
１日中リサーチしないと儲かる商品の見つからない

”肉体労働”の電脳せどりとはオサラバし、

仕組み化したら、次から次へと高利益商品を発掘してくれる

”システム電脳せどり”を実践して月５万円を確実に稼ぎましょう！

周りに BOOKOFF がなくても

ワケありで家から出られなくても

会社の帰りが２２時でも関係ありません…

１日１時間だけリサーチをして

着実に月５万円の収入を増やしましょう！

ボイルド

購入者のことをまったく考えてない教材販売者

これまで何十人もコンサルをして、

何度もアンケートを実施してわかったことがあります。

それは、ほとんどの販売者はまったく購入者のことを

考えていないということです。

だいたい巷に出ている教材というのは、教材の販売者が

自分でやってうまくいった方法をまとめたものですが、

その販売者というのは

・周りに１０軒くらい店舗がある

・資金を１００万円以上使える

・専業でせどりをしているから自由に時間を使える

など、非常に恵まれた条件・環境でせどりをしているのです。

それで、

「私はこの方法で稼ぎました
あなたもこの方法で１００万円稼げます！」



みたいなことを言うわけですが、

正直こんなもん稼げるわけがありません。

なぜなら、多くの人というのは、

・少ないお小遣い制でやりくりしないといけないサラリーマン

・月末の支払いに苦労する主婦

・１日２時間くらいしか作業時間をとれない

・資金が３万円くらいしかない

・持病であまり遠出できない

・子供が小さいから家を空けられない

・会社の帰りが遅くてまともに店舗仕入れができない

といった問題を抱えているからです。

つまり、このような、買う側のことをまったく考えていない

販売者の教材を買ってやっても稼げるわけがなかったのです。

【せどり禁止令発布】

最近、BOOKOFF がなにやら不穏な音を立てています。

いつも通り仕入れにいったら本の裏側にこんなものが…



そう、”BOOKOFF の専用シール”というやつです。

これでビームせどりはもちろん、せどりすとによる

バーコードの読み取りもできなくなりました。

結構 ISBN コードも隠されているので、ピコピコすらできない時もあります。

また、先日アンケートをとっただけでもこれだけの報告が入っています。

・せどり行為禁止の張り紙がしてある店舗がここ数年ぽつぽつと出てきました。20km 範囲内

に 2 店舗。40km 範囲内に 1 店舗。

・せどり自体禁止店舗が 5 店舗強。すべて FC 店舗です。

・横浜市神奈川区

BOOKOFF アクロスプラザ東神奈川店　ビーム禁止

BOOKOFF 横浜平沼店　ビーム禁止

BOOKOFF 横浜ビブレ店　ビーム禁止

BOOKOFF 横浜伊勢佐木モール店　ビーム禁止

２店舗中１店舗はバーコードの上にシールが貼られています。

実は、最近新しくもう１店舗できたのですが、そこはせどり完全に禁止店舗です。

表だって禁止はされてませんが

携帯でバーコードを読み込みしてると店員さんが寄ってきてプレッシャーをかけてきます。

ほとんど本のバーコードに値札が貼ってます。

行ったことがある店

ビーム禁止：自由が丘（直営）

端末検索自体禁止：中原街道長原店（FC）

人から得た情報

端末検索自体禁止：新中野、東中野（FC）、綱島（直営？）

噂レベル

伊勢佐木町（ビームか端末検索自体かは不明）

正直、今はブックオフではほとんど仕入れをしないので、2 軒しかわかりませんが・・・。

1 軒目は、せどりすとのカメラも禁止、かなりせどらーが嫌いっぽいです。



もう 1 軒は、ビームも OK です。

滑川

ブックマーケットですが、一応

対策はされていない

せどり行為は他のお客様のご迷惑にならないようお願いします。

※目に余る迷惑行為があった場合は禁止させて頂きます

と張り紙。他のせどらーの態度によっては即禁止もありうる

などなど。

これらはあくまで一部の報告なので、

これ以外にも対策されている店はたくさんあるでしょう。

もちろん、全ての店でこうなっているわけではありませんが、

今後はこういう傾向が全国的に広まる可能性は十分にあります。

なので、これからは BOOKOFF に依存しない

仕入れスタイルが求められます。

そこで、今回、電脳せどりのノウハウをお渡しすることにしました。

深夜、早朝に仕入れができる

そもそも、僕はもともと電脳せどりを教えるつもりはありませんでした。

仕入れ値は張るし、ライバルが多い分難易度が上がるからです。

「普通に BOOKOFF に行けば 105 円とか 200 円で本が売ってるんだから

それで十分稼げるだろ」

と思っていました。

しかし、コンサルを重ねていく中で、

それでは多くの人をサポートしていくことができない、

様々な条件の下でせどりを実践する人たちを稼がせることができない

という事実に気がついたのです。



なにせ、全国には色々な方がいますから

「会社の帰りが遅くて店が閉まってる」

「子どもが小さいから家を空けられない」

「そもそも、近くに BOOKOFF がない」

などの問題を抱えている人が大勢いることに気づきました。

しかも、結構多いんですよね。

最近は会社の仕事もきつくて

人数を減らして一人あたりの負担が増えてますから

（その割に給料は増えない）

どうしても帰りが夜の９時とか１０時、

遅いと０時過ぎになってしまう人も多い。

だから、そういう人でもしっかりせどりで稼ぐ方法を

僕の中で確立する必要がありました。

そして、今回のノウハウ伝授にようやく至ったわけです。

電脳のいいところは時間と場所を気にせずできることです。

会社から帰ったあと、子どもが寝付いた後の夜中でも仕入れができますし、

誰からの邪魔も入らない早朝にもせどりができます。

子育てをしている主婦の方だったら子どもの側で仕入れができるので

安心して作業をすることができます。

【リアル店舗で見つけたお宝商品を電脳で何回も販売できる】

電脳せどりの旨みはまさにこういうところですね。

リアルの店舗では１つしか仕入れられないようなものでも

ネット世界を見渡すことで５個も１０個も仕入れることができて、

同じお宝品を何度も販売することができます。

しかも、店舗で見つけたプレミア商品って

普通の電脳せどりのリサーチ方法ではなかなかひっかからないので

ライバルがたどり着いていないことも多々あります。



だからこそ、店舗とリアルを両方出来る人は

かなり強かったりします。

店舗せどりしかできない。

電脳せどりしかできない。

というのでは非常にもったいないです。

両方のスキルをもって初めて踏み込める領域があります。

【自動で稼働するシステムによる電脳せどり】

電脳せどりのリサーチというのはなかなか骨の折れる作業です。

結構、初心者にとっては慣れないことも多いし、

店舗せどりに比べるとやや難易度が上がります。

また、３時間リサーチしても１品もいいのが見つからないなんてこともザラです。

さらに、利幅のある商品が見つかっても、それがヤフオクにあるかどうかは

また別の問題です。

そこで、今回僕が考案したのが”システム電脳せどり”です。

従来の電脳せどりだと家から一歩も出ない代わりに

結構、ごりごりリサーチをするいわば「肉体労働」的な側面が強かったのですが、

今回のノウハウではリサーチを極めてシンプルかつ軽いものにしました。

従来のリサーチだと、、

１：Amazonで利益の取れる商品を見つける

↓

２：プライスチェックを使い売れるかどうか調べる

↓

３：ヤフオクでその商品を探す

↓

４：実際に手動で仕入れる

↓

これの繰り返し



という流れなんですが、

この方法だと、その都度儲かる商品を探さないといけないので、

毎回毎回膨大な時間がかかってしまいます。

これだとあまり電脳せどりをやっている意味がないでしょう。

なので、僕はシステムを作って一連の作業を自動化し、

自分がやる作業を極力そぎ落としました。

システム電脳せどりのリサーチはこうです。

１：基本的なリサーチ法を身につける

↓

２：儲かる商品が次から次へ見つかるシステムを構築

↓

３：この無数の商品の中から売れる商品を選ぶ　

↓

４：オークファンを使って自動入札

見てのとおり、かなりシステマティックにリサーチを行ないます。

一度仕組みを作ると勝手に儲かる商品リストが作られて

しかも、毎日新しく更新されるので、”利益の出る商品”自体は

まさしく自動でわかってしまいます。

 

そのため、毎回面倒なリサーチをする必要はありません。

（ここが最も時間がかかって面倒な作業。ここを省けます。）

あとはこの膨大な商品の中から本当に売れそうなものだけを拾って

オークファンを使い、自動入札するのです。

自動入札なので、オークション終了時に

パソコンの前にいる必要はありません。

なので、僕らがやることと言えば、

巨大な儲かる商品リストの中から売れる商品を選び、

それをオークファンで探して入札の設定をするだけです。

これが１日１時間で月に５万円稼ぐ秘訣になります。



【ノウハウの一部をお伝えすると…】

✔ライバルより 1500 円高く売る方法

新品せどりではライバルと差がつかないので

最安値にして売ればいいと思われています。

そして、実際そのようにしている人ばかりです。

（Amazonの出品状況を見ればすぐにわかります）

しかし、そのようなことをしている限り

いつまで経っても薄利多売な電脳せどりから抜けられません。

ライバルよりも 1000 円、1500 円高い売る方法があります。

✔パソコンが 24 時間あなたの代わりにリサーチしてくれる仕組み

調べても調べても利益の出る商品が見つからない…

３時間調べても５時間調べてもたったの１つも出てこない

そうなるとせどり辞めたくなりますよね。。

でも、そんな面倒な作業は機械にやらせておけばいいのです。

あなたはこれで膨大な量の儲かる商品情報をゲットできます。

✔夜勤があって終了時間にパソコンの前にいらてなくても落札する方法

オークションが終了するのは大抵夜の９時とか１０時です。

その時間帯で一番値段が高騰するからです。

でも、自分は夜勤があるからその時間にパソコンの前にいられない。

だから、落札もできない。

これはかなり致命的ですよね。

仕事を休むわけにもいきませんし。

でも、実は、予め設定さえしておけば

”自動で”落札することが可能なんです。

✔ランキング以外の仕入れリスクを減らす３つの指標

巷ではランキング○万位以内なら OK、みたいな指標が出回っていますが、

正直、ランキンだけでは売れ残りのリスクを回避しきれません。



ランキング以外の３つのポイントをチェックすることによって

初めて低リスクな仕入れが実現します。

✔シンプルかつ短時間できる仕入れ

まったくの０から儲かる商品を見つけるという

超絶面倒くさい作業から開放されるため、

あなたのやることは非常にシンプルかつ少ない作業だけです。

この効率化された仕入れ法を導入することによって

１日１時間の作業でもすぐに５万円の収入を増やせます。

✔せどりで最も回転の早いジャンルとは？

電脳せどりのデメリットはリサーチしてから

実際に売れて入金されるまでの長さですが、

”ある高速回転ジャンル”の仕入れをすることによって

あっという間に手持ちの資金を増やすことができます。

✔電脳せどりのカギとなる差別化スパイス

電脳せどりで稼ぐには何といっても差別化が必須です。

しかし、大規模に販売されているツールを使っても

すぐに飽和してまったく意味がありません。

（ツール代は毎月何万円もかかりますが）

しかし、ここではツールを一切使わずに、

システム構築後にちょっとしたスパイスを加えるだけで

ライバルの知る余地のない商品にたどり着く方法を解説します。

✔１週間後に終了するオークション商品をその場で手に入れる方法

通常、オークションの終了というのは３日後とか５日後とかです。

遅いと１週間後なんてこともあります。

しかし、”ある方法”を使うことによって安く、

しかもその場で商品をゲットする方法があります。

✔薄利な商品しか見つからないときの戦略



みんながみんな同じような基準で仕入れをしています。

ということは、彼らと同じ基準で仕入れをしている限り、

薄利で値上がりする商品しか見つからないということです。

そんな薄利ばかりの電脳せどりにうんざりしている時には

１８０°思考を転換すると一気に高利益の商品が見つかります。

✔高額商品を売る時の必勝テンプレート

２万円、３万円する高額商品ってやはりそんな頻繁に売れないのですが、

出品コメントにたった１文付け加えるだけで、売れる確率が一気に跳ね上がります。

お客さんはあなた以外から買うのは考えられなくなります。

✔ファンから直接商品を格安で購入する方法

あなたが仕入れるのはヤフオク？それとも楽天ショップ？

そういうった場所だけから仕入れをしている限り、

高利益の仕入れはなかなか実現できません。

”あるジャンル”に限ってはファンの方から

直接商品を格安で仕入れることができます。

【ノウハウを加速させるボーナス集】

今回のノウハウを実践していただければ、まず稼げますが、

その実践を可能にして、さらに加速させるボーナスも用意しました。

教材を渡しても中を見ないとか、

まったく実践しない人がいるので、

そういうことを防ぐボーナス集です。

ボーナス１：メンバー同士が気軽に交流できる専用チャットルーム

通常、せどらーというの一人で黙々作業をします。

コンサル生にきいても、せどらーの知り合いが一人もいない

という場合も珍しくありません。

しかし、多くの人はそういう”臨場感のなさ”が原因で

せどりからドロップアウトしていきます。



それでは、僕が必死こいて作った教材と

あなたが苦労して稼いだお金がパーになるので

購入者同士で気軽に交流して情報交換できる場も

今回用意させていただきます。

ボーナス２：まったくの０から５万円の資金を作る３つの方法

電脳せどりでネックになるのが何といっても資金です。

扱うのは CDや DVD、ゲームがメインになるので、

基本的には１回の仕入れで送料も考えると 5000 円くらいはします。

なので、最初の軍資金としては５万円は欲しいところです。

しかし、実際には１～３万円程度の資金しか用意できない人も多く、

そういう人たちは電脳せどりができないことになってしまいます。

そこで、今回まったくの０から現金５万円を生み出す方法を

お伝えすることにしました。

どの方法も単純に作業をこなすだけでできるので

難しい知識やスキルは一切不要です。

まずはこの方法で仕入れ資金を作ってください。

ボーナス３：せどりスタートパック

これを機に初心者の方もせどりを始めるかと思います。

ですが、電脳せどりは初心者の方にはちょっとレベルが高いので

電脳をやる前にこちらの教材でせどりの基礎を学んでいただきます。

普通にインフォトップで 1480 円で売っている教材ですが、

アンケートを見たところ、まだせどりを始めていない方も多かったので

思い切ってつけてみました。

是非有効に使ってください。

ボーナス４：プライスチェックでプレミア商品を見つける方法

電脳せどり初心者だとどういうキーワードで高値になるかが

いまいちわからないものです。



そこで、プライスチェックを使ってプレミア商品を一気に

数十個見つける方法をお伝えします。

この方法を使うと今現在プレミア化していて

高額で販売できる商品がリストになった状態で見つけられます。

また、ここで出てきたキーワードを検索に応用することで

ライバルとは一味違ったリサーチができて差別化も出来ます。

【イチかバチかの賭け】

今回、教材を販売するにあたって、アンケートを実施しましたが、

その時に

「電脳せどりのノウハウはすぐに飽和するので

多少高くして購入者が少なくなるように配慮してください」

となんともありがたいコメントをいただきました。

実際、その通りで、僕も今回の教材は普段よりも高額で販売するつもりでした。

しかし、その一方で、使える資金がないことに嘆く声も多かったのです。

・少ない小遣い制でやりくりしないといけない

・解雇されたのでお金に余裕がない

・５万円も資金がない

・旦那の給料が少なくて困っている

など、様々な声をいただいています。

なので、値段設定には非常に頭を悩ませました。

安く売ってもすぐにノウハウが飽和してみんな稼げなくなる。

かといって、高くしすぎると今度はチャレンジできなくなる人が出てくる。

どっちかをとったら、もう片方が犠牲になるのです。

この教材には元となるテキストに加え、解説動画もつけました。



また、５万円の資金調達法のことも考えたら

少なくとも３万円以上で販売してもいいでしょう。

さらに言うと、１万円以下で教材をすると

１回も中を見ない人まで大量発生するので

（ノウハウコレクターは平気でこういうことをします）

少なくとも１万円は超えていないと購入者さんの為にもなりません。

そこで、

19,800      円で提供することにしました。  

 

正直、この程度の額で販売してしまうと

あっという間に購入者が増えて飽和する可能性もあるのですが、

今回はできるだけ他人とは差別化する仕入れルートについても解説しているので、

勇気をもってこの価格にさせていただきます。

【とんでもない保証をします…】

もし、あなたがこの教材を３ヶ月間真剣に実践し、

僕のメールサポートを３回以上受けても

教材代金すら稼げなかった場合、

お支払いいただい全ての教材代金をお返しします。

この教材には電脳せどりの基礎を丁寧に解説した動画もついていますし、

通常の手法と比べるとありえないほど効率化した方法なので、

これだけのことをして結果が出ないというのはまず考えられませんが、

もしそうなってしまったら全額返金させていただきます。

※僕のメールサポートを３回受けていない場合は

この保証の対象者に該当しませんので、予めご了承ください。



【20名限定販売】

教材代も安くして、返金保証までつけているので

一部の人から

「お前は本当に購入者のことを考えていない！」

と絶対に思われていますが、

それに対しては人数を限定することで対処します。

そうしないと、いくらなんでも

この方法が飽和する可能性が否めないからです。

で、当初は３０名の方にお渡ししようと思ったのですが、

先行販売の段階で結構売れてしまったので、

本当は１０名くらいにしか提供出来ないのです。

しかし、１０名だと流石に手にできる方が少なすぎるので

苦渋の選択ではありますが、今回は

２０名の方に提供させていただくことにしました。

それ以外の人は残念ですが、自力で電脳せどりを

やっていただくしかありません…

お申し込みはこちら

http://boild.sakura.ne.jp/sedori/igrf


【Q&A】

Q：必要な資金は？

A：最低３万円は見ておいてください。

本当は５万円以上なのですが、

最悪３万円あればスタートできます。

ただ、ボーナスにある資金調達法を使えば

資金の問題はクリアできてしまいますが。

Q：中古だと実物が見られず

実際の状態が説明と異なるなどのトラブルがあるのでは？

A：確かにそういうトラブルも多いです。

なので、本教材では新品を勧めています。

新品だと梱包やコメント記載も圧倒的に楽です。

Q：私は地方に住んでいますが実践できますでしょうか？

A：できます。

電脳せどりはネット上で仕入れが完結するので

どんなところに住んでいる方でも実践できます。

流石に海外だと厳しいですが、国内ならどこでも OK です。

Q：私は周りに十分店舗があるので電脳せどりはやらなくていいですか？

A：先程もありましたが、店舗で仕入れたお宝商品を

電脳で何度も仕入れて売ることができます。

店舗せどりと電脳せどりを組み合わせることで

最大の利益を得ることができます。

また、最近は BOOKOFF や家電量販店も

せどらー対策を進めているので、

店舗に頼った仕入れはかなり危険です。



Q：せどり未経験ですが大丈夫ですか？

A：はい、大丈夫です。

そういう方のために「超初心者向け教材」のせどりスタートパック

を特典につけておきました。

あれを読めば基礎からせどりを学ぶことができます。

また、本教材ではリサーチの仕方を動画で丁寧に解説しているので

やり方がわからないということはまずないと思います。

万が一わからなくても Skypeで聞いていただければ

なんの問題もありません。

Q:「システム電脳せどり」を購入しようと思うんですが、

教材はどのくらいで手元に届きますか？

A：ペイパルの場合、決済後 24 時間以内、

銀行振込の場合、ご入金確認後 24 時間以内にお渡しします。

Q:「システム電脳せどり」は今後また販売される機会はありますか？

A：ないとは言えませんが、するとしても当分あとの話です。

半年後とか１年後とか。

また、今回販売したらそれである程度購入者さんができるので

それ以上ノウハウを広めるつもりはありません。

そうなると、やはり今後販売する可能性は極めて低いです。

いずれ電脳せどりをやる予定があるのであれば

この機会に手に入れておくのが確実です。

Q：このノウハウの実践者が増えすぎて市場が飽和することはありませんか？

A：もちろん、普通に販売していたらあっという間に飽和するでしょう。

2011 年の終わり頃に某 A塾は 6000 人ほど塾生をとっていて

一瞬で単 C コーナーが荒地と化しましたが、流石に僕にはそんなことはできません。

そうすれば販売者は儲かりますけど、

泣きを見るのは購入者さんですから…



ということで、今回購入できるのは３０名のみです。

日本全国に実践者が３０名しかいないので

飽和することはまずありえません。

購入者さん全員が真面目に実践するかどうかわかりませんし…

Q.：購入代金の支払い方法は？

A：銀行振込と paypal・クレジットカード払いの３つです。

Q：あまりパソコンに詳しくないのですが、私でもできるでしょうか？

A：インターネットの閲覧とタイピングができれば問題ありません。

プログラミングを組んだり、デザインを描いたりするわけではないので

技術的に難しい要素は一切ありません。

ただし、インターネットの閲覧すらできない場合は

ネットビジネス全般が行えないレベルなので、そういう方はご遠慮ください。

【追伸】

この教材は基本的に店舗せどりができない方のために作りました。

なので、

・持病であまり遠出できない

・子供が小さいから家を空けられない

・会社の帰りが遅くてまともに店舗仕入れができない

・そもそも周りに BOOKOFF が全然ない

という方には是非とも実践していただきたいと思っています。

ただ、アンケート結果にもありましたが、

最近は結構店頭に張り紙をしてせどりを禁止する店もあるので

一応、店舗せどりでも稼いでいる人も手に入られる人数設定にはしました。

とはいえ、決して多くはない人数なので、

本当に将来にことを考えて長くせどりで稼ぎたい方は

すぐにご決断ください。



【追伸２】

このシステム電脳せどりは常に進化し続けます。

今のノウハウでも十分に稼いでいくことはもちろんできますが、

これから僕が実践し、またコンサルをしていく中での発見、

購入者ルームでシェアされた情報をもとにこの手法は

常にアップグレードされていきます。

そうしないと、状況の変化にも対応できないでしょうしね。

アップグレード版については随時購入者通信でお渡ししていきますので

楽しみにしていてください。

   お申し込みはこちら  

最後までこの手紙を読んでいただきありがとうございました。

ボイルド

http://boild.sakura.ne.jp/sedori/igrf
http://boild.sakura.ne.jp/sedori/pw4o

