


ASECコイン販売代理店の募集資料を開いていただき、 
誠にありがとうございます。
この資料ではASECコインに大きなビジネスチャンスを感じる方、  
ビジネス的な関わり方を希望される皆様に向けて、 
販売代理店の概要、報酬、活動内容、登録方法をご説明しております。  

ASECコインは仮想通貨としての投機的メリットだけでなく、 
ビジネス的な側面としても大きなメリットをもたらします。  

資料の内容に目を通していただければ、 
その理由をお分かりいただけるのではないかと感じております。 

一人でも多くの方々がASECコインの正規販売代理店として活動し 
共にASECプロジェクトを支援していただけるのであれば 
それ以上に嬉しいことはございません。 

早速、次ページより詳細をご確認の上、 
ASECコインの販売代理店の魅力をご査収ください。
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ASECコインの販売代理店とは、その名の通り、 
「ASECコインの販売活動にご協力いただく代理業（仲介業）」となります。

● 具体的な活動内容

販売代理店の概要説明

１, ASECコインの宣伝・紹介 

２, ASECコインの購入窓口 

３, ASECコインの購入者への情報提供

ASECコインの宣伝、紹介、販売窓口を担当していただく代わりに 
販売の成果に応じて報酬が発生する成果報酬型の契約形態  です。



ASECコイン総販売代理店 
ASEC PROJECT PARTNERS.

日本におけるASECコインの販売・プロモーション・代理店事業は 
株式会社ASEC PROJECT PARTNERS．（エーセックプロジェクトパートナーズ）に一任されております。

ASECコインの発行元であるASEC FRONTIER LIMITED Co.,Ltd.と直接契約し、 
報酬管理や販売ツール、コンテンツ制作等を担当し、パートナー企業様へのリスト配給とサポートを行います。

会社名  株式会社 ASEC PROJECT PARTNERS.

代表取締役  植田雄輝

本店 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル

目的

 １. 経営財務戦略の調査研究 
 ２. マーケティング戦略の調査、研究 
 ３. インターネットを利用したコンテンツの制作及び各種情報提供サービス 
 ４. インターネット上のネットワーク構築事業 
 ５. サーバー・ネットワーク保守管理事業 
 ６. アイデアの商品化に関する企業への情報提供サービス 
 ７. 前各号に附帯する一切の事業

ASEC PROJECT PARTNERS.  
登記簿 



ASECコインの要略
わたしたちが仕掛ける仮想通貨事業

 
 



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



ASECプロジェクト、２人の最重要人物

タイの要職を歴任した公人と 
タイの政治・経済を操る重鎮が 
プロジェクトの責任者へ就任

タイ国を代表する公的な人物が、仮想通貨事業の責任者に就任し 
広告塔ではなく、文字通り責任ある立場として活動しております。





ASECフロンティア最高顧問Dr.カセ-による 

ASECプロジェクト・大阪講演動画

動画をご覧になる際は、右クリックし、別タブを開いてください。

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




ASECフロンティアCEO Dr.タパナによる 

ASECプロジェクト・東京講演動画

動画をご覧になる際は、右クリックし、別タブを開いてください。

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。 

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



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 
　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/files/doc.pdf


成功確率が 
極めて高いといえる 

3つの理由

ASECコインは非常に売りやすい仮想通貨だと言えます。 
そのため販売代理店としての成功確率も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。 

代理店希望者様必見



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



ボーナスコイン付与権利に関するご説明

ASECコイン代理店プログラムでは 
代理店様経由で単価100万円以上のお申込みがあった場合 
「ボーナスコイン付与権利」をご用意しております。

■ ボーナスコイン付与権利とは？

ASECコインを販売する際に、顧客の購入額に応じてボーナスコインを 
付与することができる権利です。 

ボーナスコインを活用して販売活動を行うことで、 
顧客は弊社から通常購入するよりもお得にASECコインを保有することができる為、 
販売活動が円滑になり、より多くの報酬を獲得することが可能です。



ボーナスコインの対象となる顧客のケースススタディ

顧客の購入金額と日付 付与の可否 ボーナスコインパーセンテージ

　　【4月1日付】  100万円 ○ 購入額の15％

　　【4月1日付】  100万円 
　　【4月15日付】100万円 ○ それぞれの購入につき購入額の15％

　　【4月1日付】  100万円 
　　【4月15日付】200万円 ○ それぞれの購入につき購入額の15％

　　【4月1日付】  100万円 
　　【4月15日付】300万円 ○ 4月1日付の購入分には購入額の15％ 

4月15日付購入分には購入額の20％

　　【4月1日付】  10万円 
　　【4月15日付】90万円

× 
（コイン付与対象外）

0%

　　【4月1日付】  50万円 
　　【4月15日付】50万円

× 
（コイン付与対象外）

0%

＊注意点 
月内で複数回お申込みがあった場合でも、一度の購入金額が規定の金額を 
上回らない場合、ボーナスコインのパーセンテージは変動いたしません。 

したがいまして、月をまたいだ購入に関しましても、一度の購入金額が規定の金額を上回らない場合、 
ボーナスコインのパーセンテージは変動いたしませんのであらかじめご了承くださいませ。



顧客の購入金額 ボーナスパーセンテージ

100万円以上 購入額の15％

300万円以上 購入額の20％

500万円以上 購入額の30％

販売額に応じて顧客に付与できるボーナスのパーセンテージ

ボーナスコインの付与対象となる顧客は、 
2018年4月6日以降に代理店様を通じてASECコインを購入された方全員です。



■ ボーナスコインの配布方法

顧客へのボーナスコインの付与は、(株)APPにて自動的に反映いたします。 

代理店様経由で単価100万円以上のお申込みがあった場合は特別な手続きなどを要することなく、 
自動的にボーナスコイン付与権利を獲得できます。 

また、顧客へのボーナスコイン付与に関しても(株)APPにて自動的にボーナス反映作業を 
行いますので、代理店様はボーナスコインを活用した代理店活動に集中することが可能です。 

ぜひボーナスコインを最大限に活用し、 
ASECコインの販売、代理店報酬の獲得にお役立てくださいませ。 

ボーナスコイン付与権利に関するご質問等は、弊社サポートデスクまでお問い合わせくださいませ。

サポートデスクへのご連絡はこちら

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


ASECコインの代理店報酬は 
売上高に応じて変動する 

超過累進性の仕組みを採用しています。

代理店報酬に関するご説明

ASECコインの代理店として活動してくださる皆様には  
ご自身で販売した当月分の売上金額に応じて、  
代理店報酬が発生するしくみとなっております。



特筆すべきは、超過累進性の仕組みを 
採用しているという点です。

これによって、成果に応じて段階的に報酬のパーセンテージが高まり 
売上金額が高くなればなるほど、代理店報酬の割も良くもなっていきます。

代理店報酬のパーセンテージは売上金額に対する10％ですが、 
特筆すべきは、超過累進性の仕組みを採用しているという点です。

超過累進性とは・・・ 
売上金額をいくつかの段階に区分してそれぞれに異なるパーセンテージを設定し、 
金額の区分ごとに設定されたパーセンテージで報酬を算出する画期的なしくみです。
※累進課税（超過累進税率）と同様です。 

次ページより、売上金額毎のパーセンテージをご紹介致します。



当月の売上金額 当月の報酬パーセンテージ

～100万円 当月の売上金額に対して10％

110万円～400万円 当月の売上金額に対して11％

410万円～700万円 当月の売上金額に対して12％

710万円～1,000万円 当月の売上金額に対して13％

1,010万円～1,490万円 当月の売上金額に対して14％

1,500万円以上 当月の売上金額に対して15％

売上金額に対する報酬パーセンテージ



代理店報酬のケーススタディ

1月1日から1月31日まで代理店活動を行い、 
月800万円売り上げた場合 CASE１

100万円 400万円  700万円 1000万円 1500万円 売上金額 

当月の総売上金額　 

800万円 

金額の区分ごとに設定されたパーセンテージが適用される 

① 10%が適用される金額 100万円　→　100,000円 
② 11%が適用される金額 300万円　→　330,000円 
③ 12%が適用される金額 300万円　→　360,000円 
④ 13%が適用される金額 100万円　→　130,000円

当月の報酬金額

920,000円

10% 11% 12% 13%
①

②
③

④



毎月の報酬金額に関してはメンバーサイト内に積み立てられ、 
メンバーサイトより任意で換金申請ができます。

1月1日から3月31日まで代理店活動を行い、 
3ヶ月合計 2,500万円売り上げた場合 CASE2

売上金額 800万円 

10% 11% 12% 13%

1月 
売上金額 500万円 

10% 11% 12%

2月 
売上金額 1,200万円 

10% 11% 12% 13%

3月 

14%

報酬金額 920,000円 報酬金額 550,000円 報酬金額 1,460,000円 

2,930,000円 3ヶ月間の総合計報酬金額



そのような考え方はすごくもったいないです。 

断言しますが、ASECコインは営業未経験者でも充分販売可能です。 

なぜなら弊社の営業マンも大半は営業未経験者であり、 
仮想通貨に関する知識もほぼゼロの状態だったからです。 

それでも彼らは今、驚くべき実績を挙げています。 

もちろんそれは先述した３つの要素も大きいですが、 
それよりも「素人感覚のほうが共感を呼びやすい」という事実が勝ります。 

今多くの人は仮想通貨に興味があるけれど、踏み出すのをためらっている状況です。 

そのような方々にとっては、“同じ目線で話をしてあげる”。 

販売・営業活動未経験者の皆様へ



たったそれだけの対応で成約につながる事が多いのです。 

無理してプロのように振る舞う必要はございません。 

単純に同じような感覚で話をしてあげるだけでいいのです。 

売るもの自体が優れていれば、余計な説明は不要です。 

「わたしはこういうところに不安を感じていたけど、なんだかここは違うと思った。」 

たったそれだけの一言で成約に結びつくケースが多分にございます。 

確かに仮想通貨のしくみや営業のテクニックはあるに越したことはありません。 

しかし、もっとも効果的なのは「客観的な個人の意見」です。 

ASECコインの概要を知って、実際に感じた印象や感想を話してあげる。 

それだけでASECコインの販売・営業は成り立ってしまうのです。 
ですから経験の有無にかかわらず、安心して販売代理店へ踏み出していただければと思います。



代理店専用のメンバーサイトにて報酬を確認することができます。 
代理店登録者様には、それぞれ個別のアカウントを作成し、 
WEB上で報酬を確認できるメンバーサイトをご案内致します。

代理店報酬の確認方法

代理店報酬の確認はログイン後のホーム画面にて一覧で確認することができます。 
その他にも期間を指定して累計で代理店報酬を確認する画面もございます。



報酬発生までの流れ
ASECコインの代理店報酬は、 

購入資金のお振込みを確認できた時点で報酬が発生します。

※お申込み確認の時点では、報酬は発生致しません。

入金確認入金申込確認申込活動

代理店登録を行い
活動を開始する

顧客が購入 
申込を行う 

弊社にて 
申込の確認を行う

顧客が指定口座へ 
購入額を入金する

弊社にて 
入金確認を行う

顧客より入金をしていただき、弊社で入金確認ができた時点で報酬発生となります。



ASECコインの代理店報酬は専用アカウント内に積み立てられます。 
積み立てられた金額を確認の上「換金申請」を行っていただくと 

獲得した報酬金額を「月末締め翌月末払い」でお振込みさせていただきます。 
※代理店報酬は、予めご登録いただいている指定口座にお振込みいたします。

報酬の換金申請とお振込み期日

総報酬金額の中から換金したい金額を入力して 
いただき、換金を行うことができます。



代理店活動を行い、積み立てられた報酬を換金する際は、 
換金申請した当月末までが換金対象の活動期間とみなされ、 
当月売り上げた報酬金額まで換金可能となります。 

また、全額換金だけでなく代理店報酬は一部を換金することも可能です。 

報酬換金換金申請報酬積立 代理店活動

報酬を受け取るまでの流れ

代理店申込

代理店へ登録し 
活動を開始

代理店として 
販売活動を行う

代理店報酬が 
積み立てられる

積み立てられた 
報酬を換金申請

申請月の翌月末迄に
口座へ振込まれる



代理店登録へ申請 メンバーサイトへログイン 代理店活動開始
STEP1 STEP2 STEP3

販売活動開始までの流れ



STEP1 代理店登録へ申請

ASECコインの販売代理店を希望される場合、  
まずは専用フォームから代理店登録の申請を行ってください。



STEP2 メンバーサイトへログイン
申請後、代理店専用のメンバーサイトへの  
アクセスURLと個別アカウント（ID/パス）が発行されます。 
発行されたIDパスをご確認の上、メンバーサイトへログインしてください。



メンバーサイトへのログインが成功したら、その時点から代理店活動を開始することが可能となります。 
メンバーサイトからオフライン用の販売ツール（プレゼン資料）を印刷して、 
代理店活動に励んでください。 
※メンバーサイト内におけるツールのダウンロード方法や報酬の確認方法を説明した 
マニュアルもご登録時にお渡しいたしますので、詳しくはそちらをご参照ください。 

● オフライン用パンフレット 

● オンライン用詳細資料 
● オフライン用申込用紙 

STEP3 代理店活動開始

● オフライン用申込用紙記入例



オンラインでの代理店活動方法

ASECコインの代理販売をオンラインで行う皆様は 
ご登録後、以下の手順に従って代理店活動を行ってください。

代理店様専用の 
紹介URLを取得

STEP1
ブログ・メルマガ・ 
SNSなどで拡散 

STEP2
申込みフォームに必要 
情報を記入してもらう

STEP3



ASECコインの代理販売をオフラインで行う皆様は 
ご登録後、以下の手順に従って代理店活動を行ってください。

代理店様向け 
パンフレットを印刷

STEP1
申込み用紙に必要情報を

記入してもらう

STEP2
FAXまたはEmailでASEC 

プロジェクトパートナーズに送信

STEP3

オフラインでの代理店活動方法



購入申込み用紙の記入例

代理店名を必ずご記入ください

報酬計算に関わる 
大事な項目です。



・ASECコインの購入を強制したり、強要するような迷惑行為 
・「必ず」「絶対」「確実」といった利益を確約する勧誘行為 
・事実とは異なる宣伝や、誤解を招くような表現、虚偽情報の提供 
・お客様やサポートスタッフへの暴言、悪態、非常識な対応

これらの行為を発見した際には、強制的に代理店としての権限を剥奪することがございます。 

その場合、獲得した報酬も無効となる可能性もございますので、 
くれぐれも上記のような不当な販売行為に抵触しないようご注意ください。 

代理店としての販売活動は原則的に自由となっております。 

しかし、以下の項目に該当する不当行為や迷惑行為、 
または法律に抵触するような販売活動はご遠慮いただくよう宜しくお願いいたします。

代理店活動における留意事項



ASECコインの販売代理店として活動される皆様には 
定期的に代理店専用メルマガを発行します。 

メルマガを通して、仮想通貨における基本的な知識や、 
ASECコイン、ASECプロジェクトに関する 
最新情報をお届けいたしますので、メルマガをご覧いただくだけでも、 
必要な知識や情報を取得することができます。 

Q 仮想通貨の知識が乏しいのですが、 
そんなわたしでも活動できますか？ 

A 必要な知識や情報は、すべてわたしたちからご提供いたします。

Q&A

心配無用です！

メルマガが

届きます



弊社でご用意している販売ツール（販売資料・プレゼン資料）は、 
実際に弊社が使用しているものでもあり、驚くべき成約率を誇っております。 

そのためそれらの資料をお客様にお配りするだけでも、 
ある程度の成約を獲得することができると思われます。

営業未経験ですので、 
実際に成約がとれるか不安です。 

弊社で用意している 
販売ツールをご活用ください！ 

弊社の販売ツールは驚くべき成約率を誇っています！ 

Q
A



販売活動に関して、 
アドバイスはいだたけますでしょうか？ 

経験豊富なサポートスタッフが親切、丁寧にアドバイスいたします！ 

ご要望さえいただければ、サポートスタッフが販売活動に関して 
具体的なアドバイスを行います。 

販売代理店の皆様を担当するサポートスタッフは、 
実際にASECコインの販売活動を行っている現役の営業マンです。 

実戦経験を元にした、的確で効果的なアドバイスを行ってくれます。

お任せください！ 

Q
A



その他、よくある質問とその回答を共有いたします。

ASECコインの販売代理店に登録条件はありますか？ Q

特にございません。唯一、年齢が18歳未満の場合はお断りさせていただくことがございます。A

オンラインでも活動したいと思った場合、変更は可能ですか？ Q
もちろん可能です。その場合、再度ご登録いただくか、もしくは、 
サポートスタッフにその旨を伝えていただければ、変更手続きを行います。A

販売活動用のツールはどこで入手できますか？Q
専用のメンバーサイトから取得できます。  
メンバーサイトへのログインURLやIDパスは代理店登録の申請後にお送りいたします。A



代理店報酬の振込手数料は自己負担となりますか？Q
はい。代理店報酬の振込手数料は自己負担となっており、 
報酬金額から振込手数料を差し引いた金額が着金されます。A

代理店報酬の振込先は海外口座でも可能ですか？Q
可能です。しかし、その場合の海外送金手数料はご自身での負担となります。 
その点だけ予めご理解、ご了承の程宜しくお願い致します。A

代理店報酬の支払日はいつですか？Q
報酬のお支払いは申請制となっております。（P31-32参照） 
申請いただいた月の「月末締め翌月末払い」にお振込みさせていただきます。 
※予めご登録いただいている指定口座にお振込みいたします。

A



実は、ASECコインの販売代理店として活動できる期間は限られています。 

ASECコインは2018年10月～12月頃に取引所を開設し、 
そこからは市場に公開され、自由売買がスタートします。 

そのため残りわずかな期間しか残されておりません。 

またASECコインの販売価格はそのタイムリミットに向かって 
毎月価格が高くなっていきます。 

販売価格が高い時期よりも、安い時期の方が格段に売りやすく、 
購入するお客様方にも、大きな利益をもたらしやすくなります。 

最後に…

の予定となっております。



ASECコイン販売代理店のご登録はこちら

＞＞ サポートデスクへのお問合わせはこちら ＜＜

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。

ですから、できる限り早く販売活動を開始いただく方が、 
弊社も、貴方様も、貴方様から購入するお客様も 
みんなにとって都合がいいといえます。 

ビジネスはタイミングとスピードが命です。 

時流を逃し、一攫千金のチャンスまでをも逃してしまえば、元も子もありません。 

現時点で少しでも販売代理店にご興味がございましたら、 
早速ご登録いただき、今すぐ販売活動を開始してください。

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


わたしたちが高い報酬を支払ってまで販売代理店を募集するのには、 
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 ］

ASECコイン販売代理店のご登録はこちら

ASEC PROJECT PARTNERS.CoLtd

＞＞ ASECコインアフィリエイトを希望される方はこちら＜＜

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



