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【著作権について】 

このレポートは著作権の保護の下にあります。著者に無

断で第三者に提供したり 

当教材をあらゆる音声・映像・電子的手段で公開・販売

することを禁じます。 

 

【この教材を頒布する目的について】 

この教材はインターネット上で公開されている情報が多く

含まれます。その為、最新の情報や画期的な情報は少

ないです。 

ですが、当教材を頒布すると同時に、私が当教材につい

てのサポートを行うので 

実際にあなたがバイマ・アマゾンで稼いでいただけるよう

になるまでステップアップしていただけます。 

 

 

 

 



 3

目次 

1.自己紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4P 

2.個人輸入の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6P 

3.商品選定の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21P 

4.BUYMA での販売について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36P 

5.作業の外注化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44P 

6.終わりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

１． 自己紹介 

 

初めまして、池田拓郎といいます。 

今回はこの教材をダウンロードしていただきありがとうご

ざいます。 

簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。 

1986 年 11 月 6 日生まれ 24 歳(2011 年 10 月現在) 

通信販売をこよなく愛する青年です。 

私は高校生・短大と進学、就職してきましたが、 

そのいずれも工業系でした。 

9 年間、工業系に籍をおいたにも関わらず 

自分はこの業界には肌が合わない！ 
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と思い、何か自分のやりたい職業を見つけようとしていた

のが 2008 年の夏のことでした。 

おりしも私は少ない元手で大金を稼げるFXにはまってい

ました。ビギナーズラックで多少の利益を出していた私は

気分を良くし、自分の元手の十倍の 

1000 万円を掛けた勝負に出ました。 

結果はリーマンショックによる大惨敗の 140 万円マイナス

でした。貯金は底をつきました。 

リーマンショックによる惨敗を喫した私は精神的に病むよ

うになりました。ですが私はそこでめげずに 

為替レートが円高になっていたのに 

目を付け、この状況を利用してなにかできないかと思い、

輸入販売に目をつけました。 

そこでかねてより趣味だったネットサーフィンで転売王堀

英郎社長のブログに辿り着きました。 

堀さんとの出会いから 4 ヶ月目で月収 10 万円、 

5 ヶ月目で 30 万円を稼げるようになりました。 

今回は堀社長から学んだスキルと自己体験した 
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バイマの販売方法を元に教材をダウンロードしてくださっ

た皆さんに自己実現して欲しいと思っています。 

 

2.個人輸入の流れ 

当教材では大手デパートまたは AMAZON.COM から MY 

US.COM に商品を発送して日本に転送する流れを前提

にして 

話を進めさせていただきます。 

 

まず AMAZON.COM について 

米国のアマゾンのことです。 

MY US.COM は米国の商品転送会社で、日本人が経営

する商品転送会社を利用するより有利に立てるのでぜ

ひ使ってください。 

 

 

http://www.amazon.com/ 

にアクセスします。 
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今回はアップル I POD で検索してみます。 

 

APPLE I POD TOUCH 8GB をクリックします。 
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ページ右上の ADD TO CART をクリックします。 

 

右上の PROCCED CHECKOUT をクリックします。 
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上の赤枠内に自分のメアドをタイプして 

下の赤枠内に自分のパスワードをタイプします。 

 

MY US.COM への発送なのでこの住所に発送します。 

SHIP TO THIS ADDRESS をクリックします。 
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到着時間や予算に応じて発送の速度を決めてください。 

私はアマゾンプライム(有料)に加入しているので 

FREE TWO-DAY SHIPPING を選択して CONTINUE をクリ

ックします。 
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クレジットカードを選択します。 

アマゾン.COM では VISA や AMEX MASTER CARD をは

じめ、さまざまなカードを登録することが出来ます。 

 

金額、発送先、商品などの情報を確認した後に右上の

PLACE YOUR ORDER IN JPY 

をクリックします。 
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これで MY US.COM への商品発送は完了です。 

メールにアマゾンからの受注通知がきているので必ず確

認しましょう。 

次に MY US.COM から商品を日本に転送する作業に取り

掛かります。 

 

まだ MY US.COM の会員になっていない方はぜひこの機

に会員になっておきましょう。 
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会員のプランとしては赤枠内の ANNUAL:＄60(SAVE

＄24YEAR)が良いでしょう。NEXT をクリックして下さい。 
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次に CUSTMER IMFOMATION を入力していきます。 

 

英語で書いてください。英語での住所の書き方について

はこちらを参考にして下さい。 

http://www10.plala.or.jp/emnet/oyaku.html 
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請求先情報も入力していきましょう。 

Billing address は same as shipping address にチェックを

いれて下さい。 
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最後に発送情報、請求先情報、支払い情報、 

注文情報などを確認したら確認事項に同意して 

submit をクリックしてください。 

 

これで MY US.COM への登録作業は終了です。 

登録が完了するとメールが MY US.COM より送られてくる

のでログイン ID を確認してください。 
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次に実際に MY US.COM にログインしてみましょう。 

先ほど確認した ID と会員登録のときに記入した 

パスワードを使ってログインしてください。 

ログインに成功すれば 

 

画像の右上にアメリカ国内での自分のアドレスが表記さ

れます。 

 

ところで先ほどアマゾンで注文した商品を MY US.COM に

送りましたよね。 

その商品が到着した場合 

MY ACCOUNT の INBOX では下のように商品が表示さ

れます。 
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上記のリストがMY USに送られてきた商品のリストです。 

ご丁寧に到着日付や送り元、重さ、追跡番号、価格から

いろいろな情報を掲載してくれています。 

まとまった数が MY US に送られてきたら  

SEND MY PACKAGES で日本に商品を送っちゃいましょ

う。 
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CREATE SHIP REQUEST は基本的にデフォルト設定で

構いませんが、納期の問題から 
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CARRIER は「DHL preferred  1 to 4 days」 

にしておきましょう。 

 

発送依頼を終えたら情報を確認しておきましょう。 

おめでとうございます！ここまで来たら後は商品が日本

に来るのを待つだけです。 
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3.商品選定の方法 

今回は AMAZON.COM から輸入、AMAZON.CO.JP での

物販を行います。その時販売する商品の選定方法をご

教示します。 

 

 

AMAZON.CO.JP を開きます。 

任意のカテゴリーをクリックします。 

今回は DVD・ミュージック・ゲームを選択しました。 
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画面左端の輸入盤ストアをクリックしてみてください。 

 

↓の画面でジャンルをさらにロックに絞っていきます。 
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輸入盤の CD がずらっと出てきましたね。 

これらの商品は輸入商品ですので海外からせどることが
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できます。 

さて、このなかから更に利益が出る商品を探すため情報

を絞っていきましょう。 

 

 

価格を 1 万円以上で絞り込みます。 

すると画面↑のように 1 万円以上の商品が出てきます。 

それでは実際に売れる見込みがあるのか、利益が取れ

るのか検証していきましょう。 
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The Beatles [USB] 

この商品をプライスチェックにかけてみます。 

    

↑プライスチェック 
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先ほどの商品が検索結果に反映されました。 

ここから実際に商品が売れているかを調べます。 

主に見ていただきたいのが新品価格変動グラフと 

取り扱いショップリスト、ランキング変動グラフです。 

特にランキング変動グラフは最重要なので 

必ずチェックしてください。 
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ランキング変動グラフは 3 ヶ月のうちに何個売れたかの

指標になりえます。ジグザグにランキングが変動してい

る商品はせどりの対象足り得るわけです。 
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取り扱いショップで見る点はアマゾンとそれ以外のショッ

プとの価格差です。この価格差があまりに激しいとアマ

ゾン内の相場が安定していないと見てせどりを手控える

わけです。 

価格差を見るため AMAZON.COM に飛びます。 
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この商品は通常の頒布価格が 28480 円で仕入れ値が

20800 円です。粗利は 7680 円になります。 

時期によって相場は変動していくので随時チェックしてく

ださい。 

次にアマゾン販売にも使えるヤフオクの商品リサーチ方

法を発表します。 

ebay 輸入で手っ取り早く、成果を上げるため有効な手段

があります。 

 

それは、実際に稼いでいる人の真似をすることです。 

 

海外から輸入してヤフオクで出品している人を 

オークファンを使ってさがしてみましょう。 

 

例えば、 

オークファンでキーワードは「USA」「輸入」「日本未発売」

など、 
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価格は 5 万以上で絞りこみます。 

いくつか商品をチェックしていくと 

説明文に「米国より輸入し・・・」「個人利用のため、海外

から購入し・・・」といった文言が記載された商品が見つ

かるはずです。 

 

今度は次に、同じくオークファンで出品者 ID で検索して

みてください。 

輸入品で多数の落札履歴があればビンゴです。 

 

検索結果の商品を順番に、ヤフオクと、ebay の価格差

を調べていきましょう。 

高確率で稼げる商品がきっと見つかるはずです。 

 

中でも複数回扱っているものが特に狙い目です。 

なぜ繰り返し仕入れているかは、説明不要でしょう。 

 

輸入品で売上げている人を 
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そっくりそのままマネしてしまおうという、方法です。 

 

なお、もっとリサーチにかかる時間を短縮するためにあ

る方法を推薦しています。 

 

それはヤフオクの出品者アラートに出品者を登録するこ

とです。 

登録する手順はとても簡単です。 

 

赤枠内の出品者の他のオークションを見るをクリックして

ください。 

次に 
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ページ最下部のアラート登録するをクリックします。 
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アラート名、通知するメルアドや通知する時間を選択して

登録します。 

最大５０件までこのオークションアラートを登録することが

できます。 

 

これで労せずして、輸入商品の情報がガンガン入ってく

るのでぜひ試してみてください。 

    

4.BUYMA での販売について 

まず buyma について説明させていただこうと思います。 

 

公式メッセージ 

日本最大級のファッション通販サイト『BUYMA』(バイマ)。

日本にいながら世界中の商品を購入できるバイイング・

マーケットです。海外発送品は【送料込】の表示だから送

料を気にせず安心してお取引♪Enjoy Your Shopping!! 
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という物で 

お客さんがバイマのバイヤーから商品の仕入れをしても

らうという仕組みのサイトです。 

特徴としてはヤフオクやAmazonなどと違い、比較的お客

さんが、バイヤーにフレンドリーであるということが挙げら

れます。 

 

そして最大の特徴は「商品が売れてから仕入れる」こと

ができるということです。 

 

通常の販売の場合、 

物を仕入れる→商品が購入される→商品を発送すると

いう形をとりますが、 

バイマの場合は 

商品が購入される→物を仕入れる→商品を発送すると

いう形を取ることができます。 

すなわち最初に物を仕入れることなくビジネスを構築す
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ることができるので 

リスクが激低な商売を実現することができます。 

そしてもう一つ魅力的な点があります。それはブランドの

国内外の価格差です。コーチ(COACH)を例に取ります。 

 

日本国内の価格は 89250 円、一方国外の値段は 39840

円その価格差なんと 49410 円です。どうですか？輸入販

売にうってつけの市場だと思いませんか?それとも自分

が欲しくなってしまいませんか? 
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もちろんこれだけの価格差がある以上、普通の買い方で

は購入することが出来ませんが、購入方法を記載してお

きます。 

まずブランドのオンラインストアの多くは自国外のクレジ

ットカードを受け付けません。これは大手のブランドほど

その傾向が強いです。 

その場合、購入代行を利用すると問題をパスすることが

できます。MY US.COM でいうところの 

PERSONAL SHOPPER です。 

または購入代行でも買うことが出来ないブランドがありま

す。COACH もその例の一つです。 

そういう場合、対象のブランドを取り扱っている大手のデ

パートから買いましょう。COACH を例に取ると 

NORD STORM などで買うことが出来ます。 

http://shop.nordstrom.comhttp://shop.nordstrom.comhttp://shop.nordstrom.comhttp://shop.nordstrom.com//// 
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さて、その気になった所でちゃっちゃと BUYMA のアカウ

ント登録してしまいましょう。このレポートではアカウント

の取り方を割愛し、バイヤープロフィールの書き方を説

明いたします。 
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なるべく情報は書き込んでいってください。お客さんが安

心感を持ちます。 
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 42

活動状況:積極的に活動中 

主な活動エリア:ご自身の住まい 

得意なカテゴリ:これから取り組まれる予定のカテゴリを

入力してください。 

得意なテーマ:入手困難?お買い得! 

顔写真が記載されているとお客様の安心感が増します。 
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なお、趣味などの項目についてもきちんと記載していって

下さい。 

同じ趣味を持ったお客様が情報を見て親近感を持ってく

れる可能性があります。 

    

なお、営業時間についてはご自身がインターネットで対

応出来る時間を記載してください。 

以上でバイヤープロフィールの書き方の説明を終わりま

す。 

＊ 
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BUYMA(バイマ)では女性向けのファッション、バッグ、時

計、アクセサリーを主に販売していくことになります。それ

以外の商品を取り扱うこともできますが・・・。 

ファッションを中心に販売していったほうが効果的な販売

ができます。 

ですが初心者はどのブランドをターゲットに、どの商品を

販売していいか分からないと思います。    
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写真のようにブランドランキングから出品数が 2000 以下

のブランドを選んで、 

出品していくと良いでしょう。 

 

最初は他の出品者を真似て(まるパクリはだめですよ)出

品してください。 

 

商品タイトルは「ブランド名(ローマ字)」＋「ブランド名(日

本語)」＋「商品名」＋「型番」でお願いします。 

 

そしてある程度の数まではご自身で商品を出品してくだ

さい。 

 

また仕入先は大手デパートかブランド公式オンラインショ

ップにしてください。 

 

仕入れ先で参考にするのは商品画像、装備、サイズ、カ

ラーのほかに 
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価格です。 

 

仕入先の商品の価格を元に販売価格を決めるからです。 

 

販売価格の目安は仕入れ価格×1.3 倍＋5000 円です。 

次は作業の外注化について説明していこうと思います。    

5.作業の外注化 

バイマ戦略、その最後は商品登録の外注化作業にあり

ます。 

外注化ということは人を雇って商品登録を代行してもらう

ことです。 

人を雇うことについては誰しもメンタルブロックがあると

思いますが、ぜひその精神障壁を乗り越えて作業の効

率化に努めてください。 

以下のサイトで、簡単に人を雇うことができます。 
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SOHO 

フリーランス向けの業務委託、在宅ワーク、副業、起業

の求人情報ポータルサイト - ＠SOHO 

    

まずはまずはまずはまずは新規会員登録新規会員登録新規会員登録新規会員登録しますしますしますします。。。。    
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ベーシックプランベーシックプランベーシックプランベーシックプランでででで登録登録登録登録しますしますしますします。。。。    
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必要事項を記入して確認画面に進んでください。 

次のページの無料サービスは加入してもしなくても構い

ません。 
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記入内容を確認して誤りがなければ登録するボタンをク

リックしてください。 

さきほど記入したメアドに登録情報を記載したメールが

届きます。 

さてここからが求人の本番です。 

    

お仕事を依頼しましょう。 
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画面中段画面中段画面中段画面中段のののの@soho@soho@soho@soho へのへのへのへの掲載掲載掲載掲載はこちらをはこちらをはこちらをはこちらをクリッククリッククリッククリックしますしますしますします。。。。    
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挨拶、具体的な求人の内容、求めている人材の情報、作

業概要、報酬(時給換算したときの報酬も書き込むこと)、

求人する人数、作業時間、応募方法、応募資格など 

求人案件を書き込んでいきます。 

    

業務の種類はデータ入力を選んでください。 

 

・勤務形態 
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在宅で 

 

・募集地 

全国および海外で 

 

・募集人員数 

任意の数の人員で 

 

・未経験可否 

可で 

 

・応募条件 

認定 SOHO の取得要否を選択してください。 

不問で 
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・報酬(予算)  

１万円くらいが妥当です。 

    

URL(ホームページ)欄には独自ドメインのサイト URL を掲

載してくださいね。 

独自ドメインのサイトを取得できないは WEB-ID を取得し

てください。 
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http://ameblo.jp/sepachan2/theme1-10044704343.html

#main 

以下に求人を行うときのテンプレートを記載しておきま

す。 

編集して使ってください。 

 

はじめまして。池田拓郎と申します。 

主な求人内容は、ウェブ上の商品登録作業です。 

BUYMA(通販サイト)への商品登録が出来る方を募集致

します。 

バイマとは、女性のファッション関係を中心にしたバイヤ

ーがお客さんに商品を販売するサイトです。 

未経験でも問題なく作業できます。在宅可能。面談はあ

りません。 
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画像のリサイズ・トリミング作業があります。 

・skype のチャットでやりとりできる方ですと作業を指導し

やすいです。 

・私が責任をもってすべて教えます 

・簡単な作業です 

【作業概要】 

・ネットショップ・バイマでの商品登録作業です。 

・海外メーカーのホームページやオンラインストア、カタロ

グ画像と商品説明を 

コピーし、ネットショップ(BUYMA)に、ペーストしていく作

業です。 

・文章については、多少改変していただく必要がございま

すが、ご指導できます。 
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・商品の画像に関しては、トリミングして正方形の基準サ

イズに納めていただきます。 

・登録作業の際、商品説明の内容（価格、サイズ、色、デ

ィティールです）を記述していただきます。 

・作業の過程で英語がありますが、中学生レベルで問題

ありません。 

また翻訳ソフトを使うことで問題を回避できます。 

 

 【報酬】 

   ・1 案件 10000 円  

    1 案件 300 商品登録  

時給換算にしておよそ 750 円程度になります。 

 【募集人数】 

   ・1 名 
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 【応募方法】 

   ・住所、氏名、年齢、メールアドレス、略歴をメール

にて 

    送信してください。 

   ・できましたら近況についても添えてください。 

   ・希望する作業期間を教えてください。 

ご連絡御待ちしております。 

* 

SOHO の規約は結構厳格で特に 

規約の 17 番と 18 番で選考に落とされます。 

私も今現在選考に落とされることがあるくらいです。 

17 番は文章にオリジナリティを持たせることで、 

18 番は WEB-ID を取得することで回避していきましょう。 
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案件に SOHO さんから応答があったら採用の是非に関

わらず必ず返答してください。 

なお、採用者にはバイマでの作業経験を元に、スカイプ

やメールサポートなどで作業指導を行ってください。 

5.終わりに 

当レポートはいかがだったでしょうか？ 

少しでも刺激になると幸いです。 

実はこちらのレポートには最小限のノウハウしか書いて

ありません。後は実践してノウハウを学び取って欲しい

からです。その方が実力が付くからです。 

レポートを読んだだけで満足せず必ずノウハウを実行に

移してください！それでは 

2011 年 11 月 4 日 

池田拓郎 


