
 

 

【注意】このオファーは一度きりになります。 

一度ページを閉じると、二度と見ることができないのでご注

意ください。 

 

レオンです。 

Adult Media cash System の参加ありがとうございます。 

今回は、１ランク上のサービスを提供する 

Adult Media cash System【VIP】 

のご案内をしていきます。 

実は、前企画（Adult Buzz Culb）参加者から、 

「もう少し、濃密なサポートをお願いできないか」 



との相談を何件か受けていました。 

ですので、その要望を受ける形で、１か月選抜した２名の特別サポートを実施したのですが、

かなりしっかりとした結果を出すことができました。 

その中の１名ですが、２週間ほどで収益化を実現させ、フォロワー数もすでに５,０００名

近くに成長しています。 

 

こちらが、そのアカウントになりますが、前企画の一般参加者とは、比較にならない結果を

出しています。 

また、その様子をみて、個別指導した方が 

「飛びぬけた結果が出せる」 

ことを実感しました。 

それは、当たり前の話です。 



気が付いた点を、その場で指導することができますし、自分で効果を感じてる手法をリアル

タイムで伝えることができるからです。 

要は、現在進行形でエロ垢で稼ぎ続けている僕の、徹底サポートを受けられるのが、今回の

紹介する VIP プランです。 

もちろん、VIP メンバーですから、受けられるサービスも異なります。 

 

 

一般参加者は、通常のコンテンツ配布、ノーマルサポートのみですが、VIP メンバーは１ラ

ンク上のサービスを受けることができます。 

●質問に対して、できるだけ早く対応してもらえる（一般は２４時間以内） 

●エロ垢で稼ぐ最新の情報を受け取ることが可能（VIP メンバーのみ） 



●フォロワーを急激に増やす拡散サービスを受ける権利 

●成約率が高い広告を定期的に配信します。（VIP メンバーのみ） 

などなど、一般メンバーとは違う、１ランク上のサービスを受けることができます。 

その具体的な内容を解説してきます、 

【VIP 特典①】 

 

【VIP 優先コンサルティング】 

一般メンバーから受け取った質問は、基本的に２４時間以内の返答です。 

状況により遅れることがあますが、VIP メンバーに限り、優先して回答を受け取ることがで

きます。 

僕も VIP メンバーの質問は、常に確認していますので何か疑問がある場合は、すぐに質問



してください。 

また、どうしても詳しく教えてほしいという場合は希望があれば「ZOOM コンサルティン

グ」を実施します。 

ZOOM コンサルティングでは、 

●エロ垢のリアルタイム分析 

●改善点の指示 

●アフィリエイトツイートの改善点をアドバイス 

●収益を最大化させるための広告に関する相談 

●エロ垢運用に対するあらゆる相談 

●メンタル面の相談 

などなど、一般メンバーとは違う、濃いサポートを受けることができます。 

これは、VIP メンバーだけの「特権」ですので、上手く使いこなしてください。 

 

【VIP 特典②】 



 

【エロ垢で稼ぐ最新情報をお届け】 

僕も普段からエロ垢の運営をしているので、毎日のように新しい気づきがあります。 

ですので、その「気づき」をリアルタイムで伝えるのが、本来は一番良いのです。 

ただし、一般参加者に関してはコンテンツ配信の予定があるので、その内容を変えるわけに

はいきません。 

ただし、エロ垢で稼ぐ最新情報やヒントはそのまま 

「収益」 

に直結するので、ＶＩＰメンバーに関してはリアルタイムで最新の情報をお届けします。 

これは、エロ垢で稼ぐためにも「大きな武器」になるので、ぜひ、上手く活用してください。 

 



【VIP 特典③】 

 

【フォロワーを急激に増やす拡散サービス】 

こちらは、ＶＩＰメンバーのみに実施する特別サービスです。 

僕のアカウントを含めたＶＩＰメンバーでチームを組み、短期間で一気にフォロワーを増

加させます。 

僕も、２９日間で１万フォロワーを達成した通り、フォロワーを増加させるノウハウに関し

ては圧倒的な自信があります。 

そのノウハウを駆使して「ＶＩＰメンバー」限り、短期間で一気にフォロワーを増加させる

サービスを実施します。 

ちなみに、エロ垢の収益は「フォロワー数」に比例します。 



要は、フォロワー数が多いほど 

「デカく稼げる」 

のです。 

ですので、ＶＩＰメンバーはこの拡散サービスを利用して、一気にフォロワーを増やしてく

ださい。 

その威力に驚くはずです。 

 

※この拡散サービスは、「ＶＩＰメンバー」のみ受けることができます。 

 

【VIP 特典④】 

 

【成約率が高い広告を定期的に配信】 



この特典もかなり「強烈」だと思います。 

僕が実際に運用していて、成約率が高い広告を定期的に配信していきます。 

正直、どの広告を使うかは、そのままダイレクトに収益に直結しますから、かなり大事なポ

イントです。 

また、正直な話をすれば、自分が稼いでいる「裏側」を公開することになるので、本来はあ

まり後悔したくない内容です。 

しかし、圧倒的な成功をつかんでもらうためにも、「ＶＩＰメンバー」に限り、成約率が高

い広告を定期的に配信していきます。 

もう、これを知るだけでも「成功」を約束されたようなものです。 

圧倒的な成功をつかむＶＩＰプラン 

 



正直、普通に稼ぐだけなら、一般プランでも問題はありません。 

月に、５万、１０万くらいの仕組みはすぐに作れるはずです。 

また、その仕組みを増やせばそれなりに稼げるはずです。 

しかし、「ＶＩＰメンバー」が目指すのは、そんな普通の成功ではありません 

目指すべきは「圧倒的な成功」です。 

５万、１０万という少ない収入ではなく、５０万、１００万と圧倒的な成功をつかんでいき

ます。 

その具体的な方法を「ＶＩＰメンバー」に限り公開していきます。 

では、どのような方法を使えば、エロ垢運営で５０万、１００万をつかむことができるの

か？ 

その秘密は、これにあります。 

 

エロ垢の情報発信で強烈な成功をつかむ 

 



ＶＩＰメンバーであれば、エロ垢運営だけでも月に６０万～１００万ていどは普通に稼げ

ます。（複数垢を運用した場合） 

しかし、それでは強烈な成功を手に入れることはできないので、それに「+α」を付け

加えます。 

それが、 

「情報発信」 

です。 

要は、エロ垢運営に加えて「情報発信」を行います。 

そうすることで、稼ぐ月収を２００万以上に引き上げることができます。 

「情報発信など難しい」 

と感じる人も中にはいるかもしれません。 

しかし、実は、それほど難しくはありませんん。 

ツイッターアカウントを作り、自分がエロ垢でやっている作業を発信していきます。 

実は、エロ垢の情報を発信している人はほとんどいません。 

要は、ブルーオーシャンなわけで、情報を発信している人が少ないからこそ、目立ちます。 

それに、エロ垢の特徴である 

「わずか６０文字～１００文字でＯＫ」 

「作業が驚くほど簡単」 



というのは、ネットで稼ぎたいと考えている人にとっては、非常に魅力的です。 

ですので、それらのポイントを押さえたうえで、エロ垢の魅力を伝えていきます。 

この情報発信をブログでやるのはなかなか大変ですが、ツイッターでの情報発信であれば

負担なく行うことができます。 

また、ツイッターを調べれば分かりますが、ブログを運営したり、ツイッターで情報発信し

ている人は多いです。 

しかし、その大半は、ロクに稼げていません。 

ですので、心の中では 

『ブログで稼げるようになるのだろうか』 

『ツイッターマネタイズなんて難しくてできない』 

そのように考えている人が多いのです。 

ですので、そのような人たちに対して 

「わずか６０文字～１００文字でＯＫ」 

「作業が驚くほど簡単」 

このような特徴があるエロ垢の魅力を伝えていくのです。 

もちろん、そのような情報を発信していれば、エロ垢で稼いでみたいと考えるのは当然です

よね。 

その欲望を利用してマネタイズしていくのです。 



エロ垢情報で爆発的に稼ぐ方法 

 

実は、エロ垢マネタイズで一番おいしいのは 

「エロ垢で稼ぐ方法」 

を売って稼ぐ事なのです。 

これは、意外な盲点ですが、エロ垢のみで稼ごうとする人が多すぎます。 

もちろん、頑張り次第によりますが、半年くらい頑張れば５０万～１００万くらいは稼げる

ようになります。 

しかし、エロ垢の情報発信をすれば、わずか１、２カ月でそれだけの結果が出せるのです。 

そんなことができるかと思うかもしれませんが、現実的に可能です。 

少し考えてみましょう。 



仮に、自分が実践しているエロ垢マネタイズの方法をＰＤＦにしたとします。 

それを、１個３万円で販売したと仮定します。 

すると、、、 

●３万円×１０個＝３０万円 

という売上が成り立ちます。 

これはかなり控えめな数字ですが、販売数が２０、３０と増えるほどに収入が右肩上がりに

なります。 

要は、稼ぐ収入を３０万,６０万,９０万と売買に増やすことができるのです。 

それと、エロ垢の唯一の「難点」がアフリエイト報酬の低さです。 

案件にもよりますが、エロ垢で取り扱う広告のアフィリエイト報酬は 

「３００円～５００円」 

くらいです。 

これを、成約数でカバーするのがエロ垢アフィリエイトです。 

まあ、この方法はかなり地味ですし、結果が出るまでにそれなりの時間がかかります。 

「もっと一気に稼ぐ方法はないのか？」 

この希望を叶えるのが、エロ垢マネタイズです。 

エロ垢マネタイズは、エロ垢アフィリエイトより爆発的に稼ぐことができます。 

ですので、「すぐに大金を手にしたい」という希望を叶えることができます。 



残念ですが、このエロ垢マネタイズはＶＩＰメンバーしか知ることができません。 

要は、ＶＩＰメンバーのみに与えられた「特権」あり、それを使いこなすことができるから

こそ、あり得ない収入を短期間で稼ぐことができるのです。 

 

 

この方法で稼げるのは VIP メンバーだけあり、情報発信で稼ぐ方法は僕の得意分野である

ので、その具体的な方法を全面公開してきます。 

かなり強力な方法ですので、ぜひ、期待してください。 

また、今回 VIP メンバーのみに公開するノウハウは、 

●エロ垢の安定収入 

●エロ垢マネタイズを販売する爆発的な収入 

この２つを組み合わせた強力な戦略です。 



２つの収入を組み合わせあり得ない報酬を稼ぎだす！ 

 

もちろんエロ垢単体でも稼ぐことはできますが、VIP メンバーのみが知ることができる 

「エロ垢で稼ぐノウハウを販売する方法」 

これを組み合わせることで、あり得ないスピードで大金を稼ぎだすことができます。 

簡単な例えですが 

普通のエロ垢は、のろまなカメの戦略。 

そして、エロ垢で稼ぐノウハウを販売する方法は、動きの速いウサギの戦略です。 

 



どちらが優れているというわけではなく、２つのノウハウが組み合わさることで、「爆発

的な収入」を実現することができます。 

ただし、その体験をできるのは VIP メンバーだけであり、一般参加者は受け取ることがで

きません。 

要は、VIP メンバーだけに与えられた 

「特権」 

を利用することで、それだけの収入を手にすることができるのです。 

 

異次元の喜びを手に入れるチャンスです 

 

普通にエロ垢を運営しているだけでも、頑張れば半年、１年でそれなりに稼げるようになる

はずです。 



生活に多少の余裕が出るくらいの収入は稼げるようになるでしょう。 

しかし、 

「圧倒的な成功」 

とは、ほど遠いです。 

僕が VIP メンバーに手に入れてもらうのは、小さな成功ではなく 

「異次元の喜び」、そして「成功」です。 

１００万、２００万と異次元の収入を稼ぎ、経済的な成功を手に入れてもらうのが、今回の

VIP プランの目的です。 

正直、数十万円稼いだところで、人生が大きく変わることはありません。 

最低でも、１００万以上稼がないと、本当の自由をに手に入れることができません。 

●好きな時に旅行にいったり... 

●今まで欲しくて買えなかったものを値札を見ずに買ったり 

●大切な両親に豪華なプレゼントをしたり… 

●将来のために貯蓄をしたり 

まだまだ、手に入れるものはたくさんあります。 

これらの夢を手に入れることができるのも、「大金」を手にするからこそです。 

その大金を稼ぐ最高の環境を「VIP メンバー」のみに用意します。 

ぜひ、この最高の環境を使いこなして、「人生を激変」させるほどの大金をつかみ取



ってください。 

Adult Media cash System【VIP】参加条件 

 

 

では、早速、Adult Media cash System【VIP】の参加条件を伝えていきます。 

まず、 

●質問に対して、できるだけ早く対応してもらえる（一般は２４時間以内） 

●エロ垢で稼ぐ最新の情報を受け取ることが可能（VIP メンバーのみ） 

●フォロワーを急激に増やす拡散サービスを受ける権利 

●成約率が高い広告を定期的に配信します。（VIP メンバーのみ） 

これだけ、質の高いサービスの質から考えても、５万、１０万の金額ではさすがに参加は難

しいです。 

また、エロ垢のマネタイズに加えて、情報発信で稼ぐ方法も学ぶことができます。 



ですので、普通に考えても 

●２０万（１か月の収益）×１０カ月分＝２００万 

くらいが妥当ではないかと思います。 

まあ、VIP メンバーになれば、５０万、１００万稼ぐのは余裕ですし、２００万程度の費用

は楽勝で回収することができます。 

ですので、VIP メンバーになるための費用は２００万円にさせていただきます。 

 

と、いいたいところですが、さすがに２００万円用意するのは難しいとおもいますので、よ

く考えた末ですが 

５０万円（諸経費込々） 

にさせていただきます。 

正直、僕の労力を考えてもわりに合いませんし、５０万円など速攻で回収できる金額です。 

ですが今回に限り、【限定３名】だけになりますが、この金額で VIP メンバーになる事を認

めます。 

これくらいの金額であれば、頑張れば用意することができますし、将来的に稼ぐ金額を考え

たら、それほど高い投資ではありません。 

VIP メンバーになり、一気に稼ぎ倒して、回収すればいい話です。 

ただ、、、 



現在の社会情勢を考えると、倒産する企業が増え、失業者もあふれている状態です。 

ですので、当企画の参加者の中にも、将来的なことを考えて参加された方もいるはずです。 

ですので、経済的な負担をかけないためにも、身を切る思いで、限界まで価格を抑えました。 

 

「１９８,０００円（諸経費込み）」 

 

この金額で、VIP メンバーとしてのサービスを受けることができます。 

ぜひ、このチャンスを活かして「圧倒的な成功」をつかみ取ってください。 

また、今回はそれだけでなく、２つの保証を付けさせていただきます。 

VIP メンバーのみ受けられる２大保証 

 

今回は、VIP メンバーに確実に成功してもらうために、２つの保証を付けさせていただきま

す。 

この２つの保証があることで、安心して 

「Adult Media cash System【VIP】」 

に、参加することができます。 

 

まず、最初の保証ですが、こちらになります。 



VIP 特典① 

 

仮に、ＶＩＰメンバーとして参加して、参加費を稼げなかった場合（適用条件あり）『全額

返金』します。 

※【適用条件】 

１、提供されたコンテンツ・作業をすべてこなす事 

２、与えられた宿題を必ず提出すること 

３、特別に実施する個別サポートを受ける事 

４、３か月後の時点の利益が参加費に満たない場合（その時点で確定している利益の合計） 

※可能性は低いですが、万が一、運営するアカウントが凍結した場合は、再スタートしてか

ら３か月後の時点で判断します。 

この条件をクリアした上で、参加費を稼げない場合は、全額返金します。 



正直、あり得ない条件ですが、今回に限りこの条件を付けます。 

まあ、これだけの条件を付けるのは、ＶＩＰメンバーにはそれだけのサービスを提供するか

らであり、僕できる限りの「特別サポート」を実施していきます。 

 

ＶＩＰ特典② 

また、サポートも関しても、あり得ない条件にしました。 

 

 

【期間無制限の永久サポート】 

 

参加費用の３倍稼ぐまでという条件ですが、期間無制限でサポートします。 

ですので、あり得ないと思いますが、万が一、参加費を稼げない場合でも心配はいりません。 



最低でも参加費用の３倍を稼ぐまではコチラも全力でサポートしてきます。 

このように、「全額返金保証」「期間無制限の永久サポート」という

あり得ない条件を付けました。 

 

さあ、あとは、ＶＩＰメンバーとして一歩踏み出すだけです。 

最高級のサービスを受けて、「異次元の成功」を手に入れてください。 

 

参加は、以下のリンクからお願いします。 

＞＞Adult Media Cash System【ＶＩＰ】の参加はコチラから 

 

それと、１点注意点があります。 

当企画に参加できるのは【先着３名】のみです。 

ですので、確実に参加したい方は、できるだけ早い申し込みがおすすめです。 

＞＞Adult Media Cash System【ＶＩＰ】の参加はコチラから 

 

では、Adult Media Cash System【ＶＩＰ】でお会いしましょう。 

【連絡】 

どうしても悩む方のために、１回だけになりますが、ＺＯＯＭによるスカイプ相談を実施し

https://admall.jp/buy.html?shn=10001132
https://admall.jp/buy.html?shn=10001132


ます。（顔出しは必要ありません） 

希望される方は、ツイッター、もしくは問い合わせフォームから連絡してください。 

⇒https://twitter.com/affiliate_leon（ツイッター） 

⇒https://netbusiness8888.jp/blog-entry-5.html（問い合わせフォーム） 

レオン 

 

特定商取引法の表記 

https://twitter.com/affiliate_leon
https://netbusiness8888.jp/blog-entry-5.html
https://leonxx.com/?page_id=23371

