
幸せなお金持ちで安心して暮らせる世界を創造する 
【環境設定編】 

～初心者の方に知ってほしい環境設定～ 
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～はじめに ～ 
バイナリ―オプションを始めるにあたって大切なことは、 
正しい情報をもとに正しい環境で取引を行うことです。 
 
ネット上にはたくさんの情報があり、損をしたり被害に遭う方 
も尐なくないのが現状です。 
そんな中で初心者の方が正しい情報を得て、 
バイナリーオプションを「投資」として実践していくことは 
大変難しいことだと思います。 
 
現在ＣＢカレッジはインターネットを始め、いろいろな 
投資商材を販売しております。 
また、初心者の方を指導する経験を踏まえて、 
「初心者にとって必要な知識」を端的にとめてみました。 
 
さらに、うれしいことに、 
今回富裕層の方とコラボすることになりました。 
参加する、しないはあなたにお任せします。 
参加したい場合は「環境設定」は整えておきましょう。 
 
①バイナリーオプションとは？ 
②必要なものは？ 
１、口座を開設しましょう。 
２、デモトレードで練習しましょう。 
③富裕層の１日の利益を公開します。 
④海外と国内で資産を増やす計画 
⑤モニターとして参加しませんか？ 
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バイナリーオプションとは簡単にいうと、数分後にある通貨の 
交換レートが高くなっているか、安くなっているかを予想する 
投資商品です。 
 
実際の取引の流れをみてみましょう。 
 
例： 
１、現在午前８：４５です。 ドルと円の交換レートが現在 
「１ドル＝１００円」だとします。 
あらかじめ業者に決められた判定時刻９：００を迎えたときに、 
現在のレート（１ドル＝１００円）よりも「高くなっている」か 
「安くなっている」のかを予想します。  
この判断が勝敗をわかちます。 
 
２、高くなると思ったら賭ける金額を入力しhighのボタンを 
押します。 
（逆に低くなると思ったらlowのボタンを押します。 
 
３、判定時刻（午前９：００）に結果を確認してみると 
１ドル＝１０１円になっていました。 
 
４、賭けた時点よりも高くなっていたので予想的中。 
見事勝利となります。 
（低くなると予想していたらこの勝負はまけになります） 
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【もっとわかりやすく図解にしてみますと・・・】 

バイナリーオプションは、初心者でも始めやすい外国為替取引
の一種です。 
「一定期間の間に為替（かわせ）の価格が 上に行くか、下に行く
かを予想する取引」 
 
これを「バイナリーオプション」といいます。 
 

平たく言うと、二択の質問に答えるだけで資金を倍々に増やす
ことが出来る「お手軽投資法」です。 

バイナリーオプションの取引を 
「天気予報」で例えると・・・ 

だから、 
気軽にゲーム感覚で 
資産を増やすことができ、 
学生や主婦、サラリーマンを 
中心に流行っているんです。 

例えば場に「５」のトランプが出ていて、
次にめくるトランプが 
「５」より大きいか小さいかを当てる、 
単純なゲームです。 

バイナリーオプションを簡単に理解
するには、このトランプが「通貨」に変
わっただけ、と考えていただければ
まずはOKです。 

例えば現在の相場が、１ドル１００円
だとします。 

１０分後の相場が１００円より上がるか
下がるかを当てるのがバイナリー 
オプションです。 
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【主婦・ＯＬ・サラリーマンの副業・お小遣いに最適】 
 

１日に数千円～数万円、中には数十万円～数百万円利益！ 
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バイナリーオプションのデビューに必要なのが口座の開設です
が、ここでおづしても注意して頂きたいことがあります。 
 
バイナリーオプションを取り扱う業者って実はたくさんあります。 
それで問題なのが悪質な詐欺まがいの営業をしているところが 
たくさんあるって事実です。 
 
バイナリーオプションってネットで検索すると詐欺という単語が 
関連ワードとしてよく出てくると思いますが、そうした業者や 
その悪質な業者と手を組んだ悪い人達によって騙された方が 

たくさんいるからこそ、こんな話題がネット上に広がっているんで
すね。 
 
 
あなたもそう思ったことはありませんか？ 
 
 
かくいう私も色々と経験してきましたから言えるのですが、 
本当に用心してください。 
 
「早く始めたい！」「毎日お小遣いが欲しい！」そんな気持ちを 
ぐっとこらえて続きをよく読んでください。 
 
以下に参考として悪質な業者の手口をいくつかあげてみます。 
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・顧客からお金を集めて消える⇒また新しい名前で会社を立ち
上げてお金を集めて消える。 
 
・稼いだお金を出金しようとしてもトラブルを装い拒否される。 
 
・魅力的なボーナス・キャッシュバックをうたい顧客を集める。 

（出金するための条件が厳しすぎて顧客の資金を塩漬けにす
る） 
 
・ホームページに記載されていた住所に会社が存在していない。 
 
・金融庁や所定の管轄に許可を受けないで無登録業者。 
 
・利益を短期間で出したら口座凍結する。 
 
・インターバンクを通さないで「ノミ行為」をしている。 
（お客を負けさせて、自社が利益を得る行為） 
 
・架空のデータを使い、意図的に操作している悪質業者。 
 
本当に注意してください！ 
 
実に多くの方が騙されています。 
 
みなさんはくれぐれもこうした詐欺業者の被害に遭わないで 
頂きたいです。 
 
つねに大丈夫か？という疑う心を持ってくださいね。 
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それではどこでバイナリーオプションの口座開設すればいい
の？！って話ですよね。 
 
そこで、私の出番です！ 
 
私はもちろん、身近なトレーダーたちが利用して、 
もっとも信頼している業者をご紹介しますね。 
 
その名も “ハイローオーストラリア” です。 
 
ちなみに私は海外口座ではハイローオーストラリアしか 
使っていません。 
 
最初は私も色々なところで口座を作ってはジプシーのごとく 
あれやこれやと使って回りました。 

でも、ここに行きついてからは他の業者を探すこともなくなりまし
た。 
 
何人もの専業トレーダーがこれで飯を食べていますし、 
使い始めてから約３年以上になりますがトラブルもありません。 
 
すこしだけ詳しく紹介をすると・・・ 
 
 
・オーストラリア金融業免許（Ｎｏ．３６４２６４）を取得している。 
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国際的に信用度の高いとされる金融当局の許可の元 
運営されています。 
またＡＳＩＣ（証券取引委員会）規制であなたの資産は厳重に 
保護されています。 
実体のない会社であったり出金拒否、詐欺と言わさされる業者 
が多い中、ハイローオーストラリアは健全な運営実態を保証 
されています。 
取引にかかる「余計な丌安を感じなくて済む」点でも 
こちらの口座で取引をするメリットは大きいでしょう。 
 
・出金トラブルがない 
 
出金に関しても信頼度が高いです。 

しかし、一部の人たちで一気に勝ちすぎたり、大きなお金が入っ
ているのに口座凍結されたという声をネットで聞きます。 
 
しかし、通常通りにしていたら問題ないのは確かです。 
悪質業者とかは出金申請すると１カ月待ちなんていうふざけた 
業者もたくさんあるなか、ハイローオーストラリアは、 
なんと翌日には出金されます。 
 
・新規口座開設で５０００円のボーナスが得られます！ 
 
信頼性の高い貴重な優良業者です。 
ここに資産を預けておけば安心して取引に集中することが 
できますし、投資をするにあたり非常に大きなメリットです。 
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今回は富裕層とコラボというのがキーワードです！ 
つまり、環境設定さえしておけば、後はやり方を「デモ」で試して 
いつでも実践トレードできるようにしておいてください。 
 

なぜなら、年間プラス収益になる富裕層のトレードを○○するか
らです。 
いつ、何時に、何にトレードするかわかったらいいですよね。 
しかも、スマホだけで所要時間３分だけです。 
ですから「サントレ」と名前があるのですね。 
 
早速ですが、口座開設を始めましょう！ 
解説してある手順通りに進めていただければスムーズに 
口座開設ができます。 
 
 
①公式サイトにアクセス！ 
 
https://jp.highlow.net/ 
 
 
②右の画像にあるように 
画面右上部に赤枠で 
示してある部分を 
タップします。 

https://jp.highlow.net/register?a_aid=5a093706b9772


③メニューが開くので「新規口座開設」をタップして 
登録作業に進みましょう。 
 
 
公式サイトはこちらになります。 
 
https://jp.highlow.net/ 
 
④現在このような画面が表示 
されていると思います。 
空欄を埋めていきましょう。 
 
氏名とメールアドレス、 
希望される「ログインパスワード」 
情報を記入。 
 
※パスワードは６文字以上かつ、 
数字、大文字、小文字を 
すべて使用しなければ 
いけませんのでご注意ください。 
 
 
基本通貨に関しても、「ＪＰＹ（￥）」 
で大丈夫です。 
※基本通貨は登録後変更できないので注意してください。 
 
記入ができましたら、「次へ：追加情報の入力」を 
タップして進んでください。 
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https://jp.highlow.net/register?a_aid=5a093706b9772


⑤次は性別や生年月日・電話番号 
郵便番号・住所を記入しましょう。 
 
電話番号は携帯番号 
でも大丈夫です。 
 
 
⑥これらの情報を全て記入し、 
間違いがないかを確認したら 
一番下にある「すべての法的書類を 
十分理解した上で、同意・承諾 
します」にチェックをつけてください。 
 
そして黄色いボタンの 
「次へ：申込み完了」を 
タップしてください。 
 
※重要 
この後本人確認書類提出する 
ことになります。 
 
ここで今回入力していただいた個人情報が本人確認書類と 
異なっていると登録が円滑に進まない可能性があるので 
注意してください。 
 
細心の注意を払い正確に記入しましょう。 
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⑦本人確認書類を提出します。 
これを提出するとhighlow側で 
確認作業が行われます。 
 
大体１日～３日程で終わります 
ので、その後から入金が可能 
になります。 
 
書類の提出はスマホで書類を 
撮影して「ファイルを使用端末 
から選択」をタップすれば 
カメラロールから選択して 
提出が可能です。    ※こちらの注意事項をご確認ください。 
 
やることは以上でおしまいです。 
あとは登録したメール宛にhighlowからの確認作業完了の 
メールが届くのを待ちましょう。 
 
届いたメール内にログインに必要なユーザー名が記載 
されていますのでご確認ください。 
 
たまに迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合が 
ありますので数日間届いていない場合は念のため 
迷惑メールフォルダにも目を配っておきましょう。 
 

なお丌明な点があればサポートに電話で確認することも可能で
す。 平日９時から１７時まで電話可能です。 
又は公式サイトからメールで問い合わせも可能です。 
 
Highlow 日本語サポート  ０１２０－９５１－８４７ 
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ハイローオーストラリア口座開設している動画も用意しました 
のでこちらをご参考にしてください。 
 
ハイローオーストラリアの口座開設方法 
 
https://youtu.be/_nZPew6R5Z0 
 
 
ハイローオーストラリア本人確認申請方法 
 
https://youtu.be/BL9hK8v16sc 
 
お疲れ様でした。 
書類の準備など細かい作業もあったかと思いますがこれで 
準備はほぼ完了です。 
 
口座開設はもちろん無料ですので安心して口座開設して 
準備だけしておいてくださいね。 
 
口座開設が完了したら、次は「デモ」でいつでもトレード 
できるように慣れておく必要があります。 
 
ハイローオーストラリアのデモトレードで練習しましょう！ 
 
https://youtu.be/jw4vwQOF-Aw 
 
慣れないうちからはお金を使った実践は控えてくださいね。 
 

https://youtu.be/_nZPew6R5Z0
https://youtu.be/_nZPew6R5Z0
https://youtu.be/BL9hK8v16sc
https://youtu.be/BL9hK8v16sc
https://youtu.be/jw4vwQOF-Aw
https://youtu.be/jw4vwQOF-Aw
https://youtu.be/jw4vwQOF-Aw
https://youtu.be/jw4vwQOF-Aw
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はっきり言いますね。 
初心者のままお金を入れて、トレードしても負けます。 
ビギナーズラックで、たまに勝つ方もいますが、 
勝ち続けることはできません。 
 
いずれ負ける時が来ると断言できます。 
 
では、どうすればいいのか・・・・ 
 
今回は富裕層の方とコラボと申し上げました。 
 
海外のバイナリーオプションは「ハイローオーストラリア」 
ですが、国内のバイナリーオプションは・・・・ 
すいません。 
今は秘密にさせてください。 
「ＥＳＢＩＯ応援企画」に参加された方にお教えしますね！ 
 
わかる方はわかると思いますが、富裕層の方とコラボで 
何ができるのかお伝えしますね。 
 

それは、国内と海外のバイナリーオプションで、上がるか下がる
か前もって結果がわかっていたらどうでしょうか？ 
 
そんなことわかるはずない！ って思いますよね。 
 
イ○ターバ○クから情報を入手している富裕層ならこうなります。 
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秘密保持・守秘義務規約があるので一部情報開示します。 
富裕層：バントレ情報来たよ～はい、ここでエントリーね。 

富裕層：バントレ情報今日はアゲアゲだなぁ。 
早めに一本取るからスタンバイしてタイミングを狙うか。 
 
青年：いつぐらいからスタンバイしたらいいのですか？ 
 
富裕層：海外のバイオプは「いつ、何時、何に」が決まっている 
けど、国内は「丌定期」だからスタンバイを常にする必要がある。 
朝からアゲアゲ情報９０％だから朝からスタンバイする必要が 
あるけど、ほら、バントレ情報がきたよ・・・ 
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富裕層：ワザトレが理解できていたら一気にいくよ！ 

富裕層：ほら、２５２，７００円に早くもなっているね。 
後はゴールまでリラックスして待つだけだよ。 
わずか数十分の作業だから楽だよね。 
 
青年：なぜ、数十分で２０万円以上になるのですか？ 
 
富裕層：イ○ターバ○クやその他の仲間からの情報を元に 
可能性率を割り出しているからだよ。 
世界のお金がどのように流れているのかが分かればいいよね。 
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富裕層：早くも５０万円突破したね！ 

富裕層：バントレ情報だとまだまだアゲアゲだけどなぁ。 
ちなみに、１口座では軍資金が限られるから分散しているよ。 
 
青年：私も指示されたお金しか入れていません。 
ちなみに私みたいにやっている人はどれくらいいるのですか？ 
 
富裕層：今回は短期で１００万円以上の利益を狙っているけど、 
ここではやっている人数や分散している口座数は秘密ね。 
想像にお任せしますよ。  （笑） 
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富裕層：ほら、アゲアゲで８８２，７００円の利益ですよ。 

富裕層：バントレ情報通りになりましたが、まだ１００万円まで 
達していないので次で１００万円以上の利益を狙いますよ！ 
 
青年：すごいですね！こんな短期間で８０万円以上とは・・・ 
 
富裕層：今度はアゲアゲが落ち着くと思うから、今の３分の１ 
ぐらいを狙って早めにいきますよ！ 
それで１００万円以上になるでしょう。 
波に乗っているときに一気に行くのが鉄則ですよ！ 
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富裕層：だいたいこんなところでいいでしょう・・・ポチポチポチ 

富裕層：まぁ、バントレ情報ではサゲサゲにはならないとの 
ことですから、後は結果を待つだけですね。 
ここでも同じぐらい利益狙えますが、それは絶対しません。 
 
青年：なぜもっと利益を狙わないのですか？ 
 
富裕層：それはですね・・・・ これはとても貴重な経験に基づく 
膨大なデータから導き出した結果からとでもお伝えしておきます 
そろそろ、プラスに反映されるところですよ。 
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富裕層：１２万円以上の利益になってきましたよ♪ 

富裕層：今日一日アゲアゲ日和だから常にアゲアゲにすれば 
１日でかなりの利益が狙えますよ。 
 
青年：すごいですね。 まだ開始して数時間ですよね・・・・ 
 
富裕層：チャートとか色々データを見ながらやる方がいますが、 
はっきり言って短時間ではあまり参考にはなりませんね。 
やはり、どこから情報を入手しているかがとても大切です。 
ほら、そろそろ利益確定になりますよ。 
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富裕層：１日目標の１００万円以上の利益達成できました♪ 

富裕層：合計１，１１５，７００円の利益ですね。 
ちなみに１口座でこれですから・・・笑 
 
青年：まさか、未経験の私が１日で１００万円以上稼ぐとは・・・ 
 
富裕層：まだ、始まったばかりですよ。 
この口座では１００万円の利益で終了です。 
今度は違う口座で１００万円以上いきますよ♪ 
ちなみに、今日のスタートした日から最終どれくらいアゲアゲに 
なっているのか確認したらわかりますよ♪ 
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何度も繰り返しになりますが、今回は富裕層の方とコラボ企画 
とお伝えしました。 
 
いとも簡単に「ド素人の初心者の方」が１日で１００万円以上を 
稼いでしまった事実を知って驚愕してしまうでしょう。 
 
しかし、残念ながら誮でも稼げるわけではないのです。 
 
今回稼ぐためにはいくつかの条件があります。 
もちろん、その条件をクリアーするために目標設定して 
取り組むのは自由ですが、先に条件やルールをお伝えします。 
 
条件１、２０歳以上であること。 
条件２、口座開設には顔写真の身分証明書と（日本国内のみ 
マイナンバー）が必要になりますから用意できる方。 
条件３、トレードする軍資金を用意できること。 
（基本数万円からできますが、数百万～数千万円が理想） 
条件４、スマホorパソコン、インターネット環境、銀行口座保有。 

条件５、海外では月５回～１０回トレード。国内では平日朝８時か
ら翌朝５時までの２０時間で自由トレードが基本。 
（※バントレ情報の場合は別途条件が異なる） 
 
以上の条件５がクリアーできると稼げる段階に入れます。 
 
しかし、ここからが厳しい富裕層とのお約束のルールが 
ありますのでそのルールを守れる方限定で「バントレ情報」を 
シェアーできることになります。 
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ルール１、ＣＢカレッジが提供する情報を口外、転載、転売せず、 
秘密保持及び守秘義務規約に同意すること。 
 
ルール２、モニターに参加して「ノウハウロジック」を試して 
ＣＢカレッジを応援し、協力すること。 
 
ルール３、モニターに参加して「ワザトレメンバー」に参加し、 
「サントレ」「テントレ」「バントレ」などの情報を受けること。 
 

ルール４、出来るだけ月々のサポート代を支払い、利害関係な
しにＣＢカレッジに貢献すること。 
 
ルール５、有料版の「ワザトレード映像」を１００人が購入した後に 
富裕層の１日の利益の「バントレ情報」を提供するものとする。 
 
ルール６、利益が出たらＣＢカレッジが提案する「凄腕コンサル 
Ｓ氏」の節税スキームを利用してさらに軍資金を増やすこと。 
 
ルール７、退会するときはフォームに退会届を入力し、月々の 
サポート代がなくなる代わりにロジックやＣＢカレッジが提供 
するすべてのデータや情報を破棄し、抹消、利用しないこと。 
 
以上、富裕層との厳しルールといってもいたってシンプルです。 

富裕層と信頼関係を作り、ノウハウロジックを試してさらに改良
版を作るのに貢献し、有料版の「ワザトレード映像」を購入して 
特典を受けるということです。 
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有料版の「ワザトレード映像」については最後にお伝えします。 
 
続いてモニターについてお伝えします。 
 
すでにモニターに参加申込みされた方もお読みください。 
 
今回バイナリーオプションの企画、そして富裕層との出会いは 
意図していない流れで展開することになりました。 
 
そもそも事の発端は、「３ヶ月で１０００万円稼ぐ」という 
ちょっと無謀な発言から始まったのです。 
 
本当に３ヶ月で稼ぐことができるのかどうかを実証するために、 
５月１４日～８月１４日の３ヶ月間毎日稼ぐために取り組んで、 
６月２６日にバイナリーオプションで実績を出された方に 
お会いするきっかけでここまで展開するようになりました。 
 
最初の５月１４日から６月１４日まではコンテンツ作り。 
次の６月１４日から７月１４日までは集客期間。 
次の７月１４日から８月１４日までが１０００万円稼ぐ期間です。 
 
このように３ヶ月間で１０００万円稼ぐことが本当に可能かどうかを 
実証したいがために毎日行動してきました。 
 
今回はバイオプがメインになりますので次から「バイオプ」の 
６月２６日からの出来事をご覧ください。 
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待ちに待った、バイナリーオプションで実績を出した 
方とお会いすることになり、色々とお話しをしました。 
 
バイナリーオプションっていうから、 
ハイローオーストラリアだと思っていましたが、 
全く違うプラットフォームでした。 
（豆知識） 
バイナリーオプション（バイオプ）とは 
為替の円高、円安を決まった時間に当てるものと 
思ってください。 
それで当たったら報酬が得られて、はずれたらマイナスになる。 
とってもシンプルで即金で稼げると人気なものです。 
 
このプラットフォーム自体が情報の一部になっていて、 
このプラットフォームを知っているか知らないかで 
今後バイナリーオプションで利益を出せるか出せないかが 
決まるといっても過言ではない仕組みでした。 
 
それで私が持っている１００万円相当なモノを 
提供する代わりにそのノウハウロジックを入手して、 
さらに私がお世話になっている会社に相談をしました。 
すると・・・ 
その会社もすでに知っていて、富裕層が実践していたのです。 
そしてその富裕層から出た言葉が・・・・ 
 
（6月26日）これってバイナリーオプションですか？ 
http://cbc90.com/con/6.26-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/6.26-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.26-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.26-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.26-1000konsaru.mp3
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富裕層の方から言われた言葉は１００％勝てない 
ときつく言われました。 
 
その理由は、意図的に操作されたような陰線（波形） 
になるときがあるからです。 
 
明らかにこれは、乱高下のように見立てた 
会社が意図的にやっているのではという内容です。 
 
しかし、それらの証拠はわかりませんから 
こんなこともあると理解して、 
想定外を想定内に取り入れることが大事と 
富裕層の方に言われました。 
 
しかし、やり方次第では大きく稼ぐことができます。 
 
目の前で富裕層の方が実践しているのを見て、 
そのままポチポチやっていると、 
富裕層の方からありえない言葉が出ました・・・ 
 
正直ショックです・・・ 
 
（6月27日）1日20時間10回チャンスがあるバイオプ！ 
http://cbc90.com/con/6.27-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/6.27-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.27-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.27-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.27-1000konsaru.mp3
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富裕層の方にめちゃくちゃ怒られました。 
 
かなりこっぴどく怒られたのでマインドがマイナスです。 
せっかくモチベーションが上がって、 
ウキウキしていたのにショックです。 
 
しかし、そのあとに富裕層から言われた内容を聞いて、 
理解できました。 
 
バイオプは見よう見まねで出来るものではない。 
ちゃんとルールを知って、理解してから取り組むべきだと。 
 
それから素直にルールを教えてもらい、 
ルールを学びました。 
 
そしてバイオプでマイナスになる人の特徴は 
1万円、2万円、4万円、8万円、16万円と 
倍々に掛け金を増やすやり方で、最後には 
パンクして財産をなくす人が多いということです。 
 
そのことを追い上げ、ナンピンとかいうのですが、 
それを使わないで、ローリスクローリタンを狙うのが 
固く、堅実な資産運用だと教えてもらいました。 
 
（6月28日）富裕層の方に怒られました・・・ 
http://cbc90.com/con/6.28-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/6.28-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.28-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.28-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.28-1000konsaru.mp3
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怒られながらも27日、28日、29日の3日間 
だけ実践したのをレポートや動画をまとめました。 
 
1日目で合計128,000円 
2日目で合計20万円以上の利益がでました。 
 
これはすごい！って調子に乗ると負けました。 
 
そして富裕層に言われたのが、調子にのったらダメと 
言われて、技トレードを教えてもらいました。 
 
そして、リスクのイロハを教えてもらい、 
最終奥義といってもいいくらいの究極の技を 
教えてもらう条件で「○○しました」 
 
その結果3日間で勝率９５％２５勝１敗で 
どれくらいの利益になったのか・・・ 
 
（6月29日）勝率95％25勝1敗でどれくらいの利益？ 
http://cbc90.com/con/6.29-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/6.29-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.29-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.29-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.29-1000konsaru.mp3
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今日６月３０日は為替は動いていないので 
バイオプはお休みになります。 
 
早速結果は、 
1日目で合計128,000円 
2日目で合計20万円以上の利益 
3日目だけで30万円以上の利益 
3日間の合計利益だけで50万円以上の利益になりました。 
 
そして富裕層の仲間内で技トレードというものを 
実践していることが分かったのです。 
 
技トレードを知っているか知らないかで 
大きく稼げる、稼げないと分かれ道のように 
思えるぐらい凄い方法でした。 
 
今回この凄いバイオプを他の方にも教えて 
どれくらいの方が実績出せるのか試したいと思い、 
モニターを募ることにしました。 
 
このポンポンポンって技を使ったらみんな勝てるのでは？ 
そう思ったのですが、 
またまた富裕層の方に怒られました。 
そして勝てる秘訣を教えてもらいました。 
 
（6月30日）ポンポンポンって技トレードは凄い！ 
http://cbc90.com/con/6.30-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/6.30-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.30-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.30-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/6.30-1000konsaru.mp3
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これだけ凄いものだったら多くの方に教えたい！ 
 
そして、私が25勝1敗3日で50万円以上利益を出した、 
バイオプノウハウロジックを伝えたいと思い、 
実績者から100万円で入手したノウハウロジックと、 
某会社の富裕層の方から入手したノウハウロジックを 
取り入れた本物バイオプノウハウロジックの 
レポートをまとめました。 
 
約40ページのマニュアルと全体説明やロジック 
説明や口座開設などの全体動画で約1時間ぐらい。 
 
これですぐにでも本物バイオプが始められる環境を 
作りました。 
 
多くの方が実践して成果が出れば、より本物に 
なると思い、本格的にモニターを募ります。 
 
通常初回15万円お支払いして、 
月々のサポート費用1万円ですから 
最初に16万円お支払いして参加する形ですが、 
モニター価格はこんな形で考えています・・・ 
 
（7月1日）沢山のモニターに本物バイオプを教えたい！ 
http://cbc90.com/con/7.1-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.1-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.1-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.1-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.1-1000konsaru.mp3
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富裕層の方は円高、円安どちらかになるだろうと 
小声でつぶやいています。 
それがわかると、同じ結果が出る可能性がありますよね。 
 
富裕層の方にも今回のモニター企画を相談して、 
さらに面白い企画を提案したら、結構乗ってきました。 
 
祭りみたいで面白いといっていただきました！ 
 
そして、より多くのモニターを募りたいので、 
初期費用の価格15万円を後払いにすることにしました。 
 
つまりサポート代の1万円でモニターとして 
スタートできます。 
 
さらに後払いの15万円以上の利益が出ても 
払わないでいいようなプランも導入しました。 
 
その15万円免除システムとは・・・ 
 
（7月2日）富裕層の方は独り言で円高、円安とつぶやく 
http://cbc90.com/con/7.2-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.2-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.2-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.2-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.2-1000konsaru.mp3
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初期費用15万円は利益が出てから後払いで 
お支払いしたらいいですよと、本物ノウハウロジック 
だからできる技なのですが、さらに15万円を 
お支払いしなくてもいいようなシステムを導入決定です。 
 
それは、モニター参加者の方が15万円以上利益が 
出た場合、15万円お支払いするか、お一人以上 
モニターを紹介すると15万円が免除されます。 
 
つまり、15万円以上利益が出て、そのままお支払い 
するか、ひとりでもモニター紹介すると15万円免除 
だと明らかに1人以上のモニターを紹介したほうが 
良いということになると思います。 
 
いやぁ、私は誮にも言わずにこっそり稼ぎ続けたい！ 
っていう方がいましたら、15万円お支払いして 
こっそり稼いでください。 
どちらでも自分にあったやり方をされたらいいと思います。 
 
そして、今日で実践5日目になるのですが、 
技トレードも教えてもらい、 
ポンポンポン技トレードをやったけっか、 
なんと5日間で100万円以上稼ぐことになりました。 
その、技トレードを明日アキヒロに伝授します。 
 
（7月3日）後払いの15万円の免除する方法とは？ 
http://cbc90.com/con/7.3-1000konsaru.mp3 

http://cbc90.com/con/7.3-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.3-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.3-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.3-1000konsaru.mp3


34 

富裕層がこっそり使っていることは色々でした。 
 
実績を出された方に次のステージを用意しています。 
 
高いお金をお支払い、情報を入手することができ、 
それをアキヒロに伝授するのですが、 
5日間で100万円以上の利益が出た技トレードと 
富裕層がどのように利益を計上しているのか、 
伝授して実践してもらいます。 
 
そして、技トレードとして多額の契約金を 
渡さないといけないので、欲しい方には 
技トレードを格安でお譲りします。 
 
さらに技トレードを購入された方には 
別途特別報酬もお付けしようと考えています。 
 
情報の入手先やこちら側を信じて実践される方、 
両方のパイプをしっかり作り継続していきます。 
 
 
（7月4日）表には出ない富裕層がやっていること 
http://cbc90.com/con/7.4-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.4-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.4-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.4-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.4-1000konsaru.mp3
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実際に朝からアキヒロに技トレードを教えて、 
実践してもらいました。 
 
その時にすでに5日間で100万円をどのように 
利益を出したのか教えました。 
 
そして夕方からの実績を公開していきます。 
 
1日でどれくらい実績を出せたのか？ 
 
さらにモニターを募るときの条件も決定しました。 
 
今回のモニターの方には技トレードはもちろん、 
富裕層とコンビを組んで、お金がある人、ない人の 
コラボ企画を組んでみます！ 
 
祭りのように楽しいイメージを持って 
企画を組みたいと富裕層の方に相談した結果、 
ＯＫとの返事を頂きました！ 
 
仲間になってもらいたいモニターの方の 
金額や詳細を明日決めたいと思います。 
 
なるべく早い段階のモニターが圧倒的有利です！ 
 
（7月5日）技トレードをモニターに教えた結果 
http://cbc90.com/con/7.5-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.5-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.5-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.5-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.5-1000konsaru.mp3
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モニター募集する形が決まりました。 
１次モニター 
２次モニター 
３次モニター 
を募っていくのですが、なぜ３次までモニターを 
募っていくのかをお伝えします。 
 
本物かどうか第三者の人たちに実証してもらうために、 
勝率９５％バイオプノウハウロジックを試して、 
１次モニターの実績をまとめて改良版を作ります。 
その改良版を元に２次モニターのメンバーに 
提供して１次モニターと２次モニターで実証します。 
 
そして１次モニターと２次モニターのデータを元に 
改良版を作り、３次モニターのメンバーに提供して 
実証していきます。 
そして１次、２次、３次モニターのデータを元に、 
一般販売に向けて進んでいく予定です。 
 
とにかく今もっとも勝ちやすい「バイオプ」を 
モニターとして参加できるチャンスです！ 
 
どんどんモニターの声をあげていきますので、 
期待してください！ 
 
（7月6日）勝率95％バイオプモニター募集します 
http://cbc90.com/con/7.6-1000konsaru.mp3 

http://cbc90.com/con/7.6-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.6-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.6-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.6-1000konsaru.mp3
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１１日間のバイオプストーリーの音声を聞いていかがですか？ 
なるほど！こんなきっかけで、ここまで展開したんだな・・・ 
だから「モニター」を募集するんだなということがお分かりに 
なったと思います。 
すでに、わけもわからずに「モニター」申込みされた方も 
お手数ですが一度ストーリーを理解されるようにお願いします。 
 
そして、モニターにまだ参加していない方で、 
いますぐモニターに参加したいという方はこちらから 
申込みできます。 
 
 
【勝率95％のバイオプモニター申込みフォーム】 
https://ws.formzu.net/fgen/S61077902/ 
 
 
紹介者がいる場合ご記入ください。 
 
そして、今回とっても魅力的なものが何と言っても 
富裕層からの情報だと思います。 
 
モニター申込みされた方限定で 
中級者から上級者向けの富裕層が利益を数倍から 
数十倍にあげている「技トレード」手法をお教えします。 
 
技トレード映像だけではなく豪華特典までついています。 
次で、豪華特典についてお伝えいたします。 

https://ws.formzu.net/fgen/S61077902/
https://ws.formzu.net/fgen/S61077902/
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特典で技トレードを使ったモニター映像もプレゼント！ 
 

実際に富裕層の技トレードを学び、実践したモニターの実践映
像の結果も特典としてお付けいたします。 
 

さらに、富裕層が１００万円契約で提供している「ハイローオース
トラリアロジック」の「いつ、何時に、何に」がわかる無裁量 
ロジック「サントレ」を無料で特典としてお付けいたします。 
※月間５回～１０回トレード、年間大きくプラス収支。 

こちらは利益が出た後に２割を富裕層の方にお支払いすること
が条件です。 
 
こちらだけで年間数百万円の利益を出される方がいます。 
詳しい知識は丌要で、多忙な方でもトレードする 
「日、時間、high  low」が決まっているので、スマホでエントリー 
するだけで利益を計上していっています。 
勝率は月間で異なりますが、７割から９割で勝利しています。 
チャートとにらめっこする必要もなく、仕事中でも３分だけトイレに 
駆け込み「スマホでタップ」して稼いでいる方が多いです。 
 
実際に実践者１０名以上の方に確認しましたら、 
ハイローオーストラリアで勝ち続けるにはこれしかないと 
ほとんどの方がおっしゃっていましたので本物だと思います。 
 
ちなみに富裕層の方はこの契約を１００万円先払いで受け取り、 
年間契約でやっていますので情報の取り扱いには 
注意が必要だと認識してください。 
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それだけではなく、今回のワザトレを１００名の方が購入していた
だけますと富裕層の方の１日利益を出した「バントレ」情報を無
料で１回お教えいたします。 
 

そうです、先ほどお見せした１日で１００万円以上の利益を出し
た「バントレ情報」を無料でお伝えする確約ができたのです！ 
 

これは、最初の１００人限定とさせていただきます。 
 

「バントレ」情報の結果が納得できない場合は追加料金なしで
継続してお教えいたします。 

つまり、それだけで今回の「ワザトレ」１０万円はペイできる可能
性があります。 
 
それだけではありません。 
 

「ワザトレ」購入者には「エコヒイキ配信」も特典でおつけいたし
ます。 
それなりに結果を出している方の「○○」をお教えします。 
 

また、技トレード購入者限定の情報発信もありますので楽しみに
してください。 
 
最初の有料版「ワザトレ１０万円購入された１００名」様にはコアな 
モニターになっていただきますのでご検討下さい。 
 
 
 



40 

技トレード購入者限定アフィリエイト特典 
 
富裕層の技トレード映像を購入された方には 
ご紹介して頂くと報酬が得られるアフィリエイト権利を提供します。 

実際に富裕層の技トレードを学び実践して、他の誮かに技トレー
ドをご紹介されましたら購入金額の２０％を提供いたします。 
 
例：技トレード映像１０万円＝２０％アフィリエイトで２万円の報酬。 
 
つまり５名の方をご紹介するだけで購入金額の１０万円が 
ペイできてしまうのです。 
 
それだけではなく、後々一般販売する予定の初回１５万円の 
販売価格の２０％のアフィリエイト権利のついています。 
 
例：１次、２次、３次モニターの検証やロジック改良版として 

完成されたノウハウロジックを一般販売する１５万円をご紹介し
た場合、１５万円＝２０％アフィリエイトで３万円の報酬。 
 
さらに、その購入者方が「技トレード」１０万円で購入した場合 
２万円の報酬が得られ、合計１件成約で５万円の報酬に 
なる可能性があるのです。 
 
また、それだけではなく、今後改良版のノウハウやロジックが 
出る度に２０％の報酬が得られたらうれしいですよね。 
 
今回のモニター様には、とことん利益を得て頂きます！ 
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有料版「技トレード」申込みはこちらからお願いします。 
 
【富裕層のバイオプ技トレード申込みフォーム】 
https://ws.formzu.net/fgen/S37247536/ 
 
１、素人が５日間で１００万円以上稼いだ技トレード映像。 
２、モニターの方が技トレードを学んで２日間で８０万円以上 
稼いだ映像。 
３、トレードの手法、マイナス確定からの回避する方法や、 
より多くの利益を出すためのエントリーポイントや技トレード。 
４、富裕層の方が年間契約１００万円で教えている 
「ハイローオーストラリア無裁量トレードサントレ」を 
無料特典とし提供して、利益が出た場合、 
後払いで２０％だけ富裕層にお支払いする限定特典。 
５、１日で１００万円以上の利益を達成した富裕層の 
「バントレ情報１回１０万円」を豪華特典として１回無料配信。 

６、「ワザトレ」購入者には「エコヒイキ配信」も特典でおつけいた
します。 
それなりに結果を出している方の「○○」をお教えします。 
７、会員サイトで「シークレット情報」も提供します。 
８、富裕層の方が年間契約した方限定に追加契約している 

「ハイローオーストラリア無裁量トレードサントレ＋」も豪華特典と
してお付けしますので、通常よりも年間の利益率はＵＰします。 

９、ハイローオーストラリアと○○でお小遣いを定期的に稼ぐ情
報も豪華特典でお付けしますのでこれだけで年間プラスです。 
１０、「ワザトレ」購入者特典としてアフィリエイト報酬２０％の 
権利をつけますので、たくさん紹介することで軍資金を 
作ることができ、トレードとアフィリエイトで稼ぐことができます。 

https://ws.formzu.net/fgen/S37247536/
https://ws.formzu.net/fgen/S37247536/
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沢山の方が１次モニターに参加してきています。 
その中にすでに、バイオプやっているよ！という方や 
本当かどうか真偽を確かめてやる！という方や 
面白そうな企画だから参加するよ！という方が 
どんどん参加しています。 
やっぱり、後払いというのが自信の表れだと 
思ってくれるのですね。 
中には、今まで散々ツールやソフトでマイナスになり、 
投資会社にもやられてかなりの被害金がありますが、 
あなたのバイオプノウハウロジックは本物ですか？ 
ってお問い合わせが多数ありました。 
はっきり言います。 
モニターになって確かめてください！ 
だからモニターとして、後払い制度を導入して、 
本当に利益が出るかどうかを試す機会を提供しています。 
サポート体制で会員サイトやＬＩＮＥサポートも 
導入して、中には電話サポートまでやります。 
また、別途大阪市内で勉強会もやります。 
それで月々１万円のサポート代だけで 
学べるのですから大変感謝されています。 
お金がある、ない別にして勝率を意識してください。 
そうすると、富裕層の方や億万長者の方が 
お金を出したくなるようになります。 
なぜ、そう言い切れるかというと・・・ 
 
（7月7日）億万長者がお金を出したくなる方法とは？ 
http://cbc90.com/con/7.7-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.7-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.7-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.7-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.7-1000konsaru.mp3
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人脈というのはどこでつながるかわからない！ 
 
日本に滞在するのがすくない大物の方だけど、 
めったに会えることはできない。 
しかし、アキヒロが仲良しにしている秘書が 
たまたま大阪に来る予定になった。 
 
そこで１時間近くお時間を取って会ってくれることに！ 
 
ちなみに、アキヒロもモニターとして実践して、 
成果をだしている。 
 
そこで、「誯題」という話になるが、 
こちら側の誯題なのか、相手側の誯題なのか、 
その誯題についても頭に置いておいた方がいい。 
 
すべてにおいて、人間の悩みは「対人関係」にある 
とアドラーが言っているように、 
相手に誯題を不えたら、後は相手に任せよう！ 
 
愚直に勝率９５％バイオプのノウハウロジックを試し、 
成績を意識していけば、面白い結果になると思う。 
 
なぜなら、富裕層の方はほっておかないから！ 
 
（7月8日）仮想通貨だけで１３００億円資産の人と会う！ 
http://cbc90.com/con/7.8-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.8-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.8-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.8-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.8-1000konsaru.mp3
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勘違いしている方がいるのでここではっきりさせておきます。 
 
今回の募集は、すでに完成している 
ノウハウロジックを試して、その結果を教えてください 
ということです。 
 
だから後払いで、１５万円利益が出てから 
お支払いするか、紹介することで１５万円免除されて 
その分を軍資金に当てて利益を計上するという 
システムです。 
 
また、サポート代として１万円支払い、 
ノウハウロジックを入手して、すぐにやめる方は 
最初からモニターにならないでください。 
 
あくまで一般販売までに、より良いものを作るために、 
改良版を作るためにご協力くださいということです。 
 
すでに、実践している方も、情報提供して 
さらによいノウハウロジックが出来上がっています。 
 
お客様として参加したい場合は完成後にお求めください。 
 
（7月9日）モニターはお客様ではないですよ！ 
http://cbc90.com/con/7.9-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.9-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.9-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.9-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.9-1000konsaru.mp3
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最初にお渡しするノウハウロジックは 
どちらかというと「初心者用」になります。 
 
もちろんその方が安定して利益を得られるように 
まとめたノウハウロジックですから、 
ローリスクローリタンになってしまいます。 
 
しかし、中級者や上級者の方は、 
それだけでは物足りなくなると思います。 
 
そこで、富裕層の方に多額のコンサル費用をお支払い、 
特別に「富裕層が使っている技トレード」を 
教えてもらうことに成功しました。 
 
さらに、もっと貢献するということで 
色々と特典も付けてもらうことになりそうです。 
 
はっきりいって、技トレードよりも、 
富裕層がお客様と１００万円で契約している 
○○のほうがメリットがあるのですが、 
なんと！そちらも豪華特典としてお付けできます。 
 
その豪華特典とは？ 
 
（7月10日）技トレードについて大切なお話しです 
http://cbc90.com/con/7.10-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.10-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.10-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.10-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.10-1000konsaru.mp3


46 

１次モニター 
２次モニター 
３次モニター 
の方が対象になると思いますが、技トレードの 
豪華特典がスゴイです。 
富裕層が１００万円で契約している「サントレ」 
はもちろんそのほかの豪華特典がすごいです。 
 
合計１０個以上の豪華特典を付けることが 
できるかもしれません。 
ただし、限定人数に限られるかもしれません。 
さらにアフィリエイト権利もつきますので、 
それで紹介することで軍資金も作れます。 
 
そして友人がモニターに参加して 
実際に富裕層の方の１日の利益を追求するのと同時に 
１回１０万円の情報代が必要な「バントレ」情報を 
富裕層の方と一緒に明日７月１２日に実践します。 
 
富裕層は本当に１日に１００万円以上の 
利益をだすことができるのでしょうか？  
 
それは明日確認するとして、先にこちらの 
豪華特典を確認しておきましょう！ 
 
（7月11日）技トレードの豪華特典がすごい！ 
http://cbc90.com/con/7.11-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.11-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.11-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.11-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.11-1000konsaru.mp3
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友人にモニターになってもらい、 
実際に富裕層の人と一緒にコラボしてもらった。 
 
友人は仮想通貨で稼いだお金を口座にいれて、 
富裕層に言われるままアクションをした。 
 
朝からスタンバイしてそれで、富裕層が 
「バントレ情報」来たから、はい、ここね！ 
って感じでかるく伝えるだけ！ 
 
その結果10万円超えて～ 
 
そのまま、アゲアゲだから大丈夫・・・・ 
 
あっという間に○○○万円の利益・・・・ 
 
友人はびっくりして、開いた口がふさがらない。 
 
まさに放心状態になり、何度も目をこすっていた。 
 
その富裕層の「バントレ情報」とは？ 
 
いったい1日でいくら利益がでたのか！！ 
 
（7月12日）富裕層の1日の利益！「バントレ情報」 
http://cbc90.com/con/7.12-1000konsaru.mp3 
 

http://cbc90.com/con/7.12-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.12-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.12-1000konsaru.mp3
http://cbc90.com/con/7.12-1000konsaru.mp3
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【CBカレッジ】幸せなお金持ちで安心して暮らせる世界ノウハウ 
http://cbc90.com/cb/esbio1.pdf 
 
こちら本１冊分のノウハウになります。 
 
最後までお読みいただいたお礼として無料で差し上げます。 
 
モニターに興味を持ちましたらご参加ください。 
 
【勝率95％のバイオプモニター申込みフォーム】 
https://ws.formzu.net/fgen/S61077902/ 
 
 
紹介者がいる場合ご記入ください。 
 
有料版「技トレード」申込みはこちらからお願いします。 
 
【富裕層のバイオプ技トレード申込みフォーム】 
https://ws.formzu.net/fgen/S37247536/ 
 
 
 
ＣＢカレッジカリキュラム会員サイトも無料提供します。 
無料体験で参加して色々と学んでください。 
 
有料級の情報を無料提供しています。 

http://cbc90.com/cb/esbio1.pdf
http://cbc90.com/cb/esbio1.pdf
https://ws.formzu.net/fgen/S61077902/
https://ws.formzu.net/fgen/S37247536/


会員登録情報を入力しましょう。 

お名前、姓、名を入力して、メールアドレスを入力。 

メールアドレスがＩＤになります。 

そしてメンバーサイトにログインするときのパスワードをあな
たが決めて確認ボタンをクリックします。 

※パスワードは英数字6桁以上がいいです。 

←お名前を入力 

←メールアドレスを入力（ＩＤになる） 

←英数字のパスワードを自分で決める 

←確認をクリック 

http://cbc90.com/member/cf/2 

あなたのメール 

http://cbc90.com/member/cf/2
http://cbc90.com/member/cf/2


登録完了メールがきますのでご確認ください。 

←メールアドレスを入力（ＩＤ） 

←自分で決めたパスワード入力 

←ログインをクリック 

↓ＵＲＬをクリック 

ＵＲＬをクリックして下記の登録情報を入力して 

ログインします。 



ログインしますとカテゴリでＣＢカレッジカリキュラムを 

学ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＣＢカレッジ無料体験入学 
ＬＩＮＥサポートで 
色々情報を受け取りましょう！ 

こちらをクリックでLINE＠に参加します。 
https://line.me/R/ti/p/%40cb90 

LINE@ ID 
@cb90 

https://line.me/R/ti/p/%40cb90
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■推奨環境 ■ 
このレポート上に書かれている URLURLURLはクリッできます。 
ない場合最新の はクリッできます。 
ない場合最新の AdobeReaderを無料でダウンロードしてください。 
http://get.adobe.com/jp/reader/ 
 
■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利用ください。 
このレポート著作権はＣＢカレッジに属します。 
著作権者の許可なく、こレポート全部又は一をいかる 
手段におても複製転載流用売等す 著作権者の許可なく、 
こレポート全部又は一をいかる手段におても複製、転載、流用 
転売等することを禁じます。 
 
著作権等違反の行為を行った時、その他丌法行為に 
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、 
作成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、 
丌正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の 
業務提携者は、一切の責任負わないことをご了承願います。 
このレポートのご利用は自己責任でお願いします。 
このレポートの利用することにより生じたいかなる結果  
につきましても、著者・パートナ等の 
業務提携は一切責任を負わないことご了承願す。 

http://get.adobe.com/jp/reader/
http://get.adobe.com/jp/reader/



