかなり需要がありますので、 
仮想通貨に興味がある人に取ってはかなり魅力的に感じていただけると思います。



ご紹介方法3

■STEP１ ご紹介プログラムに登録する 
まずはご紹介プログラムへの登録が必要です。 
登録作業は簡単なフォームの入力だけで即完了します。 

■STEP２ 知り合いに紹介する 
あなたの回りにいる仮想通貨に興味のある方に仮想通貨長者.coｍをご紹介ください。 
紹介方法は原則自由、紹介用のツールなどもご用意しています。 

■STEP３ 報酬を受け取る 
ご紹介していただいた方が無料メルマガに登録することで報酬が発生します。 
報酬の申請はメンバーサイトから簡単に行うことができます。 

仮想通貨長者.comのご紹介は３つのステップで完了します。 

仮想通貨長者.comを紹介するための３つのステップ



まずはご紹介プログラムに新規会員登録を行ってください。 
仮想通貨長者.comを紹介いただくには、まずご紹介プログラム（アフィリエイトセンター）に 
新規会員登録を行なっていただく必要がございます。 

仮想通貨長者.comご紹介プログラムに登録を行うことで、 
仮想通貨長者.comをご紹介いただくための専用URLの発行や紹介用バナー画像の取得、 
報酬の確認から換金申請まで、仮想通貨長者.comをご紹介いただく上で必要な 
あらゆる機能を利用できるようになります。 

ご紹介プログラムに登録いただくと、あなた専用のID、PASSが発行されますので、 
仮想通貨長者.comご紹介プログラムへの参加を希望される場合は、 
早速、新規会員登録を済ませ、ログインされてみてください。 

STEP1 ご紹介プログラムに登録する

■参加方法



仮想通貨長者.coｍ紹介プログラム新規登録方法

仮想通貨長者.comご紹介プログラムへ参加する場合は、 
まず仮想通貨長者.comご紹介プログラムに 
「新規会員登録」していただく必要がございます。 

参加条件はこの登録作業のみ。 
登録方法もとっても簡単です。 

下記にあるオレンジ色のボタンをクリックしてください。 

すると、仮想通貨長者.comご紹介プログラムの 
ログイン画面に移行いたしますので、右メニューの 
【新規会員登録】より必要事項を入力後、登録を完了させてください。

仮想通貨長者.com紹介プログラムへ登録する▶

http://toushi-kawaraban.com/aff/index.php


次に画面左上の「新規会員登録」をクリックしてください。

すると次頁のような「入力フォーム」が表示されます。 

ここをクリックしてください



右図のような入力フォームが表示されたら 
必要項目を埋めて、送信します。 

「※」のマークが付いている項目は、 
入力必須項目となりますので、 
その部分は必ず入力してください。 

尚、入力フォームの中腹辺りに、 

「ご紹介用バナーを掲載する 
ページのＵＲＬを入力してください」
という入力項目がありますが、 
この項目内にはご自身が運営されている 
ブログやサイトのＵＲＬを入力してください。 
それらをお持ちでない場合には、 
ＳＮＳなどのＵＲＬでも構いません。 

すべての項目を入力したら 
「入力内容を確認」を押してください。 

登録作業は以上です。



仮想通貨長者.com紹介プログラムへログインする
登録作業が完了しましたら、再度トップ画面に戻っていただき、登録時に入力したログイン用のメールアド
レスとパスワードを入力してログインしてください。

ここに入力してください



下図のような画面が表示されればログイン成功です。

それでは早速、ご紹介リンクを獲得しましょう。



ご紹介用のリンクを取得する
仮想通貨長者.com紹介プログラムへ新規登録後、 
実際にログインしてみると、 
あなた専用の確認画面が表示されます。 

確認画面上にはいくつもの機能が搭載されていますが 
確認画面の操作方法や機能一覧に関しては、 
仮想通貨長者.com紹介プログラムへ登録後に送られて
くる 

「仮想通貨長者.com紹介プログラム操作マニュアル」 

という資料内にすべて記載しておりますので、 
そちらをご参照ください。 

ここでは「ご紹介用リンク」の 
取得方法だけご説明させていただきます。 

ご紹介用リンクを取得するには、 
右図の赤枠で示しているように、ホーム画面左上の 
「掲載できる広告」をクリックしてください。

ここから広告を選択



「掲載できる広告」をクリックし、 
紹介を行っていただく商品名「仮想通貨長者.com」 
をクリックすると、 
右図のような画面が表示され、 
あなた専用のご紹介用リンクが表示されます。 

ご紹介用リンクは以下３パターンを用意しています。 

❶広告ＵＲＬ用 
URLがそのまま表示されます。 
メルマガやＳＮＳなどで紹介する際には 
こちらのリンクをご利用ください。 

❷バナー広告掲載用 
画像形式の広告を表示するタグです。 
ブログやＷＥＢサイトに掲載する際に、 
ご利用ください。 

❸テキスト広告掲載 
テキストリンクを表示するタグです。 
タグ内のテキストを編集することで表示される 
テキストを変更することができます。



＊＊＊　参加方法まとめ　＊＊＊

・仮想通貨長者.com紹介プログラムへ新規会員登録を行う 

・発行されたID・PASSで仮想通貨長者.com紹介プログラムにログイン 

・仮想通貨長者.com紹介用URLを取得する 

・仮想通貨長者.com紹介用URLをSNSやブログで紹介する

上記３つのパターンのご紹介用リンクを、お好みに応じて使い分けてみてください。 
参加条件、参加方法に関するご説明は以上です。



■お知り合いへのご紹介方法は原則的に「自由」です 
・家族に教えてあげる 
・友人、知人に教えてあげる 
・ブログで紹介する 
・Facebookに投稿する 
・Twitterでつぶやく 
・Youtubeに投稿する 
・メルマガで告知する 
・自身が運営するサイトに掲載する 
・所属するコミュニティで宣伝する・・・etc. 

あなたの得意なやり方を使ってご紹介いただき、無料メルマガ登録を促していただければ幸いです。

STEP2 お知り合いに紹介する



無料で使えるご紹介ツールをご用意しています
「コピペで使える紹介文」や「バナー広告」など、全てのツールを無料でご利用いただけます。

仮想通貨長者.com紹介プログラムではあなたご紹介いただきやすいように 
様々な紹介用ツールをご用意しております。 

一部、例を挙げるとするならば・・・ 

・コピペで使える紹介文 
・サイト掲載用の広告バナー 
・メルマガ用テンプレ 
・登録者を大量に獲得できるキャンペーン 
・効果的な紹介ノウハウ 
・動画コンテンツ　...etc 
仮想通貨長者.com紹介プログラムでは上記のような、ご紹介の効率を高める武器を各種取り揃えております。 

尚、ご紹介用のコンテンツは、今後も随時追加する予定です。 

ぜひ楽しみにお待ちください。



仮想通貨長者.com紹介プログラムでは無料メルマガ登録だけで高額な報酬が発生します。 

そのため「虚偽申込」や「なりすまし」など、架空の人物を自作自演して、 
不正に報酬を得ようとする人が多いです。 

もしもそのような不正行為が発覚した場合・・・ 

強制的に退会していただくこととなり、 
獲得していた報酬もすべて没収となります。 

その点だけは、あらかじめご了承ください。 

尚、不正行為に関する詳しい内容はP.36にてご説明しております。 

必ずご確認いただくよう、宜しくお願いいたします。

ご紹介の際の注意点 その１
不正行為は発覚次第、報酬没収・強制退会！



ご利用や資料請求、メルマガ登録の強制、強要などの不当行為、 
スパム行為、あるいは「出資」「必ず増える」「絶対増える」 
などの利益を確約するような宣伝文句も法的にＮＧですので、 
どうかご遠慮ください。 

そのような確約するような表現は、お客様に誤解を与えかねませんし、 
最悪の場合、トラブルに発展する可能性もあります。 

もしも発覚した場合・・・ 

注意点その１同様に、強制的に退会していただくこととなり、 
獲得していた報酬もすべて没収させていただきます。 

くれぐれも法律の範囲内で健全な広告活動をお願いいたします。

ご紹介の際の注意点 その２
広告・宣伝・告知は「法律の範囲内」で！



ご紹介の際の注意点 その３
お客様からの質問はサポートデスクに転送！
ご紹介の際に、お客様からご質問をいただく機会があると思います。 

その際にはお客様からお問合せ内容をコピーして、サポートデスクまで転送してしていただければ、 
わたしたちがあなたの代わりに返信作業を行います。 

そうすることで、あなたは報酬獲得の作業のみに専念することができます。 

大事な時間を浪費しないためにも、お客様からのお問合わせは、 
以下のフォームよりサポートデスクへ転送しわたしたちにお任せください。 

＊お客様からのお問合せを受けた場合はこちら 
http://virtual-currency-billionaire.com/form/inq/ 

また「この宣伝文句はＯＫかなぁ」「この場合はどうなるんだろう」など、 
宣伝方法について、宣伝の仕方について、ご不明な点があれば 
いつでもお気軽にサポートデスクまでご相談ください。

http://virtual-currency-billionaire.com/form/inq/


仮想通貨長者.com紹介プログラムの報酬はいつ発生していつあなたの口座へ振り込まれるのか？ 

それでは「報酬発生から獲得までの流れ」をご説明したいと思います。 

と言いましても、ここまで読みすすめてくれているあなたは、既にどうすれば報酬が発生するのか 
おわかりのはずです。 

報酬発生の条件はただひとつ。「ご紹介者様が仮想通貨長者comへ登録すること」です。

■報酬発生までの流れ

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

STEP3 報酬を受け取る



❶ 新規会員登録 
仮想通貨長者comご紹介プログラムへ登録して、あなた専用のご紹介用URLを取得してください。 

❷ 紹介 
取得したご紹介用URLを使って、「仮想通貨長者.com」をご紹介ください。 

❸ 報酬発生 
ご紹介者が仮想通貨長者comへ登録していただけた場合、報酬が発生（1件/3,000円) 

❹ 報酬承認 
発生した報酬に不正行為がないか、または登録された個人情報が虚偽のものでないかを確認。 
正当だと認められた時点で、報酬が承認されます。 

❺ 換金 
承認された報酬が合計10,000円を超えると、 
仮想通貨長者.com紹介プログラムより、換金申請を行うことが可能となります。 

換金申請の方法は、仮想通貨長者.com紹介プログラム登録後に 
メールにて送信させていただく操作マニュアルをご確認ください。



ここで、しっかり認識していただきたいことが２つあります。 

・獲得した報酬は「不正行為の有無を確認した上で承認」される。 
・「承認」された報酬が10,000円を超えると「換金申請」が可能となる。 

仮想通貨長者.comご紹介プログラムでは、メルマガの無料登録だけで 
高額な報酬をご用意しております。 

そのため悪徳業者などによる、不正行為が相次ぐことも予想されます。 

ですので、そうした不正行為を事前に防止するためにも・・・ 

獲得した報酬が正当なものであるかどうかを 
特別な方法で確認した上で、あなたの報酬を確定する。 

このような流れを取らせていただきたいと思います。 

尚、獲得した報酬が正当であるかどうかの見極め方法は 
「不正に関する注意点」にて詳しくご説明しておりますので、どうぞそちらをご参照ください。 



獲得した報酬はリアルタイムで 
紹介プログラムのマイページに反映されます 

また、あなたの広告（紹介用URL）のクリックがされた回数、 
獲得した登録件数、報酬の総合計金額なども、 
すべて仮想通貨長者.com紹介プログラムのマイページで確認することができます。 

確認方法は「仮想通貨長者.com紹介プログラムにへログインする」だけ。 

スマートフォンでも確認可能ですので、 
365日24時間いつでもどこにいても、 
成果を確認することが可能です。 

報酬の確認方法や仮想通貨長者.com紹介プログラムの利用方法などは、 
仮想通貨長者.com紹介プログラムに新規登録後に届く、 
「仮想通貨長者.com紹介プログラム操作マニュアル」をご参照ください。



報酬の受取方法

＊注意事項＊ 
▶ 換金申請後は、３～５営業日以内に報酬の振込処理を行わせていただきます。 
▶ 報酬額が換金申請最低金額の10,000円に達していない場合は、換金申請画面は表示されません。 
▶ 仮想通貨長者.com紹介プログラムの報酬は、 
　 日本国内の弊社グループ会社の国内口座からお振込いたします。 
▶ 送金手数料は受取人負担となりますので、予めご了承ください。

仮想通貨長者.com紹介プログラムでは報酬の受け渡しは申請制となっております。 
獲得した紹介報酬が最低換金申請額の10,000円を超えると、 
管理画面左メニューの【換金申請】から申請を行い、報酬を受取ることができます。



ここで、予めご理解いただきたいことがあります。 
それは「不正行為を防止するための、報酬の承認方法」です。 
無料登録系の友人紹介では「なりすまし」や「虚偽申込」などの不正登録が多い事は何度もお伝えしました。 

不正登録の予防策として、弊社ではメールアドレス認証を導入しております。 

そのため、他人のメールアドレスを勝手に登録をしても報酬が発生することはございません。 

また定期的に、仮想通貨長者.com公式メールマガジンの登録者の中からランダムに 
弊社のサポートスタッフより、電話でご連絡を取らせて頂きます。 

その際、 

・仮想通貨長者.comに登録した覚えがない 
・仮想通貨長者.comのことを認識していない 

上記のような反応があった場合は、不正行為を働いているものとみなし、報酬の承認を控えさせて頂きます。

4 不正に関する注意点



上記の約束事により不正行為が発覚した場合、即強制退会の対象となり、 
不当に得た報酬はすべて没収させていただくことを予めご了承ください。  

また、非常に悪質な不正行為が発覚した場合は通報させていただくこともあります。 

「電話番号だけウソなら気づかないよね」 
「他人の個人情報で申し込もう」 

など、虚偽申込やなりすましに関しては、日本の刑法246条に第一項により「詐欺罪」に値します。 

これは立派な犯罪です。 

わたしたちは常識は覆しますが、ルールは守ります。 

定められたルールの中であれば、どれだけでも報酬をお支払いさせていただく覚悟です。ぜひモラルを守り、

正しくサービスをご利用いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 



日本最高レベルの報酬制度と 
手厚いサポート体制を利用して 

過去最高記録の月収を手に入れて見ませんか？

仮想通貨長者.com紹介プログラムへ登録する▶

＞＞参加に関するお問い合わせはこちら＜＜

仮想通貨長者.com紹介プログラム 

［ 以下のボタンをクリックして新規会員登録をお済ませください ］

http://toushi-kawaraban.com/aff/index.php
http://virtual-currency-billionaire.com/form/inq/


5 よくあるご質問

Q オフラインで宣伝してもいいですか？

A
はい、構いません。ただしオフラインでご紹介いただく場合は、弊社でどなたか
らの紹介か判別ができるよう、あなた専用のご紹介用リンクからお申込いただく
か、ご紹介いただいた方のお名前等をサポートデスクまでご連絡ください。

Q 紹介用のツールなどはありますか？

A
はい、ご用意しております。 
紹介用のツールはすべて仮想通貨長者.com紹介プログラム内に保管しておりま
す。 
早速ご登録の上、ご自由にお使いくださいませ。



Q 仮想通貨長者.com紹介プログラムへの参加費はおいくらですか？

A
仮想通貨長者.com紹介プログラムへは完全無料でご登録いただけます。

Q 紹介報酬はどの時点で確定しますか？

A
報酬の確定は「承認作業」が終わった時点です。 
承認作業は最短、報酬発生～翌月末日までに行わせていただきます。 
成果状況や獲得報酬はすべて紹介プログラム内で確認できます。



Q 紹介報酬の支払日はいつですか？

A
報酬のお支払いは申請制となっております。 
お客様より換金申請いただきましたら、３～５営業日以内にご登録時に入力いただ
いた銀行口座へと振り込まさせていただきます。 
(振込手数料は受取人負担となります)

Q 報酬をビットコインで受け取る事は可能ですか？

A
現時点では、報酬の受取は日本円のみとなっております。



Q メールアドレス認証はどのような流れで行われますか？

A
登録直後にお客様が入力したメールアドレス宛に自動でメールが届き、そのメール
に添付された認証用URLがクリックされることで認証完了となります。 
そのため、アフィリエイター様に特別行って頂く作業は一切ございません。

Q なぜ、無料メルマガの登録で報酬が発生するのですか？

A
あなたにお知り合いをご紹介していただくことで、仮想通貨長者.comの読者を増
やす事ができます。 
読者が増えることで私達はサービスの質を向上させることができるからです。 
読者が増え、サービスが向上することでわたしたちにも十分な利益を確保するこ
とが可能なのです。 
その利益の一部をあなたに紹介料としてお支払いします。



Q 仮想通貨長者.com紹介プログラムを知人に紹介してもいいですか？

A
もちろん可能です。 
ただし２ティア報酬については、発生する商品と発生しない商品がございますので 
詳しくはご紹介いただく商品の商品概要を確認ください。 

ご紹介は以上です。 

その他、仮想通貨長者.com紹介プログラムに関する質問、ご要望などございましたら 
ぜひともお気軽に仮想通貨長者.comサポートデスクへとお問合わせください。 

▶ サポートデスクへのお問い合わせはこちら

http://virtual-currency-billionaire.com/form/inq/


資料を最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。 

これまで長々とご説明して参りましたが、結局のところわたしがお伝えしたいことは・・・ 

・「仮想通貨長者.comのご紹介をしていただきたい」 
・「紹介人数に応じて相応の報酬をお支払する」 

ということです。 

世間では次々と新しい仮想通貨が開発され、販売合戦が過熱しつつあります。 

そのような状況であるにも関わらず、仮想通貨の正しい知識や情報を知る術はほとんどなく、 
誤った情報がインターネットを中心に広がってしまっています。 

「多くの投資家が求める仮想通貨の正しい情報と知識を広める」ことで 
より多くの方に仮想通貨の魅力に気づいて頂き、日本国内での仮想通貨の普及に貢献できればと思っています。 

6 最後に・・・



もし、わたしたちの考えに賛同していただけるのであれば、 
ぜひ仮想通貨長者.com紹介プログラムにご参加いただき、 
お知り合いの方にご紹介ください。 

スムーズに行うためのメルマガでのフォローや各種ツールなども無料でご提供しますので、 
いままでアフィリエイトなどをしたことが無い方でも安心してご参加いただける環境をご用意しています。 

その中でも特に充実しているのが「サポートデスク」です。 

仮想通貨長者.comご紹介プログラムでは専任のサポートスタッフが 
あなたの質問やご要望に対して親切丁寧に対応してくれます。 

もしもあなたが望むのであれば毎日だって相談していただいて構いません。 

・紹介の仕方がわからない 
・なかなかメルマガに登録されない 
・報酬の受け取り方法を教えてほしい 
・ブログのコツってありますか？ 

などなど、何か困ったことがあればいつでもお気軽にご連絡ください。



わたしたちは各分野のエキスパートですので、 
ご紹介プログラムに関することでしたら何でも問題を解決することができます。 

あなたが仮想通貨長者.comに登録して 

「仮想通貨の正しい情報」 

を知ることができたように、多くの投資家の方たちが、 

「正しい情報」を求めています。 

ぜひ、仮想通貨長者.comご紹介プログラムに参加していただき、 
正しい情報と知識を広める活動をあなたと一緒にできればと思っています。 

それでは、あなたからのご登録を心からお待ちしております。



日本最高レベルの報酬制度と
手厚いサポート体制を利用して

過去最高記録の月収を手に入れて見ませんか？

仮想通貨長者.com紹介プログラムへ登録する▶

＞＞参加に関するお問い合わせはこちら＜＜

仮想通貨長者.com紹介プログラム

［ 以下のボタンをクリックして新規会員登録をお済ませください ］

http://toushi-kawaraban.com/aff/index.php
http://virtual-currency-billionaire.com/form/inq/



