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プロラインフリー(旧オートSNSフリー)の
ご紹介制度（アフィリエイト）について 

2021年 10月 1日改定版 

最低紹介件数無し！ 

紹介１件から、最短５日で現金振込！ 

 
 

 

 
 

 

①紹介料（LINE登録アカウント＝フリープラン有の通常のアカウント） 

(LINE 登録必須／フリープランあり／無料コンサル受講任意／プロライン全自

動マーケティングマスターセミナー動画は１つずつ順に配布) 
 

※何と１アカウント登録で 10,000円超え！ 
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最近増えた報酬体系がこちら！ 
 

②紹介料（カード登録アカウント＝有料プラン専用アカウント） 

 (LINE登録不要／フリープランなし／無料コンサルなし／プロライン全自動マ

ーケティングマスターセミナー動画は最初から全て見られる) 

※アカウント開設代行、アカウント構築代行を行う方向け※ 

 
 

※「ゴールドプラン年間契約」は、『プロライン全自動マーケティングマス

ターセミナー』を全て（５章まで）見た方のみが契約可能な特別なランクで

す。セミナーの５章リリース後にオファーしますので、今はまだ契約できま

せん。全セミナーのリリースをお待ちください。 
(ゴールドプランを普通に１年継続するだけではこのランクには該当しません) 

※カード登録アカウントの２回目以降の課金に対しては、有料プラン、またはゴールドプラン年間契約を一度

でもしたことがある方のみ、アフィリエイト報酬を受け取ることができます。後から有料プランに変更し、そ

れ以前に紹介された方のそれ以降に発生する２ヶ月目以降の紹介報酬を受け取ることもできます。普通にプロ

ラインを紹介した場合は、ほとんどの方が「LINE 登録アカウント」を選びますので、ご紹介された方の中に、

カード登録アカウントが発生してから、有料プランへの移行を検討しても遅くはありません。 

 

③紹介料（自分のサブアカウントの有料支払いに対する） 

(メインが有料の場合、サブアカウントの支払いでアフィリ報酬キャッシュバック) 
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アフィリエイトの開始方法(即日!!) 

 
①アカウントをお持ちでない場合(アフィリエイトセンターにログ

インできない場合)、以下からプロラインのアカウントを作成して

ください(無料)。 

[ https://autosns.co.jp ] 
②指示に従ってプロラインを設定・ログインし、画面上部の「紹介

プログラム」をクリックすると、すぐ紹介用 URL を入手できます。 

 
 

  

https://autosns.co.jp/
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最短５日で支払い！紹介方法は？ 
・前月 16日～当月 15日の売上を当月 20日に振り込みます。 

 

紹介方法 

基本的には 「https://proline.blog?a10=XXXXX」 の形式でご紹介いただきます。 

※XXXXXはあなたのアフィリエイトコードで、ご紹介者を認識します。 

 

アフィリエイトコードは人により異なります。 

必ずあなた専用のアフィリエイトコードを取得してください。 

 

 

■アフィリエイトコードの取得方法 

メインタブの「紹介プログラム」タブをクリックすればアフィリエイトセン

ターに移動及び、リンクを取得することができます。ぜひ、ブログなどでご

紹介ください！※ご紹介の際は、注意点などを良くお読みください。 
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■銀行口座及び、紹介していただく URLの登録方法 

アフィリエイト活動をしていただく前に、 

報酬を受け取ることができる銀行口座と、紹介記事の設定をする必要があ

ります。 

 
１.銀行口座を登録しよう 

まずは、銀行口座を登録しましょう。 

右上部にある 
「名前部分▼」を 
クリックして、メニ
ューを表示。 
 
“振込先登録”を、
選んでください。 
 

 

振込先登録ページに移動したら、登録する銀行名を選択してください。 

登録したい銀行が見つからない場合は、検索機能をご活用ください。 

“虫眼鏡”のマークをクリックしますと、絞り込みができる文字入力画面が

表示されます。 
 
 
 
 
 
 

“絞り込み文字列”に入力してから、 

▼部分を押すと、絞り込みした文字列を含んだ銀行のみが表示されます。 

絞り込みできる文字列は、漢字、ひらがな、カタカナ、銀行コードが可能で

すが、フルネームではなく、一部のみを入力して検索した方が見つかりやす

いです。 

どうしてかと言いますと、「室蘭信用金庫」という口座を登録（検索）する

場合、登録データは「室蘭信金」となっている為、” 室蘭信用金庫”と検

索した場合は、絞り込みが出来ないためです。 

 

その為、上記のような場合は、”室蘭”と入力していただきますと、 
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無駄なく検索ができるかと思います。 

 

また、支店は、支店コード（店番）順に並んでいま

す。もし、支店コード（店番）がわからない場合

は、銀行通帳やカードをご確認ください（大抵、記載

されています）。 

 

※登録したい銀行口座や支店がない場合はご連絡いただければ、登録させて

いただきます。 

（こちらの登録は、２週間程度のお時間をいただくことがございます。） 

 

 
２.紹介記事を登録しよう 

紹介記事とは、あなたが当社の商品を紹介する（予定も含む）サイトのこと
です。 
 
つまり、右図のようなブログなどを指します。 
 
なお、報酬支払時に、登録されたサイトの目視
をさせていただきます。その際に、弊社がその
サイトが相応しくない判断した場合、仮に報酬
が発生していたとしても、登録を否認させてい
ただく場合もございます。 
 
なお、登録するサイトの URL は、あなたが所有するものになります。 
当社の登録ページ（LP）や、他人のブログなどを登録するのは違反行為にあ
たります。 

もし、他人の URL を登録した場合、故意ではなかったことだとしても、 
アカウントを剥奪しますので、ご注意ください（報酬も０になります）。 
 
紹介記事を登録箇所は、銀行口座を登録する同じページの下方にある、 
 
 
 

より、あなたが紹介した記事の URL をご登録ください。  
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通常の「LINE登録アカウント」作成の流れ 
※ご紹介された方が、いわゆる普通のプロラインフリーのアカウントを

持つ流れ。LINE登録アカウントは１人１アカウントしか持てません。 

・スマホから登録した場合→自動的に LINE登録アカウントになります 
※スマホからは LINEの友だち追加ボタンしかありません。 

・パソコンから登録した場合→最初に「LINE登録アカウント」か「カード

登録アカウント」を選ぶ画面が出るので「LINE登録アカウント」を選択。 

以下の４ステップです 
【Step1】プロラインの LPにアクセスします。 

※LINE アカウントが必要で、１人１アカウント。２アカウント以上

持ちたい場合、マルチアカウント機能によってサブアカウントを

100 個まで作れますが、サブアカウントでなくメインアカウントを

複数作りたい場合「カード登録アカウント」を作成してください。 
 

【Step2】アカウントを作成します。 

スマホの場合→友だち追加します。 

パソコンの場合→メールアドレスを登録します。 
※既に登録済みのメールアドレスを入れるとログインが要求されます。 
 

【Step3】アカウント連携します。 

＜スマホの場合の流れはこうです！＞ 

●LINE メッセージから「メールアドレスの登録」→「メールアドレ

スをパソコンでクリック」→「パスワードを決定」→２分半の動画

(序章)を閲覧→約 30 分の動画を閲覧(0 章-1)→アンケートに回答(1

～2 分)→LINE 公式アカウントアカウント連携→その LINE 公式アカ

ウントの最初の１人の友だちを追加 
※この時点でご紹介した方にアフィリエイト報酬【アカウント連携】

が入ります(1,000 円～6,000円)。 

※アカウントの連携完了(アクティベート)にはパソコンが必須です。

スマートフォンだけではアクティベート(連携完了)できません。 
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＜パソコンの場合の流れはこうです！＞ 

●「メールアドレスをパソコンでクリック」→「パスワードを決定」 

→【NEW!】「LINE 登録アカウント」なのか「カード登録アカウン

ト」なのかを選ぶ画面が出るので「LINE 登録アカウント」を選択 
(ここでもし「カード登録アカウント」を選んだ場合、以下ステップの一部を

省略しアカウント連携画面へ) 

→２分半の動画(序章)を閲覧→約 30 分の動画を閲覧(0 章-1)→アン

ケートに回答(1～2 分) 

→アカウント管理者のプライベートの LINE をプロラインのログ

イン用アカウントとして登録 

(ここでもし登録したくない場合は、やっぱり「カード登録アカウントにする」

という選択により、LINE 登録を飛ばしてカード登録アカウントの作成が可

能) 

→LINE 公式アカウントアカウント連携→その LINE 公式アカウント

の最初の１人の友だちを追加 
※この時点でご紹介した方にアフィリエイト報酬【アカウント連携】

が入ります(1,000 円～6,000円)。 

 

＝＝＝以降は、パソコンで作成した場合と、LINE 登録した場

合で大きな違いはありません。(LINE で登録した場合 LINE メイ

ン、メールで登録した場合メールメインで連絡が届きます。)＝＝＝ 

 

【Step4】利用開始できます(最初はフリープランです) 

●「上限なし期間」という、ステップ作り放題の期間が 60 日付与。 
※希望者は、無料コンサルを受講。気に入ったら有料プランの無料お試しがスタート。 
●使い方などの参考にプロライン全自動マーケティングマスターセ

ミナー映像０～５章(各章、7～12 個の動画で、長さは 2分半～30 分

程度)を１つずつ順番に進呈しますので、視聴が推奨され、視聴期限

が通知されます。 
※有料プランの初回支払い済みの場合、無視しても利用に影響はありません

が、お試し中の場合やフリープランの場合は視聴が推奨されます。 
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カード登録アカウント 

(有料プラン専用アカウント)登場！ 
 

LINE登録なしにいくらでもメールアドレスだけで 

プロラインのアカウントが作れるようになりました!!! 
(「カード登録アカウント」と呼びます) 

 

▼従来のアカウント▼      ▼NEW!!!▼ 

 
 

初月支払いで最低 8,000円～最大 24,000円!!! 

しかも、アカウントが存続する限り、継続報酬!!! 

  
 

※ご紹介の際、サービス名は「プロライン」ではなく、 

極力「プロラインフリー」をお使いくださいますようお願いいたします。 
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アカウント開設代行・構築代行したい方に朗報! 

●カード登録アカウントは、プロまたはゴールドプランのみご利用いただけます 

(お試し期間７日／フリープランへのダウングレードはできません／カード登録アカウ

ントでアフィリエイト可／マルチアカウント可[サブアカウントはフリープラン可]／解

約はいつでもアカウントの削除によって可能) 

 

●カード登録アカウントの無料コンサル受講不要(受ける場合有料)です。 

(プロライン全自動マーケティングマスターセミナーは最初から公開されている動画が

全部見られる／動画の視聴全て不要(アカウント開設前の動画視聴も不要／コンサル受

講などの”限定特典”は初回課金後に開放)／LINE 登録不要／プロラインからの視聴を促

す連絡なし) 

 

●カード登録アカウントのアカウント譲渡が簡単になりました 

(先方にメールアドレス＋仮ログインパスワードを伝えるだけで譲渡が完了します) 

 

●アカウント連携後、クレジットカードの登録が必要です(顧客または本人のクレジット

カードを入力すれば、アカウントがアクティベートされます。試用期間７日)。 

 

●報酬が入ります。８日後の初回支払いに対し、 

プロ＝最大 8,000円、ゴールド＝最大 24,000円ご紹介報酬が発生 

 

●２ヶ月目以降の支払いに対してもご紹介報酬が発生します(条件あり) 

プロ＝最大 3,000円/月、ゴールド＝最大 7,500円/月 

 

【ご紹介例１】アカウント開設を代行し、アカウント開設し、顧客にカードを登録して

もらいアカウントを譲渡する。 

→もうこれだけで、初回(カード入力の 7 日後)に 8,000 円 or 24,000 円、以後も毎月報

酬が入り続けます(条件あり)。 

 

【ご紹介例２】アカウントを自分で開設し、顧客にカードを登録してもらう。その後、

構築代行を行い、必要に応じて、顧客にアカウントを譲渡する（譲渡せず共用利用した

ままでも問題ありません）。 

→上記と同じだけの報酬が入ります。必要に応じて、アカウント構築代行費用を別途顧

客から徴収してください。 
 

●マルチアカウント機能で作成したサブアカウントは、いつでもカード登録アカウント

に変更できます(復元不可) 

 

●サブアカウントの有料プラン支払い時のアフィリエイト報酬はメインアカウントが

有料の場合メインに入ることになりました。尚、メインアカウントを有料プランにし

ないとサブアカウントを有料プランにはできない制度は廃止されました(2022/1/22～).  
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「カード登録アカウント」の作り方 
・パソコンから登録直後の画面で、最初に「LINE登録アカウント」なの

か「カード登録アカウント」なのかを、登録した方が２択で選びます。 

 

以下の８ステップです 
 

【Step1】自分のアフィリエイトコード(ご紹介 URL)を使っ

て、プロラインの LPにパソコンからアクセスしてください 

プロラインの LP→ https://autosns.co.jp/ 

●必ずパソコンでアクセスしてください。 
※スマートフォンでカード登録アカウントは作れません。 
※自分のアフィリエイトコード(ご紹介 URL)以外から登録した場合

アフィリエイト報酬が付きませんのでご注意ください。 

 

【Step2】プロラインに登録したことがないメールアドレスを

登録してください。 

●尚、登録済みのメールアドレスを入れるとログインが要求されて

しまいます。 
※ヒント）Gmail の場合、hogehoge@gmail.com というメールアドレスを、 

hogehoge+1@gmail.com や hogehoge+test@gmail.com のように、@の手前に+

を付けると、Gmail では同じメールアドレス(hogehoge@gmail.com)宛に届き

ますが、プロラインでは別のアドレスとして認識されます(@の手前の文字列

中に「.」を付けた場合も同様)。 

 

【Step3】通常どおり「メールアドレスの認証」→「パスワー

ドの決定」という手順を踏んでください。 

※メールアドレス・パスワードは後から変更できます。 

https://autosns.co.jp/
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【Step4】ここが新しいプロセスですが、登録した方は、「LINE

登録アカウント」なのか「カード登録アカウント」なのか、ア

カウントの種類を２択で選択します。 

●アカウント開設代行／アカウント設定代行を行う場合、ここで「カ

ード登録アカウント」を選んでください。プランは後から選びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●以後の「動画の視聴」「アンケート」「無料コンサル受講」は全て

スキップされます。 

無料コンサル受講不可／動画は最初から全て開放(視聴催促なし) 

 

【Step5】アカウント連携画面に移動しますので、LINE公式ア

カウントと連携してください。 

●クライアントがいる場合、事前にクライアントに LINE公式アカウ

ントの管理権限を付与してもらってください。 

●アカウント連携完了時点で、「最初の１人の友だちを追加してくだ

さい」と出ますが、ここは代行者自身のプライベートの LINE アカウ

ントで構いません。 

※最初の１人の友だちは「テスト送信の受信者」「顧客活動通知の受

信者」「チャット通知の受信者」に自動登録されます。これは後で変

更すれば問題ありません。また、その LINE 公式アカウントをプライ

ベートの LINEでブロックすれば、連絡は来なくなります。 
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【Step6】「最初の１人の友だち追加が完了」した時点で、ロ

グインしますが、アカウントのアクティベートには、クレジ

ットカードの登録が要求されます（試用期間７日）。 

●ここで、クライアントがいる場合、アカウントを譲渡(管理画面か

らメールアドレス／パスワードを変更可能)するか、設定代行まで行

う場合は、ログインアカウントを共有の上で、クレジットカード情報

の入力だけしてもらいます。 

●プランは「プロプラン(50 ステップまで)」と「ゴールドプラン(無

制限)」がありますので、必要なプランを選択してください。 

●課金まで７日ありますので、その間にプラン変更は自由です(ゴー

ルドプランでステップ数が 51 以上の場合、プロプランにするにはス

テップ数を減らす必要があります。そのため、ゴールドプランで構築

代行される方は、60 ステップ以上など、プロプランに必要なステッ

プ数よりも多くのステップを組んでください)。 

 

【Step7】顧客のカードには、「カード情報登録の８日後」に、

その時のプランの料金が課金されます。 

●初回の課金に成功した時点で、「カード登録アカウント」のアフィ

リエイト報酬が発生します。以下の報酬です。 

 
※２回目以降は、ご紹介者が有料プラン(お試し含)の場合、継続報

酬が発生します。 
※構築代行の方は、必要に応じて、クライアントにアカウントを譲渡

しても構いません。 
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【Step8】カード登録後にアカウントで課金を止めるには、試

用期間(7日)、または課金開始後に、プロラインアカウントを

削除する必要があります。アカウント削除はいつでもできま

す。 

●つまり、構築代行された場合、顧客の自らの意思で解約(プロライ

ンアカウント削除)するまで、ずっとアフィリエイト報酬が入り続け

ます。 

※アカウント削除後は、一切アカウントの復元はできません。登録さ

れたメールアドレスは開放され、再びプロラインのメールアドレス

として登録が可能になります。連携した LINE 公式アカウントは残り

ますが、プロラインの友だち連携情報、統計情報、構築したステップ

やファイル等は削除されますので、必要に応じてチャット履歴やフ

ォームデータ、メディアライブラリの情報をダウンロードしてくだ

さい。 
【メディアライブラリ容量】10GB(プロプラン)、100GB(ゴールドプラン) 

 

【備考】「カード登録アカウント」でできないことはあまり

ありませんが、「LINE登録アカウント」との違いは以下です。 

●フリープランへのダウングレードができません。構築したアカウ

ントは有料で使い続ける必要があります。 

※アカウントを削除すればいつでも課金を止められます。 

●無料コンサルが受講できません(受講は最初から有料)。 

●プロライン全自動マーケティングマスターセミナーなどの説明動

画は、メインメニュー「使い方／質問／限定特典」から見られます。 

※最初からその時点でリリースされている動画が全部見られます。 

※視聴の催促やコンサル受講の催促はありません。 

※コンサル受講などの「限定特典」は、初回課金成功時に開放。 

●アフィリエイトコードを発行。アフィリエイトセンター利用可能。 

●マルチアカウントの利用可能。サブアカウントはフリープランで

も運用可能。  
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サブアカウントは、切り出して 

「カード登録アカウント」に変更できます！ 
 

●メインメニューの「複数アカウント/アカウント管理」に移動。 

 
 

●該当するサブアカウントを選び、操作から「譲渡する」を選択。 

 
 

●譲渡先のメールアドレスを入力して送信後、受け取り側が「メー

ルアドレス認証完了」→「パスワード決定」→「クレジットカード入

力」までを、48 時間以内に完了した場合のみ譲渡完了、完了しない

場合キャンセル。 

 
 

●譲渡後（つまり受取側でクレジットカード設定後）、[設定▼]>[プ

ロライン設定]からメールアドレス、パスワード変更が可能。 
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サブアカウントで構築してから 

「カード登録アカウント」として 

クライアントに譲渡するという 

新しい構築代行のやり方が誕生！ 
 

【サブアカウントをカード登録アカウントにするメリット】 

 

●１：フリープランにダウングレードできない(アカウントが存在し

て課金に成功する限り、アフィリエイト報酬が入り続ける) 

 

●２：メールアドレス／支払カードを別のものに設定できる 

 

●３：クライアントにアカウントを完全譲渡できる 
※一度カード登録アカウントにすると、サブアカウントには戻せませんのでご注意ください。 

 

※「カード登録アカウント」に変更後、初めて支払いに成功すると、

どんな条件でも以下の高額報酬が発生！ 

 

※有料プラン２回目以降の支払いに対しては、報酬発生時点で有料

プランの場合、アカウントが存続する限りずっと継続報酬が発生！ 
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プロラインの利用料 
※重要※ ブログで利用する料金表は、下記の URL を直接引用して下さい 

最新料金表を保つため、以下の URLを「そのまま」引用してご利用ください。画像をキ

ャプチャや、ダウンロードしたものを、自分のサーバー（WordPress 等）にアップロー

ドすると古い料金表になるため、お止めいただき、以下 URLをそのままご利用ください。 

最新の料金表 URL(この URLを利用)→ https://f.zbp.jp/al/f/img/lp/price_basic.png 

 

https://f.zbp.jp/al/f/img/lp/price_basic.png
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※料金表画像の引用方法↓ 

WordPress などでご紹介の際、エディタで「テキスト」タブ（ソースや、HTML コー

ド 等とも呼ばれます）をクリックし、画像を引用したい箇所に以下を貼り付けます。 

<img src=”https://f.zbp.jp/al/f/img/lp/price_basic.png” /> 
※これで、常に最新版の料金表が引用されます。 

 
 

特典の詳細及び、無料で特典を得る方法については、

以下の料金表資料の後半をご確認ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金の詳細と、【無料で貰える特典】詳細を確認する 
 

 

 

 
 

https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_newprice.pdf 
 

 

 
  

料金に関する説明資料 [PDF] 

https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_newprice.pdf?v=1&t=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_newprice.pdf?v=1&t=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_newprice.pdf?v=1&t=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_newprice.pdf?v=1&t=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_newprice.pdf?v=1&t=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_newprice.pdf?v=1&t=2
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＜プロライン全自動マーケティングマスターセミナー＞ 
～友だち数(リスト数)10 万人以上、LINE で年商３億円を実現している 

プロライン開発者が教える、世界最高の集客・販売を実現する方法～ 

●序章 【概要】２分で分かるプロライン全自動マーケティングマスター 

セミナー 

●第０章 プロラインの基本的な設定を最速・最短で終える 

【フリープランマスターセミナー】 

●第１章 今後一切 LINE集客・販売に困らなくなるための全自動集客・販売

の仕組みとは？【全自動マーケティング解説セミナー】 

●第２章 プロラインで年３億円売っている開発者が最強の仕組みを裏側ま

で解説する【使い方マスターセミナー】 

●第３章 プロライン全自動マーケティングで毎月 100万～3000万円売って

いる事業の「仕組み」と「設定内容」を解説 

【成功する仕組みの作り方セミナー】 

●第４章 真似するだけで結果が出る 業界別プロラインの具体的な設定内

容を大公開【業界別設定方法セミナー】 

●第５章 この方法なら、プロライン全自動マーケティングを構築して結果

を出せる 完成までにやるべき最短の手順を解説 

【最短ロードマップセミナー】  
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最高レベルのプロコンサルタント 
・「オペレーターを研修」というレベルを超え、最初からプロラインユーザ

ーで、プロのマーケターのみをコンサルタントとして起用しています。 

・無料コンサルは誰でも 1回受けられ、質が高く、常に満足度平均

93％以上を維持し、アンケートにより満足度を常に追求します。 
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無料コンサルを受けて構築代行！ 

更に、フリープランでも紹介料２倍! 
・コンサルの時間は、希望する方は構築代行の時間として使うことが

可能です。通常 30～100万円という構築代行が、プロラインなら初

回無料＆40分あたり 24,200円～(チケット利用時)で受けられ、プ

ロプランの 50ステップなら 0～5万円程度でも構築可能。 

・更に、無料コンサル完了までに有料会員の無料お試しを設定すれば

報酬２倍！お試し期間期間に解約すれば料金は一切かかりません。 
 

＜アフィリエイトについて備考＞ 

・自作自演や、自分自身で複数のアカウントを登録する行為(自己アフィリ) 

・ツールに興味が無い方に頼んで登録してもらう行為 

特に、キックバックを渡して代理登録してもらう行為 
※無料コンサルでは、ご登録の方と実際に会話するので、不自然な点があるとすぐに

分かります。また、アカウント連携は多いが、無料コンサルに全然来ないのもまた不

自然ですので、そのような不正をした場合でも、他のご紹介者さんの挙動と比べれ

ば、不正をしているかどうかはすぐに分かります。つまり、不正が原理的にできない

アフィリエイトとなっております。 

・ネガティブアフィリエイト、その他当社の営業パーソンとしてふさわしく

ない紹介行為（他ツールと比較してけなすなど） 

・20歳未満の方をメインのターゲットとして集客・登録を促す行為。ま

た、20 歳未満と知りながら、アフィリエイトリンクを送る行為。 

・その他、当社の不利益になる行為 

詳細はご紹介プログラム（アフィリエイトセンター）の「注意事項」をご確

認ください。 

※発生した報酬は原則最短 5 日で振り込まれますが、発生した報酬は不正

でないかどうかの審査があります。悪質な場合はアカウントを閉鎖し、ツ

ール利用を含め、再度のご登録・ご利用をお断りします。 

※ご紹介アカウントに問題が生じた場合、関連するカード登録アカウントの

紹介状況も一緒に調べる場合があります。 

※アフィリエイトアカウントは原則お一人様１アカウントです。 


