
Cポンインフルエンサー応援企画！

RAIメンバーは紹介リンク埋め込みサイト制作します！



RAI会員制特別
コンテンツサービス内容



Cポン1.5倍キャンペーン！

・Cポン持っていない方は、KOC JAPAN会社に2万円お支払い
して1.5倍の3万円分の24,000Cポンを入手してお支払い可能で
す。
・Cポン持っている方は24,000Cポン決済してください。

月々1万円の利用代金、合計3ヶ月分30,000円分の
24,000Cポンをミライクラブに支払いしてお試しください。

・4カ月目以降継続する方は月々1万円、継続しない方は退会。

・参加者特典として、
Cポン大富豪ノウハウ動画を1話から10話まで閲覧して、
毎回3つのコメントすると10,000円分の8,000Cポンを
プレゼントしています。
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RAI 月々1万円のサービス内容

【サービス内容】
・費用対効果が得られるサポートの徹底。
・Cポン紹介リンク埋め込みLP制作。
・ＣＢカレッジ会員サイトでノウハウ提供。
・幸せなお金持ちで楽しく安心して暮らす世界のノウハウ提供。
・Cポン大富豪のリアル体験ブログ裏ノウハウ提供。
・Ｃポン大富豪コミュニティーサロン情報共有。
・Cポンお茶会・ランチ会・ビジ飲み会などの特別招待。

【お勧めなやり方】
現金2万円を振り込み、1.5倍の30,000円分の24,000Cポンを
もらって参加する。
そして10本のノウハウ動画をみてコメントして10,000円分の
8,000Cポンを貰うことでお得になります♪
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ＣＢカレッジ無料体験会員登録
http://cbc90.com/member/cf/2
ＣＢカレッジ会員サイト
http://cbc90.com/member

無料版と有料版にわかれた会員サイトで
スーパー営業マンやアフィリエイターを育成。
有料版はＲＡＩツール購入者にパスワード付与。
会員サイトに登録するとステップメールが
70通以上連続で流れて会員サイトで
ノウハウを学びながら利益を得ていく。

ＣＢカレッジ無料体験会員登録

RAI ＣＢカレッジ会員サイト

http://cbc90.com/member/cf/2
http://cbc90.com/member
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幸せなお金持ちで楽しく安心して暮らす世界
Cポン大富豪のプロフィール及び生き様
http://cbc90.com/0/

Cポン大富豪の過去やみんなに注意していただ
きたい内容をまとめたロングバージョンの
お手紙です。
「想定外を想定内に入れる」をキーワードにした
ノウハウをメンバーに情報シェアします。

こんなすごい過去を経験した人が未来になにを
するのか、
期待を持たせて、2024年1月にスタートする
ビックプロジェクトを大成功させる準備段階。

幸せなお金持ちで楽しく安心して暮らす世界

RAI Cポン大富豪のノウハウ

http://cbc90.com/0/
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Cポン大富豪のリアル体験ブログ
http://cbc90.com/

※こちらでＣポンについてブログで
シェアして、
オンラインサロンやＣＢカレッジに
誘導。
Ｃポン情報まとめブログにする。
メンバーしか見れないページは、
パスワードシェアする。

Cポン大富豪のリアル体験ブログ

RAI Cポン大富豪の裏情報

http://cbc90.com/
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Ｃポンコミュニティーサロン
https://daiya.click/

Ｃポンのオンラインサロンで
一般の方にも
写真やブログを投稿してもらう。
Ｃポンサロンメンバー同士で、
情報交換できる環境提供。

Ｃポンコミュニティーオンラインサロン

RAI Cポン大富豪のサロン情報共有

https://daiya.click/


12



13

メンバー同士の
KOC関西ランチ会orお茶会
https://daiya.click/up/cpon-kansai.pdf

新規参加者には1000円クーポンを無料提供し、
ランチ会やお茶会に参加してCポンを知ってもらう。

KOCビジ飲み会
https://daiya.click/up/cpon-kansai2.pdf

大阪、東京でビジ飲み会を主催
Ｃポンの話を聞いてもらい、参加者の話も聞いて、
みんなで情報シェアする。

Cポンビジ飲み会（大阪/東京）
https://daiya.click/nomi/

KOC関西ランチ会orお茶会

KOCビジ飲み会

RAI Cポン大富豪のイベント

https://daiya.click/up/cpon-kansai.pdf
https://daiya.click/up/cpon-kansai2.pdf
https://daiya.click/nomi/
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KOC関西オフィスに新規で参加する方には
1,000円分のCポンクーポン券をプレゼント！
その場でランチ1,000円orマフィンセット
1,000円ご利用できます。
（無料でランチorケーキが食べることができます）

ランチやお茶会の時間は約
2時間～3時間予定2回目以上の方は
お友達と一緒に参加した場合のみ、
1,000円クーポンを貰うことができます。
Cポン使う人orお店導入する人をお誘いください。 （画像はイメージです）

RAI Cポン大富豪ランチ会orお茶会
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ビジネス＆飲み会＝ビジ飲みパーティ
（しっかりビジネスを聞く代わりに参加費半額）

KOCビジネスの仕組みをしっかり学び、
意見交換した後に異業種交流会の
人脈構築やCポンマイスターによる、
売上アップや集客をビジ飲み会で
楽しくパーティのようにやります！

RAIメンバーだけの特別招待もあります。 （画像はイメージです）

RAI Cポン大富豪ビジ飲み会
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ＣＢカレッジ無料体験会員LINE
https://lin.ee/MNrETSu

↑こちらのLINEに参加します。

ＣＢカレッジ無料体験会員登録

RAI システムツール申し込み方法

QRコードRAI情報としてこちらをお願いします。
🔳お名前（漢字）:
🔳お名前（フリガナ）:
🔳メールアドレス:
🔳携帯電話番号:
🔳お住まい都道府県:
🔳Cポンユーザー名:
🔳CポンID:
🔳Cポン紹介URL:

情報を入力して
CBカレッジLINEに
送ってください。

次に30,000円分の
24,000Cポンをお支
払いください。

http://cbc90.com/member/cf/2


RAIミライクラブCポン決済リンク （リンクをタップ）
https://app.cpon.co.jp/payment/openurl/pp211179768

QRコード

お支払い金額を入力 お支払いを決定 お支払い完了

お支払い完了画
面のスクショを
CBカレッジ
LINEに送ってく
ださい。

会員サイトの
パスワード及び
RAIツールをご
提供いたします。
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10,000円分のCポンプレゼントPV映像
https://youtu.be/SSxh2s4kTk4

10,000円分のCポン無料プレゼントLINE
https://lin.ee/ARnZePV

↑こちらのLINEに参加して1話から10話の
動画を見て3つのコメントをして、
10,000円分のCポンを貰ってください。

10,000円プレゼントキャンペーン！

https://youtu.be/SSxh2s4kTk4
https://lin.ee/ARnZePV
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Cポン大富豪10本動画キャンペーン！
Cポン大富豪ストーリー1話（１２：２８）

Cポン大富豪ストーリー2話（8：２6） Cポン大富豪ストーリー5話（10：06）

Cポン大富豪ストーリー4話（11：２8）

Cポン大富豪ストーリー3話（10：33） Cポン大富豪ストーリー６話（10：３７）

１話

2話

3話

4話

5話

6話
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Cポン大富豪10本動画キャンペーン！
Cポン大富豪ストーリー7話（１4：06）

Cポン大富豪ストーリー8話（9：02） Cポン大富豪ストーリー10話（11：21）

Cポン大富豪ストーリー9話（11：07）

7話

8話

9話

10話

10本の動画を見て毎回３つの質問に回答して、
10,000円分の8,000Cポンを貰ってください。
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RAIツール購入者にはランディング
ページ制作
Cポン500円ゲットLP
http://raisystem.site/campaign/
7/2903-CE21

ランディングページを複数制作して
Ｃポンユーザーを募集する。

Cポン500円ゲットLP

RAI Cポン紹介リンク埋め込みLP

http://raisystem.site/campaign/7/2903-CE21
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RAI Cポン紹介リンク埋め込みLP見本



全国Cポンユーザー＆店舗開拓ツール

あなた用にCポン紹介URL埋め込みリンクを発行します。

そして、47都道府県（１北海道から４７沖縄までの数字）を変更
するだけでそのまま全国であなたのCポンユーザーと店舗開拓
ができる仕組みです。

まずは、お住いの地域のLPを利用して、
Cポンユーザーと店舗開拓をしていきましょう。

2022年3月から5月ぐらいには、Cポンユーザー30万人。
3000店舗を目標にしていきましょう。



47都道府県ランディングページ



1Cポン北海道 あなたのURL（16）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/16/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/16/2903-CE21


2Cポン青森 あなたのURL（17）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/17/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/17/2903-CE21


3Cポン岩手 あなたのURL（18）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/18/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/18/2903-CE21


4Cポン宮城 あなたのURL（19）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/19/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/19/2903-CE21


5Cポン秋田 あなたのURL（20）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/20/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/20/2903-CE21


6Cポン山形 あなたのURL（21）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/21/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/21/2903-CE21


7Cポン福島 あなたのURL（22）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/22/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/22/2903-CE21


8Cポン茨城 あなたのURL（23）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/23/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/23/2903-CE21


9Cポン栃木 あなたのURL（24）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/24/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/24/2903-CE21


10Cポン群馬 あなたのURL（25）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/25/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/25/2903-CE21


11Cポン埼玉 あなたのURL（26）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/26/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/26/2903-CE21


12Cポン千葉 あなたのURL（27）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/27/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/27/2903-CE21


13Cポン東京 あなたのURL（28）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/28/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/28/2903-CE21


14Cポン神奈川 あなたのURL（29）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/29/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/29/2903-CE21


15Cポン新潟 あなたのURL（30）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/30/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/30/2903-CE21


16Cポン富山 あなたのURL（31）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/31/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/31/2903-CE21


17Cポン石川 あなたのURL（32）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/32/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/32/2903-CE21


18Cポン福井 あなたのURL（33）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/33/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/33/2903-CE21


19Cポン山梨 あなたのURL（34）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/34/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/34/2903-CE21


20Cポン長野 あなたのURL（35）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/35/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/35/2903-CE21


21Cポン岐阜 あなたのURL（36）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/36/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/36/2903-CE21


22Cポン静岡 あなたのURL（37）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/37/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/37/2903-CE21


23Cポン愛知 あなたのURL（38）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/38/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/38/2903-CE21


24Cポン三重 あなたのURL（39）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/39/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/39/2903-CE21


25Cポン滋賀 あなたのURL（40）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/40/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/40/2903-CE21


26Cポン京都 あなたのURL（41）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/41/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/41/2903-CE21


27Cポン大阪 あなたのURL（42）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/42/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/42/2903-CE21


28Cポン兵庫 あなたのURL（43）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/43/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/43/2903-CE21


29Cポン奈良 あなたのURL（44）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/44/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/44/2903-CE21


30Cポン和歌山 あなたのURL（45）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/45/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/45/2903-CE21


31Cポン鳥取 あなたのURL（46）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/46/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/46/2903-CE21


32Cポン島根 あなたのURL（47）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/47/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/47/2903-CE21


33Cポン岡山 あなたのURL（48）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/48/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/48/2903-CE21


34Cポン広島 あなたのURL（49）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/49/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/49/2903-CE21


35Cポン山口 あなたのURL（50）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/50/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/50/2903-CE21


36Cポン徳島 あなたのURL（51）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/51/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/51/2903-CE21


37Cポン香川 あなたのURL（52）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/52/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/52/2903-CE21


38Cポン愛媛 あなたのURL（53）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/53/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/53/2903-CE21


39Cポン高知 あなたのURL（54）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/54/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/54/2903-CE21


40Cポン福岡 あなたのURL（55）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/55/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/55/2903-CE21


41Cポン佐賀 あなたのURL（56）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/56/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/56/2903-CE21


42Cポン長崎 あなたのURL（57）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/57/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/57/2903-CE21


43Cポン熊本 あなたのURL（58）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/58/61F5-S97D

http://raisystem.site/campaign/61F5-S97D


44Cポン大分 あなたのURL（59）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/59/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/59/2903-CE21


45Cポン宮崎 あなたのURL（60）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/60/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/60/2903-CE21


46Cポン鹿児島 あなたのURL（61）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/61/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/61/2903-CE21


47Cポン沖縄 あなたのURL（62）に変更してください。
http://raisystem.site/campaign/62/2903-CE21

http://raisystem.site/campaign/62/2903-CE21

