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カメラ転売は 
  

なぜこんなにも   

あなたの未来がここにあります   

稼げる人が多いのか？ 
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 はじめに  

このレポートの利用に際しては、以下の条件を遵守してください。  

プレゼントだからどうしてもよい、というものではありません。  

 このレポートに含まれる一切の内容に関する著作権は、レポート作成者副業起業大学及び

株式会社ゴールドクローバーに帰属し、日本の著作権法や国際条約などで保護されていま

す。   

著作権法上、認められた場合を除き、著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部

を、複製、転載、販売、その他の二次利用行為を行うことを禁じます。  

これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事、刑事を問わず法的責任

を負うことがあります。  

レポート作成者は、このレポートの内容の正確性、安全性、有用性等について、一切の保

証を与えるものではありません。また、このレポートに含まれる情報及び内容の利用によ 

って、直接・間接的に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。  

 このレポートの使用に当たっては、以上にご同意いただいた上、ご自身の責任のもとご活

用いただきますようお願いいたします。  
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自己紹介 

 

はじめまして、副業起業大学学長 林 知史と申します。 

カメラ転売の業界ではサトシという名前で活動しています。 

 

私は２０１３年６月まで会社員をしていましたが１日の労働時間や

責任や労働時間の割に報われない会社員という生き方に疑問を感

じ、一念発起しカメラ転売という中古カメラに特化した「せどり」

で起業を始め、同年１２月売上６００万円、月収１１４万円を達成

し、翌年５月月収３００万円、９月、月収８００万円。 

個人事業から２年で法人化し、最高月商３０００万円、 

最高月収２０００万円と順調に伸ばし、現在は会社員や子育て主婦 

社会的弱者が自分の力で稼ぐ力を身につけ豊かなライフスタイルを

身に着ける活動の一環として副業起業大学を運営しています。 

 

カメラ転売は中古カメラに特化した「せどり」なのですが、通常の

アマゾンせどりとは資金回転やプラットフォーム商品特性など異な

る点が非常に多く、収益性が全く違うのが特徴です。 

 

これから副業やせどりを志される方、現在せどりで活躍されている

方にも是非知っていただきたい、稼ぎ方が「カメラ転売」なので

す。是非あなたのビジネスを強くしライフスタイルに良い影響を与

えることを祈念しております。 
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 まずはおめでとうございます！  

あなたはこのプレゼントを受け取ったことで成功への階段を見つけました！で

すがあなたはこのプレゼントを受け取っただけでは成功はできません。  

このプレゼントを一つ一つしっかりと精読し、実践することで成功への階段を

昇ることとなります。  

  

稼げるようになった仲間と香港での対談はコチラ  

  

上記の動画は、私のプレゼントを受け取り  

私と出会い、私の教えを受けて成功した生徒さんの一人です。  

つまりはいま、これを見ているあなたの先輩であり、あなたの未来です！  

あなたも同じようになれる日が来るので楽しみにしておいてください。  

  

ブラック企業に毎日苦しみながら会社を辞めたい一心で頑張って  

スクールに入ってわずか３か月でお給料を超す収入を稼ぎ会社を退職。  

その後わずか２か月で月収１００万円を達成し  

ご自分の会社を経営する社長にまでなりました！  

https://youtu.be/p2LnL32vtTs
https://youtu.be/p2LnL32vtTs
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安心してください！！ 

このような人は一人だけではなく大勢います！  

 

シングルマザーでも片手間で月収１２０万円  

  

 

在宅で３人の子育てをしたいからカメラ転売  

  

  

  

https://vimeo.com/170727981/6b6599614f
https://vimeo.com/170727981/6b6599614f
https://vimeo.com/170727981/6b6599614f
https://vimeo.com/170727981/6b6599614f
https://vimeo.com/220271181/a7e85d8b42
https://vimeo.com/220271181/a7e85d8b42
https://vimeo.com/220271181/a7e85d8b42
https://vimeo.com/220271181/a7e85d8b42
https://vimeo.com/220271181/a7e85d8b42
https://vimeo.com/220271181/a7e85d8b42
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就活に苦しむ大学生であっても  

月収１２万円のフリーターであっても  

家事と子育てに追われる主婦であっても  

  

上司の顔色をうかがうだけのダメ会社員でも年金生活をしているお

年寄りでも  

様々な環境の方が私と出会い、カメラ転売と出会い  

  

月収３０万円、５０万円、１００万円、３００万円と稼ぎ人生を向

上されてきました！  

  

すでにビジネスをお持ちの方は私のカメラ転売を取り入れて  

年収で１億円になった生徒さんもおられます。  

   

あなたも変われます！！  
あなたも手に入れたい、なりたい自分を想像しながら安心して取り

組んでください。  

  

そんな人生に何度も訪れないチャンスが今！あなたの前に現れた！

ということなのです。  

  

私が今までに大金を投資し苦労し時間をかけ得たものを  

あなたには無料で差し上げたのですから  

  

神速カメラ転売で稼ぐ人が続出

出！！ 
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「どうせ無料の情報だろ！」  

と、甘く見ることなくぜひ、無駄にすることなく実践してくださ

い。  

  

  

なぜ、無料で公開するの？  

  
そう、普通なぜ無料で情報を公開するのか？不思議に思いますよ

ね！？  

普通にインフォトップなどで数万円で販売できる内容ですし仮に１

９８００円で販売しても１０００個売れば  

２０００万円くらいの利益になるわけです。  

  

実際に３０万円から５０万円、２００万円でも私のコンサルを受け

る人がいるわけですから１９８００円で１０００個販売するぐらい  

私からすればわけもないことです。  

  

大金を捨ててまで無料にした理由  
  

私のメルマガと合わせて見ていただければわかりますが私もかつて

はお金や会社のことで苦労し家族に迷惑をかけてきた過去がありま

す。  

  

といってもほんの４年ほど前までそのような状態でした。  
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それがカメラ転売と出会い、いろんな人に支えられ稼げるようにな

り生まれ変わった自分が今ここに存在します。  

  

 

私は１日に３０分も働けば月に数百万円稼げるようになりました。  

ある程度自由な収入を手にすることができるようになりお金持ちで

はないけど、お金に困ることもなく  

組織に縛られない生活ですから、自由な時間が増えました！  

  

ふと思い立って、軽井沢のリゾートに予定も立てず何泊もしたり、  

アイデアを考えるためだけに、いい空気、おいしい料理、静かな環

境で過ごす！そのために旅行に行くことが習慣になってきました。  

  

よく行く軽井沢のリゾート、  

ベッドルームが４つもあり室内で温泉に入れますし、別棟のロビー

に行けば、好きなだけドリンクもフルーツも有機栽培の野菜も食事

もいただけます。  

また、電話一つで送迎車が来ますので、温泉からロビー、パーティ

会場など全て送り迎えしてもらえます。  

あなたも 3か月後こうなれます   
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紅葉のシーズンもいいですし、雪の季節も素敵な時間を過ごせま

す。  

 

  

昼ごはん食べながら突如思いついて、たどり着いた城崎温泉  
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私はたいてい予定を立てず思い付きで行動します。 

  
富士山が部屋から見える温泉宿  

  

  
露天風呂からの景色を  

見ながらビジネスのアイデアを練る  

（温泉に濡れないように袋にスマホを入れたので変な写り。） 
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生徒さんたちと温泉ツアー  

 
マカオで、中国人とビジネス、事業投資なども 
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ついでにやってきた聖ポール天主堂跡  

  
ミーティングのためだけに来た 熊本黒川温泉  

（震災前）、温泉がぬるいめなので、つかりながらパソコン。 
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マーライオンとマリーナベイサンズを同時に撮れる構図 

海外のビジネスを学ぶためだけに行ってきました。  

 

あまり見れないマーライオンの正面 
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シンガポールでも観光よりホテルでのんびり休

憩です 。 

  

 
熊本で超美味い馬刺しで生徒さんたちと新年会 
この中に月収 100万円超えは驚異の 5名！ 
80万円は３名！（売り上げじゃないよ利益だ
よ）
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ブログを書くためだけに行く近所の展望レスト
ラン、とても涼しいです。  

 

カート場を生徒さんと貸し切りで白熱本気の 

バトルレースを楽しみました。  
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ぼ～っとしたくて鳴門の大潮あたりを１週間滞在したとき  

  
とにかく上質な空間でクリエイティブな発想が

できる場所に行くようにしています。 

タバコを吸う人やお酒に飲まれながら愚痴をこ

ぼす会社員がいるような居酒屋とか論外です。 
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ビジネスのアイデアを練るためだけに３日間こもった１泊６万円の

魚がメチャ美味い北海道のホテル  

 
ミーティングで訪れた韓国で休憩時間にやって

きた実弾射撃場 。集中力が必要です。
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定期的に生徒さんたちとお参りする日本最強と

いわれるパワースポット、金運神社  

  

  

月に１度は生徒さんたちと金融の勉強に行く香港 

尖沙咀  
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香港に行ってもプールサイドでごろ寝してスマホだけで仕事する私  

  

バリ島のヴィラでは暑いので夜中にプール 
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 バリ島でクルージングにスキューバダイビング  

 

バリ島の別荘でくつろぐ生徒さんをパチリ  
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ミーティングはいつも空気の綺麗で食べ物が 

おいしい温泉 
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熊野街道の近くで離れを貸し切りミーティング  

  
 

常に上質を知るようにしています。 
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韓国で高級フレンチという意味不明なチョイス  
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ちなみに海外に行くときの飛行機は基本的にビジネスクラスです。  

狭い、地面を歩かされると聞いている LCC には乗ったことがありま

せん。  

これを見てどう思いましたか？ 

会社員の頃は旅行の経験もなくパスポートすら持っていませんでし

た。  

「すごいでしょう」  

そんな自慢がしたいわけじゃないのです！  
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今ではこのようにある程度自由に出かけたり好きなように 

連泊したりできるようになりましたが、、、  

  

しかしながら！！  

最初は付いて来れる仲間がいなかった！！のです。  

  

あなたも自由を楽しむ仲間に入りませんか？ 

私の周りに私と同じように稼ぎながら  

しかも自由な時間を満喫できる仲間がいなかったわけで

す！ 

時間はあってもお金はない 

お金はあっても時間がない  

もしくはそのどちらも持っていない  

  

もちろん会社員の頃の友人なんて、飲みに行くお金すらありませ

ん。  

これはさすがに寂しい人生なわけです！！  

そう思って始めたのが私の活動です！  

  

稼げる仲間を増やそう！  

  
私と同じように自由に稼ぎ、自由な時間を満喫できる気の合う仲間

を私が育てればいいのだ！  

そう気が付き、私はブログやメルマガ、スクールを始め今に至るわ

けです。そして今では稼げるようになったたくさんの仲間を作るこ

とが出来一緒に海外にまで行けるようになりました。  
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マリンアクティビティ、ドーナツボート動画 

これらの活動が世間に注目されはじめ雑誌に取材されたりしはじめ

ました。  

https://vimeo.com/213034949
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関西でリポートの神様と言われるタレントさん「タージンさん」と

のツーショットわざわざ、私のオフィスまで取材に来ていただいた

り書籍を出版するまでになりました。  
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発売当時アマゾン kindle ランキング２位！ 

３部門で１位を獲得 ！！ 

  

そんな私も ついこの前まで 

借金に苦しむ会社員でした  
こんな私もつい３、４年前まで普通の会社員だったわけです。  

なんの才能もなく、資金もなく、人脈もないあるのは 

借金と  

やる気だけでした。  

  

こんな私でも出来たわけです。  

そして多くの生徒さんが稼ぎ、生まれ変わっています！ 

あなたにも出来ます！！あなたも稼げます！！  

あなたも生まれ変わることが可能です！！  
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ここまで、あなたはどう思いましたか？  

「ただの自慢じゃねぇか」  

そのように思われたならかなり残念です。  

  

あなたが成功できるかどうか？  

それは「確信度」を持てるかどうか？なのです。  

  

ついこの前まであなたより酷い状況におかれていた、  

なんの取り柄もない男や頑張ることしかできない、主婦たちも  

  

次々と稼ぎ、自由を手にする人が続出し始めました！  

  

あなたがその仲間入りするためには  

「自分も同じようになれる」  

そう思わなければなれっこありません。  

  

今は「本当かな？」と疑いを持っていても大丈夫ですが  

「あいつらになれるなら自分もできる！」  

  

そう考える人が成功できるようになります。ですからあなたより 

少しだけ前を歩く私は  

「あなたの未来」をお見せしたわけです。  

  

確信度を持て！   
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ぜひ、あなたもこのチャンスを生かし生まれ変わりそして、私の想

いに共感し、お互いに気が合うなら私の仲間になっていただけたら

と思います。  

それではいつか実際にあなたとお会いできる日を心から楽しみにし

ています！！  

著者と仲良くなろう  

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

  

■発行者 サトシ  

  

■連絡先： m4g17p226+camera@gmail.com  

  

■カメラ転売ブログ： http://gold-

clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB  

  

 ■林 知史公式 HP: http://gold-clover.net/l/m/XfrDRmeTWLRkmd  

  

 ■facebook： http://gold-clover.net/l/m/7MyOUbP5ux2j6u  

メッセージ不要でお気軽に友達申請してくださいね  

（名前や顔写真のない人はスパムとみなしてお断りします） 

  

http://gold-clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB
http://gold-clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB
http://gold-clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB
http://gold-clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB
http://gold-clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB
http://gold-clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB
http://gold-clover.net/l/m/XfrDRmeTWLRkmd
http://gold-clover.net/l/m/XfrDRmeTWLRkmd
http://gold-clover.net/l/m/XfrDRmeTWLRkmd
http://gold-clover.net/l/m/XfrDRmeTWLRkmd
http://gold-clover.net/l/m/7MyOUbP5ux2j6u
http://gold-clover.net/l/m/7MyOUbP5ux2j6u
http://gold-clover.net/l/m/7MyOUbP5ux2j6u
http://gold-clover.net/l/m/7MyOUbP5ux2j6u
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香港ペニンシュラにて生徒さんとミーティング 

あなたも次回は参加してください＾＾ 

 

香港の中古カメラ屋さん 
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【カメラ転売概略編】  

  

今、爆発的人気のカメラ転売！！  

しかし残念ながら稼げる人はごくわずかです。  

なぜなら正しい方法を知らずに実践するからです。  

今回、私の人生を変えたカメラ転売の攻略法を編み出し  

あなたのために完全マニュアル化いたしました！  

  

サトシ流神速最強カメラ転売を実践して是非稼いでください！！ 

ネットビジネス歴ゼロのド素人が  

たった３か月で月収３０万円稼ぐことが可能な攻略本！  

・副業で可能！  

・独立、起業も可能！  

・完全在宅も OK!  

・主婦でも可能！！  

・パソコン音痴でも可能！  

・顔出し不要！  

・地方在住でも可能！  

・学歴不問！  

・カメラの知識ゼロでも出来る！  

・小資金でも実践できます！！  

実際にカメラ転売で現役で稼いでいるサトシの手法、 

思考法を公開！！  

あなたもサトシ流最強カメラ転売を  

今すぐに実践して稼いでください！！  
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いきなりですが、カメラは物販最強の商材です！！  

あなたが物販の経験があるなら見比べてみてください。  

まずはカメラの優位性をしっかり理解してください。  

これを理解していないと根本的な稼ぎが理解できません。  

  

・カメラには基本的に流行り廃りがない  

・古いものでも人気があり売れる  

・販売に難しい知識は不要、初心者でも可能  

・修行期間が不要、あっても１か月  

・カメラは腐らないから廃棄、値下げしなくてよい  

・カメラは壊れにくいので、配送にも便利  

・大きな在庫スペースがいらないので自宅でも可能  

・食中毒のリスクがない  

・原産国表示、添加物表示がいらない  

・アレルゲンとも無縁  

・基本的に偽物、コピー商品がない  

・世界中から愛される日本のブランド品  

・カメラは捨てることなく、代々受け継がれる  

・カメラを扱い怪我や病気をしない（危険要素が無い）  

・最短１日で売れるので資金回転が早い  

・天候、雨や台風などで農産や水産のように入荷が減ることはない  

・ネットで販売できるので集客に困らない  

・広告、宣伝費が必要ない  

・地代、家賃は（ヤフオク手数料）は売った後に発生なので少資金

から出来る！  

・販売にかかる手間が少ない、人件費が不要、少ない  

【カメラ転売の優位性】   
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・２畳ほどのスペースで開業可能  

・完全在宅で完結なので主婦にも実践可能・自宅で開業できるので

通勤時間不要、交通費不要  

・老若男女、年齢、容姿不問、学歴不問、地方在住可能  

・牛肉や魚などのように偽装しなくても売れる  

・１個から仕入れが可能なので大量ロット仕入れしなくてよい  

・特殊な仕入れルート、人脈など不要  

・１品当たりの利益が大きいので扱う個数が少なくても稼げる  

・とにかく儲かる！！  

  

パッと思いつくだけでもこのような利点があります！！逆を言

えば他の物販はこれらのリスクがあるということです！！  

  

カメラ転売は、本当に簡単に素人さんでも利益をポンポンと出すこ

とができます！  

  

基本的に儲かるカメラを仕入れて販売するから赤字になることがあ

りません！！  

  

カメラを仕入れて、ヤフオクで売る！  

出品して３日後には利益を載せてお金が返ってくる！！そのお金を

持ってまたカメラを仕入れる！  

また３日後には利益を載せてお金が返ってくる！  

  

このように繰り返して稼いだ利益を複利で中古カメラに  

再投資していくビジネスがカメラ転売です！！  

  

あなたの投資資金に応じて始めることができますし  
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１日から３日で売れて、現金が返ってくる現金商売です！！掛け売

りはありませんし、取引先が飛んでしまうこともありません。  

カメラは腐りませんので飲食店や生鮮品のように格下げロスや廃棄

ロスもありません！  

  

また、アパレルのように人気の移り変わりがほとんど無く季節によ

って寒くなってきたから、「夏服半額！」といった捨て値で安売りし

なくてもいいのです！  
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最短１日から３日で現金が増えて返ってくるという資金回転が非常

に速いのも大きな特徴です。今はまだあなたはカメラなんて売れる

はずがない！そう思ってると思いますが、私のカメラの売れ行きは

こんな感じです。 

 

  

１円から出品して、わずか２日後に１０万円超えて売れています。 

 

 

 

資金回転が速い！   
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日付に注目してください。こちらも同様に２日後に売れています。 

しかも１円から１３８０００円即決です 

 

この商品１個の転売で利益５万円ほど発生します。 
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こちらの商品は出品して翌日にいきなり落札されています。 

これだけでも利益３万円ほどあります。 

 

あなたのビジネスでこのようにすぐに売れて 

１品当たりの利益が数万円もあり、売れて当日～４日ほどで入金さ

れることはありますか？ 

 

他にもお見せしたいものはたくさんあります。 
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こちらの画像を見ればわかると思いますが、１日に何個も売れてい

ます。売れた商品の単価もバラバラですが、どれもが出品して２日

以内に売れていますし、この日の画像だけでも「売上 85万円」ほど

あります。「月商」を「月収」と誤魔化していないことがわかるでし

ょう！？こんなのが毎日続ければ１か月あたりの利益はいくらにな

ると思いますか？。。。それとも 

 

あなたのビジネスの方が儲かりますか？ 

 

さらに、このように稼いだ利益を複利で再投資していけば、  

非常に短期間で爆発的に利益が増えていきますので、小資金しか準

備できない方でも短期間に利益を増やすことができます！！   

  

例えば、自己資金１０万円でスタートした方が、  

3 ヶ月後には、自己資金が１００ 万円にまで増えていたという方も

おられます。  
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わずかたった 3 ヶ月で、自己資金が１０ 倍になるというような夢

物語が現実に起こるのです！！  

  

しっかりとカメラ転売の優位性を理解してあなたの収入を加速して

ください。  

あなたが実践するとどうなる？  

では神速カメラ転売を実践すると、  

いったいあなたに何が起こるのか、少しお話ししておきましょ

う！  

これからお話しすることは、すべて事実に基づいた内容です！  

  

 

 

バリ島、王族所有の砂浜を見下ろせるリゾートにて 
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神速カメラ転売で稼ぐ仲間とマカオへ 

 

 

 

生徒さんが事務所に遊びに来てくれたとき。
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①  知識ゼロ、経験ゼロでも、初月から利益を稼げます！  

 

カメラに関する知識やヤフオクでのオークション転売の経験が  

まったくない人でも、初月からいきなり利益を稼ぎ出すこともでき

ます。  

 もちろん独学で実践している人は難しいと思いますが  

１ヶ月目から２０万円  

２か月目には６０万円稼ぐことも可能です！  

３か月目に１００万円超える方もおられます！！ 

トータル利益１５０万円以上！！  

（もちろん指導通り頑張ることが前提です）  

  

私が実践した時は、１ヶ月目はマイナスで３万円＾＾；  

２か月目は利益１６万円ほどだったと記憶しています。  

３か月目で利益４０万円くらいの利益でした。  

  

ですので、３か月トータルの利益額が５０万円くらいでした！！  

なぜ私とコンサル生とでこのような差が出ているのでしょうか？そ

れだけ私が経験した世間一般の塾やコンサルではノウハウを出し惜

しみして教えてくれないし、  

そもそもノウハウを持っていないことも多々あります。  

  

そしてサポートも無く稼ぐことが難しいのです！！  

それがこのインフォ業界の当たり前です！！  

  

その反面、最強のノウハウをお伝えしてサポートする私のスクー

ル、副業起業大学神速カメラ転売学科では  
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短期に大きく稼ぎやすくなっているのです！！  

  
もちろん初めの資金量や個人の決意、努力量によって早い遅いは 

ありますが、きちんと指導通りに実践する方はきちんと稼げますし   

みなさん遅くとも半年後には５０万から６０万円は稼いでおられま

す！  

  

５０万円６０万円を稼ぐのはカメラ転売の世界では当たり前で  

トップセラーと言われるのは月に１００万円以上利益を稼ぐ方達

です。  

  

私自身、カメラ転売を始めて１００万円の収入を目標にして  

初年度にネット仕入れだけで月収１１４万円の月収を達成しまし

た！しかも完全片手間でなのです！！  

  

カメラ転売の世界で月収１００万を超す人は大勢おられますが私の  

ように１日１時間未満の作業で、（実際は 10 分から 15 分）  

しかも完全在宅、片手間で稼ぐ人はほとんどいないのが現状でしょ

う！  
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②  なぜ、カメラ転売は稼げるのでしょうか？  

 

ではなぜカメラ転売は素人が簡単に稼げるのでしょう？  

それはあなたに販売の才能があろうとなかろうと  

中古カメラという商品に圧倒的魅力があるからです！  

  

写真やカメラに興味のないあなたはカメラが売れる商材だなんて 

にわかには信じられないでしょう？  

私も初めはそうでした＾＾；  

  

でもよく考えてください！  

あのカメラ愛好家には有名なショップ  

カメラのキタムラは全国に１２００店舗もあるそうですよ！！  

  

意識していないと見たことすらないのでは！？  

あの大きな家電量販店ビックカメラやヨドバシカメラなどカメラを

アピールした屋号ですよね？   

カメラ専門店からあんなに大きく成長されています！！  

  

あの有名なジャパネットたかたも元は片田舎のカメラ屋さんからス

タートしています。  

  

カメラに興味ない人間には理解できませんが  

カメラの人気は昔から絶大なのです！！  

  

そんな人気のカメラですが、なぜ中古が売れるのでしょう？  

  

それは新品に比べて圧倒的に安いんですね！  
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たとえば今でも人気の CANON EOS 1D MARK3 という機種を例に出し

ますと  
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なぜ、中古が売れるの？  

 

発売当時は５０万円ほどしたそうですが、現在の中古は９万から  

１０万円ほどで購入できます。  

  

他の機種についても同様です！  

あなたも憧れの欲しいものがそんなに安くなっていれば買いたいと

思いませんか？  

  

カメラではわかりにくいので自動車に桁を合わせて説明すると数年

前５００万円のクラウンが９０万円で買えるようなものでしょう

か？イメージできますか？  

  

とても人気の中古カメラですが、ヤフオクでは世間のカメラ屋さん

より、さらに安く買えると評判なのです！！  

  

しかも転売業者が増えたおかげで競争が良い方向に働き良質の中古

カメラを安価で手にするならヤフオク！と  

カメラ愛好家が大勢ヤフオク！を見ています！！  

  

それは他のカテゴリとは比べ物にならないほどの人気ぶりで、だか

らこそ１円から出品しても １日から３日後には安定して相場まで

上がる！という現象が起こります！！  

  

その高い人気があるからこそ、素人が１円出品しても相場までは安

定して値段があがり、赤字になりにくいのです。  

この基本原則をきちんと理解しておいてください！！ 

ポイント！「素人が出品しても相場まで上がりやすい 」  
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 従来のせどり、転売ビジネスとの決定的違いとは？  

 

まず、１品当たりの利益額が違います！  

古本せどりの数十円数百円の利益と違いカメラは基本  

１品５０００円の利益がでます。  

  

というより、正確には１品で５０００円以上の利益が出るものを仕

入れていきます。  

  

一般のせどりでも高額な利益が出るものもあるでしょうけど、  

そのような商品は回転が遅くないですか？数日で売れるでしょう

か？ 

 

カメラは１日から３日で売れて利益が返ってきます！！ （後述） 

  

あと一般の新品転売ビジネスはどうか？  

儲かる商品は何か？のリサーチが大変ですよね！  

  

常に雑誌やニュースを常に見て、世間の関心にアンテナを張り  

新製品の情報や、女性雑誌のランキングなどリサーチが大変です！  

  

たとえば人気のアイフォン関係の商品が新発売されたら  家電量販

店に徹夜で並んで買い込んだりして  

市場に出回らないようにして定価より高い値段で転売する。  

しかし売れるのは発売後数日間だけ、、、メーカー生産が追いつき、

正常に出荷されればいきなり値崩れして赤字だらけ すぐに転売業

者との値下げ合戦で、見込んだ利益が出ない！  

常にアマゾン本体の在庫復活にビクビクしなきゃいけない。 
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アマゾンせどりなどは自動で値下げするツールが売られているほど

値下げ合戦が激しく、日常茶飯事です。  

  

あのゲーム機が新発売と聞けば、徹夜で並ぶ、、、  

一時は利益が出てもブームが去るか、メーカーの在庫が正常なら  

すぐに他の商品を探さないと、もう儲からない！  

  

最近では とあるゲーム機が新発売されて儲かると踏んだ友人が予

約しまくり買い込んだけど、予想に反して供給量が追い付いていて

どこのお店でも普通に買えたため、プレ値を期待して買い込んだ人

は捌くのに大変だったとか、、、  

  

※プレ値とは主にアマゾンで品切れを起こしている商品に対して転

売者が買い込み、定価以上のぼったくり価格 で販売することつま

りプレミアムな値段で主にアマゾンで売ること。  

震災があった時に需要があった１０円くらいのペット ボトルの水

を買い込み高価格のプレ値とかで販売していた人もいて問題視され

ていた。  

  

最近では「半沢直樹」「あまちゃん」「アナ雪」「SONY PS VR」 

「任天堂スイッチ」でしょうか? 

挙げだすとキリがないくらいリサーチするべき商品が多く、しかも

流行り廃りが激しいですよね！？  

でも数年後にも安定して売れると思いますか？  

また新しく儲かる商品を探さないといけませんよね！？  

  

というように一般の転売は儲かる商品探し（ネタ）  

が難しく ずっと、商品リサーチし続けなくてはいけない点が 

カメラと通常のせどりは違います。 
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カメラ転売の場合、ある程度売れる機種が限られていて 

少し覚えてしまえば、その機種が「数年」に渡り仕入れ可能で転売

して利益を生み続けるのです。 

 

簡単に言うと、商品が無限に発生し、消えていく「通常のせどり」

に対して覚えるものが「１００個」しかないカメラ転売といえるで

しょうか。 

イメージとしてはこんな感じです。 

それでも月収１００万円（月利益１００万）のトップセラーでも覚

えている機種はわずか「１０個」程度でしょう。 

 

その覚えた機種を何度も繰り返し仕入れて売るだけのリサーチ要ら

ず、がカメラ転売なのです。 

だからこそ神速カメラ転売の我々は仕入れのために行列に並んだり

せず、１日わずか数分のスマホ仕入れで利益を生み出すので自由に

旅行にも行けるわけです。（バリ島のビーチ沿いのレストラン） 
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カメラの場合、人気機種を扱うことで１度売って儲かればまた、  

同じ商品を探して売ればまた儲かるのです！！  

  

つまり１度の経験が次につながり、経験を増やすほど  

リサーチが簡単になっていき、作業時間が減っていくのです！  

  

儲かるものを見つけたら、また同じものを仕入れればいいので

す！！   

１年後も３年後も５年後も同じ商品が売れ続けるのです。  

 

あとは新品と中古の違いも大きいです！  

中古ならではの特殊性がカメラを稼ぎやすいものにしています。  

  

では新品せどりにないその特殊性となんでしょうか？  

  

・すでに生産中止もしくは新機種発売サイクルが長いために中古品

だからこそ希少で人気がある  

・発売当時、高価だった人気のカメラやレンズが中古なら 

手頃な値段で買える  

・レンズは１個あればいいというものではなく色々集めたく

なる。 いわゆる「レンズ沼」と呼ばれるコレクション性 。  

・流通量が減ってくると、希少性が増し逆に値上がりしてくる  

・同じものでもコンディションや付属品によって価格が大きく

異なる  

・地方と都市でも価格差が大きい  

（一般的には、地方のほうが価格が高い傾向にある）  

・基本的にはコピー商品、偽物が無く、安心して取引できる。  

（一部バッテリーなどには偽物のうわさもあります。）一般のブラ

ンド品は真贋の目利きが必要・人気機種が決まっていて、１度覚え



カメラ転売成功者への道 

  

- 52  -  
Copyright (C) 2017 副業起業大学 All Rights Reserved.  

れば商品リサーチはほとんど必要ない 

（仕入れ都度の現在価格リサーチのみ必要）  

  

・同一商品であっても、コンディションや値付けをする人の主観に

よって価格が大きく異なる場合がある 。 

だから安く仕入れて高く売ることが可能！  

  

・お金に糸目をつけないマニア層や富裕層が顧客層であるため底辺

のクレーマーを相手にしなくていい。  

  

・オールドカメラやレンズほど価値が高く、プレミアム価格がつき

やすい  

・入手困難なレアな商品が存在する  

・人気機種は、販売サイクルが非常に早く、最短１日で売れてしま

うので資金回転が非常に早い  

  

・商品自体が小さいので、在庫管理がしやすく、あまり場所を必要

としないので、在宅ビジネスに向いている  

  

・世界中にカメラ愛好家がいる。販売先が多く飽和がまずない。  

・カメラは壊れにくく、５０年以上昔の物がいまだに現役で使えた

りする。 ロスが出ない！  

  

・基本的に右から左なので、販売の手間が少ない！  

・中古品はある種１点ものなので、競合という考えが間違って

いる。  

・新品せどりのように急激な値下がりがなく、  

仕入れて出品までに赤字になるようなことが無い！ 
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極めつけは、、、 

アマゾンの規約変更、アカウント凍結

などにおびえなくてよい！！ 
こんな感じでパッと思いつくだけで、いろいろと特徴があります  

が 他の物販を経験されている方には夢のような商材ではないでし

ょうか？  

  

物販ビジネスにおいて、すぐに市場が飽和して、儲からなくなって

しまうような商品や、プラットフォームでは安定したビジネスは 

構築できませんし、稼ぎ続けることもできません！  

 

あなたは今のビジネスで死ぬまで 
稼ぎ続ける自信がありますか？ 

  

飲食店などはその典型でしょう？！  

一時のブームで店をドンドン出店しても流行が過ぎればあっという

間に撤退する、、、  

  

長年儲かって営業できるお店はほんのわずかですよね？  

例）ワッフル、白いたい焼き、創作居酒屋、コンビニなど  

   

 

カメラ転売の特徴としてリサーチが他の転売に比べて楽です。  

人気商品はずっと根強い人気がありますので、同じものを何度扱っ

ても儲かり続けるのです。  

カメラのリサーチが楽なワケとは？   
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また、同じ商品をずっと販売していても儲かり続けるので、  

新しい商材を絶えず探し回って、儲かる商品をリサーチし続けると

いう従来のネット転売ビジネスにありがちな  

リサーチ地獄もありませんし、 仕入れる都度のかんたんな価格リ

サーチくらいで仕入れを判断できますので、 その点も中古カメラ

転売のメリットと言えるでしょう。  

  

 

神速カメラ転売では１品当たりの目標利益額を５０００円で設定し

て仕入れを行います！  

  

そして仕入れた商品を即日出品して、３日後に売れる！  

（早いモノ、慣れた出品者は１日での販売も可能）  

  

もちろん５０００円の利益が上乗せされて手元に現金で返ってきま

す！  

（注意）最低利益基準を５０００円に設定しているだけで  

資金量によってはそれより低い１０００円とかの利益基準で仕入れ

てもいいですし、逆に１品で１０万円の利益が出ることもありま

す。  

  

たとえばの例でお話しします初期資金が１０万円と仮定

して ２万円の商品を５個仕入れます。  

  

それぞれが５０００円の利益を増やして手元に返ってきます。  

すると２５０００円×５個＝１２５０００円です  

初日から３日後に１０万円が１２５０００円になりました！  

  

  『１品５０００円３日の法則』   



カメラ転売成功者への道 

  

- 55  -  
Copyright (C) 2017 副業起業大学 All Rights Reserved.  

今度は２万円の商品を６個と５０００円の商品を１個、計７個の仕

入れができますね。  

また３日後７個それぞれが５０００円の利益を増やし返ってき

ます。  

初日から６日後には利益で３５０００円＋２５０００円で ６万円

の利益ですから、所持金は１６万円になっています。  

では次は８個の仕入れができますね。  

今回は利益４万円で２０万円の資金に増えています！初日から９日

後に１０万円の資金が倍の２０万円になりました！これを繰り返す

と１２日後に２５万円  

１５日後には３１万円、１８日後３８万円、２１日後４８万円。  

  

２４日後６０万円、２７日後７５万円、３０日後９０万円以上！  

あくまでも理論値ですが、サトシ流カメラ転売はこのような  

「複利」で資金を回す！という  

考えの元、実践することで爆発的に資金と利益を増やします！！  

 ですので、儲かった利益は無駄使いせずに全額再投資することに

意味があります！！  

  
これを完全に理解し実践すると 10 万円の資金を  

わずか１６週間で１０００万円にまで利殖することが可能になりま

す！！  
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もちろん実際の流れでは個々の仕入れ金額が違ったり  

各人それぞれの資金量も違いますのでこの計算通りにはいかないこ

ともあります。 あくまでも計算上の理論値です。  

  

ですがこの流れを強く頭に入れて仕入れと販売を行ってください。

おすすめは５万円以上の仕入れ金額なら１品５０００円の利益。  

それ以下なら１０％の利益を想定しましょう。  

  

 

毎年数百名のカメラ転売実践者が参入しますが  

私が稼ぎにくくなったと感じたことはありません！  

  

むしろ、日を追うごとに稼ぎやすくなっています＾＾  

それは私だけでなく、正しく実践する全てのプロが体感していま

す！少し、私の今までの流れをお話しします。  

  

私がカメラ転売を実践し始めたころは副業でしたので  

それこそ寝る時間も惜しんで、カメラ転売を頑張ったものですが、

実践して４か月後には１日の労働時間２時間くらいで  

月に６０万円の利益を稼げるようになっていました！  

  

半年を過ぎるころにはサトシ流が開花したのか  

１日の労働時間わずか２０分から１時間という短時間で ６０万円

以上から８０万円稼げるようになり、、、  

いや本当のことを言いますと働かない日が 月に半分くらいありま

した！  

カメラ転売は飽和しないのか？   
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働かないで何をしていたのか？ 

  

その時、私はアメリカドラマの「２４」を再度見始めてハマってし

まい仕事（カメラ転売）をほとんどしなくなりました。  

ドラマをすべて見終わると、私の大好きなゲーム「COD」シリーズ

の最新作が発売されて購入し、１日中ゲームをしていましたので  
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「怠けすぎだ！」と家族やカメラ転売の同期に叱られもしました。  

それでも安定的に６０万円から８０万円稼いでいましたのでその 

片手間っぷりに同期や他のカメラ転売者から  

「ノウハウを教えてくれ」とも頼まれるようになりました。  

  

それが私のコンサルの始まりです。  

そんなに短時間労働で完全片手間でのカメラ転売でしたが  

とうとう月の利益１１４万円を達成してしまいました！！  

  

完全に飽和という言葉は当てはまりませんよね！！  

ドンドンやらなくなっていったのに収入は増えていく！！  

（作業効率とノウハウが確立された）  

  

この頃には他の月収１００万円セラーからもコンサルを申し込まれ

るほどに私の仕入れ、販売レベルは他を圧倒していました！  

  

ここから大事なお話をしますのでしっかりと頭に叩き込んでくださ

いね。  
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世間ではよく、「カメラ転売はもう飽和しているよ！」という人が

います。  

そんなことは全然ありません。 むしろ逆です！！  

  

先ほどの私の経験から言っても飽和なんてありえませんし  

正しくカメラ転売を実践し、お客様に喜んでいただける出品者が  

ヤフオクに増えることで、カメラを欲しがるお客様がヤフオクに

集中してきているので ヤフオクのカメラカテゴリの売り上げは

年々、急増しているのです！  それはどういうことか？  

ヤフオクでカメラを買う人がドンドン増えているのです！！市場が

賑えばあなたのカメラも売れやすくなるのです♪ 街の商店街をイメ

ージすればよくわかると思います  

商店街に大勢の人（お客さん）が集まれば、どのお店もよく売

れて 活気づきますよね？  

  

たいしておいしくもないようなものを売っているお店でもそれなり

に売り上げがでるでしょ！？  

  

私はショッピングモールや百貨店にテナント店長として統括責任者  

をしていましたので、こういうアンテナは一般人より鋭いです。  

  

逆に集客の悪い、お客様がいないさびれた商店街の場合なら  

どんなに人気のチェーン店などがあってもまったくお客さんも寄り

付かずに売れずにすぐに潰れますよね？  

  

ですから、「飽和・稼げない」など言っている人は正しい知識を持

っていませんし、  

正しく実践せずに稼げなくて、愚痴をこぼしているだけだと思いま

す。  
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むしろ飽和という言葉をすぐに使う人は何も行動できない臆病者に

多いのです！  

飽和という言葉を自分がやらない理由付けにしているのです！  

ビクビクと行動できないから当然稼げないのです！  

  

あなたにもこれから様々な恐怖や不安が訪れると思いますが  

ビクビクと行動できない人にはならないでください。何の商売をす

るのもそうなのですね 。  

繁盛する店と潰れるお店！ たとえば日本中にラーメン屋さんがた

くさんありますが 、ラーメン屋さんが飽和するといいますか？  

  

ラーメンが売れなくなる日なんて法律で禁止でもされない限りあり

得ないのです！  

  

むしろ、ラーメン屋さんがたくさん集まれば「観光名所」 

「ラーメンストリート」「激戦区」  

などと呼ばれて注目されて集客ができ、普通より繁盛するでしょ

う？  
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どこのお店にも行列ができませんか？  

もちろんそんな中でも潰れるラーメン屋さんも出てきます。  

どんなお店ですか？  

経営者ではなくてもわかるでしょう！  

・味が悪い  

・接客サービスが悪い  

・立地が悪い  

・値段が異常に高い  

・お客様の気持ちを理解できない  

・そもそも商売がわかっていない そのようなお店は潰れるので

す！  

  

決して飽和が原因ではありません。  

  

でもこれらを理解していない売れない経営者はこう言います。  

・不景気だから売れない  

・従業員が悪い  

・最近の客は味がわかってない  

・周りにラーメン屋が多すぎる  

・ラーメンブームは終わった  

とにかく自分の悪いところが理解できていないのです。  

売れない理由が自分にあることがわからない！  

（そもそも理解できてないから売れないのです）  

  

この売れない人達の意見を参考にすると当然あなたも稼げません！

単純なことですよね。  

これはあらゆる業種に当てはまることです。  
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カメラに置き換えて考えてみましょう！  

・立地がいい。ネットなので世界中からアクセスがある  

・正しいノウハウで行うことでお客様に喜んでもらえる  

・販路がヤフオクなので知名度があり集客力抜群  

・一般のカメラ屋さんよりも安価なので人気がある  

・物流が良い時代なので、購入後すぐに届く  

・多くの出品者がいるのであらゆる商品が手に入る 、品数豊富。  

  

お客様が集まりやすく、買いやすい条件が整っていますよね。こう

いったことも理解せずに何でも「カメラ転売は飽和」  

「カメラ転売は終わった」ってすぐに言う人は何のビジネスにおい

ても成功できない人です！  

実際のところ何をやっても稼げてない人でしょう！？  

稼いでいる人でそんなことを口にする人を私は見たことありませ

ん！  

  

言ってるのは何も成功したことが無い人だけ！！  

   

これに関連付随してよく言われるのが「相場」の話です  

「相場が下がって損しないですか？ 」  

もちろん、商品によっては多少の価格相場の変動もありますが、販

売相場が下落しても、それに連動して仕入れ相場が値下がりします

ので、ほぼ同じ値幅で稼ぎ続けること ができます！ 

よく理解してくださいね！  

  

相場が下がるということは、仕入れ値も下がるということです！！  

通常のせどり商材とここが違うポイントで、 今までに何度も説明

しているようにカメラは基本、仕入れて３日での販売サイクルで

す。  
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ですので、その短期間に販売相場がいきなり下がるということはま

ずありません。  

  

一般のせどりでよくあるような、代行業者にお任せして出品までに

尋常じゃない日数がかかりその間に価格が半値に！！なんてリスク

はありません！ですがカメラカテゴリの特徴として、最新機種の新

品には目もくれず 古いものにしかないクラシックならではの写

り、味を求める方が大勢おられます。 つまり古い商品にも一定の

需要があり、値段がつくのがカメラのスゴイところです！！ 

  

ですからいきなり大幅に値下がるというのを私は経験したことはあ

りませんが、新機種発売が発売されれば旧型は一時期相場が下がる

ことが予測されるので新発売のアンテナはプロとして張っておきま

しょう！！  

  

また、ある一定レベルまで相場が下がっていくと、仕入れと販売の

値幅がなくなってきますので、 今度はヤフオクでの出品量が減少

してきます。 みんながリサーチして出品しますので、儲からない

と解れば出品しませんよね？  

  

そうすると、需要に対して供給が足りていない状況  

（誰も出品していない）になりますので、   

また相場は値上がりしていきます。  

  

株や FXなどのように資産価値が突然ゼロになることはありま

ん！！それだけカメラはリスクが少ないのです。  

これらをしっかり理解してカメラ転売に取り組んでいけば他の物販

と比べても圧倒的成果を出すことが可能となります。  
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あとがき  

  

 いかがでしたでしょうか？  

カメラ転売で稼ぐことはあなたの人生に取って様々な良い影響をも

たらすと思いませんか？  

  

カメラ転売で稼ぐ人の９７％は初心者で知識ゼロからのスタートと

言われています。  

一か八かのギャンブルではなく、「やれば稼げる」それがカメラ転

売です。  

  

私は自分がお金や仕事のことで大変苦労した経験から一人でも多く

の人に稼ぎ、自由な時間を手にしてもらいもっと自分らしく輝ける

人生を送ってほしい。  

そういった人と仲間としてさらに高いステージに上がりたい。  

そう考えています。  

  

あなたが私の想いに共感していただけるなら実際にお会い出来る日

を楽しみにしています。  
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■カメラ転売ブログ： http://camerasaikou.com/ 

■林 知史公式 HP:  http://hayashisatoshi.com/ 

■facebook： https://www.facebook.com/hayashisatoshi68 

 

メッセージ不要でお気軽に友達申請してくださいね  

 （名前や顔写真のない人はスパムとみなしてお断りします）  

 

■【成功者続出カメラ転売無料メルマガ】 

https://gold-clover.net/p/r/qLDRonPP 

 

  

  
※このレポートをダウンロードされた方は 

「カメラ転売で年収１０００万稼ぐ無料メルマガ」に代理登録されます

http://fukugyokigyou.com/univ/
http://gold-clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB
http://gold-clover.net/l/m/9D6k60udFzhqxB
http://hayashisatoshi.com/
https://www.facebook.com/hayashisatoshi68
https://gold-clover.net/p/r/qLDRonPP
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メルマガ登録者プレゼント   

  


