
０円物販塾

弱者のための
輸入貿易マニュアル



はじめに
こんにちは、弱者のための輸入貿易マニュアルを手にしていただきありがとうございます。

このマニュアルでは、本来難しい、「輸入」の知識を出来るだけ、初心者さんに分かりやすくお伝えしています。

輸入貿易の実務は複雑で覚える法律やルール、専門用語もとても多い！のですが

実は、それって今の時点で覚える必要がなかったり

大手企業が行う貿易事業と、私たちのような、年商０～数億円程度の輸入では「考え方」と「やり方」自体が違います。

なので、貿易商社などで勤務されてる方からは「こんなので大丈夫なの？」とカルチャーショックを受けられますが、

実際問題、私たちが行う輸入貿易は、きとんと法律は守りながら、通販感覚で取り組んでいただける内容になっています。

ぜひ、気軽に輸入を行い、日本全国での販売にチャレンジしてみてくださいね。



なぜ輸入が最強なのか？
輸入、輸出、国内仕入れ 物販には様々な流派がありますが、なぜ、輸入事業が弱者にとって最強なのでしょうか？

・国内企業との契約は難しい

→個人や資金が少ない弱者は国内企業と契約すること自体が難易度高いんです。
仕入れが出来なければ、当然商売はスタートできません。

お菓子の輸出で起業6年目で年商40億円を突破した
元リクルート出身のエリート 近本あゆみ社長はフォーブスの取材で
こう話す。

起業当初は、すんなり決まると思っていた仕入れ先の開拓にも、
大きく手を焼いた。

「始めた当初は誰も商品を売ってくれませんでした。
問屋さんからは一見さんお断りと言われたり、
とても用意できない金額の保証金が必要だったり、
仕入れ先を開拓するのは本当に難しかったですね。
とにかく営業回りの日々でした」

保守的な菓子業界の壁にぶつかった。
用意できない商品があると、街の小売店で買ったものを
詰め替えて商品を送ることさえあった。
1日1個の発送から次第に30個に増え、
半年も経つ頃には販売数が対前月比300％増になっていった。



なぜ輸入が最強なのか？
輸出も仕入れが難しい

おそらく、普通の人よりコネクションも資金もあった
元リクルート出身の人が苦労した仕入れ先開拓。

さて、あなたは国内仕入れが簡単だと思いますか？

商売は仕入れで９割決まりますが
その仕入れが出来ないのでは国内販売も
輸出もスタートできません。

実際のところ、私自身も何度も国内企業に断られていて、
輸入にたどり着いた背景があります。

海外企業はあなたが法人か、個人かは気にしませんし
国内企業のようにあなたの資金状況や与信を調べたりしません。

肩書で態度を変えることもありません。

それよりも、あなたが末長く取引できる相手なのか？
あなたが商売に熱意を持っているか？
を見て、判断してくれます。

なので、弱者こそ輸入に取り組むべきです。



なぜ輸入が最強なのか？
価格の決定権があなたにある

国内メーカーの商品は、販売価格の上限が定価で定められていて
しかも販売している無数のライバルで価格競争をするので
必然的に「薄利」になる構造があります。

その点、輸入事業では日本国内の販売価格を
あなたが自由に決めることが出来ます。

極端な話、１０円で仕入れたものを１万円で販売してもいいのです。
その値段で売れるか、満足されるかのバランスは必要ですが

メーカーにあなたの利益を制限されることはありません。
販売価格を決めれるということは

確実に利益を出せる！ ということです。

例えば私の例でいえば

仕入れ値４００円を→１７８０円
仕入れ値８０円を→１３８０円
仕入れ値３０００円→１９８００円
仕入れ値４万円→２０万円

このような価格設定でライバル無視で
自由に販売しています。

３０％程度の為替相場の変動があっても
ビクともしません。

でも国内で仕入れると、仕入れ値は上がり
売価は下がり利益は1/4になってしまうでしょう。



なぜ輸入が最強なのか？
弱者でも独占契約が出来る→メーカーになれる

国内メーカーの商品を独占することは非常に困難です。

国内メーカーは国内の複数の数十、数百の取引先を抱えています。
そのメーカーに対して、独占する契約なんて、
何十億、何百億の保証金が必要でしょう。

というか事実上、無理です。

一部、Amazonには出品していない会社に対して
「Amazonだけ独占」というやり方は存在しますが、
「日本市場を独占」できるのは輸入事業ならではで、
そもそもの利権の大きさが格段に違います。

あなたは、メーカーになるために開発コストなど莫大な投資が出来ますか？
独占販売権なら投資不要で弱者でもメーカーのポジションになれます。

あなたは国内仕入れで他の無数のライバルも扱う商品のために広告費を投じたり、
展示会に出展して認知を広めたりできますか？

自社のみで扱える利権が全てあなたにあるからこそ、
全力を注げるというものです。

海外企業は、あなたが個人や主婦であったとしても
対等に扱ってくれ独占契約も可能になるのです。

つまり、弱者にとって輸入事業がコスパ最強なのです。



物販の頂上に君臨できる
事業者相手に卸販売が出来る

国内での総販売元になることで、国内の一部上場企業を含め
百貨店や量販店、全ての事業者を

あなたの傘下として、商品を売ってもらえます。

つまり

弱者が強者に勝てる

唯一、下剋上が出来る最強のビジネスモデルが

輸入事業なのです。

あなた

メーカー

商社

一次問屋

二次問屋

小売店

消費者



なぜ輸入が最強なのか？
もし小売りしかしない場合

一般消費者への小売り販売は「新規顧客」を
一生開拓しなければいけないフロービジネスです。

フロービジネスとは１回の努力が
１回の収益にしかならないビジネス構造です。

例えば、あなたが「電卓」を販売することになったとしましょう。

あなたの電卓をAさんが１個購入してくれました。

では、このAさんが次にまたこの電卓を買ってくれるのはいつになるでしょう？

画像の電卓は私が起業した約１０年ほど前に購入しずっと使っている物ですが、
１０年間で３９８０円しか支払っていません。

つまり、この電卓を販売するあなたは、一人の顧客から３９８０円の売上を
１０年間でたった一回しか得れていないので、商売を持続するためには

「新規顧客」をどこかから集める必要があります。
新規顧客を集めるためには広告費など営業コストがかかります。

つまり普通の一般消費者への小売り業は薄利なうえに、
営業コストもかかり続け、新規顧客を探し続けなくてはいけない、フロービジネスなのです。



なぜ輸入が最強なのか？
輸入卸をする場合

一般消費者への小売り販売は１個売って
また１個買ってくれる新規顧客を獲得しなきゃいけないフロービジネスですが

事業者相手への輸入卸の場合はどうでしょうか？
１回のお取引が、１個ではなく１箱、１０箱、１パレットのように
０の桁が１つ２つ増える商売になります。

当然、小売りでは１回３９８０円の売上が
輸入卸では１回２０万円、２００万円の様に桁が格段に上がります。

そしてさらに、事業者さんと一度つながると、
事業者は売れるとまた発注をくれる継続的なお取引になるので、
この大きな数字が「広告費不要で」永続的に続いていきます。

０円物販塾の生徒さんではたった１社とのお取引で年商１億円を稼ぐ方がおられますが、
注文があればメーカーに発注し、商品はそのまま箱ごと直送、作業は伝票を書き換えるだけ。

あとは、取引先を１社５社１０社と増やしていくだけでの積み上げ式
ストックビジネスになるのです。

そんな、夢のような一大事業を普通の会社員、普通の主婦のような
弱者と呼ばれる人がリスクを抑えてチャレンジし
強者と対等に着実に成り上がることができるのが

０円物販塾でお伝えしている
弱者のための輸入事業なのです。
国内や輸出より輸入の方がはるかにお勧めな理由お分かりいただけたでしょうか？



０円物販塾

さあ、輸入で
自由を手にしよう！



日常会話や商談でよく使う言葉

知っておきたい貿易の専門用語



知っておきたい貿易の専門用語
・MOQ

Minimum Order Quantity の略で、「最少受注単位 / 最低発注数量」を意味します。

とにかく、海外展示会などでは「How much? And How many MOQ?」「値段はいくら？そして何個から？」

と言えば通じます。

・OEM

既存の商品のラベルやパッケージなどを変更する。または小改良を行い自社ブランド品として売りだすこと。

例）イオンのポテトチップ 販売者はイオンで製造はカルビー

つまりカルビーのポテトチップスのパッケージ変更や量目、もしかしたら塩分など調味料も多少変更しているかもしれない。

自社で工場を持ったり、開発コストをかけなくて済む。工場としては生産ラインを遊ばせなくて済む。

・インボイス

インボイス（Invoice）とは、出荷案内書や物品明細書、仕入書、納品書、請求書の役割を果たす多機能な書類です。
「商業送り状」とも呼ばれ、輸入ビジネスにおいては、最重要書類のひとつです。



知っておきたい貿易の専門用語
・PSE

電気用品安全法（PSE）とは、電気を動力として動いているものは「電気用品」として区別され、経済産業省が管理している
電気用品安全法（PSE）という法律によって厳しく規制されています。電気を使うものはPSEの認証に費用がかかると覚えてお
きましょう。一部USB給電のものは対象外の場合も。

・食品衛生法

輸入者に対して輸入届出の義務が課せられているもの、輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用するこ
とはできません。対象となる食品等とは、食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃです。

・技適

技適とは『技術基準適合証明』の略称で、『日本国内電波法』のことを指します。
BluetoothやWi-Fiなどの無線モジュールが搭載された無線機は日本電波法に規定されている機器認定を受ける必要がありま
す。

その他にも認証や許可が必要なものがあります。
費用も手間も時間もかかるので初心者は扱うのを避けた方がいいです。
私は許可が必要なものは面倒ですし、売れなかったときのリスクを考えて輸入しません。



知っておきたい貿易の専門用語
・関税

関税とは、国境または経済的境界を越す貨物に課せられる税金のことを言います。
関税には、輸入した品目の分類や原産地などによって、さまざまな税率があります。

・海上保険

正しくは「外航貨物海上保険」と言い、輸入者の貨物が万が一被害をかぶったときの損害をカバーするものです。
海上保険の加入は、基本的には任意ですが、実務的には、必要不可欠とされています。

私の個人的な考えでは、サンプルや少量の輸入で航空便を使う場合は不要な場合も。
破損、紛失などリスクの大きな船便では必須と考えています。

・PL保険

PL保険（製造物賠償責任保険）とは、あなたが輸入した商品によって、消費者が怪我をしたり、財産を失ったりした場合の賠

償責任保険です。あなたが輸入ビジネスを始める上で、入る必要がある保険の１つです。扱うアイテムや年商で保険金額が変
わります。輸入やり始めの方で多い年商４０００万程度なら年間５０００円ほどから高くても３万程度でしょう。

・フォワーダー

荷主（あなた）と契約して貨物輸送を行う中間事業者のことです。海外の工場に商品を取りに行き、貨物の保
管・配送、さらには通関手続きなどの業務を代行してもらいます。



知っておきたい貿易の専門用語
・インコタームズ（Incoterms)
貿易取引条件とその解釈に関する国際規則です。
ざっくり簡単に言うと、誰がどこから何の輸送方法でどこまで送るのか？またその責任はどちらがどこまでもつのか？の考え方です。
これを全て把握すると頭がこんがらがります。弱者の輸入貿易では以下の２つを覚えておけば十分です。

・EXW Ex Works (insert named place of delivery)
工場渡し（指定引渡地を挿入）相手国の工場まで取りに行く取引。フォワーダーに依頼して行いますが初心者さんはフォワーダーを探
すのも一苦労ですので、私はこの取引はしません。

・FOB(Free on Board=本船渡し)
インコタームズ(国際貿易取引条件)のうち、コンテナによる船積み貨物の引き渡しでよく使われる取引条件で一番使
われる用語ともいえるでしょう。

・その他（覚えなくていいです）

<運賃買い主負担条件>
FCA(運送人渡し)、FAS(船側渡し)、FOB(本船渡し)

<運賃込み条件>
CFR(またはC&F、運賃込み)、CIF(運賃保険料込み)、CPT(輸送費込み)、CIP(輸送費保険料込み)

<到着条件>
DAF(国境持ち込み渡し)、DES(本船持ち込み渡し)、DEQ(ふ頭持ち込み渡し)、DDU(関税抜き持ち込み渡し)、
DDP(関税込み持ち込み渡し)



弱者のための輸入事業

通販感覚で始めよう



弱者の輸入
・インコタームズの話が出てくると一気に難しさを感じて挫折しそうになりますよね。
僕も最初はそう思いました、でも今ではわかるようになりました。というのは嘘です。
今でも覚えていませんし、必要ないと考えています。

というのは、僕ら程度の、１回の仕入れが数百個程度であれば船のコンテナに積めるほどではありません。
むしろ、飛行機の方が安いこともありますし、圧倒的に到着が早いですから、早く届いて、早く売って、
早く資金回収する方が資金が少ない弱者にとっては重要です。
少しの輸送費をケチって、破損リスクの高い船で到着に１か月～２か月かかるようでは本末転倒です。
また飛行機の場合は通関手続きも不要で、自宅まで通販感覚で荷物が届きます。

ですので、コンテナ１本必要になるほどの大量の物量にビジネスが成長するまでは、
船便は使わなくていい。というのが私の考えです。

ですので、実際のところ、契約書には「FOB」と記載されていますが、注文する際は、
「早く欲しいから飛行機で送ってね」と言ってます。
すると、２～３日で家や事務所、指定した倉庫に届きます。

それじゃ契約書の意味がないじゃん！
と思われるかもしれませんが、私も海外企業と十数社のお取引経験がありますが、問題になったことはありません。
それぐらい、通販感覚で取り組んでも大丈夫です。成長に応じて覚えたり専門家に任せたらいいのです。



法律は守ろう
通販感覚の軽いノリで出来る輸入事業ですが、インターネット上には無責任な脱税手法や違法な手段で稼ぐ方法などが紹介
されています。特に嘘をついて関税を逃れたり、違法なコピー商品や商標権侵害品の輸入、輸入禁止品には注意しましょう。



扱わなくていい
規制商品



弱者のための輸入事業

儲かる商品探しについて



小さくて、軽くて、壊れにくいモノ

輸入を始めるなら、小さくて、軽くて、壊れにくい物をお勧
めされます。私も最初輸入を始めた時、そう教わりました。
物理的に遠距離を輸送される輸入では、送料や破損の
リスクを考えると、この３要素はとても大事になってきます。

ただ、そう都合よく、この３要素を兼ね備える物があるの
か？というと話は別です。どちらかと言うと、初心者ライバ
ルが皆狙っているので、競争相手が多い可能性が上がり
ます。

なので、この３要素から商品を探すより、見つけた商品が
この３要素に当てはまるか？１つ当てはまる、２つ当て
はまる、外れてる要素からリスクは大きいのか？許容でき
るのか？という感じで商品を見ると、ライバルも見ていない
商品が見つかります。

輸入の常識



みんなと同じ物を見てたらダメ

私が初めて上海の展示会に行ったとき、皆小さくて軽くて
壊れにくいモノを探してましたが、私は、逆張りをして輸入
に不人気の小さくない商品を探しました。

その時見つけたのが「杖」です。杖のブースは人気がなくガ
ラガラでしたので私は直感的に「いいかも」と思いました。

話を聞いてみると予想外に原価が低い。ただMOQやロッ
トが多かったことと、当時は交渉能力もなかったのでこの
場では決めずに、帰国して翌日に無在庫ネットショップを
作って売り始めるということを始め、実店舗を出し、アメリ
カメーカーの日本総代理店権取得や中国工場でオリジ
ナル商品を作成し、日本中に卸販売したりメディアに取り
上げられるまでになっています。

林の場合



① 自分の専門分野、趣味や得意なこと、造詣が深い分野から選択する

メリット ： 商品の良さやおすすめポイントがわかる

デメリット ： 売れない場合にも思い入れが強い分、ズルズルと辞め時がわ
からない

②海外で売れてる物を素早く日本で展開する

メリット ： 一撃で成功できる可能性

デメリット ： クラウドファウンディングを使えば特になし

商品選びのコツ



商品探しのチェックポイント



■ニーズはあるか？

世間にその商品をお金を出してまで欲しいと思う人がいるのかどうか？
自分ならお金を払って買いたいか？

類似品が日本で売れているか？

売れていれば→需要がある
売れていなければ→需要がない

■価格の優位性

価格は、競合と比較し競争力があるか？

少なくとも利益率５０％は確保できるか？

８０％あるなら卸販売も視野に入れる

５０％なら卸は捨てて直販D2Cで攻める

■海外企業について

事業規模は？
在庫を保有しているか？
担当者と相性はいいか？

クラファンしか行っていない程度の規模の場合
在庫を保有しておらず、MOQが多くなる傾向。

■日本の法律に適合するか

商品によっては日本の法律にのっとり、許可、認証を受けなければいけない商品がある。
その場合、時間も費用も手間もかかるので、
まずは認証が不要な商品から輸入に慣れていきましょう。



どこで商品を
探すのか？

別途プレゼントしている

海外展示会リスト１１０選

や、海外のクラファンサイト、海外Amazon、海外ネット
ショップなど、探せる場所はいくらでもあります。

また最近では、海外メーカーでインスタグラム投稿しているこ
とも多いので、インスタグラムで探すのもありです。

林は

海外展示会

海外クラファン

海外アマゾン

インスタグラム

どれからも独占契約を取得しています。



仕入れ先の事業形態を調べる
海外企業から仕入れる と言っても海外企業にも
様々な事業の形態があります。

・工場

・工場を持っているメーカー

・メーカー（工場に生産を依頼）

・商社（メーカーから仕入れている）

・小売店（１番仕入れ値が高い）

１番のおすすめは、工場を持っているメーカーです。商品に専門性があり、販売意欲も高く柔軟性があり、仕入れ値も安くなりや
すいです。ただし、多少はMOQが多めになりがちです。

商社は数多くのメーカーから仕入れており、原価は少々上がるモノの、品揃えが多種だったりMOQが少なく済む傾向にあります。

１番ダメなのは小売店です。実際にあった話ですが、「海外から仕入れてるけど、そんなに安くない」、という方。詳しく話を聞くと、
海外の小売店から商品を仕入れていた。それをメーカー直に切り替えたら原価が半額に収まった。という事例。

海外の会社を探す際、小売店なのかメーカーなのかはきちんと確認しましょう。



英語が出来る必要はない
よくある質問が言語の問題です。

「英語が出来ません」

はい、私も出来ません。

英語は中学英語、ある程度の単語やアルファベットなどが分かる程度で

翻訳サイトが使えれば十分です。

私が日常使う翻訳サイトは以下の３つです

・未来翻訳

https://miraitranslate.com/trial/

・Deepl

https://www.deepl.com/ja/translator

・Google翻訳

スマホから返信する時だけ使用

https://miraitranslate.com/trial/
https://www.deepl.com/ja/translator


■航空便か船便

輸出の教科書などを見ると、複雑な法律や通関についていろいろ書かれていますし
貿易を始めるために通関業務の学校で学ぶという人もいますが・・・

正直、僕ら程度の年商数億円程度の商売であれば、輸送は航空便一択で良い、そう考
えています。航空便であれば、通販感覚で注文した商品が自宅まで届きます。面倒な手
続きも自分でやる必要はありません。

■船便を使わない理由

船便は到着が遅い→１か月～３か月が普通。
それでは資金回収が出来ないのでリスクが大きい。

思ってるほど安くない
航空便より送料が安いのが船便のメリットですが、コロナ禍あたりから船便の値段も高騰し
航空便の方が安いこともあります。商品や場所、重さなどにもよりますが、基本的に船便は
商売が軌道に乗り潤沢なキャッシュが出来てから検討すればいいです。

破損、汚損リスク

船便は扱いがメチャメチャ雑です。まず間違いなく、全量が無事に届くことはありません。
箱が潰れている、箱が油まみれになっている、よく聞く話です。
すると日本で新しい箱を作って準備する時間や費用もかかります。

Amazon販売をしている中国輸入の方は、安売りの価格設定が基本なので、少しでも送
料を抑えるために船便をチョイスしますが、僕らのような輸入事業者は利益率５０％以上
が基本なので、少しの送料を抑えるぐらいならリスクを抑える方が断然コスパがいいのです。



■海外企業との取引では契約にもよりますが

商品発注時に３０％、発送時に７０％と分割して前払いするのが一般的です。

海外企業への支払いは「WISE」一択でOKです。

通常の銀行から海外送金をすると、昨今のマネーロンダリング防止の観点から、呼び出しや
質問、書類提出、高額な手数料などが発生します。

経営者の時間はお金と同じですので無駄には出来ません。
ですのでWISEというネット決済を利用しましょう。

WISEとはネット上で海外送金できる仲介業者で、WISEを通すことでカンタンに、素早く、
海外手数料を安くすることが出来ます。

WISE(以下から登録すると最大￥75,000までの送金の手数料が無料になります)

https://wise.com/invite/u/satoshih107

WISEの仕組みはあなたが日本国内のWISEの口座に振り込む。
海外のWISEが現地の振り込みたい企業に振り込む。という流れで
直接あなたが海外送金しているわけではないので、海外送金手数料が格安なのです。

デメリットとしては１回の送金額が１００万円までとされていますが１日の送金限度はない
と言われてますので、１００万円以上を送金する際は、複数回にわけて送金することにな
ります。

https://wise.com/invite/u/satoshih107


またWISEでは、引き出し手数料が格安のデビットカードも作成できます。

海外旅行、海外展示会などに行った際に
旅慣れない人は空港で、割高な手数料やレートで、現地通貨を手にし損をします。

旅慣れた方は、現地のレートのいい、交換所を探し、限られた旅行時間を無駄に使ってし
まっているのに、得意げだったりします。

またアジア圏の交換所ではレートがいいつもりが、ちょろまかされていたり・・・
私もバリ島で何度も目にしていますが、大量の札束なので、後で計算してみたら、全然足り
ない・・・なんとことも

なので両替所を探して並んで、確認して、をするぐらいなら

海外旅行時に無駄に高い交換レートで現地通貨に交換したりしなくても、

世界８０か国
格安で現地通貨をマスターカードが使えるATMで引き出せるので、
WISEのデビットカードも作っておきましょう。



WISEへの送金、国内企業への送金などに
いちいち銀行窓口まで行く人もおられますが

時短、手数料 手間の削減などのため
必ず、ネットバンク（インターネット銀行）を活用しましょう。

今からネットバンクを開設する方は
ポイ活サイトの「モッピー」を経由すると

ポイントバックがあるので
モッピーから銀行開設しましょう。

モッピー

https://pc.moppy.jp/entry/invite.php?invite=ferFe15f

https://pc.moppy.jp/entry/invite.php?invite=ferFe15f


儲かる！
商品の価格設定



原価を把握しよう

メーカーと契約した価格
仕入れ値

海外から自宅までの送料
自社から販売先に送ったときの送料

送料

輸入商品は仕入れ国や商品ジャンルによって関税があり、
（無税の場合もある）入国時に輸入消費税がかかりま
す。

関税・消費税

クラファンサイト、Amazon、などの販売手数料
販売手数料

認知ゼロの商品を販売するには広告が必須です。商品
代金の１０％～３０％は見ておきましょう

宣伝広告費

ページ作成や販促資料を外注すればその費用も利益から
捻出しなくていけません。

外注などの経費

仕入れ原価 販売経費



着実に儲かる価格設定
輸入事業をやるからには最低でも利益率５０％
つまり、先ほどの「仕入れ原価」の２倍を販売価格として設定します。

私の場合の価格設定

・仕入れ原価の４倍～５倍で計算してみる

・その価格で他社との優位性があるか？極端に世間相場より高くないか？を見る。

この際、安売りしている、安売りしなきゃ売れないメーカーの相場は考慮しない。
相場より安ければ倍率を上げ、高ければ倍率を下げ調整する。

・例）

仕入れ原価（送料関税など含んだ金額）３０００円×５倍→１５０００円
他社の類似同等品質の価格を見る。他社が２万円→自分も２万円に上げる。
他社が１万円→差別化、勝てるポイントがあれば１５０００円、同等であれば価格も同等にする。

一般消費者への小売価格１９８００円（税別）利益率８４％
事業者への卸価格７０％～５０％ ９９００円の場合 利益率６９％



国内物販と違う圧倒的な利益
国内物販ではメーカーから直で仕入れても卸値はたいてい上代、定価の５０％です。
利益率５０％出せそうなイメージになりますが、実際の市場価格は定価で販売されておらず、
定価の７０％ぐらいで売られていることが多いです。

希望小売価格９８００円→６９８０円

このような価格がほとんどですよね？

つまり国内メーカーから仕入れると、５０００円で仕入れできても、実際は消費税含めて５５００円が仕入れ原価
販売価格６９８０円（税込み）ですので、実際は６３４５円。
利益額８４５円 利益率１３％ しかないのです。

この販売先にAmazonなど販売手数料が１５％ほど取られるプラットフォームであれば
メーカー直で仕入れても赤字になります。



売り方も販路もいろいろ



クラウドファウンディング（予約販売）
独占販売権を取得できたら、クラウドファウンディングサイトで販売開始しましょう。
クラウドファウンディングサイトは商品を仕入れずに、サンプルだけで商品ページを作成し
先に販売開始し、振り込まれた売上金で商品を仕入れることも可能です。

つまり、今莫大な仕入れ資金がなくとも、仕入れをしなくても
無在庫状態で売上ることが可能なのです。

例えば、このプロジェクトは３月の末で終わ
りましたが、商品のお届け予定は５月末。
約２か月後です。

売れたお金で仕入れをして発送するわけです。

無在庫転売と違うところは、転売はメーカー
に許可を得ない違法状態ですが、クラウド
ファンディングの場合は独占販売権を取得し、
合法に堂々と無在庫で販売できるところです。



卸販売サイト

０円物販塾ではオンライン卸をおすすめしています。

自社で卸サイトを持つ方法と、０円物販塾でご紹介している
招待制の卸サイトを活用する方法です。

卸サイトでは、出店料無料、月額費も無料
広告も営業も商談も不要で商品が埋もれることなく
AIの機械学習により
バイヤーとマッチングしてくれます。

また全国の蔦谷書店やロフトなどに出展紹介もしていますし
伊勢丹、大丸などへの出店も計画しています

卸サイトの企業が広告費や営業活動し
バイヤーを集めてくるので、２４時間３６５日
あなたの代わりに働く営業マンが出来るようなものです。

独占販売権を取得すれば、クラファンを行わずとも
展示会に１００万円のような費用を捻出できない弱者でも
事業者相手に速攻で卸販売が出来るチャンスがあります。



AMAZON
手軽のコストと、集客力で人気のAmazon

Amazonだ毛でも年商１億円以上稼ぐ人がゴロゴロ存在します。

しかもAmazon独自のFBAという倉庫の仕組みを使うことで

どれだけ売れてもAmazonの人が勝手にピッキングから

梱包、配送してくれしてくれるので、

あなたが忙しくて寝る間もない、などありません。

ネット上の自動販売機状態で寝てる間も勝手に売れていきます。



セールモンスター
Amazon販売を開始したら多販路出品連携ツール
セールモンスターに登録連携しましょう。

連携するだけでアカウント開設不要で
楽天、ヤフーショッピング、Qoo10、Wowma!、
ポンパレ、ヤマダモール、ショッピファイ

と言った年商１０億円とも言われるストアで販売されます。
言葉を変えると自動的に年商１０億円の会社に
卸販売できるようなものです。

しかもページ作成も出店費用も別途配送も管理も不要。
自動販売機がAmazon以外の７販路に出来るイメージです。

以下のリンクからのお申込みで通常１０品無料のところ
１００品登録無料になります

↓

https://ssc.salemonster.jp/signup?SellerId=SSC-VMZD8Q

https://ssc.salemonster.jp/signup?SellerId=SSC-VMZD8Q


自社ネットショップ
Amazonや楽天で販売するのは良いですが

アカウント凍結のリスクや高い手数料、規約変更に振り回される

というのは否めません。

自社ネットショップであれば、無在庫も予約販売もマイルールで商売できますし
なんと言ってもアカウントリスクがありません。

効能効果などの表現も法律内であれば自由ですし
スピリチュアル的な商品やモールでは販売禁止されるようなものも
販売可能です。

さらに、専門性もブランディングも価格設定も自由です。

お取引の商談の場でも

「Amazonで売ってます」というと、お断りされるケースでも

「自社ネットショップで販売しています」というと契約になったりもします。



百貨店や実店舗
０円物販塾には百貨店や全国の小売店などで販売している方もおられますし
商社マン経由の卸販売で有名家電量販店、全店に進出などの実績があります。

ただのクラファンだけで終わらせるのではなく、
日本市場独占、全国制覇を目指していきましょう。



最後に
「儲かる話なら他人に教えるはずがない！」

という方をたまに見かけます。

たしかに、自分の食い扶持が減るのであればひた隠しに秘密にす
るでしょう。

でも僕たちの仕事は「独占販売権」で守られています。
転売やせどりのように他人に利益を奪われることはありませんし

逆に頑張る仲間が増えることで、商社や問屋、卸サイト、各種代
行業者などに、喜ばれいい案件が舞い込んでくる。いい条件を提
示してもらえるわけです。

それが僕自身含めて、仲間全体の利益になります。

右のメールのように０円物販塾の生徒さんを企業に紹介差し上
げたことで、企業さんも生徒さんも共に利益が出てWINWINにな
るのが僕たちの仕事です。

私も商社マンS氏も共に頑張る仲間、いい商品を日本中に広め
る仲間を探しています。

あなたも僕たちの仲間になりませんか？
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