
作業は週に１回だけで、月１０～２０万円が 
自動的に入ってくるとしたら…。 

今資金が無くても、むしろお金が増える転売を 
したいと思ったら…。 

私が３年間煮詰めてきた方法を 
あなたにもシェアします！ 

これを覚えておくだけで、資金に困るとか、 
稼げずに苦しむということが 
大幅軽減されるでしょう…。 

今すぐ申し込む方はこちら 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTkefqa


【NEW!】今まで全くカメラのことも知らず、 
転売もやったことが無かった人が、いきなり４件成約！ 

私も驚いたのですが、今までの在庫転売とは少し違い、全くの初心者でも 
いきなり結果を出しています。 

今まではどちらかというと、ある程度の期間、実践があってようやく利益が入ってくる、 
というイメージがありましたが（それでもカメラ転売は早い方ですが） 

出品して数日でいきなり成約が入り、どんどん成約が増えてきています。 

在庫転売の方ももちろんメリットはありますが、 
無在庫販売を取り入れることで、資金がほとんど無い方や、在庫を持つのが怖い、 

という方にはとてもメリットがあります。 

一番大きなのは、 

“目利きをする必要が無い” 

ということだと思います。 

一般的に転売やせどりは、ある程度目利きをする必要があります。 

様々な方法を使って、相場より安く仕入れる、 
というスキルが必要になってきます。 

しかしこの“カメラ転売・無在庫販売セミナー”のスタイルだと、 
基本、それほど目利きをする必要はありません。 

（もちろん多少はありますが 

なぜかというと、事前に高い値段で成約していれば、 
相場程度で仕入れをしても利益が出るからです。 

もちろんその中で“なるべく安く”を実践していくわけですが、 
そこはオンラインセミナーの中で、詳しくお話しております。 





この方は、無在庫販売セミナーを購入されて、その後無在庫販売セミナー購入者だけが 
参加できる会員制の方にも参加してくれていますが、 

とにかく実践、報告をしっかりとしてくれているので、 
ガンガン結果が出ています。 

全くの初心者の人ってこういう部分が強いところでもあります。 
中級者、上級者になるとだんだん甘くなりますからね（笑） 

私もこのような方がいると、モチベーションも上がってくるので、 
せっかく購入したのであれば実践して、結果を報告して欲しいものです。 

結果を報告することで、モチベーションに繋がりますし、 
一人でやっているより、速度が１．５倍～２倍以上になりますよ。 

こんにちは、喜多です 

もしあなたが、週に１回の作業だけで、月１０～２０万円が自動的に入ってくる方法が 

あったとしたら、 

聞いてみたいとは思いませんか？ 

もちろん、これは最低限の話で、もっと稼ぐこともできるのですが、 

・自宅にいながら 

・ネットだけで 

も、十分にできる方法です。 

また、今カメラの知識などが無くても、資金が無くても、 

やっていける方法です。 

そのため、あなたにもお伝えしたいと思いました。 



“後出しジャンケン”の無在庫転売 

今回のテーマは、“”無在庫販売”です。 

あなたも聞いたことがあるかもしれませんが、 

“先に販売して、後で仕入れる” 

という手法です。 

もちろんこの方法は、販売プラットフォームにおいては、 

グレーなやり方であることも多いので、禁断の手法ではあるのですが、 

ちゃんと頭を使って、考えてやれば、トラブルはありません。 

逆に考えてやらないと、アカウント停止などのリスクがあります。 

ですから、このやり方は全ての人に勧められるという方法ではありません。 

あくまでも自分の責任でしっかりと管理できる人 

であったり、 

わからないことでもチャレンジして、挑戦できる人 

でないと難しいかと思います。 

よく、無在庫は怖いので、まだやっていません。 

という人は多いのですが、まあその気持ちはわかります。 

ですが、在庫販売をやるよりもイメージの力や、考える事が多いので 

より商品知識が付きやすく、学びが多いということも言えるでしょう。 



結局のところ、商品知識というのは 
やっていかないと見えてこない 

まあ最初は大変だと思いますよ。（苦笑） 

売れたのにどこにもないとか、売れたのに返品になったとか、 

程度の摺り合わせが出来なかった、とか。 

私もこの無在庫転売を２０１３年にやり始めた頃は、 

商品が売れたにもかかわらず、商品がどこにも無く、 

店舗をかけずり回ってようやく見つけたこともあります。 

また、旅行中に注文が重なって発送が送れ、 

アカウントが一時止まりかけたこともあります。 

ですが、そのような危険もありながら、 

やっているうちに要領を掴んでいって、最終的には 
 



このように、１００％の高い評価をいただくことが 

できるようになってきました。 

これも、やりながらその感覚を掴み、商品知識が 

自動的に身につき、どこに何ががあるかも全てわかってきた 

からこそこのように動かす事ができるということです。 



例えば、事例として 
下記のようなものがあります 

例えば下記のレンズが売れ、価格は２１８００円、 
こちらに入ってくる金額が１９７４５円でした。 
 

そこで、すぐにカメラ屋さんを調べると、一番安いもので１１８００円でした。 
 



この１１８００円に、送料が１０８０円かかりましたので、 

１２８８０円で仕入れが出来たことになります。 

すると、１９４７５円-１２８００円＝利益６５９５円。 

こちらから商品を発送する際に少し送料がかかりますので、 

実際にはもう少し下がりますが、 

それなりに良い数字になっているのではと思います。 

一方こちらの商品は、 

価格は２９８００円、 
こちらに入ってくる金額が２６８８１円でした。 

 

これが、有名なキタムラネット中古でも、 

最安で２０９８０円で、他にも大量にありました。 



ここで仕入れをすれば、 

すると、２６８８１円-２０９８０円＝利益５９０１円。 

下記のレンズは、 
価格は８７８００円、こちらに入ってくる金額が７８７７３円。 

これがカメラ屋さんのオンラインショップでは、 

６７８００円で売っていました。 

７８７７３円-６７８００円＝利益１０９７３円。 

ざっとこの事例だけでも、利益が出ていますし、 

これはほんの一部で、ネット上にはもっと多数の儲かる商品があります。 



なぜ、たったこれだけの 
“ネット上のオンライントレード” 
をするだけで稼ぐことができるのか？ 

これは、Amazonが世界中に認知された、巨大なマーケットであることもそうですが、 

ネット上の価格が全て同じだということは全くありません。 

この事例を見ればわかるように、価格は本当にバラバラです。 

価格統一しない限り、必ず価格差というものは生まれますし、 

もっと安いところがあるにしても、 

いちいち探すのはめんどくさいでしょう。 

特に、買っていただく方の中には、医者などの高収入だと思われる方 

も多くいます。 

そういった方は、時間単価が高いですから、もっと安い場所があったとしても 

Amazonでサクッと買う　＞　自分で色々と探して買う 

という図式になっていることもあるからです。 

これは本当に思いますが、バスや電車に乗ったほうが安いのに、 

なぜわざわざタクシーに乗る人がいるのか？ 

というのも不思議に思っていましたが、 

・タクシーのほうが快適 



・速い 

・混んでいない 

・移動しながら仕事ができる 

など、色々な要素があって、高くてもタクシーに乗るわけです。 

忙しい方のカメラ探しを 
代行させていただくようなイメージ 

どちらかというと無在庫販売は、 
このような感じです。 

転売というよりは、買い物代行に近い形態ですね。 

今は、お金よりも時間、手間のほうが価値が高い 

と思っている人も少しづつ増えてきているので、 

こういった需要は今後もっと増えてくると思います。 

つまり、在庫転売と無在庫転売では、 

以上のような、そもそものコンセプトからして違うのですが、 

これを実践する側から見ると、 

本当にそんなので売れるのか？ 

と思うのですが、実際売れていっています。 

実際には、だいたい３００品、４００品と出品して、 



１日１個ぐらいが売れていくようなイメージです。 

もちろんこの数をもっと増やしたり、価格改訂を細かくすれば、 

もっと成約を上げていくことは可能かと思います。 

一度作った出品ページは、 
そのまま何度でも売ることができるのは 
無在庫販売の大きなメリット 

これが、在庫転売と無在庫転売の違いでもあり、 

無在庫販売をやる大きなメリットです。 

在庫転売の場合は、仕入れてから売るというノーマルの形態ですが、 

デメリットとして、１出品ごとに出品登録や出品ページを 

作らなければならないというデメリットがあります。 

これが、半アブノーマルな無在庫転売の場合は、 

そのまま一度作った出品ページを使いわますことができます。 

これは意外ですが、大きなメリットです。 

完全なる自動化というわけにはいきませんが、 

少なくとも、半自動化ぐらいまでは実現できます。 

出品作業だけでも、自分でやるのは大変ですし、 



誰かに頼むにしても、１個数百円ぐらいは 

かかるものなので、 

・同じ出品登録、出品ページを使い回すことができる 

というのは、本当に大きなメリットになります。 

一言で言うと、転売とサイトアフィリの 
“中間的存在”になってくるかも 

最初の出品登録は、少しめんどくさいと思われるかもしれませんが、 

在庫販売と違うのは、どんどん積み上がっていく感覚があることです。 

在庫販売のように売り切りではありませんから、 

一回出品ページを登録しておけば、それを何度でも回していくだけなので、 

売れたらまた補充をするだけです。 

どちらかというと、サイトアフィリ的なところまでは行きませんが、 

そのようなものに近い感覚があります。 

通常の在庫転売とサイトアフィリの中間的存在 

ではないでしょうか？ 

通常の在庫転売は、１個１個に手間がかかり、 

労働収入的なものですが、サイトアフィリは一度売れるサイトを作ってしまえば 



あとは自動的に収入を得ることができますが、 

いかんせん、作るまでがめんどくさいし、３ヶ月や６ヶ月などの期間、 

仕込みをする必要があります。 

それを考えると、無在庫転売はあくまで転売なので、 

わりと速い段階から収入が発生しますし、売れた時に少し手間がかかるぐらいで 

半自動で回っていくので、転売とサイトアフィリのいいとこどりをした感じ 
と考えていただけるといいと思います。 

資金繰りが厳しくなってきた人も 
この無在庫転売ならリスクが少ない 

転売をやっていると、資金繰りがどうしても厳しくなってくる、 

予想以上に売れなければ、当然資金繰りが悪化します。 

カード仕入れをしている人は、支払期限の翌月２７日までに 

その商品をどうしても売らないといけない、というような話も 

よく聞きます。 

しかし、この無在庫転売であれば、 

先に成約がある状態で⇒仕入れをする 

なので、売れ残りのリスクはありません（笑） 



ですから、それをカード仕入れにすれば、一時的にむしろお金が 

増えている状態です。 

Amazonで売れた場合、アカウントによっても変わりますが、 

最低でも１４日に１回はお金が入ってきますし、 

すでに成約が入っているのであれば、お金が入ってくる方が先になります。 

すると、そのお金をまた回すこともできますから、 

これだけでも大きなメリットがあります。 

さらに大きなメリットは 
“レアな商品”をすぐに見つけられるところ 

これも、意外なるメリットですが、 

やった人にしかわからないメリットです。 

私などは、このメリットがあるのでやっている部分もあります。 

これはどういったことかというと、 

無在庫転売をやっていると、予想外に売れることがあります。 

結構よくあるのですが、とりあえずたくさん出品していると、 

急にある商品が売れ出すことがあります。 



そのある商品をまた出品すると、 

また売れたりします。 

そこで、レアになっていたり、品薄になりかけた商品に 

すぐに気づくことになるのです。 

これで、私はすぐにレアな商品に気づくことができて、 

そのレアな商品をすぐに在庫で押さえることにより、 

無在庫販売だけでなく、レアな在庫転売 

でも稼ぐことができてしまうわけです。 

３年間煮詰めてきた方法なので 
安心してやってみて欲しい 

最初は少し怖いかもしれませんが、私も怖いながらも、独自にノウハウを積み重ね、 

ようやく、それなりに安定して回るようになってきました。 

私の過去のFacebookを見てもらえればわかりますが、 

一時危なくなった時もありましたが、なんとか復活しています（笑） 

ですが、このように失敗や試行錯誤を繰り返すことが、 

何よりも成功への近道だと思っていますし、 

長く続けることによって、だんだん洗練されてくるので、 

競合も少なくなってくるわけです。 



例えば、カメラの知識なども最初は無いかもしれませんが、 

知識がかなりあれば、初心者向けに説明することもできますから 

これだけでも、カメラのことをあまり知らないカメラ転売のバイヤーさん 

よりも、上を行くことができるわけです。 

知識をつける“筋トレ”のつもりで 
やってみるのも１つかも。 

私自身、筋トレをしろ！とか、体育会系の人間でも無かったので、 

正直あまり好きな言葉では無いのですが、 

あえてこの言葉を使ってみたのは、 

もうネットビジネス自体もいつの間にか「楽して稼ぐ」とか、 

「かんたんに◯◯円！」みたいな時代は終わったからです。 

となると、結局は筋トレ的なことをやっている人とか、 

地道にノウハウを積み重ねた人、しか勝てない時代 

になってしまったということなんです。 

私もさすがにここ数年はそうなってきたなと思いましたし、 

今さら、「楽して◯◯！」みたいなことも言うタイミング 

でもありません。 



ですので、いい加減気づいて欲しいですし、 

私もあまり派手なことを言いたくないということもありますから、 

あえて、地味に“知識の筋トレ！”という話をさせていただきました。 

というわけで、無在庫転売ノウハウですが、 
オンライン形式のセミナーです！ 

もし、この“転売とサイトアフィリの中間的存在の無在庫転売ノウハウ” 

を身に着けたい人は、ぜひ参加してください。 

特に今は、商品の売れ方も変わってきている時代ですので、 

この無在庫転売ノウハウを知っておくことで、 

いざという時の安心感も増すことでしょう。 

３年間の知識、経験が詰まった 
無在庫転売ノウハウですが 
３万円⇒２万円で提供中 

実践すれば結構マジで結果が出てしまうノウハウなので、 

ある程度のところでも３万円にするかもです。 



最近の私の感覚として、 

“価格の１０倍ぐらいの価値は提供したい” 

と、本気で思っています。 

今までも思っていたのですが、よりそこを明確にしているので、 

本当は３万円以上にしてもいいかなぐらいだったのですが、 
色々な方にこの“無在庫販売の可能性”を知ってもらいたいということもあり 

今だけ“２万円”で提供しています。 

私の使っている仕入れ先リスト（５０以上） 
の最新レポートも提供 

私の使っている仕入れ先リストを、 

２０１５年版から少々リニューアルしたものを差し上げます。 

実際に私が使っている仕入れ先のリストも、どんどん増えてきていますし、 

最近の傾向もわかるようになっています！ 

これがあれば、仕入れ先がわからないという悩みもなくなります！ 

“１時間２４分のQ＆Aコンテンツ”を 
追加しました！ 

いくら無在庫販売が良いと言っても、 

実際にやり始めることにおいて不安がある、 



という人もいると思います。 

そこで、９個の質問に答えた、Q＆Aコンテンツ 

（資料＆音声）を、追加しました！ 

これによって、もし無在庫販売をこれから始めたいが、 

不安があるという方にも、ここで疑問を解決してもらいたいと思います。 

もう１回収録した１時間１１分の 
“Q＆Aコンテンツ２”も公開中 

さらにもう一度収録した、１時間１１分の 
Q＆Aコンテンツ２　も公開中です。 

こちらは１６個の質問に答えています。 

こちらは現在無料で配布していますが、 

のちに削除し、会員制サービス参加者のみ 
の限定特典にしようかと考えています。 

教材購入者だけが参加できる 
完全会員制サービスも完備 

この“無在庫販売セミナー”購入者のみが参加できる、 
完全会員制のサービスを開始しました。 

これによって、実際に無在庫販売を実践する上での悩み 



（例）売れたけど仕入れるものが無い 

などの場合、私に相談することもできます。 

一人で実践するより、３年で数百個の無在庫販売を実践してきた 
私に相談できるのは大きなメリットです。 

まとめますが、 

・無在庫販売セミナー本編（動画、音声、資料） 

・私の使っている仕入れ先リスト（５０以上）２０１６年版 

・９個の質問に答えたQ＆Aコンテンツ 

・１６個の質問に答えたQ＆Aコンテンツ２ 

・教材購入者のみが参加できる、完全会員制サポート参加権利 
（※参加費有料） 

となります。 

価格は今限定で、２００００円（税込）です。 

今後も状況に応じて値上していきます。 



実際に３年間実践してきて確立してきているノウハウがこの価格ですし、  

実際、この無在庫転売を実践して稼げれば、 

月１０万円でも稼げれば、完全に元が取れますし、 

月１万円でも稼げれば元が取れるほどになっています。 

ちょっとメリットは大きすぎるかと思いますが、 

ぜひあなたにも実践して稼いでいただきたいので、 

この機会をお見逃しないようにお願いします！ 

お申し込みは下記フォームより 

↓↓ 

カメラ転売・無在庫販売セミナーのお申し込み 

※オンライン形式のセミナーとなります。 
会場に行って受講するタイプのリアルのセミナーではありませんから、 
ご注意ください。 

ご入金確認次第、 
お申し込み頂きましたメールアドレスへ送付致します。 

＜特定商取引法に基づく表示＞

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTkefqa
http://dramaticphoto.info/muzaikohanbai-tokutei.pdf

