
kaneko式電脳せどり 
カリキュラム１【準備編】



■推奨環境■ 

この教材上に書かれている 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 
■著作権について■ 

この教材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。 

この教材の著作権は金子隆祐に属します。
著作権者の許可なく、この教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。この教材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。 

この教材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。 

この教材に書かれた情報は、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。 

この教材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、一切の責任負わないことをご了承願い
ます。 

この教材のご利用は自己責任でお願いします。この教材の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。 



こんにちは金子です。 

この度はご購入いただき誠にありがとうございます。 
あなたがこの教材で電脳せどりをマスターすることを心から応援しております。 

この教材の目的はあなたに電脳せどりで稼ぐ力をつけていただくために作りまし
た。 

電脳せどりをきっかけにあなたが大きく飛躍していくことを期待しております。 

あなたとあなたの周りの人がより豊かになりますように。 

表紙のマイクタイソンですが、僕が好きなのではなくたまたまです。僕のコンサ
ル生のグループチャットのアイコンに使ったりしています。『マイクタイソンの
ように力をつけていこうぜ』という意味を込めて、たまたまマイクタイソンにし
ただけのことです。 

筋肉系の画像が好きなだけなんです。

まえがき



ビジネススキルを磨くのも筋トレと一緒でコツコツトレーニングをして力をつけ
て行きます。 

いきなり30万円！50万円！100万円！！って稼ぐ人もいますが基本的にはコツ
コツトレーニングして少しずつ力をつけて行くイメージです。 

この教材を１００％実践すれば半年後には自分で稼ぐ力が必ず身に付いています。

稼ぐ力とはどんな感じでしょうか。自分で生きていく力なので30万円前後、家
族がいれば50万円以上は稼ぎたいですね。 

稼ぎたい気持ちがあれば120%可能です。 

あなたの目標に向かって稼げるコンテンツをもりもり詰め込んだので一緒に頑張っ
て行きましょう。



先にお話させてください。ネットビジネスの世界って参入障壁が低い分、実践
者が沢山現れます。しかし、成功者はほんの一握り。 

成功しない本当の理由は「やってないか、」「優先順位があまりにも低い」だ
けなんです。 

価格差がある商品が見つからない・・・ 

モチベーションが下がるどころか、電脳せどりの基本のリサーチが苦痛。 

この作業で苦痛になってしまうと大変です。せっかくお金の稼ぎ方を知ったあな
たは、背を向けてサヨナラ・・・ 

非常にもったいない。 

インターネットビジネスでは、稼ぐ方法がいっぱいあります。 

そこらじゅうに散らばっていますが、自信をもって言えるのが初心者ビジネスに
電脳せどりは最高なビジネスになります。 

簡単転売、簡単ビジネス。 

初心者が最速で結果を出すことが出来るビジネスです。はっきり言っておきます
が、このビジネスで結果を出すことが出来なければ、あなたは今後なにをして
も稼ぐことが出来ません。断言します。



電脳せどりで稼げない人は一生稼げない 

かなりムカつく言い方ですが、今後不幸な人が出ないようにはっきり言っておき
ます。 

電脳せどりにせっかく出会って取り組んだにも関わらず電脳せどりで稼ぐことが
出来ないのは非常に残念です。 

少なからずあなたはこの教材を手にしているわけなので物販に興味をもち自分で
もチャレンジしてみよう考えたのでしょう。 

ネットビジネス業界の大御所は必ずこの物販の門を叩いています。まずは転売が
簡単なんで、しかもその中では電脳せどりが一番簡単なのです。 

国内電脳せどりが簡単な理由。 

・初期費用数万円で開始出来る 
実店舗のビジネスでは数百万ですよね、、、いきなり出来ませんがネットビジネ
スはやろうと気合を入れるだけで始められます。 

準備にかかる軍資金の確保の仕方もこの教材で解説しています。 

・国内で安く仕入れて高く売るだけで頭を使わないビジネス 
僕の電脳せどりではヤフオクから仕入れてAmazonで売って利ざやを得てい
ます。 

価格差を探すだけの宝探しです。



稼げるようになるにはPDCAを回すこと。 

P計画D実行C評価A改善、稼げない人は電脳せどりをやると決めて行動をし
ましたが、価格差が見つからず諦めてしまう人がすごく多くいます。 

僕だって最初は価格差を見つけることが出来ませんでしたし、赤字商品だってた
くさん仕入れました。汗 

でもこの経験が凄く大事で自転車で何度も何度も転びながら、練習して乗れるよ
うになりましたよね、遠い昔のことなので忘れてしまっているかも知れませんが、
ビジネスも同じなんです。 

赤字といっても人生が終わってしまう程の失敗ではなく飲み代、食事代程度です
ので勉強代だと思い、失敗ウェルカムで実践して行きましょう。 

一回稼げるようになれば後はどんどん楽になって行きます。継続は力なり。 

なぜ、価格差が見つからないのか、C評価A改善していきましょう。なぜ？な
ぜ？を常に自分に問いただしてください。 

必ず稼ぐ力が付きます。僕も応援しておりますので共に頑張っていきましょう＼
(^o^)／



10万円稼ぐまでが一番大変。

なにもかもすべてわからないことから始めているわけでそりゃー大変なんです。 

電脳せどりに限らず、ビジネスでは初心者あるあるな悩みがあります。「このや
り方であっているのだろうか？」とか一回失敗すると自信がなくなりほとんどの
人が諦めてしまいます。 

電脳せどりの場合ですと 

１、価格差が見つからない。 
２、本当に売れるのか心配。 
３、このやり方で本当に稼げるのか不安。 

誰しもが一つは抱く悩みです。そんな悩みをクリヤーできれば必ず稼ぐスキルは
身につきます。 

あなたのお役に立つと思い、10万円を達成したことのあるコンサル生にアドバ
イスを聞いてきました。 

渡辺さんが利益10万円をどうやって達成したのか？なんで達成できたのか？参考
にしていただくためにまとめました。



稼ぐためには素直に実践

ある転売教材を7万円で買って実践していたそうです。教材の先生の言っている
ことを素直に信じて実践した。教材では「正しく実践すれば５０万円以上は稼げ
る」と言われていたので信じて実践していました。 

しかし、最初は数千円の赤字で、本当に稼げるのか？不安があったそうです。



目標達成まで諦めない！

渡辺さんのスタートは数千円の赤字でしたが諦めずに行動した。継続した結果
3,000円稼ぐことができてこの手法は稼げると確信したそうです。 

3,000円稼げた時に１０倍行動できれば3万円稼げるとイメージできてから一気
に踏み込んで行動をしたと言っていました。 

一回稼げるようになったら行動量を変えれば利益が倍になると単純に考えること
ができたそうです。 

渡辺さんがなんで諦めなかったのかは、根性があったのが大前提だと思うのです
が、あえてなぜかと考えていただいたら、『教材でお金を使ったからには元
を取るぞ！』だったそうです。 

諦めなかったと言ってもたったの２ヶ月で10万円稼げるようになったのですが、
毎日寝る時間を削って実践したそうです。



やり続ければ力が付いてくる

とにかく教材代を7万円で購入したので元を取るまでやるぞと言う気持ちがあっ
たそうです。先生、教材を信じて素直に実践、諦めないでやり続ける。 

やり続けると自然と力がついて自分でいいアイディアが湧いてきたと言っていま
す。 

渡辺さんは今の生活からの脱却と絶対に稼いでやると言う気持ちを持って取り組
んだ結果２ヶ月で10万円を達成して今では安定的に利益50万円を稼ぎ続けてい
ます。 

10万円突破するまでが一番大変なステージで、そこを乗り越えたら、本当に稼
ぐのがどんどん簡単になって行きます。 

継続は力なり！稼ぐ力を付ける方法は諦めないでやり続ける！やり続けると
いっても長くて半年です。 

長い人生、一瞬で人生を変えられるのはネットビジネス*\(^o^)/*



成功者には誰でもできる簡単な共通点がありました。 

“諦めないでやり続けた”その結果、力が少しずつ付いてどんどん楽に稼げる
ようになったことが共通しています。 

“やり続けただけ”10万円稼げたら目標に向かって稼ぎたいだけ稼げると思います。
10万円×２倍行動できたら20万円。×１０倍で100万円なんです。 

今、死ぬほど頑張ってやっと10万円なのに×10なんて不可能だ！ 

なんて思ってはいけないのです。 

『できる理由を考える』行動を倍にすれば利益が伸びて行きます。肝はリサーチ
のスピードだったり、仕入先の構築くらいなんで、やり続けることで力が付いて
同じ作業時間で利益を伸ばしていけます。 

あとは仲間と切磋琢磨する環境。ライバル同士の競争が最高に自分の意識を高め
てくれます。「浅田真央とキム・ヨナ」「長嶋と王」ライバルがいたからこそ大
きく伸びたんです。

なんども言います



それでは電脳せどりの 
準備を進めて行きましょう！ 
あなたが知らなかった世界へ 

ご招待いたします。



ようこそ！初心者ビジネス最強の 
電脳せどりとは？国内転売概要
僕が推奨する電脳せどりとはヤフオク、フリマアプリで安くで仕入れして、
Amazonで高くで売って、その利ざやを得ていきます。 

なぜ、このように価格差が生まれるのか？ 

それは手軽に出品、販売が出来るヤフオクやフリマアプリなので、個人の不用品
だったり業者の不良在庫だったり様々ですが、Amazonの相場より安くで販売し
ています。 

そこから安くで仕入れて、販売力のあるAmazonで欲しい人に定額で売っていく
イメージになります。 

最近では（２０１７年１２月現在）メルカリが仕入先として熱い市場になってい
ます。 

一般ユーザー（主婦層）がすごく増えていて破格のお値段で購入ができます。一
般の人の考えは、捨てるよりちょっとでもお金になればいいかなと言う理由でメ
ルカリで相場をわからないまま出品しています。 

「本当にAmazonで高くで売れるのか？」についてはモノレートと言うAmazon
の販売履歴が見れるサイトで売れるか分析してから仕入れをして販売していきま
す。 

売れる証拠を掴んでから仕入れていきますので売れないことはほとんどありませ
ん。 

もし売れ残れば分析ミスなので改善していきます。とはいえ、難しいことは一切
ございませんのでご安心ください。 



電脳せどりの単語の意味ですが電脳とは「電子頭脳」の略で=コンピュータのこ
と、 

せどりとは「背取り」商品を安く仕入れて高く売ってその利ざやを得て稼ぐ事。
それをする人。 

語源の意味は調べても意味不明でした、、、知りたい方はGoogleで検索して見て
ください。笑 

電脳せどりとはブックオフ、家電量販店、リサイクルショプなどの実店舗では仕入
れは行わずに、 

ネットショップやオークションサイトなど、すべてインターネット上で仕入れが
完結するせどり方法。 

ヤフオク！、メルカリ、ラクマ、フリル、オタマート、etc.まだまだ色々あるわけ
ですが、ネット上で商品を仕入れをする方法になります。 



場所に囚われることがない 

どこでもビジネスをすることが出来ます。自慢ですが、海外でも作業できますし
気分転換でお洒落なカフェに行って取り組んでいます。 

僕はこのせどり方法を実践して開始半年で１００万円を達成し、脱サラをしまし
た。今では好きなことだけして生きていく！ 

お陰様で自由な生活を送っています。 

僕がどのように１００万円を達成したのかこのカリキュラムで包み隠さずお伝え
していきます。 

１００万円じゃなくて、まずは今の収入から３万円、５万円稼げるようになりた
いって人も実践していただければ必ず稼ぐことができることをお約束します。 

僕も最初はお小遣い稼ぎの為にやっていた事がいつの間にか、稼ぐ力を付けて脱
サラしてしまいました。 

ウソのような本当の話をこのカリキュラムで公開しています。 



もっとも初心者が取り組みやすい初心者ビジネス 

インターネットビジネス初心者は電脳せどりが１番成功確率が高いです。カンタ
ン、カンタンって言ってしまうと語弊がありますがビジネスモデルはとってもシ
ンプルで安く仕入れて高くで売る。 

多くの方が早い段階で成功しています。 

開始３ヶ月で100万円を達成した話はよく聞きます。大袈裟でなく真実なんです。

店舗せどり、輸入ビジネス、輸出ビジネス、いろいろある転売ビジネスのなかで
即効性、再現性が高いビジネスになります。 

副業でもっとも取り組みやすいビジネスで自宅で完結できますし、時間をうまく
使っていけば少ない時間で稼ぐことが出来ます。 

会社の人にバレにくいことも電脳せどりの人気につながっていて、大きな商品も
店舗せどりとは違って平気で仕入れることが出来ますし、メリットのほうが多く
ありますね＼(^o^)／ 

僕がお伝えする仕入先はヤフオク、フリマアプリ仕入れのAmazon販売になり
ます。 

しっかりビジネスモデルを理解して取り組んで行きましょう！



こちらのカリキュラムを見たあなたはこんなに公開してしまって「みんな同じこ
としたら稼げないでしょ。」と思います。 

それは間違いないのですが、しかし大袈裟ではなく価格差がある商品は無限にあ
ります。 

飽和しない理由に「ほとんどの人間がやらない。」「みんなすぐに諦めてやらな
くなる」という理由もあります。 

本当にそうなんです。そしたら仮にみんな諦めないで頑張ったらたら飽和するん
じゃないですか？って思いますよね。 

もちろん、みんな同じことをしたら飽和します。しかし、このEC市場（ネット
ショップ）はどんどん拡大する一方でお客様が出品者以上に増えていることがわ
かります。 

まだまだ、稼ぎまくれる市場なのは間違い無いです。 

「EC市場」でGoogleで検索してみてください。「拡大」「◯◯兆円突破」だの
右肩上がりな記事ばかりです。ご自身の目でご確認してみてください。 

今はAmazonが圧倒的に稼ぎやすい媒体ですが、稼ぎ続けられる商売は無いので
す。 

昔は稼ぎまくっていた商売が調子悪そうなのはよく目にすると思います。商店街
や本屋さん。Amazonの強さに廃業になったお店は結構あるのでは無いでしょう
か。 

このカリキュラムでは儲かる商品の紹介ではなく儲かる商品の見つけ
方を詳しく解説して行きます。これこそが稼ぎ続ける重要なキーポイントに
なって行きます。



不用品販売、自己アフィリで稼いだお金を電脳せどりの準備に投資していきま
す。 資金は倍に増えていきますので必ず行う自己投資です。 

僕が推奨する道具はすべて揃えてから電脳せどりを行ってください。作業ペース
が２倍以上変わって来ますのでスタートが準備不足だと圧倒的に出遅れてしまい
ます。 

絶対にすべて準備してください。以下をクリックして専用のpdfに飛びます。 

【電脳せどり準備編】１０万円稼ぐぞ！！自己アフィリエイト 

【王道】ネットビジネスに慣れるための不用品販売

誰でもできる軍資金の作り方。

http://mirai1026.com/wp-content/uploads/2017/07/bbd57e00baf84c36b2fa3c64232f22b6.pdf
http://mirai1026.com/wp-content/uploads/2017/07/bbd57e00baf84c36b2fa3c64232f22b6.pdf


“電脳せどりで準備するもの”
パソコン

電脳せどりに必ず必要な道具ですので、まだない人は準備お願いします。まず、
持ち運びが出来るノートパソコンにしましょう。 

何を買っていいのかわからない方は、電気屋さんのオススメでいいのですがイン
ターネットのスピードを重視して購入を決めてください。 

値段が高いけど速いベンツか 
それなりの価格で、それなりに速いクラウンか 
遅いけど安い原付きバイク（原チャリ）か 
パソコンはフルスッペックにするといくらでもお金を掛けられますが 

＞遅いけど安い原付きバイク 
遅いのは避けてご自身の判断でお買い求め下さい！カッコイイのはやっぱりMac
です＼(^o^)／



デュアルモニター

このビジネスでは、複数サイトを同時に見ることになり、その都度ページを切り
替えていては、時間の無駄になります。そこで作業効率が２倍以上にあがるデュ
アルモニターを用意しましょう。 

中古であれば、数千円から１万円未満でありますので、それぞれのページを見や
すく、そして同時に見るためにも是非モニターを増設しましょう。 

モニターの接続には、主にDVIやD-SUB15、HDMI、Macであればthunderbolt
といった規格で接続されています。買ってしまってから端子が合わないとなると、
また一手間かかりますので、購入前にしっかりと確認してください。 

このデュアルモニターの良さは実際に使ってみないとわからないのですが作業効
率は２倍以上あがり一度使ったらなくてはならない存在になります。 

こちらも必ずご用意してください。デュアルモニターないと稼げないと思ってく
ださい！



安いモニターでおすすめ品はBenQGLシリーズのモニターがコストが安くておす
すめです。僕のはこれを使ってます。ヤフオク仕入れで転売出来る商品ですので
ヤフオクでも探してみてください。　　　　　　　　僕の作業環境↓



多機能マウス
安いモニターでおすすめ品はBenQGLシリーズのモニターがコストが安くておす
すめです。僕のはこれを使ってます。こちらもヤフオク仕入れで転売出来る商品
ですのでヤフオクでも探してみてください。 

キーボードを使わずマウスのボタンだけで作業ができるので効率アップです。

Google検索で拝借してきました。 
いろいろありますのでリサーチしてみてください。笑



プリンター 
ラベルシール(24面)、A４用紙



その他
ビニールテープ 
100均はちょっとしょぼいので 
（量が少ない、使いづらい。） 
Amazonで購入しましょう。

プチプチ緩衝材 
新聞紙でも代用できます。



ダンボール 
薬局、スーパーで無料で 
もらえますので買わなくて大丈夫で
す。

ハサミ 
100均で大丈夫です。 
Amazonで購入でももちろんオッケー！



電脳せどりの 
メリット・デメリット

電脳せどりのメリット
１、すべて自宅で完結 
電脳せどりはインターネットを使った仕入れですので、在宅仕入れが可能です。
また、仕入先に営業時間もありませんので、24時間こちらの都合に合わせて、
好きな時に仕入れが出来ます。 

２、子育てに携われる 
自宅に常に居るわけですから常に子供と一緒です。朝ごはんを一緒に食べて、幼
稚園に送りに行って帰ってきたら、隣でYouTubeを一緒に見るか、外で公園に
遊びに行くかのどちらかになっています。 

以前は普通の事ができなかったわけですが、今では当たり前に子育てをしており
ます。 

３、交通費や移動時間がゼロ 
国内転売では店舗せどりと電脳せどりに別れるわけですが店舗せどりに比べて高
額な交通費、長距離運転などの移動時間が一切ありません。 

つまり、大袈裟に言うと２４時間リサーチが出来るわけです。 

４、場所に囚われることなくできる 
僕が一番最高だと思うメリットの一つです。どこでもできます＾＾お洒落なカフェ
は誰でも出来ますが、フィリピン、ハワイでも気分で行ってそこでリサーチをす
ることができます。 



５、会社の人にばれにくい 
店舗せどりでは店員さんと仲良くならないと邪魔扱いをされて警察に通報するな
ど本気で怒られます。地方でせどりをしていればいいですが、地元で怒られている
姿を見られて「万引したの？」 

なんて言われたら最後です。そんな最悪の事態は電脳せどりでは一切ございません。

６、重くても大きい商品も平気で仕入れることができる 
これも店舗せどりと比較してしまうのですが、電脳せどりでは掃除機１０台、ドラ
イヤー１００台なんか平気で仕入れることが出来ます。 

店舗せどりでは冷蔵庫一つでも苦しいことが想像できますね。 

７、時給３０万円も可能！！！！ 
メール一通で仕入れ予約をしたお話しです。仕入れをしたらそのままFBAに入れて
爆売れ商品のため販売は一日で終わりました。利益３０万円が可能という事になっ
たわけです。 

僕が実際に可能にした体験談です。電脳せどり業者とつながる方法は後ほど公開し
て行きます。



電脳せどりデメリット

１、自宅までの送料がかかる 
商品を仕入れして自宅までの送料が掛かります。仕入れ費用には、この送料を考
慮する必要があります。 

２、飽和して稼ぎにくくなっている 
レッドオーシャンでは簡単すぎて実践者が多く人気商品はでは100円でも利益を
取りに来るライバルがいて稼ぎにくくなっている。 

３、商品の正確な状態が分からない 
基本、商品説明、商品画像をよく見て分析していくのですが注意しないと商品の
破損や付属品の有無などで販売できない商品を仕入れしてしまうことがあります。

４、商品を見定めないと不良在庫になる 
モノレート（Amazonの販売履歴が見れるサイト）を分析して仕入れをしていき
ますが、分析ミスをすると不良在庫になります。※リスク分散、対処法はこちら
電脳せどり不良罪庫は早く現金化 

５、運動不足になる 
自宅で完結ということですが完全に電脳せどりばかりやりすぎると運動不足にな
ります。僕の場合はかなり筋肉が衰えてしまいお腹が膨らんでしまいした。笑



作業を３倍早くする必要なツールと 
拡張機能の紹介。すべて無料

Google Chrome拡張機能を追加していきます。拡張機能とは？簡単に説明する
とChromeをカスタマイズしてパワーアップさせるための装備品です。 

こちらは僕も追加している拡張機能。あなたも追加お願いします。

1.Google Chrome 

詳しい設定の方法はこちらから 
→ツールと拡張機能

インターネットを見るための「ブラウザ」になります。Internet Explorerや
Firefox、Safariを使っている方もいらっし ゃるかと思いますが、 

必要なツールがGoogle Chrome以外で使用できない事があるので確実に取り入
れて下さい。

http://mirai1026.com/wp-content/uploads/2017/12/1d8bf1c75246ec879638e3156783cf66.pdf


GoogleChormeの拡張機能には無料で便利なプログラムが数多くあります。 
作業効率を劇的に向上させるプログラムがあるので絶対に拡張機能を追加してく
ださい。 

2.ショッピングリサーチャー

Amazon販売ページがこのような表示になります。 

Amazon上で他社サイトの比較や、 
価格推移の確認がAmazon上で出来ます。 
US,JP,IT,FR,UK,DEのアマゾンに対応。 
さらにヤフーショッピング、ヤフオク、 
楽天、モノレートにダイレクトに 
遷移することが可能です。 
ショッピングリサーチャー説明引用



こちらは各サイトのIDとパスワードを記録・呼び出しを行ってくれるサイトにな
ります。 

似たような機能がGoogleそのものに備わっていますが、後々複数のアカウント
を持った時の為にLastPassに慣れておきましょう。 

はい、こちらも必ずです。

3.LastPass



なんとも言えないダサいロゴですが気にしないでください。 

『モノゾン - Monozon -』は、モノレートの月間販売個数を表示する拡張ツー
ルで、こちらもリサーチに役立ちます。 

無料でご利用いただけますので是非使って下さい。

4.モノゾン



5.XDEALER.PRO

上記のように表示されます。Amazon出品者の在庫数が一目で確認できるので仕
入れ数を決めるのに役立つ拡張機能になります。



6.Yahoo! Japan 
その他フリマアプリ

ヤフーオークションで仕入れる際にIDが必要となる為、登録を行います。 
ここでのメールアドレスはGmailを使いましょう。



こちらもすべて 
登録お願いします。

メルカリ ラクマ

楽天市場フリル



7.Amazon出品(出店)サービス 

※注意：出品プランは最初から大口出品にしてください。料金が月額4,900円(税
込5,292円)の登録料が発生しますが、迷わず大口出品にしてください。 

僕がいつも言うのはケータイを解約してでもAmazonの大口出品にしてくださ
いと言っていて 

10万円→30万円→50万円と利益を伸ばして行きたければ必ず、大口出品登録
でFBAに商品を入れた方が圧倒的に作業効率はいいのです。 

小口出品では月額が無料ですが、販売手数料が１品あたり100円掛かります。
なので販売が50個以上になった場合大口出品の方が割安となっていきます。 

しかし、登録初日に料金が月額4,900円(税込5,292円)が前払いで発生しますの
で仕入れをしてからアカウントを作りましょう。 

詳しい説明はこちら 
→大口出品と小口出品の違い

https://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/individual-promerchant.html


このビジネスで主に利用する各サイトを素早く呼び出す為にブックマークを
しておいて下さい。 

・ヤフオク!、各フリマ
アプリ、楽天市場 

・Amazon（購入用、
販売用それぞれ） 

・モノレート 

8.各利用サイトのブックマーク

http://mnrate.com/


ブックマークの仕方

☆マークをクリックするとブックマークバーが表示されます。 



ブックマークバーの表示の仕方

Google Chromeの設定をクリック→ブックマーク→ブックマークを表示 



電脳せどりはクレジットカードを使うことで誰でも資金０の状態から大き
く稼ぐことが出来ます。 

始めは年会費無料のカードを自己アフィリで作っていきましょう。正しく
使うことが出来れば最強の武器になります。 

クレジットカードが作れない方でも、デビットカードを使って超高速販売
で稼いでいけますのでご安心下さい。 

電脳せどりで使うコツとしてクレジットカードの支払いまでの期間をなる
べく長くする方法をご説明します。 

インターネットビジネスで強力な武器となりますのでしっかり理解してい
きましょう。 

間違った使い方をすると支払いが間に合わなくなりブラックになってしま
います。 

正しい使い方をすれば最強の武器になりますので理解するまでしっかりな
んども読み返してください。 

僕が電脳せどり開始半年で脱サラした秘密はここに隠されています。 

それではご説明して行きます。まずはお手持ちのクレジットカードの 

締め日と支払日を必ず確認してください

【要確認】Amazon販売での 
資金繰りについて



クレジットカード会社に問い合わせして確認できますしGoogleでも確認ができ
ます。



今回は僕が持っている楽天カードとｄカードを見本にして解説していきます。



支払いまでの期間を長くするためにカードの使用期間を設定します



前半カード（１日から１５日
まで使うカード）楽天カード
から解説していきます。 

毎月末日締め 
翌月27日払い 



このカードの使用期間は１日から15日としていきます。



支払日までに現金化する



次は後半カード（１６日
から月末まで使うカード）
ｄカードです。 

毎月15日締め 
翌月10日払い



このカードの使用期間は16日から月末としていきます。



支払日までに現金化する



このように支払いまでの期間をなるべく長くしていくことで最強の武器を効率
よく使っていけます。これを必ず把握してください。 

１ヶ月に使う金額はカード利用可能額の半分 

１００万円だとしたら５０万円になります。なぜかというと次の月も使うから。



クレジットカードという最強の武器を使っていっぱい稼いでいきましょ
う！！この仕組を理解して使っていくことで資金ゼロからビジネスを開
始できてしまします。 

前半カード 
１日から１５日まで使うカード 

後半カード 
１６日から月末まで使うカード 

最初はわかりづらいですが必ず理解してからクレジットカードは使うよ
うにしてください。 

正しい使い方をすれば怖いものではございませんので、ご不安な方は、
お気軽にご質問ください。 

クレジットカードはポイントがいっぱい貯まるのも一つの楽しみで、僕
はマクドナルドを毎週ポイントで食べています。 

子どもたちがすごく喜んでいます＾＾ 

オススメクレジットカード 

楽天カード 
三井住友カード 
MUJIカード 
YJカード 
ウォルマートカード 
ライフカード 
セブンカードプラス 
ファミマTカード 
ヤマダLABIカード 
エポスカード



ポイントの還元率

ポイントの還元率は１％～ 
100万円の仕入れで１万ポイント！！１ポイント１円！マックはいつでもタ
ダですね*\(^o^)/* 
僕の奥さんは大喜びしています。

楽天カード・dカード



セゾンプラチナカード

永久不滅ポイントは1,000円につき1ポイント貯まる、有効期限が無期限の
ポイントです。100万円使用で1000ポイント 

マイルに交換は200ポイントでJAL500マイルに交換できます。ということ
は沖縄往復、JAL通常マイルが15,000マイルなので600万円使って6000ポ
イント＝15,000マイルになるので沖縄往復がタダ！！ 

しかし、600万円も使わないといけないの・・・って思いますよね。でも利
益100万円規模になってくれば２ヶ月で使えます！ 

もっとマイル貯めてハワイ往復もいいですね*\(^o^)/* 
ファーストクラス100,000！！

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード 
年会費：20,000円（税抜） 

年間200万円以上のショッピングのご利用で、 
次年度本会員年会費を10,000円（税抜）に優遇。



ポイントで楽しみいろいろです
*\(^o^)/*


