
もうせどりは飽和した・・・ 

稼げる商品がない・・・ 

 

そんなふうに嘆いているなら 

１点売っただけで 5,000 円～１万円以上の 

利益になるオイシイ商品を転売して 

月商 100 万円に到達できる 

 

そんな「せどり手法」に興味はありませんか？ 
 
 

薄利多売で悩んでいるあなた 

アマゾンで利益の出る商品が見つからないあなた！ 

 

あなたは、一番簡単に、 

効率的に稼げる方法って何だと思いますか？ 
 

それは、利幅（利益率ではなく利益額）の大きい商品を売ることです。 

 

 

梱包や配送にかかる時間は、利幅の薄い商品だろうが 

利幅の大きな商品だろうが、さほど変わらないはずです。 

 



それならば、1点500円の利幅よりも 

5,000円、10,000円の利幅を取れる商品を扱うほうが良いに決まってますよね？ 

 

 

しかも、利幅が大きければ、売上げも一緒に大きく上がっていきます。 

 

つまり、あなたが目標にしている 

大台・月商100万円という数字も目前に迫ってきます。 

 

 

今回のセミナーでは、売上げ・利益の両方を最短、最速で上げてしまう、 
とっておきのテクニックをご紹介します。 
 

 

講師紹介 
 

こんにちは。高 公子（ハンドルネーム Hime）と申します。 

 

 

京都府在住の女性せどらーです。 

 

私は本業では学習塾の経営をしており、 

仕事の合間に副業として 2010 年 12 月にせどりを始めて、 

1 年後の 2011 年 12 月に月商 200 万円を達成しました。 



 

売上金額 ￥2,346,195 
 

そして、その実績を元に2012年6月よりメルマガを開始し、 

様々な有益な情報を発信しております。 

 

「せどり仕入れツアー」というサービスも提供してきました。 

 

この「せどり仕入れツアー」は東京と大阪で開催しています。 

 

私のこの仕入れツアーを機に月商 100 万円に満たない人が 

月商 700 万円稼げるようになったりしております。＠＠ 

  

月商 100 万円から、なかなかステップアップできないと 

悩んでいた人がコンスタントに月商 250 万円～300 万円 

稼げるようになったりた事例もあります。 

  

ほとんど初心者同然だった人が、 

月商 100 万円に届くようになったりしています。 



まずはこの結果をご覧ください！ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
上記の商品は、最近、私が売り上げた利益幅が大きい商品です。 

 

このセミナーに参加し、 
稼ぐ秘訣を身に付ければ、 
こんな利益を得ることが可能なのです！！ 
 

 
最近、いろいろなところで、  

 

「とにかくネットでどうにか稼ぎたいんですが、  

 転売って稼ぎやすいんですか？」  

 



とよく聞かれます。  

 

 

相談されることは  

 

“何が結果を出すのに一番手っ取り早いか？”  

 

ということです。  

 

 

この時、私がお答えしているのは  

 

 ●転売（せどり）はアフィリエイトと違って、 

稼ぐ仕組み作りに時間がかからないので、結果が出やすい。  

 

 ●特に新品せどりは、いわゆる目利きがいらないので、  

  最速・最短で稼げるようになる。  

 

ということです。  

 

あなたは、“せどり＝中古本仕入れ”と思っていませんか？  

 

せどりというと本のせどりを思い浮かべる人がほとんどだと思います。  

 

この BOOK せどりは利益率は良いものの、  

利益額が少なく、薄利多売をしなければならないのが実情です。  

 

そこで・・・ 

 



これからせどりを始めたい人、早く結果を出したい人に  

私がお薦めしているのが CD・DVD・ゲーム・フィギュアせどりです。  

 

なぜ、本でなく CD・DVD・ゲーム・フィギュアなのかというと  

Amazon に登録されている商品数が本に比べて断然少ないからです。！ 

 

商品登録が少ないということは、 

アマゾン在庫切れ商品もそれほど多くないので、 

タイトルや画像を覚えやすく、仕入れにも困らないという訳です。  

 
 
このように、新品 CD・DVD・ゲーム・フィギュアのせどりは 
2,000 円～3,000 円の利益がでる商品なら、 
すぐに見つけることができ、軌道に乗せやすいせどり方法だと言えます。 
 
ただし、利益率は良いとは言えず、 
月商 100 万円の売上になることは比較的簡単ですが、 
利益率 20%～25%程度で作業量の割に利益が少ないと言われています。 
 
 
しかし、私が実践してしている新品せどりは、 
利益率 50%以上で利益の大きいものだと 80%になるものもあります。 
 
 
先程、見ていただいたように利益額も大きいものだと 

2 万円以上になります。 

 

 

私がなぜ、こんなに利益が出せているかというと 

それには特別な秘密があります。 

 

 



新品商品ですので、売上額は他のせどらーと変わりません。 

 

しかし！ 

仕入値を他の人よりも安く抑えることにより、 

利益率を高めているのです。 
 

 

これは、卸業者だからできるのか？ 特別な業者だからできるのか？ 

と思われるかもしれませんが、個人で十分仕入れが可能です。 

 

もちろん、あなたにもこのような価格で仕入れをしていただくことができます。 

 

 
ちょっとしたコツを掴めば、 
利益バツグンの商品がザクザク見つかります。 
 
これは知ってるか、知らないかだけなのです。 
 
そうです！ 
 

「知っているか、知らないか」 

「やっているか、やっていないか」 

 

その差だけなのです。 
 
 
これはコツさえ掴めば難しいことではありません。 
私だから出来たのではありません。 
 

誰でも出来るんです！  



特別な目利きなど全く必要ありません！ 
 
ここまでお読みになられたあなたは 
 

“このせどりの手法は稼げる！！” 
ということがお分かりいただけたと思います。 
 
 

 ・1 日 30 分のすきま時間のリサーチで、利益の出る商品を 

  見つけることができます 

 

 ・確実に売れて利益額の大きな商品を扱えるようになります 

 

 ・本気で取り組めば月商１００万円以上、月収３０万円以上も可能です。 

 

あなたはそんな方法を 

知りたくないですか？ 
 

 

このセミナーでお伝えするリサーチ法は、 

たった 3 秒で設定できる「ある方法」 
を使っていますので、すぐに実践していただけます。 

 

 

また、店舗せどりで普段行っているお店や 

電脳せどりで使っているネットショップなども暴露します。 

 



是非、このセミナーに参加し、 
稼ぐ秘訣を身に付けてください！ 

http://sss1.jp/x/lnfq 
▲今すぐ申し込む方は上記 URL をクリック！▲ 

※もし URL がクリック出来ない場合、URL をコピペして 

IE、Google Chrome のアドレスバーに貼ってください。 

 

このセミナーの内容の 

一部を公開すると・・・ 
 
■アマゾン在庫切れ商品を簡単に見つける「ある」方法とは？ 

 

アマゾン転売で稼ぐには 

アマゾン在庫切れ商品を見つけることが必修になります。 

 

このセミナーでは、アマゾン在庫切れで高値が付いている商品を効率良く 

見つけ出していく方法をお伝えします。 

 

しかもこの方法は、たった 3 秒で設定できる「ある方法」を使って 

いますので、すぐに実践していただけます。 

 

私は、このリサーチを徹底的に行って、売れる商品を頭に叩き込みました。 

 



いきなり店頭に行っても、 

最初から売れる商品を見つけられる人は少ないと思います。 

 

それよりも、このリサーチをしっかり続けてから、 

仕入れに行くことをお薦めします。 

 

■売れる商品構成とは？ 

 

90％以上の人が勘違いしていますが、経験が多数あっても 

目利きや商品知識がずば抜けているわけではありません。 

 

●誰に対して販売しているのか？ 

 

●いくらの利幅の商品をどのくらいの期間を目標に販売するか？ 

 

●扱う商品ジャンルは？ 

 

これがしっかり決まれば、 

お客様は自然にあなたから買ってくださるようになります。 

 

また、「資金がショートして仕入れできない。」 

などということには絶対になりません。 

 

 

■アマゾン販売で最も重要視すべき「仕入れ基準」とは？ 

 

私が仕入れをする時は、勘に頼った仕入れをせずに、 

「ある」仕入れ基準を満たした商品だけを仕入れています。 

 

●その基準とは何なのか？ 

 

●アマゾンのランキングの考え方は？ 

 

資金に限りがある人ほど、この仕入れ基準はしっかり考えて仕入れてください。 



■ショッピングカートを獲得するには？ 

 

アマゾン 販売において、ショッピングカートに 

商品が掲載されるかどうかは、大変大きな意味を持ちます。 

 

つまり、あなたがカートを取得できるかどうかが、 

絶対的に販売個数を左右するんです。 

 

『カートを制する者は、売上げを制す！』 

 

と言っても過言ではありません。 

 

このショッピングカート獲得のために 

普段どんなことに心がけておけば良いかをお伝えします。 

 

 

■他のせどらーが知らない利益の出る商品とは？ 

 

普段、みなさんが利益が出ないと思って買おうとしない商品が 

お店にはたくさん眠っています。 

 

しかし、ある場所を見て、値段設定することによって 

その眠っている商品で大きな利益をとることができます。 

 

また、商品のコンディションの設定も大きなカギとなります。 

 

商品のどこに着目し、アマゾンのどこを見て値段設定したら 

良いのかをお話します。 

 

 

■ライバルより高く売れる商品説明とは？  

 

私は中古商品を最低価格では出品していません。 



なぜなら、価格競争をしなくても売れる商品説明文を書けるからです。 

 

お客様のことを考え、説明文には 5 つのポイントを 

押さえて書いておくべきなんです。 

 

この 5 つのポイントを守って説明文を書いてもらえば 

今より大きく利益が出せるようになります。 

 

 

■目利き要らずで利益の出る商品を見つける（店舗仕入れ編） 

 

私が実践してしている店舗での新品せどりは、 

1 点売っただけで、5,000 円～15,000 円程の利益になり、 

たいへんオイシイです。 

 

これほどの利益がありながら、仕入れ額はリスクがなく、 

毎回の仕入れ額は 4,000 円～8,000 円程度です。 

 

また、回転率も良く 1 カ月以内には、ほとんどの商品が売れていきます。 

 

これにはある秘密があります。 

 

 

このセミナーでは、私が店舗せどりで実践している 

利益率 50%以上の商品の探し方を実例付きで 

お話します。 

 

オススメの仕入れ場所も暴露しちゃいますよ！ 

 

 

■リサーチ要らずで利益の出る商品を見つける（電脳仕入れ編） 

 

リサーチ要らずで、ライバルせどらーから、 

売れる商品を見つけ出す方法とは？ 



ヤフオクでの効率的な落札法と 

私がネット仕入れに使っている 8 サイトを公開します。 

 

これで、店舗まで仕入れに出かけられない人でも 

 

地方に住んでいて、近くに店舗がない人でも 

自宅に居ながらにして仕入れをすることができます。 

 

 

いかがですか？ 
 

このセミナーに参加して、 

あなたの今の状況を変えませんか？ 

 

 

せどりは、やればやっただけ確実に稼げます。 

 

やれば結果が出ることを体感して欲しいと思います。 

そのために最速・最短で稼ぐ手法をお伝えしたいと思います。 

 

 

自分の力で稼いで収入を得ることによって、自分に自信を持って欲しい。 

 

 

ですから、無料メルマガでは書けないシークレットな部分を 

今回のセミナーに参加される本当にやる気がある限られた方だけに 

今まで語れなかったことを語ろうと決心したんです。  

 

 

インターネットでは公開できないノウハウを 

人数限定の対面式セミナーでお話しようと・・・ 



国内せどりの仕入れ成功の秘訣とテクニックを 

余すところなくあなたにお伝えすることをお約束します。 

 

さらに、枠組みにとらわれない、新しい発想と戦略をご披露します。  

 

 

 

今回の人数限定シークレットセミナーに参加するために、 

あなたに必要な投資額は 29,800 円です。  

 

さらに、このページから事前に申し込みいただければ、 

先着 40 名様のみ、特別価格 14,800 円でご参加いただけます。 

 

 

このわずかな投資額で、 

あなたは私が実践している全てを習得することが出来るのです。  

 

そうです。 

 

 

向上心の高い方だけが参加できるセミナーなのです。 

このセミナーにご参加いただいたあなたには、 

是非ここで学んだことを実践に移し、成功していただきたいと考えています。 

 

 

 

■開催日時■ 

 

2013 年 6 月 9 日（日）13：30 会場 14：00 開演 

 

■開催場所■ 

 

東京・渋谷 ティーズフラッグ 

東京都渋谷区宇田川町 33 番 6 号 Shibuya Flag  
 

■アクセス■ 



JR・東急東横線・銀座線・渋谷駅 より徒歩 5 分 

 

■会場地図■ 

 
http://www.tsrental.jp/location/shibuya/map.html 
 
■講   師■ 

 

高 公子（HN Hime） 

 

 

 

■参加費用■ 

 

一般価格 29,800 円のところこのページからの事前申し込み先着 30 名様に限り 

前売り価格セミナー参加費：￥14,800 

http://sss1.jp/x/lnfq 
 

▲今すぐ申し込む方は上記 URL をクリック！▲ 

※もし URL がクリック出来ない場合、URL をコピペして 

IE、Google Chrome のアドレスバーに貼ってください。 

 



セミナー終了後には、17
（懇親会に参加される方

 

 

さらに！ 
セミナー参加者限定となりますが

 

このセミナーにご参加いただいたあなたには

是非ここで学んだことを

考えています。 

 

そのために、下記の無料

全員にお渡しします。 

 

 

 

 

 

■特典１  セミナー

 

このセミナーでは、私の

 

しかし、その内容が膨大

メモを取りきれないことも

 

そこで、自宅に帰ってから

今回特別に、セミナーで

 

（セミナー終了後、メールでのお

■特典２  30 日間

 

17：30 より懇親会を開催します。 

方は実費をご負担ください。） 

となりますが、信じられない程の特典を用意

いただいたあなたには、 

んだことを実践に移し、成功していただきたいと 

無料プレゼントをセミナーに参加される方 

セミナー資料 

の稼ぎの手法を包み隠さずお伝えします。

膨大になるため、 

りきれないこともあるかと思います。 

ってから、セミナー内容を見直していただけるように

セミナーで使用する資料をプレゼントします。 

メールでのお渡しになります） 

日間メールサポート 

用意しております。 

 

。 

していただけるように 



 

セミナーを受講した後、実践してみて分からないことがあれば、  

どんどんメールしてきてください。 

 

せどりをする上での疑問点、つまずいていることも、 

何でも質問してください。 

 

■特典３  Hime のせどり仕入れツアー1 万円割引 

 

東京秋葉原・東京中野・大阪日本橋で開催している 

せどり仕入れツアーですが、 

今までのべ 80 人以上の方々に 

参加していただき、大絶賛されてます。 

 

仕入れ商品のジャンルは CD・DVD・ゲーム・おもちゃ・フィギュアで、 

毎回 4〜5 店舗周って仕入れをしています。 

 

実際に店舗を一緒に周って、せどりのコツを教えていく、 

この「せどり仕入れツアー」は売上向上の効果が大変高いと好評です。 

 

この仕入れツアーの参加費の1 万円割引をさせていただきます。 

 

参加費用（懇親会なし）25,000 円のところを 15,000 円に 
参加費用（懇親会付き）30,000 円のところを 20,000 円に 

 

このツアーでお宝商品を GET しまくってくださいね。 

 

 

もし、あなたがこのセミナーをきっかけにせどりに取り組んだとして、 

そこから 1 日 1 つの商品を販売したとしたら、1 ヶ月で、 

いったい、いくら位の金額を稼げると思いますか？ 

 

そうです。 



１商品 5,000 円の利益なら月１５万円の収入 GET！ 

１商品 2,000 円の利益なら月６万円の収入 GET！ 
 

もちろんこれは一例ですので 

1 日にたった 1 つしか売れない なんてことはありません。 

 

 

単純に 10 倍の 10 商品が売れていけば、かなりの利益になるはずです。  

このセミナーを受講すれば、確実にそれくらいは売れるようになるでしょう。 

 

利益率によって手にする金額は変わりますが、 

1 つでもこれだけの金額になることは、お分りいただけたことでしょう。 

 

 

もちろん、結果は個人のスキルによって変わってきますので 

それ以上の金額を稼ぎだす人もいるでしょう。 

 

 

大切なことは、あなたが 

利益率の高い商品の仕入れノウハウを身につけることが出来るということ。 

 

そして、 

あなたが手にする利益はこの方法を本気で実践すればさらに伸びるという 

2 つの事実です。 

 

 

目指せ！月商 100 万円！ 

ここでしか話せないせどりで稼ぐ秘訣を生公開するシークレットセミナー 



定価：￥29,800 → 前売り価格：￥14,800 

開催日時 2013 年 6 月 9 日（日）14：00～17：00（13:30 会場） 

開催場所 東京・渋谷 ティーズフラッグ  

■住  所■ 東京都渋谷区宇田川町 33 番 6 号 Shibuya Flag  

■アクセス■JR・東急東横線・銀座線・渋谷駅 より徒歩 5 分 

■地  図■ http://www.tsrental.jp/location/shibuya/access.html  

セミナー講師 高公子（ハンドルネーム Hime） 

参加費  定価：￥29,800 →事前申し込み 14,800 円 

セミナー終了後には、17：30 より懇親会を開催します。 

（懇親会に参加される方は実費をご負担下さい。）  

2013 年 6 月 9 日（日）東京・渋谷 ティーズフラッグ  

前売り価格セミナー参加費：￥14,800 

http://sss1.jp/x/lnfq 
 

▲今すぐ申し込む方は上記 URL をクリック！▲ 

※もし URL がクリック出来ない場合、URL をコピペして 

IE、Google Chrome のアドレスバーに貼ってください。 

★クレジットカードや銀行振込等、 



以下のいずれかの方法でお支払いいただけます。 

 

★ご利用のクレジットカードによっては使えない場合がありますので 

直接、各クレジットカード会社へお問い合わせください。 

 

 

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

 

 

やるか？ やらないか？ それだけのこと。 

それがせどりなのです。 

 

あとは仕入れをする、ほんの少しのお金と一歩踏み出す勇気だけです。 

 

チャレンジするのは今しかないんです。 

 

何かを感じた方、本気で望む方だけ 

今回のセミナーに参加していただきたいと思っています。 

 

 

私が、今現在でも稼いでいる実践的なノウハウを当日、 

来場者だけに伝授します。 

 

実例を交えながら、ライブ形式で全てをお伝えしますので、 

せどり初心者の方でも、短期間で大きく稼ぐ感覚を掴んでいただけます。 



このセミナーをきっかけにあなたが大きく稼ぐように 

なってくださったら嬉しい限りです。 

 

稼いでいる人に会う 
これが成功への近道です。 

 

 

利益を求め、現役バリバリで活動中のパワーセラーである 

私のリアルなノウハウを聞ける、またとないチャンスです。 

 

 

このチャンスを掴めるかどうかはあなた次第です。 

 

 

では、会場でお会いできることを楽しみにしています。 

 

 

高 公子（Hime） 
 

※本セミナー参加者様の個人情報の取り扱いについて 

今回のセミナーにご参加頂きましたお客様の個人情報は、 

私、株式会社グローリー 山口裕一郎が機密厳守をお約束いたします。 



イベント開催後、私より有益情報やサービスのご案内などのご連絡をさせて頂く場合がご

ざいますので、ご了承下さい。（ご不要の場合は、 いつでも解除できます） 

また、お客様の個人情報は、適切かつ安全に管理いたしますので、どうぞご安心下さい。  

個人情報保護方針 

http://knowhowseminar.com/0703/privacy.html 

 

■特定商取法に基づく表示 

 

販売業者 (株)グローリー 運営・販売責任者 山口裕一郎  

 

〒157-0066 

東京都世田谷区成城 3-25-11 リバーサイド成城 B201 

 

※店頭での直接販売は行なっていません。  

  

電話番号  

090-8558-0582（受付 10：00～18：00） 

 

※非通知番号はご対応できません   

 

メールアドレス  

you1raw786@ mx6.ttcn.ne.jp 

 

スパム対策の為、@の前に空白を入れております。 

ご連絡いただく際は、@の前の空白を取り除いてください。  

 

 

ホームページ URL  

http:dp12182134.lolipop.jp/69shibuya.pdf 

 

お申し込み方法  

Web サイト上のお申込フォーム（24 時間受付） 



 

参加費 14,800 円 

 

  

セミナー参加費以外の必要料金  

 

銀行振込の場合、振込手数料  

 

クレジットの分割決済をご選択頂いた場合は分割手数料がかかります。 

 

商品の引渡し時期及び商品の引渡し方法 

 

ご入金確認後に Eメールにてセミナーの詳細を記した 

PDF ファイルを送信いたします。  

 

 

お支払い方法 銀行振り込み・各種カード決済・BitCash  

 

お客様都合での返金・キャンセルにつきましては返金には応じられません。 

 

返金・キャンセルに関するお問い合わせは 

you1raw786@ mx6.ttcn.ne.jp こちらからお願いします。 

 

※ご注意 

 

このセミナーの案内ページに示された表現や再現性には個人差があり、  

必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 
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