
通常の転売を繰り返していても決して手に入れる事のできない、 
毎月安定した利益をもたらす「キャッシュ製造マシン」。 

そんな、まさに”資産”とも言える媒体を、 
私とあなたの二人三脚で共作していくための新企画。 

あなたが寝ている間も、旅行に行っている間も、 
問答無用でお金を生み出し続けてくれる、 
文字どおり「資産」となる”仕組み”を 
”輸入転売をベース”に私と一緒に作り上げていきませんか？ 

突然ですが、あなたは「資産」というものをご存知ですか？ 

ゆのきちです。 

この手紙を読んでくださっているあなたであれば、 
おそらく私の事をすでにご存知のことと思います。 

一応、簡単に自己紹介させていただくと、 
私は輸入ビジネスの現役プレイヤーでもあり、 
それと同時に転売ビジネスのコンサルタントとしても活動しています。 

コンサル活動を通して多くの方々の収入アップを成功させ、 
月収100万円プレイヤーも続々と輩出させることができています。 

さて、 
本日はあなたにどうしてもお伝えしてきたいことがあり、 
こうしてペンを取りました。 



あなたの人生を、 
大きく変えてしまう程にインパクトのある内容になっているはずなので、 
どうか最後までお付き合い頂ければと思います。 

で、いきなりですが質問です。 

あなたは 

「資産」 

というものをご存知でしょうか？ 

『はい！もちろん知ってますよ！』 

と、普段からよく勉強されている勉強熱心なあなたであれば、 
おそらくこの「資産」というものの”本当の意味”を、 
しっかりと理解されているのではないかと思います。 

ただ、念のためご説明しておくと、 

資産＝現金を生んでくれる仕組み 

です。 

『え？ちょっと待ってください！資産って土地とか家とか車とか預金とか、そういうもの
ではないんですか？』 

と、万が一思ってしまったなら、 



あなたは残念ながら、一昔前の私と全く同じで、 
”誤った認識”をお持ちになっていらっしゃるのかもしれません。 

それはそれで、私としても何だか嬉しい気もしますが、 
あなたが本当にビジネスで成功して富を得たいなら、 
ちょっとその考えを改める必要があります。 

なぜなら、私も「資産」の本当の意味を理解し、 
その資産を作り上げていく事にフォーカスした結果、 
一気に収入が激増していく事になったからです。 

資産＝現金を生んでくれる仕組み 

あの大ベストセラー本の「金持ち父さん貧乏父さん」の中では、 
著者のロバートキヨサキ氏が、 
とても分かりやすい言葉で「資産」と「負債」の違いについて説明しています。 

　・資産：あなたのポケットにお金を入れてくれるもの 
  
　・負債：あなたのポケットからお金を取っていくもの 

要するに、 
あなたに富を”もたらす”のが資産で、 
あなたから富を”奪う”のが負債になります。 

一見すると「土地」などは資産と思うかもしれません。 

しかし、土地を持っていれば固定資産税でお金が取られてしまいます。 



また、「家」を持っている場合でも同様に、 
固定資産税や維持費などがかかります。 

なので、実は「土地」や「家」などは資産とは呼べないんですね。 

まあ土地も家も、 
人に貸すなりしてお金をもらえるような仕組みを作っておけば、 
それはあなたに富をもたらす事になるので、 
そういった場合は立派な資産と言えると思います。 

しかし、 
そういったものを普通に所有しているだけでは決して資産とは呼べず、 
むしろ単なる「負債」でしかないという事です。 

で、あなたが経済的な自由を手に入れるためには、 
”本当”の「資産」を築かなければならないのはお分かりかと思いますが、 
じゃあ一体、本当の資産がどんなものかというと、 

・繁盛している飲食店や美容室などの、いわゆる収入を生む商業店舗 
・収入を生むビジネスシステム 
・収入を生む不動産 
・音楽、書籍などの著作権や特許権 

などなど、 
他にも様々ありますが、 
こういったものが本当の資産なわけです。 

なぜなら、こういったものは全て、資産の定義である、 

「あなたのポケットにお金を入れてくれるもの」 



だからです。 

例えば、美容室や飲食店の場合でも、 
そこにお客さんがたくさん訪れる仕組みを作って、 
あとは運営を従業員に任せてしまえば 
その仕組み自体があなたのポケット（口座）にお金を入れてくれますよね？ 

なので、そういったものは資産と呼ぶ事ができるんですね。 

このような「現金を生み出してくれる仕組み（資産）」があれば、 
あなたが働かなくても 
資産があなたのポケットにお金を入れ続けてくれます。 

自分がせっせと働かなくても、 
作り上げた仕組みから利益が確定していく、悠々自適な生活。 

これって、理想的なライフスタイルですよね？ 

仕組みそのものが働いてくれるので、 
暑い日は外にも出ず、 
クーラーの効いた部屋でキンキンに冷えたコーヒーでも飲んでいればいいですし、 
寒い日はこたつにでもくるまっていればいいんです。 

自分が働かなければお金が入ってこない状態ならこうもいきませんが、 
あなたが資産（仕組み）を所有する事さえできれば、 
実際に働くのは自分ではなく、”仕組み”の方ですからね。 

このような仕組みを複数所有することができたなら、 
あなたが経済的自由、そして時間的自由を手に入れられる事は、 
容易に想像できると思います。 



懸念点は、仕組みづくりが難しいという事。 

「お金を生んでくれる仕組みを作ることができれば人生バラ色」 

そんな事は言うまでもありませんが、 
実はその仕組みを作るのって、決して簡単な事ではないと思います。 

むしろ、 

・繁盛している飲食店や美容室などの、いわゆる収入を生む商業店舗 
・収入を生むビジネスシステム 
・収入を生む不動産 
・音楽、書籍などの著作権や特許権 

こういった”仕組み”をイチから作り上げていったり、 
実際にそれを手に入れていくのは、非常に難しい事です。 

少なくとも、一筋縄ではいくものではありません。 

場合によっては、 
血の滲むような努力を何年も重ねて、 
胃に穴が空くようなストレスをかいくぐる必要だってあるわけです。 

それに、そもそもそういったものを作り上げるためには、 
非常に多額の先立つ資金が必要になってきますからね。 

なので、そう簡単にそのような「仕組み」を作れるわけもなく、 
むしろ大きな苦労を伴って当たり前なんです。 



いくら仕組み（資産）を構築できれば人生バラ色だからといって、 
それまでの過程があまりにもドス黒いものなら・・・？ 

ちょっと挑戦する気も失せてしまうのではないでしょうか？ 

しかし、こういった「現金を生んでくれる仕組み（資産）」を 
”いとも簡単に”手にしていける現実というのが、 
実は今あなたの目の前にあるんです。 

というのも、 
あなたが今取り組んでいる輸入転売をベースにして、 
その流れをそのまま活かす事で、 
現金を生んでくれる仕組みを構築していける方法があるからなんです。 

しかも、たった半年やそこらの短期間で。 

そして、その方法こそが他でもなく、 

「無在庫ネットショップ」を構築する 

という方法になります。 

無在庫ネットショップというのは、 
在庫を持たないネットショップの事ですね。 

この無在庫ネットショップはまさに、 



「現金を生み出してくれる仕組み」 

であり、紛れもなく、 

「資産」 

と呼ぶ事ができます。 

なぜなら、ネットショップといっても、 
れっきとしたネット上の「お店」だからです。 

ですから、 
あなたが「売れるネットショップ」を作ってしまえば、 
資産の例として先ほど挙げた、 
”繁盛している飲食店や美容室”を所有しているのと 
全く同じ状態と言えますよね？ 

つまり、ネットショップを構築していく事で、 
あなたは資産（現金を生んでくれる仕組み）を手にしていく事ができるわけです。 

しかも、一般的な資産として例に挙げた、 

・繁盛している飲食店や美容室などの、いわゆる収入を生む商業店舗 
・収入を生むビジネスシステム 
・収入を生む不動産 
・音楽、書籍などの著作権や特許権 

こういったものとは比べものにならないくらい、 
簡単かつローリスクで手にしていく事ができます。 



なぜならネットショップは、 
月々たった900円も払えば所有する事ができる上、 
それを軌道に乗せるためのノウハウを、 
私はあなたにお伝えする事ができるからです。 

あなたが一人の力でその仕組みを作っていくなら、 
それはイバラの道かもしれません。 

しかし、実際にその仕組みづくりに成功しているこの私が、 
成功してきた方法の全てをお伝えしながら、 
二人三脚で一緒にその仕組みを作っていくわけですから、 
その仕組みなんてあなたも簡単に作れてしまうのです。 

しかもそれを「無在庫」という、 
在庫を抱えない運営システムで作り上げたなら、 
金銭的リスクはほぼゼロになってきます。 

無在庫ネットショップ＝資産 

あなたが一度「売れるネットショップ」を作ってしまえば、 
あとは運営などを外注化するだけで、 
何もしなくてもあなたにはお金が入ってくるようになります。 

ネットショップという仕組みがお金を稼いでくれるからですね。 

これを「資産」と呼ばずに何と呼ぶのでしょうか。 



そして、このように、 

「資産になりうるかどうか」 

が、普通の転売ビジネスとネットショップの 
大きく違う点になります。 

あなたが普段、メインで取り組んでいるような普通の転売ビジネスであれば、 
基本的には都度売れる商品をリサーチし、その都度出品、 
その商品が売れたら、また出品をし直す必要がありますよね？ 

つまり、ヤフオクやアマゾン、バイマなどを利用した転売だと 
そもそも「仕組み化」が難しいので、「資産化」するのも難しいわけです。 

でもネットショップであれば、 
そんな問題とも無縁です。 

一度商品を登録して、 
売れる仕組みを作り上げてしまえば、 
あとは特にやる事もありません。 

ショップを一度構築すれば、 
リサーチやら出品作業やらをしなくても、 
繰り返し商品を販売していけるのが、 
ネットショップというビジネスモデルの特性だからです。 

ですから、放ったらかしでも売上が発生していく事になるんです。 

あなたが寝ていても、海外に遊びに行っていても、 
作り上げたネットショップから利益が確定していくわけですね。 



これぞ、まさしく資産の条件である、 
「現金を生んでくれる仕組み」というのに当てはまりますよね。 

まあ、ネットショップといえども「モノ」を扱うわけですから、 
一度その「売れる仕組み」を作り上げても、 
発送作業などの運営的な作業は発生してきます。 

しかし、そういった部分は全て外注化すればいいだけの話。 

あなたは「売れるネットショップ作り」だけに力を注げばいいんです。 

それだけで、 
あなたはネットショップという「資産」を所有する事が可能なんです。 

なお、その外注化をしていく方法なども、 
しっかりとこの企画で伝授していますのでご安心ください。 

資金繰りさえ全く気にする事なく、 
元手ゼロで借金まみれでも這い上がっていける、 

最強の手法でもあります。 

あなたが例え借金にまみれていようが、資金がゼロだろうが、 
そんなのお構いなく這い上がっていける点も、 
無在庫ネットショップの一つの魅力になります。 

なぜなら、無在庫ネットショップは通常の転売ビジネスとは違い、 



資金繰りを一切気にする必要なく稼いでいけるからです。 

いや、むしろ資金繰りという概念すらないと言っても過言ではありません。 

というのも、 
無在庫販売なので在庫を抱える必要がないのはもちろん、 

「お客さんのお金を充てにして商品の仕入れができる」 

からなんです。 

だから資金繰りという概念すら存在しません。 

どういう事かというと、 
あなたが無在庫ネットショップを運営する際、 

「注文が入る→お客さんから入金をもらう→商品を仕入れる→発送」 

という流れで仕入れを行っていけば、 
完全に”お客さんのお金で”仕入れを行う事ができという事です。 

ネットショップの方にも、 
「入金確認後に海外から仕入れます」という旨をあらかじめ明記しておけば、 
トラブルにも発展しません。 

ですから無在庫ネットショップは、 
あなたの自己資金にすら一切手をつける事もなく、 
注文が入れば入った分だけ、上限なくお金を稼いでいく事ができます。 



そのため、たとえ借金まみれで資金ゼロだとしても、 
それがハンデにすらならないんですね。 

ただ、そういうお話をすると、 

『でも、いくらお客さんから先に入金があるといっても、クレジットカードで仕入れをす
るなら、そのカードの与信枠が少なければ、結局仕入れができる量は限られますよね？』 

なんて質問を頂く時もありますが、 
全くもってそんな事は「ない」んです。 

なぜなら、「VISAデビットカード」という、 
口座に入っているお金でカード決済できるカードを使えばいいからです。 

その場合、与信枠というものがありません。 

お金を持っていればその分だけ、いくらでも決済する事ができるんですね。 

そのため、「VISAデビットカード」を使って仕入れをする事で、 
お客さんから先に入金してもらったお金を充てにカード決済ができるわけですから、 
ご自身の「クレジットカードの与信枠」も、そもそも気にする必要がありません。 

ですから、無在庫ネットショップは正真正銘、 
注文があった分だけ上限なく稼いでいく事ができるというわけです。 

そしてこんな真似ができるのは、 
あらゆる転売手法の中でも、無在庫ネットショップだけです。 

BUYMA（バイマ）あたりも「無在庫販売」は可能ですが、 
バイマの場合はたとえ在庫を抱えていなくても、 



お客さんから注文が入ったら、まずは先に仕入れを行う必要がありますからね。 

つまり、BUYMAの場合、 
仕入れ費用を先に”立て替える”必要があるわけですから、 
どうしてもそれに見合った資金を用意しておかなければなりません。 

そうなると、稼げる金額というのも、 
手持ちの資金量に左右されてきますから、 
資金がないというのはその時点でハンデになってしまうんですよね。 

しかし、資金がないという事がハンデにすらならず、 
持っている資金量に関係なく売上を伸ばせる唯一の手法が、 
無在庫ネットショップなんです。 

私もこの手法でここまでこうして這い上がってきました。 

というのも、 
この手紙を読んでくださっているあなたはもうご存知かもしれませんが、 
私は借金まみれで、クレカすら作れない状態で輸入転売を始めたんです。 

それでも、ビジネス開始から1年で月収200万円を稼ぎ出す事ができたのは、 
他でもなく「無在庫ネットショップ」に取り組んだからです。 

それこそ、無在庫ネットショップ以外の通常の転売で月収200万円を稼ごうと思ったら、 
500万円～600万円の手持ち資金が必要と言われていますからね。 

借金まみれでクレカも作れず、 
100円のパンすら買うのを躊躇するほど困窮していた私が、 
そんな大金を用意できるわけないですから。（笑） 

そういった意味でも、 
どんな境遇にいる人にでも平等にチャンスが分け与えられるのが 



この無在庫ネットショップだという事です。 

ネットショップはアカウント停止リスクもない 

少し前のお話に戻りますが、 
ネットショップは「仕組み化」ができるビジネスだからこそ、 
通常の転売とは違って、”資産”になりうるというお話をしました。 

しかし、ネットショップが資産と言えるのは、 
何も、仕組み化しやすいだけが理由なのではなく、 

「アカウント停止リスクがない」 

という理由もあったりします。 

ヤフオクやアマゾン、バイマなど、 
どんなプラットフォームを使って転売するにしろ、 
アカウントが凍結したり、 
停止してしまうリスクは避けられないものです。 

こちらがいくらルールを遵守していても、 
何かしらの拍子にアカウントが停止になってしまったり、 
そういった不慮のトラブルを何度も見てきました。 

せっかく積み上げた信頼や出品者評価なども、 
プラットフォーム側のひょっとした都合で 
一気に「ゼロ」になってしまう事もあるわけです。 



やっとの思いで200万円や300万円といった金額を稼げるまでになったのに、 
アカウントにトラブルがあって 
翌日から一気に売上がゼロになってしまった・・・。 

そんな可能性すらあるという事ですね。 

売上がゼロという事は、 
入金がありませんので、資金状況によっては 

「倒産」 

という事態に発展する事もあります。 

そうなると、 
ビジネスうんぬんの前に、 

「人生の危機」 

でもあるわけですから、 
そもそもプラットフォームに依存した転売はかなり危険だと言えます。 

売上を上げれば上げるほど、 
それが奪われた時の反動も大きくなりますからね。 

プラットフォームでの普通の転売は、 
常にそのようなリスクとも隣り合わせなんです。 

しかし、ネットショップであればそんな心配も不要です。 



ネットショップは、 
言わば「自分の庭」で商売をするようなものですから、 
基本的にアカウントが停止するといった事態は起こりません。 

なので、安心してビジネスをしていく事ができますし、 
そういった「崩れ落ちるリスク」がないからこそ、 
本当の意味での「資産」と言えると思います。 

いくらお金を生んでくれる仕組みを作ったところで、 
それがすぐに崩れ落ちる可能性のあるものなら、 
「資産」とは呼びづらいですよね？ 

だからこそ、 
ネットショップは「資産」と呼ぶにふさわしいものですし、 
ぜひ「売れるネットショップ」を構築する事で、 
あなたが本当の資産を手に入れ、 
何にも怯える事のない自由な生活を手にしていって欲しいのです。 

「ネットショップは難しい」という真っ赤な”嘘”。

「ネットショップは難しい・・・」 

そんな、 
私からすると「耳を疑いたくなるようなデマ」が 
この業界には流れているみたいです。 

そのデマのせいで、 
ネットショップに挑戦するのを最初から諦めてしまう人も 
少なくないと聞きます。 



やはり、人間というのはどうしても 
難しいものを避けたがる傾向にありますからね。 

まあ、だからと言って、 
そのように「他人がネットショップに取り組まない」という事については 
私は何も気にしていません。 

他人の事なんで、 

「まあ、別に。」 

という感じなのが正直なところです。 

赤の他人がネットショップを難しいと勘違いして、 
それが理由でネットショップに取り組まずに、 
その人が将来得られるだったであろう、 

「資産がお金を生み出し続けてくれる最高の人生」 

をみすみす逃してしまう事も、 
ハッキリ言って私には関係ないんです。 

私自身が幸せであれば、 
ぶっちゃけ他人の事はどうでもいいとさえ思っています。 

しかし・・・ 

しかしです。 



私のブログの読者さんや、メルマガ読者さん、 
さらには私から教材を購入してくださった方などの、 
いわゆる、 

「私の事を信じてくださる方」 

においては、 
話は180度変わってきます。 

そういった人は、 
私にとっては赤の他人ではなく、 
むしろ「友達」のようなものだとさえ思っています。 

ですので、 
このような形でこの手紙を読んでくれている「あなた」を含めた、 
そういった人たちには、 

「ネットショップは難しいというデマを真に受けて、目の前に広がる無限のチャンスを逃
がすような真似はして欲しくない」 

と、私は本気で思っているんです。 

だからこそ、こうして出会えたあなたには、 
ぜひネットショップという最高の資産を作り出し、 
お金に困る事のない最高の人生を送ってもらいたいと考えています。 

しかし、いくら私がそんな考えのもと、 

「ネットショップをやりましょう！」 



と伝えたところで、 

「でも、どうすればいいの？」 

と、あなたが思ってしまうのも無理もないと思い、 
こうしてこの企画をついに立ち上げる事にしました。 

ハッキリ言ってネットショップは簡単です。 

ネットショップって、本当に簡単です。 

実際、パソコンの「パ」の字も知らなかったようなコンサル生も、 
私の指導のもとでネットショップに挑戦し、 
あれよあれよと稼げるようになっていったケースも、 
一人や二人だけではありませんからね。 

どうやら、 
ネットショップを難しく捉えている人の大半が、 

「集客が難しい」 

と考えている傾向にありますが、 
これはコツさえ掴めば全く難しい事はありません。 

まあ、普段からヤフオクやアマゾンをされている人にとっては、 
「集客」という作業自体がまず”無縁”なので、 
やはり、どうしてもそこに抵抗を感じてしまうみたいなんですね。 



確かにその気持ちは分かります。 

私も最初はそう思っていましたから。 

ただ、やった事がない事を「難しい」と感じるのは、 
ある意味当たり前だと思いませんか？ 

ネットショップうんぬんの前に、 
やった事がない事って何でも難しく感じるはずです。 

自転車を覚える時だってそうだったのではないでしょうか。 

それでも、 
自転車も練習していくうちに 
気づけば当たり前に乗れるようになっていったと思います。 

ですから、どんなものにしても、 
最初は難しくても一度それを覚えてしまえば、 

「なんだ、こんな簡単な事か」 

と思うはずなんです。 

これはネットショップでも全く同じで、 
ネットショップは集客という慣れない作業があるから難しく感じるだけなんです。 

ですから、その集客を覚えてしまえば、どうってことありません。 

ただ、ネットショップの情報を発信している人がこの業界では少ないため、 



どうしてもその「正しいノウハウ」を勉強しにくいのが現実です。 

そのため、そのあたりのノウハウがブラックボックスになっていて、 
その現実が余計にネットショップを難しく感じさせているのもまた事実です。 

それに、 
転売に比べると、ネットショップは結果が出るまでに時間がかかりますから、 
どうしても結果が出る前に諦めてしまう人も多いみたいで、 
そういった現実が「ネットショップ＝難しい」というイメージに 
拍車をかけてしまっているのだと思います。 

まあ、それはそのノウハウ自体が間違っているが為に、 
余計に時間がかかっているという事もあると思いますので、 
正しいノウハウを学べばその時間は一気に短縮できるはずです。 

つまりあなたが、 

・最短で結果を出せる正しいノウハウ 

・結果が出るまで続ける環境 

この２つを手に入れることができれば、 
ネットショップで稼げないという事は、 
まず「ない」はずです。 

そしてその２つを、 
業界でも類を見ないほどの最高レベルで提供していくのが、 
私がこれから詳細をお伝えしていくこのネットショップの共作企画になります。 

ちなみにこの企画の詳細は後ほどしっかりとご説明していきますが、 
それに先立って伝えておきたい内容がまだありますので、 
まずはこのまま手紙を読み進めてもらえればと思います。 



ところで、ゆのきちさん。 
さっきから偉そうに語ってますけど、 

本当にネットショップで稼いでいるんですか？

もしかすると、 
あなたは今そんな事を思っているかもしれません。 

まあ、確かに口だけなら何とでも言えますから、 

「本当に稼いでんのかよ？」 

なんて思われたとしても、不思議ではないと思います。 

実際、この業界には「稼いでるアピール」だけしておいて、 
蓋を開ければ全然稼いでいないってケースもザラにありますからね。（汗） 

ただ、そんな連中と一緒にされるのもちょっと困りものなので、 
このタイミングで私が稼いでいる証拠的なものをお見せしたいと思います。 

次のページをご覧ください。 



 

↑↑《ショップA：2017年1月度売上：170万7600円》 



 

↑↑《ショップB：2017年1月度売上：242万4700円》 



 

↑↑《ショップC：2017年1月度売上：125万3600円》 



 

↑↑《ショップD：2017年1月度売上：216万1000円》 

上記が、私が運営している４店舗のそれぞれの売上実績になります。 

4店舗とも運営は外注さんに任せていますので、 
本当に何もしなくても私の口座にはお金が振り込まれる状態です。 



私が運営するショップの利益率は50%~60％くらいなので、 
この売上総額である700万円超の金額の、 
約半分の金額が私の一ヶ月の利益だと思っていただいて結構です。 

（※そこから外注さんへの人件費を引く事になりますが、それでも300万円ほどはお金が手元に残る計算です。） 

ちなみに、私はこのような月商100万円や200万円を超えるネットショップの仕組みを 
1ショップあたり、それぞれ半年もかからずに作り上げる事ができます。 

というより、 
”実際に”どのショップも、今の仕組みづくりを半年以内で終えていますからね。 

そしてこのくらいのレベルであれば、 
ハッキリ言って誰でも実現可能なんです。 

もちろん、「あなたにも」です。 

というのも、 
ネットショップってざっくり言ってしまうと、 

商品選定→ショップ構築→集客→販売 

たったこれだけのステップを踏んでいくだけですから、 
このステップのそれぞれにおいて、 
「最適なノウハウ」を知っていれば、 
あとはそれをコツコツと実践するだけだからです。 

だからあなたもそのノウハウを知っていれば、 
私と同じように短期間で、 
大きな売上を生み出す「資産」となるネットショップを構築できるわけです。 

そしてそれを実現させていくために、 



私の全てをあなたに叩きこんでいくのが、 
この企画の狙いになります。 

ちなみに、 
どんな商品をネットショップで扱おうと、 
売上を上げていくためのノウハウは基本的に一緒です。 

商品は違っても、 
ネットショップで成功する方法は結局同じなわけですね。 

ですから、 
そのノウハウを一度自分のものにしてしまえば、 
複数のショップにそのノウハウを活かし、 
いくつもの収入源を自由自在に作り出していく事が可能になってきます。 

つまり、 
あなたはネットショップを増やせば増やすほど 
上限なく収入は上がっていくという計算になります。 

私などは、月収1000万円とか2000万円といった大きな収入を得るよりも、 
今みたいに月収200万円~300万円前後の収入で「まったり」とビジネスをしたいので、 
そこまで収入を拡大していこうとは思っていません。 

しかし、もしあなたが望むなら、 
私の伝授していくノウハウを使って店舗数を増やしていく事で、 
さらに大きな収入を手にできる可能性さえあるんです。 

そしてそんなノウハウの全てをあなたに染み込ませながら、 
共に「バカ売れネットショップ」を作り上げていこうと思っています。 



ネットショップ共作企画の全貌について 

という事で、 
このネットショップの共作企画の全貌についてお話をしたいと思います。 

ちなみにこの企画は、巷の高額塾みたいに、 
テキストやらDVDなどの教材を一方的に渡して、 

「はい、どうぞ」 

で終わってしまうような、 
価格に見合わないような薄っぺらいものではありません。 

文字通り、あなたとともに「バカ売れネットショップ」を 

「共作」 

していくという趣旨ものですから、 
それに見合った内容の企画になっています。 

そして、今回のこの企画の名前を、 
その「共作」という意図を反映した、 

ネットショップ・サクセス・コラボレーション（略称：NSC） 

と命名しました。 



ネットショップを成功（サクセス）させるために、 
私とあなたでコラボレーション（共作）していきましょうという意味合いです。 

という事で、ここからはこの企画を 
「NSC」と呼んでいきますね。 

ちなみにNSCの期間は、 
プランによって変わりますが、 
6ヶ月~12ヶ月の期間の中で、ネットショップを共作していく事になります。 

（※プランの詳細は後でじっくりと説明します。） 

では、その「NSC」がどんなものかというと、 
まずこのNSCでは、 
あなたと一緒にネットショップを共作していくために、 
以下の５つの体制が敷いています。 

（体制１）　ネットショップの商材選定ミーティング 

（体制２）　ネットショップ構築の技術サポート 

（体制３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 

（体制４）　ネットショップの添削指導 

（体制５）　外注化（自動化）戦略の継承 

これらを順番にご説明していきますね。 



（体制１）　ネットショップの商材選定ミーティング 

これは文字通り、 
ネットショップで扱っていく商材（商品）を、 
私の指導のもとで選定していきます。 

ネットショップで成功するためには、 
もちろん戦略などの「マーケティング」も大切ですが、 
それと同じくらい、もしくはそれ以上に重要なのが 

「商材選定」 

です。 

この商材選定でミスしてしまうと、 
どんなに優れた戦略で販売していこうと 
成功が難しくなってきます。 

なぜなら、 
どれだけ素敵でカッコいいネットショップを作ろうが、 
お客さんが「欲しい」と思う商品を扱わない限り 
そのショップから売上が上がる事がないからです。 

なので、ネットショップの成功は 
商材選定で半分くらい決まってくると言っても過言ではありません。 

商材選定で失敗して、 
「売れない商材」でショップを構築してしまうと、 
いつまで経っても売上が上がらず、 
ショップ構築にかけた時間や費用が 
全て”無駄”になってしまう可能性すらあるんです。 



それを避けるためにも、 
今まで幾多のショップを成功に導いてきたこの私の経験や知識を 
最大限に活用して欲しいと思います。 

転売で売れるモノとネットショップで売れるモノって、 
実は微妙に違ってきたりしますから、 
あなたの転売の経験だけでネットショップの商材選定をするのは 
あまりにも危険なのです。 

最初でミスしてしまうと 
それがずっと尾を引いてしまいますからね。 

だからこそ、この商材選定ミーティングを活用してください。 

ちなみにこのミーティングは、 
直接私とお会いして、もしくはスカイプを通して実施します。 

私の培ってきたもの全てを総動員してあなたにアドバイスし、 
あなたの意見も最大限に尊重しながら 
最も成功に適した商材を一緒に決めていきたいと思います。 

（体制２）　ネットショップ構築の技術サポート 

ネットショップをイチから構築していくにあたり、 
特に慣れないうちだと、 
つまづく部分って少なからずあると思います。 

やはり、経験のない事に挑戦するわけですから、 
苦労が伴うのは当然といえば当然ですからね。 



ただ、その構築につまづいているようでは 
いつまでたってもそのショップから売上が生まれる事もありません。 

だからこそ、 
その厄介な「構築」というフェーズを最短で抜け出して欲しいと思い、 
そのために必要なサポート環境をご用意しました。 

具体的には、 

・構築用マニュアルの提供 

・構築に関する技術的指導（スカイプ&メール） 

この2つのサポート環境を用意しているので、 
「ネットショップが作れません」というあなたの悩みを完全に解決します。 

このNSCに参加した以上は、 
必ずネットショップを作り上げてもらいますし、 
そのために徹底的に技術面からサポートしていきます。 

（体制３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 

ネットショップで成功するためには 
先ほどもお伝えしたように「商材選定」も大切ですが、 
「マーケティング」も決して欠かす事のできない要素になります。 
なぜなら、 
全く同じ商材で同じネットショップを作っても、 
マーケティング次第で売上が2倍も3倍も変わってくるというのは、 
ザラにあり得る事だからです。 



そのため、ネットショップで爆発的な売上を出していくために必要な 
マーケティング戦略の全てをあなたに伝授し、 
あなたのショップ用にカスタマイズしたマーケティングアドバイスを行います。 

具体的には、 

　・検索エンジン集客のための最適なSEOキーワード選定とは？ 
　（このキーワード選定がズレていると、そもそもその商品を求めていない”的外れ”なお客さんが集まってきてしまう
事にもなります。それでは売れるものも売れませんから、それを避けるために最適な集客用キーワードの選定をアドバ
イスしていきます。） 

　・売上と利益を最大化させるための顧客のセグメンテーションとターゲティング
とは？ 
　（専門用語で申し訳ありませんが、しっかりと顧客のセグメンテーションやターゲティングをしていかないと、買う
気のないお客さんにそのショップをアピールしてしまう事になります。そうならないための、最善のセグメンテーショ
ンとターゲティングの方法を教えます。） 

　・ショップに一貫性を持たせ、絶大的な信頼を得るためのショップコンセプトの
プランニング。 
　（コンセプト次第で売上は大きく変わります。コンセプトがブレブレのショップだと、コアなファンも集まりません
からね。コアなファンこそが、そのショップにお金をたくさん落としてくれるお客さんでもあり、そもそもそういった
ファンは、そのショップのコンセプトが魅力的だからこそ、そこになびいて集まってくるものだからです。そういうわ
けで、私が今までの経験を総動員し、あなたのショップの商品やあなたの性格などを考慮した上で、的確なショップコ
ンセプトを打ち出し、プランニングしていきます。） 

　・信者のような顧客をわんさか集めるためのペルソナ設定とは？ 
　（ペルソナとは、いわば、そのショップにとっての理想のお客さん像の事です。理想のお客さんとは、具体的には、
そのショップで扱う商品に対して、最もお金を払ってくれる見込みのある人の事。つまり、ペルソナ設定とは、理想の
お客さんを明確に設定して、そのお客さんに好かれるようなショップにしてきましょうという事です。そうすれば、金
払いの良い理想的なお客さんがどんどん訪れるショップを作る事が可能になります。そして、そのペルソナ設定のすべ
ての戦略をあなたに伝授します。） 



　・ライバルショップに圧倒的な差をつけるUSP（ユニーク・セリング・プロポジ
ション）の設定。 
　（USPというのは、そのショップの最大のウリの事です。このUSPをどう打ち出すかで、あなたが競合ショップに埋
もれるか、そこから抜きんでる事ができるかが決まります。なぜなら、このUSPがショボければ、何の特徴もないショッ
プになってしまうからです。つまり、USPがショボいと、わざわざあなたのショップから買う理由が生まれないんです
ね。あなたのショップじゃなくて、他のショップから買うという選択肢もお客さんにはあるわけですからね。なので、
そんなUSPを設定していても、あなたのショップは埋もれてしまう事になるので、それを避けるためにも、圧倒的なUSP
を設定する必要が有ります。そしてそのUSP設定の方法をあなたに叩き込んでいきます。） 

　・最も成約率を高めるための購入動線の作り方とは？ 
　（購入動線というのは、お客さんが購入に至るまでのショップ内での道筋の事です。コンビニで言えば、”どこにレ
ジを設置して、どこにどんな商品を置いて、どういうルートで店内を巡回してもらえるか？”というのが、この購入動線
に当たります。そしてこの購入動線次第で、お客さんの取る行動もガラっと変わってしまいますから、購入動線をいか
に最適に作るかが、売上を大きく左右します。その作り方というのを、あなたにこの企画でしっかりと伝授しますか
ら、あなたのショップの売上アップに役立ててください。） 

　・あなたのショップにすっかり”依存”してしまい、あなたのショップからの買い
物をやめられないような「中毒者」さえ現れてしまうような、圧倒的なリピーター
戦略とは？ 
　（ネットショップで成功するための秘訣は、”いかにリピーターを作るか？”という事です。なぜなら、リピーターが
増えれば増えるほど、ショップの売上が安定するからです。そして、そのリピーターを作っていくための、圧倒的な戦
略を特別にあなたに教えます。ぜひ、あなたのショップの「買い物中毒者」を存分に増やしていってください。笑） 

　・わずか数分で、成約率をググッと向上させる、いとも簡単な方法とは？ 
　（売上というのは、「アクセス数×成約率×商品単価」の掛け算で決まりますから、この成約率を2倍にすれば、売上
もそのまま2倍になります。そしてこの成約率を2倍にする事って、実はとある部分を改善するだけで、いとも簡単に達
成する事もできたりするんです。その改善すべき”とある部分”をお教えするとともに、その最適な改善方法を示して、
あなたのショップの売上アップにつなげていきます。） 



　・ショップに訪問したお客さんを狙い通りに行動させ、売上をアップさせていくための
「色使い」戦略とは？ 
　（実は、ネットショップの各ページの色使い次第で、そこからお客さんが行動するかが変わってしまいます。色使い
次第では、お客さんの購買意欲を高める事もできれば、意図した部分にお役さんの注目をググっと集める事が可能な反
面、時にはお客さんの購買意欲を下げ、買う気を失せさせてしまう場合もあります。ですので、この”色使い”というの
は、諸刃の剣でもあるんですね。そんな色使いでの失敗を避け、お客さんをあなたの狙い通りに行動させるための色使
い戦略を、あなたのショップを実際に確認しながらアドバイスしていきますので、ぜひ売上アップにお役立てくださ
い。） 

※上記は、ほんの一部です。 

このように、他にもまだまだありますが、 
私がこういった要素をあなたのショップ用に特別に”オーダーメイド”し、 
マーケティングアドバイスをしていきます。 

このようなアドバイスができるのも、 
私が複数のショップを実際に運営して 
数え切れないほどのトライ&エラーを繰り返してきた経験があるからです。 

机上の空論ではなく、 
実際に”現場”で売上アップに役立ったノウハウだけをあなたにお伝えしますので、 
あなたのショップの売上増加につながる事は間違いないはずです。 

ちなみに私はこういったマーケティングのノウハウを確立させるために、 
総額200万円以上を勉強代やセミナー代につぎ込んできました。 

さらにネットショップを始めてから今に至るまで、 
常に現場で最前線に立ってこういったノウハウの実践を繰り返してきています。 

そんな莫大な費用と手間を重ねて確立された、 
まさに切れば血が噴き出すようなマーケティングノウハウを 
あなたは一瞬で手に入れる事ができるわけです。 



しかも、こういったノウハウをアドバイスしていく際は、 
ただ一方的にテキスト教材のようなものをお渡しするのではありません。 

あなたとスカイプもしくは対面した上で、 
あなたのショップ商材やあなたのスキルに、 
最も適したものにオーダーメイドした上でアドバイスします。 

ですので、 
このマーケティング戦略のアドバイスが”ある”か”ない”かで、 
あなたのショップの売上には雲泥の差が生まれるはずです。 

ぜひ、この機会に、 
私と一緒に戦略を練りながら、 
バカ売れネットショップを一緒に作っていきましょう。 

（体制４）　ネットショップの添削指導 

これは、私があなたのショップを1ヶ月に1度チェックし、 
「バカ売れネットショップ」へのベクトルがズレていないかを確認し、 
改善点を指摘していきます。 

というのも、 
ネットショップというのは、 
本当に些細な事で売上が変わってくるものだからです。 

ショップの導線やレイアウト、 
デザインから配色やメッセージなど、 
ちょっとした部分が”ズレ”てしまうだけで、 
本来得られるべきだった売上をロスしてしまうという事はよくあります。 



そして、そういった部分がズレたままショップを構築していっても、 
売れるネットショップとは程遠いショップになってしまいます。 

それに、ベクトルがズレたままショップを運営していても、 
本来得られるずっと利益を垂れ流し続けている事になりますから、 
非常にもったいないですよね。 

それを避けるためにも、 
１ヶ月に１回のペースであなたのショップを拝見し、 
売上や利益を最大化するための「添削」を実施していくわけです。 

また、添削の際は、ただ単に改善点を指摘するだけでなく、 

・なぜ、ここを改善すべきなのか？ 

・どのようにそこを改善していくべきなのか？ 

という事も併せて説明していきますので、 
改善のための具体的なアクションを起こしていく事ができます。 

また、添削の際は改善点と一緒に、 
その時点において最もふさわしい「今後の方向性」をアドバイスしますから、 
改善点とそのアドバイスを踏まえる事で、 
ショップ成功のための最も合理的な改善をする事が可能になります。 

そんな添削を月に1度のペースで実施していきますので、 
あなたのショップが成功の道からそれてしまう事は、まずないはずです。 

ちなみに添削形式としては、 
対面もしくはスカイプのどちらかで行っていきます。 
ぜひ、私からの添削を有効に活用していってください。 



（体制５）　外注化（自動化）戦略の継承 

売れるネットショップを作った後に重要なのが、 
ネットショップを自動化させる事です。 

なぜなら、 
ショップの運営を自動化させる事で、 
あなたは真の意味での「現金を生んでくれる仕組み」を手に入れられるからです。 

まあ、売れるネットショップを所有しているだけでも、 
そのショップからは利益がどんどん確定していくわけですから、 
収入的には非常に潤います。 

しかし、できる事ならば、 
完全に「手放し」でもお金が入ってくる方が理想的ですよね？ 

というより、むしろそのように「手放し」で収入が入ってこない事には、 
「資産」を所有してるなんて言えませんからね。 

そして、そのために必要になってくるのが、 
運営を外注化させる事なのです。 

あなたが一度、売れるネットショップを作り上げてしまい、 
あとはその運営を外注に任せる事ができれば、 
ほぼ「不労所得」に近い構図が出来上がります。 

そして、それを一つだけでなく、 
ショップを複数作って、それぞれを外注化させていけば、 
あなたは望むだけの収入を「手放し」で得られる事になっていくのです。 



そのため、 
あなたが「資産」を手に入れ、 
時間的にも経済的にも真の自由を手に入れていくならば、 

売れるネットショップ　&　外注化（自動化） 

というのは、セットになってくるとお考えください。 

で、私が今まで培ってきた経験やスキルを総動員し、 
あなたが最もスムーズにショップ運営を外注化していけるよう、 
その全てのノウハウを継承します。 

外注さんの探し方から、 
外注さんを選ぶ際のポイント、 
さらには、外注さんを育成していく方法など、 
あらゆる私のノウハウをあなたに染み込ませます。 

売れるネットショップを作っていくのと同じくらい、 
この「外注化」も一筋縄ではいかない部分があるので、 
そこもあなたが時間をかけて試行錯誤する必要はないんです。 

私のノウハウを活用して、 
一瞬で自動化の仕組みを作り上げていってもらえればと思います。 

そしてさらに、あなたには５つの”環境”が与えられます。

ここまでで、このNSCの全貌を明かしてきましたが、 
さらにあなたのために用意しているのが、 
以下の５つの環境です。 



環境１：コンサル期間中の無期限メールサポート 

環境２：コンサル期間中の無期限スカイプサポート 

環境３：バカ売れネットショップにするためのショップテンプレートを無料提供 

環境４：ゆのきち専属のWEBデザイナー紹介 

環境５：ゆのきちが商品発送を依頼している物流会社の特別紹介 

NSCに参加したあなたは、 
この環境を手に入れる事ができます。 

では、こちらも一つずつ補足していきたいと思います。 

環境１：コンサル期間中の無期限メールサポート 

コンサル期間中、 
何回でも私にメールで相談できます。 

窓口も24時間オープンしていますので、 
好きなだけ、気が済むだけ不明点を相談してきてください。 

私に事故などのトラブルがない限り、 
原則24時間以内に返信します。 

（※メーカーとの商談などで海外出張している場合は、少しだけ返信が遅くなる可能性もあります。） 

遠慮なく、どんどんメールを送ってもらればと思います。 



私も一切手を抜く事なく返信する事をお約束します。 

環境２：コンサル期間中の無期限スカイプサポート 

メールサポートと同様、 
コンサル期間中はスカイプでの相談も 
回数無制限で受け付けます。 

私もコンサル生さんを複数抱えていますので、 
スカイプ日程が24時間365日空いているわけではありませんが、 
ご希望の日時を３点ほど提示いただければ、その中で調整して対応します。 

メールだけで解決できなさそうな問題や、 
リアルタイムで質疑応答をして問題を解決していきたい場合など、 
遠慮なくこのスカイプサポートを使い倒してください。 

あなたの不明点や問題を必ず解決します。 

環境３：バカ売れネットショップにするためのショップテ
ンプレートを無料提供 

私がネットショップで使っている「ショップテンプレート」を 
あなたに無料で提供します。 



ショップテンプレートとは、 
要するにショップの「ひな形」の事ですね。 

その「ひな形」をネットショップに適用する事で、 
あなたはたちまち、 
月に何百万円と稼ぐ私のショップと全く同じ環境を手に入れる事ができるわけです。 

ちなみに、このテンプレートは 
私がデザイナーと度重なる打ち合わせを経て、 
10万円以上かけて作ってもらったものになります。 

そんなテンプレートを 
NSCに参加されたあなたには、 
完全に無料で提供しようと思います。 

なお、このテンプレートは、 
成約率やユーザービリティを 
極限まで計算し尽くしたデザインやレイアウトで構成。 

ですので、あなたのショップをこのテンプレートに置き換えるだけで、 
大幅な売上アップが望めると考えています。 

というのも、 
私がこのショップテンプレートを利用し始めたとたん、 
売上が一気に1.8倍ほど上昇したという実績が実際にあるんですね。 

テンプレをひょこっと変えただけで、 
ほぼ2倍の売上アップなわけですから、 

「そんなのあるわけないでしょ！」 



と思うかもしれませんが、 
これは紛れもなく事実なんです。 

そもそもの話で、 
ネットショップの売上って、 
デザインやレイアウトで大きく変わってくるものなんですよね。 

例えば、 
全く同じようなデザインと品質の洋服が、 
かたやブランド店では、その5倍や10倍の値段で売られている事ってありますよね？ 

で、そういった洋服を実際に大枚を叩いて買う人が存在するわけですよ。 

それっていうのは、 
もちろんそのブランドの信用というのもあるかもしれませんが、 
そのお店の「雰囲気」や「コンセプト」がそうさせている部分もあるんです。 

そのオシャレなブランド店で買い物をし、 
そのブランドのショッピングバッグにその洋服を入れて持ち帰る私。 

そんな「私」を味わうための料金も含めて 
その高額な値段になっているわけで、 
だからこそ高くてもそのお店から買うんです。 

そしてこれは、 
ネットショップでも同様の事が起こります。 

やはり、ダサいネットショップで買うよりも 
綺麗でオシャレで洗練されたネットショップで購入したいと考えているお客さんは 
結構多い傾向にあるんです。 



だからこそ、 
ネットショップのデザインやレイアウトを最適化するだけで、 
売上というのは大きく変わってくるんですね。 

そして、それを実現するために、 
最もふさわしいショップテンプレートというのを、 
あなたに無料で提供します。 

私の場合はこのテンプレートに差し替える事で売上が1.8倍になりましたが、 
あなたがショップで扱う商品によっては、 
それ以上の売上アップが望める可能性もあると思います。 

ちなみに、このテンプレートは、 
私も利用している「カラーミーショップ」というネットショップサービスにおいて 
使用できるテンプレートとなります。 

カラーミーショップ以外でもネットショップ構築は可能ですが、 
コスパ（月々900円~）や機能性を考えると、 
やはりカラーミーショップが一番おすすめです。 

だからこそ、 
私はこうしてカラーミーショップを推奨していますし、 
提供するショップテンプレートもカラーミーショップのものとしています。 

ぜひ、このテンプレートを活用して、 
私と同じ環境でバカ売れネットショップを構築していってください。 



環境４：ゆのきち専属のWEBデザイナー紹介 

私のショップをいつも丁寧にデザインしてくれて、 
なおかつ非常に腕の立つ、WEBデザイナーをご紹介します。 

私がこうしてネットショップでバンバン商品を売る事ができているのも、 
多少はこのデザイナーさんの支援が関係していると思っています。 

小さなデザイン修正なども臨機応変に対応してくれますし、 
簡単なデザインであれば数千円程度から請け負ってくれたりと、 
良い意味で値段に見合わないデザイナーさんでもあります。（笑） 

まあ、私がお渡しするショップテンプレートでショップを作ってもらえれば、 
それだけでもデザイン的にはプロっぽく作れるのは確かです。 

（※そのテンプレートも、元はと言えばこのデザイナーさんに作ってもらいましたからね。） 

ただ、どうしてもこだわりたい部分などがあれば、 
このデザイナーさんに相談する事で、 
最高のクオリティのものが出来上がると思います。 

そんなデザイナーさんに相談できる環境を 
あなたに提供しますから、 
ショップのデザイン面では怖いもの知らずです。 

なお、このような優秀なデザイナーをイチから探そうとすると、 
かなり手間も時間もかかると思います。 

しかも、そういったデザイナーに必ずしも巡り会えるとは限りませんからね。 



しかし、NSCに参加されたあなたであれば、 
そんな人脈の開拓に労力をかける必要は一切ないんです。 

私があなたにデザイナーを紹介しますから、 
思う存分この環境を利用して欲しいと思います。 

（※デザイナーの利用は必須ではありませんし、 
必要なければ特にコンタクトを取って頂く必要もありません。 
ただ、デザインなどで困った事などあれば、 
いつでも一瞬で相談できる環境が手に入るという事です。） 

環境５：ゆのきちが商品発送を依頼している物流会社の特別紹介 

この環境をご提供するかどうかは、 
正直かなり悩みました。 

というのも、 
この物流会社は、私が商品発送で非常にお世話になっている会社だからです。 

ですので、 
そういった恩義のある会社を、 
無作為に他人に紹介するのは、正直怖いんですよね。 

あまりにも適当な方を紹介してしまうと、 
その物流会社に迷惑をかけてしまう可能性があるからです。 

ちょっと不謹慎な例えかもしれませんが、 
こうして人に物流会社をご紹介するというのは、 
私の中では、 



「彼女募集中の、私の友達に、私の知り合いの女性を紹介してあげる」 

という感じに近いです。（笑） 

その友達や女性に対する面子もありますから、 
中途半端な感じで紹介はできないという事です。 

ただ、この物流会社は私の自動化戦略の「要（かなめ）」のような存在であり、 
この物流会社を活用すれば、 
商品発送に関する全ての業務を完全に自動化できるのは事実です。 

ですから、あなたもこの環境を利用する事で、 
ショップの発送業務に関して言えば、 
完全に「手放し」が実現するのは間違いないはず。 

それならば、 

「その環境をご紹介しないのは、せっかくNSCに参加してくれたあなたにとっての、ある
種の”裏切り”になってしまうのではないか？」 

という考えに至り、 
こうしてあなたにその物流会社を紹介する事にしました。 

NSCに参加するだけの「本気度」がある人なら、 
きっと紹介に”値”する人のはずだと思ったからです。 

それに、こうしてご紹介をする事で、 
あなたがイチから業者を選定していく労力や手間を完全にカットできるわけですから、 
そういった意味でも、かなり価値のある提案だと思います。 



商品発送を自動化していくためには、 
こうした「業者」の利用が必要になってくるものですが、 
どうしてもその”選定”って難しいものなんですよね。 

なぜなら、私たちが運営するような「無在庫型」のネットショップは、 
「在庫型」のショップに比べて、 
発送の業務自体が複雑になってくるからです。 

つまり、物流会社にとっても、 
私たちのような「無在庫ネットショップ」の発送業務の委託は、 
ハッキリ言って「複雑案件」でしかないんですね。 

ですから、 
そもそも発送業務を委託できなかったり、 
委託できたとしても、 
現実的ではない費用をふっかけられたりする可能性もあります。 

そんな中で物流会社をイチから選定していくのは、 
非常に骨の折れる作業になってくると思うので、 
ここはもう、私の紹介する物流会社をそのまま活用していってもらうのが 
最も賢い選択だと思います。 

ただ、繰り返しますが、 
ご紹介する物流会社は私が非常にお世話になっている会社で、 
絶対に迷惑をかけたくないと思っています。 

ですので、あまりにもマナーのなっていない非常識な人だったり、 
礼儀も知らないような人の場合、 
物流会社を紹介できない事もあります。 

（※まあ、このNSCの価値を感じてくれるような人であれば、 
まずそんな事はないと思いますが。） 



その部分だけ、ぜひご留意いただきたいと思います。 

とはいえ、 
できるだけあなたにもこの環境を利用して欲しいと思い、 
こうしてこの企画で物流会社をご紹介することにしました。 

ぜひ、ご活用ください。 

あなたのために、３つのプランを用意しました。 
お好きなものをお選びください。 

ここまでのお話で、 
このNSCで用意している、 
「５つの体制」と「５つの環境」について説明してきました。 

あとは、あなたにサクっと参加してもらうだけなのですが、 
人によってそれぞれ目指すものも違ってくると思うので、 
今回は以下の３つのプランを用意しています。 

プラン１：オンラインプラン 

プラン２：NSCプラン 

プラン３：スペシャルNSCプラン 

料金などは後ほどお伝えしますので、まずはその概要を説明していきます 



プラン１：オンラインプラン 

サポート期間：6ヶ月 
対面指導：不可 
成果保証：なし 

《このプランで利用できる体制と環境》 

（体制１）　ネットショップの商材選定ミーティング 
（体制２）　ネットショップ構築の技術サポート 
（体制３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 
（体制４）　ネットショップの添削指導 
環境１：コンサル期間中の無期限メールサポート 
環境２：コンサル期間中の無期限スカイプサポート 
環境３：バカ売れネットショップにするためのショップテンプレートを無料提供 
環境４：ゆのきち専属のWEBデザイナー紹介 

このオンラインプランは、 
基本的にスカイプやメールなどの「オンライン」を通じて、 
あなたと一緒にネットショップを作っていくプランです。 

オンラインでサポートしていくという特性上、 
「外注戦略の継承」と「物流会社の紹介」はできかねますが、 
それ以外は全てをご提供していきます。 



プラン２：NSCプラン 

サポート期間：6ヶ月 
対面指導：計6回（一回につき、最大2時間ほどを目安に） 
目標：月利30万円以上を安定して稼げるショップ構築（年に換算すると360万円） 
成果保証：あり 

《このプランで利用できる体制と環境》 

（体制１）　ネットショップの商材選定ミーティング 
（体制２）　ネットショップ構築の技術サポート 
（体制３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 
（体制４）　ネットショップの添削指導 
（体制５）　外注化（自動化）戦略の継承 
環境１：コンサル期間中の無期限メールサポート 
環境２：コンサル期間中の無期限スカイプサポート 
環境３：バカ売れネットショップにするためのショップテンプレートを無料提供 
環境４：ゆのきち専属のWEBデザイナー紹介 
環境５：ゆのきちが商品発送を依頼している物流会社の特別紹介 

このNSCプランでは、 
ゆのきちが実際にあなたにお会いして指導し、 
あなたの目の前で共にショップ共作をしていきます。 

対面指導の日程は別途調整させていただきますが、 
期間中、６回もの対面指導が可能です。 

対面して指導する内容は、 
あなたのその時の進捗の度合いやスキルに合わせて 
最も適したものに毎回カスタマイズします。 

どのタイミングで対面指導するかは 
また別途調整していきますし、完全に任意ですが、 
特に対面指導を活用いただきたいのが、 



（体制１）　ネットショップの商材選定ミーティング 
（体制３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 

これらの場面です。 

やはり、何度かお伝えしているように、 
ネットショップは「商材選定」と「マーケティング」で 
成功するかどうかが８割９割決まってくるからです。 

そんな重要な場面においては、 
特にこの「対面」というメリットを活かし、 
気が済むまで私に直接相談してください。 

私が持つ全てを総動員し、最高のアドバイスを目の前で差し上げます。 

また、後ほど詳細はお伝えしますが、 
このプランには成果保証も付いておりますので、 
絶対にあなたの「損」がないようになっています。 

プラン３：スペシャルNSCプラン 

サポート期間：12ヶ月 
対面指導：計12回 
目標：月利70万円以上を安定して稼げるショップ構築（年に換算すると840万円） 
成果保証：あり 

《このプランで利用できる体制と環境》 

（体制１）　ネットショップの商材選定ミーティング 
（体制２）　ネットショップ構築の技術サポート 



（体制３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 
（体制４）　ネットショップの添削指導 
（体制５）　外注化（自動化）戦略の継承 
環境１：コンサル期間中の無期限メールサポート 
環境２：コンサル期間中の無期限スカイプサポート 
環境３：バカ売れネットショップにするためのショップテンプレートを無料提供 
環境４：ゆのきち専属のWEBデザイナー紹介 
環境５：ゆのきちが商品発送を依頼している物流会社の特別紹介 

《スペシャル特典》 
私の運営するネットショップの開示（戦略など、丸パクリOK） 

この「スペシャルNSCプラン」は、 
この企画の中で最もハイクラスなプランになります。 

12ヶ月という期間を私と共に歩み、 
売れるネットショップという資産を着実に作り上げていきます。 

このプランに参加されたあなたは、 
サポート期間が終了した後も、 
あなたが望むなら私のビジネスパートナーとして 
一緒にビジネスをしていく事も可能です。 

また、私と気が向いたときにメール一本でディナーに行ったり、 
共に海外出張や海外旅行に行く事ができるなど、 
よりディープなお付き合いができるので、 
私と深く接したい願望があるのなら（笑）、 
このプランがおすすめです。 

なお、このプランでは、 
私の運営しているネットショップのURLをお伝えしますので、 
私のやっている事や戦略など 
全てそのまま丸パクリしてくださって構いません。 



すでに成功しているショップを参照しながら、 
あなたは自身のショップ構築を進めていけるわけですから、 
稼げるようになるまでのスピードが格段にアップするのは 
言うまでもないと思います。 

各プランの料金について 

それでは気になる各プランの料金についてお話していきます。 

ちなみに、先にこういった料金の相場をお伝えしておくと、 
対面ありの一般的なコンサルティングの場合、 
だいたい3ヶ月で50万円ほどです。 

なので、この相場から判断すると、単純計算で 

NSCプラン（６ヶ月間）→100万円 
スペシャルNSCプラン（12ヶ月間）→200万円 

という、料金設定にするのが無難かと思います。 

ですが、この企画はそもそも、 

・NSCプラン→年間360万円ベースの収入を生み出す”資産” 
・スペシャルNSCプラン→年間840万円ベースの収入を生み出す”資産” 



を得る事を目標にショップ構築していくものなので、 
それを考えたら、 
例えもっと高い料金設定にしても問題ないのではないかとも思うんですね。 

というのも、これを1年ではなく、 
２年３年というスパンで考えたとすると、 

NSCプラン→2年で720万円、3年で1080万円 
スペシャルNSCプラン→2年で1680万円、3年で2520万円 

という見返りを手にしていく事も可能な計算になってくるので、 
正直な話、いっそのこと仮に相場の料金を２倍にして、 

NSCプラン→200万円 
スペシャルNSCプラン→400万円 

という料金設定にしたとしても、 
全然安いくらいだとさえ思っているんです。 

なぜなら、投資的な観点で言うならば、 

「200万円を支払って、3年後に1080万円のリターン」 

「400万円を支払って、3年後に2520万円のリターン」 

があるのであれば、 
これはもう、その選択肢としては大正解と言えるからです。 

このくらいのリターンを見込んでいく事のできる投資案件なんて、 
どこを探してもまず見当たらないと思います。 



まあ、今回のNSCという企画は投資案件とかではありませんが、 
いずれにしても、 

「200万円を支払って、3年後に1080万円のリターン」 

「400万円を支払って、3年後に2520万円のリターン」 

というような、 
非常に大きなリターンを見込んでいく事もできるわけですから、 
たとえ、相場の２倍くらいに料金を設定しても決して高くはないです。 

むしろ、それでも安すぎるくらいだとさえ思います。 

しかしです。 

そうは言っても、200万円や400万円といった金額を 
おいそれと用意できる人って、そんなに多くないはずです。 

というより、そんな大金をポンと出せるくらいにリッチなら、 
そもそも私のブログやメルマガなんて、 
読む事すらなかったでしょうからね。（笑） 

なので、200万円や400万円を支払いさえすれば、 
いくらその何倍ものリターンを見込めるからと言っても、 
そのような料金設定がふさわしいかというと、 
決してそんな事はないと思います。 

そのため、やはり今回のこの企画の料金設定としては、 
相場から単純計算した、 



NSCプラン（６ヶ月間）→100万円 
スペシャルNSCプラン（12ヶ月間）→200万円 

が無難なのではないかと考えたわけです。 

ただし、あくまでもこの企画の趣旨は、 
たとえネットショップを難しいと感じている人でも、 
私との共作をきっかけに資産となるショップを構築していくもの。 

そのため、その参加のハードルが高くなってしまっては、 
この企画の目的を果たせないと思ったんです。 

100万円や200万円も、 
一般常識から考えれば普通に「高い」ですからね。 

それがどんなに、価格以上の優れたサービスだったとしても、 
100万円や200万円を単体で見てしまうと、 
やっぱり高いと感じるのが常識的な感覚だと思います。 

なので、意欲さえあれば誰でも参加できて、 
なおかつ、誰が見ても納得出来る金額設定にする事にしました。 

そんな事もあって、この際、 

「月に30万円を生み出すショップを作っていくコースなら30万円。 
月に70万円を生み出すショップを作っていくコースなら70万円。 
それさえ支払ってもらえば問題ない。」 

という判断に至ったので、 



NSCプラン：30万円 
スペシャルNSCプラン：70万円 

この金額設定でいく事にしました。 

男に二言はありません。 

あなたが、この企画をきっかけにし、 
1年や2年で1000万円や2000万円の収入をもたらす資産を作り上げようとも、 
私があなたから頂くのはこの金額”だけ”です。 

なお、対面のないオンラインプランは、 
NSCプランと同じ期間サポートしたしても、 
それよりは安くて当然なので、その半額の、 

15万円 

とします。 

よって、３つのプランの金額をまとめると、 

オンラインプラン：15万円 
NSCプラン：30万円 
スペシャルNSCプラン：70万円 



です。 

『え！？得られる結果を考えたら、それ安すぎじゃないですか！？』 

というツッコミは全てスルーします。（笑） 

一度決めたこの金額を貫きます。 

ぜひ、あなたの現状に合わせたプランをお選びください。 

成果保障について 

NSCプランと、スペシャルNSCプランには、 
それぞれ成果保障が付いています。 

この成果保障は、 
最低でもあなたが参加費の２倍の金額を稼ぐ事を保証するものです。 

「NSCプラン（参加費30万円）→累計利益60万円の保証」 

「スペシャルNSCプラン（参加費70万円）→累計利益140万円の保証」 

という内容です。 



具体的にご説明すると、 
例えば「NSCプラン」の場合、 
サポート期間である6ヶ月を経過した時点で、 
万が一、共作したネットショップから累計で60万円を稼げていなければ、 

累計利益が60万円を超えるまで、永久サポート。（サポート期間の延長） 

という保証がなされます。 

つまり、あなたは参加費用の2倍の金額を稼ぐ事ができるまで、 
私からのサポートを受け続けることができるんです。 

なので、あなたは絶対に損をしないようになっているんですね。 

また、「スペシャルNSCプラン」の保障も同様です。 

サポート期間である12ヶ月を経過した時点で、 
万が一、共作したネットショップから累計で140万円を稼げていなければ、 

累計利益が140万円を超えるまで、永久サポート。（サポート期間の延長） 

という保証がなされます。 

このような保障が付いているのであれば、 
あなたが損をする事は絶対にないと言えますよね。 

まあ、そもそもの話で、 
「NSCは月利で30万円を目指すプラン」ですし、 
「スペシャルNSCは月利で70万円を目指すプラン」なので、 



さすがにその期間内に参加費用すら回収する事ができないのは、 
ちょっと考えにくいです。 

しかし、どんなビジネスでも100％というものは存在しません。 

そこに0.1%でも不確定な要素が潜んでいるのなら、 
その部分を「100%カバーできる保証」を用意してお迎えする事が、 
せっかくこの企画に参加してくれるあなたへの”誠意”だと思いました。 

ここまで手厚い保証を用意しているコンサル企画は、 
他を探してもまず見当たらないと思いますので、 
そういった意味でも、ぜひふるってご参加いただければと思います。 

ただ、正直なところ、 
あまりにも不誠実な方とお付き合いしていくのは個人的に嫌なので、 
故意にサポート期間を延長し、 
2年も3年もダラダラと確信犯的にNSCに参加し続けるような真似はご遠慮ください。 

例えば、こちらからのアドバイスも全く実行せず、 
いつまでも行動せずにNSCの椅子に座り続けるような人は、 
こちらから願い下げという事です。 

そのため、1日でも早く成功を掴んでいきたいと考えている、 
積極的な人のご参加をお待ちしています。 

そういった積極的な人がNSCに参加されて、 
それでも万が一結果を出す事ができなければ、 
それは他でもなく私の方に問題があるという事です。 

そのような場合であれば、 
あなたが稼げるまでサポートしていく事をお約束します。 



もし、この資産（ネットショップ）から得られる収入を、 
”生涯収入”に換算したら・・・。 

ネットショップというのはその性質上、 
運営期間が長くなればなるほど、検索エンジンからの評価が上がり、 
検索エンジンに上位表示されやすくなります。 

そして、それに伴ってショップへの１日あたりのアクセス数も増えていきます。 

つまり、運営期間が長くなるにつれ、 
その収入も右肩上がりになっていく傾向にあるんですね。 

そのため、 
一度でも月利30万円や60万円といった仕組みを構築できれば、 
このNSCが終了した後も、 
その作り上げた仕組みが収入を生み続けるのはもちろん、 
その収入が更に伸びていく事さえ”あり得る”わけです。 

まあ、”あり得る”というよりも、 
あなたがショップ運営を辞めさえしなければ、 
収入が増加していくのは、ほぼほぼ間違いないと思います。 

先ほどもお伝えしたように、 
運営期間が経つほどアクセス数が増えるのもそうですが、 
何よりあなた自身にもどんどん運営ノウハウが蓄積されていくからです。 

なので、そう考えたときに、 
私と一緒に作り上げたショップがあなたにもたらす「生涯収入」というのは、 
それはもう、恐ろしい程に大きな金額にさえなっていく事もあります。 



仮に10年に渡ってネットショップを運営していったなら、 
1億・・・いや、それ以上のお金をあなたにもたらす可能性すらあるんです。 

というのも、例えばですが、 
あなたがこのNSCで月利30万円の収入を生むショップを作ったとしますよね？ 

そして、NSCが終了した後も、 
私があなたに叩き込んだノウハウを活かしながら、 
あなた自身にも蓄積されていくノウハウを掛け合わせていけば、 
そのショップがいずれ、月に100万円や200万円の収入を生めるようになっていくのも、 
可能性としては大いにあると思います。 

実際、私のとあるショップは、 
それ以上の収入を生み続けていますし、 
そのノウハウをあなたに叩き込むわけですから、 
あなたもそこまでたどり着ける可能性は十分にありますからね。 

そして、そのくらいのショップにまで成長させる事ができれば、 
そのショップがあなたにもたらす「生涯収入」は、 
大げさでもなんでもなく「億」の世界なわけです。 

しかも、今お話ししたのは、たった「1ショップ」がもたらす収入です。 

この手紙の前半の方でもお伝えしましたが、 
ネットショップで稼いでいくノウハウは、 
基本的にどんな商材を扱っていても共通しています。 

ですので、あなたはこのNSCで学んだノウハウを利用して、 
３店舗でも４店舗でも、好きなだけその”仕組み”を作り上げていく事もできるわけです。 



たった1つの仕組みでも、 
「億」以上の生涯収入をあなたにもたらしていく事にもなるわけですから、 
それが３つ、４つと増えていくとしたら・・・。 

と、ここからの想像はお任せします。（笑） 

まあ、いずれにしても、 
このNSCで学んでいけるノウハウというのは、 
そのくらいあなたにとってインパクトのある内容だという事です。 

こうした仕組みを作り上げていくノウハウを一度あなたのものにしたら、 
あなたはもう、食うに困る事はないどころか、 
人生そのものを変えてしまうほどの”富”すら手にしていく事もできます。 

あなたが人生を大きく変えて、 
真の自由を手にしていきたいなら、 
ぜひこのNSCに飛び込んできて欲しいと思います。 

それでは、このNSCの内容をまとめます。 

これまでの内容をまとめたいと思います。 

まず、各プランの料金ですが、 

オンラインプラン：15万円（税抜き） 
NSCプラン：30万円（税抜き） 
スペシャルNSCプラン：70万円（税抜き） 



となっています。 

そして、それぞれの詳細に関しては、 
以下をご参照ください。 

１、オンラインプラン 

サポート期間：6ヶ月 
対面指導：不可 
成果保証：なし 
参加費用：15万円（税抜き） 

《このプランで利用できる体制と環境》 

（体制１）　ネットショップの商材選定ミーティング 
（体制２）　ネットショップ構築の技術サポート 
（体制３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 
（体制４）　ネットショップの添削指導 
環境１：コンサル期間中の無期限メールサポート 
環境２：コンサル期間中の無期限スカイプサポート 
環境３：バカ売れネットショップにするためのショップテンプレートを無料提供 
環境４：ゆのきち専属のWEBデザイナー紹介 

２、NSCプラン 

サポート期間：6ヶ月 
対面指導：計6回（一回につき、最大2時間ほどを目安に） 
目標：月利30万円以上を安定して稼げるショップ構築（年に換算すると360万円） 
成果保証：あり（累計利益60万円保障） 
参加費用：30万円（税抜き） 



《このプランで利用できる体制と環境》 

（体制１）　ネットショップの商材選定ミーティング 
（体制２）　ネットショップ構築の技術サポート 
（体制３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 
（体制４）　ネットショップの添削指導 
（体制５）　外注化（自動化）戦略の継承 
環境１：コンサル期間中の無期限メールサポート 
環境２：コンサル期間中の無期限スカイプサポート 
環境３：バカ売れネットショップにするためのショップテンプレートを無料提供 
環境４：ゆのきち専属のWEBデザイナー紹介 
環境５：ゆのきちが商品発送を依頼している物流会社の特別紹介 

３、スペシャルNSCプラン 

サポート期間：12ヶ月 
対面指導：計12回 
目標：月利70万円以上を安定して稼げるショップ構築（年に換算すると840万円） 
成果保証：あり（累計利益140万円保障） 
参加費：70万円（税抜き） 

《このプランで利用できる体制と環境》 

（その１）　ネットショップの商材選定ミーティング 
（その２）　ネットショップ構築の技術サポート 
（その３）　”バカ売れ”マーケティング戦略のアドバイス 



（その４）　ネットショップの添削指導 
（その５）　外注化（自動化）戦略の継承 

環境１：コンサル期間中の無期限メールサポート 
環境２：コンサル期間中の無期限スカイプサポート 
環境３：バカ売れネットショップにするためのショップテンプレートを無料提供 
環境４：ゆのきち専属のWEBデザイナー紹介 
環境５：ゆのきちが商品発送を依頼している物流会社の特別紹介 

《スペシャル特典》 
私の運営するネットショップの開示（戦略など、丸パクリOK） 

以上がこのNSCの内容です。 

あなたが働かなくても、 
あなたの代わりにお金を生み出してくれる資産を手に入れて、 
真の意味で人生をエンジョイしたいなら、 
まさにこのNSCは「最高の手段」だと思います。 

あなたが私を信じて飛び込んできてくれるなら、 
私が全力であなたを引き上げていくことをお約束します。 

あなたのNSCへのご参加お待ちしております！ 

＜オンラインプランお申し込みフォームはこちら＞ 
（参加費用15万円） 

＜NSCプランお申し込みフォームはこちら＞ 
（参加費用30万円　累計利益60万円保証付き） 

＜スペシャルNSCプランお申し込みフォームはこちら＞ 
（参加費用70万円　累計利益140万円保証付き） 

https://maroon-ex.jp/fx38806/wXlbUY
https://maroon-ex.jp/fx38806/oozQPo
https://maroon-ex.jp/fx38806/lG5xW9


よくあるQ&A 
ここまでの説明で、 
今回の企画の全てをお話しさせてもらいました。 

ビジネスセンスのあるあなたなら、 
この企画がいかに、あなたの人生に大きな変革をもたらすか、 
すでにご理解頂けているのではないでしょうか？ 

しかしながら、 
どんなにそこに可能性を感じていたしても、 
未知の世界に飛び込む時というのは、 
不安がつきものだと思います。 

そこで、そんなあなたの不安を解消するためにも、 
よくいただくご質問を以下にQ&A形式でまとめていますので、 
こちらも参考にしてみてください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.この企画は、いつまで申し込みを受け付けていますか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

A.特に申し込み期限は設けていません。 

「○○日までの限定募集です！」 

というような、 
読み手を煽る（あおる）ような募集の仕方はあまり好きではありませんし、 



もし期間を区切って募集してしまうと、 
それこそ焦りを感じた読者さんが次々と申し込んできてしまう事になり、 
短期間で参加者が増えてしまう事になり兼ねないからです。 

そうなると、私のサポートが体制がカツカツになり、 
参加者全員を稼がせる事が難しくなってしまいますから、 
そのような期間を区切った募集はしない方向にしました。 

「いつでも必ず参加できます！」 

という確約まではできませんが、 
そのつもりで申し込み窓口は開けておく予定です。 

しかし、今後もし参加者様が増えすぎてしまい、 
私のサポートが限界だと感じたら、 
その時点で、申し込みを打ち切りに可能性ももちろんあります。 

ただ、今あなたがこの手紙を読めているのであれば、 
まだこの企画の参加窓口は開いているという事なので、 
そこはどうぞご安心ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.ネットショップの経験がないんですが、 
それでもNSCには参加可能ですか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

A.はい、もちろん参加可能です。 

むしろ、未経験者こそ積極的に参加して欲しいと思います。 

なぜなら、そういった人でも、 
難なくネットショップを作り上げられるような環境を提供するのが、 
この企画の趣旨だからです。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.すでにネットショップを運営しています。 
新しいネットショップを作る予定はなく、 
現在のショップの売上を伸ばしたいと思っていますが、 
そのような方向性で参加しても、指導はして頂けますか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

A.はい、もちろんです。 

そのような場合、 
既存のそのネットショップのマーケティング戦略を徹底的にコンサルし、 
あなたの売上アップに全力を尽くします。 

実際、そのような方向性でこの企画に参加されている人もいますので、 
そのあたりはご安心ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.ゆのきちさんと会う事はできるんですか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

A.はい、NSCプラン及びスペシャルNSCプランであれば、 
私の対面指導も含まれていますので、 
直接お会いする事ができます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.対面指導は、どこで行いますか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

A.東京都内を予定しています。 



東京都内に構えている私のオフィス、 
もしくは雰囲気の良いカフェなどで実施します。 

なお、その際の交通費などはご自身でご負担ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.追加費用を支払えば、途中からプラン変更は可能ですか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

たとえ追加費用をお支払い頂いたとしても、 
途中でのプラン変更はお断りさせて頂いております。 

そのため、プランは慎重にお選びいただければと思います。 

もし、どうしてもプランを決められないようなら、 
そのアドバイスも無料でしますので、 
info@net-jiyu.com　までお気軽にご相談ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.ネットショップを開いても、集客できるかが不安です・・・ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

A.それを、「集客できるようにする」のが、 
私の仕事であり役目です。 

ですので、あなたがネットショップを作っていく過程で、 

「中々お客さんが集まらないな・・」 

と感じたのであれば、 
その瞬間にスグにでもスカイプやメールで相談してきてください。 

あなたのショップをくまなくチェックし、 

mailto:info@net-jiyu.com


お客さんが集まらない原因や、その改善点を洗い出し、 
今後のアクションプランを策定しながら、 
最適なアドバイスをしていきます。 

”売れるネットショップ”になるまでサポートしますから、 
そこは私を是非信用して欲しいと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.ネットショップ以外のノウハウは教えてくれますか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

A.ご質問いただければ、ネットショップ以外でも、 
私の持っているノウハウは全て伝授する事は可能です。 

しかし、せっかくならば、 
ネットショップという”資産”を最短で構築していく為にも、 
ネットショップのノウハウをメインに吸収される事をおすすめします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Q.お支払い方法は、どんなものがありますか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

A.銀行振込とクレジットカード払いの２種類をご用意しています。 

なお、どちらの支払い方法も、基本的には一括のみの受付です。 

私の方では分割払いの受付ができかねますので、 
もし分割払いをご希望でしたら、 
一旦クレジットカードで一括払いをしていただき、 
その上でご自身でクレジットカード会社へ電話し、 
分割への変更をしてください。 

そのような形であれば、 
分割で支払っていくことが可能になります。 



-追伸- 

このNSCに参加する、参加しないは、 
もう本当にあなたの気持ち次第です。 

この企画の参加費用など、 
意欲があれば誰でも払える金額だと思いますし、 
この企画から見込めるリターンを考えれば、 
本当に微々たるものだと思うからです。 

なので、 
あなたが自分の人生に変革を起こし、 
今までの自分の生活を180度変えたいと思うなら、 
この企画でぜひ一緒に頑張っていきませんか？ 

あなたがお金と時間を手に入れて、 
晴れて自由の身になれたら、 
一緒に海外旅行に行ってみたり、 
綺麗なビーチで一緒にお酒でも飲みながらのんびりしてみたり、 
そんな時間を共有するのもまた楽しいと思います。 

そして、私はそんな仲間を増やす為にも、 
全力であなたを引き上げる事をお約束します。 

たった一つの決断が、人生そのものを大きく変えることになる。 

そんなケースを私は今まで多く見てきました。 

あなたが今から半年後や１年後・・・。 



どんな家に住んで、 
どんな時間に起きて、 
どんな仲間と共に、 
どんな事をして暮らしているか。 

それは、他でもなく、 
あなた自身の決断によって決まっていくものだと思います。 

もし、この企画に関して不明点や聞きたい事などあれば、 
どんな些細なことでも構いませんので、 

info@net-jiyu.com 

までお気軽にご相談ください。 

それでは、ぜひこのNSCを通して、 
一緒にバカ売れネットショップを構築し、 
最高の人生を手に入れてきましょう！ 

＜オンラインプランお申し込みフォームはこちら＞ 
（参加費用15万円） 

＜NSCプランお申し込みフォームはこちら＞ 
（参加費用30万円　累計利益60万円保証付き） 

＜スペシャルNSCプランお申し込みフォームはこちら＞ 
（参加費用70万円　累計利益140万円保証付き） 

mailto:info@net-jiyu.com
https://maroon-ex.jp/fx38806/wXlbUY
https://maroon-ex.jp/fx38806/oozQPo
https://maroon-ex.jp/fx38806/lG5xW9

