
仕入や出荷をする時間が無い、在庫リスクが恐い、在宅ビジネスしかできそうにない、 

それでも２０１６年は物販で稼ぎたい！ 
そんなわがままを全て叶える２つのプログラムをご用意しました。 !

ビジネス作業量を１０％に削減し 
無在庫販売で赤字リスクも削減し 

値引き競争を避けて高い利益率を確保する !
２００名にしかお渡しできない禁断の2プログラム 

Hermes　＋　A E A S　 
販売開始のお知らせ。 

!
!
!

※注意※ 
今から詐欺師のようなセリフを言いますが 

決して引かないで下さい !
!
《そこのキミ！簡単な作業で楽に稼がないかい？》 
!!!
突然ですが、町でこんな声をかける男に出会ったらどうしますか？ !!!!!!!!!



!
まぁ、僕なら迷わず逃げますね 

!!
話しかけてきた男をガン無視して、全力で人が多い所まで黙々と歩きます。 
そして、即座にLINEへ「変な奴おった！」と投稿して友人と会話のネタにして
おしまいです。 !!
ネットでそれを見かけてもすぐにページを閉じますね。 
!
もちろん、そのサイトをスクショして「バカみたいなページがあるで！」と投
稿してLINEの盛り上げに活躍してもらう事は忘れません。 
!!
!
《僕の副業時代は地獄でした》 
!!!
少しネットで探せば、簡単なビジネスがアッサリ見つかるのは今も昔と変わりませんが、少な
くとも僕の副業はそんな簡単ではありませんでした。 !!!!!

【ブラック会社イメージ写真】 !!!
僕は以前、朝７時出発～深夜０時帰宅の典型的なブラック企業に勤めていました。 
その生活に嫌気がさしたから副業でビジネスを始めることにしたのです。 !



!
しかし、元々時間がない僕が副業を始めるとなれば、そのために削れるものは睡眠時間ぐら
い。 
ですからそれから毎日、本業で疲れている体に鞭を打って睡眠時間２～３時間の日々をスター
トさせました。 !!!
・・今思えば、当時の僕は常軌を逸していましたね。 !!
「絶対独立してやる！」という執念で、がむしゃらにパソコンに喰らいつく毎日を繰り返し、
周りの人からは僕の人格が変わったように見えていた様です。 !!
すべては自由を手に入れるため。 
そして、家族との幸せを掴むため。 !!
当時の僕は、その為なら倒れてもいいと本気で思っていました。 !!! !

【仲睦まじい家族イメージ】 !!!!
《輸出ビジネスだから時間の少ない僕でも稼げた！》 
!!
時間が無い僕が副業で稼げたのは、間違いなく輸出ビジネスのおかげです。 !!
◆副業だから顔や名前を表に出したくない 
◆深夜にしか作業できないからお店へ仕入れは不可能だ 
◆SNSやブログで読者と交流するような時間もスキルもない 



◆不必要な赤字を避ける為に在庫は持ちたくない !!
こんなわがままな条件で稼ぐ事ができるのは無在庫の輸出ビジネスぐらいでした。 !!
なぜなら集客もセールスも支払い請求も全て販売サイトが行ってくれますから、自分で集客や
販売する必要がありません。 
だから顔や名前を出す必要ないですし、信頼獲得のための交流も必要ありません。 
仕入れと販売をインターネットで完結すれば外出する必要すらありません。 !
更に、注文を受けてから商品を仕入れるという、失敗リスクを一切持たない無在庫ビジネスを
展開していましたので不良在庫を抱えて資金がショートする危険性もありませんでした。 ! !

【為替イメージ】 !!
加えて、僕がメジャーなアメリカ輸出だけでなくヨーロッパ輸出にも臆せずチャレンジしたの
は大きかったですね。 !
ヨーロッパ輸出には面倒なルールが多く、多くの物販業者から嫌煙される存在なのですが、 
僕はそんなヨーロッパ輸出だからこそチャンスがあると感じ、実践と研究を重ねました。 !
やって見てわかったことですが、僕はどうやら人よりも小難しい事を考えることが得意な人
だったようで、他の人がウンザリする様な規制やルールに一つ一つ対応して着実に成果を上げ
ることができました。 !!!
僕はそんな輸出ビジネスをしたからこそ初月から３万円の利益を出せました。 !
その3万円に手ごたえを感じた僕は更に副業にのめりこみ・・・、3ヶ月目には30万円。4ヶ月
目には40万円。5ヶ月目には50万円。とコンスタントに収入を伸ばし続けることができまし
た。(今では安定して毎月120万ほど収益を出しています) !!!



!!
《結論。楽に稼げるビジネスなんて絶対に存在しない！》 
!
僕も副業を始める前にMLM、アフィリエイト、FX、ユーチューブ、国内物販・・・・などな
ど、数え切れないほどのビジネスを検討した結果、やるなら間違いなく輸出ビジネスだ！と決
意を固めて全力を輸出ビジネスに注ぎました。 !
その結果、僕は僅か5ヶ月で給料以上に稼げるようになりましたから、間違いなく一番簡単に
稼げる最高のビジネスに取り組むことができていたと断言できます。 !!!
これだけだと、僕の副業がとても順調だったようにもみえますよね? !!
けど実際は地獄でした。 

!!
毎日２～３時間睡眠を繰り返して無事なわけがないですよ。 
運よく事故しなかっただけで、何度も大事故を引き起こしかねない場面に遭遇しましたし、睡
魔と疲れで毎日フラフラでした。 !!
そんな様子を見た妻にはとにかく心配されました・・・。 ! !!

お願いだから事故だけには気を付けて・・・。 !!
たまにはしっかり休んで・・・。と !!!!



家族を不安にさせたくなくて始めたビジネスなのに、申し訳ないぐらい家族に心配をかけてし
まい・・・男として、心の底から不甲斐なく感じたのを覚えています。 !!
確かに輸出ビジネスはほかのビジネスに比べれば簡単です。 
しかし、他のビジネスに比べたら簡単というだけで、実際には作業と時間が必要です。 !!
だから、独立できるほど稼ぎ出したころは本当に忙しかったですね。 
僕が言うのもなんですが、あの忙しさを乗り越えられるのは自分ぐらいだと思います。 !!
手元にちょうど独立直前のAmazon入金記録がありますので参考までにご覧ください。 
これは僕が最も大変だった時期の収支です。 !



!
と・・・こんなの突然見せられてもわけが分かりませんよね? 
これを円換算して全ての経費を差し引くとこうなります。 !!

!!

利益額（月収）
2014年10月 ¥483,685
2014年11月 ¥624,232
2014年12月 ¥391,684
2015年1月 ¥552,475
2015年2月 ¥743,082
2015年3月 ¥739,743



年末年始は、本業と家庭が忙しくて２週間ほど海外の店を閉めていたので利益額が少なくなっ
ていますけど、それでも副業として充分過ぎるほどの収益を上げていたことが分かりますね。 !!
しかし、この報酬の影では肉体的にも精神的にも擦切らされながらも執念でパソコンに向かう
日々があったわけでして…。正直、僕は二度とあの頃に戻りたくありません。 !
!
!
《なんとかビジネス労力を軽減してやる！》 
!!!
睡眠時間を２～３時間に削り、何度も事故を起こしかけ、家族にも心から心配され。。。それ
でも絶対に独立してやる！！と執念に燃える僕に立ちはだかった問題が慢性的な時間不足でし
た。 !!
稼ぐためにやれる事はたくさんある…！ 
もっともっと稼ぐための勉強もしたい！ 
でも、時間がそれを許してはくれない･･･！ !!!! !

何とか時間を作れないか・・・ !!!!
もっと作業を楽にできないか・・・ !!!!

僕の代わりに誰か作業をやってくれ・・・ 



!!!
・・・そうだ！僕の輸出ビジネス作業を 

代行するプログラムがあればいいんじゃないか？ 
!!!!!
パソコンでできる作業なら大半の作業はプログラムに任せても問題ないはずだ！ !!!
この閃きこそが、Amazon輸出自動化ソフト《Hermes　-ヘルメス-》が生まれるきっかけとな
りました。 !!!
一気に膨らむ大きな夢！これを思いついたときは家族が寝静まる深夜３時にもかかわらず、思
わず立ち上がって「あぁっ！それだ！」と声を上げてしまいました。 !!
しかし、如何せん当時の僕は時間に追われる副業の身。 
質のよいプログラムを組んでくれる信頼できるソフトウェア会社に仕事を依頼したくともそう
いった人脈や資金がまだ乏しく、なによりも開発のための打ち合わせ時間などを確保する余裕
が無かったため、ただ構想だけが積み重なる日々を過ごしました。 !!
そして、その結果、Amazon輸出自動化ソフト《Hermes　-ヘルメス-》の誕生は僕が根性で独
立を果たしてから１０ヶ月ほどたった後に本格的にプロジェクトが発足し、今日このようにお
披露目できることになったのです。 !!!!
《そこのキミ！簡単な作業で楽に稼がないかい？》 



!!!!!!
･･･あれ?どこかで聞いた台詞ですね?笑 !!
僕は先ほど「簡単なビジネスは存在しない！」と言いましたが、システムに労力を
代行させることはできます。そして輸出ビジネスでそれを実現するのが
Amazon輸出自動化ソフトHermesです。 !!!!!!
《Amazon輸出自動化ソフトHermesの機能一覧》 
!!
Hermesは、僕が地獄の副業時代に喉が手が出るほど欲しかった、輸出ビジネスの手間を徹底
的に軽減する夢のようなツールです。 !!
その代表的な⑨機能をここでご紹介いたしましょう。 !!
販売するための商品探しから、 
海外への出品登録までを簡単にするリサーチ機能 
!!!
Hermes 特徴① 
こちらが指定した条件で売れる商品を自動で探し出す自動商品リサーチ機能 !



Hermes 特徴② 
販売してはダメな商品情報を共有しトラブルを防ぐブラックリスト共有＆管理機能 !
Hermes 特徴③ 
探出した商品をまとめて海外のAmazonに一括登録する商品一括登録機能 !!!!!
出品登録からお客様からの購入を 
簡単かつ高効率にする販売管理機能 
!
Hermes 特徴④ 
日本から送る商品送料を自動で計算し、販売価格に上乗せする送料自動計算機能 !
Hermes 特徴⑤ 
日本で入手困難になった商品を自動的に海外で販売停止にする自動出品取り下げ機能 !
Hermes 特徴⑥ 
一定の利益を確保する為、常に日本の価格を監視して出品価格を変える販売価格調整機能 !!!
Hermesの使い方は非常にシンプルです。 !
まず、①自動商品リサーチ機能によって海外で高値で売れる商品をHermesに探してもらい
ます。このリサーチ機能は細かい条件を指定して行なえますからどのような条件でリサーチす
るかで出品する商品が変わります。 
この手のリサーチ機能はツール使用者同士競合してしまい利益が取れなくなると、よく危惧さ
れますが、Hermesではその心配はほとんどありません。 !!
更に、②ブラックリスト共有＆管理機能によって、リスクの高い商品（個人による海外販売
が禁止されている商品など）を、リサーチ結果の中から抽出して排除します。このブラックリ
ストには僕がこれまで培った経験で発見している分に加えて、Hermes利用者同士の情報共有
をすることによって使えば使うほどよりリスクを軽減できる体制を整えていきます。 



!!
このようにリサーチを終えたら③商品一括登録機能によってリサーチした商品をまとめて海
外のAmazonに登録して販売できるようにします。1品1品説明文を打ち込んだり、販売価格を
設定したりといった労力は最初の設定さえしておけば後は全て自動となります。 !!
また、商品の大きさや重量によって変動する送料価格も④送料自動計算機能によって全自動
で計算されて商品価格に上乗せされます。これにより想定外の送料発生による利益減リスクを
徹底的に少なくしますし、いちいち商品のサイズや重さなどから送料を割り出す手間が省けま
す。 !!
そして、日本で仕入れることが困難になった商品を、自動的に海外販売から取り下げる⑤自動
出品取り下げ機能により、売れたけど商品が手に入らないというクレームに発展しがちなリ
スクをほとんどなくしてしまいますし、日本で仕入れ商品の価格変動も自動的に検出して、海
外の販売価格もそれに応じて連動させる⑥販売価格調整機能によって、価格変動による利益
損リスクも最小限にしてしまいます。 !!
当然、⑤も⑥も本来なら非常に労力と時間がかかる作業です。 
そもそも手動では24時間監視し続けることはほぼ不可能でしょう。 !
Hermesは日本で商品価格と在庫数を常に監視して、変動があれば海外の価格と出品取り消し
を24時間体制で実行することで、使用者の商品が最小のクレームリスクで最大の利益確保を実
現できるように働き続けます。 !!
もちろん、24時間Hermesを機能し続けるためにはパソコンを24時間起動し続けなくてはなら
ないなんていうこともありません。 !!
Hermes 特徴⑦ 
パソコンをつけなくても２４時間働き続けるWEBツールです !
Hermesは、ダウンロード型のツールではなく、WEB上で機能するツールになっていますの
で、使用者のパソコンが閉じられていても問題なく機能し続けますし、パソコンに頼らないお



かげでHermesはパソコン性能の影響をほとんど受けずに最大のパフォーマンスを維持しま
す。 !!
Hermes 特徴⑧ 
危機管理・メンテナンスを信頼できるソフトウェア会社に委託しています。 !
このHermesシステムの管理・開発は1991年創業で大企業とも取引がある、信頼と実績を兼ね
備えたオリジナルソフトウェア開発会社に委任していますので、不具合や問い合わせに対して
のサポートがスピーディで確実です。 
万が一に想定されるシステムトラブルにも万全の体制で備えています。 !!
Hermes 特徴⑨ 
参入が難しいヨーロッパ輸出にも対応。 !
これからビジネスを始める人にはピンとこない話ですが、すでに多少なりとも輸出ビジネス経
験がある方にとってHermesがヨーロッパ輸出に対応していることに大変驚かれます。 
なぜなら、ヨーロッパ輸出は現在主流となっているアメリカ輸出に比べ規制やルールなどが多
くかなり参入障壁が高い輸出ビジネスだからです。 !
しかし、参入障壁が高いということはそれだけライバル業者が少ないことを意味します。入っ
てしまえば初心者でも非常に稼ぎやすいブルーオーシャンな市場を手に入れられますから、輸
出を知っている人とって感涙ものの機能ということです。 !
Hermesには先ほども紹介しました、強力な②ブラックリスト共有＆管理機能がありますの
で、複雑なヨーロッパ輸出であってもトラブルを起こすリスクを最大限に抑えてビジネスが可
能です。 !
なお、始動時のHermesシステムの対応国はアメリカとイギリスとなります。そして、今後フラ
ンス・ドイツ・イタリア・スペイン・カナダに随時対応していきます。 
!
!
!
《すいません！Hermesは２００人しか使えません！》 
!



!
ここまで高性能を誇るHermesですが、残念ながら良いことばかりではありません。 !
まずはこの性能を維持するためにかなり強力なサーバーが必要となり、その維持費がかかりま
す。 
加えて、その強力なサーバーをもってしてもツールを使える人数は２００人が限度となりそう
です。 !
ですからHermesは先着２００名にだけに提供して、それを超える申し込みに関してはキャン
セル待ちをしていただくことになります。 !
Hermesは元々仕入れリサーチの自由度が高いので、ツール使用者同士の競合は起こりにくく
なっていますが、２００人限定とさせてもらえば更にその傾向は磐石のものとなるでしょう。 !!!!!
《僕はHermesを今から稼ぐ人にこそ使って欲しい！》 
!!
このHermesを世に出せば、既に輸出ビジネスをしている多くの業者が我先にと申し込みをし
てくることでしょう。実は既に開発段階から問い合わせが何件も届いてます。 !!
しかし、この状況に僕は少し迷っています。 !!
なぜなら、元々Hermesは副業時代の僕を救うために作ったツールだからです。 !!
もちろん、僕にとって今だにこのHermesは強力なツールですので誰よりも率先して使って行
きたいと考えてはいますが、どうせほかの人にも使ってもらうのなら、僕はこのHermesを既
に稼いでいる人ではなく、これから稼ごうとしている人に使って欲しいと強く思って
います！ !!



Hermesを使えば、僕のようにギリギリまで自分を追い詰めなくとも最小の労力で稼ぐことが
できます。 !!
無理な副業は家族に心配されますし、作業時間を作るために必ず何かを犠牲にしないといけま
せん。今の生活をもっと良いものにしたい！と始めたはず副業が気付けば周りの大切なものを
全部壊してしまっている・・・悲しいですがそんなことは珍しくありません。 !
だから副業を始めた９割以上の人はそんな理想と現実のギャップに耐え切れずに稼ぐことをあ
きらめてしまうわけです。僕もつらい副業時代を乗り越えてきましたのでその気持ちは痛いほ
ど分かります・・・ !!
その気持ちが痛いほど分かるからこそ！僕の２年間の思いを乗せたHermesが、時間捻
出に苦しむあなたを助けられるなら、副業時代に同じように苦しんだ僕にとってこれほど嬉し
いことはありません。 !!
!
《Hermesを使って稼ぐ学校を開校します！》 
!!
これからビジネスを始める人にHermesを使ってもらいたい！ !
それを実現するために、僕はHermesを使ったAmazon輸出を教える学校を開校することにし
ました。 !
その学校の名は、 !

AEAS 
Amazon　Export　Automation　School !

です。 !!!



《AEASで学べること》 
!!
AEASでは、ヨーロッパ輸出・アメリカ輸出で稼げるようになるためのテクニックやノウハウ
を学んでもらう3ヶ月の学校です。 !
このAEASで学べばHermesが無くても稼げるようになります。 !!
こうに書くと、 
『え!?AEASはHermesを使って稼ぐ学校じゃないの?』 
と思われるかもしれません。 !
まぁ、たしかにHermesは強力ですからほっといてもある程度は稼げます。 !
しかし、Hermesは使用者の命令を実行する優秀な従業員のような存在ですから使用者が的確
な指示を出せなければHermesの能力は半減します。例えるなら無能な上司の下に付くと、優
秀な部下でも苦しむ羽目になるのと同じですね。 !
ですからHermesの性能を100％発揮するためには使用者のスキルアップが絶対に必要なので
す。 !
1人でも十分に稼げるだけのスキルを手に入れていただき、そこへHermesを導入することで少
ない労力で最大の利益を全員に出してもらいます。 !!
そんなAEASカリキュラムは以下のとおりです 
（スクール生の要望により変更・追加になる可能性があります。） !!
◆輸出ビジネスを開始する前に必要な諸手続き指導 !
◆具体的なAmazon輸出の流れの確認。 !
◆利益の出る商品を見つけ方。 !
◆具体的な販売の仕方。 !



◆売れた商品の送り方。 !
◆問い合わせ客への対応方法。 !
◆Amazon輸出自動化ツールHermesの使い方 !!!!!!
!
《スクールの価格はいくらなのでしょうか?》 
!!
AEASでは、僕が月収１２０万を安定して稼いでいる無在庫Amazon輸出ビジネスのすべてを
公開するつもりです。そして、開発費に数百万をかけたHermesもスクール生に独占で提供い
たします。 !
AEASで学んだノウハウをしっかり取り組めば、ここから生まれるキャッシュは１００万や２
００万どころではありません。組織化することなく個人で１０００万、２０００万と稼ぐ事が
できるようになりますし、Hermesを使えばその現実味が更に増します。 !
この内容は、既に月商数百万以上の実績を上げられている輸出業者から「参加したい！」と
言っていただけるほどの内容です。 !!
ですから僕は、このAEASにハナっから全額返金保障を付けるつもりです。それだけ内容に自
信がありますし価値を感じていただけると確信しています。 !!!
その自信ある価値をそのまま金額にするなら･･･ 
AEAS受講料金は１００万円といったところでしょうか。 !!!



100万程度なら間違いなく取り返せる金額ですし、自信を持ってお伝えできる適正価格です。 !!
しかしそれでは、僕が最も助けたいと願う、これから副業で稼ごうとする方にとってハードル
が高い投資になってしまいます。正直、この金額では過去の僕も参加を諦めてしまう価格で
す。 !!
ですから、限界まで値下げを考えました。 !!!!!!!
50万。 !!!!
・・・いや、２９８,０００円でいかがでしょう。 

!!!!
もちろん、全額返金保障つきです。 !!
また、298,000円は僕が副業で３ヶ月目に稼いだ金額でもあります。 
Hermesという最強のパートナーも付いているAEAS生なら同じ３ヶ月で稼ぐことが十分に可
能です !!
ただ、そうはいっても、あなたにとって決して安いものではないと思います。会社の給料１か
月分以上の価格ですから慎重になるのが普通です。 !



!
しかし、あなたがこれから生きていく人生は何ヶ月あるでしょうか? !
１０年生きるなら１２０ヶ月。２０年生きるなら２４０ヶ月。３０年なら３６０ヶ月・・・。 
その間、あなたはずっと我慢して生きていきますか? !
まだまだ先の長いあなたの人生が、給料換算で２ヶ月足らずで劇的に変わるチャンスが、まさ
に今！目の前にあるのです。 !!
僕は覚悟を決めて輸出ビジネスを始めたおかげで２年前には想像もできなかった幸せ過ぎる今
を勝ち取りました！！この幸せをぜひあなたにも体験して欲しいと思っています。 !!
そのためのAEAS。そのためのHermesです。 !!
!
《更に驚愕の特典を付けます！》 
!!
そして、今回はこのAEASならではの特別な特典を付けたいと考えています！ !!
そもそもAEASは、Amazon輸出自動化ソフト《Hermes　-ヘルメス-》をこれからビジネスを
始める方へ提供して成功を収めて欲しい一心で作り上げたスクールです。 !
このHermesの価格はまだ正式に決めておりませんが、開発費と維持費から計算すると初期設
定費用に３万円、そして月額１０，０００円とHermes売り上げから1％のロイヤリティを頂く
事になりそうです。 !
もちろん、しっかりビジネスに取り組めばこの程度の月額は簡単に稼げますので、利用者には
一切負担にならない価格になります。 !
それに、そもそも一般の業者は従業員を雇ってHermesと同じことをやってもらい、組織とし
て売り上げを上げている訳ですから、月々僅か1万円で優秀な従業員（Hermes）を雇えると考
えればむしろ安過ぎると考えるべきです。 



!!!
しかし、今回は記念すべきHermes初披露のAEASですから特別な特典を用意しました！ !!!
今回のAEAS生にはこのHermesを６ヶ月間無料提供する事にしまし

た！ !
Hermesが6ヶ月無料で使用できるということは、少なく見積もっても10万円近くの割引と同
等の価値があるということになります。 !
つまり、このAEASの価格は実質２０万円ということです。 
!!
２０万といえば給料にすると１か月分です。 
その１か月分の給料で、あなたの一生を変えて見せます！！ !!
!
《AEAS特典一覧》 
!!
《特典１》22日まで 
Hermes先行使用権。 !
《特典２》22日まで 
６ヶ月Hermesの使用料を無料。(6万円＋α相当) !
《特典3》22日まで 
Hermesの初期費用を無料。(3万円相当) !
《特典４》５０名限定 
実際に増見が使っているネットショップ一覧をプレゼント !



《特典５》 
仕入れてはいけない商品ブラックリスト一覧 !
《特典６》 
AEAS生限定フェイスブックコミュニティにご招待 !
《特典７》 
PC初心者にも安心なPC操作サポート !
《特典８》 
直通電話による電話サポート（１０時～２2時） !
《特典9》 
メールサポート（24時間受付） !
《特典１０》 
AEAS生限定シークレットセミナーご招待 !
《特典１１》 
完全招待制の懇親会へご招待 !
《特典１２》 
格安発送代行会社をご紹介 !
《特典12》 
節税の強い味方。お勧め税理士のご紹介 !!!
＜購入リンク＞ 
!!
銀行振り込み 
クレジットカード 
クレジットカード分割 !
!



《AEASについての疑問や不安にお答えします！》 
!
AEASに関することは何でもご相談に乗ります！お気軽にご相談ください！ !
◆費用の支払い方法について詳しく伺いたい 
◆私にもAEASのノウハウが本当に実践可能か相談したい 
◆もっとスクールの内容を具体的に聞きたい 
◆他の塾とAEASの違いを知りたい 
◆支払う前に一度増見と話してから決めたい !
どのような相談でも増見が直接お伺いいたします。 
 
《電話番号》10:00～22:00 
《アドレス》24時間受付 !!!
《推薦者の声》 
!
!
!
《Q＆A》 
!
Q, 
英語がまったくできないのですが大丈夫ですか? 
!
A, 
輸出となると外国語対応への不安をもたれる方は非常に多いです。 
しかし、購入者とのほとんどのやり取りはAmazonが代行してくれるので問題はありません。 
商品説明文など、最初に設定する必要がある文面についてはAEASのカリキュラムで作ってし
まいますのでご安心ださい。 
!
Q, 



Hermesはずっと使い続けられるのでしょうか? 
!
A, 
サポートを終了するつもりはありません。 
Amazonや法規制などへ柔軟に対応し続けるために月額を頂くわけですし、少しやらしい話で
すが、Hermesは使用者がたくさん稼げば稼ぐほど1％のロイヤリティにより開発者の僕に収入
が入る仕組みになっています。 
使用者にたくさん長期的に稼いでもらうことは、僕自身の収入にもプラスになりますので、
ずっと最高のパートナーであり続けられるように運営させてもらいます！ 
!
Q, 
輸出はこれからもずっと稼いでいけますか? 
!
A, 
円安である現在は特にチャンスが大きいですが、別にそれが無かったとしても輸出は稼いでい
けます。 
輸出の市場は世界です。日本とは文化が違いますから意外なものが高値で売れることもありま
すし、これから発展して需要が生まれる国もあります。 !
AEASではAmazonを活用した輸出を教えますから、言い換えればAmazonが世界的にシェア
を広げ続ける限り稼ぐチャンスも生まれ続けます。 
!
!
Q, 
利益の出る商品は誰でも見つけられるものなのでしょうか? 
!
A, 
誰でも見つけられるか?と聞かれれば、残念ながら答えはNOです。 
しかし、誰でも見つけられないからこそ、そこにビジネスチャンスがあります。 
AEASでは他の人が簡単に見つけられない商品を見つけてもらうための考え方やテクニックを
全てのスクール生に伝授しますので、そのテクニックでガンガン稼いでもらいます。 
!



!
Q, 
ツールに依存したノウハウでは稼ぎ続けることは難しいと聞きまし
た。AEASは大丈夫なのでしょうか? 
!
A, 
まず、AEASで学ぶのはツールに依存したノウハウではないということをまずご理解ください。
仮にHermesがなくなったとしてもAEAS生は稼ぎ続けられます。 !
でも確かにツールや仕組みに依存したビジネスは単調で非道徳なものが多く、短命になるもの
ばかりですね。僕はそういうビジネスを身近な人にはやってほしくありません。 !!
Q, 
住んでいる地域で有利不利はありますか? 
!
A, 
AEASでお伝えするノウハウはインターネットで商品を仕入れることを前提としていますので
お住まいの地域による有利不利は存在しません。商品に一切触ることなくビジネスが成立しま
す。 
!
!
Q, 
パソコンが無くても輸出ビジネスはできますか? 
!
A, 
残念ながらパソコンで行う作業もありますのでパソコン無しで輸出ビジネスを行うことは無理
です。 
ただ、AEASで学ぶ内容もHermesもパソコンのスペックをそこまで高く求めません。ですか
らそこまで高性能なパソコンは必要ありませんのでご安心ください。 
!
!



!
Q, 
資金が少なくても問題ないですか? 
!
A, 
商品の仕入れをネットで行いますので、必然的にクレジットカードを使った仕入れとなりま
す。ですから手元の資金はほとんど必要ありません。 
逆にクレジットカードがご用意できない場合にはビジネスをすることが非常に困難ですのでご
注意ください。 !
!
Q, 
返金保証の条件はありますか? 
!
A, 
いたずら防止のため条件は付けさせてもらおうと思います。 
それは6ヶ月間、AEASで学んだノウハウを実践してもらって稼げなかった場合です。 
稼いでいる人に返金をする必要ないので当然といえば当然の条件ですよね。 !
AEASではHermesを使って輸出ビジネスに取り組んでいただきますので、Hermesの記録を確
認させてもらえれば、AEASのノウハウをを実践してもらえたかなどの確認は容易に出来ます
ので、小難しい書類などを提出していただく必要は一切ございません。 !!!
Q, 
AEASが終わったらもうサポートはしてもらえないのですか? 
!
A, 
AEASが終わったらハイそこで終了！と言うつもりはありません、そのあとも引き続きご相談
してください。 
でも、きっとAEAS終了したころにはA生徒ではなく、肩を並べて共にビジネスをする仲間とし



てのお付き合いになっているだろうなぁと僕は思っていますし、そうなって欲しいとも思って
います。 
意見を交換し合ったり、共にビジネスを立ち上げたり･･･。このAEASからそんな仲間をたくさ
ん作って、僕も色々なことにチャレンジしていきたいと思っています！ 
!
!
《講師　プロフィール》（無料LPと一緒です） 
!
講師プロフィール  
輸出物販コンサルタント及び《Hermes》発案者 

増見　拓治[Takuji Masumi] 
!
朝７時～夜中０時まで働く月間残業１００時間の毎日に嫌気がさし輸出ビジネスで副業を始
め、平均睡眠時間を２～３時間にまで削り奥さんに体調を心配されながらも必死に取り組んだ
結果、初月に３万円の利益を得る。 !
そこで手ごたえを感じ、更に取り組んだ結果、３ヶ月目には利益が10万円突破。 
そして半年後には月収５０万円を達成し、２０１５年３月に独立。 
現在は安定して月収１２０万円を稼いでいる。 !
しかし、忙しい会社の仕事と平行してかなり無理を続けた副業時代には、車で何度も事故を起
こしそうになり家族からとても心配される。 
その度に『僕の代わりに作業をしてくれる優秀なお手伝いがいればもっと楽になのに･･･！』と
強く思い構想を膨らませてきた。 !
その実現は、結果として増見の独立に間に合わなかったが、構想開始から１年以上たった２０
１６年１月、遂にAmazon輸出自動化ソフト《Hermes　-ヘルメス-》を完成にこぎつけ、今回
の発表となった。 !!!!!
《追伸》 
!
２０１６年が早くも２週間が終わりました。 



つまり、１年の２４分の１が既に終わったということになります。 !!
こうやって書くと、１年ってとても短く感じますよね。 !!
でも、まだ僅か２４分の１です。 
１年を１日に換算すると、現在は午前１時。 
多くの人がまだまだ寝ている静かな時間です。 !!
今から動けばあなたは周りにで気持ちよさそうに寝ている多くの人よりも１歩どころか１０歩
も２０歩も先んじることができます。みんなが起きて動き出してからでは競争になりますし、
競争はあなたのチャンスを大きく奪っていきます。 !!
僕は自信を持って宣言しますが、このAEASとHermesはあなたにとって２０１６年最大の
チャンスです。 !
そうでなくてもHermesは２００人限定という制限があります。 
今回の初公開がそのまま最後の発表になることも十二分に考えられますので急がれることをお
勧めします。 !
では、僕の信念を込めたこのAEASとHermesをあなたに利用していただけることを楽しみにし
ています。次はAEASでお会いしましょう。 !!

増見拓治 
!!
＜購入リンク＞ !
!
《AEASについての疑問や不安にお答えします！》 
!
AEASに関することは何でもご相談に乗ります！お気軽にご相談ください！ 



!
◆費用の支払い方法について詳しく伺いたい 
◆私にもAEASのノウハウが本当に実践可能か相談したい 
◆もっとスクールの内容を具体的に聞きたい 
◆他の塾とAEASの違いを知りたい 
◆支払う前に一度増見と話してから決めたい !
どのような相談でも増見が直接お伺いいたします。 
 
《電話番号》10:00～22:00 
《アドレス》24時間受付 


