
今の収入を少しでも増やしたい方へ。 
自宅にいながらでも収入を増やす方法を学びませんか？
1３1個＋αの仕入れ動画を 

全て見ることができる企画。 
無在庫・在庫問わずいろんな仕入れ事例を学べるので 
あとは、あなたに合った方法を実践してください。 
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地方に住んでいてもできる、完全在宅でできる、 
ネット仕入れ、ネット販売で完結させる方法を、あなたにお伝えいたします。 

私が、１１年間試行錯誤してわかったことや、 
５年間のコンサルティングでわかったことなどを、この機会に吸収してください。 
この５年間の仕入れツアー・コンサルティングでは、 

・自分一人で完全にニッチな仕入れ先を開拓し、月収６０万を稼いだ方 
・都心に住んでいるわけでもなくても稼げるスキルを身につけ、 
自分で仕入れツアーを主催するようになった方 
・完全なる地方でネット仕入れだけで月収３０万円以上を稼いでいる方 
・私の動画を参考にしながら試行錯誤しつつ、月収２５万円以上を稼い
でいる方 

このような方が多数誕生しました。 

ただ私は、あまり「○○さんのおかげで成功しました！」 
みたいなことを言われてもあまり嬉しくないので、 
インタビューみたいなことはほとんどやってきませんでした。 

ですから、あくまで参加者さんやコンサル生さんからの「自然な」報告のみです。 
それでもかなりの報告が来るので、これが私としてはとても嬉しいことです。 

こちらからこじつけでインタビューするのも１つですが、 
インタビューなど無しでも、自然に参加者さんが言って来てくれるのが、 
私は一番嬉しいと思っていることです。 

本当に稼げるビジネスをしたいなら、「まずはカメラ転売がお勧め」 
これはずっと言って来ていることです。 

ですが、一口にカメラ転売といってもいろんな方法があります。 

・リアル店舗（カメラ屋さん）へ行き、ネットで販売する方法。 
・ネット上にある商品を仕入れ、ネットで販売する方法。 



大きく分けると、この２つがあります。 

細かく言うともっといろんな分け方があるかもしれませんが、 
とりあえず大きく分けるとこの２つです。 

今までは、とりあえずリアルのカメラ屋さんへ行って、雰囲気をみてください。 
最初はリアル仕入れがいいですよ。 

このような話をすることが多かったように思います。 

しかし、コンサルティングをしているとほとんどの人は、 

「ネット仕入れがしたい」 
「完全在宅で、ネット仕入れ１００％でやりたいのですが、 
方法はありますか？」 
「地方に住んでいるのでリアル店舗へは行けません。 
それでやりたんです。」 

という人が多いということがわかりました。 

積極的に自分から 

「リアル仕入れをやりたいです。まずは店舗で学んで、地道にやっていきます！」 

という人が、全くいない状況（笑）※たまにはいますが。 

ホンマ、どういうことやねん！と思っていましたが、 
まあ確かにリアルに行っていると効率の問題もあるし、 
自分の考えが全てでもないとも思ったので、 

喜多「まあネット仕入れでもできますよ」 

と言いつつ、私も自分自身でも地味に「ネット仕入れ」を実践し、 
密かに動画を収録し、 
「ネット仕入れ攻略動画」というものを発売してきました。 

するととても多く売れ、一番最初に発売した動画は、 
５０以上の人がすぐに購入された記憶があります。 



「やっぱりほとんどの人は、ネット仕入れがやりたいんだな…。」 

ということで、ちょっと寂しい気持ちにもなりましたが、 
私自身も、リアルの仕入れに行きたい気持ちを抑えつつ、 
ネット仕入れもやるようになっていきました。 

で、思ったことは、別にネット仕入れでもかまわないよ！ 

ということ。 

まあ、人それぞれ状況がありますからね。 

・本業があって転売の作業をする時間が取れない 
・資金がない、クレジットカードも持っていない 
・カメラ屋さんに行くのもめんどくさい、効率が悪い 

などです。 

ただ、この「ネット仕入れがしたい」の本当の意味は、 

要するに、時間が無い、お金が無い、知識が無い 

この３つが主なものだと思います。 
これは確かに多くの人が悩んでいる事だと思います 
そこで、 

時間が無い、お金が無い、知識が無い 
この３拍子が見事に解消できる講座を誕生 

させることにしました。 
ただ、私はリアルで学んできたクチなので、 
最初からネット仕入れというのがどうもひっかかる節はあるのですが、 



人によって性格も違うし、別にいいかなというのと、 

私もすでに 

ネット仕入れ攻略動画を１～１１まで１１作品 
（動画数にして全部で１３１個の動画） 

を収録し、販売してきたので、もうさすがにいいかなとも思ったからです。 
当然ながら、この動画は１～１１全てで好評です。 

これだけ利益の取れている事例があるわけだし、別にリアルへ行かなくても、 
ネットだけでも稼ぐ方法を教えることができるな。 

このように思ったわけです。 

すでに３年間発売してきて、大体の「ネット仕入れで稼げるパターン」 
というものが存在する 

私はすでにネット仕入れを１１年、 
このネット仕入れ攻略動画を撮り始めて３年になりますが、 
その中で、だいたいのネット仕入れでの稼ぎ方というものが見えてきました。 

要するに、稼げる法則、共通点です。 
さらにこれは自分だけでなく、 
他の人に教えたらその人も稼げるようになったのです。 

１回や２回では、それほど法則とは呼べないかもしれませんが、 
動画にして１００回以上も収録していたら、さすがに法則化してきました。（笑） 

まったく初心者の人にも、これだけの動画の事例があれば、 
さすがに稼いでもらえるんじゃないかなと思ったわけです。 

もちろん、最初見よう見まねでやっても 
上手く行かない時もあるのかもしれませんが、 
その時は私に聞いてもらえる体制も作ることにしたので、 
そういった意味でも安心です。 



まったくの初心者でもできる、 
完全在宅・ネット仕入れだけで 
＋２０万円稼ぐ４ステップとは？ 

全くの初心者のあなたでもできる、ネット仕入れで月収２０～４０万円以上稼ぐた
めのステップを紹介します。 
全く経験が無くカメラのことを知らなくても、まずはこの方法を試してみてくださ
い。 
かなり幅が広がると思います。 

１、まずは動画を見て行く 

まずは私の動画を見ていってください。動画は１００個以上もあります。 
ですから、見るといっても大変だと思いますが、そこは頑張ってください（笑） 
私もこれだけの動画を撮影していて、めんどくさいなーと思ったこともありましたが、 
その都度頑張って収録したので、 
まずはたくさんの利益が得られている事例を見ることです。 

最初は「へー」という感じかもしれませんが、 
次第に「このように仕入れるのか」というコツがわかるようになってくるはずです。 

２、とりあえず見よう見まねで何か仕入れてみる 

まずは真似して、といいたいところですが、商品というのは必ずしも同じ場所で、 



同じ価格で出るというわけではありません。 
相場は常に変動していますし、出て来る商品の程度も微妙に違うこともあります。 
完全に真似というわけではありませんが、これができないからこそ、 
カメラ転売のライバルが制限され、参入障壁になっている部分でもあるんです。 
しかし、動画とほとんど同じような状況、似た状況はありえます。 
そうなった時にすぐに動けるように、商品や仕入れ先の感覚を掴んで、まずは１つでもい
いから仕入れて売ってみる、ということをやってみることが重要です。 

３、仕入れて売る、仕入れて売る、これに慣れる 

こういったサイクルに慣れて行くことです。 
最初は小さな商品だと利益が少ないかもしれませんが、次第に大きな、 
単価の高い商品にもチャレンジしてみて、幅を広げていってください。 
動画には、単価の安い商品もあれば、単価が中ぐらいの商品もあれば、 
単価の高い商品もあります。まずはいろんなものを扱ってみて、 
売れる感覚を掴むことがとても重要です。この感覚が分れば応用が利き、 
どんどん稼げるようになります。 

４、少しづつリサーチの精度を高めたり、単価を上げて効率化していく 

やっていれば自動的にリサーチの精度は上がって来ますが、その大前提として、 
ダメだった時の反省があります。 
ダメだったら反省し、修正していく必要があります。 
あの野球選手のイチローでも、ダメだった時は反省し、 
フォームを修正するそうです。 
失敗したらすぐになぜダメだったのかをメモして、 
次回は絶対に同じ失敗をしないように、 
そして常にもっと効率化するにはどうすればいいか？ 
を考えながらやっていくことです。 
そうすれば、どんどんレベルアップしていけることになります。 

そして、この企画の最大のポイントですが、 
ネット仕入れを極める会でお渡しするコンテンツとして 



ネット仕入れ攻略動画１～１１の全て 
（１３１動画）を、あなたにお渡しします。 

ネット仕入れ攻略動画１～１１の全てをお渡しし、 
教科書として活用していきます。 

ぶっちゃけかなりの量です。動画全部で１３１個もあります。 

あまりにも多いため、概要だけ説明します。 
読むだけで疲れると思いますので、ざっと見て下さい。 

これだけあれば、もはやこのコミュニティでは 

「仕入れるものがありませんでした…。」 

ということは一切言えなくなりますので、くれぐれもご注意下さい。（苦笑） 

【ネット仕入れ攻略動画（１・元祖版）収録動画】 

１、利益１万５０００円の超人気レンズを探し出している動画（１３分４８秒） 

このレンズはよく売れますが、サイトで見つけたため 
すぐに仕入れている動画です。 
利益１万５０００円取れるわりに、かなり人気レンズなので 
回転も速いです。 

  



２、ジャンク品を仕入れて相場の７～８割で売る方法（１６分５２秒） 

ジャンク品の仕入れ方について解説している動画です。 
あるサイトでジャンク品のレンズを見つけました。 
この商品はジャンク品でも高値で売れます。 
ジャンク品は高値で売れないものと売れるものがあります。 
その見極めポイント、ジャンク品でも高値で売れる商品 
なぜ高値で売れるのか？についてお伝えしています。 
  

３、キヤノンの高級人気レンズを相場より安く探し出している動画（１０分２８秒）

キャノンの高級レンズはいつの時代でも人気なのですが、 
相場より安いレンズはそうそうありません。 
しかし、今回あるサイトで見かけたのは状態も良く、付属品も 
揃っているため、１万円近くの利益が取れる可能性があるものを 
見つけている動画になります。 

  
４、利益２万円が出る超レアカメラを探し出している動画（４分１２秒） 

超レアカメラというのはあまり無いのですが、 
今回見つけたのは、ほとんど見かける事がない超レアカメラです。 
こういった商品を見つけられる事が出来るだけで、 
他のバイヤーとは一歩差を付ける事ができます。 
定番商品も良いのですが、レアカメラも仕入れる事が出来れば 
臨時収入的な利益を出す事が出来ます。 
実際にそのカメラを見つけながら、 
その方法、見つけ方について解説しています。 

  
５、カメラのキタムラで仕入れる方法（２３分５０秒） 

カメラのキタムラは最も有名なサイトだと思いますが、 
今はバイヤーさんも多く仕入れにくくなっているようです。 
カメラ転売初心者が同じところで同じように仕入れようとすると 
すぐに取られてしまい、仕入れられなくなってしまいます。 
そこで、あまり相場が頭に入っていなくても仕入れる方法、 
仕入れるやり方について解説している動画になります。 



  
６、単価の安い商品（利益３０００～５０００円）を３つ仕入れている動画（２１
分４８秒） 

手持ちの資金量が少ない方でもできる、単価の安い商品を 
３つ仕入れている動画です。 
今、カメラ転売に回せる資金が少なくて買えません、という人がいますが 
そういう場合は、こういった安い商品から仕入れて行くと良いです。 
単価の安い商品は回転も早く、コンスタントに資金を回せます。 
資金回転という面ではこちらの方がおすすめの面もあります。 
  

７、コンタックスのわりとレアなレンズ（利益１万円）を仕入れている動画（３分
３９秒） 

コンタックスのレンズを仕入れている動画です。 
コンタックスのレンズはわりとレアなものが多いのですが、海外バイヤー対策で 
かなり高値で商品を売っている店が増えてきました。 
しかし、いまだに安く買える店もあるのです。 
この動画では利益１万円程度の商品を見つけているところを収録しています。 
  

８、キヤノンの人気Lレンズを安く仕入れている動画（８分４２秒） 

キヤノンの人気Lレンズはなかなか安く仕入れられる事が少ないのですが、 
少しコツを掴めば安く仕入れる事が出来ます。 
特にこういう定番商品は、ある程度種類を絞って相場を覚えておけば、 
わりと簡単に仕入れる事が出来ます。 
このレンズは本当に定番なので回転も早いですし 
ほぼ確実に売れる商品となります 

  
９、１３０００円相当のテレコンを３０００円で仕入れている動画（９分４６秒） 
相場１３０００円相当のテレコンを３０００円で仕入れている動画です。 
このテレコン、実は６０００円相当のものだと思っていました。 
しかしバージョンが新しければ１万円以上で売れます。 
このバージョンの違いなどについてお伝えしている動画になります。 
  



【ボーナス動画】（１２分１９秒） 
８の動画の音声が聞き取りにくかった為、 
ボーナス動画を収録しました。 

 
・利益１万５０００～２万円程度の定番人気レンズ１つ 
定番商品を安く見つける方法 
  
・利益５０００円程度の商品１つ 
  
・利益１万円程度のレア商品１つ 

あるレアな商品名を公開しています。 

  
利益が取れる商品３つ（利益３～３５０００円相当）を見つけている動画を差し上げます。

この動画だけでも価値があります。 
  
ネット仕入れをしたいけれども、どうやって仕入れをすればいいか 
分からないという方に向けて、 
ネット仕入れで気をつけるポイントや、 
なぜそれが売れるのか？などについて解説します。 

【ネット仕入れ攻略動画２収録動画】 

１、Amazonでレア商品を売って稼ぐ方法 

Amazonでレアな商品を売って稼ぐ方法になります。 
Amazonでのカメラ転売は、非常に稼ぐことができる手法です。 
その稼ぎ方について解説しております。 
  

２、キヤノンLレンズ仕入れ動画 

キヤノンLレンズ仕入れ動画になります。 



キヤノンLレンズは、言わずと知れた定番商品です。 
キヤノンLレンズを扱いたいという人は多くいますが、 
その仕入れのコツについて解説しております。 
  

３、有名カメラ店での仕入れ動画 

有名カメラ店での仕入れ動画になります。 
有名カメラ店は、あなたもおそらく知っているカメラ屋さんです。 
そんなカメラ屋さんで仕入れが出来るのか？と思われるかもしれません。 
ですが、やり方次第で、可能なのです。 
その方法をこの動画ではお伝えしています。 

  
４、デジタル一眼レフカメラボディでの稼ぎ方 

デジタル一眼レフボディでの稼ぎ方についての動画です。 
デジタル一眼レフは、やりたいという人は多いですが、 
実は気をつけるべきポイントも多いです。 
デジタルのボディを仕入れてみたいという人は、必見の動画となります。 
  

５、東京のややニッチなカメラ屋さんでの仕入れ方 

東京のややニッチなカメラ店での仕入れ方について解説します。 
東京は、カメラ屋さんも多く、その多くはバイヤーさんに知られていますが、 
あまり知られていないカメラ屋さんというのもあるのです。 
こういったカメラ屋さんでは、ライバルが少なく、 
非常に稼ぎやすい状態になります。 
そのカメラ屋さんでの仕入れ方について解説しております。 
  

６、長期休暇に人気メーカーのレンズ（利益５０００円以上）を見つけている動画 

お正月に、人気メーカーのレンズを見つけている動画になります。 
お正月は、カメラ屋さんもお休みなところが多いですが、 



バイヤーさんもあまり活動していないことが多いです。 
そういった場合、逆にチャンスです。 
実は、こういった長期休暇は、大当りも多いのです。 
お正月のみならず、お盆、ゴールデンウィーク、クリスマスなど、 
長期休暇の場合の仕入れ方に繋がる部分について解説しております。 
  

７、キヤノン定番レンズでの稼ぎ方 

キヤノン定番レンズでの稼ぎ方について解説しています。 
キヤノン定番レンズは、まずやっていただきたい商品の１つです。 
よく売れますし、仕入れて損はないレンズになります。 
  

８、ストロボ仕入れ方法 

ストロボ仕入れ方法について解説します。 
ストロボは、忘れがちな商品ですが、 
非常に売れやすい商品の１つです。 
カメラ、レンズだけでなく、ストロボもよく売れますので、 
ストロボの仕入れ方を学んでください。 
  

９、利益２万円以上の高級ジャンクレンズ、１万円の利益が取れるレアボディを仕
入れている動画　高級ジャンク仕入れ法 

利益２万円以上のジャンクレンズや、１万円の利益が取れるレアなボディを仕入れている
動画です。 
利益２万円のジャンク？何のこっちゃと思うかもしれません。 
しかし、ジャンクには時々、利益２万円以上のお宝が混じっている事もあるのです。 
こういった商品を見つける事が出来れば、あなたはウハウハ状態になります。 
また、ついでに利益１万円以上のレアなボディも見つけています。 
この日は合計で３万円以上の利益が出てしまいました。 
  

１０、定番レンズを繰り返し売って稼ぐ方法 

定番レンズを繰り返し売って稼ぐ方法について解説しています。 



よく売れる定番のレンズは、繰り返し売る事により、稼ぎを増やす事ができます。 
手間もそれほどかかりません。 
いかに手間を減らし、継続的に稼ぐか？について解説している動画になります。 
  

＜限定ボーナス動画＞ 

限定ボーナス１、Amazonで１つ売って１万円以上稼ぐ方法 
  
Amazonで１つ売って１万円以上稼ぐ方法について解説します。 
Amazonで１つ１万円以上稼げると、仕入れが非常に安定します。 
Amazon転売を始めて見たい方、１つで１万円以上の利益を得たい方は、 
必見の動画になります。 
  
限定ボーナス２、ニコン定番高級レンズで１万円以上稼ぐ方法 

ニコンの定番高級レンズで１万円以上稼ぐ方法になります。 
高級というのはキーワードです。 
写真にこだわる人は、高級なレンズを使いたがる傾向にあるのです。 
ですから、高級なレンズ もどんどん仕入れることをおすすめします。 

【ネット仕入れ攻略動画３収録動画】 

１、パソコンショップで利益５０００～７０００円を得る方法 
パソコンショップで利益５０００～７０００円の商品を探し出している方法です。 
カメラショップのみならず、パソコンショップでも仕入れができるようになる動画です。 
  
２、利益１万円の人気レンズを仕入れている動画 

利益１万円以上の人気レンズを仕入れている動画を収録します。 
レンズは資産価値も下がらず、それでもって１万円以上の利益が出るので、 
とてもオススメの商品です。 
  



３、利益8000円のレアレンズと利益13000円のあまり出ないレンズを仕入れて
いる動画 

利益８０００円の希少レンズと、利益１３０００円の希少価値のあるレンズ 
を仕入れている動画になります。 
こういった希少価値のある商品は、どうしてもこの商品が欲しい 
という人が現れた時に、高く売ることができるので仕入れておきましょう。 
もし現れなくても、利益を出しながら処分することもできます。 
  

４、レアで４万円の利益が出たレンズを仕入れている動画 

なんと、１品で４万円の利益が出たレンズについて解説させていただきます。 
１品で４万円の利益を出すには、少し異なる戦略が必要です。 
その戦略についてお話させていただきます。 

  
５、利益１万３０００円の超定番レンズを仕入れている動画 

利益１万３０００円の超定番レンズを仕入れている動画です。 
超定番レンズは、みんながやるので稼げないのではないか？ 
と思うかもしれません。 
しかし、超定番レンズこそ需要が多く、稼ぎやすいのも事実です。 
ここでは、超定番レンズで利益１万３０００円を出す方法について解説しております。 
  

６、ヤフオクで利益１万円以上の利益予想の商品を仕入れている動画 

ヤフオク仕入れで利益１万円以上を出す方法と考え方について解説している動画です。 
ヤフオク仕入れは私はあまり実践しておりませんでしたが、 
最近になって少しづつヤフオク仕入れも実践しております。 
ヤフオク仕入れの注意点や、ヤフオク仕入れでの利益の出し方について解説しております。

  
７、キヤノン人気定番レンズ&ニコン人気定番レンズ（どちらも利益１万円以上）
を仕入れている動画 



キヤノン人気定番レンズ、ニコン人気定番レンズで、それぞれ利益１万円以上を 
出すことができている動画になります。 
定番レンズは、自分の中でリスト化しておけば、利益１万円以上を出す事は可能になりま
す。 
こういった商品は繰り返し売って行くのが楽でしょう。 
  

８、ニコンの定番人気レンズ仕入れ動画 
ニコン定番レンズの仕入れ方法について解説しています。 
ショップもみなさんがよく知っているショップです。 
定番ショップ、定番レンズでの稼ぎ方についてお伝えします。 
  
９、キヤノンの人気レンズ仕入れ動画 
キヤノン人気レンズ仕入れ方法についてお伝えしています。 
おそらくみなさんがよく知っているレンズだと思います。 
当然需要が高く、よく売れる商品ですので、 
安く買う事が出来れば、簡単に利益を出すことができます。 
まずは、こういった商品の仕入れ方を学んでください。 
  
１０、無在庫販売で売れてから仕入れている動画 
カメラ転売を始める人の中には、手持ちの資金があまりないという方がいます。 
そういった方にお勧めなのが無在庫販売です。 
しかし、具体的にどういったものを仕入れていいかわからない、 
注文があってからどうやって仕入れるのか？ 
について、お伝えしている動画になります。 

【ネット仕入れ攻略動画４収録動画】 

１、Amazonで利益１万円以上出る商品を仕入れている動画 

Amazonのカメラ転売でも利益１万円以上を出す事が出来るのですが、 
その方法についてお伝えします。 
  

２、レンズメーカーのレンズで利益１万円を出す方法 

レンズメーカーのレンズで１万円の利益が出ている動画です。 



レンズメーカーのレンズは意外とおいしい上に、 
やり方次第でかなり稼ぐ事が出来ます。 
  

３、中判レンズで利益１万円以上出すレンズ事例と考え方 

中判レンズで１万円以上の利益を得ている動画です。 
中判レンズはある理由により非常に脚光を浴びている商品です。 
  

４、有名カメラ店で利益１～２万円のレンズと利益２０００～３０００円のカメラ
転売初心者向けのストロボを仕入れている動画 

有名カメラ店で利益１～２万円のレンズ、利益２０００～３０００円のストロボを仕入れ
ている動画です。 
単価が安いので仕入れやすい商品になります。 
  

５、トキナーのレアレンズで１万円の利益の出る商品を仕入れている動画 

トキナーのレアなレンズで１万円以上の利益が出る商品を 
仕入れている動画です。トキナーというメーカーのレンズはレアなものが多く 
お勧めです。 

  
６、ヤフオクでも利益4000円、Amazonで利益１万円の商品を仕入れている動
画 

ヤフオクで利益４０００円、Amazonで１万円の利益の商品を 
仕入れている動画です。どちらで売っても利益を出す事が出来ます。 
  

７、カメラケース転売で9000円の利益見込みの商品を仕入れている動画 

カメラケースの転売で利益９０００円程度の商品を仕入れている動画です。 
カメラやレンズのみならず、カメラケースでも稼ぐ事が出来ます。 
  



８、キヤノンの有名ちょいレアレンズで利益１万円程度を狙える商品を見つけてい
る動画 

キヤノンの有名なレアレンズで利益１万円程度の商品を仕入れている動画です。 
キヤノンというメーカーは非常に回転が早く、お勧め商品になります。 
  

９、超望遠レンズで3～7万円の利益見込みの商品を仕入れている動画 

超望遠レンズで利益３～７万円の見込みの商品を仕入れている動画です。 
このレンズは後日、利益５万６０００円が確定しました。 
  

１０、全体的に相場の安いカメラ屋さんで利益5,000～6,000円程度の利益の商
品を仕入れている動画 

全体的に相場の安いおなじみのカメラ屋さんで仕入れている動画です。 
どんな商品でも結構安く変えたりするので、注意深く見て行くと儲る商品が見つかります。

  
１１、 シグマの古いレンズで利益5,000円の利益見込みの商品を仕入れている動
画 

シグマの古いレンズで利益5,000円の見込み商品を仕入れている動画です。 
このレンズは、過去に私が実践して、利益が出た実績のあるレンズでもあります。 
こういった古いレンズでも売る事ができます。 
なぜこういったレンズが売れるのか、その見極めのポイントについてお伝えします。 

  
ボーナス動画１、回転の速いレンズを仕入れている動画（利益3,000～5,000円）

回転の早いレンズを仕入れている動画です。 
利益は３０００円～５０００円と低めですが、回転が早いのはありがたいです。 
資金が少ない方にはお勧めの仕入れ方です。 
  

ボーナス動画２、無在庫販売で１日１万円稼ぐ極意   



なんと、無在庫販売で１日１万円稼いだ手法を公開します。 
こういった手法で売れば、１日１万円稼ぐ事も可能です。 

【ネット仕入れ攻略動画５収録動画】 

動画１　ヤフオク仕入れノウハウ 

ヤフオク仕入れをしたいという人は多いですが、 
その時のポイントなどについて解説した動画です。 
  

動画２　カメラのキタムラで初心者でもやりやすい仕入れ方 

カメラのキタムラで初心者でも仕入れやすいやり方について解説しています。 
カメラのキタムラは一番ポピュラーな仕入れ先かと思いますが、 
そこでどうやって仕入れれば良いかについて解説しています。 
  

動画３～５　カメラのキタムラ取り寄せ10％オフ仕入れのやり方 

カメラのキタムラで「ある方法」を使って１０％オフで仕入れる方法です。 
この方法は、基本関西限定の方法になります。 
ですが、他の地域でも応用出来る事もあるかもしれません。 

  
動画６　コンタックス仕入れ動画（利益3,000～5,000円） 

コンタックス仕入れ動画です。 
コンタックスは利益が得られる商品が多く、一時期人気になり値段が高騰しました。 
今は少し落ち着いて来ましたが、人気な事に変わりはありません。 
  

動画７　シグマレアレンズで利益12,000円見込みの商品仕入れ動画 



シグマレアレンズで利益12,000円見込みの商品仕入れ動画です。 
シグマにはレアなレンズが多いのでお勧めです。 
  

動画８　回転の速い商品仕入れ動画（利益4,000～5,000円） 

回転の早い商品仕入れ動画です。 
資金が少ない人ほど、回転の早い商品を買う事をお勧めします。 
利益５０００円程度でも回転が早ければ、それなりの利益になります。 
  

動画９　無在庫仕入れ動画。価格調整の重要性 

無在庫販売の仕入れ動画です。価格調整の重要性についても話しています。 
無在庫販売をやってみたい方は参考にしてみて下さい。 
  

動画１０　利益13,000円見込み望遠レンズ仕入れ動画 

利益13,000円見込み望遠レンズ仕入れ動画です。 
望遠レンズは、利益が取れる商品が多いので、是非マスターして下さい。 
  

動画１１　利益16,000円見込みレンズ　Amashow（現モノレート）の使い方 

利益16,000円見込みレンズ仕入れ動画です。 
アマショウ（現在はモノレート）についての使い方について解説しています。 

【ネット仕入れ攻略動画６収録動画】 

１、相場の高いネットショップでレアな商品を仕入れている動画（利益5,000円程
度） 

相場の高いネットショップで仕入れている動画です。 
相場の高いネットショップでも、工夫次第で仕入れが可能です。 



その工夫方法についてお伝えします。 
  

２、Amazonで中古品の在庫がない商品仕入れ動画（売れれば利益2万円？) 

Amazonで中古品の在庫がない商品の仕入れ動画です。 
Amazonで中古品の在庫がない商品はおいしい事が多いですが、 
その場合の方法についてお伝えします。 
  

３、シグマのレアレンズ仕入れ動画（利益1万～)※ヤフオク仕入れ 

シグマのレアなレンズ仕入れ方法についてお伝えします。 
シグマにはレアなレンズが結構多いですが、 
その判断方法についてお伝えします。 
こういった商品では、利益１万円が何度も出たりします。 
  

４、ニコンのレアレンズ仕入れ動画（利益7,000円前後） 

ニコンのレアなレンズ仕入れ方法になります。 
ニコンにもレアなレンズがありますので、 
その方法についてお伝えしています。 
  

５、ニコンテレコンバーター仕入れ動画（利益6,000円程度） 

ニコンのテレコンバーター仕入れ動画です。 
テレコンバーターはキヤノンだけでなくニコンなどにもあります。 
しかし意外と人気商品になっています。 
  

６、製造ロットによる違いを利用し1個で利益14000円を稼いだ方法 

全く同じ商品でも製造ロットによって価値が違いますので、 
それで利益１４，０００円を稼いだ方法についてお伝えします。 
（14,000円予想でしたが、実際には２万円程度の利益が出ました。） 
  



７、最新レンズ仕入れ動画（利益7,000～１万） 

最新レンズの仕入れ方法についてお伝えします。 
最新のレンズって稼ぎにくいイメージがあると思いますが、 
実はそうでもないので、その方法についてお伝えします。 

  
８、無在庫販売で利益２万円を稼いだ方法 

無在庫販売で利益２万円を稼いだ方法についてお伝えします。 
  

９、 NEW！希少マウントレンズ仕入れ動画 

希少マウントレンズを仕入れている動画です。 
こういった希少マウントレンズは覚えておくだけで得しますし、 
マウントによって価値が変わるというイメージを持って頂けると思います。 
  

１０、NEW！キヤノンで相場が上がって来たレンズ仕入れ動画 

キヤノンで以前かなり人気だったレンズで、 
再度人気を取り戻し始めたレンズの仕入れ動画です。 
このレンズは一旦価値が下がり格安になっていましたが、 
最近になって価値が上がり始めているレンズになります。 
なぜ価値が下がったのか？なぜ今なら売れるのか？ 
についても解説がございますので参考にしてみて下さい。 

【ネット仕入れ攻略動画７収録動画】 

１、キヤノン人気レンズ仕入れ動画 

キヤノン人気レンズの仕入れ動画を収録しました。キヤノンは一番お勧めのメーカーです
し、定番商品も多いので、ぜひマスターしてみてください。 



２、GW（長期連休中）仕入れ動画 

GW中に私が仕入れをして、利益が出た商品の仕入れ動画です。こういった連休中という
のは、実はおいしい時期なんです。お盆やクリスマスなども同じです。理由は、他のライ
バルが仕入れをサボってしまう時期だから。ブルーオーシャンなんです。 

３、Amazon在庫切れ商品で２万円の利益 
Amazon在庫切れ商品で２万円の利益を出している仕入れ動画です。Amazon在庫切れ商
品というのは、せどりをやっている人ならよく知っていると思います。それのカメラ版で
す。せどりでは利益が薄くても、カメラにすれば１個の利益が大幅に上がるので非常に効
率が良くなります。 

４、相場の安いカメラ屋さん仕入れ動画（利益８０００円&７０００円） 

相場の安いカメラ屋さんでの仕入れ動画です。それぞれ利益８０００円、７０００円の利
益見込みの商品を仕入れています。こういった相場の安いカメラ屋さんでは、複数の商品
を探してみましょう。定番の仕入れ先としても使って行けるでしょう。 

５、【無在庫販売】Amazon新品欠品商品 

Amazon新品欠品商品を、無在庫販売で仕入れている商品です。無在庫販売は意外と難し
く、コツを掴まないとできないので、この機会にぜひマスターしてください。 

６、【無在庫販売】 

こちらも無在庫販売の動画です。無在庫販売は不安という人は多いですが、ちょっ 
とコツを掴めば簡単です。この動画でバリエーションを学んでください。 

７、有名なカメラ屋さんでの仕入れ動画（利益１５０００円） 

有名なカメラ屋さんでの仕入れ動画です。利益１５０００円が出ています。有名なカメラ
屋さんであっても、利益１万円以上を出すことは普通にできるんです。 



８、テレコンバーター仕入れ動画 

テレコンバーター（通称テレコン）の仕入れ動画です。テレコンは非常に人気で、初心者
でも扱いやすい商品です。初心者の方にはお勧めの商材です。 

９、有名なカメラ屋さんでの仕入れ動画 

有名なカメラ屋さんでの仕入れ動画です。有名なカメラ屋さんというと、「高そう」など
のイメージがあると思いますが、実はそうでもありません。カメラ屋さんごとの特性をつ
かみ、適切な方法で仕入れをすれば稼げます。 

１０、デジタル一眼レフカメラ仕入れ動画（利益６０００円） 

デジタル一眼レフカメラの仕入れ動画です。私は実はカメラ転売といっても、レンズがい
いよ、という話をしているので、レンズ転売が中心です。しかしカメラのボディも売れな
いわけではありません。ボディをどのように仕入れをすればいいか、ボディ仕入れの注意
点などについてお伝えします。 

【ネット仕入れ攻略動画８収録動画】 

１、回転が早く、よく売れる商品の仕入れ動画（利益3000円） 

回転が早く、よく売れる商品の仕入れ動画について説明します。回転が早く、よく売れま
すので、この商品は定番です。 
こういった商品のラインナップを知っておき、さらに売れ筋商品を仕入れることがカメラ
転売で継続的に稼ぐ秘訣になります。 

  
２、Amazon仕入れで稼ぐ極意（利益5000-7000円） 

ヤフオク仕入れだけでなく、Amazon仕入れでも稼げます。ただし、そこにはちょっとし
たコツがあります。そのコツについてお伝えしている動画です。探せばこういった出品は
結構あります。 
  



３、レンズメーカー商品仕入れ動画・全体的に相場が安いカメラ屋さん（利益
3000円） 

全体的に相場が安いカメラ屋さんでの仕入れ動画です。以前から有効な仕入れ場所ではあ
りますが、今も十分仕入れが出来る場所になっているようです。 
こういった仕入れ先を知っていて、仕入れ方を知っているだけでも、その後の利益が大き
く変わります。 
  

４、希少マウント商品仕入れ動画（利益12000円） 

希少マウント商品で利益12,000円を稼ぐことができた事例です。マウントというのは、カ
メラとレンズの接点部分のことです。これがレンズメーカーのレンズになりますと、キヤ
ノン用、ニコン用、ソニー用、ペンタックス用などと別れており、これが全て相場が異な
ることになります。ここで希少なマウントのレンズを仕入れることができれば、利益を得
ることができます。その希少マウント仕入れ法についてお伝えしています。 
  

５、ニコンレンズ仕入れ動画・カメラのキタムラ仕入れ法（利益11000円程度） 

ニコンというメーカーはあなたも知っていますよね。有名な日本のメーカーです。このニ
コンのレンズでも、1個で1万円以上という利益を出すことは、実はわりと簡単です。この
ように、1個で1万円稼ぐ事例を知っておくことで、今度また同じような商品を見つけた時
に、稼ぎやすくなります。また、カメラのキタムラで工夫して仕入れる方法についてお伝
えしています。 
  

６、キヤノン特殊レンズ仕入れ動画（利益13000円） 

とある特殊なレンズを仕入れている動画です。このように、用途が限られるレンズという
のは、探している人は探しているレンズになりますので、いざという時に利益が取りやす
いということになります。お客様は、どうしても欲しいからです。 
  

７、利益が出る商品をいくつも見つけている動画・相場が安いカメラ屋さん（利益
4500円など） 



利益が出る商品をいくつも見つけている動画です。このカメラ屋さんは安いですし、
結構いいものが多いです。こういったニッチなところを攻めるのがポイントです。 

  
８、カメラ用品仕入動画（利益2000-6000円） 

カメラ用品というのは、あまりおなじみがないかもしれませんが、意外とよく売れます。
なぜ売れるかというと、カメラを買ったら、周辺の用品が欲しくなりますので、意外とネッ
トで探している人が多いからです。パソコンはいろいろ考えて買いますが、アダプターを
買っておらず、後でネットで買う人が多いのと同じようなことです。意外と売れますので、
この考え方はぜひ覚えておいて下さい。 
  

９、レンズメーカー製レンズ仕入れのコツ（利益5000円） 

レンズメーカー製レンズを仕入れるにも、コツがあります。 このレンズはわりと珍しいも
のですが、細かいタイプの違いがあります。 その違いについて解説しています。 

  
１０、ニコンレアレンズ仕入れ動画（利益17000円～？）→実際は73,000円の
利益！！ 

実際に1個で73,000円の利益が出たという、噂のレンズです。私も実は見たのは始めてか
もしれません。見たことがない商品でも、これはレアだという風に見つけることができま
した。その仕入れ先と、仕入れた時に思ったことをお伝えします。商品そのものも面白い
ですが、どちらかいうとその商品発掘マインドの方を見てもらった方がいいかもしれませ
ん！ 
  

１１、ペンタックスプレミアムレンズ仕入れ動画（利益7000円） 
ペンタックスのプレミアムレンズ仕入れ動画です。ペンタックスの商品は売れやすいです
が、このレンズは人気です。特に数が少ないものがあるので、それを紹介したいと思いま
す。こういったレアな商品をたくさん知っておけば、稼ぎやすくなります。 
【ネット仕入れ攻略動画９収録動画】 

１、コンタックスボディ仕入れ動画（利益4,000円） 



コンタックスボディの仕入れ動画です。 
意外とないものですが、こういったボディも売れます。 
  
２、テレコン仕入れ動画（利益2,300円～5,000円） 

テレコンの仕入れ動画です。 
テレコンは安くてリスクも少ないですし、良く売れる商材です。 
覚えておいて損は無いと思います。 
  
３、一般向け汎用レンズ（利益2,000円～3,000円） 

一般向け汎用レンズの仕入れ動画です。 
一般向けの汎用レンズはよく売れますのでお勧めです。 
  

４、利益40％の仕入れ動画 

利益４０％の仕入れ動画です。 
利益率４０％という高い利益率を出すことも可能です。 
こちらはそういった動画になります。 
  

５、ニッチなネットショップ仕入れ（利益5,000円～6,000円） 

ニッチなネットショップ仕入れ動画です。 
ニッチな仕入れ先ほど、ライバルも少なく仕入れやすくなります。 
その方法についてお伝え致します。 
  

６、リサイクルショップ仕入れ注意点 

リサイクルショップ仕入れの注意点です。 
リサイクルショップは意外とお宝がありますが、 
その仕入れには注意点もあります。 
ぜひ見ておいて下さい。 

  
７、新品棚ズレ品仕入れ動画 



新品棚ズレ品の仕入れ動画です。 
新品でも棚ズレ品であれば、利益を出しやすくなります。 
そういう商品に出会った時にすぐ仕入れられるといいです。 
  

８、希少マウント仕入れ例 

希少マウント仕入れ例です。 
希少マウントの商品は、意外と稼げたりします。 
但し、少しコツが必要ですので、動画で説明しています。 
  

９、シークレット動画（○○仕入れ→○○販売） 
シークレット動画のため、内容はお楽しみです。 
  
１０、シークレット動画（○○仕入れ→○○販売） 
シークレット動画のため、内容はお楽しみです。  

【ネット仕入れ攻略動画１０収録動画】 

１、キヤノン定番レンズ仕入れ動画（利益8000円） 
キヤノン定番レンズの仕入れ動画です。キヤノンは非常に売れやすいメーカーです。 
その中でも非常に売れやすい人気レンズを仕入れしています。 
程度が悪めのレンズなのですが、程度が悪めのレンズは、 
初心者の方は避ける傾向にあるのですが、むしろ積極的に 
取り入れていくべき商品になります。 
程度の悪い商品は、上手く仕入れれば利益がかなり大きくなります。 
その見極め方法について解説します。 

 ２、たまに見るカメラ屋さん仕入れ動画 
たまに見るカメラ屋さんの仕入れ動画です。 
ニッチなカメラ屋さんにも時々いいものがあります。 

  



３、ニコンのあまりないレンズ（利益6000円） 
ニコンの少しレアなレンズの仕入れ動画です。 
同じレンズでも微妙に違う場合があり、その違いの見極め方 
などについて解説しています。 

細かい違いが分かると、間違って出品している商品を見つけると 
その部分で利益を得ることもできますので、 
細かい違いも見ておく事をお勧めします。 

  
４、１個で１万円以上が稼ぎやすいレンズ仕入れ動画 
１個で１万円以上が稼ぎやすいレンズの仕入れ動画解説です。 
こういったレンズであれば手間も少なく稼ぎやすいです。 

５、キヤノンの超広角ズームレンズ仕入れ動画 
キヤノン超広角ズームレンズの仕入れ動画です。 
無在庫販売のポイントなどについてお伝えしています。 

  
６、有名なカメラ屋さんでの仕入れ動画（レア品） 

有名なカメラ屋さんでの仕入れ動画です。レアな商品なのですが、 
こういったレアな商品は、利益を得られる可能性が高いです。 

レアな商品の見つけ方、仕入れ方について解説しています。 
レアになりやすいポイントについて解説しています。 

  

７、以前からずっと売れているレンズ仕入れ動画 

初心者ならお勧めの仕入れ場所です。高いカメラ屋さんでの仕入れ方と 
安いカメラ屋さんでの仕入れ方。大きなカメラ屋さんと小さなカメラ屋さんでの 
仕入れ方の違いについて解説しています。 



以前からずっと売れているレンズの仕入れ動画です。 
２万円以上で売れている商品ですが、１万円での仕入れ事例です。 
一度売れたものは何度でも繰り返す性質があるので、ぜひ参考にしてください。 

  

８、マニュアルレンズ仕入れ動画 

マニュアルレンズの仕入れ動画です。 

マニュアルレンズにはオートフォーカスレンズと違い 

気をつけておくべきポイントがありますので、 

それを紹介しています。 

  

９、レンズメーカーレンズの人気商品仕入れ動画 

ややニッチなレンズですが、意外とややこしい商品です。（苦笑） 

細かいレンズの違いがありますので、それについても説明しています。 

  

１０、２０万円程度の高額レンズ仕入れ動画 

２０万円程度の高額レンズの仕入れ動画です。 

高額なレンズの仕入れ方について解説しています。 

高額な商品は、初心者の方は避ける傾向にありますが、 

実は当たるとかなり大きな利益を得ることができます。 

高額品を売る場合のマインドや方法について学んで下さい。 



  

１１、新しいレンズ仕入れ動画 

新しいレンズの仕入れ動画です。新しいレンズは需要も多く 

要チェックです。新しいレンズの仕入れ方について解説します。 

マウントの違いにより、希少価値の違いがあります。 

  

１２、Amazon仕入れ⇒ヤフオク転売 

AMAZON仕入れ、ヤフオクで高く売れている商品の事例です。 

ヤフオクで仕入れてAMAZONで売る手法などがメインでしたが、 

AMAZONで安いものは、逆にヤフオクの方が高くなっている場合もあります。 

その事例について解説しています。 

  

１３、新しくてレアなレンズ仕入れ動画 

 新しくてレアなレンズの仕入れ動画です。 

新しくてレアなレンズについて解説しています。 

こういった新製品は定期的に出ますし、その新製品は 

まだライバルが少ない場合が多いです。 

その仕入れ方法について解説しています。 



  

１４、カメラのキタムラ仕入れ解説  

カメラのキタムラの仕入れ動画解説です。 

キタムラは色々と仕入れ方がありますが、 

わりとやりやすい事例を解説しております。 

  

１５、２商品の仕入れ動画 

 ２商品の仕入れ動画です。 

 最近相場が下がってきている商品や、 

わりと古いタイプのレンズの仕入れ動画です。 

【ネット仕入れ攻略動画１１収録動画】 

１、初心者向け商品の仕入れ方　20160802 

初心者向け商品のリサイクルショップでの仕入れ動画です。 
リサイクルショップ仕入れはとても美味しい事が多いですが 
意外とライバルも多かったりしますが、 
リサイクルショップでの仕入れのポイントを紹介しています。 

２、人気商品の仕入れ方とフードが無かった場合の対処法 20160810 
人気商品の仕入れ動画です。 
フードが無かった場合の対処法、買い方をお伝えしています。 



３．定期的に売れる商品の仕入れ方　20160812 

定期的に売れる商品の仕入れ動画です。 
テレコンバーターはよく売れるので、 
とても都合が良い商品です。 

４．プレミア商品の見つけ方　20160816 

プレミア商品の仕入れ動画です。 
マウントの見分け方のコツなどをお伝えしています。 

５．コレクター商品の仕入れ方　20160817 
ややコレクター的な商品です。 
コレクター的な商品の仕入れ注意点についてお伝えしています。 

６、オンラインセールでの仕入れ方　20160819 
セールでの仕入れです。カメラ屋さんでは時々このようなセールを行っていますが、とて
も美味しいことが多いです。セールごとに日程、内容をよくチェックしておきましょう。 

７、回転の速いレンズ仕入れ動画　20160827 

キヤノン定番レンズで回転の速いレンズです。 
速く売りたいという場合はこういったレンズがお勧めです。 

８、競合の少ない商品の調べ方　20160828 

ストロボの仕入れ動画です。 
ストロボで、競合の少ない商品を出品すると 
すぐに売れていました。 
競合は最初少なくても増えてきたりするものですので、 
臨機応変に競合の少ない商品をリサーチしていく事が大切です。 

９、相場が高めのカメラ屋さん仕入れ動画　20160906 

シグマのレンズ動画です。 
シグマはレアな商品が多いので、関連商品を含め 
色々とチェックしてみて下さい。 
相場が高めのカメラ屋さんの仕入れ方法について 



お伝えしております。 

１０、初心者向けレンズ仕入れ動画　20160907 

無在庫販売の仕入れ動画です。 
このようなレンズはわりと扱いやすいレンズかと思います 

１１、意外と穴場の商品仕入れ動画・程度が悪い商品の考え方 
20160912 
スピードライト仕入れ動画です。 
スピードライト（ストロボ）は、意外と穴場商品が多いです。 
ぜひチェックしてみてください。 
程度が悪い商品の考え方についてお伝えしています。 

１２、新しいレンズ仕入れ動画（メルカリ仕入れ動画） 
20160915 

ペンタックスレンズの仕入れ動画です。 
DAタイプのレンズが新しい商品であり、よく売れています。 
ぜひチェック 

してみてください。 
またメルカリ仕入れについてお伝えしています。 

１３、プレミア商品仕入れ動画 20161002 
シグマのプレミアレンズです。 
こういったプレミアレンズは利益が出しやすいものですので 
ぜひ覚えておいてください。 

１４、メルカリ販売・人気定番レンズ 20161013 
メルカリ販売で売れている商品と、仕入れの動画です。 
メルカリ販売は今旬でもありますから、 
ヤフオクで売るよりも１、２割高く売れることが 
よくわかると思います。 

１５、メルカリ販売・ニコンレンズ 20161019 
メルカリ販売動画です。 
ニコンの人気レンズが売れたものです。 
今のメルカリは人気商品であればよく売れるので 



色々出品していくと面白いです。 

１６、メルカリ販売 55000円→77000円販売事例 20161019 

メルカリ販売動画です。 
以前５５０００円で仕入れたレンズが 
７７０００円で売れた動画です。 

１７、ややマニアックな商品仕入れ動画 20161019 

仕入れ動画です。レンズはライバルも増えてきましたが、 
このようなニッチな商品ですとそれほど出している人も少ないので 
やってみると意外と売れることが多かったりします。 

１８、ニコン定番レンズ仕入れ動画 20161020 

レンズの仕入れ動画です。 
定番レンズの仕入れ動画になります。 

１９、無在庫販売 定番の単焦点標準レンズ仕入れ動画　20161029 

利幅は少ないですが、このような商品はよく売れるので 
一応出しておくといいです。 

２０、ニッチなテレコンバーター仕入れ動画　20161029 

ややニッチなテレコンバーターですが、 
このような商品は価格差があり、 
利益が取れる可能性が高いです。 

何事も最初は、誰かの真似から入って、 
ある程度できるようになったら自分なりの法則を見つけて行く、 
ということは重要です。 
わからないことがあれば、サポートもありますから、 
聞いてもらえばいいですし、これほどの事例を一気に見れる、 
ということもそうそう無いと思います。 



たくさんありますので、移動中でも、 
いつでもどこでも見てもらえればと思います。 
そして、いつでもどこでも、スマホでも仕入れができますから、 
その環境を自分で作ってください。 

そうすれば、待ち合わせの時に、 
相手が１０分遅れたら、その１０分で１万円稼げた 
ということも普通に出来てしまいますよ（笑） 

新しく収録した動画は、 
臨時ネット仕入れ動画として「極める会」 

参加者の方へ配布します 

以前は、ある程度録りたまった動画を、教材にして販売していました。 
しかし、今後はまず、極める会の参加者の方に配布します。 
それから、ある程度まとまったら、一般にも販売するかもしれませんし、 
しないかもしれません。 
真似されるとちょっとなーと思うノウハウは、あまり一般販売には 
しないかもしれません 

こうすることで、まだ未公開のリアルタイム的な動画も 
見ることができますので、最新の仕入れ先や、仕入れ方の情報もわかります。 

仕入れ方も、相場も結構変動していますので 
その時点での最新情報を手に入れてもらうことが 
稼げるバイヤーになる近道となります。 

喜多のアドバイスを受けながら 
ネット仕入れができる 



ネット仕入れ・コーチングと個別サポート 
（※プレミアムコースの方のみ） 

今回からプレミアムコースを新設し、プレミアムコースの方のみ喜多と画面共有し
てアドバイスを受けながらネット仕入れができるコーチングセッションを付属させ
ます。 

プレミアムコースの方のみですが、期間中に１時間✕３回まで受けられます。 

動画を見るだけではわからなかった部分も、ネット仕入れ・コーチングで解決して
いくことができます。 

また、プレミアムコースの場合は個別に“チャットワーク”などを使ってのサポート
もしていきます。 
（スタンダードコースの方も共有コンサルルームでやりとりできます） 

  

ネット仕入れを極める会class.４ 
参加者のみが閲覧できる 
秘密のコミュニティにご招待 



  

さらに、これはすごくお得なのですが、 
ネット仕入れを極める会では、 
カメラ転売（特にネット仕入れ）に関する 

最新情報や、儲かる商品の情報など、 
ありとあらゆる、カメラ転売を実践する上で役に立つ情報を 
交換できるグループを作成しており、 
どんどん情報を書き込んでいます。 

私自身も実践しながらわかったことや 
レアな商品情報などを書き込んでいますし、 

参加者さんから何か質問があれば、それに答えたりもしています。 

カメラ転売はとにかくわからない事が多いですし、 
カメラの細かい知識なども解決できます。 

あと、ネットはとにかく情報が命なので 
最新情報、セール情報、旬の儲かる商品情報など、 
とにかくいろんな情報を手に入れる事ができます。 

正直、１つや２つの情報だけでも 
数万円の価値があるものも多いです。 

情報を手に入れたら即、行動することで 
大きな利益を得ることもできるわけです。 

ネット仕入れを極める会 class.４の価格 



最後にこのネット仕入れを極める会　class.4の価格を 
発表したいと思います。 

正直、ありえないほど安い価格設定です。 

教材のボリューム、サポートの内容の割に、 
とても安いものになっています。 
実際、最低でも月３万円以上稼ぐことができるようになれば、 
実はこのような会費はすぐにペイしてしまいます。 

プレミアムコース　１６９８００円（税込） 

スタンダードコース　１１９８００円（税込） 

という価格です！ 

※分割は３回まで、10％UP 

さらに、今持っている「ネット仕入れ攻略動画」があれば、その分をお申し込み時に言っ
てもらえれば、その支払った金額分を引かせて頂きます。（上限５万円まで） 
※割引は単品教材として購入されたものとなり、特典として配布した動画は対象外となり
ます。 

この動画を録るためにとにかく仕入れの度に動画を撮り、 
１３１以上の動画を収録してきました。 

この仕入れの現場を見れるだけでもかなりの価値がありますし、 
似たような状況というのはよく起こることですので、 
見よう見まねでやってしまっても利益が出てしまうほどです。 

そのため、このネット仕入れを極める会の価値は 
無限大になってくると私は思っております。 

ネット仕入れを極める会　class.４　の開講期間は、 

２０１６年１２月１６日（金）から 



２０１７年３月１５日（水）までとなります。 

募集期間は、２０１６年１２月１０日（土）まで。 

ネット仕入れを極める会class.４に申し込む 

追伸！　 

今は“１つの仕事をやっていれば良い”という時代は終わり、 
“いくつかのビジネスを掛け持ちで行う”ということは当たり前になりました。
収入を増やさなければならないのは分かっているけれど、なかなかその方法
が無いというのであれば、この機会はチャンスです。 
実際に１１年稼ぎ続けられた方法を伝授しますし、カメラという価値の高い
商品は、これからも無くならない可能性が高いのです。 
せっかくのチャンスを生かすも殺すも自由ですが、このノウハウを使ってあ
なたが少しでも収入を増やしてもらえると非常に嬉しく思います。 

　 

　　　　　　　　　　　　　１１年間カメラ転売を実践した男　　喜多　良助 

特定商取引法に基づく表示

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTyogAm
http://1gekokujo.com/netshire-kiwame4tokutei.pdf

