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電脳せどらー必見！ 

そのままでは大損ですよ！ 

９９％がまだ知らない秘密！！ 

たった３クリックで 

利益を増やし、 

劇的に安く仕入れる裏技 

 
世間にまだ出回っていない情報なので 

取り扱いは慎重にお願いします。 
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 はじめに 

■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 Adobe 

Readerを無料でダウンロードしてください。 

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

■著作権■ 

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。 

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、

神速カメラ転売スクールに帰属し、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。 

 

 

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

さらに詳しい情報はコチラ 

 

 

 

 

http://fukugyokigyou.com/report/muryoupuresent.pdf
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あなたの仕入れ先は？ 

このせどり、転売の業界は本当に様々な仕入れ先が存在します。 

その仕入れの形態も大きく分けると２つ！ 

実店舗仕入れ 

全国の家電量販店、ホームセンター、ドン・キホーテ、コンビニ、イオン、 

ブックオフ、リサイクルショップ、質屋、百貨店、蚤の市、などなどお店の 

数だけ仕入れ先がある！といっても過言ではありません。 

 

電脳仕入れ（ネット仕入れ） 

ヤフオク！、メルカリ、ラクマ、モバオク、家電量販店のネットショップ、 

アマゾンなどの国内から 

ebay、海外アマゾン、タオバオ、などなど 

ネットで世界がつながった今の時代、ネット上にも仕入れ先は無数に存在しま

す。 
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海外から仕入れるという選択肢 

 

そんな無数にある仕入れ先の中で海外から仕入れる！ということも 

この業界では大きく稼ぐために昔からある手法ですが 

近年の流通網やプラットフォームが整ったことにより、初心者でも手軽に 

個人輸入をすることが出来、海外と国内の相場や需要の差を抜き利益を取るこ

とが簡単になった時代なのです。 

そこで最近では「中国輸入」というのが流行りはじめ、中国の人件費の安さを

利用した商品単価が安いことから、数十円、数百円という少ない資金からでも

仕入れができ、転売をして利益を稼ぐ人が続出しています。 

そんな中で最近、初心者からショップオーナークラスに至るまで仕入れの手軽

さ、安さで人気の仕入れサイトがあります。 

それは、、、 
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AliExpress（アリエクスプレス） 

 

AliExpress(アリエクスプレス)とは、 

中国の大手 BtoB サイト１６９９アリババが運営する 

海外向けの BtoC ショッピングサイトですが 

ファッション、家電、インテリア、生活用品、ベビーグッズ、自動車用品、スマホやタ

ブレットの本体も、Amazon や楽天と同じように様々なカテゴリーの商品がそろって

ます。商品数はなんと 1 億点以上もあるんですよ。ほぼ全てのジャンルの商品が揃っ

ているので取扱いがないジャンルを見つけるほうが難しいです。 

ありとあらゆる商品がかなり安い値段で販売されています。 

 

海外向け、ということでいわゆる「中国製」の中でも品質の良いものが手に入りやすい

ことが特徴として挙げられます。 

 

また出品者はアマゾンのように「複数の事業主」がアリエクスプレスというモール 

（商店街）に出店する形になっており 

仕入れ個数などによっては、お店と直接交渉をして価格を引き下げてもらったりするこ

とも可能です。 

特に、商売熱心な主に中国人が商売相手ですから、たいていの場合交渉に応じてくれる

というメリットがあります。 
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そんなの知ってるよ！！ 

もしかしたら、すでにアリエクスプレスはご存じですでにバリバリと仕入れにご活用さ

れているかもしれませんね。 

それは失礼しました。。。。 

 

というところなのですが 

 

ちょっと待ってください！！ 

 

はい、ここからがとても重要なのです。 

アリエクスプレスなどの海外サイトを仕入れに使うのであれば 

３クリックしてから今まで通り仕入れをすることで利益額が増えたり 

安く仕入れ出来たりするんです！！ 

 

アリエクスプレスの使い方は後で解説するとして 

まずは３クリックで利益を増やす方法を先にお伝えします。 
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キャッシュバックサイトを経由する！ 

アリエクスプレスを始め、主に海外サイトでショッピング、仕入れをする際にとあるサ

イトを経由するだけで、今までのポイントはそのままに現金がキャッシュバックされ

る！という驚きのサイトがあるのです。 

 

世界最大のキャッシュバックサイト「dubli(デュブリ)」です dubli はアメリカの

facebook や google、アップルと並びナスダック上場のオミント社のグループ企業で 

日本に上陸したての世界最大のキャッシュバックポータルサイトとなっています。 

※同名でネットワークの会社「Dubli network」が存在しますが、こちらのショッピン

グサイトは「Dubli.com」という会社でネットワークの会社ではありません。 

 

このサイトの特徴は世界の有名企業が数多くストア登録されていて、dubli にログイン

してから、お好みのサイトに飛んで買い物、仕入れをすると提示された「％」の金額が

現金で還元される！というものです。 

※ハピタスのようなポイントサイトの現金還元版です。 

 

その中に中国輸入で人気のアリエクスプレスも入っていますので、普段アリエクスプレ

https://goo.gl/ZQvd8v
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スで仕入れをしている人は、その前にわずか３クリックで dubli を経由してからアリエ

クスプレスを始めとする仕入れをすることで、現金が還元されることになります。 

 

現金の還元率は？ 

 

Dubli の会員登録は無料ですることが出来るのですが、有料と無料の２種類があり、 

無料会員と有料会員とで現金還元率やサービスが大きく異なります。 

アマゾンの一般会員と有料のプライム会員と同じイメージです。 

 

無料会員 

こちらは dubli のサイトから右上の赤丸「無料で登録」 

 

無料で登録をクリックすると次の画面で登録情報を記入します。 

https://goo.gl/ZQvd8v


カメラ転売せどり攻略シリーズ 

 

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

- 11 - 

 

 

・メールアドレス（gmail 推奨） 

・パスワード 

・居住国 

・言語 

を設定すれば１分とかからず会員登録完了します！ 

 

無料会員と有料の VIP 会員とではサービスや還元率が異なるのですが、例えば無料会

員がアリエクスプレスで仕入れをした場合の現金還元率は２０１７年１０月現在 

５．６％の還元率！ 

つまり、たった３クリックするだけで、利益が５．６％も増えるのです！ 
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 有料 VIP会員の場合 

 

VIP 会員は年間９９ドルが必要ですが、全店舗でキャッシュバック率は２％上がります。 

そして現金還元だけでなくお得な VIP サービスが提供されて２０１７年１０月現在 

アリエクスプレスの還元率はなんと１０％！！ 
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旅行予約サイトで人気のブッキングドットコムやホテルズドットコムなどは 

８％もの現金還元です。 

他にも VIP 会員のサービスは割引や実店舗での使用など様々ありますので、あなたの

使用頻度に応じて、無料会員か VIP 会員か？選んでいただければと思います。 

 

ちなみに私は当然 VIP 会員を継続して使い続けていますが現金還元は以下のような感

じす。 

 

 

左の赤枠が購入金額で右の赤枠が現金還元金額です。 

そして上の赤文字「―３３０ドル」はある程度、キャッシュバックが貯まったので

PAYPAL 口座に引きだしたものです。約３万６０００円。 

 

現在アリエクスプレスは１０％キャッシュバックなので、楽天ショップやメルカリ転売

などですごく仕入れをするかたなど、月に２００万円でも仕入れようものなら、 

VIP 会員登録で 

dubli を経由するだけで２０万円利益が増えますね。 

 

他にもたくさんのお得なサイトがあるので試してみてくださいね！ 

Dubliの無料会員登録はコチラ 

https://goo.gl/ZQvd8v
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アリエクスプレス会員登録 

では、アリエクスプレスに会員登録をしてみましょう。 

 まずはアリエクスプレスのトップページへアクセス  

 

 

左上の「Join」をクリック→「Join Free」で 情報入力画面になります。 

※上の画像は時期により異なりますがやり方は大きく変わらないので参考にしながら 

登録を進めてください。 

以下はデフォルトの英語の画面です。 

アリエクスプレスをグーグルクロームのブラウザで開くと右クリックで 

「日本語に翻訳」ができるのですが、元に戻した時に 

変な変換をされて登録が正しくできない可能性があるので 

日本語変換せずに英語で入力してください。 

https://goo.gl/xCVa1a
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上から メールアドレス、 

「姓」「名」、例）「YAMADA」「TAROU」 

パスワード２回、そして下に見ている画像をテキスト入力します。「K8TK」  

 

すべて入力するとアリエクスプレス登録完了です。  

またスマホアプリもあるのでスマホから仕入れをしたい人はダウンロードしておきま

しょう。 
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リサーチ方法 

例えば最近ですとメルカリを利用した中国輸入転売が流行っているので、どんなものを

他のセラーが販売しているのか？メルカリを見てみましょう。 

この人達の多くは無在庫で出品して売れてからアリエクスプレスに発注ということを

する人達がいます。 

 

無在庫で手もとにはないものを出品するので、基本的にアマゾンのようなメーカーが準

備したような写真を載せているケースが非常に多いです。 

 

なのでまずは、そのようなメーカー写真で、何個も売れているものを探してみましょう。 

 

するといろいろ出てくると思いますが、今回私が仕入れたのがコチラ 

アップル風 スマートウォッチ  
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６０００円～３９９０円ほどで何度も売れていることが分かります。 

なので、この出品者は反復して仕入れ販売をしている。ということがわかるのです。 

じゃあ、これがアリエクスプレスならいくらで売っているのか？を調べてみましょう。 

 

 

これは私が仕入れて販売したもので、今はもう在庫がないようですが 

約１１ドル、購入時は１０．７７ドル（送料込み）でした。 

つまり、１個１１ドルで換算しても１ドル１１０円くらいですから 

１２００円の仕入れで３９９０円から６０００円で販売できる！ということです。 

 

そして、仕入れの前にキャッシュバックサイトを経由しておけば仕入れ金額から 

１０％もの現金が還元されるわけです！ 
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スタバスマホケース 

もう一つご紹介しましょう。 

テレビでタレントさんが使用していて人気爆発したスタバ仕様の 

アイフォンケースです。 

 

 

ヤフオクでは３８００円から３０００円で売れています。 

これをアリエクスプレスで探してみましょう！ 
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はい！このように送料込みで３３０円程度で仕入れが可能なんですね！ 

約１０倍の価格で売れる商品ということです。 

もちろんこちらも dubli を経由することで現金還元されます！ 

 

これなら価格競争になっても損を出すリスクは少ないですよね！？ 

小資金からの高利益転売 

 

が可能なんです！！ 

 

 

■海外お得仕入れ向けサイト 

 

続いて海外特集ということで、激安お得に仕入れが出来るサイトをご紹介します。 

 

MATCHESFASHION.COM 

 

  

http://matchesfashion.com/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2684645/Imported_Blog_Media/f9c6c28cefb177d806126e3020e2e332.png?t=1508132799186
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イギリス・ロンドンを中心に展開しているセレクトショップの通販サイト。ラグジュア

リーブランド（高いやつ）多い印象です。 

また、日本ではレアなブランドや日本未入荷のアイテムも結構豊富。新作もソッコーア

ップされることが多いです。 

日本の定価より安く買え、セールやクーポンを利用すると 

だいぶお得に買付可能。利幅アップ！しかも届くまでの日数も数日と 

下手をすると？日本の楽天より早い場合もありますよ。  

 FARFETCH 

 

  

イギリス・ロンドンを拠点に世界中の小規模ブティックが出店しているモールとなりま

す。（楽天みたいなイメージ） 

見ているで楽しくなるくらいブランド数、アイテム数が多いです！ 

日本で買うより安く買える発送も、早ければ３日という国内級速度です。 

  

  

http://www.farfetch.com/jp/shopping/women/items.aspx?ffref=chk_hd_logo
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2684645/Imported_Blog_Media/86d2dcf4eee956b9e1a182c13144ba1b.png?t=1508132799186
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日本語対応のコールセンター 

（03-4578-9714/月～金 AM9 時～PM6 時）があり、 

対応も安定のジャパニーズクオリティー。 

 

 

まとめ 

いかがでしたでしょうか？ 

海外仕入れは国内と海外の需要の差をついた面白い仕入れ方法ですし 

すでにアリエクスプレスなどのサイトで仕入れをしている人も 

dubli というキャッシュバックサイトを利用することで利益額が増えたり 

VIP クーポンで特別割引を受けれたりと、いいことだらけです！ 

しかも国内仕入れより断然競争相手が少ないのもお勧めポイントです。 

 

また１個単位から激安仕入れが出来るのでリスク少なくチャレンジできるのも 

うれしいところですね！ 

 

ぜひ、dubli を活用したアリエクスプレスやその他たくさんある安いショップから 

腕時計、アパレルなど様々な転売に取り組んで稼ぎを増やしていただければ幸いです。 

 

tel:03-4578-9714
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＝＝＝＝発行者情報＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■発行者 サトシ 

■連絡先： m4g17p226+camera@gmail.com 

■副業起業大学 HP http://fukugyokigyou.com/univ/ 

■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 
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