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ASECプロジェクトでは、当資料でご説明させていただく 
ASECコインの資料請求までを紹介し、報酬を得るアフィリエイトプログラムと、 
ASECコイン自体を販売し、報酬を得ることができる代理店プログラムの２種類の報酬体系があります。 

ASECコインアフィリエイトプログラム（無料資料請求のご紹介で報酬発生）と 
ASECコイン代理店プログラム（ASECコインの販売で報酬発生）は 
どちらか１つしかご登録いただけませんので、どちらで活動を行われるかお選びいただき、 
任意のプログラムにご登録ください。 

尚、ASECコイン代理店プログラムは、オンライン・オフラインで活動される方用と、 
オフライン（対面営業）のみで活動される方用の２種類がございますので、 
ASECコインの代理店プログラムで活動を希望される方は、どちらかお選びいただき、 
任意のプログラムにご登録ください。（ASECコインアフィリエイトの詳細は当資料でご説明いたします） 

ASECプロジェクトでは紹介できる商品が２つあります。 

オンライン・オフライン兼用 
ASECコイン販売代理店資料 ▶

オフライン(対面営業)専用 
ASECコイン販売代理店資料 ▶

＊必ずご確認ください＊

http://asec-project-partners.jp/aff/doc.pdf
http://asec-project-partners.jp/aff/ofldoc.pdf
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ASECコインの資料請求（無料）まで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、あなたの周りに暗号通貨に興味がある方がいらっしゃるなら、 

ぜひ、ASECコインの資料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ASECコインに興味を持ちASECコインの詳細資料をご覧いただいたように、 
他の多くの方にもASECコインを魅力的に感じていただけると思います。

１
ASECコインの資料請求までをご紹介いただくと、 
あなたに報酬が発生するアフィリエイトです。

ASECコインアフィリエイトの概要



資料請求1件につき3000円の報酬をお支払します
ASECコインアフィリエイトでは、 
あなたからのご紹介でASECコインの資料請求があった場合に 
あなたに報酬をお支払いしています。 

報酬の金額は資料請求1人につき3,000円です。 

10人の方が資料請求を行えば30,000円、 
100人の方が資料請求を行えば300,000円の報酬を 
お支払い致します。 

ASECコインアフィリエイトでは 
無料資料請求をまでをご紹介いただく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 
「ASECコイン資料請求」のWEBサイトを紹介し、 
無料で資料を請求していただくだけでOKです。 



２ ASECコインの要略
わたしたちが仕掛ける仮想通貨事業

東南アジアの貧困問題（教育格差）の解決 
事業収益の向上を⽬的に発⾜された 

ASECプロジェクト
プロジェクトの主軸となる仮想通貨�
ASEC�COIN�の販売事業



ASECプロジェクト関連事業の決済通貨に用いられる新たな仮想通貨です。

ASECコインとは？

東南アジアの貧困問題を解決するために立ち上げられた、 
仮想通貨＋慈善活動＋ビジネス、三位一体のプロジェクトです。 

ASECプロジェクトとは？

名称 　ASEC COIN （エーセックコイン）

総発行枚数 　3,000,000,000枚（30億枚）

販売価格 　1ASEC＝0.1ドル（販売価格は毎月１日に更新）

マイニング 　GPUのみ対応

運営組織 　ASEC FRONTIER THAILAND Co.,Ltd.

最高顧問 　Prof.Dr.Krasae Chanawongse

最高経営責任者 　Prof.Dr.Thapana Boonlar

所在地
　BBC@ Ekamai (Bangkok Business Center),4 Floor Studio7 Sukhumvit 63 
　Rd,Klongton-Nua,Wattana,Bangkok





http://asec-project-partners.jp/mv/lcr1015.html




http://asec-project-partners.jp/mv/lcr0806.html


ASECプロジェクトの目的

東南アジアの貧困問題を解消
事業収益の一部を寄付して奨学金制度を施行する

■ 他の仮想通貨ではなく、ASECコインでなければならない理由 

１．東南アジアの貧困解決を目指す 
２．プロジェクト主要人物の人脈を活用して、様々な事業を展開する 
３．事業の物流・契約・送金を円滑にする独自のブロックチェーンを開発する 
４．ASECコインを発行し、事業内の決済通貨として使用する予定である 
５．であるから、ASECコインでなければならない



ASECプロジェクトの運営元・コインの発行元は「ASEC FRONTIER」となり 
タイランド、バヌアツ、ベトナムの３ヶ国に支社を設立しております。 
※タイランド・バヌアツ・ベトナムは既に設立済み（ASEC FRONTIER JAPANは近日設立予定）

ASECプロジェクトの運営組織

ASEC FRONTIER
タイ・バヌアツ・ベトナムの３ヶ国に運営支社を設立



ASECプロジェクトの戦略

ASECコインを関連事業の 
決済通貨として使用する

（仮想通貨の特性を利用して、都市開発、不動産、貿易、採掘事業に使用）

事業経費や物量コストを削減できるため 
事業収益が増収し、貧困救済資金を確保できる。 

さらにASECコインの流通量が増加するため 
コインの価値が高騰し、発行者利益も得られる。



当事業の目的、公的な人物や運営組織、価値を高めるための戦略を簡潔にご説明します。

目的  特定の使用目的が明確か？ 
 当該通貨でなければならない理由は？

　東南アジアの貧困救済 
　フィンテック化の推進 
　貧困地域の教育格差を解消するため 
　事業資金の一部を寄付し、 
　貧困地域に奨学金制度の施行を目指す

組織
 公的な組織や人物が関与しているか？ 
 またそれらを証明するものはあるか？ 

　ASEC FRONTIER（運営元） 
　CEO：Prof.Dr.Thapana Boonlar  
　最高顧問：Prof.Dr.Krasae Chanawongse  
　※当事業の動画・講演・メッセージあり

戦略  価値を高める戦略はあるか？ 
 またその戦略は真っ当なものか？

　ASEC関連事業の決済通貨に使用 
　ASEC FRONTIERが運営する事業の 
　決済通貨に使用することで流通量が激増

ASECプロジェクトの概要



ASECプロジェクトの実態、責任者の実績や経歴は 
ASECコインの販売資料に掲載しております。

ASECコインの販売資料はこちら

ASECコインの販売資料はこちら▶

https://asec-project-partners.jp/ad/files/doc.pdf


ASECコイン資料アフィリエイトは成功確率が極めて高いと言えます。 
その理由は大きく分けて３つあります。 

１．仮想通貨バブル 

２．ASECコインの信頼性が高い 

３．販売ツールの成約率が高い 

１つめの理由は仮想通貨バブルです。 

ASECコイン資料のアフィリエイトは�

成功確率が極めて⾼い

成功確率が 
極めて高いといえる 

3つの理由

アフィリエイター必見



ビジネスを行う上で、流行、トレンド、ブームという時代背景はとても重要な要素となりますが、 
現代は完全に「仮想通貨の時流」が渦巻いております。 

数年前、ＦＸブームの到来時には多くの個人投資家がＦＸ口座を開設しました。 

日本国において、FX取引の実稼働数は100万人弱、ＦＸの口座は650万口座あると言われています。 

それに対して、仮想通貨の代表格であるビットコインでは、 
すでにあれほど巨大な市場になっているにも関わらず、アクティブなユーザーは１万人弱、 
仮想通貨取引所での口座開設数も30万口座弱と言われています。 

現在、仮想通貨市場はＦＸ市場の1/70ほどです。 

これから、日本のお家芸であるＦＸ市場から、 

仮想通貨市場への投資家と取引所の流入がはじまる可能性はとても高いです。 

ＦＸ市場と比べてみても、少なくとも仮想通貨市場は今よりも 
70倍以上の市場拡大の可能性が眠っているのです。 

今後、FX会社や証券会社も仮想通貨の市場に狙いを定めてくることは安易に予想できます。 



時代の流れ的に仮想通貨市場はとてもビジネスに適しているといえます。 

２つめの理由はASECコイン自体の信頼性です。 

ASECコインは仮想通貨としての使用目的が明確であり、 
価値を高めるための盤石な組織体制と事業戦略が用意されております。 

また責任者である、Dr.カセーやタパナ氏はタイの公的な人物であるため、 
詐欺行為や違法的な活動を働けるような立場の人間ではございません。 

社会的に影響力のある方々から続々とプロジェクトへの支援を受けているため 
仮想通貨市場に精通している方々からも高い評価を受けております。 

３つめの理由は実際の成約率です。 

わたしたちは金融業界におけるプロモーションを得意としております。 

どのようなツールを用意し、どのような説明を行い、どのような対応を行えば 
高い実績を記録できるのかを熟知しております。 
 



その証拠に弊社がお客様に提供している販売ツール（資料）は驚くべき成約率を打ち出しております。 

販売代理店として活動していただく皆様には弊社が使用しているものと同じツールをご提供いたします。 

弊社の販売ツールをご利用いただければ、弊社同様の実績を記録することができるはずです。 

仮想通貨バブル、ASECコイン、弊社独自の販売ツール。 
これら３つの要素が貴方様の販売活動を成功へと導いてくれることは間違いありません。

仮想通貨バブル 「仮想通貨の時流」が渦巻いている 
時代の流れ的に仮想通貨市場はビジネスに最適

信頼性が高い 使用目的が明確で 
価値を高めるための盤石な組織体制と事業戦略

成約率が高い 弊社独自で製作している 
成約率の高い販売ツールが利用可能

成功確率が極めて高いといえる3つの理由



３ ご紹介方法

■STEP１ アフィリエイトプログラムに登録する 
まずはアフィリエイトプログラムへの登録が必要です。お申込みは専用フォームの簡単な入力のみ。 
弊社で申込み情報を確認し、問題がなければアフィリエイト登録を承認いたします。 

■STEP２ 紹介する 
あなたの回りにいる仮想通貨に興味のある方や、ご自身のブログ、SNSなどでご紹介ください。 
「コピペで使える紹介文」などの紹介用のツール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資料請求を行う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。 

ASECコイン資料のご紹介は３つのステップで完了します。 

ASECコイン資料を紹介するための３つのステップ



まずはアフィリエイトプログラムに新規会員登録を行ってください 
ASECコイン資料を紹介いただくには、まずアフィリエイトプログラムに 
新規会員登録を行っていただく必要がございます。 

アフィリエイトプログラムに登録を行うことで、 
ASECコイン資料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、ASECコイン資料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。 

専用のお申込みフォームから必要な情報をご入力頂きます。 
ご登録の情報に問題がなければ、3営業日以内に弊社から登録完了のご連絡を差し上げます。 

アフィリエイト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、 
ASECコイン資料の紹介を希望される場合は、早速、新規会員登録をお済ませください。 

STEP1 アフィリエイトプログラムに登録する

■参加方法



アフィリエイトプログラム新規登録方法

ASECコイン資料をご紹介いただく場合は、 
まずアフィリエイトプログラムに「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、アフィリエイトプログラムの 
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。

アフィリエイトプログラムへ登録する▶

http://asec-project-partners.co.jp/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。 

すべての項目を入力したら 
「入力内容の確認」を押してください。 

お送りいただいた情報を元に 
弊社サポートデスクで登録情報に問題がないか 
承認作業が入ります。 

承認作業はお申込みから3営業日以内に行われ、 
登録の内容に問題がないと判断された方には、 
登録完了のご案内をお送り致します。



アフィリエイトプログラムへログインする
アフィリエイト登録が完了しましたら、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
アフィリエイト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、 
KAWARA版アフィリエイトプログラムへ登録後に 
送られてくる 

「アフィリエイト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、 
「広告名：ASECコイン資料請求_紹介用URLの取得
はこちら」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　＊＊＊

・アフィリエイトプログラムへ新規会員登録を行う 

・発行されたID・PASSでアフィリエイトプログラムにログイン 

・ASECコイン資料紹介用URLを取得する 

・ASECコイン紹介用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 
・ブログで紹介する 

・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。
当アフィリエイトプログラムではあなたにご紹介いただきやすいよう 
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 
当アフィリエイト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。



当アフィリエイト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.37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、資料請求の強制、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://asec-project-partners.jp/contact/ 

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://asec-project-partners.jp/contact/


当アフィリエイト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。「ASECコインの資料請求」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 
当アフィリエイト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「ASECコイン資料請求」をご紹介ください。 

❸ 報酬発生 
ご紹介いただいた方がASECコインの資料請求を行った場合、報酬が発生（1件/3,000円) 

❹ 報酬承認 
発生した報酬はアフィリエイトプログラム内から換金申請していただきます。 
申請いただきましたら弊社から「換金申請 本人確認フォーム」をお送りいたしますので 
弊社指定の提出物を添付のうえ、送信してください。  

❺ 換金 
本人確認フォームからお送りいただいた情報を元に報酬の承認を行い、 
紹介方法等に規約違反が認められなければ、ご登録頂いているお振込口座へ 
報酬をお振込みいたします。(月末締め、翌月払い) 



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。 

当アフィリエイトプログラムでは、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 
「不正行為に関する注意点」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 
当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、 
すべて当アフィリエイト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「アフィリエイト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。 

報酬の確認方法やアフィリエイトプログラムの利用方法などは、 
アフィリエイトプログラムに新規登録後に届く、 
「アフィリエイト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、報酬の承認作業が完了しましたら「月末締め・翌月払い」で報酬をお振込致します。 
▶ 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。 
▶ 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。

当アフィリエイト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。



４ 不正に関する注意点
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「交換登録」「虚偽申込」などの 
不当な紹介方法や登録が多い事は何度もお伝えしました。 

架空、または実在の人物の情報を許可なく使い、不正に報酬を受け取ったり、 
アフィリエイト報酬を目的として資料請求を嘆願する紹介方法などです。 
  
弊社ではそのような紹介方法は認めておらず、 
報酬支払いの凍結・強制退会の対象としております。  

換金申請時には弊社指定の本人確認フォームから必要書類を送信していただき 
提出書類の確認後、弊社にて認証作業を行います  

弊社の利用規約にそぐわない紹介方法で有ることが判明した場合、 
獲得した成果は報酬として認められませんので、予めご了承ください。  

＊ASECコインアフィリエイトプログラム利用規約はコチラ 



上記の規約にも記載の通り、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。 

また、交換登録や副業紹介による「登録を強要・嘆願する紹介方法」は弊社の利用規約に違反します。 。 

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。



＞＞ サポートデスクへのお問合わせはこちら ＜＜

ASECコインアフィリエイト

ASECコインをビジネスとして取扱いたいと 
お考えの皆様をお待ちしております。

［ 以下のボタンをクリックしてお申込み手続きへとお進みください ］

アフィリエイトプログラムのご登録はこちら

ASEC PROJECT PARTNERS.CoLtd

［ ASECコイン無料資料請求までをご紹介ください ］

＞＞ ASECコイン自体の販売を行いたい方はこちら ＜＜

http://asec-project-partners.co.jp/aff/regist.php?type=nUser
http://asec-project-partners.jp/aff/doc.pdf
http://asec-project-partners.jp/contact/


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
弊社では「副業紹介」「交換登録」などの不正行為を防止するため、 
オフラインでの紹介方法を認めておりません。 
またDMでの紹介も認められておりませんのでご注意くださいませ。

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当アフィリエイト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 当アフィリエイトプログラムへの参加費はおいくらですか？

A
当アフィリエイト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。 
換金申請フォームをお送りいただき、弊社認証作業にて問題ないと判断された報酬 
は翌月末頃（25日～末日）までにご指定の銀行口座へお振込み致します。 
(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 規約違反と判断された場合はどうなりますか？

A
規約違反が認められた場合、報酬支払いの凍結・強制退会の対象と致します。  
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があります。

Q なぜ、ASECコインの無料資料請求で報酬が発生するのですか？

A
あなたにASECコインをご紹介していただくことで、ASECコインに興味を持つ方
が増えます。 

興味を持つ方が増えれば増えるほど、ASECコイン自体を購入する方も増え、弊
社は利益を上げることができます。



Q ASECコイン資料アフィリエイト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、当アフィリエイト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://asec-project-partners.jp/contact/


わたしたちが高い報酬を支払ってまでアフィリエイターを募集するのには、 
もちろんASECコインをできるだけ多く販売したいという理由もございますが 
厳密に言えば「情報の発信源を増やしたい」という狙いもございます。 

情報とはトップダウンで上から下に流れ、じわじわと広がっていくものです。 

拡散する時間は発信源の数に比例すると言われておりますが、 
先述したようにASECコインの販売期間は限られています。 

そのため高い報酬を支払ってでも、情報の発信源・購入窓口を増やし 
販売期間中にできる限り多くASECコインを販売したいと考えております。 

そうすることでASECコインの流通量が増え、価値高騰のタイミングが早まるからです。 

また、メディアが発達した日本ではどんなに清廉潔白なものでも黒にされてしまうことがございます。 

ASECプロジェクトの成功のために
皆様の⼒をお貸しください。



ASECプロジェクトやASECコインは正当な組織、崇高な理念のもとに動いており 
Dr.カセーやタパナさんも本気でこのプロジェクトを成功に導こうと考え、 
苦労を惜しまず、そのために必要な活動を行っております。 

それらの活動は少し調べれていただければすぐにわかることですが 
ネットやメディアの世界はそのような検証を一切せずに個人の印象だけで判断されがちです。 

そして、世間はメディアに掲載されている内容には裏付けがあると無意識に思い込みます。 

そうやって間違った認識が蔓延し定着する、わたしたちはそのような状況を恐れているため 
正しい認識をもって、正しい情報を、正しく伝えてくれる協力者（情報の発信源）を求めています。 

そのためになら高い報酬を支払ってもかまわないというのが弊社の考えです。 

もし弊社の想いに共感いただき、その上でご協力していただけるというのであれば、  
高い報酬も手厚いサポートも喜んでご提供させていただきます。 

 どうかASECプロジェクトの成功のために、皆様の力をお貸しください。



＞＞ サポートデスクへのお問合わせはこちら ＜＜

ASECコインアフィリエイト

ASECコインをビジネスとして取扱いたいと 
お考えの皆様をお待ちしております。

［ 以下のボタンをクリックしてお申込み手続きへとお進みください ］

アフィリエイトプログラムのご登録はこちら

ASEC PROJECT PARTNERS.CoLtd

［ ASECコイン無料資料請求までをご紹介ください ］

＞＞ ASECコイン自体の販売を行いたい方はこちら ＜＜

http://asec-project-partners.jp/contact/
http://asec-project-partners.jp/aff/doc.pdf
http://asec-project-partners.co.jp/aff/regist.php?type=nUser



