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お陰様で利用社数5,000 社突破！ 

プロラインフリー(旧オート SNS フリー) 

利用料金・無料コンサル・特典のご紹介 
 

■フリープランって何ですか？(ステップ数 10 個以下なら使い放題) 
プロラインのフリープランは、ずっと無料で使えます。 

有料プランにしていないのに何か料金を請求されることはありません。 

※送信数はフリープランでも無条件で無制限になりました(2021/9/1～)。 

 

■有料プランとの違いは？(主にステップ数のみ！)  

・有料プランとの違いは主に「ステップ数」になります。 

・その他のほぼ全ての機能はフリープランでも使い放題です。 

 

 

■ステップ数って何？どこで確認できるの？ 

管理画面のこの部分を確認してください↓↓↓↓ 

 
ステップ数とは、「自動配信ステップメッセージの合計数」です。例えば、５つの自動配信

ステップメッセージを設定していれば、ステップ数は５つとなります。 

 

■上限なし期間とは？(アカウント作成後 60 日間ステップ数上限なし) 
アカウント作成後、60 日間、ステップ数が無制限になる期間のことです。 

※有料プランにアップグレード時に、上限なし期間+30 日の無料期間が設定されます。 

 

■プラン変更方法(30 日間無料お試し／いつでもフリープランに戻せる) 
メインメニュー > 利用と請求▼ > [ 月額プラン変更／チケット購入 ]から確認できます。  

https://autosns.jp/setting/mystatus
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■プロラインの料金表は？ 

 
 

(※重要※ご紹介者の方へ：ブログ等で料金を紹介する場合キャプチャせず下記 URL を直接指定下さい. 
ダウンロード・キャプチャせずこの「URL」を指定・引用→ 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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ご紹介プログラム 
・他のユーザーをご紹介いただいた方に以下の報酬を差し上げます。 

アカウント連携を完了するだけで最大 15,000 円進呈！ 

 
※コンサルや有料移行割合が他紹介者に比べて大きく劣る場合は、紹介料の振り込みが止まるか、アフィリ

エイトができなくなる場合があります。興味が無いのに身内に頼んで登録してもらう行為を禁止します。 

■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、「ご紹介 URL」をすぐに(５秒で)取得することができます。ぜひ、

お友達にご紹介ください！※ご紹介の際は、注意点などを良くお読みください。 

 
 

■ご紹介制度(アフィリエイト)とは何ですか？ 

ご紹介された方がアカウント連携を完了するだけで最大 6,000 円、更に、有

料プランの支払いを行うと最大毎月 7,500円の積み上げ型の報酬が「お支払

いがあるたびに毎月」積み上げ型の報酬として発生します。詳細は以下。 

 

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

アフィリエイト制度（ご紹介制度）に関しての説明資料 [PDF] 

https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
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１つのプロラインアカウントで、 

複数の LINE公式アカウントを連携したい方へ 
 

■方法１：マルチアカウント機能を使う 
●マルチアカウント機能を使えば、サブアカウントを 99個まで作れます。 

これにより、１つの LINE公式アカウントで 100個までの LINE公式アカウン

トを連携できます(各サブアカウントはフリープランからスタートします)。 

●マルチアカウント機能は、(コンサル完了時までに)有料プランの「無料お

試し」を行うと開放されます。 

尚、サブアカウントを有料化する場合は、メインアカウントが有料である必

要があります。メイン／サブ共に、自由に有料化可能です。 

 
サブアカウントの有料支払いは、メインアカウントが有料プランの場合、「紹介プログラム」

に銀行口座を設定することで、毎月 15日までの支払いが当月 20 日にキャッシュバック。 

 

■方法２：メインアカウントを新規に作成する 
サブアカウントでなく、全く独立の新しい２つ目以降のメインアカウント

を、LINE 登録なしにメールアドレスの登録だけで新規に作成する手段もござ

います。詳しくはアフィリエイト制度の「カード登録アカウント」を参照。 

  アフィリエイト制度（ご紹介制度）に関しての説明資料 [PDF] 

https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
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最高レベルの無料セミナー進呈 
以下のセミナーを差し上げます。各映像の視聴期限を逃す

と、残り全てがもらえなくなるため、ご注意ください。 

 
視聴はコチラ→ https://autosns.jp/manuals/seminar/eafyyKyyT6 

●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】  

https://autosns.jp/manuals/seminar/eafyyKyyT6
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最高レベルのプロコンサルが１回無料 
・「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,アンケートにより更に高い満足度を追求しています。 

 
▼構築代行としても利用可能▼ 

・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＆追加 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が可能(無料セミナ

ー映像の自習と併用で、コスパ最高)。 

申し込みは 

管理画面で 

ここをクリック 
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チケット購入で年間２ヶ月分が無料! 
・10 ヶ月分の値段で 12 ヶ月利用可 

・追加コンサルが１回あたり実質 9,680円 

プロプランが 9,680円→8,066 円に、 

ゴールドプランが 29,700円→24,200 円で利用可。 

 
 

●プロチケット１枚＝プロプランの月額料金引き落とし時に所持してい

れば、代わりに１枚消費されます。また３枚所持の場合、ゴールドプラン

としても利用可能(最大 18.5％オフ)。 

 

●追加コンサル(設定代行)１回＝プロチケット３枚(29,040円～まと

め払い 24,200円)です。 

プロチケット 12枚を 96,800円で購入し、うち 3枚を追加コンサルに

使った場合、10 ヶ月分の料金で 9 ヶ月利用＋コンサル１回受けられま

すので、実質 9,680円で追加コンサルを 1回受けることができます。 
 

 
■購入方法 
 

管理画面の 

利用と請求▼＞ 月額プラン変更／チケット購入 

の画面下方から購入可能。  

https://autosns.jp/setting/pay/premium
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無料特典のご紹介 
■無料コンサル申し込み特典 

『知らないと危険な、LINE公式アカウント運用時の注意点』 

【見どころ】 
・知らないと危険な禁止行為など、大事だが知られていない注意点や失敗しない方法 

【無料で入手する方法】 
無料コンサルティングをお申し込みいただけますと、管理画面メニュー左下の 使い方

／質問／限定特典＞ PROL提供コンテンツ にパスワードが表示されます。 

  

https://autosns.jp/manuals/prol
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■有料プランの無料お試し特典１ 

LINE集客専門家が執筆：『超限定特典』(有料級の記事５つ) 

【見どころ】 
・累計 200万ユーザーを集め、インドネシア語を含む外国語で書いた海外のブログを含

め、20を超えるサイトを運用中のブログ集客の”超”プロが執筆した『①ブログ集客』

『②SEO対策』『③リッチメッセージ』『④女性集客術』『⑤友だちを増やす方法』の有

料級ノウハウ５つを一挙に無料で取得し、あなたの LINE 集客が加速する――。 

【無料で入手する方法】 
「無料コンサルを受講」し、受講終了の時点で、「有料プラン(お試し無料期間含む)」

だった方は、以下の特典を無料で入手できます。解約は自由

です。まずはお気軽に、無料コンサルを受講してみてくださ

い。無料コンサルは、受講したことが無い方は、管理画面メ

ニュー左下にこちらのバナーが表示中ですのでクリック→ 

 

※ 管理画面でこちらクリック 



 10 / 17 

 

■有料プランの無料お試し特典２ 

初年度年商 850万円、年商 1億円を達成した講師による 

フルオートマーケティング構築法 

【見どころ】 
・メールが到達しにくい高校生相手に、プロラインを使って年商 1億円売らせたオンラ

イン学習塾の構築法（プロライン開発者の加藤将太が直々に指導したノウハウを、弟子

が動画化したという経緯です）。合計約４時間以上の本格派セミナー。 

【無料の入手方法】 
無料で有料プランをお試し（無料期間＝現在の上限なし期間＋更に３０日間）する。 

 

管理画面の 利用と請求▼＞ 月額プラン変更 からクレジットカードを設定すれば無料

で有料プランをお試しできます。無料期間中及び有料プランの解約は自由です。 

 

プラン変更後、解約するまでメニューの 使い方／質問／限定特典＞ フルオート構築法 

に映像視聴ページへのリンクが表示されます。３０日あれば、充分見られる分量です。 

 

https://autosns.jp/setting/pay/premium
https://autosns.jp/manuals/yamada1
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■有料プランの無料お試し特典３ 

次世代型フルオートマーケティング第１セミナー 
～プロダクトローンチ・エバーグリーンウェビナーマーケティングを凌ぐフルオートマ

ーケティングを更に次世代型にアレンジした最新のマーケティング手法～ 

【見どころ】 
・特典１『フルオート構築法』で、商品の LINEでのフルオート販売の技術を学ぶ訳です

が、実際には実績があって、集客方法があり、商品化のノウハウが無いと 10万円以上の

商品ができません。また、無料動画の作り方についても体系化されたノウハウが必要で

す。その内容を体系的に解説したセミナーです。 

・第０セミナーと合わせて、合計約６時間の本格派セミナー。 

【無料の入手方法】 
無料で有料プランをお試し（無料期間＝現在の上限なし期間＋更に３０日間）する。 

管理画面の 利用と請求▼＞ 月額プラン変更 から無料でお試し開始可能。 

 

プラン変更後、解約するまで管理画面の 使い方／質問／限定特典＞ 次世代フルオート

セミナー１に映像視聴ページへのリンクが表示。 

 

https://autosns.jp/setting/pay/premium
https://autosns.jp/manuals/kato1
https://autosns.jp/manuals/kato1
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■有料プランの無料お試し特典４ 

次世代型フルオートマーケティング第０セミナー 
～プロダクトローンチ・エバーグリーンウェビナーマーケティングを凌ぐフルオートマ

ーケティングを更に次世代型にアレンジした最新のマーケティング手法～ 

【見どころ】 
・特典２『フルオートセミナー１』で学んだ手法で商品を作った後、プロラインを使っ

てどうフルオート販売していくか？という内容。 

・第０セミナーは２日目に実施したが、第１セミナーに先駆けて知っておいた方が良い

内容だと考え、第０セミナーという名称ですが、プロラインを知っている方は開催順通

り、第１セミナーを先に視聴して良いと思います。 

・第１セミナーと合わせて、合計約６時間の本格派セミナー。 

【無料の入手方法】 
無料で有料プランをお試し（無料期間＝現在の上限なし期間＋更に３０日間）する。 

管理画面の 利用と請求▼＞ 月額プラン変更 から無料でお試し開始可能。 

 

プラン変更後、解約するまで管理画面の限定特典＞ フルオート構築法 に映像視聴ペー

ジへのリンクが表示。 

 

https://autosns.jp/setting/pay/premium
https://autosns.jp/manuals/yamada1
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プラン変更・ダウングレード・解約方法 
■プラン変更の方法(アップグレード) 
●管理画面の 利用と請求▼＞ 月額プラン変更 から任意のプランを選択します。 

 
●無料期間がある場合は、「お試し無料期間あと●●日」及び「トライアルスタートし

ますか？」と表示されます。赤枠のクレジットカード情報を入力し、任意のプラン変更

のボタンを押すことでアップグレードが完了します。 

 
プラン変更実演→ https://www.youtube.com/watch?v=Biz8k7myIEY  

https://autosns.jp/setting/pay/premium
https://www.youtube.com/watch?v=Biz8k7myIEY
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■プラン変更の方法(ダウングレード) 
●管理画面の 利用と請求▼＞ 月額プラン変更 から任意のプランを選択します。 

※「いつでも」「どなたでも」ダウングレードして任意のプラン（フリープラン含む）

に戻すことが可能です（プロラインのアカウント作成時に LINE登録不要の「カード登録

アカウント」は、有料プラン専用アカウントです。元々フリープランだった方はどなた

でもフリープランに戻せます）。 

 
 

●確認画面で「次に進む」をクリックして、すぐにダウングレードが可能です。 

 

※プラン変更前に、ステップ数を以下の制限内にしておく必要があります。 

 
 

ダウングレード実演→ https://www.youtube.com/watch?v=Biz8k7myIEY&t=203s  

https://autosns.jp/setting/pay/premium
https://www.youtube.com/watch?v=Biz8k7myIEY&t=203s
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■プラン変更の方法(アカウントリセットと連携の切断) 
●ダウングレード作業(フリープランに戻す等)後でも友だち情報などは残ります。 

 

●通常は不要(普通の方は生涯実行不要)ですが,アカウントのリセットも可能です. 

管理画面の 複数アカウント/アカウントの管理 下方の「アカウントリセット」を選択 

 

アカウントリセット実演→ https://www.youtube.com/watch?v=Biz8k7myIEY&t=267s 

 

●プロラインから LINE 公式アカウントの操作を完全に断つには以下を実行します. 
LINE Official Account Manager にログインし、「応答設定」で応答モードを「チャッ

ト」、Webhook URLを「削除」で、プロラインからの通信手段を完全に遮断できます。

 
プロラインとの連携遮断実演→ https://www.youtube.com/watch?v=Biz8k7myIEY&t=290s  

https://autosns.jp/setting/multiaccount
https://www.youtube.com/watch?v=Biz8k7myIEY&t=267s
https://manager.line.biz/
https://www.youtube.com/watch?v=Biz8k7myIEY&t=290s
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アフィリエイト制度とチケット支払いで 

最大年間 146,000円得をします。 
■ご紹介(アフィリエイト)制度 

ご紹介された方が、アカウント連携を完了するだけで最大 15,000円進呈！ 

 
 

■サブアカウントの利用料をキャッシュバック。 
メインアカウントが有料である場合、アフィリエイト銀行口座を設定すれば、 

サブアカウントの有料支払いの際に以下の金額を毎月キャッシュバック。 
※サブアカウントをプロチケット 12枚(プロプラン 8,066円、ゴールドプラン 24,200円)で支払うと、通常料金(9,680

円／29,700円)よりも、それぞれ月々「3,614円（チケットによる割引 1,614 円+キャッシュバック 2,000 円）」、 

or月々「10,500円(チケットによる割引 5,500円+キャッシュバック 5,000円)」も安く利用できます！ 

つまり、プロプランは「年間 43,360円」、ゴールドプランは「年間 126,000円」安く利用できます。 
 

 
 

  

https://autosns.jp/setting/pay/premium
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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ます!!! 
(従来の LINE登録が必須の「LINE登録アカウント」に対して 

「カード登録アカウント」と呼びます) 

▼従来のアカウント▼      ▼NEW!!!▼ 

 
▲フリープランあり▲        ▲コンサルなし・動画視聴不要▲ 

 

カード登録アカウントの紹介料は最低 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!!! 

 
アカウントの設定代行してみませんか？「カード登録アカウント」を作成し、LINE公

式アカウント等の連携設定後、相手にアカウントを渡せば、感謝され、更に報酬が!! 

「アフィリエイト制度」及び「カード登録アカウント」について知りたい方

は、以下の資料をご確認ください 

(全ての方が、簡単にアフィリエイト URL を約５秒で取得できます)。サブア

カウントを有料化する場合、受取り用銀行口座を設定しないと損をします。 

 

 
 
 

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

アフィリエイト制度（ご紹介制度）に関しての説明資料 [PDF] 

https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2
https://f.zbp.jp/al/f/pdf/autosns_affiliate.pdf?v=2

