
　　ビジネスオーナー様向けビジネスオーナー様向け 毎月３社限定毎月３社限定　　 
 

 
 
 
アマテラスのユーザー様向けに、 
提携企業である株式会社アプリコットから 
限定サービスのご案内です。 
 
 
すでに物販ビジネスで収益化されているオーナー様には、 
既存の売上に加えて、「新たな収益の柱」を 
構築可能な内容となっております。 
 
募集期間未定、少数限定の募集となりますので、 
すでに締め切りの際はご了承ください。 
 
 

”Amazon”Amazonの実績データの実績データ””とは？とは？  

 
もし… 
 
 

・どの商品ジャンルが、売れているにも関わらず競合が少ないのか？・どの商品ジャンルが、売れているにも関わらず競合が少ないのか？ 
 
・どの検索キーワードで、何件があなたの商品ページにアクセスされたのか？・どの検索キーワードで、何件があなたの商品ページにアクセスされたのか？ 
 
・そのうち、どの検索キーワードで、何件が購入されたのか？・そのうち、どの検索キーワードで、何件が購入されたのか？ 

 
 
このような正確な情報が分かれば、 
ゼロから収益をあげることは難しくないと思いませんか？ 
 
 
今回のサービスでは、まさにこの 
Amazonユーザーの購入に至るまでの行動データユーザーの購入に至るまでの行動データを元に 
商品提案から販売開始、マーケティングを実施します。 
 
 
このデータについてご理解いただくために 
一例として、Amazon内の商品に関して 



我々が把握しているデータをご紹介しておきます。 
 

 

 
・毎日の平均ランキング・毎日の平均ランキング 
・毎日のカート追加数・毎日のカート追加数 
・毎日の販売数・毎日の販売数 
・クリックに繋がった検索キーワード・クリックに繋がった検索キーワード 
・カート追加に繋がった検索キーワード・カート追加に繋がった検索キーワード 
・購入に繋がった検索キーワード・購入に繋がった検索キーワード 
 

 
 
 

つまり、 
 
「その商品が実際に、どういったキーワードで「その商品が実際に、どういったキーワードで 
どれほど検索され、購入されているのか？」どれほど検索され、購入されているのか？」 
 
といった 
収益に直結した、”答え答え”そのものを知ることができます。 
 
 
売れ筋商品に関するこれらのデータがあれば、 
類似商品の販売に活用することで、高確率で収益を出せるのは 
言うまでもありませんよね。 
 
本当の意味で「後出しジャンケン」を本当の意味で「後出しジャンケン」を 
することができるすることができるのですから。 
 
 
そんな貴重なデータを活用して・・・ 
 
 

AmazonAmazon売上アップのプロ集団が売上アップのプロ集団が  

あなたの商品をゼロからプロデュースしますあなたの商品をゼロからプロデュースします  

 
 
単刀直入にお話しします。 
 
 
中国製品のAmazon独自カタログ販売で 
まったくのゼロ状態から、 
売上を爆発させるために必要な 
 

・商品選定・商品選定 
・商品ページの作成・商品ページの作成 
・販売戦略の実施・販売戦略の実施 



 
これらの作業を、ほぼ全てお任せいただけます。 
 
 
数々の商品をベストセラー化させてきた 
”Amazon販売のプロ集団販売のプロ集団”が 
あなたの代わりに重要な作業を行います。 
  
 
あなたにやっていただく主な作業は、 
商品の仕入れ、出品、 
スポンサープロダクト広告の設定のみ。 
  
出品時に必要な情報は全てこちらで揃えますし 
スポンサープロダクト広告の設定方法についても、 
全てこちらでお伝えします。  
 
 
もちろん、スタッフに任せてしまうことで 
あなた自身はタッチせず、手放し状態であなた自身はタッチせず、手放し状態で 
収益を上げる状態まで持っていくことも可能です。収益を上げる状態まで持っていくことも可能です。 
  
 
ただ、いきなりそう言われても 
にわかには信じられないと思いますので、 
参考情報として、これまで当プランをご利用された方々の実績を 
一挙にご紹介いたします。 
 
 

驚くべき圧倒的な実績驚くべき圧倒的な実績  

 
 
ご利用された会社様の売上実績を 
順にご覧ください。 
 

 
 



 
まず、こちらはとある１日の売上画像１日の売上画像です。 
  
この方が出品している商品数は３SKUですが 
毎月毎月5000個以上個以上売れています。 
  
この数が毎日売れていますが、 
商品数が少なく管理が楽ですので 
少ないスタッフでも回していくことができます。 
  
 
他の会社様の実績にいきましょう。 
 

 
 
この方は５SKUしか扱っていませんが、 
月商は約3,200万円万円です。 
 
大きな売上を出す商品をプロデュースしたため、 
たった数種類でもここまで大きな売上を出すことができます。 
 
 
では、次の会社様の事例です。 
 
上記の方に比べると販売数は少ないですが、 
商品一種類で手間がかからない、かつ 
商品単価が高いため、１つ売れるだけでも 
大きな利益が出ています。 
 
 



 
 
  
単価の高い商品を扱うセラーは少ないため 
ライバルが少ないからこそ狙い目です。 
 
そういった商品をご自身で見つけられない場合も 
このプランはお勧めです。 
  
 
次の方ですが、以下は、ある会社様の１ヶ月間の売上で 
月商は約2,500万円万円となります。 
 

 
 
この方も３SKUしか扱っていないのですが 
バカ売れする超ヒット商品をプロデュースしたため 
この規模の売上を上げています。 
  
数が大量に出るので在庫補充が大変だと 
いつもぼやいています。 
 
 
こちらのクライアント様は、１日の売上画像を 
出していただきました。 
 



 
 
この日はプロデュース商品のタイムセールを行ったのですが、 
タイムセールが終わった後も売れゆきが続き、 
１日で1,000個を超える販売数を出すことができました。 
  
 
プライムデーなどで出す人はいますが、通常の 
タイムセールでこの売上を出しています。 
  
なお、このグラフだとタイムセール前後はあまり数が 
売れていないように見えるかもしれませんが、 
グラフの単位が50個ずつの単位ですので 
夜間でも１時間に20個単位で売れているのが分かります。 
 
 
 
次に、この方は約１ヶ月半ほどの売上を 
出していただきました。 
 

 
 
１ヶ月半での販売数が約１万ちょっとで 
2,800万円を超えています。 
 
 
このグラフの通り、 
２週間を過ぎた辺りから１日250個～300個以上の 
数が売れていっています。 



  
途中タイムセールなどを使って売上を大きく 
伸ばしていますが、終わった後も順調に売上が 
伸びているのが分かります。 
  
  
 
ご覧の通り、以上の実績は年末やプライムデーといった、 
一瞬だけ売上額が上がった瞬間での切り取りではありません。 
  
いわゆる「チートデイ」ではなく、 
すべて通常期間での売上額となります。 
  
  
そしてもちろん、これだけの売上ですので、 
  

・サブカテゴリーでベストセラー１位・サブカテゴリーでベストセラー１位 
 
・ビッグキーワードで検索結果１位・ビッグキーワードで検索結果１位 

  
といった結果は当然のように出しています。 
 
 
  
以上、Amazon販売のプロ集団による 
プロデュースの威力を感じていただければ幸いです。 
 
  
さて、これらをご覧になり、 
「自分も完全バックアップを受けて、収益の柱を作れれば・・」 
と想像されたのではないでしょうか？ 
 
 
ごく少数となりますが、枠があれば 
あなたもお申し込みが可能です。 
 
 
商品選定をしてくれて、 
販売ページも作ってくれて、 
販売戦略も考えてくれる。 
 
あなたが頭を悩ます必要はありません。 
 
 
では、プロデュースさせていただく内容について、 
詳細をご説明していきます。 
 

プロデュース実施内容についてプロデュース実施内容について  

 
Amazon販売のプロ集団が 



あなたの代わりに実施する作業についてです。 
 

・販売商品の選定・販売商品の選定 
 

 
序盤にご紹介した”Amazonの実績データ”を駆使し、 
売上を大きく上げることができ、ライバルが少ない 
ニッチ商品を選定、ご紹介します。 
  
候補を複数種類ご提示しますので、その中から 
ご自身の気に入った商品を一つお選びください。 
 
OEM、ODMに関するアイディアについても 
効果的なアドバイスをしていきます。 
（決定については、お客様の判断となります） 
  
 
先ほどの実績でご紹介した事例の数々も、 
こちらで選定をした商品により 
大きな結果を残すことができています。 
  
売れる商品を見つけるために売れる商品を見つけるために 
長時間かけて大量の商品をリサーチした挙句、長時間かけて大量の商品をリサーチした挙句、 
OEM生産、販売開始したけど、売れ行きはさっぱり・・・・生産、販売開始したけど、売れ行きはさっぱり・・・・ 
 
もう、そんなロスをする必要はありません。 

 
 

・商品画像の作成・商品画像の作成 
 
 

商品画像というのは、商品の詳細を伝えるためだけ商品の詳細を伝えるためだけ 
のものではありません。のものではありません。 
  
現在のAmazonでは、商品の良さを伝えつつも、 
”セールスに直結するコンテンツ”を盛り込むことが不可欠です。 
  
これができるかどうかで売上は何倍も変わってきます。 
  
的確なサイズも含め、販売力のある 
ハイクオリティな商品画像を一式揃えます。 

 
  

・商品説明文の作成・商品説明文の作成 
 
 

商品画像とともに、説明文もこちらで作成いたします。 
  
商品説明については、 



購入者へベネフィットをわかりやすく伝えるだけでなくベネフィットをわかりやすく伝えるだけでなく 
SEO対策として、キーワードを意識しなければなりません。対策として、キーワードを意識しなければなりません。 
 
何を書いていいのか分からずに 
他のセラーのページ内容を真似している方も 
多いかと思います。 
 
ただし、それでは売れ行きを爆発させられるそれでは売れ行きを爆発させられる 
確率は数％にすぎません。確率は数％にすぎません。 
  
 
せっかくバカ売れさせられる商品なのに、 
商品の良さを説明できないどころか 
SEO効果もなければ非常にもったいないです。 
 
ですので、そういう難しいライティングの分野についても 
我々にすべてお任せください。 

  
 

・広告（スポンサープロダクト）の設定・広告（スポンサープロダクト）の設定 
 
 

当然ですが、スポンサープロダクト広告は 
設定次第で売上が大きく変わってきます。 
  
広告を適切に設定できている人とそうでない人では広告を適切に設定できている人とそうでない人では 
売上が５倍以上変わる売上が５倍以上変わるのはもちろんのこと、 
同じ結果でも、広告費を半分以下にまで抑えられるのです。 
  
最新の知識と、ノウハウを持って実施しないと 
まず結果が出ないことは、苦労されている方であれば 
もうお判りだと思います。 
 
  
「なんとなく」で使っていると、ただ広告費だけを 
垂れ流しているだけの状態と同じです。 
 
酷い場合だと、売上が上がっているのに売上が上がっているのに 
実は広告費のせいで利益がほとんどない実は広告費のせいで利益がほとんどない 
という悲惨な事態を招きます。 
  
 
新商品を見つけて販売したいけど新商品を見つけて販売したいけど 
同時に広告ノウハウを学ぶ時間はない・・・同時に広告ノウハウを学ぶ時間はない・・・ 
 
そんな場合でもご安心ください。 
 
我々が的確な設定内容をアドバイスしますので 
その通りに設定をしていただくだけで結構です。 

 
  



・・Amazon内の内のSEO対策対策 
 
 

インターネットを使ったビジネスは 
「SEO対策」は必須だと言えます。 
  
これはAmazonや楽天など小売業だけでなく、 
Yahoo!、Googleなどのサイトでのビジネスでも全て同じです。 
 
 
SEO対策というのは、検索結果の上位に 
如何に表示させるか、という施策のことを指します。 
  
Google検索の場合、１ページ目に出ない商品は見られる事が 
無いと言われています。 
  
更に同じ１ページ目での表示でも、 
一番上と一番下に表示されたサイトへのアクセス数は 
５０倍以上の違い５０倍以上の違いが出ると言われています。 
  
これはAmazon上でも同じで、 
検索結果の２ページ目以降を見ている人は検索結果の２ページ目以降を見ている人は 
全体の３割以下である全体の３割以下であることをAmazonが公式発表しています。 
  
そして１ページ目に表示されていても、 
最上部に表示されている商品と 
一番下に表示されている商品では 
アクセス数に２０倍以上の差が出てきます。 
  
つまり、上位表示を突き詰めないと、 
売れるはずの商品のポテンシャルを生かし切れず 
非常にもったいないです。 

  
 
このようにAmazonにおける”SEO対策の徹底対策の徹底”が 
非常に重要なポイントであることは 
よく理解されている方も多いと思います。 
  
ですが、もちろんもちろんSEOに関する情報はに関する情報は 
Amazonは公表しておらず、ネットを探してもは公表しておらず、ネットを探しても 
間違いだらけの情報ばかり。間違いだらけの情報ばかり。 
  
更に、AmazonはSEOのアルゴリズムを 
頻繁に変えているため、 
いくらその時点では正しいノウハウを知っていてもいくらその時点では正しいノウハウを知っていても 
すぐに効果がなくなることも多いです。すぐに効果がなくなることも多いです。 
 
 
つまり、常に最新情報を手に入れつつ、 
それに合わせた対応策をとっていく必要があることが 
お判りいただけるのではないでしょうか？ 
 



 
そこで、”Amazonの実績データの実績データ”を 
引き出せるプロ集団にお任せください。 
 
トップセラーでも手に入れるのが難しいと言われる 
人脈からの機密情報を持つ我々が 
全面的にSEOの側面についてもサポートいたします。 
  
 
あなた自身がノウハウや人脈を求めて 
セミナーなどに行かずとも、ビッグキーワードで 
検索上位を実現するための施策をご用意します。 
 

 

・マーケティング戦略・マーケティング戦略 
 

 
他にも、表からでは知ることができない 
Amazon内部のシステムの仕組みがあります。 
 
 
それを知っていることで、 
「実はこれを実施すると、販売が有利になる」「実はこれを実施すると、販売が有利になる」 
というポイントが隠されているのです。 
 
もちろん、そういった内容はAmazonは公表しないですし 
ネット上にも一切書かれることはありません。ネット上にも一切書かれることはありません。 
  
これらの情報はトップセラーでも知らない内容ばかりで、 
実際に「初めて聞いた！」という声が多いです。 
 
  
我々はAmazon販売のプロ集団ですので、 
そういった裏のマーケティング情報についても、裏のマーケティング情報についても、 
いち早くキャッチして販売戦略に活かしています。いち早くキャッチして販売戦略に活かしています。 
 
販売後、いかに売上をアップし続けるか？ 
というマーケティング戦略についてが 
もっとも頭を悩ませる部分ですが、 
その点もどうぞご安心ください。 
 

 

・信頼できる中国工場の確保・信頼できる中国工場の確保 
 
 

当プランでは、バックヤードにおいても 
安心して販売を継続できる仕組みをご提供します。 
 
 
まずは、OEM、ODM商品の生産についてです。 



 
我々が確保している、管理が徹底している工場により、 
世界一品質にうるさいと言われる 
日本人に合った商品制作を行います。 
 
 
ご存知の方はお分かりかと思いますが、 
ぱっと見では同じ商品でも、工場が違うと 
品質が違ったり、細部の作りが甘いことはよくあります。 
 
特に、管理の甘い工場を利用してしまうと 
発注する度に品質の違う商品ができてしまう 
という状況になります。 
  
 
そのような工場を利用しているとどうなるか？ 
 
レビュー評価の悪化につながり、レビュー評価の悪化につながり、 
長く売上をアップし続けるどころか長く売上をアップし続けるどころか 
売上が低迷してしまうことになります。売上が低迷してしまうことになります。 
 
それだけは絶対に避けなければなりません。 
  
 
そのため、過去の取引を行っている工場や、 
プロ目線で独自のリサーチを行い、 
厳選された工場を選定、ご紹介していきます。 

 
  

・高品質の配送代行業者の利用・高品質の配送代行業者の利用 
 

 
今回のプロデュース商品については、 
我々のご紹介する配送代行業者をご利用いただくことになります。 
 
他の業者様のご利用は不可となりますので 
ご了承ください。 
 
 
先ほどの工場選定とともに、 
クレーム、返品などを防ぐために 
重要な要素は「検品体制」「検品体制」だと考えています。 
 
当プランで高い成果を出すためには 
我々が確認できた業者である必要があるためです。 
 
 
我々は、長期的にベストセラーを維持するための長期的にベストセラーを維持するための 
もっとも重要な点は「品質管理」もっとも重要な点は「品質管理」だと 
考えています。 
 
どれだけマーケティングを駆使しても 



思わぬ不良のせいでレビュー評価が悪化してしまうと思わぬ不良のせいでレビュー評価が悪化してしまうと 
それまでの苦労が水の泡となってしまい、それまでの苦労が水の泡となってしまい、 
結果的にクライアント様に迷惑がかかってしまいます。結果的にクライアント様に迷惑がかかってしまいます。 
 
 
品質管理がしっかりした工場で製造をしても、 
もちろん不良率を０％にすることは不可能です。 
  
ですが、検品体制を徹底することで 
かぎりなく０％に近づけることができます。 
 
  
その検品作業について、日本品質で実施できる代行業者を 
こちらでご用意しています。 
  
お得な料金体系で、日本品質の検品を行い、 
日本と同レベルの丁寧な配送をしてくれる 
信頼の置ける業者です。 
 
 
普段お使いの配送業者とは別にお使いいただく 
ことになりますが、長期的な収益の柱のために 
必須の施策となりますのでご了承ください。 
 
 

以上のような大量の施策を、あなたの代わりに実施、 
もしくはご提案していきます。 
 
 
 
その理想的な状況を手に入れるために 
必要な経費ですが、65万円（税別）となります。 
 
 
手堅いビジネスへの投資として、 
すぐに回収できる額だと判断できる方のみ 
まずはご相談をお申し込みください。 
 
 

サービス開始までの流れサービス開始までの流れ  

 
 

 
ご相談ご相談 

▼ 
お申込みお申込み 

▼ 
契約およびご入金契約およびご入金 

▼ 
プロデュース開始プロデュース開始 



▼ 
商品の販売開始商品の販売開始 

 

 
 

 
まずは、ヒアリングを兼ねたご相談となりますが、 
ご相談されたからといって、無理な売り込みは 
ありませんのでご安心ください。 
 
 
また、ご入金も契約完了後となりますので 
内容に納得いただいた上で開始していただけます。 
  
不明点は全てご相談時にお聞きください。 
 
 

AmazonAmazon販売プロデュースプラン販売プロデュースプラン（毎月３名様限定）（毎月３名様限定）  

 
期間：納品完了から３０日後まで期間：納品完了から３０日後まで 

  

    ６５万円（税別）６５万円（税別）  

※銀行振込、※銀行振込、Paypalから選択可能から選択可能 
 

《現在、お申し込み受付中です》 
 

▶▶  ご相談のお申し込みはコチラご相談のお申し込みはコチラ 
 
 
 
※当プランでの販売商品については、 
専用の配送代行業者をご利用いただくことが条件となります。 
 
（ご相談時に配送料など詳細をお話しします） 
 
 
※Paypalお支払い時には、５％の手数料が発生します。 
 
 
※以下の料金など、販売開始までに伴う実費は 
全て別途ご負担いただきます。 
  

・広告料 
・商品代金 
・配送料 
・代行会社手数料 
・検品料 

https://katosatoshi.net/p/r/L5glfiR3


 
 
プラン代金に含まれている内容は以下となります。 
  

・商品選定（リサーチ）代行・商品選定（リサーチ）代行 
・商品画像の作成・商品画像の作成 
・商品説明文の作成・商品説明文の作成 
・商品ページ作成に必要な情報・商品ページ作成に必要な情報 
・各種マーケティング代行・各種マーケティング代行 

  
基本的には、上記以外の料金は全て別途発生すると 
お考えください。 
  
この費用はかかるか？といった内容は、 
かならずご契約前にご確認をお願いいたします。 
 
 

Q&AQ&A  

 
 
Q．．プロデュースを依頼すれば必ず大きな売上が発生しますか？プロデュースを依頼すれば必ず大きな売上が発生しますか？ 

 
A．．申し訳ございませんが、その保証はできかねます。 
 
多くのクライアント様が結果を出すことには成功していますが、 
ライバルセラーや市場の変化などの想定外の影響があるため 
成果保証はしておりません。 
 
もちろん成果を出せる確率的には非常に高いですが、 
ビジネスの原則をご理解いただける方のみ 
お申込みください。 
 
 
Q．．プロデュース料金の他にはいくらぐらいの料金がプロデュース料金の他にはいくらぐらいの料金が 
必要になりますか？必要になりますか？ 
 
A．．扱う商品によっても変わってきますが、 
当プランの期間内（FBA納品完了から３０日後まで）は 
別途、５０万円から８０万円程度を 
想定していただければ問題ございません。 
 
 
Q．．どうしても指定の代行会社を使わなければいけませんか？どうしても指定の代行会社を使わなければいけませんか？ 

 
A．．過去に他の代行会社を使われた方に、検品が甘かったために 
低評価がついてしまい、売上が低下してしまったり、 
品質が悪くて販売できなかったりという事態がありました。 
 
そのようなリスクを限りなく防ぐために 



クオリティの高い代行会社を指定させていただいております。 
 
ただし、業界の平均価格よりも安価でお使いいただけますので 
ご安心ください。 
 
 
Q．．Amazon販売について詳しくないのですが販売について詳しくないのですが 
色々とお聞きしたり、各種ノウハウを教えていただく色々とお聞きしたり、各種ノウハウを教えていただく 
ことは可能でしょうか？ことは可能でしょうか？ 
 
A．．申し訳ございませんが、今回はあくまで 
「商品選定から立ち上げまでのプロデュース」 
がご提供サービスとなります。 
 
そのためコンサルティング的なご相談や、それに対するご回答 
といったサービスは原則行っていません。 
 
広告設定に関するアドバイスはさせていただきますが、 
販売手法に関してのノウハウ提供などはございませんので 
その点はご注意ください。 
 
 
Q．．すでに扱っている商品をプロデュースしてもらうすでに扱っている商品をプロデュースしてもらう 
ことはできませんか？ことはできませんか？ 
 
A．．こちらにつきましては、その商品によります。 
 
いくら売る仕組みがあるとしても、 
肝心の商品自体が厳しければ、売れるものも売れなくなります。 
 
すでに商品があるという場合は、可能かどうか 
お気軽にご相談ください。 
 
 
Q．．商品画像などは自分で用意するので割引は可能ですか？商品画像などは自分で用意するので割引は可能ですか？ 
 
A．．画像などをご用意していただくのは問題ございませんが 
その作業分だけ割引をするといったことはしておりません。 
 
同様に、他作業をしない代わりに割引、といったことも 
しておりませんのでご了承ください。 
 
 
Q．．相談をしたら申し込まないといけないのですか？相談をしたら申し込まないといけないのですか？ 

 
A．．無理やり申し込みをさせるようなことは 
一切しておりませんのでご安心ください。 
 
また、ご入金も契約後となりますので、ご納得された上で 
お申込みいただけます。 
 
ただし、本気でご検討されている方以外のご相談はご遠慮ください。 
 



 
Q．．代金の分割支払いはできませんか？代金の分割支払いはできませんか？ 

 
A．．Paypalでお支払い後、お客様の方でカード支払いを 
分割に変更していただくことで可能です。 
 
 
Q．．どれくらいの期間で大きな売上が期待できますか？どれくらいの期間で大きな売上が期待できますか？ 

 
A．．商品や市場、ライバルにもよるので一概に言えませんが 
早い商品ですと、販売開始翌月にはベストセラーになって 
いる商品などもあります。 
 
 
Q．．申し込みから販売開始までどれくらいの期間が申し込みから販売開始までどれくらいの期間が 
かかりますか？かかりますか？ 
 
A．．商品によりけりですが、１〜２ヶ月ほどで販売を開始できます。 
 
ただし、「どうしても早く販売しなければならない」という場合は 
お申し込みはお控えください。 
 

 
Q．．２商品、３商品と継続して依頼することは可能でしょうか？２商品、３商品と継続して依頼することは可能でしょうか？ 

 
A．．もちろん可能です。 
 
ただし、他の方の依頼で埋まっていましたら翌月まで 
待っていただく場合もございます。 
 
リピートでご依頼いただける場合は優先的に枠を確保させて 
いただきます。 
 
 
Q．．こちらが望む結果が出なかった場合、返金は対応していますか？こちらが望む結果が出なかった場合、返金は対応していますか？ 
 
A．．高い確率で結果を出すことには成功しておりますが、 
ライバルセラーや市場の変化などがございますので 
結果の保証および返金はしておりません。 
 
 
以上です。 
 
この他にも気になることがございましたら 
以下よりお気軽にご相談ください。 
 
 

AmazonAmazon販売プロデュースプラン販売プロデュースプラン（毎月３名様限定）（毎月３名様限定） 

 
期間：納品完了から３０日後まで期間：納品完了から３０日後まで 



  

    ６５万円（税別）６５万円（税別）  

※銀行振込、※銀行振込、Paypalから選択可能ですから選択可能です 
 

《現在、お申込み受付中です》 
 

▶▶  ご相談のお申し込みはコチラご相談のお申し込みはコチラ 
 

 
 

 
 

特定商取引法に基づく表記 

 
 

https://katosatoshi.net/p/r/L5glfiR3

