


AIロボットの全貌を公開＋スペシャルツール＋ノウハウを無料プレゼント︕ 
天才ロボットが稼ぐ全貌を無料で公開させていただきます。 

さらに、ご登録いただきました⽅へ、スペシャルVVE＆ノウハウを無料プレゼント︕ 
 

無料プレゼントは、下記フォームにご⽒名とメールアドレスをご⼊⼒後、「送信」をクリックください。 
送信後に届く⾃動返信メールで、ツールや詳細のご案内を差し上げます。 

※迷惑メールフォルダもご確認ください。

送信

まず、輝かしい実績をご覧ください。

ご⽒名（フルネーム）

ご⽒名（フルネーム）

メールアドレス

メールアドレス



完全⾃動AIロボットアフィリエイト収益システムKEIBOW（ケイボウ）完全⾃動AIロボットアフィリエイト収益システムKEIBOW（ケイボウ）

https://www.youtube.com/watch?v=-h66KNofxh0


ご覧いただきましたでしょうか。

弊社は新宿にて10年前より、主に「SEO対策ソフト」や「アクセスアップソフト」を開発販売。 
SEO対策を主な業務として⾏わせて頂いております。

情報業界というジャンルでも、業界最⼤⼿インフォトップでも2億100万、 
インフォカート社1億1000万、⾃社決済4億8000万と、ツール販売だけでも8億以上の売り上げを作って参りました。

ソフト販売では、今まで世の中に33本以上を売り出し、 
8000名以上のお客様とお取引をさせていただいております。



私、⽚桐としまして 
「本の出版」「台湾で翻訳版」「まぐまぐ」というメールマガジンの媒体で52,000⼈以上の 
読者様を獲得するなど、⽇々邁進させて頂いております。

現在は2社経営、ポータルサイト運営、WEB制作、SEO対策、ソフト開発、通販サイト運営、  
アフィリエイトセンター運営、広告代理店等の業務を⾏わせていただいております。

KEIBOWは 
⼀⾔で⾔えば 

"PPCアフィリエイトをほったらかしで⾏うロボット"です。 

サイト制作、広告出稿、アフィリエイトURL挿⼊、キーワード選定、画像選定など、すべて誰の⼿も使わず完了してしまいます。



しかも、今最も稼ぎやすい旬のキーワードで、ジャンジャンとサイトを作って広告を出稿していきます。 
1つ2つではありません。 
100、200、1000といった単位で毎⽇毎⽇出稿していくんです。

しかも、完全⾃動です。 
途中でパソコンを⾒る必要もなく、触れる必要もありません。

ネット上で販売されているツール等で、全⾃動と⾔いながら結局は⼈の⼿で⾊々と作業が必要だったりすると思いますが、このKEIBOWは⾒る必要も
⼀切ありません。

ひたすらキーワードでサイトを作り続け、広告を出稿し続け、 

あなたの代わりに働き続けます。

ですが、ここでいくつか疑問点が出てきます。

「PPCアフィリというからには広告代⾦が必要じゃないか︖」 
「全⾃動と⾔っても、どの商品をアフィリエイトするの︖」

この後ご説明しますので、もうしばらくKEIBOWのご説明にお付き合いください。

KEIBOW︓稼ぐための⼿順

＊画像はイメージです

天才のシステムエンジニアが作ると、アフィリエイトもここまで簡単になってしまうんです。

KEIBOW︓これまでのPPCアフィリエイトといえば

塾やツールも⾊々とありますが、どれも作業は⼤変ですよね。

100、200のサイトを作り、500や1000のキーワードで広告を出稿し、 
利益が出ればまだしも、利益が出るキーワードに当たるには、 
ひたすら数と時間とお⾦の勝負、正直これがPPCアフィリのノウハウです。

ですが、PPCアフィリも慣れてくれば、売れそうなキーワードを探すこともできますし、 
広告出稿の作業も、慣れてくればそんなに難しいことではありません。 
それでも、初⼼者の⽅にとってはやはりハードルが⾼く、しかも100のサイトを制作して、キーワードを探し広告出稿となると、どのくらいの時間が
かかるでしょうか。

1ヶ⽉では到底終わりません、2ヶ⽉でも厳しいかもしれません。







ある⼤⼿PPCアフィリ塾の⽅に聞いたところ、 
100名がスタートして100サイト制作し広告出稿に辿り着くのは、よくて2⼈程だそうです。

それほどPPCアフィリで稼いでいくのは難しい、というよりは⾯倒な作業が多すぎるんです。

でも稼ぐことはできます。 
ここまでしっかりと努⼒をすれば稼ぐことはできます。 
これが通常のPPCアフィリエイトです。

KEIBOW︓KEIBOWに任せるPPCアフィリエイトは

そこで、このKEIBOWは⾯倒なことをすべてロボットにお願いしてしまいます。 
すべてがロボットの⼿に委ねられて⾏われます。

キーワード選定、サイト制作、画像選定、アフィリエイトURL設定、広告出稿・・・ 
まさに夢のドリームソフトの誕⽣です。

KEIBOWは、下記のどんなスキルも必要がありません。

キーワード選定・サイト制作・商品選び・パソコンスキル・才能





これらが必要なく、すべてロボットが⾏います。

英オックスフォード⼤学でAI（⼈⼯知能）などの研究を⾏うマイケル・A・オズボーン准教授はこう⾔っています。

「コンピューターの技術⾰新がすさまじい勢いで進む中で、これまで⼈間にしかできないと思われていた仕事がロボットなどの機械に
代わられようとしています。 
たとえば、『GoogleCar』に代表されるような無⼈で⾛る⾃動運転⾞は、これから世界中に⾏き渡ります。 
そうなれば、タクシーやトラックの運転⼿は仕事を失うのです。これはほんの⼀例で、機械によって代わられる⼈間の仕事は⾮常に多
岐にわたります。 
私は、⽶国労働省のデータに基づいて、702の職種が今後どれだけコンピューター技術によって⾃動化されるかを分析しました。 
その結果、今後10~20年程度で、⽶国の総雇⽤者の約47%の仕事が⾃動化されるリスクが⾼いという結論に⾄ったのです」

10年後はアフィリエイトもすべて⾃動になり、⼈の⼿は必要ない時代になると思いますが、

それよりも10年早くAIロボット「KEIBOW」の誕⽣です。

KEIBOW︓KEIBOWの疑問点



では、先ほどの疑問点の話に戻りましょう。

PPCアフィリというからには広告代⾦が必要じゃないか︖

全て1円で出稿していきます。PPCの広告とはクリックがされて、初めてお⾦がかかる広告形態です。 
1円が100クリックで100円です、1000クリックで1000円の広告費⽤がかかります。

アフィリエイトですから100クリックで1つの商品が売れて、 
2000円の収益が得られるとしたら喜んでいただけるでしょうか。

もし1000円の広告費⽤も使うのが嫌だという⽅は、 
天才が作ったKEIBOWは合いませんので、ここでページを閉じていただければと思います。

では、どの程度の収益が可能なのかこちらをご覧ください。





KEIBOW︓なぜ全⾃動で稼ぐのか

PPCアフィリエイトの肝は、何と⾔っても稼げるキーワードへの広告出稿です。

稼げるキーワードとは、今その時注⽬されている商品やキーワードになります。

でも、今注⽬されている商品を探し、すぐにサイトを作り上げてPPC広告を出していたら 
急げば間に合うことも可能ですが、とてつもなく⼤変な作業となることは明らかで、おそらく多くの⽅が"旬"を取り逃がしてしまうことでしょう。

KEIBOWが、どんなキーワードを選定してくるか⼀例です。





ここで出てくるキーワードですが2015年12⽉16⽇の急上昇ワードですが 
⼀気にアクセスが増えているワードです。 
ですが、この急上昇ワードのなかでアフィリエイトに使えそうなワードがあると思いますか︖

「澤穂希」をYahooで検索してみましたが、当然何の広告も出ていません。



ここでアフィリエイトができそうな、 
更に収益が出そうなキーワードがありそうでしょうか︖

6番の法律事務所なら広告はあると思いますが、アフィリエイトがあるか分かりませんね。

と、このように⾃分の頭で考えなければいけませんし、⾊々と調べなければいけません。

ですが、KEIBOWはこのランキングを⾒たら即座に答えを出してくれます。

＊画像はイメージです



(tel:0333695872) (mailto:mail@clearism.jp)

アフィリエイトで稼ぐ答えを導き出し、 

更にサジェストや⾍眼鏡ワードも調べ、アクセスと収益が⾒込めるサイトを制作し広告を出稿します。

キーワードの選定に関しては、先ほどのキーワードランキングであれば時間で更新され1⽇でも1週間でも、⽉間でも更新されます。 
更にこのようなキーワードランキングやアクセスランキングのような今流⾏っているワードを掲載しているのは様々なサイトがありますよね。

こういったサイト群の中から、今売れる、今アクセスが来るキーワードをどんどん抜き出し、そのキーワードにあった画像を選定し、そしてアフィリ
エイトサイトを作成して、広告も出稿してしまいます。

今、最も旬のキーワードでアフィリ報酬が⼊りやすい商品も掲載していくので 
独占的にアフィリエイト報酬を稼ぐことが可能なんです。

ここで、こんな疑問点が浮かぶかもしれません。

「ロボットがキーワードを選んで勝⼿にサイトを作って広告を出稿してくれる事は分かった。 
だけどそのアフィリエイトで報酬が、必ず⼊るとは限らないよね︖」

その通りです。 
ですが、今旬のキーワードで更に稼ぎやすいワードをロボットが選定して広告を出稿します。 
今まで弊社のデータでも100アクセスに1件はアフィリエイトにて販売されています。 
駄⽬な商品でも150アクセスに1本の成約となっていますので、利益は必ず出ています。

ですが、万が⼀、商品選定がダメだという場合にも・・・

安⼼してください。

先ほどプラスの収益で、「秘密のプラスα収益」とご紹介しましたが、 
特殊なロボットシステムを使い、広告費⽤もクリック分収益となる裏ワザ機能が搭載されているんです。 
これだけでもプラスの収益です。 
（ちなみに、Google AdSenseで稼ぐというものではありません。）

KEIBOWのすべてをお分かりいただけましたでしょうか。

凄そうだけど・・・もっと詳しく知りたいな、と思われる⽅はこちらまでお電話いただければ、すべてに対して回答させていただきます。

tel:0333695872
mailto:mail@clearism.jp


まずは完全⾃動AIロボットアフィリエイト収益システムKEIBOWの制作者、天才システムエンジニアは⼤川慶さんという⽅で、クリアイズムとの関係
も含めお話しさせてください。

⼤川さんは6年前より弊社クリアイズムの商品を何度もご購⼊いただいているお客様で、クリアイズムのソフト技術というよりアイデアが気に⼊って
いたそうです。

そして、クリアイズムには内緒でソフトを書き換えて制作したりして、今まではアフィリエイトの売上を作っていたそうなんです。

そしてこのKEIBOWも、クリアイズムのソフトとアイデアを変換して、 
更にすべて⾃動でできないかと作り変えてしまい、収⼊を独占していたそうなんです。

あるとき⼤川さんから電話がありました。

「クリアイズムさんで商品を購⼊している⼤川と申します。実はご相談があり、お会いできないでしょうか。」

との連絡を受け、お会いしました。

そこで

⼤川

「実は私の⽗が危篤状態でして、息⼦への遺⾔ではないですが『嘘をつくな、⼈様の為の仕事をしろ』ということを⽗が⾔っていまして、ど
うしてもクリアイズムさんに謝りたくて伺いました。」

私（⽚桐）

「はい・・・・・」 
 
どういうことかと更に聞きました。

⼤川

「⽗が嘘をつくなと⾔ったことがとても引っかかっていて、クリアイズムさんのソフトを購⼊しては毎回作り直したりして新しいものにして
いました。そして1つだけですが友達に販売してしまいました。・・・すいません。私もシステムエンジニアでして、⾃分のソフトを勝⼿に
作りかえられるのは、とても嫌なことですし、やってはいけないことだとわかっております。」

⽚桐











「わざわざすいません。ご⾃分で作りなおしたものであれば使い易いでしょうし、良いじゃないですか。販売するのは問題だとは思います
が、それでも全く違うものですし。どんなソフトにしたんですか︖」 
 
そこで説明を受け、すべてを⾒させていただくと、私⾃⾝、声が出ませんでした。 
KEIBOWは全⾃動すぎて、何もマウスすら触る必要もなく勝⼿に全部ロボットがしてくれるんです。 
さすが、天才ロボットエンジニアだと、ただただ感⼼、その時はKEIBOWを世の中に出すことは全く考えていませんでした。 
 
ですが、数ヶ⽉後にまた⼤川さんから連絡がありました。

⼤川

「⽚桐さん、実は以前危篤だった⽗が亡くなりまして、そこで遺書に書かれていたことが、『慶の技術を使って多くの⽅を楽しませてやれ、
そして苦しい⼈がいたら助けてやれ、⾃分の為だけの技術じゃないぞ』と、こう書かれていまして、私は決⼼しました。 
このKEIBOWを多くの⽅に使っていただくことはできないでしょうか。 
これを使えば間違いなく稼げると思いますし、今経済的に苦しい⽅がいるのであれば、⼈の役に⽴てると思うんです。 
 
KEIBOWは⽚桐さんにお渡ししますので、多くの⽅に配ってください。

⽚桐

「お⽗様はお気の毒でした。⼤川さんがそこまでおっしゃるのなら、またお⽗様の遺⾔ということなら、しかと承りました。私に任せてくだ
さい。⼤川さんの気持ちを絶対にお届けします。」

こんな出会いと、そしてお⽗様の遺⾔などが重なり、世の中に本当は出ることはなかった天才ロボットが皆様の⼿に渡ることになったのです。

これらすべてをKEIBOWは完全⾃動で⾏います。







パソコンを消さない限り、ストップボタンを押さない限りキーワードを作り続け、 
サイトを作り続け、広告を出稿し続けます。

サイトを制作して広告を出す数は、毎⽇同じ数ではありません。 
その⽇によって変わりますが1⽇10サイトだとしても、30⽇間で300サイトの制作と広告出稿となります。 
1⽇20サイトだとすれば30⽇間で600サイトです。

2ヶ⽉なら1200サイトになり、とんでもないことになるのですが、

考えてみてください。

今までPPCアフィリで200サイトを作って広告を出稿すれば稼げると⾔われていました。

ですが200サイトとは、とても⼤変な作業です。

でもKEIBOWは全て⾃動です。そして働きまくります。

KEIBOWの価格ですが、⼤川さんの願いは"多くの⽅に喜んでもらいたい"それだけです。

ただ、ここで問題がありまして

はっきりと申し上げますと、キーワードの取得先は無数にあります。 
ランキング系もあればそのキーワードから検索補助キーワードなどもプラスしていくと、

キーワードだけ考えても数万単位で存在し、毎⽇キーワードも増えていきます。

ですがKEIBOWは、ほったらかしで動かせておけば無制限にキーワードとサイトを作り続けていきます。 
100や200ではありません。

となると

お使いいただく⽅が増えれば増えるほど、 
お使いいただく⽅の利益が減ってしまうことになるわけです。

稼ぎやすいキーワードでも数万はあります。 
ですが、それでも多くの⽅が購⼊して、ダブることがあれば申し訳ない気持ちです。

そこで、使っていただく⽅の利益を最優先しまして、 
制限を設けており申し訳ありませんが、限定100名様までのご案内とさせていただきます。

それ以上は申し訳ありません。 
⼤川さんが多くの⽅を喜ばせてあげてくれという願いも、キーワードの関係上100名様とさせていただきます。

皆様がご利⽤し易いようにバージョン分けをいたしましたので下記ご参照ください。

バージョンと内容をよくご確認のうえ、お申し込みください。







KEIBOW スタンダード

＊画像はイメージです

キーワード取得先1ヶ所

価格 45,800円(税込) 

今だけ30％オフ 

32,060円(税込)

ご購⼊はこちら (HTTP://WWW.INFOTOP.JP/OR

KEIBOW エキスパート

＊画像はイメージです

キーワード取得先16ヶ所

価格 75,800円(税込) 

今だけ30％オフ 

53,060円(税込)

http://www.infotop.jp/order.php?iid=58593


ご購⼊はこちら (HTTP://WWW.INFOTOP.JP/OR

KEIBOW プロフェッショナル (セッティング代⾏)

＊画像はイメージです

キーワード取得先16ヶ所

価格 158,000円(税込) 

今だけ30％オフ 

110,600円(税込)

ご購⼊はこちら (HTTP://WWW.INFOTOP.JP/OR

※プロフェッショナルは、弊社でセッティングを代⾏したソフトをお客様ご⾃⾝のパソコンで動作させます。 
※キーワード取得先はエキスパートと同様です。

KEIBOW エンタープライズ (セッティング・運⽤完全代⾏)

＊画像はイメージです

価格398,000円(税込) 

今だけ30％オフ 

278,600円(税込)

ご購⼊はこちら (HTTP://WWW.INFOTOP.JP/OR

※エンタープライズは、弊社でお客様専⽤のパソコンを⽤意し、セッティングや運⽤すべてを半年間代⾏します。

KEIBOW エンタープライズ 
(セッティング・運⽤完全代⾏)について

弊社でパソコンを⽤意して、セッテイングから運⽤まですべてを⾏います。

(http://www.infotop.jp/order.php?iid=66619)

http://www.infotop.jp/order.php?iid=58594
http://www.infotop.jp/order.php?iid=59577
http://www.infotop.jp/order.php?iid=60724
http://www.infotop.jp/order.php?iid=66619


ここまで凄いソフトを紹介されては、逆に不安もあるかもしれません。 
本当に完全全⾃動なのか︖何も触らなくてもいいのか︖ 
そんな不安がある⽅にも安⼼です。

万⼀、完全全⾃動ではない（途中でキーワードを選ばなければいけない等）、 
売上が上がらないということがあれば、全額返⾦させていただきます。 
購⼊後2ヶ⽉以内にご使⽤になり、ご連絡いただければ返⾦させていただきます。

検索されて需要がある"旬なキーワード"を1年分、数にして2,125個を付属します。 
更に稼ぐことが可能なキーワードが付属していれば無敵︕

(tel:0333695872) (mailto:mail@clearism.jp)

tel:0333695872
mailto:mail@clearism.jp


アフィリエイトを更にカンタンに︕ 
普段されているアフィリエイトに使⽤できる、アフィリエイトの味⽅となる起動型ソフトを付属︕

＊画像はイメージです

FAQ 完全全⾃動ということですが、本当に何もしなくていいのでしょうか︖

何もしなくて⼤丈夫です。サイトを作り続け、広告を出稿し続け、利益を出し続けます。 
初めのセッティングはアフィリエイトアカウント広告のアカウントの取得は必要ですが、それだけです。 
既に広告を出したことがある⽅ならIDとパスワードを⼊⼒し、スタートボタンを押せばスタートします。

FAQ 知識も何もなくても⼤丈夫でしょうか︖

知識も何もなくても⼤丈夫です。 
アフィリエイトのアカウントは、メールアドレスと振込先の⾦融機関があればすぐに取得できます。 
Yahooの広告出稿に関しても、メールアドレスがあればアカウントの発⾏は簡単ですし、万⼀分からないことがありましたら何でもお気軽にお聞きくださ
い。 
ちなみに作業というのはそこだけですので簡単だと思います。

FAQ プロフェッショナルとエンタープライズの違いを詳しく教えてください。

プロフェッショナルは、アフィリエイトができる状態にまで弊社でセッティングを代⾏いたします。 
あとは、お客様にパソコンをご⽤意いただき（普段ご使⽤のもので問題ありません）、お客様ご⾃⾝で運⽤するバージョンです。 



エンタープライズは、プロフェッショナル同様にセッティングも代⾏いたしますが、その後、弊社でパソコンを⽤意し運⽤も代⾏いたします。

FAQ エンタープライズ版の運⽤半年後はどうなるのでしょうか︖

半年後、そのまま継続される場合は⽉額で1万円となります。 
継続されない場合はセッティングした内容のソフトを、そのままお渡しいたします。 
パソコン等も含めて、ご相談させていただきます。

FAQ エキスパートとプロフェッショナルの違いはセッティング代⾏という点だけでしょうか︖ 
価格が倍も違うということは、セッティングが相当難しいということでしょうか︖

セッティングは簡単です。ですが、Yahooの広告やアフィリエイトをしたことが無い等、まったく分からない⽅のためにセッティング代⾏というバージョ
ンを設けましたので、エキスパートで⼗分お使いいただけると思います。

FAQ スタンダードとエキスパートの違いですが、キーワードの取得先とあります。 
取得先とは何ですか︖瞬間キーワードなどの類いでしょうか︖

キーワードはキーワードランキングなどから取得してきます。旬のワードになるので⽇々または時簡単位でも更新されキーワードも随時変わっていきま
す。 
その取得先が1ヶ所かもしくは16ヶ所かの違いになります。

FAQ アフィリエイトリンクはどこのASPを使うのでしょうか︖

楽天になります。

FAQ 動画を⾒る限りWordPressを利⽤していると思います。 
⾃動で記事が作られていくのであれば、こちらが意図した広告（リスト取り）はテンプレートに埋め込んでおけば問題無いですか︖

はい、WordPressになります。そして、埋め込んでいただければ⼤丈夫です。

FAQ サイト作成はWordPressを使⽤しているようですが、サーバーは必要ですか︖

サーバーが必要です。設定のマニュアルはあるので問題ありません。

FAQ サイトの⾃動⽣成とありますが、Wordpressで作成しているようですし、ドメインやサーバーはどうなるのでしょうか︖ 
１つのドメイン内に複数のサイトを⾃動⽣成するというイメージでしょうか︖

はい、⼀つのドメインで複数のサイトを作っていく感じです。

中村 洋輔 様

本当に完全全⾃動のソフトでビックリです。





キーワードを選ぶ⼿間も無い 
サイトを作成する⼿間も無い 
広告出稿する⼿間もない

そんなの有り得るのかと思いますが 
ソフト制作された⽅が優秀なシステムエンジニアさんということで 
こういう完全全⾃動が可能になるんですね。

アフィリエイターとしても活躍されている⽅なので 
⾯倒なアフィリエイト作業を極限までなくしたいという願望を 
実現するためにできたソフトですね。

実際に使ってみた感想ですが

私が特に助かるなと感じるのがキーワードを選ばないで良いという事です。

通常だと、売れる商品を選んでそこからキーワードを考えないといけません。 
しかし、このソフトだと勝⼿にキーワードを抜出していきます。 肝⼼のキーワードですが、検索需要が⾼いものをどんどん選びます。

ソフトを起動してスタートしたら 
こちらの意思なんて関係なく次々に作業を進めます。

実際にアクセスなんて集まるのかな︖ 
本当に報酬に繋がるのかな︖

こういう気持ちに駆られて最初の⽅は、つい気になって 
ソフトの動作などパソコン画⾯を⾒ていましたが 
今はようやく慣れたので完全放置で気の向いた時に 
結果を⾒るというくらいになりました。

楽天アフィリエイトなどはクリックされれば時間差で更に利益が 
増えていくので瞬間の利益そして後々の利益と楽しみがいっぱいです

需要の⾼いキーワード選定

↓

ページ作成

↓

広告出稿

ハッキリ⾔ってやることがなくなります。

完全放置ができるので、時間の余裕が⽣まれますので 
私の場合ですが調⼦の良いキーワードが⾒つかったら 
それをブログに投稿してキャッシュポイントを 
増やす時間に使うようにしてみました。

ただ、良いキーワードを使って横展開するのは 
報酬を増やすのに良い⽅法だとわかっているのですが 
この作業が⾯倒に感じます。

アフィリエイトで稼げない⼈の特徴として

「作業を⾯倒だからと⾔ってしない⼈」

「単調な作業を継続して出来ない⼈」

なんて⾔われたりしますが、このソフトの登場で 
この常識が変わってくると思います。

このソフトは作業をしなくなる⼈が急増しそうなソフトです。

今までのようにアフィリエイト作業を 
必死に頑張らなくて良くなるのは魅⼒ですが 
ある意味で⼈間をダメにする危険なソフトかも知れませんね（笑）



私は既にハマってしまった⼈間です。 
今後ともサポート含め宜しくお願い致します。

飯⽥ 進⼀ 様

いつもお世話になっております。 
飯⽥です。

さっそくソフトをガンガン使わせて頂いております。 
今回のは簡単というのを通り越した強烈なソフトですね。

何も⾔う事がありません ＆ 何もする事がありません︕

本当にこんなの出来るとヤバイな〜って感じます。

これから⼈間がやることがどんどんなくなり、 
全部ロボットやシステムで終わってしまう時代が本当に訪れそうですね。

それはともかく、このソフトってまさしく完全全⾃動で 
アフィリエイト作業が⾏えます。

始めに簡単な設定さえすれば終わりなので 
パソコンがあってネットが繋がっていれば 
誰でも簡単に稼げるようになると思います。

「キーワードが思い浮かばない」 
「サイトが作れない」 
「広告出稿の仕⽅が分からない」

こんな⾔い訳が出来なくなります。

もっと⾔うと・・・

「稼げない」

これも⾔い訳になってしまいますね。

過去いろいろと「ツールが勝⼿に稼ぐ︕」とか 
そういうものが販売はされていましたが 
実際には作業の補助程度で全⾃動で稼ぐというものはありません。

でも今回のこのソフトはそれを実現したので 
業界初と⾔っても良いのではないでしょうか︖

作業をしないで済むので 
作業が楽とか、作業が楽しいとか、 
そういう感想は書けません。

ただただ、凄いの⼀⾔です︕

ソフトが稼働しているところを⾒てると

何だか笑ってしまうくらい⾒事です。

究極の楽を追求して出来たソフトだと思うのですが 
実際に完成させてしまうところがSEさんの腕ですね。

この度は、ご紹介頂き有難うございました。





この度はKEIBOWをご覧頂きまして有難うございます。

正直このロボットは⾮の打ちどころがありません。 
私も何も伝えることができないほど表現のしようがなく、そのまんまを記載してしまいますが

完全全⾃動です。

⼀切触る事がありません。

サイトも、広告も、キーワードもアフィリエイトも全てロボットが勝⼿にやります。

よくこういう書き⽅をすると結局はキーワードの部分で何かクリックをしなければいけなかったり、完全全⾃動と⾔いながら実は半⾃動だったりというソフ
トって多いかもしれませんが、

このKEIBOWは、しつこく何度も申し上げますが、

完全全⾃動です。

何度もお伝えしてしまうのも、現在ネットビジネスの業界ではこのようなソフトは⾒たことがないからなんです。 
⾒たことがないものは信じることができませんし、考えても信じることができません。

ですから、

もしお使いいただくことができたら本当にラッキーなことだと思いますし、 
ガッツポーズをとっていただければと思います。

また完全安⼼返⾦保証を設けておりますが、ここまで書いているので信頼いただけているとは思いますが、 
万⼀にも完全全⾃動ではないということがあれば当然返⾦は当たり前ですし、すぐに苦情の電話をください。

限定

不労所得が現実のものとなるでしょう。

KEIBOWを⼿に取り、次世代の幸せを⼿に⼊れていただき、⼈⼯知能ロボットを体感してください。

クリアイズム有限会社 ⽚桐 健

KEIBOWお申し込みはこちらをクリック
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