
今なら! 先着認定者11,100名の加盟金を免除!!

ビジネス情報スーパーハイウェイ

募集開始!!

収入革命!!



�

100社のビジネスから収入を獲得する為に
100のチームを作る必要はありません。

Chance!のビジネスチーム
「FLASH(フラッシュ)」を1つ作ることで、

多くの収入を同時に獲得できる
可能性とチャンスがあります!



FLASH
(フラッシュ)
の特徴!

01
世界最高峰の
ビジネス情報が
最速級で入る!

02
収入の礎となる
ビジネスチームが
構築できる!

03
ご自身で成功
(収入)のレベルが
決められる!

04
様々な業種から
同時に複数の収入
を獲得できる!

05
場所を選ばず
スマホとパソコン
だけでもできる!

06
最高50万円相当
の特典(権利)が
無償で使える!

紹介ビジネス数2200以上!
日本最大級のビジネスサイト「Chance!」が母体!07
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とは？

Chance!は、その世界で誕生する

ビジネスをどこよりも早く日本国内の

ビジネスパーソンに発信している

ビジネス情報プラットフォームです。
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Chance!のサービス①
あなた専用の「ブランチ(ビジネスの窓口）」を作って、全国のビジネスパーソンを集客できます!

(ブランチにはビジネスパーソンを集客できる様々な機能が付いています)
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Chance!のサービス②
コンサルタントはビジネスサイト「Chance!」に無料で宣伝ができます。

プラチナプラン[LP型]

（1回33,000円がコンサルタントは何回でも無料）
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ヒューマンアフィリエイト
たった一人紹介するだけで権利収入！
無料で始められる画期的な権利収入型
アフィリエイトプログラムが誕生!!
1件の成約で毎月10万円～1000万円、
そして1億円以上の権利収入を
生み出す可能性も!

ドリームポジション
会員数0人から始めますか?
それとも1000人から始めますか?
日本初!ネットワークビジネスのポジ
ションマッチングシステム!
下は数十人のグループから、上は10万
人以上のグループまで!希望のポジショ
ンをご用意します!

トップディストリビューター
あなたをトップディストリビューター
にコーディネートします!
会社視察旅行!海外トレーニング!
特別キャンペーン!活動経費進呈!など、
あなたとグループの成功の為に、
各種特典をご用意して成功までの道のり
をサポートを致します!

リーダーズバンク
ネットワークビジネス・アフィリエイト
・代理店で成功するために！ビジネス
パートナーをご紹介します！
あなたの希望のビジネスパートナーを
リーダーズバンクに登録するだけで、
マッチングさせていただきます!

https://c-hance.com/project/detail.php?id=784 https://c-hance.com/project/detail.php?id=403

https://c-hance.com/project/detail.php?id=791 https://c-hance.com/project/detail.php?id=850

Chance!のサービス③
コンサルタントはChance!の各種サービスを無料でご利用になれます。

https://c-hance.com/project/detail.php?id=784
https://c-hance.com/project/detail.php?id=403
https://c-hance.com/project/detail.php?id=791
https://c-hance.com/project/detail.php?id=850
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Chance!のサービス④
コンサルタントはChance!の各種サービスを無料でご利用になれます。

♦ビジネス人気ランキング
（ビジネスパーソンの投票で人気のビジネスをランキング形式で紹介します）

♦お仕事マッチング
（ビジネスパーソン向けに仕事の発注と受注をマッチングします）

♦後継者マッチング
（後継者を探している経営者とビジネスパーソンをマッチングします）

♦ビジネスショップ
（書籍からグッズまでビジネスパーソン向けの商品を販売します）

今後の予定
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BUSINESS TALK
あなたは今までビジネスの話を無料で
聞いていませんでしたか?
ビジネストークではビジネスマンから
「ビジネスの話を聞く」(オンラインでも可)
だけで報酬が貰えます！

報酬は1回 1,000円～最大で100,000円

Chance!の新サービス

https://c-hance.com/project/detail.php?id=916

https://c-hance.com/project/detail.php?id=916


��

ビジネス情報スーパーハイウェイ（チーム）です！
FLASHは日本の隅々までビジネスを伝える

コンサルタント
（ビジネスの窓口）

コンサルタント
（ビジネスの窓口）

コンサルタント
（ビジネスの窓口）

※ビジネスの窓口を利用しているChance!会員（目標100万人）
↓ ↓ ↓ユーザー ↓ ↓ ↓

※Chance!会員から伝わる一般人（目標1000万人）
↓ ↓ ↓消費者 ↓ ↓ ↓



ビジネス情報スーパーハイウェイ

��

PRESENTED BY CHANCE !

市場(シェア)を独占します
閃光の如く、ビジネス情報を全国に広げ、



"日々、世界で新しく誕生するビジネス"
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そしてこの度、数ある世界のビジネスの中からChance!が独自に調査し、
さらに厳選したビジネスの情報を「オフィシャルプロジェクト」として、

これから募集を開始するハイパーコンサルタント(限定100人)、スーパーコンサルタント
(限定1,000人)、パッションコンサルタント(限定1万人)、
ブランチ「ビジネスの窓口」(限定10万人)を介して、

瞬時に日本全国100万人以上のビジネスパーソンに伝え展開する

ビジネス情報スーパーハイウェイ「FLASH」をスタートします。
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「FLASH」を一言で言うと、閃光(フラッシュ)の如く、
ビジネス情報を一瞬で全国に伝達する、
日本初のビジネス情報に特化したアナログと

デジタルが融合したビジネス回覧板です。

例えば、将来的に売上100億円～1000億円以上の規模
になる可能性があるビジネスや商品をハイパーコンサル
タントから始まるFLASHのネットワーク(インフラ)で一
気に全国に広げ、市場(シェア)を独占します。



FLASH
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「ハイパーコンサルタント」
「スーパーコンサルタント」
「パッションコンサルタント」

募集開始!
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⑴ハイパーコンサルタント
(限定100人「審査有り」)
「加盟金528,000円(税込)を免除」

↓(推薦)

⑵スーパーコンサルタント
(限定1,000人)
「加盟金264,000円(税込)を免除」

↓(推薦)

⑶パッションコンサルタント
(限定1万人)
「加盟金132,000円(税込)を免除」

↓(推薦)

⑷ブランチメンバー「ビジネスの窓口」
(限定10万人)
「加盟金66,000円(税込)を免除」(条件有り)

↓(Chance!に無料会員登録)

⑸ビジネスパーソン(100万人以上)
※「ビジネスの窓口」を利用するChance!のユーザー。

↓(クチコミ)

⑹一般人「消費者」(1,000万人以上)
※Chance!のユーザー(ビジネスパーソン)
から伝わる消費者
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ビジネスは一人の力では成功できません。
また、単なるリスト(人間関係なし)を持っているだけでも成功はできません。
成功している人の殆どは心の通った熱い人脈を持っている人たちです。

FLASHは、皆さんの人脈を心の通った形(紹介と推薦で紐付け)
のあるビジネス情報網にして、

様々な収入を何度でも獲得できるようにする仕組みなのです。
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そして!
FLASHの頂となる「ハイパーコンサルタント」、要となる「スーパーコンサルタ
ント」、幹となる「パッションコンサルタント」の募集をスタートしました!

ハイパーコンサルタント(限定100人)、スーパーコンサルタント(限定1000人)、
パッションコンサルタント(限定1万人)は、コンサルタント「ブランチ」(限定10
万人)、そして日本各地のビジネスパーソン「CHANCE !のユーザー」(100万人
以上)に「FLASH」のミッション(使命)やビジョン(可能性)、バリュー(価値)を伝
えるアドバイザー的な役割を担い、更に全国で各コンサルタントを推薦して開拓
していただきます。



その結果!
ハイパーコンサルタント、スーパーコンサルタント、パッションコン
サルタントはFLASHのリーダーとして、全国のビジネスパーソンの

方たちを導き、

揺るぎない成功の礎を築いていただきます

��



��

FLASHはビジネスのベース
FLASHのチームをベースにして企業のビジネスチーム(組織)を構築します

A社
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D社 E社 F社

C社 G社

B社 H社

A社

�F�

FLASHはビジネスのベース(複数)
FLASHのチームをベースにして各企業のビジネスチーム(組織)を構築します
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FLASHはビジネスのベース（登録順）
登録順を優先する企業（ビジネス）の組織構築はFLASHの登録順を優先します

FLASHの登録順
佐藤さん
スーパーコンサルタント
（登録2月13日）

田中さん
パッションコンサルタント
（登録2月15日）

山口さん
パッションコンサルタント
（登録2月19日）

小林さん
ハイパーコンサルタント
（登録2月27日）

山本さん
スーパーコンサルタント
（登録3月2日）

X社の登録順
佐藤さん

田中さん

山口さん

小林さん

山本さん

X社
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メリット!
FLASH
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ハイパーコンサルタントのメリット
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スーパーコンサルタントのメリット
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パッションコンサルタントのメリット
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コンサルタント推薦制度の特徴

FLASHは、テイク(もらう)ではなく、ギブ(あげる)でお仲間を集めます!

貴方はお仲間へ
登録料、加盟金、参加費などの初期費用を取る必要はありません。

商品を販売したり購入を勧めたりする必要もありません。

貴方はお仲間へ
ビジネス活動の為の各種最新ツールをプレゼントできます。
最高50万円以上の特典(権利)をプレゼントできます。
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スーパーコンサルタントに推薦
［限定1000人］

（25万円相当の特典）

田中さん

あなた（スーパーコンサルタント）

ハイパーコンサルタントに推薦
［限定100人］

（50万円相当の特典）

佐藤さん

パッションコンサルタントに推薦
［限定10000人］

（15万円相当の特典）

吉田さん

↓（書類と面接審査）

認定
↓（書類審査のみ）

認定
↓（書類審査のみ）

認定
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★「限定100人 」
定員になり次第、募集は締め切ります。
但し、ハイパーコンサルタントの募集終了後でもダイヤモンドコンサルタントの
加盟は、正規の加盟金は必要ですが受付けています。
★ハイパーコンサルタント(ダイヤモンドコンサルタント)の加盟金「528,000円
(税込)」が必要ですが、ハイパーコンサルタントに採用された方は免除されます。
★「年間更新料」(毎年1回)として1年後に11,000円(税込)が必要になります。
★コンサルタントに採用されましたらコンサルタントの「エントリー料」として
最初だけ11,000円(税込)が必要になります。
�2021!6�30��	����� �����������"������$�
#�
�����

【
募
集
定
員
】

【
費
用
】
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★「限定1000人 」
定員になり次第、募集は締め切ります。但し、スーパーコンサルタントの募集終
了後でもゴールドコンサルタントの加盟は、正規の加盟金は必要ですが受付けています。
★スーパーコンサルタント(ゴールドコンサルタント)の加盟金「132,000円(税込)」が
必要ですが、スーパーコンサルタントに採用された方は免除されます。
※6月からリニューアルの為、新たにゴールドコンサルタントの加盟金「264,000円(税
込)」が必要となりますが、こちらも免除(無料)されます。
★「年間更新料」(毎年1回)として1年後に11,000円(税込)が必要になります。
★コンサルタントに採用されましたらコンサルタントの「エントリー料」として最初
だけ11,000円(税込)が必要になります。
�2021!6�30��	����� �����������"������$�
#�
�����

【
募
集
定
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】

【
費
用
】
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★「限定1万人 」
定員になり次第、募集は締め切ります。但し、パッションコンサルタントの募集終了
後でもパッションコンサルタントの加盟は、正規の加盟金は必要ですが受付けています。
★パッションコンサルタント(シルバーコンサルタント)の加盟金「66,000円(税込)」が
必要ですが、パッションコンサルタントに採用された方は免除されます。
※6月からリニューアルの為、新たにパッションコンサルタントの加盟金「132,000円
(税込)」が必要となりますが、こちらも免除(無料)されます。
★「年間更新料」(毎年1回)として1年後に11,000円(税込)が必要になります。
★コンサルタントに採用されましたらコンサルタントの「エントリー料」として最初
だけ11,000円(税込)が必要になります。
�2021!6�30��	����� �����������"������$�
#�
�����

【
募
集
定
員
】

【
費
用
】
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★20歳以上の方
★学生の方は不可

★応募期限は2021年12月31日までです。
但し、応募期限は「ハイパーコンサルタント」「スーパーコンサルタント」「パッ
ションコンサルタント」のみで、「コンサルタント」の応募に期限はありません。

★Chance!のFLASHは、アナログとデジタルが融合したビジネス情報の回覧板です
が、単なる回覧板ではなく、ビジネス情報と同時に情熱と熱意も伝えていただきま
す。また、次に伝える各コンサルタントも開拓していただきますので、
その部分も考慮して審査させていただきます。
★大きな目標と夢を持ち、それを達成する為には、どんな困難にも負けずに歩み続
けられる強い意志が必要です。
FLASHのコンサルタントにはそんな方たちを迎えたいと考えています。

申請条件:

期間限定:

審査基準:



認定までの流れ

「FLASHに応募する」
フォームより申し込む。
※同時にアンケートにご記入いただきます。
※ハイパーコンサルタント、またはエリアコンサルタントから
推薦された方はこの時点でコンサルタントに認定されます。

STEP1

STEP2

STEP3

審査の結果
ハイパーコンサルタントが決定いたします

「書類審査で合格した方は
面接審査(オンライン有り)
※ハイパーコンサルタントに応募される方は、立候補、
または推薦でも面接審査があります。

アンケートの内容をもとに
本部が書類審査。
※推薦ではなくご自身で立候補された方は書類審査があります。
※ハイパーコンサルタント、またはエリアコンサルタント以外の
コンサルタントから推薦された方は書類審査があります。

��
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夢の為なら何度でも挑戦したい!

人一倍大きな夢がある!

情熱なら誰にも負けない!

人生を逆転したい!

人前で話すのが大好き!

皆を成功に導きたい!

収入源を増やしたい!

家族や仲間を幸せにしたい!

億万長者や富裕層になりたい!

コンサルタントはこんな方にお薦めです！
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世界中の企業から権利収入を獲得しましょう!
あなたのFLASHグループ（ハード）と企業（ソフト）を融合させて、


