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こんにちは。谷口博之です。 

この度は、NEO物販マスタープログラムに参加して下さり、 
ありがとうございます!! 

このプログラムは貿易ビジネス、輸入ビジネスを全くやってことのない初心
者から上級者に至るまでの内容を網羅し、凝縮した動画とPDFの講義になり
ます。 

サラリーマンの副業から輸入ビジネスを始めて、全く稼げなかった時代を含
めた約4年間の経験を基に作り上げました。 

それらの経験からの具体的な手法や事例、論理的な思考などを交えた実践的
な内容になっています。 
 



１番大事なのは稼いでどうなりたのか？ 

ここが１番大事だと思っています。これが無いと稼げるようになったとしても、ビジネスを継続
させ、上昇させることが出来ません。 

稼ぐ為の手法も大事ですが、稼いだ後にどうしたいのか？どうなりたいのか？を常の心に留めて
おくことで、迷った時、失敗した時に自分を動かす原動力になってきます。 

これらの思考の部分をしっかりとお伝えすることによって、あなたが稼ぐ為の考え方、稼いだ後
の考え方を身に付けて頂き、継続して稼ぎ続け、自分と周りを幸せにする方になって欲しいです。

稼いでどうなりたいのかを具体的に書きだしましょう！！ 

輸入ビジネス行動チェックリスト 7はこちらから 
https://goo.gl/yFwbP8  
是非、自分の行動単位で日々追うクセをつけていきましょう！！ 

https://goo.gl/yFwbP8


マインドセットと目標について
ビジネスを始めて、継続していく上での考え方、マインドセットについてお話しま
す。 

副業でビジネスを続ける中で、いくつもの困難、課題にぶつかることもあります
が、このマインドセット、考え方、目標、目的がはっきりしていれば、全て乗り
越えていけます。 

 メイン資料 : http://revive.sub.jp/micro/mindup.pdf 

ネットビジネスで成功する為の13のポイント :https://youtu.be/yAiRYaL2mgk  
 

http://revive.sub.jp/micro/mindup.pdf
https://youtu.be/yAiRYaL2mgk


共有 共感 シェア
このビジネスは、基本的に一人で行うビジネスです。 
でも、一人では決して出来ないビジネスでもあります。 

それは仲間の存在です。僕が一人でこの輸入ビジネスを始めた時は、周
りに誰も聞く人も居なかったので、悩みや問題があっても一人で解決す
るしかありませんでした。 

でも、セミナーでの出会いから、行動している仲間を得ることが出来、
稼ぎのスピードは一気に加速しました。 

このウェビナーでも、僕が出会った方々のような出会いが必ずあります。
でも、出会うには自分が前向きに行動し、常にポジティブな発言をして
いないと人は興味を持ってくれません。 

是非、チャットワークグループ等で共感の輪を広げて下さい。 
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輸入ビジネスの全体の流れについて 
最初に基本的な輸入ビジネスの流れを説明していきます。 

商品を日本まで発送してくれないセラーや日本までの送料が高い場合は、海外の転送会社を使っ
て、海外の住所を取得し、商品の仕入れを行います。 

動画: https://youtu.be/wtbI0X9JqKk 

日本と海外との商品価格差のある商品を日本まで輸入し、日本のアマゾンやヤフオクなどを使っ
て、販売して利益を得るというビジネスモデルです。 

輸入ビジネスの原理原則　　　海外から商品を安く仕入れて高く売る　　これだけです!! 

輸入ビジネスの公式　商品リサーチ力×仕入力×販売力＝利益  力を上げると稼ぎの額も変化 

仕入力の上げ方 　小売仕入れから脱却し⇒卸し、代理店仕入れ⇒メーカー仕入れへと上がる

https://youtu.be/wtbI0X9JqKk


仕入力と販売力を上げる
この輸入ビジネスには進めていく上でのステージがあります。いきなり最上階にはいけないので、
段階を踏んでいく必要があります。 

輸入ビジネスにおいて重要な２つの大きな力があります。 

それは仕入力と販売力です。 

この２つの力を上げることによって、利益額のステージとご自身のステージをドンドンと上げる
ことが出来ます。 

最初からこの力を２つ付けるのは難しいので、最初は仕入力を磨いていきましょう。 

仕入れの力が強くなってきてから、販売力を付けると加速度的に売上、利益を伸ばしていけます。
輸入ビジネス　ステージ表解説動画: https://youtu.be/Ds3f726DcRU 

資料  URL : http://revive.sub.jp/sbc/buppanpower.pdf 

https://youtu.be/Ds3f726DcRU
http://revive.sub.jp/sbc/buppanpower.pdf


輸入ビジネスの法律と関税 
海外から商品を輸入して、日本国内で販売する上で法の遵守と理解をしましょう。 

輸入ビジネスの法律と関税動画 : https://youtu.be/bOgnGeefNyI 

★ PSE(電気用品安全法)　PSE 対象商品：http://goo.gl/6rfmK6 
　 PSE 概要：http://goo.gl/WtKOmo 
★ 薬事法　薬事法概要：http://goo.gl/d4g4d 
★ 食品衛生法　食品衛生法概要：http://goo.gl/hcc2G 
★ 問い合わせ機関　JETRO：http://www.jetro.go.jp/indexj.html  
★ 関税　関税について：http://goo.gl/jM8HC　 
★関税法 : http://goo.gl/8P7BPP  

出店しているプラットホームの規約よりも法律が上にあります。 

これらの法律を守り回避することで、参入障壁にもなってきます。　　　　　　　　　　　　　
経験値が上がってきたらチャレンジするのもありです。 

https://youtu.be/bOgnGeefNyI
http://goo.gl/6rfmK6
http://goo.gl/WtKOmo
http://goo.gl/d4g4d
http://goo.gl/hcc2G
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
http://goo.gl/jM8HC
http://goo.gl/8P7BPP


利益の計算方法と構造
利益の計算方法は下記が基本となります。 

利益算出方法動画: https://youtu.be/YdmawcGaNrU 

利益＝販売価格－{仕入れ価格－転送料金－関税・通関手数料・消費税-販売手数料ー諸経費（FBA
費用・FBA納品の国内送料・転送会社固定費•カード決済手数料など）} 

式が長いので分かりにくいですが、要は、販売価格ー仕入れと販売にかかった費用＝利益 です。 

転送料金につきましては、必ず価格表やシュミレーションで確認しましょう。　　　　　　　　
国内輸送でもそうですが、容積重要と実重量のどちらか高い方で計算されます。 

仕入れ価格と輸送費の合計金額に仕入れ商品ごとの関税と消費税がかかります。 

１つづつ計算していたら、時間が掛かり過ぎるので、関税、消費税等を含めて約10％で計算する
と計算が早くなります。経験上、多めに計算しておくといいでしょう。　　　　　　　　　　　
皮製品などの関税率が高いものは、別途計算しましょう。

https://youtu.be/YdmawcGaNrU


PC環境整備と考え方
このビジネスはパソコンを使って行うビジネスです。 
 
僕がビジネスを始めたばかりの時は、ジャ◯ネットで買ったスペックの低いノートパソコンを
ADSL回線でリサーチを行っていました。最初のうちはパソコンを新しくするのが無理でも通信
回線だけは、ヒカリ以上の速い回線を使いましょう。 

環境整備動画: https://youtu.be/RfKML7Lx2WY 

パソコンはデスクトップ型にして、デュアルディスプレイ(画面を２つ)にすると便利です。 
 
グーグルクロームをメインプラウザにする　 
動画 : https://www.youtube.com/watch?v=A9QEEDRWoZo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
グーグルクロームダウンロード: https://www.google.com/intl/ja/chrome/browser/
desktop/index.html?hl=ja　　　　　　　　　　　　　　　 

gmailアドレスの取得方法  :https://goo.gl/DQjHzK    　　　　　　　　　　　　　　　　　    　
 　　　　　　　　  動画 : https://youtu.be/PVEQDfP6c-M         
グーグル翻訳を追加する  : https://goo.gl/EifRaj 

https://youtu.be/RfKML7Lx2WY
https://www.youtube.com/watch?v=A9QEEDRWoZo
https://www.google.com/intl/ja/chrome/browser/desktop/index.html?hl=ja
https://www.google.com/intl/ja/chrome/browser/desktop/index.html?hl=ja
https://goo.gl/DQjHzK
https://youtu.be/PVEQDfP6c-M
https://goo.gl/EifRaj


必要サイトへの登録
登録前に覚えておくと便利なショートカットキーとブックマーク管理 

ショートカットキー ブックマーク管理動画    
: https://www.youtube.com/watch?v=3pFdYmN8Gmo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

輸入ビジネスに必要なサイトの登録方法 

アマゾン(日本) 登録 ~ 出品登録  https://goo.gl/DtvAS6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小口出品は月額手数料（4900 円）が免除ですが基本成約料（100 円）が必要です。　　　　　
大口出品は月額手数料が必要ですが基本成約料が不要です。(販売手数料はかかります) 

アマゾン出品方法動画:　https://youtu.be/i3v0_t31gIo 

アマゾン.com 登録 ~ eBay 登録 動画 : https://youtu.be/NmjEveV7ijw  
 
登録サイト :アマゾン(アメリカ) : amazon.com /  eBay : http://www.ebay.com/  
英語住所変換サイト : http://judress.tsukuenoue.com/  
 
ebay,amazon.comにおける住所変更について 動画:https://youtu.be/p5nxeBnfgjo 

https://www.youtube.com/watch?v=3pFdYmN8Gmo
https://goo.gl/DtvAS6
https://youtu.be/i3v0_t31gIo
https://youtu.be/NmjEveV7ijw
http://amazon.com
http://www.ebay.com/
http://judress.tsukuenoue.com/
http://amazon.com
https://youtu.be/p5nxeBnfgjo


PayPalは世界最大のクレジット決済代行サービスです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

この決済方法を使うことで、安全に日本、海外問わず買い物をすることが出来ます。 
ebayではセラーのほとんど導入していますので、このアカウントを持っていれば、　　　　　　 

決済方法で困ることも、不安になることもありません。  

PayPal 登録 動画 : https://youtu.be/YoI9Jpl1xa0 

PayPal登録資料   : http://revive.sub.jp/sbc/paypal.pdf

PayPalの登録方法

https://youtu.be/YoI9Jpl1xa0
http://revive.sub.jp/sbc/paypal.pdf


転送会社の紹介 

アメリカから日本に商品を直接送れない時に、あなたに変わってアメリカで商品を荷受けして、
日本へと送ってくれる会社のことを転送会社と言います。 

トレンドターゲット http://www.shipper.jp/ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本人にスタッフによるきめ細やかなサービスを受けられます。メールのレスポンスも早いです。
もちろん、日本語で問い合わせが出来ます。まだ、システム的に整っていないところもあります。

MyUS(マイユーエス) https://www.myus.com/  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
転送会社と言えば、MyUS。システムは出来上がっているので、使い勝手はいいですし、集積す
れば送料も安く出来ます。ただし、対応は全て英語、荷扱いもあまり良くありません。壊れにく
いい商品とかを集積するには向いています。 

スピアネット https://www.spearnet-us.com/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
月額使用料もかからないので使いやすいですが、ビジネス向けというよりは、個人輸入を楽しむ
ユーザー向けのサービスという印象です。 

http://www.shipper.jp/
https://www.myus.com/
https://www.spearnet-us.com/


有料ツール、無料ツール等イロイロありますが、僕の方法でいけば、需要が確認出来ればいいの
で最低限度が分かるグーグルクロームの拡張機能だけで十分です。 
 
それでも、下手な有料ツールより実用性、機能性も十二分にあります。 
ランキング変動、価格変動グラフがアマゾンのページ上で見られる。 
Keepa - Amazon Price Tracker : https://goo.gl/461uVo 
 
Amazonの商品を他サイトでクイック検索 
SmaSurf for Webブラウザ拡張機能 : https://goo.gl/GV2Wdt 
 
ランキング等が一覧画面から見られる 
AMZ Seller Browser : https://goo.gl/nJCQW1 
 
競合セラーの在庫数を見れる 
XStock3 : https://goo.gl/iQ3cmf 
 
モノレート拡張して売れてる個数を一目で把握 
モノゾン monozon : https://goo.gl/6tiUaF 

拡張機能まとめ動画 : URL: https://youtu.be/5vxEeYc0hCo

クロームの拡張機能について

https://goo.gl/461uVo
https://goo.gl/GV2Wdt
https://goo.gl/nJCQW1
https://goo.gl/iQ3cmf
https://goo.gl/6tiUaF
https://youtu.be/5vxEeYc0hCo


クレジットカードについて
現金を持たず、クレジットカード仕入れを行うことはリスクを伴います。　　　　　　　　　　　　　　　
自己資金を超えて仕入れを行う場合には、自己資金の50%以下に抑え、クレジットカードの限度
額いっぱいまで仕入れを行うことは危険ですので、慎重に判断し、仕入れを行いましょう!! 

僕が始めて輸入ビジネスを行った時は、楽天カード１枚で始めました。その時に非常に資金繰り
で苦しんだ経験があります。安易にクレジットカードに頼った仕入れをするのは止めましょう!! 

しかし、上手く締め日、支払い日を計算しながら仕入れ、販売を行えば、非常に役に立ちます。 

楽天カード : 締め日 / 月末日締め 支払い日/翌月27日　　　　　　　　　　　　　　　　　　
JCB カード: 締め日 / 15日締め   支払い日/翌月10日 

他カードの締め日、支払い日 参照サイト: http://goo.gl/0MPhwj  　　　　　　　　　　　　　 

この２つのカードは、楽天カードは楽天グループで使えるポイントが貯まるのとANAカードはマ
イルが貯まるので使っています。 

クレジットカードは自己アフィリエイトで作りましょう http://revive.sub.jp/onitetu/

http://goo.gl/0MPhwj
http://revive.sub.jp/onitetu/jikoaffri.pdf


輸入ビジネス専門の翻訳、通訳さんをご紹介しております。 

お申込、お問い合わせは下記よりお願い致します。 

https://goo.gl/forms/cycyrx46BGJNnl7o2 

個別チャットワークでもご質問頂けます。 

翻訳 通訳さんのご紹介

https://goo.gl/forms/cycyrx46BGJNnl7o2


銀行融資について
スタートアップの時期は難しいですが、販売経験や実績がついてくると、銀行からお金を借りれ
るようになります。それは、借金ではありません。 

生活費に使ってしまっては無意味ですが、しっかりとした計画の元に商品を仕入れ、販売をして
資金を回収出来るようになってしまえば、お金を借りない方が損になってきます。 

輸入ビジネスで独立して、大きく稼いでいくとすれば、必ず通る道と言えます。 

実際に僕もそうですし、周りの稼いでいるメンバーの多くは融資を受けています。 

借りる先は、商工会議所を通して借りるか、政策金融公庫からのいずれかになってくるでしょう。
借りる際は、現在の売上の推移表の提出や事業計画書の作成が必要になります。 
 
谷口初回融資時書類 : URL: http://revive.sub.jp/micro/sougyoukeikaku.pdf 

ここからダウンロード出来ます。 
政策金融公庫 URL: https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html 

http://revive.sub.jp/micro/sougyoukeikaku.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html


【推奨環境】このレポート上に書かれているURLはクリックできます。 

できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。 
（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

このレポートの著作権は作成者に属します。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html


このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部を
いかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づ
き損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。 

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、
著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等の
業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 


