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著作権著作権著作権著作権についてについてについてについて 

� 「eBayから輸入して７週間で３０万円稼ぐ方法」（以下、本書）は著作権法

で保護されている著作物である。 

� 本書の著作権は全て株式会社ヘルスアイおよび船原徹雄に帰属する。 

� 本書の一部または全部において、著作権者に断りなくあらゆる媒体への複製、

また変更、流用、オークションへの出品、転売などの処分行為を行うことを

禁ずる。 

� 本書に掲載されている文章、写真、その他すべての著作物において、著作権

者に断りなく使用、処分することを禁ずる。 

� 上記をはじめ、著作権等関連法規に違反する行為、その他不法行為に該当す

る行為をを行った際は、該当法規に基づき法的手段による解決を行う。 

 

 

使用許諾許可書使用許諾許可書使用許諾許可書使用許諾許可書およびおよびおよびおよび免責事項免責事項免責事項免責事項についてについてについてについて    

� 本契約書をもって、本書を購入者が非独占的に使用する権利を許諾する。 

� 本書に含まれるあらゆる情報において、著作権者の事前の承諾なしにその一

部または全部を第三者に公開することを禁ずる。 

� 本書に含まれるあらゆる情報は、著者船原徹雄の経験、見解に基づいたもの

であり、その使用、実行における責任はすべて購入者に帰すものとする。 

� 著作権者は、本書およびその関連情報において、購入者の事前承認なく、情

報の訂正、更新、見解の訂正を行う権利を有する。 

� 本契約書の規定に違反した場合、著作権者は何の通告もなく本契約書を解除

する権利を有する。 

� 本契約書の解除と同時に、購入者は本書の使用を禁ずる。 



おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます!!!!!!!!    

これから７週間で人生を変えるあなたへ。 

 

おめでとうございます。 

あなたがこの教材を選んでくれたことに感謝すると同時に、 

あなたが（おそらく）最良の選択をしたことにお祝いの言葉を述べ

させていただきます。 

 

そして、あなたとはこれからも末永くお付き合いできることを願っ

ています。私も万能な神ではありませんので、出来ることに限りは

ありますが、あなたが望むことで私に出来ることがあれば・・・ 

全力であなたの成功をサポートしていきます。 

 

まずは、あなたが人生のを変えるために一歩進んだことを喜びまし

ょう。 

 

国際転売マスター 船原徹雄 

  



教材教材教材教材からぜひからぜひからぜひからぜひ学学学学んでんでんでんで欲欲欲欲しいしいしいしい重要重要重要重要なことなことなことなこと    

ひとつ大事なことは、この教材は”お金を稼ぐための教材”ではなく、 

”お金の稼ぎ方を学ぶための教材”であるということです。 

 

この二つの意味は大きく異なります。 

確かに本教材の中には２０万円の商品リストが掲載されていますの

で、このリストをそのまま利用すれば数万円や１０万円以上の利益

を手にすることが可能でしょう。 

 

しかし、この商品リストだけでいつまでも稼ぎ続けることはできま

せん。特にオークションでは相場の移り変わりに敏感な市場です。

これでは、一時的な１０万円の利益しか手に入りません。 

 

私は本教材で、あなた自身の手で利益を生み出す商品を見つける方

法を学んで欲しいのです。教材に書かれている方法は私自身がこれ

らの商品リストを見つけたそのままの方法です。他に特別なサイト

やツテを持っていたわけではありません。ただ教材に書いてある方

法で商品を見つけただけです。 

 

自分で利益を生み出す商品を見つけることが出来れば、毎月毎月１



０万円の利益を手に入れることは夢でもなんでもありません。月収

３０万円程度なら十分にクリアできます。 

 

本教材でお金を稼ぐのではなく、お金の稼ぎ方を学んでもらって、

安定した生活を手に入れてください。 



教材教材教材教材のののの説明説明説明説明    

この教材は、夫の給料削減で窮地に陥った超平凡主婦のマリが、海外オーク

ション転売の達人である船原から教わる「海外オークション間の転売で利益を

あげる方法」についての物語です。 

講義は毎週火曜日の 14 時から、ステップ by ステップで行われます。ですの

で、読者の皆さんも、できれば週に 1 章ぐらいのペースでゆっくりお読みくだ

さい。待ってられない！という方も、船原の言葉をよく理解して、自分の中で

解釈しながら進むといいと思います。 

次のような問いを常に頭に入れて読むと、さらに理解が深まると思います。 

� 今の自分は経済環境の変化にどれくらい対応できる能力があるのか 

� 成功者とその他の人たちとの考え方はどのように違うのか 

� ネットを使った副業で全く稼げなかったとしたら、その原因は何なのか 

� 家にいながら、できるだけ効率的にお金を稼ぐにはどうしたらいいのか 

� 給料以上のお金を副業で稼げるようになった時、どのような心境の変化が

起こるのか 

今までの自分の考えを捨てて、ゼロベース思考で取り組んでください。あな

たもきっと、こちら側の世界へ足を踏み入れることができることを保証します。 



プロローグプロローグプロローグプロローグ    

「はぁ･･･ヤバイよ、本当にヤバイよー。なーんでこうなっちゃったんだろ？」 

マリが、夫の給与明細を見ながらため息をついている。 

マリは現在 29歳。看護師をやっていたが、5年前に結婚を機に退職した。今

は 1 歳半の子どもと夫の 3 人暮らし。どこにでもいる、超平凡な専業主婦であ

る。 

マリの夫は、中堅電機メーカーに勤めるこれまたごく平凡な会社員。年齢は

マリの 4 つ上の 33 歳だが、一応係長という肩書きをもらっている。基本給は

25 万円とこの年齢にしては少なめだが、役職手当、残業手当、家賃補助、家族

手当など手厚い補助もあり、最終的な月収は 38万円ほどだった。 

状況が一変したのは 2009 年に入った頃からだった。2008 年に世界の経済が

なんかおかしくなったらしいということをマリは知っていたが、まさか自分達

にもこんな影響があるなんて思いもよらなかった。 

半年ほど前から、夫の給料が激減したのである。 

マリの夫の会社は、創業以来の巨額赤字に転落。経営陣は自らの報酬を 30%

カットし、従業員にも同様の給料減額を求めたのである。 

マリの夫の場合、残業手当、家賃補助、家族手当がカットされた。役職手当

は何とか残ったが、スズメの涙だ。最終的な月収が 10万円も減ってしまったの



である。この調子では、ボーナスがでるかどうかもわからない･･･ 

「とにかく、あと 8 万はないと本当に赤字だわ。このまま貯金を食いつぶし

て行ったら、1年もしないうちに大変なことになっちゃう。」 

今のままでは家計の赤字は月に 8万円。毎月減っていく貯金があと 50万円く

らいしか残っていないため、計算するとあと 7ヶ月で大変なことになる。 

「とにかく、なんでもいいからバイトでもしなきゃ。でも、子どももいるか

ら長時間のバイトは無理。保育園に預けたりしたら、その分の負担も考えない

と･･･。そうだ、アキに相談してみよう。」 

アキの夫もマリの夫と同じ会社に勤めていて、会社の交流会で知り合った。

アキにも同じ年頃の子どもがいて、ベビーカーもおそろいで買うほどママ友と

しても仲がよかった。 

「アキの家計はどうなっているのか聞いてみよう！」 

マリは一度決めたらすぐに行動を起こさずにはいられない性格だった。アキ

がいるかどうかもわからないのに、電話もせずに、ベビーカーに子どもを乗せ

てアキの家に直行した。 

「ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン」 

こんなに呼び鈴を連打するのは一人しかいないな･･･。アキはちょっと吹き出

しそうになりながら玄関でマリを迎えた。 



「アキ、ちょっと聞いて欲しいことがあるの！」 

「なに？まぁ、とりあえず上がりな。お茶でもだすわ。」 

アキの家は一戸建てだった。そんなに広い家ではないが、シンプルで落ち着

く造りだ。だが、よく見ると、ダンボールが結構目に付く。 

マリはお茶を一口飲むとすぐに、自分の思いを全てぶちまけた。アキは黙っ

て聞いていたが、時々パソコンに向かってはカチャカチャと何か作業をしてい

る。 

「･･･ということなのよ。アキの家はどうなってんの？やっぱり給料下がっ

た？大変なんじゃない？」 

「まぁ、夫の給料は下がったことは確かね。あんたの家と同じくらいかな。

10万くらい。」 

「でしょ！ヤバイよー、本当にヤバイ。」 

ヤバイはマリの口癖だ。ヤバイには 2つの意味があって、GOODの時も BAD

の時もヤバイを連発する。おいしいものを食べたらヤバイ。まずくてもヤバイ。 

今回はもちろん BADのようだ。 

「私は、子育てをしながら副業しているの。だから、別に夫の給料が下がろ

うが、家計に響くことはないわ。」 



マリはそのことをすぐには理解できなかった。なぜなら、アキはいつ行って

も常に家にいるのだ。だからさっきも電話もかけずにやってきたんだけど。 

「副業ったって、アキはずっと家にいるじゃない？」 

「そうよ。だって子育てが大変だもん。家事もしないといけないし、外にな

んか働きにいけないわ。私はインターネットを使って副業をしているの。」 

「インターネットで副業？？」 

マリは全て理解できた気がした。なぜなら、マリも過去にインターネットで

副業をしたことがあったのだ。 

実は、マリは副業と呼ばれるものにのめりこんだことがある。アフィリエイ

ト、FX、株式投資、その他にもブログライターや服飾の内職をやったこともあ

る。 

結果は散々だった。 

アフィリエイトは 1 ヶ月、いろんなホームページやブログを更新し、リンク

を張りまくったが、結局 300円しか儲からなかった。 

FX、株式投資に関しては、始めは相当な利益が出て、利益が 300万円を超え

たこともある。しかし、利益が出れば出るほど気持ちが大きくなって、一度に

投資する金額が大きくなった。そして、金融情勢の悪化から運用成績は悪化。

どんどん下がっていく評価額を損切りもできずに眺めていたら、結局 100 万円

の損失を出してしまった。この損失のことは夫には伝えていない。 



ブログライターや内職は、どれだけがんばっても 1 時間に 500 円くらいしか

稼げず、子育てが大変になるにしたがってお休みしている。 

「なるほど、アキ。インターネットの副業ね。何しているの？アフィリエイ

ト？FX？そんなに儲からないでしょ？」 

「まぁ、アフィリや FXははっきり言って儲からないわね。それはあんたのほ

うが知ってると思うけど？」 

「ヤバイ！アキには私がネットで副業をやってたことを言ってたんだっけ

ー?」 

「はいはい。まぁ、それはおいといて、私が副業でやっているのはオークシ

ョンよ。オークションで稼いでいるの。」 

「オークション？それって、ヤフーとか楽天がやってるやつ？」 

「まぁ、そうね。私はヤフーオークションばっかりだけど。」 

「でも、オークションって、もう儲からないんでしょ？」 

マリの指摘は当たっている。1999 年に開始されたヤフーオークションは 10

年経った今では取扱額が 8000億円以上の超巨大なサービスになっている。 

初期の頃は個人が楽しく商品を出品する場所だった。しかし、今では多くの

企業が進出し、個人で出品したところでほとんど儲けを出すことが出来ないの

だ。 



「ま、論より証拠。この画面を見てみて。」 

そこには、落札された商品がずらりと並んでいた。1日に 5件以上も落札され

ている日もある。落札価格は 1 万円以上のものばかりで、時に 5 万円を超える

ものもある。 

「な、なにこれ？ヤバクない？1ヶ月にどれくらい落札されてるの？」 

「どーだろ。まぁ、平均的に 100万くらいかな。」 

「100万！！！ちょ、ちょっと待ってよ？どういうこと？」 

「まぁ、100万円落札されているって言っても、全部私のお金になるわけじゃ

ないよ。ヤフーに 5.25%の手数料取られるし、仕入れた商品の代金も払わない

といけない。」 

「じゃ、最終的にどれくらい残るの？」 

「そうだなー。大体 30 万前後かな。うまく仕入れが出来たら 40 万くらいい

けそうな気もするけど。」 

マリは絶句した。インターネットを使った副業が、完全に夫の給料を超えて

いるのだ。自分では全く想像の付かない世界の人間が、今まさに目の前にいる。

廊下に並んでいたダンボールはオークションで売っている商品だったことに、

今更ながら気がついた。 

いったいどうやってそんなに稼いでいるのか？その秘密を知るまで、今日は



絶対帰らないぞ！と、マリは思った。 

「アキ！とにかく、どうやるか説明して！私、本当にヤバイの。このままじ

ゃ、半年で家計は破産だわ。マンションも手放さないといけないかもしれない。」 

マリは出産を機に 3LDK のマンションを購入していた。その当時は日本の景

気もよく、マンションの価格もドンドン上がっていたため、早く買わないと買

えなくなるといろんな人に忠告されたのだ。 

3800万円のマンションは自分達にはちょっと高い買い物だったが、確かにど

んどんマンションの価格も上がっていたため、みんなに勧められるままに購入

した。 

頭金 300 万円、35 年ローンで借りたそのマンションの返済額は月に約 10 万

円。ボーナスで 25万円の予定だ。 

そのローンがかなり負担になっている。 

さらに、3800 万円で買ったマンションは、3 年の間にドンドン値下がりし、

同じマンション内の部屋が 2500 万円ほどで中古物件として売られている広告

を見たこともある。 

今、手放してしまったら本当に大損だ。それは絶対に避けないといけない。 

「まぁまぁ、落ち着きなってば。どうやるかって言われても、そんなにすぐ

は出来ないよ。」 



「ダメなの。とにかく、すぐに儲けたいの。しかも、絶対失敗したくない。」 

無茶言うなぁ、とアキは思ったが、その気持ちもわからなくはない。なぜな

ら、アキもほんの 4ヶ月前までは同じ状況だったのだ。 

アキの夫の給料も半年前からドンドン減ってしまい、アキの家計も同じよう

に赤字だった。周りには同じような境遇の家庭が山ほどあった。 

子どもの養育費、家のローン、保険、その他もろもろの出費をどれだけ削っ

ても、赤字は解消できない。自分が副業で収入を得るしかない。 

アキは副業を始めるために死に物狂いで情報を集め、1つの方法にたどり着い

た。 

それがオークションを使った副業なのだ。 

その方法をある人物の下で勉強し、2ヵ月後には 10万円の利益を出すことに

成功した。その次の月にイキナリ 30万円の利益を達成し、現在でもその好調は

続いている。 

「とりあえず、私はまだ初心者みたいなもんだから、あんたに教えることは

無理ね。あと、すぐに儲けたいと思ったら、FXとか株の二の舞よ。あんたは焦

ったらかならず失敗するから。まずは方法を勉強して、段階を踏んで実践する

他ないわね。」 

「わかった。私、絶対焦らないし、本当に頑張って勉強する。だからその方

法を教えてくれる人を紹介して！お願い！」 



アキは人に頼まれたら断れないタイプの人間だったし、そもそもこのマリの

勢いで頼まれたら、どんな人も引き受けてしまうだろう。 



００００週目週目週目週目「「「「出会出会出会出会いいいい」」」」    

「ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン」 

オフィスの玄関に置いてある呼び鈴がけたたましく鳴った。 

やれやれ。ついに来たかな。聞いていた通りの連打ですね。 

「こんにちは。私はマリといいます。アキさんに紹介されてここに来ました。」 

はいはい、聞いてますよ。あなたのことは。まさか電話があった翌日に子ど

もさんを預けてはるばるやって来るなんて、すごい行動力だ。その行動力さえ

あれば、上手くいきそうな気がするよ。 

「先生！私、儲けたいんです。月に 8 万でいいんです。とにかく儲けないと

ヤバイんです。お願いですから儲け方を教えてください。」 

す、すごい。いきなり儲けたいからその方法を教えろだなんて。 

ちょっとセッカチさんっぽいなぁ。やる気があるのはいいんだけど、あまり

急ぎすぎるのはだめだな。 

「こんにちは、私は船原と言います。あなたの望みは十分すぎるほどわかり

ました。本当はいきなり来てもコンサルティングしないんだけど、面白そうだ

から話を聞こうか。」 



面白そうと言ったのは、まんざら嘘でもない。私に相談する人は、大抵は自

分の欲望を隠して、「儲けたい！」とか「楽したい！」とかは言わないもんだ。

話をしていくうちに、隠していた欲望を話してくれるようになる。つまり、稼

ぐとか楽をするということに、なぜか罪悪感を持っている人が多い。 

私は、その気持ちをストレートに表現するマリに興味を持った。こういう人

に儲かる技術を教えたらどうなるんだろうか？ 

マリは、自分の家計が圧迫されていること、子育てが大変で働きに出れない

こと、親友のアキが副業で 30万も儲けていて若干悔しいことなど、全て吐き出

した。 

「なるほど。よくわかりました。では、半年後までに月収 10万以上稼げるよ

うになればいいんですね？」 

「そうです。とにかくそれがギリギリの期限なんです。それ以上かかると、

ヤバイことになっちゃいます。」 

「わかりました。では、私に 7週間ください。7週間で、あなたを月収 30万

円以上稼げるスーパー主婦に変身させてあげるから。」 

「7週間？？そんな短くていいんですか？」 

7週間が短いかどうかは、副業の種類と本人の捉え方による。例えば、アフィ

リエイトで月収 30万円を超える金額を稼ぎ出そうとすると、普通の方法ではど

れだけ頑張っても 1 年はかかる。それどころか、「インターネット白書 2007」



のデータによると、アフィリエイトをしている人で、月に一万円以上稼ぐアフ

ィリエイターは全体の 5.2％しかいない。95%のアフィリエイターは月に 1万円

も儲かっていないことになるのだ。 

FX や株式投資では、30 万円くらいの金額は平気で動く。1 日で 30 万円儲か

ることもあるし、30 万円損することもある。まさにハイリスク・ハイリターン

の副業だ。 

内職で月収 30 万円稼ごうとしたら･･･まぁ、特別なスキルでもない限り無理

かな。 

「ホントはもうちょっと短くてもいける人はいるんだけど、あなたは特別セ

ッカチっぽいから、ちゃんとペースを守って儲ける必要があるね。1 週間に 1

度、私のオフィスに来てください。そのたびに宿題を出すから、それをちゃん

と家でやってくること。私は朝は苦手だし、土日は完全に OFF だから･･･そう

だなぁ、火曜日のお昼 14時からにしよう。子どもさんもお昼寝の時間でちょう

どいいでしょう。あと、先生はやめてください。船原でいいです。」 

「はい！わかりました。必ず来ます。宿題もやります！何でもしますから、

どうかお願いします。私にとっては最後の頼みの綱なんです。」 

「では確認だけど、お家にインターネットにつながったパソコンはあるか

な？」 

「ありますけど･･･3 年前に買った、結構昔のタイプです。ネットは一応ブロ

ードバンドですけど。」 



「パソコンがあるなら大丈夫。そんなにすごいやつじゃなくていいよ。デジ

カメはある？」 

「はい。それは 4年前に買ったもので、さらに古いんですけど。」 

「とりあえず写真が撮れれば大丈夫です。それでは、本日からいきなりレッ

スンを始めるよ。ところでアキさんは、授業料のことについては何か言ってい

たかな？」 

「いや・・・授業料。何も言ってなかったです。」 

「プライベートのコンサルティングは、1時間当たり 10万円の費用を頂いて

います。」 

マリは両手を硬く握り締めている。それはそうだろう。稼いだ後ならともか

く、今のマリに 10万円は大金だ。 

「すみません。10 万円は、・・・さっきも言ったけど、・・・私にはとても無

理です。」 

「もちろん、今じゃなくていい。今回は特別だ。君を使って、私も試したい

ことがあるんだよ。単なる主婦が、7週間でスーパー主婦に変身できるのか。実

験してみたいんだ。」 

「実験って、なんかひどくないですか！？」 

「ごめんごめん。とにかく君は素質がありそうだ。私は君を変身させる自信



があるし、君ももう私を頼るしかないだろう？」 

「まぁ、そうですけど。」 

「では、取引成立だ。かならず稼がせてあげるよ。コンサルティング料金な

んて、簡単に支払えるくらいにね。」 

「そんなくらい稼げたら、たぶん払うと思います。たぶん。」 

「まぁいい。では、今から早速レッスンを始めようか。」 

「イキナリですか？はい。わかりました。ちょっと心の準備が出来ていなか

ったけど、ここまで来たらもうやるしかありません。私、やります！」 

どうやら私のほうもセッカチらしい。 

 



1111 週目週目週目週目「「「「eBayeBayeBayeBay ととととヤフーオークションヤフーオークションヤフーオークションヤフーオークションのののの登録登録登録登録」」」」    

「それでは、まず初めに全ての秘密を話しておきますね。今からあなたに教

える儲けの技術は、ずばり海外オークションと日本のオークションの転売です。

それが全てで、それ以上でもそれ以下でもありません。」 

マリはちょっとポカーんとした顔をしている。理解できなかったのか？それ

ともあまりに簡単に言い切ってしまったのであっけに取られたのか？ 

「海外オークションって、先生。私、英語は高校生までしか勉強してないし、

ってか、高校ではほとんど勉強してないか。英語なんて聞いたり話したりする

ことはできませんよ。」 

「なるほど。実は、私も英語はあまり得意なほうじゃありません。会話なん

てもちろん出来ませんよ。では、マリさんは海外旅行に行って、ショッピング

した経験はありませんか？」 

「え？そりゃー、ありますよ。イタリアに行ったとき、ミラノでグッチのか

ばんを買ったりしたかな。あと、ロンドンでバーバーリーの財布も買ったこと

あります。」 

「なるほど。それはよく出来ました。では、あなたは店の人と英語で会話し

たのかな？」 

「いえ。ほとんど会話はしてません。指をさしたり･･･、値段は書いてあるし、



そもそも日本で見たことあるような商品を買ったから、店の人とお話する必要

はあんまりなかったかな。」 

「お店の人は商品を売ろうとしている。だから、買ってくれる人には優しい

んです。たとえ、お客が英語がしゃべれない人だったとしても、お店の人はな

んとか売ろうと必死なんですよ。」 

マリが海外オークションと聞いたときの反応は、日本人の 99%に当てはまる。

海外オークション→英語→私には無理。この 3 段論法によって、日本人が海外

のインターネットサイトから商品を購入することは極めてまれなのだ。 

しかし、よく考えてみて欲しい。今、どこの観光地に旅行しても、かならず

日本人に片言の日本語で話しかけてくる店員がいる。 

なぜって、日本人はお金をたくさん持っているカモだからだ。それが世界の

共通認識である。事実、日本人が海外旅行に行って現地でショッピングする額

はハンパではない。 

実際に海外に行くとタガが外れたようにバンバン買い物をするのに、なぜイ

ンターネットでは買い物をしないのか？ 

それははっきり言って大いなる謎である。ただ、この謎のおかげで海外オー

クションと国内オークションの転売によって大きな利益を上げることが出来て

いるのは事実だ。 

「とにかく、英語がどれだけ出来ないと言っても、サンキューくらいはわか



るでしょう。とりあえず、それでいいです。英語に関してはそんなに大きな問

題じゃない。海外でショッピングするくらいの気楽な考え方でいいんだよ。」 

「わかりました！じゃ、ミラノに行った気分で頑張ればいいんですね？」 

よくわからない解釈だけど、まぁ正しいのかな。それにしても、すぐに言う

ことを聞いてくれるから、教える側としては助かる。みんながこんなに素直だ

ったら、すぐにでも稼げるんだけど。なかなか今までのやり方や考え方を引き

ずってしまう人も多いからね。 

「では、順を追って説明しますね。海外オークションとは、eBayのことを指

します。国内のオークションはヤフーオークションです。eBayで商品を仕入れ

てヤフーオークションで販売して儲けようっていうのが基本です。ところで

eBayは知ってるかな？」 

「なんか、聞いたことあるけど、実際には見たことがありません。」 

ebay は、アメリカを拠点とし、世界 40 カ国に展開している世界最大のオー

クションサイトだ。その取扱高は年間で 5 兆 4 千億円とヤフーオークションと

比較しても、まさに桁外れの金額である。 

世界中の商品が eBayに集まり、中にはトンでもない価格で売られているもの

もある。 

「まぁ、普通の人は見たことないね。では、私のパソコンを使って、実際に

アクセスしてみよう。URLは、http://www.ebay.com/です。」 



 

 

 

「これが、eBay。ここで商品を仕入れて、日本のヤフーオークションで販売

する。ただそれだけを繰り返すだけで、君は 7週間後に月収 30万円稼げるよう

になっているはずだよ。」 

「なんか、実感わかないけど、船原さんの言うことを信用して、全部言われ

たとおりにやります！」 



「ありがとう。私もその期待に応えられるようにするよ。さて、ではまず eBay

の IDを登録しよう。『New to eBay』の横にある、『Register』をクリックして

ください。」 

 

 

 

「そうすると、eBayの登録画面が出てくる。どんどん入力していこう。」 



 

「『Country or region』まで来たら、『See All Countries』を選択、その後の

ページで『JAPAN』を選択して『Change country or region』をクリックする。

すると、日本専用の住所登録ページに切り替わるはず。」 

 

 



 

 

 



「なんか英語でどきどきするけど、船原さんが何を記入したらいいか教えて

くれるので助かります。」 

「そうだね。きちんと教えてくれる人がいたら、英語が読めるかどうかはあ

んまり重要じゃないよ。それよりは英語の壁を越える勇気が大事。アルファベ

ットをキーボードで打つのはなれないかも知れないけど、そのうち慣れてくる

から大丈夫。メールアドレスは持っているかな？」 

「はい。Gmail とマンションのインターネットプロバイダーが発行してくれ

たアドレスを持っています。」 

「なるほど。Gmailのようなフリーメールアドレスで eBayに登録すると、ま

れにクレジットカードによる認証が必要になることもあるんだ。だから、今回

はプロバイダーが発行したアドレスを登録して下さい。」 

「わかりました。」 

「Gmailは、その後ヤフーオークションを使うときに大活躍するだろうから、

持っていて損はないよ。」 

「そうなんですね。何年か前に友達から招待が来たので、とりあえずアカウ

ントを持ってはいるんですけど、ぜんぜん使ってないんです。では、使えると

きを楽しみにしています。今はまず eBayのアカウント登録ですよね。」 

「そうそう。と、いってももうすぐだけどね。次は IDを決めましょう。」 

 



 

 

「IDは何でも OKです。パスワードは 6文字以上で、当然ですが他人には絶

対知られないように。秘密の質問ですが・・・ 

� What street did you grow up on? (あなたが育った場所)   

� What is your mother's maiden name? (母親の旧姓)   

� What is the name of your first school? (最初の学校の名前)   

� What is your pet's name? (ペットの名前)   

� What is your father's middle name? (父親のミドルネーム)   

� What is your school's mascot? (学校のマスコット)  



となっています。ちょっとアメリカンな質問もありますが、育った場所や母

親の旧姓が一般的でしょう。」 

「じゃ、母親の旧姓で行こうかな･･･maedaっと。誕生日はちゃんと書かなき

ゃダメ？」 

「そうですね。女性に年齢を聞くのは失礼かもしれませんが、サバを読む必

要はありませんよ。とりあえず eBayは 18歳以上でないと参加できませんよ？」 

「やっぱりー女子高生じゃだめですかー？ま、その辺は割り切ってのぞみま

す。」 

女子高生って？！初めての作業だと言うのに、気負いとかはないんですかね

ー？まぁ、この位の気持ちで望んだほうがいい結果が返ってくることには違い

ありませんね。あまり難しく考えすぎないこと、それが重要です。 

「さて、最後にランダムに表示される数字を記入して、『I agree that』にチ

ェックを入れ、Continueをクリックしてください。」 

 



 

「はい、これでほぼ完了ですよ。あっけなさ過ぎましたか？」 

「え、もう終わりなんですか？」 

 



 

「そうですよ？あと、もう一段階、メールをチェックしてクリックするとい

うステップがありますが、これはお家でメールを見てからクリックするだけで

いいですから。」 

「あまりにもあっけなくてびっくりしてるんですけど･･･もっと難しいもの

じゃないんですか？」 

「知ってるかい？今、eBayの落札額のうち、半分はアメリカ以外で行われて

いると言われているんだ。つまり、eBayを使っている人の多くはアメリカ人以

外の人なんだよ。だから、eBay側も、アメリカ人以外の人が使いやすいように

日々努力しているんだよ。」 

「へぇー。eBayって、イメージ的に日本のヤフーオークションと同じような

もんだと思ってました。」 



「ヤフーオークションと圧倒的に違うところは、eBayは国際的であると言う

こと。ヤフーオークションも eBayと提携して、がんばって国際化しようと思っ

ているみたいだけど、99％以上の確率でヤフーオークションが国際化すること

はないね。なぜって、やっぱり日本人は日本人だけのコミュニティーに閉じこ

もっていたいからさ。自分が出品したものを、突然、海外に住んでいる人が落

札したらびっくりするだろう？」 

「ホントですね！いきなり海外に発送しろって言われても困りますよぉ。」 

「それが正常な日本人の反応だよ。とにかく、日本人は海外との取引に極度

のアレルギーがある。今のように説明してもらったら、簡単に乗り越えられる

のにね。とにかく、eBayを見てみようともしない人が多いんだよ。」 

「なるほどー。」 

「さ、そんなことより eBayの登録は終わったよ。あとは、宿題。届いている

メールを見て、『Activate Now』というボタンをクリックしてきて下さい。eBay

に関してはそれだけです。」 

 



 

ふぅ。まず、eBay の登録で 20 分くらいかかりましたね。あと少しで今日は

終わりましょうか。 

「では、次に行きますね。eBayと並んで重要なアカウントがあります。それ

は PayPalというサービス。知ってますか？」 

「残念ながら、全く知りません！」 

「よろしいです。普通の人は知りませんね。PayPalと言うのは、お金をやり

取りするサービスのことです。eBayで何かを売買した際には、代金を支払った

り受け取ったりしないといけませんね。その時には、ほぼ確実に PayPalを使い



ます。」 

「PayPal･･･ペンパルみたいですね。ペン友みたいな。」 

「おそらく、それと掛け合わせてるんでしょうね。私が最初にこのサービス

を見たときは、かなり画期的だと思ったのですが、当初はあまりユーザーがい

ませんでした。ですが、どんどんユーザーが増えてきたんです。eBayの決済サ

ービスに超便利と評判になってね。で、最終的に PayPalは eBayに買収されま

した。」 

「画期的って、何が画期的だったんですか？」 

「PayPalが画期的なのは、メールアドレスを知らせるだけで代金を支払った

り、受け取ったり出来ることです。銀行口座を教えたりする必要はありません。」 

「それは便利そうですね。あと、個人情報的にもよさそう。」 

「クレジットカードでの支払いとも連動しているんだ。かなり便利な決済サ

ービスだよ。ともかく、PayPalに登録しないことには eBayでの支払いをおこ

なうことが出来ない。さあ、では登録するよ。クレジットカードは持ってきて

いるかな？」 

「あ･･･、はい！一応、私名義のポケットカードがあります。」 

「それで十分。では、早速 PayPal にアクセスしよう。URL は

https://www.paypal.com/だ。」 



 

「お！船原さん、日本語じゃないですか！？」 

「そうですね。PayPalは最近、やっと日本語にも対応するようになりました。

ただ、日本人でアカウントを持っている人はかなり少ないです。みんなが IDを

持ってくれれば、こんなに便利なサービスはないんですけど。」 

「メールアドレスだけで送金できるなら、かなり便利なサービスだと思いま

す。」 



「日本ではイーバンクが同じようなサービスを展開しようとしたことがある

ね。あまり広まっていないようだけど。さて、それでは登録しよう。新規登録

をクリックしてくれるかな。」 

 

 

 

「まず、『国または地域』を日本に設定する。これは、日本から登録している

から当然だね。さて、次に言語ですが、今回は日本語ではなく、英語で登録し

てみましょうか。」 

「ええ！？なんでですか？せっかく日本語が出てきたと思ったのにぃ。ひど

いですよ･･･」 

「そこは考えようだよ。やっぱり英語に慣れていかないとだめ。もちろん英

語が出来ないといけないと言ってる訳じゃない。大事なのは、英語に慣れて、

英語を恐れないことなんだよ。それだけで、あなたのスキルはひとりでに上が

っていくはずだ。」 



「なるほどー。分かりました。そういう意味もあったんですね。いじめられ

てるのかと思ってました。」 

「心配しなくても、そんな趣味はないから。では、英語を選んでください。」 

 

 

 

「次に、アカウントの選択です。基本的に Premier で OK。支払いだけする

分には、全く違いはないからね。では、『Get Started』をクリックしよう。」 

 



 

 

「お！船原さん！なんか見たことあるページですね。eBayとおんなじ感じで

す。どんどん記入していきます。」 



「そうだね。やはりグループ会社だけあって似ているところもあるね。ただ、

名前の姓と名の順番が逆だったりするから気をつけよう。最後に『I agree, 

create my account』をクリックしよう。」 

 

 

 

「次はクレジットカードの登録だ。PayPalの決済は、基本的にすべてクレジ

ットカードを通して行われるんだよ。さぁ、持っているポケットカードの情報

を入力しよう。」 

「なんか、オンラインでクレジットカードの情報を入力するのってやだなー。

詐欺とかにあったらどうしよう？」 

「PayPalは支払い金額内であれば、そのほとんどが補償の対象となっている

んだ。だから、心配することは無いでしょう。実際に、私も 1億円以上 PayPal

で支払ってますが、トラブルといったら数件で、それも全部 PayPalが補償して



くれましたよ。」 

「へぇー、PayPalってすごいんですね。じゃぁ、安心して登録しよーっと。」 

「セキュリティーコードというのが出てくるけど、カード裏面署名欄の一番

右端にある 3桁の数字、もしくは AMEX（アメリカンエクスプレス）の場合は

表面のカード番号右上にある 4桁の数字です。最近まで AMEXは登録できなか

ったんだけど、どうやら使用できるようになっているみたいだね。さて、入力

できたら『Continue』をクリックしてください。」 

 

「これで、まずは PayPalの登録完了だよ。あっけないくらいに簡単だろう？」 

「そうですね。eBayのときもそうだったけど、本当にすぐ終わっちゃいまし

た。」 

「やってみれば簡単なものさ。一歩踏み出せば意外と簡単なことは世の中に

結構多いよ。さて、PayPalの IDは登録できたけど、あともう 1つやら無いと

いけないことがあるんだ。それはクレジットカードの認証だ。ドンドン行くよ。」 

「あらー、終わったと思ったらまだあるんですね。これは教えてもらわない

と出来ないや。」 



「きちんとした先生さえいれば、誰でも稼げる機会を見つけられるものさ。

今、稼げてないのは、今まであなたに先生がいなかったからだよ。さ、では『Go 

to My Account』をクリックしてください。」 

 

「これが PayPalの画面だ。もっとも、この画面を見ることは、もうほとんど

ないよ。」 

「え？何でですか？だって、eBay で買ったものは PayPal で支払うんでし

ょ？」 

「そうなんだけど、実は、eBayと PayPalのシステムは完全に統合されてい

るから、実は eBayの画面から PayPalを使って支払いが出来るんだ。言葉で言

うと、ちょっと難しいけど、実際にやればすぐにわかるよ。」 



「へぇー、またもや何かわかりにくいことがあるんですね。」 

「初めてやるときは誰だって戸惑うものさ。さぁ、ではまずカードの認証を

行おう。中央上部にある『Get Verified』をクリックしよう。Verifyとは認証と

言う意味で、先ほど登録したカードが本当にあなたのカードであるかを、PayPal

が確認するプロセスです。この認証作業を行わないと、カードを使って支払う

際に支払額や回数に制限がかかってしまう。まずは、この認証作業をしなけれ

ばいけないよ。」 

「なるほど。やっぱりインターネット上でのカードの不正利用を防止するた

めに、いろいろやってるんですね。」 

「そうだね。PayPalはかなり安全な取引プロセスだと思うけど、それを実現

するためにかなり企業努力をしているみたいだよ。」 

 



「さて、では次の画面で『Save and Continue』をクリックしよう。」 

 

「PayPalが実際にあなたのカードに 200円ほどの小額を請求する。その請求

もとの名前が数字 4桁＋PayPalというようになっている。その 4桁を PayPal

の所定の場所に書き込めば認証完了だ。」 

「なんか、難しそうですね。っていうか、今、請求が来たとしたら、カード

の明細が見れるのって、来月の中ごろくらいになっちゃう。それじゃー、ぜん

ぜん間に合いません！そんなことになったら、かなりヤバイです。どうしよ

う・・・」 

「大丈夫。カードの明細を見なくても、カード会社に電話したら請求元の名

称は必ず教えてくれるから。」 



「そうなんですか？」 

「それがカード会社の仕事だからね。さて、実はすでにあなたのカードには

200円の請求が来ているよ。今すぐは無理だけど、明日か明後日にカード会社に

電話して、4桁の数字を聞き出してください。」 

「PayPal っていうところから請求が来ていると思うんですけど、PayPal の

前についている 4 桁の数字を知りたいんです、って感じで伝えればいいです

か？」 

「完璧だね。私もいつもそんな感じで聞いているよ。ちなみにカードの明細

には、こんな感じで表示される。」 

 

「なるほどー。確かに 4桁ですね。」 

「この 4 桁の数字がわかったら、PayPal に入力だ。PayPal の画面の右にあ

る、『Confirm my debit or credit card』をクリックする。あ、ここから先は宿

題ね。」 



 

「はい。宿題多いなぁ、メモしとかないと」 

 



「次に出てくる画面で、先ほどの 4 桁の数字を入力する。これで認証は完了

だよ。」 

 

「『Status: Verified』となるはず。『認証』という意味だったね。この作業は

家で完了してきて欲しい。」 

「はい、わかりました。たぶん、このくらいなら出来ると思います。」 

ふぅ、これで PayPalの登録も完了したな。eBayから商品を買う準備は整っ

た。次は Yahooを片付けよう。以外に時間がかかって、また 20分も使ってしま

った。まぁ、始めは仕方ないね。 

「よし、次はあなたが商品を販売するところである、ヤフーの IDを登録する

よ。ヤフーの IDは既に持っているかな？」 

「いえ、ヤフーは見るだけで、IDとかは持っていません。」 

「そうか、ではそこから始めよう。私が話すより、ヤフーのサイトを見たほ

うが早いかな。」 



利用登録ナビ(http://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/entry_navi) 

「このナビを見ながら進めていくよ。」 

「はい。今度は日本語だから、いけそうな気がします。」 

「まずは、ヤフーJAPANの IDを登録しよう。『Yahoo! JAPAN IDの取得』

をクリックだ。」 

 

「すると、登録の画面が表れる。」 

 



「おお！日本語です！なんか新鮮。」 

「ま、特に説明することもないだろう。ID は eBay の ID とは別にするよう

に。最近は IDから、その人が何を買ったかや売ったかを簡単に調べることが出

来る。もしライバルに ID を調べられて、こちらのビジネスを真似されたらた

まったもんじゃないからね。」 

「へぇー、そこまで考えないといけないのかー。なんか、『ビジネス』とか言

うと本格的な感じですね。」 

「そうだね。稼ぐとか儲けるとか、そんな次元の話は実はもう既に通り越し

ているんだよ。あなたが目指しているのは『長く稼ぐことの出来るビジネスモ

デルを作る』ことだ。一瞬だけ儲かったり稼いだりできるかもしれないような、

そんな裏技じゃないんだ。」 

「なんか、妙にやる気が沸くと同時に、若干怖くなってきました。今までの

自分が変わってしまいそうで。」 

「もちろんあなたは変わるよ。そして、過去の自分はなんて時間を無駄にし

ていたんだ、と気づくことになる。自分の知らない世界に足を踏み入れるとい

うのは、そんなものさ。」 

あれ？おかしいな。こんな人生の話などするつもりはないんだが。乗せられ

てしまうと言うか、つい導いてあげたくなってしまう。とりあえず、今は講義

に集中しよう。 



「さて、メールアドレスだけど、ここにさっきあなたが言っていた Gmailの

アドレスを入れよう。何も入力しないと、Yahooメールが登録されるんだけど、

Gmailのほうが断然使い勝手がいいからね。」 

「わかりました。入力、入力っと･･･」 

 

「次は、オークションユーザー登録だ。ここはメールアドレスと自己紹介を

記入するだけだから、特別に話はしないよ。自己紹介は、今は空欄か当たり障

りのないことを書いておいてくれ。」 

「え？自己紹介は得意なのにぃ？！」 

それはほっておこう。早くしないと、時間がかかりすぎてるし。 

 

「次はメールアドレスの確認手続きだよ。ここをクリックして、ヤフーから

さっきのアドレスにメールを送ってもらうんだ。そのメールにリンクが貼って

あるから、それをクリックする。それだけで終了だよ。簡単だろ？」 

「そうですね。eBayでもこんなところありました。ちょっと Gmail開いて、

確認してもいいですか？」 

「もちろん、どうぞ。」 



Gmailを確認しているようだ。どんどん進んでいくので気持ちいい。 

「できました！簡単ですね。やっぱり日本語、サイコー！」 

 

「さて、ここからは若干お金が必要になる。必要になると言っても、月額 346

円。それでヤフーのいろいろなサービスを利用できるようになるから、安いと

思ってもらっていいよ。このリンクをクリックして、登録を進めていってくだ

さい。」 

「はい。日本語なら任せとけって感じですよ。」 

 

「最後のセキュリティーキーの登録だけど、これはヤフージャパンのパスワ

ードとは違うからね。あまり入力する機会がなくて、忘れてしまうこともある

かもしれないから、ちゃんとメモっておくように。」 

「わかりました。じゃ、手帳にわからないようにメモしときますね。」 



 

「さて、これで最後だ。PayPalのときと同じように、ヤフーでも認証を行う

必要がある。これは、出品者が本当にその住所にいるかどうかを確かめる作業

で、ヤフーオークションでの詐欺が多数でた 2006年終わりくらいから導入され

ている。」 

「なんか面倒くさそうですね。でも、詐欺とか合うのは怖いんで、ヤフー頑

張れ、って感じです。」 

「実は、そのときに落札の手数料が 3％から 5％に上がったんだ。確認作業の

強化は、その口実とも言われているけどね。ま、詐欺がなくなるのはいいこと

だ。実際に、この作業を導入してから、詐欺は減ったようだしね。」 

「そうなんですね。ヤフーも儲けないと大変ですもんね。」 

と、ここでそんな世間話をしている暇ではないんだった。なんかペースには

められてしまうなぁ。 

「さぁ、ここも日本語だから得意だろう。 

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/address_guide/index.html 

このページを見ながら、手続きを進めよう。」 

「はい！入力、入力･･･あ、さっきのセキュリティーキーも出てきた。メモし

といてよかったです。」 



「さ、これであなたの家に佐川急便から荷物が届く。そのときに、身分証明

書を提示して、その荷物を受け取るんだ。その中にまたまた暗証番号が入って

いるから、その番号を荷物の中の書類に入っているアドレスに打ち込む。それ

で、本人確認は終了。めでたく、出品ができるようになるよ。」 

「やった！これでバンバン稼げますね！」 

「そうだね･･･で、何を売るのかな？」 

「え、っと。家の不用品とか？」 

「最初の軍資金を得るにはいいかも知れないけど、すぐに無くなっちゃう

よ？」 

「友達が、リサイクルショップとかフリーマーケットとか海外のアウトレッ

トとか、足しげく通っているのを見たことが･･･」 

「子どもさんを連れて？しかも、そんなに時間取れるかな？」 

「無理ですね。やっぱり、先生オススメの eBayですね？！」 

「現時点では、eBayが一番個人が仕入れる先としてはオススメだ。日本の卸

売りやメーカーは個人との取引には極点に消極的だし、なにより高い。オーク

ションで販売しても儲かるものを探すのは難しい。その点 eBayなら、かなりの

確率で儲かる商品を見つけることができる。個人と企業の境も無いに等しい。

個人にとっては理想の仕入先だね。」 



「聞けば聞くほど、eBayに興味が沸いてきました！早く教えてください！」 

「eBayについては、また次の週にしよう。」 

「えー、またお預けですかー？」 

「最初に言ったんだけど、焦りすぎないほうがいい。自分の中で消化できな

くなる。急がば回れとはよく言ったもので、失敗する理由の多くは、自分の実

力以上のことに準備なしで臨んでしまうことによる。はやる気持ちもわかるん

ですが、今あなたに必要なのは準備だ。そのことを忘れないように。」 

「はぁーい。なんとなくわかりました。」 

「その気持ちを宿題にぶつけてくれ。今日の宿題は、１．ヤフーの配送確認

の荷物が来たら、認証を完成させておくこと。２．eBayのサイトを１日１時間

以上眺めること。何も買う必要は無いからね。３．ヤフーオークションを１日

１時間以上眺める。これも何も買う必要は無い。とりあえず眺めるだけでいい

んだ。」 

「はい、わかりました。では、とりあえずそれを頑張ります。信じてますか

ら、導いてくださいね。 

「期待に応えられるように頑張るよ。では、また来週の火曜日に。」 

マリは去っていった。ちょっと渇望感を感じるくらいがいい。 

 



サポートサイトサポートサイトサポートサイトサポートサイトについてについてについてについて    

この教材には、「サポートサイト」が存在します。 

http://auctionarbitrage.jp 
 
 

サポートサイトでは、私の教材（いくつかシリーズがあります。）

を購入してくれた会員を対象に、オークションで稼いでいくための

サポートを行っています。 

正直正直正直正直にににに言言言言いますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、あなたがこのあなたがこのあなたがこのあなたがこのサポートサイトサポートサイトサポートサイトサポートサイトにににに無料会員無料会員無料会員無料会員登登登登

録録録録してしてしてして、、、、私私私私とずっととずっととずっととずっとコンタクトコンタクトコンタクトコンタクトをとりつづけてくれることををとりつづけてくれることををとりつづけてくれることををとりつづけてくれることを望望望望んでんでんでんで

いますいますいますいます。。。。    

サポートサイトでは、有益な情報をドンドン無料公開しています。 

秘匿性の高い情報、あまりにも稼げる情報は有料で公開しています。 

また、船原が直接、あなたとメールのやり取りをして、コンサルテ

ィングするプランも用意しています。もちろん有料です。（無料お

試し期間はあります。） 

 

詳詳詳詳しいしいしいしいサポートサポートサポートサポートのののの内容内容内容内容はははは…………    

� 最新版教材の提供 

教材内で紹介しているサービスや状況の変化に応じて、教材も更新



していかなければいけません。教材が更新した際、また教材を紛失

した際も常に最新版の教材をダウンロードできます。 

� 個別サポート 

何事にもエラーやトラブルというものはつきものです。それらを解

決するために直接サポートセンターへ問い合わせることができます。 

� 転売で儲かる商品リスト 

初心者の方にとっては、やはり「どんな商品が売れるのか？」とい

う点が一番悩むポイントです。そこで商品選びの判断基準になるよ

う商品リストを用意しています。 

� メルマガによる情報の優先配信 

会員・非会員問わずメルマガはお送りしていますが、利益に直結す

る情報の場合には会員優先でメルマガにて情報を配信しています。 

� その他、ブログやコンサルタントなどなど 

 
 
 
 

本当であれば本教材をダウンロードしてくださったあなたにもすべ

てのサポートを受けて欲しいのですが、より的確で利益につながる

サポートの質を維持するためにすべての購入者にフルサポートを行



うことができません。 

 

本教材は無料での提供であり、相当な数の購読者がいますのでサポ

ートは・最新版教材の提供と・メルマガによる情報の優先配信とさ

せていただきます。 

 

その他、サポートやより深いレベルでのコンテンツの提供に関して

はホームページ 

http://auctionarbitrage.jp 

をご覧ください。





船原徹雄船原徹雄船原徹雄船原徹雄    

株式会社ヘルスアイ代表取締役社長 

大阪大学大学院人間科学研究科卒業 

オークファンスクール講師 

生年月日 1980 年 7 月 4 日 

順調順調順調順調だっただっただっただった幼少時代幼少時代幼少時代幼少時代    

私は兵庫県の加古川市という小さな町に生まれ

ました。 

今でも愛してやまない加古川市は、都会でもなく、田舎でもない、本当に住み

やすい町です。 

4 人兄弟（全員男の子）の次男として生まれた私は、親の期待もほどほどにすく

すくと育ちました。 

両親は小さな家業を営み、その他親類も全員が家業を営んでいました。 

周りに会社に勤務している大人はいなかったと思います。（この事が私を起業

の道に進ませたのかもしれません。） 

小学校、中学校時代の学校の成績はほぼ常に学年トップで周りからは「勉強が

出来る子」と思われていたでしょう。 

一度だけ、中学校時代にテストの成績が悪くなったことがあり、塾の先生に相

当怒られた記憶があります。 

生徒会の役員や、その他いろんなことをしながら順調に中学校は卒業。 

一応、加古川市では一番の高校に進学することが出来ました。 

  

一転一転一転一転、、、、暗暗暗暗いいいい高校時代高校時代高校時代高校時代    



そんな私ですが、高校では環境が一変します。 

全く学校の勉強がわからないのです。 

中学校時代では常にトップだった成績が、400 人中 300 番台をうろうろするよう

になりました。 

また、部活動では中学校時代からずっと野球部に入部していたのですが、自分

のあまりの下手さに嫌気が差すほど。 

まさに、井の中の蛙状態だったわけで、高校時代はほとんど芽が出ないまま、

ひっそりと暮らしていました。 

その状態が一変するのは、あるサイバーな出会いからです。 

3 年生の夏、部活動は高校野球の県予選で敗退して終了。 

すぐさま３者面談で学校の先生に希望の大学を伝えたところ、一蹴されました

（いや、一笑？）。 

確か、「神戸大学」に行きたいと言った記憶があります。 

父親も神戸大学だったので、私でも行けると思っていたのでしょう。 

関西の人にしかわからないかもしれませんが、神戸大学は結構な名門大学で、

学内でも入学できる人は一握りだったのです。 

（確か、上位 50 人くらいに入らないと受験すらさえてもらえないと言われた気

がします。） 

  

人生人生人生人生をををを変変変変えるえるえるえるサイバーサイバーサイバーサイバーなななな出会出会出会出会いいいい１１１１    

自分の状況を痛感した私は、すぐに予備校に通うことにしました。 

たまたま、実家の目の前に予備校がありました。 

そこは衛星を使って通信講義を行っている予備校で、地方にいながらも東京の

超一流講師の授業が受けられるというシステムでした。 



高校 3 年生の夏、私はその予備校で衝撃を受けます。 

今まで全くわからなかった勉強が、まるでスポンジを水に浸すようにするする

と頭に入ってくるのです。 

私の素材が悪かったのではなく、高校の学校の先生の教え方に問題があったの

です。 

東京の超一流の講師たちは、それだけで高収入を得ている分、授業は革命的で

した。 

教える人によって、こんなにも違うものか？！と驚嘆しました。 

（もっと早く出会っていれば・・・） 

予備校に通った半年間で、私の偏差値は２０近く上がりました。 

学内の成績でも１桁台を取ることが出来ました。 

そして、神戸大学を飛び越えて、大阪大学に入学することが出来たのです。 

これも関西の人しかわからないかもしれませんが、大阪大学は神戸大学よりも

偏差値の高い大学です。 

別にそれを自慢したくて自分の過去を語っているのではありません。 

教える人が違うだけで、素材が同じ人でも、生み出すパフォーマンスには雲泥

の差があることを私は身をもって体感したのです。 

  

人生人生人生人生をををを変変変変えるえるえるえるサイバーサイバーサイバーサイバーなななな出会出会出会出会いいいい２２２２    

1999 年 大阪大学人間科学部入学に入学します。 

ここで、またまた私の人生を変えるサイバーな出会いをします。 

それは、インターネットです。 

私は、大学の入学祝に、おじさんから中古のパソコンを譲り受けました。 



当時はまだモデム回線でのインターネット接続が主でしたので、テレホーダイ

（定額制の電話接続）が始まる夜１１時を待って、みんないっせいにインター

ネット接続をしたものです。 

また、大学では、当時ではほとんど無かったブロードバンドでの接続が可能で

した。 

圧倒的な速さでインターネットを体感した私は、ひとつのサービスと出会いま

す。 

それがヤフーオークションです。（おそらく 2000 年頃だと思います） 

個人でも簡単に物が売買できて、システムの利用は完全に無料。インターネッ

トが持つ力に驚きました。 

当時、ビンテージバイクのカスタムを趣味にしていた私は、ヤフーオークショ

ンである取引をしていました。 

それは壊れたバイクを購入し、壊れた部品だけを交換して修理して販売すると

いう取引です。 

多くの場合、それはうまく行き、大学生としては大きすぎるお金を手に入れる

ことに成功します。 

しかし、結構な確率でヤフーオークションだけでは交換する部品が見つからな

いことがありました。 

そのときに出会ったのが eBay です。 

当時は eBay Japan というサイトがあり、そこで ID を登録すると、全世界の eBay

で買い物をすることが出来ました。 

私から見れば eBay は宝の山でした。 

日本ではほぼ手に入らないものが、信じられないほど安く出品されていたので

す。 

しかし、当時、eBay の使い方を教えてくれるような人は誰もいないですし、教

本すらありません。 



独学でひとつずつ eBay の使い方を覚え、何とか輸入できるようになりました。 

出品者とのやり取りは翻訳ソフトを使って行い、支払いは銀行振り込みで･･･ 

今思えばたどたどしい取引でしたが、いい出品者のめぐり合ったおかげかトラ

ブルらしいトラブルも発生しませんでした。 

（後に大きなトラブルもありましたが、それはまた今度。） 

eBay で輸入したパーツを日本で販売すると、ヤフーオークション内で転売する

より大きな利益を稼げるようになりました。 

これが私の初期のオークション体験です。 

  

会社員会社員会社員会社員となってとなってとなってとなって、、、、地獄地獄地獄地獄をををを見見見見るるるる    

さて、2003 年に無事に大学を卒業し、そのまま大学院へ進学。 

当時はやりたいことも無く、とりあえず大学院に進学したのです。 

しかし、こんなとりあえずの進学に親がお金を出してくれるわけは無く、私は

自分でお金を稼ぎながら大学院に通うことにしました。 

しかし、国立とはいえ、学費や生活費を合わせると年間で数百万円かかります。 

また、大学院は大学と違い、教授からの指示で動かないといけないことが多く、

自分の時間がほぼ取れません。 

結局、1 年経過したくらいから生活費が底をつき、学校に行きながら、企業で働

くことを決意します。 

2004 年 4 月から、とあるベンチャー企業で医療経営コンサルタントとして働き

ました。 

ベンチャー起業の経営者は、私の能力を高く買ってくれて、破格の待遇で雇い

入れてくれました。 

大学院で勉強しながら、働いても OK という条件で雇い入れてくれたのです。 



しかし、そのスケジュールは過酷を極めました。 

朝 8 時に会社に行き、12 時に帰宅。帰宅後も 2 時半ごろまで資料作成に追われ

る毎日。 

週末は学校に戻り、相変わらず教授の指示で動く。 

労働意欲を完全に削がれ、学習意欲も削がれ、ストレスも極限まで高まり、一

時期体が完全に動かなくなりました。 

今の私を知る人からは想像も出来ないと思いますが、一時期 500 円玉より大き

な円形脱毛症ができたのです。 

この生活には限界を感じていましたが、学費が稼げるまでは何とか踏みとどま

り、2005 年 1 月に（円満に）退社しました。 

その後、1 年留年はしたものの、2006 年に大阪大学大学院を無事卒業（退院？）。 

修士論文の一部が読売新聞に掲載されるなど、結構反響がありましたが、未練

もなく研究者の道からは脱退しました。 

  

ニートニートニートニート生活生活生活生活のののの始始始始まりまりまりまり    

卒業後は、実家で快適なニート生活を送りました。 

あまりにも学校と企業の両輪生活がしんどかったため、本当に何もやる気が起

きなかったのです。 

暖かい布団とおいしいご飯が提供される実家暮らしで、毎日やることも無く、

ひたすらインターネットを戯れ続けました。 

ベンチャー企業での勤務経験から、会社勤めは性にあわないことを実感してい

たので、どうにかして働かずして楽に稼げる方法が無いかを考え続けたのです。 

アフィリエイトにも手を出しては見たものの、生来の面倒くさがりな性格が邪

魔をして 3 日と持たず断念しました。 



（しかし、その後アフィリエイトでも簡単に儲かる方法も開発しますが･･･） 

ある時に、ふと気付きました。 

「インターネットオークションの世界はどうなっているのだろう？ 

eBay の使い方も浸透してきて、たぶん過去にやっていたような国際転売は通用

しないだろうな･･･」 

そして、オークションの世界の研究を始めました。 

実際は、私が国際転売を行っていた頃と全く変わっていませんでした。 

eBay ではあんなに安く売られているものが、ヤフーオークションでは相変わら

ずかなりの値段で売られている。 

それを知っている人だけが、ひそかに利益を得ている･･･ 

私には、以前国際転売を行っていた経験がありました。 

eBay の ID もヤフーオークションの ID もありました。 

どうやったら価格差のあるものを探し出すことが出来るを必死に開発し、完全

に自分の物にすることが出来ました。 

  

そしてそしてそしてそして、、、、起業起業起業起業    

2007 年 4 月 2 日。 

私は株式会社を設立しました。 

唯一の事業は「海外オークションで買ったものを日本で売る」ことです。 

たったそれだけの会社です。 

世の中によくある、いまどきのかっこいい IT 企業ではありません。 

すごくシンプルなことを、最大限に洗練された方法で行う企業です。 



この会社は現在まで発展し続けています。 

1 年目の売り上げは 7614 万円 。儲けを表す売上総利益は 1346 万円でした。 

2 年目の売り上げは 9610 万円。儲けを表す売り上げ総利益は 3168 万円でした。 

合計して 1 億 7224 万円を売り上げ、 4514 万円の利益を得ることが出来たので

す。 

現在は 3 年目ですが、前年の 2 倍の年商を達成できそうなほどに成長していま

す。 

  

情報情報情報情報をををを発信発信発信発信しししし始始始始めているめているめているめている現在現在現在現在    

ある時に、私の友人に言われました。 

その友人は大手食品メーカーの会社員でそれなりの収入がありました。 

しかし、世界中を襲った金融危機の荒波にさらされ、残業代はもちろんカット、

ボーナスカット、基本給ベースアップの凍結。 

年間にして 100 万円ほどの収入源になってしまったというのです。 

「なにか副業で稼げる方法はない？」 

そういわれた私は、友人にネットオークションを使った国際転売を進めてみま

した。 

すると 2 ヶ月ほどで月に 10 万円ほどの利益を出せるようになったのです。 

私がほんの少し直接アドバイスをしただけです。 

私は、高校時代の体験を思い出しました。 

その人の人間としての素材が悪いんじゃない、教える人が悪いんだ。 

どんな人でも教える人がよければ、かならずよいパフォーマンスをあげること

ができる。 



つまり、私の今まで培ってきた経験と技術を伝えることが出来れば、多くの人

がプラスアルファの収入を得ることが出来るんじゃないか？ 

不況に負けない、余裕のある生活を送れるんじゃないか？ 

そう考えた私は、もてるすべてを 1 つの教材にまとめ、インターネットで販売

することにしました。 

欲しい人だけが手にしてくれたらいいと思い、大きな広告は打たずに販売しま

した。 

口コミでどんどん購入者が増え、大手の情報教材販売サイトでオークション部

門トップの販売数を記録。 

また、ヤフーオークションをするひとなら誰でも知っているオークファンスク

ールから、入るだけで 25 万円するオークファンスクールへの講師依頼がありま

した。 

現在は、月に 3 回ほど、全国でセミナー活動を行っています。 

私の教材の購入者からは、毎日、収入を得ることができたという喜びのメール

が届きます。私にとっては、至福の瞬間です。 

これからも、ドンドン教材を洗練させ、オークションで正しく稼げる方法を皆

様にシェアできるようにがんばって行きます。 

    

（以上、公式ホームページより引用）    

 


