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ここで買えない⾞はない！

profit car shop

Car shop at whom all users
are sure to arrive

Pay attention. 

国内最⼤級！！

Live car

0円でも⾞が買える秘密がここにあります。

さあ！差額を計算して0円で⾞に乗ろう！



資⾦がなくてもほしい⾞が買える中古⾞販売専⾨店！

あなたが求められているのは、最も賢い車の購入が出来る理想
の車屋さんです。Live car（ライブ・カー）であれば、お手持ちの大
切なご資金を無駄にせず愛車を購入して頂けます。

もちろんどこにでもある車屋ではありません。

あなたの恋人やお知り合い全てにまで損をさせない全てを備え、
常にベストな答えを出せる唯一の車販売専門店です。

安く買えるようにするだけの専門であればどこにでもあるでしょう。
しかし入念な計算の上で車を購入出来る事に熟知する専門は、
現在日本に Live car（ライブ・カー）ただひとつです。

差額のみで車を買おうよ！
最も最高の答えを出したいあなたへ！

Live car（ライブ・カー）

差額のみ :] 車の価格は、これだけ

市場販売価格に惑わされる事なく本当にほしい車が1番賢く買えたのであれば… 素晴らしい事ではないのか
車は買う時ばかりで元手が取れない…
新車を買うにも前の車が二束三文…また損をするかも知れない…。

今まで、車の事で1つでも考えられるご不満を感じたあなたに朗報です。Live car（ライブ・カー）であれば車での全
てのお悩みを解消し、どのような状況でも最善の答えを導き出します。

全てとは、その全てである事を、そして差額のみで車に乗る爽快感をあなたは目の当たりとする事でしょう。

躊躇がいらない賢い選択とは…

知的な計算の上で 車が買える！

Live car (ライブ・カー) でのお車のお求めは、本部のホームページ及び全国にて登録されたあな
たの担当へお気軽にお申し付けください。

思い通りの価格で車がいくらでも買えるお店あったら教えてくれませんか？...

ここにあります。

A best car shop is checked 
through life. 

Profit car shop！利益の車屋

車をあなたの欲求のままにとことん楽しめる！



0円でも買える訳。
常に買える楽しさを求め、進化を求める。

Live car（ライブ・カー）

訳 :] 出来るようにする事

車屋でなければ、車が得して買えないのか？ 1番賢い車購入の選択とは？

熟練の車屋リスク0円での仕入れより生み出した研究成果を全て開放し提供します！

全ての秘密は、研究成果にある。

http://www.livecarjpn.info/

http://www.livecarjpn.info/reference
全てを可能にする研究成果を今すぐ確認！

全貌、お申し込みも出来る！



Contents 目次
ここで買えない車はない！

Live car（ライブ・カー）

コンテンツ :] この資料の概要です。

車を車として無理なく楽しむ…。この条件は、求める方法で手に入れられる事、これ程の優越感はないのではないだろうか？
では、それは、どのようにすれば出来るのであろう。

その答えの全てがここで明らかになる…。

全てを凌駕する最強の車屋。

差額のみで車を買おうよ！
0円でも買える訳！ナビゲーションURL

(１) Contents 目次 （※ 著作権表示）
(２) ご利用の流れ
(３) 楽しみで帰ってくる1万円の料金体制
(４) 最も賢い選択
(５) 差額計算の方法。
(６) 綺麗ごとの安心はいらない
(７) NOという答えに最高の車選びを！
(８) 買いたいNO.1 Maniac car              
(９) 買いたいNO.2 Allround Auction   
(１０) 買いたいNO.3 Live car stock
(１１) 手放す際は登録だけ
(１２) オプションで買い方が広がる！

受付で、価格が分かるお⾞情報プレゼント中！！！
今、思い通りの価格で 車が買える！

詳しくは後ほど！ 一生得をしながら車をとことん楽しむ…
買いたい時も売りたい時も｢更に！｣ で、次の次まで見据えた車購入の時代です。

（１）

(１３) 差額のみで買えるベストな計算。
(１４) 全ての機能が車を楽しませる。
(１５) 次回からのLive car（ライブ・カー）のご利用方法です。
(１６) あなたのお知り合いをご紹介ください。
(１７) さあ！あなたも買おうよ！！
(１８) 実際のご利用者の感想はこちらです。
(１９) ご利用のＱ＆Ａはこちらです。
(２３) ホームページへ今すぐアクセス！

困った時などの関連情報

※ この資料は、Live car（ライブ・カー）運営者、古賀一博が著作権を有するものです。
許可なく文章・画像の無断転載・複製などこれらに関わる著作権を侵害する全行為を固く禁止致します。

Live car（ライブ・カー）目次！

内容の詰まった必要な情報を検索して頂けます。



ご利用の流れ
ご利用開始で全ての機能を使える驚異的なメカニズム！

Live car（ライブ・カー）

ご利用の流れ :] お望みの車がお求め易いシンプルスタイル！

Live car（ライブ・カー）のご利用のお約束！差額だけで車が買える無料の差額計算から！

車種や条件を自由に変えワンランク上の車を狙い易く、一車種狙いのあなたにも市場比較や価格の見通しが効くの

で通常では買えないグレードまで一目瞭然です。

「お車情報プレゼント」をもらうとほしい車がいくらお得に買えるか差額計算式が付いてきます。

もう狙った獲物を逃がさない！

◎ 「お車情報プレゼント」の請求には、お電話かホームページのお申し込みフォームから基本情報が必要です。
◎ 希少車種でも車の販売経路をお得に買える情報網として網羅、全国ネットでご予約や捜索まで可能で1度のお申込みで対応出来ます。
◎ 満足するまで車を徹底して選べる体制でトラブルを限界まで回避する車選びが行えます。
◎ ご指定の車の手配にお時間が掛かる場合もありますので、より確実なご利用をして頂けます。
◎ 同一車種をもっとお得に買う、手放す車の価格を少し高くするなど、ご利用に欠かせないご相談がいつでも標準で行えます。

（２）

さあ！「お車情報プレゼント」（何度でも無料）をもらおう！！

既にご利用前のお約束！

まずは、Live car（ライブ・カー）最大の醍醐味である、ご利用前のお約束！差額計算を行なおう！！

「お車情報プレゼント」とは、車種や条件を変え、お手持ちの車を手放す価格を決定し0円でも必ず車が買えるようにする価格情報です。
まずは、お申し込みから基本情報を入力し計算が全自動で出来るプレゼントを無料でもらいましょう。

必ず買える価格が分かったら利用規約と自動車売買契約書をしっかり確認。
ご利用料金を納付しよう！

ご利用料金が振り込まれるといよいよ商談！

どんどん車の写真やほしい車を指定し詳細情報を確認しよう！！

「お車情報プレゼント」では、実際にある車の価格情報ですのでほしい車がそのままの価格で買えます。
車情報に満足し購入意思をお伝え頂くとその価格で即購入頂けあなたの元に納車されます。

必要書類や注意事項などご利用の順を追い係員からナビゲーションされますので安心です。

● お得に徹する当社では、ご利用規約と自動車売買契約書で簡単なルールが定められております。

http://www.livecarjpn.info/rule



1万円のご利用料金を振り込もう！
シンプルに！ほしい車をあなたの手に！

Live car（ライブ・カー）

料金説明 :] 料金体制や料金のお支払体制について！

他店を問わず1度のご利用でお得な車購入が楽しめるLive car（ライブ・カー）では、ほしい車を絶対に逃さぬよう
急な車の手配に備え事前にお預かり金として1万円のご利用料金を頂いております。

ご利用料金を振り込みを行うと実際に写真提供や他店の車など自由にご指定頂けます。
まずここで買えない車はありません！
また、しっかりとしたトラブルのない車選びも、突如余計な費用が発生しない安心も与えます。

万全の体制だからご利用は、いつも真剣に！

購入や売却を決めたらお支払い！

ご利用料金のお振込みで提供の開始です。

ありとあらゆる車の買い方が出来るLive car（ライブ・カー）では、車の手配を行わせて頂くために発生する一部費用を、ご利用開始前
にお預かり金として頂きお取引完了後に残った費用はご返金させて頂いております。他社ではサービス料金として3万円や車両価格
の50％などを徴収しますが、余計なご負担を削減しお気に入りの車を逃しません。

お預かり金が返済されるお取引内容は下記となります。
・他店取扱いの車両 （お取引終了後全額返金されます。）
・当店在庫 （お取引完了後全額返金されます。）
・オートオークション （入札手数料1000円～が各オークションにより発生した金額をお差引きご返金します。）

・車を手放す場合 （お取引終了後全額返金されます。）
・ご利用のキャンセル （お振込手数料をご負担頂き残りの残金をご返金します。）
※オートオークションでのお取引の場合で車の下見などをご希望される場合、別途2000円がその都度必要となりご利用料金から差し引かれ 、上記手数料がやむを得

ず超過した場合は別途費用が発生する場合があります。
※ また、車を手放す場合で業者向けオートオークションでの出品をご希望する場合のみ別途費用が必要です。

お振込先は当社が販売を委託する販売担当会社であるフォートクリエーションへのお振込みとなります。
京都銀行 園部支店
普通
口座番号 4056233
口座名義 フォートクリエイション

お振込み手数料は、ご利用者負担となり、ご利用期間の制限は2か月を目処とし一切ありません。
※車両代金のお振込みなども販売担当企業フォートクリエーションが担当を致しますのでご安心してお振込みをお願いします。

● ご利用料金の詳細は、こちらで！ご利用料金のお振込みでご利用が開始されます。

http://www.livecarjpn.info/charge
「お車情報プレゼント」でお目当ての車がいくらの価格で必ず買えるか確認出来たらご利用料金のお振込みください。

（３）



最も賢い選択
車を求める最高の証！

Live car（ライブ・カー）

最も賢い選択 :] それは、今のあなたです。

資金がなくとも車がいくらでも買える専門店は、売りたい時と買いたい時、各々で独立し無駄のない車選びを可能
とします。今後、このお店で車の購入を行うと、沢山お持ちのご資金をも無駄にする事すらありません。

同一車種で価格の安い車でも、お求めに「更に！」を追求します。

文字通り最高の名をほしいままに。

買う時は高く、売る時は安いのが車業界の常識です。

しかし、
個人間で売買をすれば、安く買い高く手放す事が出来ます。

そこで、Live car（ライブ・カー）が出した答え、それは、この個
人売買のやり方をベースにシステム化すれば良いのではない
かという事です。

● 市場平均価格600万円の車両の売却で

・ 一般買取 250万円 ・ Live car（ライブ・カー）であれば 400万円（込）

● 更に市場平均価格600万円の購入で

・ 一般店 598万円 ・ Live car（ライブ・カー）であれば 450万円（込）

手放す際150万円、購入時148万円以上、合計298万円お得になりました。
この場合、ご負担50万円で市場600万円の車を買う事が出来ました。

ここで、ご利用が面倒なのではないだろうか？という疑問に対し、手放す際には登録だけ
更にお得な購入にもシステムを利用するだけという手軽さです。

A best car is always obtained.

（４）

この差額で価格を決めて買う。
それが差額のみで買えるシステムです。

購入先に応じた個人売買方式を採用！！

車を買うのに最も得をするにはどうしたら良いだろうか？

安く買えるのは、わずか30万円程度でしょうか？

あなたは、車を買う面白さにだまされ続けていませんか？



差額計算の方法。
さあ！ここで計算方法を極めよう。

Live car（ライブ・カー）

差額計算 :] それは、あなたが車を買う価格。

お車情報プレゼントをもらうと、いくらで手放しいくらで買えるか、テキストデータが来ます。その価格の調整で、
自由に、あなたが決めた思い通りの価格で車が買えます。

方法は、とっても簡単。

同一クラスに格安で買う事も、車種を変え50万円以内で買う事も自由に…。

手放して…購入で0円で買う事にチャレンジ！

この計算の場合、もと値はいくらでしょうか？仮に3年後に手放す際、購入価格以上の価格で手放せるのがご理解頂けると思います。

車情報プレゼントをもらうと次回手放せる予測価格や楽しい特典が付いてきます。

購入相場
Live car（ライブ・カー）220万円 （市場378万円）

手放せる相場 （他社購入の場合）
Live car（ライブ・カー）120万円 （買取90万円）

購入価格 100万円
トータル288万円お得

購入相場
Live car（ライブ・カー）130万円 （市場248万円）

手放せる相場
Live car（ライブ・カー）120万円 （買取90万円）

購入価格 10万円
トータル148万円お得

購入相場
Live car（ライブ・カー）420万円 （市場698万円）

手放せる相場 （当店で買っていると更にお得！）
Live car（ライブ・カー）380万円 （買取220万円）

車種を変え、条件を変え 購入価格 ４０万円
価格落ちの少ない適度な買い替えや、諸費用、手数料などをあらかじ
め見越した計算を行ってください。
※ 車種により相場下落が最小限のお得な価格帯の中でお買求め頂

けますが、走行距離や使用状況などで変化します。

⾼額⾞でも同じです。 ビビッてはいけません。

車種や条件を
変更してみよう！

まずは車の価格情報をもらおう！

要は、0円で買いたければ、上記購入価格 を 0円 に合わせるだけ！

高級車に乗りたければ、徐々にステップアップすると楽に買える！いつまでもご利用が楽しみです。

この40万円で買った車が300万円でも手放せる！

（５）

市場698万円の車がわずか40万円…。

今後、手放す際に無理に高く売る必要もなくなります。



綺麗ごとの安心はいらない
本来求める安心には

Live car（ライブ・カー）

綺麗ごとの安心はいらない :] 文字通りの安心をあなたへ。

価格が安く各々独立した車屋さんの Live car（ライブ・カー） であれば、それは、品質が悪いという事でしょうか？
もちろん Live car（ライブ・カー） は、NOと答えます。

Live car（ライブ・カー）であれば、その安心も更にお得に追加して、お気に入りの車をいつも必ずあなたの基にお届けします。

ご存知でしたか？大手であれば安心…それは過去の話。

あなたであれば、車を買う際に、どこでなら納得して購入致されます
か？もちろん中には、実際に試乗しなければ買わないという堅実な
方もおられる事でしょう。しかし、現在車業界では、インターネットにて
お取引を完了する方が実に48％と店頭販売を凌ぐ勢いです。

車屋の販売ノウハウでは、安く仕入れた車に値を付け差額利益を得
ますが、程度の悪い車も修復技術の発達で修復後に店頭に並び、
最悪なものとなると2台の車で、1台は購入人気のあるノーマル車を
作り、部品を移しドレスアップカーを1台作り販売するのがノウハウと
されています。

高く売る為です。 その結果、車屋は汚いという定義まで生まれます。

見て買ったのだから大丈夫… それが、本物の安心でしょうか？

Live car（ライブ・カー）では、車選びに国境はありません。

その機能の一つである車屋専用の仕入先となるオートオークション
や、現在、他店の車屋の在庫でも同様に厳密な検査による出品票で
のデータ照会で一切の不正がなきように調査購入まで可能です。ま
たこれによる公正なデータによるお取り寄せを始め、購入に境界を
持たない特有の車屋として先のような営業上の不正を事実上不可能
とする事により、他の車屋さんのように購入時や後の契約上のトラブ
ルの心配まで軽減します。

その為、あなたが車の事に詳しくなくとも車屋さん気分で 更に、 お得
を追加して購入頂けます。

そんな事をしていたら在庫がなくなり気に入った車に乗れないので
は？もちろんそのような心配もなき事も資料を読み終わる頃には安
堵なされるはずです。

いわば、あなたが求められているものは本物の安心と断言出来ます。

（６）

本格的な⾞選び
楽しめるね！

安心を手に入れる
満足とお得を手に入れる

差額のみで買える

選んで買える

ここで買えない車はない！

走る安心、アフター全てに対応！

うん！
うん！

今、あなたが求める安心全てを補えます。

あなたが安心と言える判断基準は高度なものです。



Maniac car
お気に入りに国境はない

Live car（ライブ・カー）

マニアック・カー :] 他店や、こだわりを持った車がお得に買える！

ひとつの車屋で安心に追加して、どの車屋さんの車でもお得に購入出来るのは1番気楽です。
あなたが今まで追い求めていた車が手に入ります。

現在、他店でしか買えない車、ショーカー、カスタムカー、ドレスアップ車、映画で使用された車、1度見て忘れられ
ない車など、求めるものを求めるままに買える全てで車屋としての限界を超えます。

Live car（ライブ・カー）であれば、あなたの買いたいに全てお得を追加し提供する。

極める満足…それは他を凌駕する。

現車の魅力…それは計り知れず尊きもの。車好きであれば、あきらめていたあの時に見た車を手に入れたいというのは必ずといってあるでしょう。
他店との直接交渉では歯止めが掛かる場合や、委託車両ではお気に入りの車がなくなってしまう事もご経験されるでしょう。Live car（ライブ・カー）
では、車屋にしか出来ない交渉術にて最大10～90万円ほどお得になる価格交渉も標準！ほしい車の気になる不正照会や整備欠落渡しなどあら
ゆる不備がなきようお求め頂けます。

実際に映画に使われていた車両やお気に入りの車の写真などからの追跡など全てに対応！

※ 整備抜きやオプション欠落などなきように対応しており価格交渉も含みますのでとても気楽ですが、契約はトラブルがなきようにLive car（ライブ・カー）との仲介契

約でのお取扱いが可能です。
※ Live car（ライブ・カー）仲介契約での場合、所定のご利用基準（既に本店にある在庫の場合など）が適用される場合もあります。
※ 過去の履歴や他店からの照会など他店には限界のある追跡と自負しておりますが映画やショーカーなどの場合、1部提供元の情報公開に制限が掛かる場合が

あります。
※ こちらは、他店などでしか買えない車も含まれます。

こんな買い方も自由自在に楽しめる！

お買求めの際は、現オーナー及び他店への要請となります。Live car（ライブ・カー）と共同し、あなた的な確認も可能！異常個所や傷が確認された場合でも事前

修復やオーバーホール、写真の提供、など情報提供を求めます。全チェックが標準です。

・不正チェック（照会、品質証明） ・追跡 ・車情報の依頼提供 ・商談 ・契約

気になる箇所までどんどんお伺いください。（事前にまとめておくとスムーズです。）

遠方の方にも満足の行くまで車情報の提供、不正照会など正確なデータが出ない場合など良き購入参考となるでしょう。情報取得後、すぐに購入頂けるのも魅力
ですが、特に走行に支障の出る軽微な部品交換など購入前の交渉によりトラブルも最小限です。

ご購入後まで見据えた車購入をお楽しみ頂けます。

（８）

※ 掲載画像は、さまざまな車をお求め頂けるイメージです。

買える機能 NO.１

求める車が理想的な手段で手に入ります。

あなたのもっとほしいをありのままに…。

Function

Attention and reference : 注意と参考



Allround Auction
ここで買えない車はない！

Live car（ライブ・カー）

オールラウンド・オークション :] 車が原価で買えるオークション購入が可能！

Live car（ライブ・カー）のみで全ての車を網羅する証！全国各地より車の情報が集結、4000をも超える車業者へ
の限定車種照会を始め、予約もあっという間に完了する。

他店では味わえない専門を越えた専門として1車種最大数十台以上の車の中からほしい車選びを可能とします。
もちろんお気に入りが見つからない場合でも、週単位で車が追加されお気に入りを逃しません。

車選びを熟知した Live car（ライブ・カー）であれば、これを可能とします。

年間1000万台超の車の中から買える。

低年式から高年式まで全てに満足行く車選び！こちらでは、市場流通前の車が魅力的な価格でお楽しみ頂けます。

全チェックは当然、厳正なチェック済みの車両のみ登録されています。ネット上で販売される車の台数は、約30万台と言われますが、こちらでは、
怒涛の年間台数1000万台超の中からお楽しみ頂けます。

日本の自動車年間登録台数800万台を越えました。 ここで買えない車はありません。

※ 途中車種変更、長期での大物狙いまで自由度の高い車選びに対応します。

※ 車に関する情報を取得し納得した上で入札するシステムとなっておりますが、ご満足頂けると思われますが、セリの特性にて、入札落札後いかなる事がありまし

てもキャンセルが出来ない場合もあり随時ナビゲートします。

まずは、お車情報のプレゼントから、ほしい車の詳細データをお伝えします。

・写真 ・下見 ・ 入札 ・ 落札など一環として、ほしい車を徹底してマークします。
・相場データ照会 ・一発落札 ・在庫車両照会 ・ 予約 ・お取り寄せなど全て対応可能です。

公正（品質保証）なる車情報の提供により、遠方の方でも徹底した現地プロスタッフにより足を運び、中継にて現車確認、入札まで行わせて頂きます。全国ネットで全
ての車情報が入りますので他店併用の手間も不要です。

車屋の気分で、満足する車選びをお届けます。

このような買い方は朝飯前に出来る！

（９）

※ 掲載画像は、車を選べるイメージです。

果てぬ永続機能 NO.2

日本全国、車という車が一堂に集結する。

最もお得に車が買える全てを凌駕する

Attention and reference : 注意と参考

Function



Live car stock
日本初の登録在庫を提供します。

Live car（ライブ・カー）

ライブ・カーストック :] オークション以上の現役良質車が買える！

求めるものは未知数！Live car（ライブ・カー）のみでしか手に入らない桁外れの在庫能力で登録された車及び以前購入された
方の車が一般市場稀に見ない独創的な世界で購入出来ます。

全国48都道府県、今後あなたも車業界でどこよりも1番お得に手放せ、どこよりもお得に買う事が出来る最強の在庫を提供、
Live car（ライブ・カー）で買うと自動登録され、次の車が負担最小限で買えるチャンスに恵まれます。

ここだけにしかない Live car（ライブ・カー）だけの世界をお楽しみください。

全国に現在走る全ての車を買える！

地上に走る自動車数、なんと10億台…。この Live car（ライブ・カー）では、更に一般市場に出回る前の良質車を手にして頂けます。

低年式から高年式まで全車種対応で思わぬ掘り出し物まで見つかります。

※ 基本現車限り、手放す場合の登録機能と連携をする事により買ったばかりの車の買い替えやレアな車の売却までスムーズに行なわれます。
※ オートオークションでのお取引同様、ご利用者の事故防止の為、原則試乗は不可能となっております。

※ Live car（ライブ・カー）で車を買うと特別オファーがありますが、手放す登録機能で登録をお済ませになられたほうが有利な条件でオファーが有利です。

◎ Live car ストックは、お得な価格帯により算出し、大手にすら良質車の価格で負ける事はありません。お買求め頂く車の価格平均は、一般市場での3～7年後の

市場価格に匹敵し売買共にお得となる魅力！飽きたなと思ったら即時好条件での手配まで可能です。
◎ 車を処分したく車検付きで3000円でも良いという車や、最高級車を子供が出来たので安くてもいいから手放したい方など掘り出し物もみつかります。

まず、お車情報のプレゼントから該当する詳細を提供！価格から車の情報を大切に細かなピンポイント情報の提供が1番楽に行えます。

・現車最終チェック ・商談（車情報の提供）
・わずか小傷ひとつでも満足行くまで聞き、満足ゆくまで交渉可能です。
・特に低年式、低額車ファンにはたまらない交換同様で多数の車まで楽しんで頂けます。（登録時に別途、次回乗りたい車の申し出ください。）

Live car（ライブ・カー）管理ですので、専用の出品票や写真商談が行え、価格交渉を含めゆとりの買い物を楽しめます。ですから、知りたい情報を無制限で知れ、

常に登録車両とあなたを中継し生の現車の魅力を公開、購入意思がお決まりになり次第、即購入頂けます。

とてもご利用がスムーズな購入が可能で、走る事で気になる部品交換交渉など、少しでも満足して妥協のない買い方が可能です。
全車種、全年式、新車落ちの新古車にまで対応し無理のない交渉購入がとても楽に行なえます。

Function

あなたの条件に一致すると交換状態でも買える！

（１０）

※ 掲載画像は、現在走行中の車までも買えるイメージです。

未曽有の機能 NO.３

車へのこだわりをお持ちの方にまで特別なオファー！

現在走る現役車両までお望みのままに。

Attention and reference : 注意と参考



手放す際は登録だけ
差額のみで次の車に乗れるシステム。

Live car（ライブ・カー）

手放す際は登録だけ :] 下取り、買取、個人売買方式も兼ねる売却機能

先程の Live car（ライブ・カー） の ｢Live car stock｣ 及び3つの機能を限界まで駆使！購入時、市場に出
回る前のお得な価格帯の中での設定で車の価値を損ないません。

お車情報プレゼントから「価格決定」 ｢登録完了｣のみの手軽さ！今後の新車での下取りにも最高のパフォーマン
スを発揮し、毎回利用したくてたまらない楽しさ抜群です。

今お手持ちの車も Live car（ライブ・カー）で買われた車も登録するだけのお手軽さです。

お手持ちの車があなたの財産となるメカニズム！

あなたは損をされていませんか？中古車業界では、値引き額をあらかじめ設定して価格を付ける事がノウハウとなっているのをご存知ですか？し
かし大きな値引きを行わないのがノウハウです。それは、高額車を下取りで数字で操っても現在の車の価格の儲けが出ません。では、低年式の車
を下取りにお求めの車の販売額を多くしておけば下取り額は高いのでしょうか？通常タダ同然で車を手放す事になります。

Live car（ライブ・カー）では、売れれば最も高く売れると言われる個人売買方式を採用し、あなたが決めた価格での提供に耐えうる必要なシステム
を開放する事であらゆる売却を兼ねる事が出来るのです。

業務提携により、業者間最高額入札に対応し更にお手持ちの車の価値が上がります。

※ Live car（ライブ・カー）では、受付よりスタンバイ完了、開始まで全ての流れをナビゲート致しておりますのでご利用が簡単です。
※ お申し込み後、限界価格で売却を試みる事も可能です。しかし、お時間を要す場合がありますので基本価格でのご利用を推奨します。
※ 大手買取の対応範囲は、わずか13％と低く、下取りでは出来ない対応範囲100％の Live car（ライブ・カー）では、低年式から高年式まで｢更に！｣が付く理想の

売却を相場に応じたお取引で、ありとあらゆる車に対応可能です。
※ 保管場所が気になる場合などは、全国無料お引取りや、購入に合わせた車のお取引が可能です。
※ ご不要となりました車の在庫や不動車まで売買共に、社用（商用）車にまで対応可能です。詳しくは、何でもお気軽にご相談下さい。

⾞は、常にあなたの財産
残存価格が残る無駄のないシステム！

（１１）

※ 掲載画像は、車を次の方へ引渡しするイメージです。

もう車の価値が残らないとは言わせない。

日本で最大級の売却額を誇れる有一無比のシステム。

買うだけでもお得な中で価格が付かない車に対応する成約下取りにも対応！次の車に乗りたい、別の車がほしい、買ったばかりだけどもう少し良い車がほしい。
特に、本部でご購入した車は、購入価格が3～7年後ですので、購入してすぐ手放したい場合もこの機能で負担はわずかです。

当初の基本価格から個人売買フリー形式の採用でお望みの価格で手放す事も可能！
価格決定からスタンバイまでスムーズに行なえます。

お時間が掛かる事を見越せる車も含め、手放す事を決定した時点で、車に乗りながらでも登録が可能です。

車を買う時に合わせ手放す事も可能、買取や廃車にも対応し継続で幅の広いご利用が可能です。

Attention and reference : 注意と参考

Function

登録だけでもOK！今すぐ登録しておこう！
車を売却、手放す意思があれば、もっと早くオファーが入る！



オプションで買い方が広がる！
車がもっと身近になる嬉しい機能。

Live car（ライブ・カー）

オプションサービス :] 自由に追加出来る安心

お買い求め頂く前から、もっと理想の車の購入をして頂ける嬉しいオプションサービスは、本来中古車と呼ばれ故

障は付き物などと言われるご負担を更に軽減します。

Live car（ライブ・カ－）であれば、お支払い中の車からローンが通らなかった方にまでチャンスを与えます。
追加するサービスで、ご利用頂く為のご心配は無用です。

安心して走る為のものだから安心して走る準備は欠かせない

お得に買えるから楽々付けられる！

もう少しゆとりがあれば

ワンランク上の車も楽なのに…

ローンを他社で断られた方まで、全国48都道府県

で低金利ローンの紹介まで可能！

「更に」のLive car（ライブ・カー）であれば、2ランク

上の車にまで「更に」楽々お乗り頂けます。

困ったな…

借り入れ体制が群を抜く
買われる方は更に優遇

マイカーローン完備

実質年率

1.5%～

これなら、お気
に入りに即対応
できるね。

お買い求めの車は、全国どこでも気ままに修理や整備などメンテナンスが行えます。現在お支払い中の車や、これらのサービスの強化で、個人売買での仲介や契約、車
両保険のご相談に至るまであらゆる不満へ対応します。意外にも広範囲をサポートするオプションサービスでワンランク以上の安心が魅力です。

車種によりご利用頂けない場合や必要のない場合もあります。最終的にはお見積もりでの対応となります。

走らないと困る
じゃない…

買って動かないと嫌だな

修理代も高く付くしどうしよう…

ご購入されたお車に自由に保証をお付けする事で、
急な故障にも迅速に対応が可能です。

「更に」のLive car（ライブ・カー）であれば、ご購入

の車に走る事に支障のない安心が手に入ります。

保証対応範囲は広範囲
車を楽しむ最強の見方

マイカー保証完備

最長保証

3年

車を安心して楽
しむ絶好のチャ
ンスだね。

せっかくの掘り出し物なのに

小傷が多い…なんて事だ…

どうせなら良い
条件で乗りたい…

安くて良い車なのだが傷が多くて困った場合、購入
時の修復サービスで修復可能です。

「更に」のLive car（ライブ・カー）であれば、ご購入

時修復で無傷の車が低額で手に入ります。

審査無料！！ 15,000円～

購入以上の最適な満足
理想の状態で満足納車

傷修復サービス完備

丸々1台

傷修復

5000円～

やはり、車は美
しく綺麗にして
乗りたいね。

（１２）



毎回、次の次までお得に車を楽しむ時代。

Live car（ライブ・カー）

ベスト :] それは、全てにおいて他に勝るものがなき事。

差額のみで買えるベストな計算。

若干足りない分も差額の追加だけで買える！お得に買えお得に手放せるとその差額だけで継続1000万円以上お得になります！
お得にとことんこだわった独自の計算で毎回のご利用が楽しくなります。

※ 以下は、一般で実際にあった購入し手放した実例です。

さあ！差額を計算して0円で車に乗ろう！
上記図の 赤い部分を計算すると新規手出し0円でも車が買える！あらゆる差額で得をして車を楽しもう！

これからは、ここだけにしかないお得な価格帯の中で車をとことん楽しんで頂けます。

買うだけでもお得。

■ Live car（ライブ・カー）
お得な価格帯の中で買えます。

※ 価格は、車の状況や相場により

異なり、更に下がる場合や上がる場
合もあります。目安としてください。

一般市場価格、他店

⼿放すだけでもお得。

■ Live car（ライブ・カー）

500万円

一般買取他店

250万円

0万円

差額のみで買える！

■ 手放した価格

一般市場価格、他店

プラスこれだけで買える！

※ 差額のみで車が買えるシステムは、低年式や不人気車種、価格帯の開いた車種などの場合、若干低めの手放す際の価格となる事もありますのでゆとりある計算の

上にご検討をお願いします。次の次の車まであなたが価格を決められます。

（１３）

ご利用だけでもいつでも「更に」が付くお得さ！

ベストな計算もあなた次第。

⼿数料
⼿数料

ここまででも差額約300万円お得！



いつも いつまでも Live car（ライブ・カー）で

Live car（ライブ・カー）

システム :] いつまでも続く夢のカーライフ

全ての機能が車を楽しませる。

他店でお買い求めになり市場価格で購入されていた方は、登録での機能でも少しがっかりされるかもしれません。しかし、これから
は購入価格で、手放す価格で他では味わえない差を見せ付けます。

Live car（ライブ・カー）で購入した車も、現在他社でお買い求め頂いた車も…。 お気に入りの車も…

買う時も、手放す際も、お申し込み1度で可能です。

Live carを利⽤するだけ
でいいんだね！！

Live car（ライブ・カー） なら、満足するまで価格をあなたが決められます。

乗り終えた車は、
すぐに登録
（売りたい）

差額のみ

次の車は、更に
お得に購入
（買いたい）

（１４）

次の車は、更に
お得に購入
（買いたい）

乗り終えた車は、
すぐに登録
（売りたい）

単独利用も自由自在！！

いつも、

ベストなコンビネーションは、お申し込みのみ。

夢にまで見た理想のカーライフがいつまでも続きます。

ちょっぴり早めに
登録して大物狙い！

特別オファーで
次の車に乗るチャンス！



買いたいをためらっても、まずここに

Live car（ライブ・カー）

1番賢いあなたは、 :] ずっと Live car（ライブ・カー）で行こうよ

次回からの
Live car（ライブ・カー）のご利用方法です。

修理や車検の時にも、次の次の車の価格計算の際にも、いつもいつまでもあなたに暖かく受け入れてくれる車屋です。

今後、お申し込みで何度でも、あなたが価格を決められます。
もちろん来ると最新相場が楽しめます。

Live car（ライブ・カー）では、 1度ご利用されたあなたに、次回も、その次も末永いご利用を願っております。

しかし、困った事があるのです。

実は、全国展開をしていると大切なお客さんに満足のゆく声を掛けてあげる事が出来ず、最良のタイミングであなたにご利用頂けな
いかもしれないのです。

そこでお願いです。

そのお願いとは、車の事なら真っ先にあなたからお声を掛けて頂きたいのです。
その時、1番賢いあなたは、Profit car shop！としての継続でのご利用効果の意味をお知りになります。

この資料をご覧になるあなたを大切にします。

その為、ご利⽤はあなた⾃⾝からご利⽤頂くシステムとなっております。

メンテナンスも！次回のご利用も！末永いご利用をお約束ください。

（１５）

必ずあなたから来てください。

車をとことん楽しんで買える車屋を目指し続けます。



あなたのお知り合いにまで損をさせません。

Live car（ライブ・カー）

今、全ての方に、 :] 夢のカーライフを与えます。

あなたのお知り合いをご紹介ください。

Live car（ライブ・カー）では、あなたはもちろんの事、ご利用頂く全ての方に損をしないように、平等に最も「更に！」の付くお得なシス
テムを提供致しております。

そこで、あなたの大切なお知り合いまで損をさせないよう、車を買われたい方がおられましたら是非ご紹介ください。

もちろん車が無料でもらえるサービスではありません。 しかし、0円で車を買う事なら出来ます。

あなたが、満足し得した喜びを
あなたが、納車された喜びを
あなたが、車で困っている方へ

今、その考えられる全てにおいて満足して頂ける全てをお知り合いにも与え続けます。

お知り合いへのご紹介や、最大１０万円の車購入資金がもらえる！面白サービスも提供中！！

http://www.livecarjpn.info/freeintroduction
お友達を含め、会社の同僚や後輩、恋人にまで、あなたが知る全ての方を是非、この Live car（ライブ・カー）へご紹介ください。
今、最も賢い選択をなされているあなたへ…。 お知り合い共々…全ての方に満足を与えます。

この Live car（ライブ・カー） のご利用を末永くよろしくお願いします。

（１６）

あなたのお知り合いにも損はさせません。

今、全ての方に賢い車屋さんの選択を与えます。



ご利用は、今すぐお申し込み！

Live car（ライブ・カー）

受付もとても簡単 :] 今よりとことん車をお楽しみください。

さあ！あなたも買おうよ！

遠方の方でも紹介したい方がいる場合、この資料や受付がどこでも行える準備をさせて頂いています。また Live car（ライブ・カー）
では、登録された全国の担当まであなたの受付をしてくれます。

この担当者は、お名前と住所などを本部に登録させて頂き、受付とナビゲートが出来る仕組みです。Live car（ライブ・カー）の事をお
知りになられた際、この資料とは別に受付票やご利用規約（状況により異なる場合があり、お持ちでない場合、担当者にお尋ねくだ
さい。）のご記入でお申し込みも可能です。

お申し込みは、ネットからご自身でも、全国の担当へ依頼する事も可能です。

もし、あなたがネットで行い担当者がいる場合、
頑張って、あなたにお得な情報を伝えてくれた担当者のお名前を必ずフォームに入力お願いします。

担当者のお名前を頂いても、あなたの車の価格が高くなる事はありません。

お申し込みの際には、ご協力ください。

※ この資料は、次回のお乗り換えの際に便利です。
印刷を取り車検証と一緒に保管、または、特別な場所に保管し管理されてください。

全価格帯をお得設定するお得標準宣言！ ここだけにしかない販売方式を維持し1台1台真剣にお取扱いします。

よろしくお願いします。

（１７）

全ては、お申し込みから！

まずは、車の情報をお伝えください。



こちらでは、実際のご利用者に特に当初からのシステムのご利用感想や納車まで
の流れなどを要望を出し感想を頂いたものです。

ご参考にお願いします。

（１８）

当初は、迷いはありましたが、とても良かったと思いますよ。順を追ってゆくとまず、受付からの車情報のプレゼ
ントですが、車のデータがメインで写真がなかった事が少し気になりましたね。しかし、相場情報など詳細なデー
タがあって、特に価格比較した場合は絶賛ものでしたよ。「おっマジ！」なんて！！(*^o^*)♪

以前よりオークション代行などは知っていましたが、料金体制には、きな臭さで受け付けず、店頭で試乗してか
ら買う派だったのですが、彼女に「同じもん買うなら損じゃん」なんて言われ躊躇してましたが、ほしかった車より
良い条件で美車と来て価格が安いと来たら飛びついちゃいました。

僕が購入した車は、BNR32型 GT-R ですが市場で380万円オーバーするほど価格が高騰してしまって、予算を
抑えたかったのですが80万円ほどで購入、残りの資金で彼女にプレゼントしても余裕まであります。

普通の車屋さんは、現車や写真を見ますが Live car（ライブ・カー）さんでは、データが先に来ます。ですから装
備や備品など希望があれば詳しく伝えておくととても早いと思いますよ。ご利用のコツというものです。

僕の場合、商談に入り購入前に大量の車情報と下見などまでして頂いて1度目は、納得がゆかず、ほしい装備
で要望を伝え2度目で購入しました。当初のプレゼントは、希望に近い車のデータと考えると分かりやすいです。

何をさておいてもご利用のコツがポイントで、かなり高レベルです。 (*^o^*)♪♪

Ｍ.Ｓ 様 ≪千葉県≫

男性 27歳

※ 顔写真は、プライバ

シー保護の為、フリー画
像に差し替えています。

Y.T 様 ≪広島県≫

男性 32歳

※ 顔写真は、プライバ

シー保護の為、フリー画
像に差し替えています。

僕の場合、Live car（ライブ・カー）さんを知ったのは、以前使っていた車屋のオークション代行が倒産し、良い車
屋さんを探していた時です。その為、オークション代行があればとご利用料金にも抵抗がなく20から30万円ぐら
いお徳であればとすんなり申し込みをしました。

まず価格に関して驚いたのは、以前使っていた車屋さんより断然安いです。以前は市場価格より諸費用分程度
安いだけでしたが、Live car（ライブ・カー）さんでは、車両価格そのものがとても安いです。

この事ですがオークション代行業者にも色々あるみたいで
僕は、車の価格にだまされ続けてました…。でも、ここがあれば車で悩まない。

実際利用してみると数百万円単位でお得です。僕の場合は、市場の約半額程度で車が買え「あれっ？」と狐に
つままれたように歓喜しました。僕の場合、お取り寄せでしたが商談に関しても車の情報は、満足の行くまで対
応してくれ、以前の車屋さんといい野放しのとこ多いです。

結局予算が合わずあきらめていたレクサスに乗れ、今回で2度目です。
本気で良い車屋さんを探すなら お薦めですよ！

登録のスタンバイも気にならないしほんと差額で乗れる。さすがの僕も友達にここが良いと紹介しました。

※ 実際の本文に掲載されていた読みずらい部分を読みやすく一部のみ編集させて頂いております。

免許を取ったのですが車が以外に高く…（泣）しかし最高によい車がお得に買えました（＾＾）

ご利用を決めたのは、良い車屋さんはないかと探していたのがきっかけです。私は、しっかり者と言われていま
すが、厳しい目でずっしりしたマジェスタのようなセダンが好きで探してました。

ところが結構古い車でもいい金額するじゃないですか
ところが平均して半額ぐらいで少し良い物の情報を頂きまして、それなら支払いに無理もないかなって

積み重ねは大事と言われているけど普通に一般市場で買うと高～！（泣）

当初とっつきにくかったのは、車のデータになじみにくかったかな？「えっこれどうすんの？」みたいな（笑笑）
該当車種と分かってようやく「なるほど！」と車の情報も色々提供して頂き満足です。

商談の際には、実況中継もあってちょっと緊張！車そのものの状況を中継してくれるので聞きたい場合、知りた
い事をまとめておくととても便利と思います。次回の利用はこちらから連絡すれ良いのですねＯＫ♪ＯＫ♪

納車され実況中継の小傷の説明が「ほんとだぁ～」と！入門車にはまずまずドライブを友達と楽しみました（＾＾）
次回は差額だけですよね！私はずっと賢く Live car（ライブ・カー）さんで行きます（笑）

M.Y 様 ≪熊本≫

女性 22歳

※ 顔写真は、プライバ

シー保護の為、フリー画
像に差し替えています。

実際のご利用者の感想はこちらです。

Live car（ライブ・カー）ってどんな感じだったの？



Ｑ： 「お車情報プレゼント」は、どのようなものですか？

Ａ： 基本、車のテキストデータが中心で購入検討に必要な全てのデータに楽しめる工夫を凝らしプレゼントしております。

Ｑ： 「お車情報プレゼント」は、ご利用料金を支払った後にも見れますか？

Ａ： 見れます。あなたが価格決めるのと同様、差額計算もいくらでも可能です。

Ｑ： 「お車情報プレゼント」からどのようにして買うのですか？

Ａ： ご利用料金のお振込みが完了すれば、車情報の確認まで行なえ即購入出来ます。売却なども全て同様です。

Ｑ： 「お車情報プレゼント」は、いくらでもチェンジは可能ですか？

Ａ： 車種を変え、年式を変え何度でも可能です。是非1度0円で車を買う事にチャレンジください。

Ｑ： 全ての車の情報を見れますか？

Ａ： 年間600万台超の台数をお見せするのは困難です。その為、お申し込み頂いた車を優先しております。

Ｑ： 全国対応であれば陸送費用の方が高くつくのではありませんか？

Ａ：価格を決められるだけではなく、お近くから購入手配し陸送費を削る事も出来ます。

Ｑ： ローンが組めない場合はどうしますか？

Ａ： 基本、全国低金利0.3%から金融機関のご紹介も行っており、お支払い途中の車まで対応可能です。

Ｑ： 本当に差額のみで車に乗れるのですか？

Ａ： もちろんです。計算された価格で買えます。頻繁なお乗換えのハードユーザーから全ての方に対応します。

Ｑ： 車が見つからない時はどうしますか？

Ａ： 見付かるまで対応可能です。レアな車や希少車などになるとお時間が必要な場合もあります。

Ｑ： 車が見つからない際にはご返金して頂けますか？

Ａ： はい、規定によりご返金します。しかし、ほぼ全域の情報を網羅しておりますので、お待ち頂く方が早いと思われます。

Ｑ： ご利用料金を支払い車を買った事がないので心配です。

Ａ： 通常オークション代行などで行われ車選びに適しています。諸費用を考えても明快でお得です。

Ｑ： ご利用で気になる点はありますか？

Ａ： 公正なお取引には郡を抜きます。ご利用にご不安をお持ちにならぬよう納得行くまでお聞きください。

Ｑ： 手放す登録のスタンバイは難しいですか？

Ａ： プロも唸るスタンバイマニュアルでとても簡単です。お知り合いと一緒にやるのも面白いです。

Ｑ： 買って1ヶ月の車でも売却出来ますか？

Ａ： もちろんです。相場が安定しており損失額も最小限です。気に入らない場合もチェンジにも最適です。

Ｑ： 車は大切に乗るほうが良いのですか？

Ａ： もちろんです。比較的美しく安定した車は早くお取引が完了します。あなたが買われる場合と同じです。

Ｑ： 売却額のプレゼント額より少し高く売る事は出来ますか？

Ａ： 一番高く売れるフリーの個人売買方式の採用と提供機能で可能にします。価格決定も自由にご相談で行なえます。

Ｑ： 車を Live car（ライブ・カー）で高く売るコツはありますか？

Ａ： 全てシステムで可能にします。しかし、買いとの併用で儲けが出ますのでお車情報プレゼントでの基本価格を推奨しています。

Ｑ： 車の売却後はどのように引き渡しますか？

Ａ： 車の事に集中して頂く為、全て分かるように手配してあり、進行が順にナビゲートされますので安心です。

Ｑ： ご利用で心配な事があるのですが

Ａ： 大切な書類の期限切れなどで失敗する事すらありません。あっさり完了まで順にナビゲーションする仕組みです。

Ｑ： 次回ご利用したい時にはどこに連絡すればよろしいですか？

Ａ： あなたの担当とホームページから可能です。連絡が取れない場合など直接本部（ネットダイヤル）でも行えます。

Ｑ： 次回車を買いたい場合はどのようにすればよいですか？

Ａ： Live car（ライブ・カー）では、全てのご利用は、お申し込みから1度で行えます。

こちらでは、気になる事をピックアップしＱ＆Ａでまとめてみました。ほぼ全域への対
応が可能ですのでご安心ください。

よろしくお願いします。

（１９）

ご利用のＱ＆Ａはこちらです。

ご利用の参考によくある質問集をまとめました。



■ Live car（ライブ・カー） 会社概要

お世話になっております。
運営を直轄管理する Live car（ライブ・カー） の会社概要をお知らせ致します。

| 商号
| 日本名
| 本社所在地
| 代表

Live car（ライブ・カー）
らいぶかー
814-0022 福岡県福岡市早良区原7-13-22
古賀 一博

| 事業内容 ●自動車提供企画事業
中古車販売システム企画、運営、お客さん紹介
Live car（ライブ・カー）関連サイトの管理、運営
各種キャンペーン情報の取扱い
各種ビジネス管理及びコンサルティング

●製造物企画開発
製造開発物の企画及び開発、完成、提供までに付帯する要請など
これらに関わる全ての業務

Live car（ライブ・カー）では、不透明な諸経費など、車の購入時に発生する不要資金を一切排除、一般の方では大変困難とされる下
取り価格と実際に市場価格の中間を基本設定とした取引から「更に」を追加して差額のみで車が買える売買を行っており、他社に絶
対に負けない強みと経験を有しています。
売買各々で効力を発揮し、お客さんへ負担を与えず最良の買い方が出来ますので、次回手放す際車を高く売ろうとお悩みになる必
要すらない魅力まで充実！更に差額のみで買えますので利益まで得られるお買い物が可能です。

● Live car（ライブ・カー）は、車購入に最高のパフォーマンスを発揮し続けます。

（２０）

購入に必要とされるものは、全てをシステム化する事で、ご利用のみでナビゲート！お手持ちの車も Live car（ライブ・カー）で買われ
た車も、お乗り終えたら登録して頂き、繰り返し売買双方に「更に」でお得な車をお買い求め頂くだけのお手軽な循環システムです。
売買共にメリットをもたらす不動のシステムは、車でのお悩みや困難など全ての悩みを吹き払います。

Live car（ライブ・カー）では、これらを市場の続く限りどこにも負けない最もメリットとなる売買を末永く可能にします。

このシステムは、入念な計算により0円で車購入が出来るばかりでなく、一般の方では大変高度で難しいとされる車のお取引の全て
の難点を克服しています。

市場1台分の価格で3台は楽しめる楽しさをあなたも味わって頂き
あなたも末永くこのLive car（ライブ・カー）をご利用ください！！

ご利用は、是非あなたから来てください。 1台1台精一杯頑張ります。

代表 古賀 一博

● Live car（ライブ・カー）へのお問い合わせは、

Live carでは、販売に関わる全てをフォートクリエーションに委託する事で行わせて頂いておりお問い合わせ先が異なります。
上記販売担当会社とのトラブルや苦情、疑問点、各種ビジネスのお問い合わせやお申込み全般については、
Live car（ライブ・カー）本部が賜ります。

TEL 092-864-3774

また、Live car（ライブ・カー）では、突如起こったご利用でのおかしなことを直接代表宛に送信出来るネットダイヤルを設け運営の安全
に努めています。

ネットダイヤルにつきましては、資料後半やホームページでご確認ください。



■ フォートクリエイション 会社概要

お世話になっております。
Live car（ライブ・カー） の販売を担当させて頂くフォートクリエイションの会社概要をお知らせ致します。

| 商号
| 日本名
| 本社所在地
| 代表

Fort Creation
フォートクリエイション

京都府南丹市園部町船岡小前田2-3

谷口 友紀

| 事業内容 中古車販売業
Live car（ライブ・カー） 販売担当

当社では、お客様のお求めのお車の ご希望条件をお伺いし、購入価格・品質共に優れた商品を、豊富な情報網の中からお探し致し

ます。

ご希望されるお客様には、購入時の保証やローンのご加入から購入後の整備や板金塗装でのグレードアップまで、トータルにサポー
トさせて頂いております。お車を手放される際には、当社が得意としている一般のお車から、事故車・故障車・冠水車などの乗れなく
なったお車まで広く対応させて頂いており、売却だけでも利益を得て頂けますが、購入と合わせて頂きますと、ご希望のお車を最高０
円で手にして頂ける希少な方法を採用しております。「まだ買うと決めたわけではないけど 少し興味がある。」という方から、「この車を
安く手に入れたくて探している。」という方まで、お客様の『うれしい！』『満足』 を一番に考え、ご相談に乗らせていただきます。

お話を聞いていただいた上でご納得 いただけましたら、購入をお決めください。

最後の最後まで満足のゆく対応をさせて頂きます。

よろしくお願いします。

代表 谷口 友紀

（２１）



■ Live car（ライブ・カー）へのお問い合わせはお気軽に！

担当部署は、内容により異なっております。

お間違えのなきようよくご確認してご利用ください。

⼤切な事はお問い合わせ前にまとめておいてね！
おひとりおひとりの商談時間を大切に、しっかりとした対応にお時間を頂いております。
事前に聞きたい事をメモなどにまとめておくと効率的に行えます。
混雑にも繋がりますのでお電話でのお問い合わせは能率的に行なえるようにご協力ください。

●お⾞全般でのお問い合わせお申し込みは？
車の販売、整備、車検、次回のご利用方法など、お問い合わせ、お申込み全般については、
販売担当企業、フォートクリエイションが受付けます。

お電話やファックスでのご利用は？

TEL，FAX 0771-63-6338
● 受付時間は、平日10時～19時 日祝日はお休みです。
● 日、祭日、年末年始、ゴールデンウィークなどはお電話での受付は行なっておりません。
※ 業務特性上フォートクリエイションからの連絡は、営業時間外になる事もありますのでご了承ください。

インターネットでのご利用は、24時間いつでもご利用頂けます。

http://www.livecarjpn.info/

Live car（ライブ・カー）でお車の販売は、販売担当企業フォートクリエイションが委託契約により行っております。
お問い合わせ、お申込みについて担当部署が違いますので、よく確認し行ってください。

●ビジネスやキャッシュバック、販売でのトラブルは？
お車の購入でのトラブルや疑問点、各種ビジネスのお問い合わせやお申込み全般については、
Live car（ライブ・カー）本部がしっかりと行います。

TEL，FAX 092-864-3774
● 受付時間は、平日17時、 土曜日は15時の13時からのみです。
● 日、祭日、年末年始、ゴールデンウィークなどはお電話での受付は行なっておりません。

インターネットでのお問い合わせやお申し込みは？各専用のホームページのお問い合わせお申
込みをご利用ください。

ノウハウ提供型 業務委託プラン

http://joboffer.livecarjpn.info/
アルバイトボーナスプラン

http://parttimejob.livecarjpn.info/
新規参入であなたの事業を必ず成功させる方法

http://newentry.livecarjpn.info/

満足して車が買える楽しめるサービスをお楽しみください。
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ホームページへ今すぐアクセス！
更に得する差額計算のコツ！お得が見方の情報を公開中。

Live car（ライブ・カー）

もっとお得 :] 文字通りのお得さをあなたへ。

もはや Live car（ライブ・カー）とあなたを拒む障害はない

市場500万円の車が0円でも50万円でも買える訳がある！

http://www.livecarjpn.info/

今、最も賢い選択は、Live car（ライブ・カー）です。

Live car（ライブ・カー）は、求める全ての国境を越えました。

お申し込みは、ホームページからも可能です。

その際には、あなたの担当者のお名前を忘れず記載頂けるようご協力ください。

http://www.livecarjpn.info/

あなたが必ずYES!とうなずく答えがある！

次回のご利用方法まで覚えてくれたあなたへ！

（２３）



困った時のお申し込みなど関連情報

≪お申し込み方法≫
この資料は、Live car（ライブ・カー）本部が、沢山の方へ車で得してほしいと製作したもので、この資料をお取り扱いする方は、全て Live car（ライブ・カー）を経由し、

ビジネス会員は、本部に住所や氏名など正確な情報を登録させて頂き、本部からあなたへの紹介をお願い致したものです。

その為、Live car（ライブ・カー）本部にて直接受付をせずとも、担当者を経由しても自由に車の情報を扱えます。

あなたの担当者へは、受付、お問い合わせなど車の購入に必要な対応が出来るようになっておりますので、何なりと気になる事は、お申し付けください。
本部が登録した担当者は、お寄せ頂きました内容を元に本部とのやり取りで、あなたに必要な情報を提供出来る仕組みとなっております。

≪金銭のお取り扱いについて≫
お金のお取扱いに関しましては、ご利用料金を含め車両代金も販売担当の●●●が扱いその他でお取り扱いをするような事はありません。
しかし、Live car（ライブ・カー）では、お忙しいあなたの為に、売却時のスタンバイなどの業務の一部を、担当者に代行を依頼しております。

その為、あなたの担当者は、Live car（ライブ・カー）を通して車の情報提供が出来ます。

1部売却時のスタンバイをあなたの担当者にご依頼する場合は、基本無料から最大で2000円までなら代行手数料として料金の徴収をする事が出来る体制としており

ますので、担当者との打合わせにより各個人の責任においてご利用ください。もちろんスタンバイは、ご自身でも簡単に行える準備をさせて頂いております。

≪プレゼントのお渡し方法及び有効期限≫
受付によりお寄せ頂きました情報は、Live car（ライブ・カー）本部へ、あなたの担当者から転送され、同じ経路によりあなたへお届け致します。ホームページ以外から
お申し込まれた場合は、全国にて、あなたが直接お申し込みされた各担当と打合わせください。※ 状況により異なる場合もあります。

当初のプレゼントの有効期限は特に定めはありませんが、お買い求めの場合、車がなくなり次第終了となります。

≪ご利用料金のご入金方法≫
受付後の「お車情報プレゼント」の車の情報に満足されましたら、お車情報のプレゼントで指定する口座宛にご利用料金をお振込みされますとサービスが開始され、
いつでもお好きなように車をお買い求め頂けます。お振込み手数料は、購入時も含め各自負担となりますのでご注意ください。

Live car（ライブ・カー）では、通常のオークション代行として知られる事前料金システムを一掃した全てのシステムを利用頂けるようになります。

※ Live car（ライブ・カー）では、効果のない野放しのネット上のシステムではなく、お一人お一人に応じた成果を出せるシステムです。若干の費用が必要でなじみが薄

く感じられますがご満足に相当するものは、他にはないと自負致しております。

≪サポートについて≫
ご利用後の基本は、Live car（ライブ・カー）では、完全個人対応です。あなたの担当にもお伝え頂くと必ず本部より対応をして頂くようにお願い致しております。この対

応には、普通に車を購入するのに必要な全てが該当致しますので、ご利用料金をお振込みの後には、商談からお見積もりやお車情報の手配などを順に行わせて頂
きますのでご安心頂けます。

≪Live car(ライブ・カー)本部所在地について≫
所在地
814-0022 福岡県福岡市早良区 原7-13-22
代表 古賀 一博

Live car（ライブ・カー）では、あなたがご利用になられるお電話での対応も致しております。しかし、車の商談や入札を行った車両の落札での商談などのお時間に当た

ると、あなたがご利用の際にもせっかくのお車を逃す場合もあります。

その為、あなたに担当がいる場合必要最小限でご迷惑をお掛けしない為にも、各担当者からのみオンライン経由機構でお伝え頂ける方法を採用しております。
ご利用頂くにあたってお電話での連絡を嫌う方がおられる事も事実、本部からのご連絡は必要最小限に留めさせて頂いております。

オンライン経由機構とは、お客さんよりお伝え頂きました内容を大切にお取扱いし記述（文章、メール）を残す事により正確な対応を行うものです。
内容は、そのつどしっかりとご確認ください。後にトラブルの原因となります。

その為、各担当にいつでも自由にお問い合わせやご質問、お申し込みまでお気軽に行えるようになっております。

≪ネットダイヤルってなあに？≫
ネットダイヤルとは、ご迷惑にならないようお電話を制限する Live car（ライブ・カー）では、不正の極滅を各担当者にも呼びかけておりマナーアップに努めております。

担当の態度が悪かった。苦情を入れたい。本当にこのような事になってるの？といった疑問や苦情、クレームなどを直接代表宛に呼びかける事が可能です。

お車の事に関してもご心配の場合は、お気軽になるべく詳しく状況をご記入になりご意見をお寄せください。
代表 古賀 一博 は、各担当に至っては、集客代理店及び業務を委託する販売担当企業への斡旋力を有し各状況に応じて必要処置を迅速に取る事が可能です。
また、次回のご利用で担当者との連絡が付かない場合などの連絡先としてネットダイヤルもお使いになれます。

また、このネットダイヤルにつきましては、ご利用規約や自動車売買契約書の限度（規定範囲）を超えてのご利用は受付致しかねますので事前によくご確認ください。

ネットダイヤルは、パソコンや携帯端末からでもご利用可能です。
下記メールアドレスは、代表に直接繋がり、下記からのみご利用頂けます。

info@livecarjpn.info

Live car（ライブ・カー）では、ご利用規約や自動車売買契約書への同意がご利用と同時に全ての方に自動で適用されます。

（２４）
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ここで買えない⾞はない！

profit car shop
Live car

Car specialty store contents to be able to buy car for the first obtaining

YES!
ほしい気持ちありのままに…。


