
あの「せどりの達人」が２年ぶりに復活！　 

月の平均利益率は驚異の８０％をキープ
仕入は週に１回４時間程度

「せどりの達人」が１１年間かけて検証し、成果の出た方法を初公開！
今、国内せどりの達人は、eBay輸出で稼ぐスタイルへ

今まで伝えてこなかったせどりの達人がeBay輸出で稼ぎ続けている方法を徹底解説します。

せどりの達人 ヤマケン × eBay輸出の女王 井上麻紀子　

利益率80％を実現する！
高利益eBay輸出ビジネス１DAY集中講座

11月8日（日）大阪・11月15日（日）東京

>>>今すぐ集中講座に申し込む

↓↓上の申し込みリンクがうまく作動しない方は下記のURLよりお申し込みください↓↓

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e2/
rGBYnCCKjBrxLuE3FDwuYrPd-592/

利益率を上げるために「視点を変える」
「利益」を2.5倍にして、今後10年以上 稼ぎ続ける秘訣とは？

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e2/rGBYnCCKjBrxLuE3FDwuYrPd-592/
http://inouemakiko.biz/dm/entry/e2/rGBYnCCKjBrxLuE3FDwuYrPd-592/
http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/VsR8AK1xd3icPjPn/
http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/VsR8AK1xd3icPjPn/
http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/VsR8AK1xd3icPjPn/
http://inouemakiko.biz/dm/entry/e/VsR8AK1xd3icPjPn/


「基本的にツールは使ってません。
　たった「１つ」の商品から、自動的に１００個以上 高く売れる商品を見つけるの
は簡単です-----。」

                       by ヤマケン（せどりの達人）

「あなたがeBay輸出や物販で継続的に稼げない理由は
「稼げる商品ジャンルの絞り方」と「利益を上げる５つのSTEP」を知らないだけ

――。」     　　　　　　　　
　　　　　by 井上麻紀子（eBay輸出の女王）

毎回、たった「1～２万円」の仕入れが、
eBayで「平均１０～２０万円」の売上げに。

例えば…

中古雑誌「Cut」

アマゾン仕入 450円 →

eBayで＄75.00（9,000円）で販売
◎ 国内では利益の出ない雑誌の●●●●●●●はeBay売りネタの宝庫です！



デュラン・デュランVHSビデオ　　

ブックオフ仕入 300円 →

eBayで ＄125.00（15,000円）で販売
◎ VHSビデオ、●●などでも、海外には高額で買うコレクターが居ます！

DVD化ソフトの旧メデイアでも売れた実績多数！

■●●●●のCDシングル 8枚セット　　

　ブックオフ仕入 840円 →　

eBayだと ＄84.99（10,200円）で販売
◎ 仕入単価の安いCDシングルも●●●次第で90%の粗利も可能！

■●●●●● 1979年 公演パンフレット（写真集）　　

　 ブックオフ仕入 105円 → 

eBayで ＄95.00（11,400円）で販売
　◎ ●●など日本独自の芸能関連も海外で人気。競合ない商品も多く高額狙えます！



■●●●●●展覧会（写真展）図録　

　ヤフオク仕入 650円 → 

eBayで ＄165.00（19,800円）で販売
◎ アート系●●●や●●の日本オリジナル商品は海外コレクターに人気です！

など、など…
もっと詳しい秘訣はセミナーで全てお伝えします。


これでもまだ国内だけで販売しますか？
「英語が分からない」とか「eBay輸出難しそう」とか

言ってる場合じゃありません！

「eBay輸出」やってないなんて
もったいないですよ。



■講師紹介　　　　　
せどりの達人
山口ケンイチ

大学4年間、地元レコード店にてアルバイト。

新卒で大手レコード販売チェーンに就職・10年勤務。

洋楽バイヤー、フロアマネジャー、販促企画など。

2004年7月「せどり」とヤフオクを同時スタート、以後専業。

2007年4月　「エンタメ系せどり」をコンセプトにメルマガ、

　ブログをスタート。

2009年8月　　情報教材「せどりの参考書」販売開始

2010年5月　　アマゾンFBA販売とeBay輸出販売を開始。

2015年9月現在　　せどり→eBay輸出販売メイン、ネット物販専業12年目。

2007年6月～2014年まで　せどりセミナー講師歴・12回

【書籍＆メディア掲載ほか】
『日本最強のオークション塾が教える最速の「稼ぎ方」』（扶桑社）　※この本の第4章を執筆。

『最強の副業 せどり入門』（iPhoneアプリ 販売終了）

2008年2月　　翔泳社刊『ヤフオク・モバオクの達人養成講座』に掲載

2008年11月　　徳間書店「月刊ENTAME（エンタメ）」掲載

2009年8月　　同雑誌のさかもと未明氏連載マンガに2ヶ月連続掲載

2010年1月　　扶桑社刊「週刊SPA!」掲載

2011年2月　　扶桑社刊「別冊SPA!」掲載

2011年10月　　青春出版社刊「ビッグ・トゥモロウ」掲載





こんにちは。eBayの女王 井上麻紀子です。 
このページをご覧いただき感謝いたします。
今回は「せどりの達人」ことヤマケン（山口ケンイチ）さんと一緒に「高利益eBay輸出１日集中講座」を開催
します。

私の中で、ヤマケンさんと言えば「リサーチ（目利き力）がとにかくすごい方」。
その実力は、私の知人曰く「せどりの神」と言わしめるほど。
そして、大の音楽マニアでもあり、特に音楽せどりの世界では知る人ぞ知るカリスマなんです。

ヤマケンさんに初めてお逢いしたのは６年くらい前で、一緒に仕入れに行ったりじっくりとお話を聞くなかで
とにかく彼の目利き力、そしてそれを裏付けるリサーチ力は半端でないことがわかりました。

しかしビジネスに対してあまりガツガツしたところもなく、いつもマイペースで楽しそうに仕事をされている。
そんなところも彼のせどりスタイルにファンが多い証拠です。

「せどりの達人」の「高利益を出す秘密」を
たった１日でマスターする

ヤマケンさんの「リサーチ方法」を何度か聞いたことがあるのですが、リサーチや販売に関しての「視点」と
「バランス」が秀逸です。と言っても、そのやり方は「だれでもできることをコツコツ積み上げていく」といっ
た内容です。したがって、彼の手法は理論的で再現性も高いです。

特に、リサーチの手法が素晴らしく「１つの商品を起点にして、３０個…１００個と売れる商品を見つけてい
る。」という事です。

今回のセミナーでは、せどりの達人の「リサーチの応用力」と「高利益を生むための考え方」を１日で身につ
けていただければと思います。

利益率８０％の秘密
ヤマケン流「リサーチ」×「仕入れ」

このページの冒頭にも書かせていただいておりますが、このセミナーのテーマは「eBay輸出で利益をどうやっ
て上げていくのか」です。事例をもとに細かくお話ししていきます。

私がニッチな商品を扱っていたころの平均利益率は７０％です。自分で言うのもなんですが、この７０％という
数字は高い方です。ですが、ヤマケンさんの粗利益率は、平均８０％。なかには９５％に達する販売商品も少
なくないそうです。

多くのeBay輸出に取り組んでいるセラーの利益率は平均で３０～４０％程度です。
商品ジャンルによっては利益率が２０％以下など、もっと低い方も多いのではないでしょうか？

ヤマケンさんの取り扱っている商品ジャンルはマニア向けのいわゆるニッチなジャンルですが
彼の利益率を上げるための「リサーチ」と「仕入れ」の手法はどのジャンルにも応用できる方法です。

また、彼の仕入れ先はネットショップとブックオフなどの実店舗です。実店舗も運動不足の解消を兼ねて週に
１～２度行く程度で1店の仕入れも2時間くらい。実店舗の場合は仕入の度に、持ちきれないほどの商品を仕入



れてしまうため1～2時間くらいで終了してしまうことも多いそう。

そんなヤマケンさんの「仕入れ」と「リサーチ方法」を徹底的に解説して頂きます。

利益率８０％の秘密
リサーチツールからの脱却

「まだツールに頼って稼ぎますか？早くリサーチツールを使う手法から脱却してください。」

現在、色々なリサーチツールが存在します。国内せどり向けのツールなら１００個くらい存在するのではないで
しょうか？

eBay輸出用のリサーチツールも存在しますが、ヤマケンさんも私もツールはほとんど使っていません。
使ったとしても半年に１度３０分くらいです。
eBayサイトの検索だけでも十分にリサーチできるのでツールは基本的に使いません。

せどり業界ではツールを使って利益を出すことが必須となっている風潮がありますが、
eBay輸出ビジネスで長く継続的に稼いでいる方は、実はあまりリサーチツールを使っていないのです。

リサーチツールはたくさんの方が使っているので、たくさんの方があなたと同じデータを見ています。

つまり「リサーチツールを使う」＝「薄利多売になる」。

継続的に稼ぐためにはビッグデータに頼らない独自の視点を持つことが大切であり、
すなわちリサーチツールからの脱却は必須です。

このセミナーに参加して、ぜひ
「ツールを使わないリサーチ」を習得してください。

利益率８０％の秘密
徹底的に低価格商品を掘る

ヤマケンさんのeBay出品商品の仕入れをお聞きして面白いのは、徹底的に低価格商品にこだわっていること。
当たり前のことですが、販売価格から逆算して仕入れ値が高くなればばるほど利益は低くなります。
しかし、はじめから安い商品を仕入れて高価格で販売できれば、当然利益は大きくなります。

普段のブックオフやネットからの仕入れは数百円程度のものが圧倒的に多く、おおむね1000円以下だそう。
国内転売では到底ありえないそんな低価格仕入れの実態を、どこで・どうやって・どんな商品を仕入れて・い
くらで販売しているのか、そのすべてを今回のセミナーでは公開していただきます。



利益率８０％の秘密
高利益商品を自ら「作る」方法とは？

「せどり」という手法を用いてeBayで海外販売している人はまだまだ少ないようです。
しだがって、競合のいない商品やめったに出品されない商品、まだ誰も出品していない商品を見つけるのは思
いのほか簡単です。

たった108円で仕入れた商品でも（あるいは無料で手に入る商品でも！）、海外のマニアがはじめて見る商品
であれば価格設定は自分の思いのまま。
10年以上前のヤフオク黎明期の頃のように、ニッチ商品で自由に相場を作ることもeBayなら可能です。

いかにしてそんな商品を見つけるか、どのようにお客様に訴求するか、価格設定はどのように行っているか。
たくさんの事例を交えて解説していただきます。

ヤマケン流「顧客対応」×「リピート化」
海外販売で安定して利益を上げるためには、バイヤーへの対応、特にバイヤーにいかにリピーターになってもら
うかが重要になってきます。

エンタメ系のニッチ商品や珍しい日本の商品なら、マニアがリピーターになるチャンスは大きいです。

セミナーではヤマケンさんが実際に行っている梱包＆発送、そしてバイヤーへの対応も細かく解説して頂きま
す。
リピーターからどんなリクエストが来ているのか、その実例もご紹介いただきます。

「稼げる商品ジャンルの絞り方」と
「利益を上げる５つのSTEP」

eBay輸出で利益を出していくためには「あなたに合った稼げる商品ジャンルを絞ること」、
そして「利益を上げるために必要な５つのSTEP（ステージ）」があります。

あなた自身の現在のステージを把握して、具体的に次に何をやっていけばいいのかを、私・井上が解説します。
これからeBay輸出を始める方は、eBayで売り上げを上げるための最短距離が分かります。
また、もっと本格的に取り組んでいきたい中級者、上級者の方もヒントが得られることと思います。

そして、今回の講座のサブテーマは

「継続して稼ぎ続ける秘訣―。」



短期間で稼ぐことはとても簡単。
でも、稼ぎ続けることはとても難しい。

６％の人間しか１０年以上稼ぎ続けることができない――。という事実

「企業生存率」という言葉ががあります。文字のとおり企業（会社）が生き残る割合をデータ化したものです。
株式会社は設立５年で約８５％の企業が廃業・倒産し、設立１０年以上存続出来る企業はわずか６．３％。
つまり１００人の方がビジネスに取り組んで１０年間稼ぎ続けられるのは６人しか残らないという事です。

偶然ですが、ヤマケンさんは今年でeBay輸出歴は５年、国内せどり歴は１１年目です。
そして、井上も今年でeBay輸出を始めて１１年目、来年の１月でeBay輸出歴が１２年目に突入します。
２人ともどちらかというと「人見知り」で「超めんどくさがり屋」ですが、
１０年以上「国内せどり」や「eBay輸出」で稼ぎ続けています。

では、どうすれば「継続的に稼ぎ続けるリサーチ力＆販売力」をマスターできるのか？

「ヤマケン」×「井上麻紀子」の
「頭脳」を体感するセミナー。

さて、今回私たちが開催するセミナーは「体感するセミナー」です。 
知識を教える（稼ぐネタを与える）だけのセミナーではなく、
稼ぐ感覚。利益を上げる感覚。を鍛えるセミナーだと言ってもいいでしょう。 

つまり、 
　「何が売れるのか？」
　「どう販売するのか？」 
　「どうやって利益率を上げ続けるのか？」
という部分を踏まえてさらに深化した
　「利益率を上げる感覚をレベルアップすること」
　「継続して稼ぐ感覚をレベルアップすること」
に、焦点を当てています。 

2人の講師がどのように考えて作業をしているのかを解説し、知識を共有していただく。
つまりヤマケンさんと井上の２人の「頭脳」を体感して頂けるセミナーです。

豊富な「事例」から「稼ぐ思考」を学ぶ。
もう１つ大事なことは、事例を観察し、感覚的に理解して「その先」を思索することです。
今回、仕入・リサーチ・販売の一連の事例をたくさんあげて解説していきます。

「なぜこのキーワードから売れる商品を見つけられたのか？」
「なぜこの商品を仕入れようと思ったのか？」



「なぜこの商品をこの価格で出品したのか？」
「なぜこの商品はこの価格で売れたのか？」
「なぜこのバイヤーはリピーターになってくれたのか？」

考え方から見るべきポイントを細かく解説していきます。
知識×事例 → 感覚に落とし込む。
午前中から夕方まで、ワンデイの集中講座で徹底的にこの感覚を体感して頂きます。

こんな方に来て頂きたい。と思っています。
□国内せどり（販売）をやっていて海外にも販売してみたい

□eBay輸出に興味があるけど、何から初めていいのか分からない

□すでにeBay輸出に取り組んでいるが、なかなかうまくいかない

□もっと収入（利益）を増やしたい

□仕入れ額を抑えて高利益を得たい

□eBay の売れ筋商品が見つからない

□売れる商品のリサ－チ方法が分からない

□eBayやTerapeak でリサ－チしても、検索結果の見方が分からない

□商品を出品しても高く売れない。（薄利多売になってしまう）

□リピーターを増やして収入を安定させたい

利益を２倍にして
「eBay輸出ビジネスで継続的に稼ぐ力」

を身につけるセミナーです。
ノウハウを教えるのは簡単です。 そして、売れる商品を教えるのも簡単です。 
しかし、稼げる商品を教え続けるのではなく「稼ぐための考え方」を体得していただくことこそが
「継続して稼ぐ力」を身につけていただく近道なのでは、と私たちは考えています。
 
ぜひ皆さんには、井上とヤマケンさんの「eBay輸出ビジネスで稼ぎ続けるために必要なリサ－チ力」、
そして「仕入力」「販売力」を習得していただいて、これから１０年以上稼ぎ続けて頂きたいと思っています。



セミナーの内容をご紹介します。

■第１部　（講師：井上麻紀子）
・今年のeBay市場の動向（トレンド）
・評価ゼロから月商100万円以上まで。
　スムーズに稼いでいくための具体的なステップ
　→　あなたの現在地点が分かれば、次にすることが分かります。

・売り上げゼロ～月商300万円まで。
ステージ別売り上げを上げるためのコツ
・リミットアップ対策が売り上げの鍵　～傾向と対策～
・2015年秋のeBayポリシー変更の注意点と対策

■第２部　（講師：山口ケンイチ）
　●リサーチ実践法 基礎＆応用編
　・国内せどり実践者が海外販売を行うメリットとデメリット
　・国内せどり×eBay輸出の黄金バランスを知る
　・ヤマケン流リサーチの心得
　・「海外販売」への思い込みを捨てよう
　・国内せどり用リサーチとeBay輸出用リサーチ
　・eBayサイトだけで完結！ツール無用の簡単リサーチ
　・検索キーワードの考え方と活用法
　・ビッグキーワード収集とリスト化が「稼ぎ」の近道
　・アドバンスサーチ実践からの商品発掘法
　・ライバルを徹底的に真似をする。見るポイントと思考法を徹底解説！
　・ヤマケン流リサーチを体感するリアルタイムリサーチ

 　●仕入れ実践法
　・利益最大化のための思考法
　・仕入原資を抑えるためのポイント「●●●●を仕入れて高く売ることを常に考える」
　・自身の販売スタイル（利益率、回転）で仕入れも変わる
　・低価格仕入れのメリット、その実践と商品発見法
　・過去事例のない商品にチャンスあり！
　・「確実性」から踏み込んで「可能性」も視野に入れる
　・すぐに仕入れに行きたくなる！リアルショップ仕入れ時の着目点
　・外出不要！ネット仕入れのポイントと活用法
　・新品・中古・そして商品別の仕入先事例を大公開
　・利益率90％超えも可能！飛躍的に利益がアップする商品は●●●です！

=休憩＝

■第３部　（講師：山口ケンイチ）
　●商品ジャンル別 販売事例集（リサーチ→仕入れと販売方法を徹底解説）
　・雑誌＆書籍
　・CD



　・レコード、その他音楽関連商品
　・DVD＆ビデオ、その他映像関連商品
　・ポスター、販促物＆ファンクラブグッズ、サイト限定グッズ
　・0円仕入れで利益率100%！
　・訴求力バツグンの販売方法とは？
　・激安仕入れ可能な商品群は...
　・無在庫販売の注意点

=休憩＝

■第４部　（講師：山口ケンイチ）
　●収益を最大化する 出品実践編
　・評価0からの販売スタート、初⼼心者が留意すべきポイント
　・商品別 クリーニング方法
　・写真撮影実践法
　・売れやすくなる出品タイトルの付け方
　・出品説明文の作成 ここだけはおさえておきたいポイント
　・ここが大事！価格設定の考え方
　・送料設定をどうするか？
　・即決とオークション、Best Offer、Handling Time設定
　・セールの利用

　●梱包＆発送 実践編
　・発送の際に気を付けること
　・商品ごとの梱包例
　・便利な梱包材と注意点

　●バイヤー対応（リピーター化へのコツ）
　・英語ができないヤマケン流 外国人バイヤ―とのコミュニケーション法
　・直接販売でのリピーターになってもらう方法とは？
　・商品調達できない場合でもメリットは大きい！
　・SNS活用法

■第５部　（講師： 井上麻紀子 ＆ 山口ケンイチ）
　●１１年間 稼ぎ続けるために必要なこと
・マインドよりも●●が大事
　・稼ぎ続けるために大事な３つのこと
　・長く続けるコツ（モチベーション・行動指針・目標設定）
　・一日で使える時間内にやること、一週間作業スケジュール
　・モチベーション維持には●●を作る

■第６部　（講師：井上麻紀子 ＆ 山口ケンイチ）
　質疑応答
　パネルディスカッション



　せどりの達人 ヤマケン× eBay輸出の女王 井上麻紀子　
利益率８０％を実現する！

高利益eBay輸出ビジネス１DAY集中講座

11月8日（日）大阪・11月15日（日）東京

参加費98,000円 →19,800円

■日時＆場所
　大阪（堺筋本町近辺）
　１１月８日（日）１０時３０分～１７時
　（※途中１時間のお昼休憩有）

　東京（池袋近辺）
 　１１月１５日（日）１０時３０分～１７時
　（※途中１時間のお昼休憩有）

■定員　各４０名
　

>>>今すぐ集中講座に申し込む

↓↓上の申し込みリンクがうまく作動しない方は下記のURLよりお申し込みください↓↓

http://inouemakiko.biz/dm/entry/e2/
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ヤマケンからのメッセージ
今回は縁あって、私のeBay輸出の師匠・井上さんにセミナーをプロデュース頂くことになりました。
せっかくなので私からのリクエストで井上さんにも講義時間を持っていただくことになり、
数年ぶりに一緒にセミナーを開催することができて嬉しいかぎりです。

私自身は久しぶりのセミナーとなりますが、今回は私のeBay輸出の総集編的な内容にしたいと考えています。
国内せどり（得にヤフオク販売）を長年やってきましたが、平行して「せどりからのeBay輸出」も手がけはじ
め、それにハマって没頭してやってきたらあっという間に5年半が経過して今に至ります。

英語もできず面倒くさがりの自分がなぜ5年半も海外販売を続けることができたのか？
それは「面白い・楽しい」から、という以外に言葉が見当たりません。

私の「せどりの楽しさ」とは、自分が発掘した商品に価値を見い出してくれるお客様に喜んで頂いて
なおかつ結果として商品それぞれの取引で利益を生みだすことができること。
さらに、国内では利益の出ない商品や見向きもされない商品でもeBayなら利益化することができる。
せどり販売の舞台として、eBayはまさに私が目指すWIN-WINの販売に最も適した場所でした。

私のセミナーやコンテンツは一貫して「長く稼ぎ続けられる商品選択の視点」を提示し、それを共有し体得し
ていただくことを目的としています。

決して「短期間に月商◯◯百万」とか「これをすれば爆発的に稼げる」とかその手のたぐいではありません
が、継続して安定的に利益を生み続けるためには柔軟な姿勢と好奇心を持って、常にトライ＆エラーを繰り返
しながら地味な作業を「楽しみながら」続けることが納得できる結果を生む近道では、と考えています。

普段、国内せどりだけをやっている方には、競合が少なく高利益化しやすいeBay輸出の醍醐味を。
また、eBay輸出をすでにされている方には、「せどり」という身近な仕入れ手法でもeBay販売に応用できると
いうその視点を、今回のセミナーで体感して頂けたら嬉しいです。
 

ビジネス講座ではありますが「儲け＝お金」だけにフォーカスするのではなく、セミナーを通じて、せどりや
eBay輸出に関わる仕事（商品発掘・仕入れ・販売・顧客コミュニケーションetc.）自体の「楽しさ」や「面白
さ」をお伝えできたらいいな、と思っています。

ぜひ11月にお会いしましょう。あなたのご来場を楽しみにしています！

山口ケンイチ（ヤマケン）
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