
 

 

あなたに今、夢の状態を追加する方法… 

「ライバル出品者が全くいない」 

「商品の受け取り配送の時間０」 

 

そんな誰も知らない次世代ノウハウで 

時間と場所の自由を得て 

一人勝ち状態まで実現できる 

稼ぐ仕組みなど存在するだろうか？ 

 

はい、あります。 
 

 

タオバオからの仕入れでそれができます。 

 

その仕組みを利用すれば、在宅中国貿易よりもさらに「短時間」

で 

月収30万円を「ほぼ自動的」に稼ぐことができるようになります。 

 

「競合0の商品」を取扱い、 

自由に稼ぐという次世代の中国タオバオ輸入の仕組みです。 

今から、完結編を購入していただいた方限定で 

一般の方には完全にシークレットな情報としてお話いたします。 

 

あなたに興味があれば、この先を真剣にお読みください。 

 



 

 

 

 

ライバル皆無の中国貿易とは 

 

在宅中国貿易と言えば今までの主戦場はヤフーオークションでし

た。 

 

しかし、更に収益を伸ばしたいのであれば 

今後の主戦場「Amazon」を利用した「競合0」の 

ブルーオーシャン戦略を知っておいたほうがいいです。 

 

実は、、、 

 

まだ Amazon に販売登録されていない商品というのが 

中国タオバオには無数にあります。 

それを自分で登録して販売するとどうなるでしょうか？ 

 

あなた以外からは買うことの出来ない商品ですから、 

必ずあなたから売れていきますよね。 

まさにその商品において一人勝ちになります。 

 

それに加えて、中国タオバオの商品を代行会社へ発注した時に 

「出品まで依頼」してしまえば、一度も商品が手元に届くことな

く 

中国からそのまま Amazon へ出品される 

完全代行サービスの仕組みを作り出しました。 

 

つまり、今後は代行会社に Skype やメールで指示するだけ。 

 

あなたはもはや在宅である必要もなくネットさえ使えれば、 

場所も時間も気にせず 

物販で稼ぎ続けることが可能になったのです。 

 

今後、あなたが行うことは商品リサーチして 

代行に依頼することだけになりました。 



 

 

 

さっそく、この稼ぎの仕組みについてお話して行きたいところで

すが・・・ 

 

ちょっとお聞きしますね。 

 

頭の中で想像してください。 

「あなたは、月収でいくら稼ぎたいのですか？」 

そして、 

「その金額をあなたが ﾞどうしても稼がなくてはならないﾞ その

理由は？」 

 

これから私は、まだこの世に出ていない仕組みの話をしていき、 

あなたに個別指導で徹底的に教えようと思っています。 

 

しかし、どんなに良い情報でも、稼げたらいいなあ、楽して稼げ

ないかなあ、 

などと言う程度の意気込みですと、途中で挫折し、 

結果が伴わないという方を私は見てきました。 

 

稼ぎ出せる方は、どうしても稼がなければならない確固たる理由

や 

信念をもっていたり、借金やリストラなどであとがない方・・・

というのが本当に多いです。 

 

毎日満員電車に揺られたくない！ 

在宅で本業以上稼いで会社に辞表を叩きつけたい！ 

家族の事で、どうしても自宅で近くにいながら 

稼がなければならない！ 

 

いろいろな状況があると思います。 

 

好きな彼女や奥さんに、奮発してプレゼントをあげて喜ばせたい。 

マイホームを購入したい！ 

どこでも稼げる仕組みを知って、時間や場所に縛られず自由に暮



 

 

らしたい。 

 

あなたが稼がなければいけない理由も 

何かあるのでしょう。 

 

 

私、鈴木正行もそうでした。 

どうしても稼がなければならない理由があったのです。 

 

私は4年前、新卒から10年間働いていた会社を 

リストラされてしまったのですが、 

その時1年前に購入した自宅の35年ローンは始まったばかり。 

1歳の娘がいました。 

 

ハローワークに通う中、 

給料は半分程度に減ることは相場で分かってきましたし、 

ローン破産者になることが明白でした。 

 

そこで、少しでも足しになればとネットビジネスを始めました。 

 

絶対に稼がなければ破産する状況があったからこそ私はがんばり

ましたが、私がサラリーマンのままだったら、あそこまではがん

ばれませんでした。 

 

その時私には、 

「やらない」という選択肢はなく、「やる」しかなかったのです。 

 

 

そんな中、中国タオバオから輸入して日本のヤフーオークション

で販売する在宅中国貿易を運良く思いつくことが出来ました。 

不安だらけでしたが、それでもやらなければあとがなく、やるし

かない。 

 

あの時期があったからこそ、今では、好きなものを食べ、 

好きなところへ行く事ができるなど 



 

 

お金を気にせずに自由にできるようになったのです。 

 

私はなんとかお金の危機から脱出することができましたが、 

連日ニュースでは破産者、リストラのお話が流れています。 

 

お金が全てではありませんが、お金の切れ目が円の切れ目。 

仕事がなくなってしまった旦那さんと奥さんが離婚して、 

旦那さんが自殺してしまうなんて悲しいニュースも流れることが

あります。 

 

必要最低限のお金もなければ救える命も救えないのが事実です。 

そんな人生を見返したい、人生をどうにかしたい！！ 

 

この様な経験がある私だからこそ、 

そんなあなたには特別に、 

私が独自に実践検証し仕組み化した「次世代の在宅中国貿易」を 

徹底的に個別指導しようと思います。 

 

ヤフーオークションは今でも稼げる市場ですし、 

だからこそ教材化しています。 

 

ヤフーオークションではお客様との直接のやり取りなど、商売の

基本をすべて学ぶことができます。 

人とつながり感謝され収入にもなる事は楽しいです。 

 

でも、逆を言えば 

 

出品の時の商品写真撮影はいざ、カメラを構えて撮影しようとす

るとなかなかうまく撮影できなかったり、 

出品文章の作成では商品の使用感まで調べたり、 

振込先の銀行や運送会社を用意するなどなかなか骨が折れます。 

 

そして落札後のお客様との取引ナビ連絡では稀に返事が来ない 

お客様がいたり、梱包・配送作業は地味に大変な作業です。 

 



 

 

さらにその後の評価を付ける、付けない等々。。。 

 

自分の手作業で全て行わなければいけないので、 

それを面倒と感じるときもあるのではないでしょうか。 

 

 

そこで今回私は、ヤフーオークションにはない 

様々な恩恵が受けられる Amazonの可能性に 

その解決策を見出しました。 

 

Amazon なら、 

「発送代行サービス FBA」と言うサービスがあるため 

お客様との交渉、配送等が必要ないのです。 

 

さらに、 

「圧倒的な集客力の高さ」により、オークションより高額でも売

れていくのは Amazon の強力な魅力です。 

 

そんな魅力があるタオバオ→Amazon 輸入転売の仕組みが 

この度、ついに出来たので 

今回個別コンサルで徹底的に指導します。 

 

 

個別指導を受けてこの仕組みをあなたが作ったら、 

まさに片手間、ほぼほったらかしで 

月収30万円以上稼ぐことが出来るでしょう。 

 

そしてもちろん、仕組みを拡大し月収１００万円以上の収入も可

能です。 

そうなったら、あなたの望むようになります。 

 

毎日満員電車に揺られることもありません。 

在宅で本業以上稼ぎ会社に辞表を叩きつけてやることが出来ます。 

自宅で仕事をしながら、家族を見ることもできます。 

 



 

 

そして、好きな彼女や奥さんに、奮発してプレゼントをあげて 

いつもの恩返しができますし、マイホームを購入してもいいです

ね。 

どこでも稼げる仕組みを知って自由な時間、場所で暮らすことが

できます。 

 

まさに、思い描き、信じる夢の多くは叶うのです。 

 

特に今回の仕組みは、商品リサーチ以外で30万円稼ぐのに 

ほぼ時間をかけません。 

出品作業などもありませんから、まさに好きな人生を歩むことが

できるでしょう。 

 

とは言っても、 

どうせ私には出来ないよ。 

嘘だ～。 

 

とあなたは思っているかもしれませんね。 

 

 

それでは、Amazon を利用した次世代の在宅中国貿易。 

そのブルーオーシャン戦略を実演して効果を証明しますね。 

早速ですが、この商品を見てください。 



 

 

 

 

この商品は、9.9元 126円です。 

ヤフーオークションで、980円で売れている実績があります。 

 

 

「儲かる商品＆リサーチ法」第1回でご紹介したこの商品ですが 

実は、Amazon では2,250円で販売されているんです。 



 

 

 

 

リサーチなどしていません。 

ただ、あなたもお持ちの「儲かる商品＆リサーチ法」の商品を 

ヤフオクで探すついでに Amazonでも探したらあった。 

と言うだけです。 

 

元は 126円ですから、20倍に攻まる勢いです！ 

手数料などを入れて考えても1500円程度は確実に残るでしょう。 

 

利益率は94.4％です。 

 

単価は安いですが、これぞタオバオ仕入れ！！と言える利益率で

すね。 

 

日々配信している儲かる商品＆リサーチ法で紹介しているような 

ヤフオクで人気のある商品は、Amazon でも需要がある場合が多い

のです。 

 

それを代行業者に依頼しタオバオから購入して 

そのまま FBA へ送ってもらい、後は FBA がお客様へ配送する。 

 

これを繰り返すだけで稼げちゃうんですね。 

 

ちなみに、この一連の流れで使う時間は 

この仕組みに慣れたら30分で終わります。 



 

 

 

1. 儲かる商品をリストから調べる(3分) 

2.オークファンで実績確認(5分) 

3.タオバオで在庫があるか調べる(3分) 

4.Amazon 未登録商品だった場合、登録する(15分) 

5.代行業者に発注、FBA へ送る依頼も同時にする(4分) 

6.勝手に売れて入金されていく 

 

 

この流れで1商品30分であなただけの稼ぎの仕組みを作れるのです

から、簡単だと思いませんか？ 

 

もちろん、稼ぎを加速させるには 

この仕組を作りつつ仕入れ資金を増やし、 

条件が良い商品をまとめて仕入れて原価を下げたりすることも必

要です。 

 

その辺りの細かいノウハウもお伝えしていきます。 

 

それでは、あなたが今回のお話で得られるものをまとめます。 

 

・Amazon の集客力を合法的に利用した高利益率販売方法 

・無駄なリサーチ時間を大幅に0に近づける方法 

・仕入れの受け取りも配送作業も不要にする外注先 

 

その他あなたのビジネスを加速させるノウハウとして・・・ 

 

・タオバオ仕入れ最強の商品カテゴリ 

・マニュアルには書けない仕入れ方法 

・出品状況個別チェック 

 

こういったものをあなたは得ることが出来ます。 

 

この方法を行なっていると 

Amazon 内に自分しか出品者がいないので、 



 

 

Amazon からこんなメールが届きます。 

 

以下、原文そのまま転載 

-------------------------------------------- 

出品者様、 

 

平素は Amazon.co.jp をご利用いただきありがとうございます。 

 

Amazon.co.jp では、定期的に購入者様によく見られている商品を

調査しております。以下は購入者様によく見られている商品で、

この商品を出品者様は以前に Amazon.co.jp で出品されています。 

 

2012-09-02現在、Amazon.co.jp で以下の商品は在庫がありません。 

ぜひ商品の再出品をご検討ください。 

 

商品について詳細を確認する場合は、こちらのリンクをクリック

してください。 

また、価格設定を更新される場合は、こちらのリンクをクリック

してください。 

 

以前の出品商品で、現在購入者様によく見られている商品： 

※以下自分の出品している商品で現在品切れ中の商品名が羅列 

-------------------------------------------- 

 

以上、このように Amazon から人気商品の出品を頼まれるようにな

ります。 

 

私は今回提供するノウハウに絶対的な自信を持っているので 

あなたには以上の細かなノウハウを習得していただき 

必ず稼いでいただきます。 

 

今現在、 

 

・在宅中国貿易 

・儲かるリスト＆リサーチ法 



 

 

・個別コンサル生 

 

を中心に、月収30万円以上稼いだご報告をいただけた人数は 

『 176人 』です。 

月収100万円以上稼いだご報告をいただけたのは 

『 21人 』です。 

 

今回は少しでもその人数を増やすために必ず、 

絶対に100％稼いでもらいます。 

 

というわけで、徹底した個別指導をします。 

そう、徹底した個別指導です。 

 

3ヶ月間個別指導し、 

毎週出す私の指示通りに仕組みづくりをしていただいて、 

 

つまり毎週宿題をこなしていただいて 

月収30万円を稼ぐ仕組みを作っていただきます。 

 

最初のうちは頑張る時期はどうしてもありますが、 

物理的にこなせる量の宿題を毎週あなたに提示し、 

それをこなせば30万円稼ぐ仕組みが作れます。 

 

基本は毎週しっかり宿題をこなせば 

3ヶ月もあれば稼げるようになると思います。 

 

で、肝心の費用ですが、本当に悩みました。 

 

私が法人を相手にコンサルを受ける場合の 

最低の金額はじつは100万円です。 

 

それでも、100万円を頂いた以上は 

1000万円以上の利益を生み出してもらったり 

その仕組みを作ってもらったりしています。 

 



 

 

コンサルフィーの10倍は稼いでいただくことを 

重視していますので、 

100万円頂いたら1000万円稼いで頂きます。 

 

今までに、私の通ってきた方法をお教えし、 

そのルートを通ってきた方々で、 

1000万円以上稼いでいる方は多いです。 

 

私のコンサルを受けた方の中には数分間のアドバイスで300万円の

収入を生み出した方もいます。 

彼はそれからもそのビジネスを、継続課金として続けて 

私のアドバイスを活かして稼いでいますし、 

合計1000万円以上の効果があるはずです。 

 

また、別の方で一度、飲みの席でお話しした際にある方法を提案

した所、数ヶ月後200万円の収入を生み出した方もいます。 

彼はその後もその方法で稼ぎ続けています。 

しかも、彼は今現在、ほぼほったらかしでその収入が発生してい

ます。 

 

その他にも幾つもの事例はありますが、 

キリがないのでこの辺で辞めておきます。 

とにかく価格の10倍の価値を生み出すことを 

重視しているのです。 

 

もちろん継続して稼ぐ力を身に着けていただくので 

1年にしたら360万円以上は稼げると思います。 

というわけでその10分の1、 

36万円にしようかと思います。 

 

転売のコンサルは36万円にします。 

 

徹底した個別指導ですので、通常の塾とはわけが違います。 

 

名ばかりの塾は、コンテンツを渡して 



 

 

サポートも専用 SNS でおこなって終わり、です。 

 

いいところ、塾の期間中に月一回のセミナーくらいでしょう。 

 

情報商材との違いがよくわかりません。 

 

しかし、個別コンサルではあなたのレベルに合わせ 

コチラも徹底してアドバイスをしていきます。 

 

徹底的に、「直接」「リアルタイムで」行います。 

 

ですので少し高いかな、と思いましたが、 

この価格とさせて頂きました。 

 

極論ですが、コンサルを5万円でお受けしたら 

「まあ、5万円は痛かったけど、めんどうだし諦めよう。」 

と言う可能性も出てきます。 

 

つまり覚悟がブレます。 

 

ですから、あなたに痛みが伴う金額に設定させていただきました。 

 

痛みを伴う状況に設定させていただいた以上 

必ず成功して頂きますので返金はありません。 

 

そうです、返金は出来ません。 

 

実は、このコンサルの詳細を発表する直前まで 

返金についても悩みに悩みました。 

 

返金をつけて、あなたに安心していただいて 

参加する決意をしてもらうべきじゃないかと思いました。 

 

しかし、、、どうしても返金を付けると覚悟が弱く、 

稼げない人の比率が高まってしまうことも事実です。 



 

 

 

そこで悩んだ末、返金は付けないことにしました。 

 

そして今回、あなたのレベルに合わせた徹底した個別指導である

ため、おそらく5名様くらいまでしかお受けできません。 

 

どうしても徹底した個別指導である以上、 

物理的に難しいので私の時間の都合も見て 

募集制限をさせていただきます。 

 

コンサルを受ける方の輸入ビジネスの今回の知識量で 

余力の具合が変わるのできっちり5名様ではないですが、 

限界だな、と思ったら打ち切ります。 

 

そこで、今回誰でも良いというわけには行きませんので 

簡単な「審査」をさせていただきます。 

 

「どうしてもコンサルを受けたい！」 

「人生を自らの手で変えたい！」 

 

と言うあなたは、 

■稼ぐ理由 

■稼いだ後にどうなりたいか 

の2点を書いて私にメールを下さい。 

直通→ info@redturtle.greater.jp 

 

人生を変える気があると思えない 

中途半端な気持ちで申し込まれる方には正直教えたくないです。 

そのため、事前に連絡をしていただく方式を取らせていただきま

す。 

 

コンサルを受けていただくことが決まったあなたには 

3ヶ月後から遅くても6ヶ月以内に 

月収30万円を達成していただくため、 
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私とあなたで相談しながら3ヶ月間の 

具体的なプロセスを決め 

まだこの世にでていない基本教材をお渡しします。 

 

受付期間は9月28日(金)まで、 

あるいは募集人数が限界と判断するまでです。 

 

正直言うとこの仕組み、まだほとんどの方がやっていないので 

先行者利益が半端ないです。 

ライバル不在で稼ぎ倒すことが出来ます。 

 

やる気のあるあなたは早めに申し込んで下さい。 

 

ちなみに、、、散々話しておいてなんですが、 

希望者全員が受けられるコンサルではありません。 

 

仕入れ金額が非常に安い中国タオバオですから 

リスクはほぼ無いのですが、 

仕入れ資金が0だと難しいんです。 

 

仕入れ資金として、どんなに最低でも20万円以上は欲しいです。 

 

もちろん、あればあるほど良いのですが、 

20万円以上はあった方がいいです。 

 

20万円以上を用意できない場合は 

今回は本当に申し訳ないのですが諦めて下さい。 

 

また、たまに借金してコンサルを受けようという熱意のある方か

ら 

連絡をいただくことがあるのですが、借金は絶対にダメです。 

 

身を滅ぼす可能性があります。 

 

そんな最悪の仕組みを使ってまで参加していただいても 



 

 

せっかくコンサルで得た利益を生活費や返済に当ててしまうなど

で先へ進めない可能性が高いです。 

 

また、もう月収20万円以上稼いでいる方もお断りします。 

後もう少し頑張れば月収30万円はすぐに行くでしょう。 

 

今、まだ稼げていなかったり 

必死に頑張っていても月に10万円も稼げなかったり 

人生を好転させたいあなたのお手伝いをしたいと私は思っていま

す。 

 

私がリストラされ、失業給付金で食いつないでいた時、 

いっぱいの吉野家の牛丼に感動したなんてこともありました。 

 

お金のことが毎日不安で 

精神的にしんどかったですよ。 

 

私もそれなりのどん底を経験しているので、 

「とにかく、現状から這い上がりたいんだ！」 

という方を優先したいと思います。 

 

だからこそあなたに徹底した個別指導をさせていただくのです。 

 

3ヶ月間個別指導し、 

毎週出す私の指示通りに行動していただいて、 

 

つまり毎週宿題をこなしていただいて 

月収30万円を稼ぐ仕組みを作っていただきます。 

 

最初のうちは頑張る時期はどうしてもありますが、 

 

物理的にこなせる量の宿題を毎週あなたに提示し、 

それをこなせばアッサリ自動で30万円稼ぐ仕組みが作れます。 

 

360000円という安くはない金額ですが、 



 

 

コチラも意地があります。 

本気で稼いでいただかなければいけません。 

 

募集人数は、限定 3名とします。 

先着ではなく、頂いた連絡内容、人間性から選別します。 

 

 

 

■稼ぐ理由 

■稼いだ後にどうなりたいか 

の2点を書いて私にメールを下さい。 

→ info@redturtle.greater.jp 

 

最後に、もし不明点がありましたら 

080-5178-2107まで直接ご連絡下さい。 

 

安い投資ではありませんから、 

不明点があればクリアしてからご参加下さい。 

 

ただし、受付期間は9月28日(金)まで、 

またはそれ以前でも募集人数の3名に限界が来たら打ち切りますの

で 

お問合わせがある場合は早めにお願いします。 

 

最後に、 

 

実績を出したコンサル生の方達とは、今後一緒に教材を作成した

り、 

一緒に塾を開催したりと 

私から声をかけさせていただく可能性が高いです。 

 

もちろん、やるもやらないも自由ですが、 

 

もしよろしければ、自分の人生も好転させ、 

人の人生も好転させる。 

mailto:info@redturtle.greater.jp


 

 

そんな人生を送りましょう！ 

 

以上です。 

長文お読み頂きありがとうございました！！ 

 

 

 

                   鈴木正行   


