
ブランド品（並行輸入）
メーカー品（国内）
独占卸サービスなど

ハイブリッド物販クラブ（HBC）
DAISUKE INOUE

『資金調達』 & 『ロレックス』 & 『ブランド品』
無在庫・有在庫多販路販売



■自己紹介・実績

■HBCのコンセプト

最初に月30万円利益を目指すための方法

■商品・サービス紹介

月利300万円以上可能！提供可能商品一覧

Amazonに依存しない収益の構築法

複数のキャッシュポイント構築法

■本邦初公開の新規サービス３選

本日の内容



自己紹介・実績



自己紹介と経歴
◇ 横浜市在住

過去に人材派遣会社（実業）を経営

その後副業で物販ビジネスに取り組む

Amazon輸出でBig Tomorrowに掲載

◇ 妻、娘2人（8歳、5歳） の4人家族

 2013年5月 アマゾン輸出に取り組む

 2013年5月 アマゾン輸出に取り組む（無在庫）
月収100万円 ⇒ 競合が増え値崩れで利益半減

 2015年4月 国内物販に取り組む（有在庫）
月収30万円 ⇒ 仕入れの時間取れず売上伸び悩み

 2016年7月 輸入物販に取り組む（有在庫）
月収200万円 ⇒ 4時間の作業で達成

 現在 小売・卸で月商1億円以上 （無在庫&有在庫&多販路）



【実績】小売と卸の販売実績

楽天 /BUYMA / Yahoo!ショッピング / Amazon / 卸販売 / その他海外販路 など

2019年12月のデータ

小売（楽天）
月商2,000万円程度 卸・直接販売（口座明細）

月商1億円～1.5億円



これまでの経験

 2013年5月 アマゾン輸出に取り組む

 13年くらい前 脱サラして人材派遣の会社を経営
忙しくて時間がない ⇒ 景気悪化
⇒ なにをしたらいいか分からない ⇒ 会社倒産

 2013年5月 副業でアマゾン輸出に取り組む（無在庫）-Amazon
お金が無い、家族の協力がない状態でスタート
月収100万円 ⇒ 競合が増え値崩れで利益半減

 2015年4月 国内物販に取り組む（有在庫） -Amazon
時間が無い、リサーチの時間が取れない
月収30万円 ⇒ 仕入れの時間取れず売上伸び悩み

 2016年7月 輸入物販に取り組む（有在庫） -Amazon
月収200万円 ⇒ 月4時間の作業で達成

Amazonの出品規制で利益商品なくなる ⇒ Amazon以外の販路構築に注力

 現在 小売・卸で月商5,000万円以上 （無在庫&有在庫&多販路）



こんな悩みを抱えていませんか・・・

■常に仕入れに追われていて休みがとれない

仕入れルートがない労働集約型の物販 時間的不安

■常に価格競争にさらされていて利益がない

利益率が低い、売れない 経済的不安

■安定した販売ルートがなく、販売プラットフォームの

規制やアカウント停止リスクにおびえている 精神的不安



すべて経験してきた僕だから
提供できるサービス



売上げが不安定な
【単一CP】【プラットフォーム】に依存したビジネスモデル

安定して右肩上がりに成長する
【複数CP】【仕組み】のあるビジネスモデル



■基盤ビジネスの構築・安定した複数キャッシュポイントの構築

サラリーマン ⇒ 副業収入を得る

専業事業者 ⇒ 複数のキャッシュポイント（販路・商材・BM）

■労働収入から資産収入へのシフト

Amazonからの依存度を下げる

ひとつのプラットフォームからの依存度を下げる

「売る力」（スキル）を身につける

コンセプト



HBCのコンセプト



HBCのロードマップ

フリマアプリでの小売
多販路同時販売

～無在庫～

多販路同時販売

～有在庫～

OEM商品の企画開発

～マーケティング～
ビジネスオーナー

収入:

30～200万円/月

利益率:10～50％

収入:

5～30万円/月

利益率:20～70％

収入:

30～1,000万円/月

利益率:20～60％

① ② ③ ④ ⑤

収入:

30～1,000万円/月

利益率:30～80％

収入:50万円～/月

キャッシュポイント：∞



■合計2億円以上の利益がでる【商品】をすべて提供！

■副業でも月収5万円～1,000万円！

５つの【仕組み】を提供

■『資金調達方法』『商品』『ノウハウ』『投資』

あなたが得られるもの



ちょっと余談・・・

フリマアプリでの小売
多販路同時販売

～無在庫～

多販路同時販売

～有在庫～

OEM商品の企画開発

～マーケティング～
ビジネスオーナー

① ② ③ ④ ⑤

【最も稼ぎやすいプラットフォーム】 ・・・ メルカリ/ヤフオク

【最も稼ぎづらいプラットフォーム】 ・・・ Amazon

【最も安定する稼ぎ方】 ・・・ 中古/複数多販路/複数キャッシュポイント



商品・サービス紹介



商品・サービス紹介

フリマアプリでの小売
多販路同時販売

～無在庫～

多販路同時販売

～有在庫～

OEM商品の企画開発

～マーケティング～
ビジネスオーナー

収入:

30～200万円/月

利益率:10～50％

収入:

5～30万円/月

利益率:20～70％

収入:

30～1,000万円/月

利益率:20～60％

① ② ③ ④ ⑤

収入:

30～1,000万円/月

利益率:30～80％

収入:50万円～/月

キャッシュポイント：∞



クライアントの声

 2013年5月 アマゾン輸出に取り組む

楽天・Yahoo! BUYMA メルカリ



月利300万円以上！
提供商品一覧



卸提供商品の紹介

【新品】並行輸入ブランド品
【新品】ロレックス&高級時計 ※別サービス
【新品】アパレル商品卸
【新品】国内メーカー商品卸

【中古】Amazon返品商品卸
【中古】ハイブランド・アパレル商品卸



【新品】並行輸入ブランド品

■ 独占的な販売が可能
■ 回転率、利益率が高い
■ 月利益1,000万円以上の実績

利益額 →

←

販
売
力



極秘の商品仕入れルート の仕組み

利益発生

あなた

正規ルート
海外総代理

経由

メーカー

商社
店舗

極秘ルート



【新品】並行輸入ブランド品

定期発注可能商品

・DIESEL（ディーゼル）
・GUCCI（グッチ）
・COACH(コーチ)
・Tag Heuer(タグホイヤー)
・SWAROVSKI (スワロフスキー)

など 計15,000アイテム以上！
国内ECにて3ヶ月見込み利益2億円以上
※発注フォームに無い商品も対応可能の為、ご相談ください









ﾏｰｸﾊﾞｲﾏｰｸｼﾞｪｲｺﾌﾞｽ MBM1317

販売価格 19,800円
仕入価格 12,500円

利益率 60％！



グッチ 時計

ブランド参考価格 150,000円
Amazon販売価格 68,000円
仕入れ価格 約35,000円

卸価格の実例（一部）

30,000円/個 の利益



【国内ブランド】

・anello 鞄
・Legato Largo 鞄
・キャラクターグッズ（三栄貿易など）
・鞄、おもちゃ、ぬいぐるみ、雑貨など
・VANS 靴

取扱い商材（一部）

【海外ブランド】

・GUCCI 時計
・Daniel Wellington 時計
・TISSOT 時計
・SEVENFRIDAY 時計
・Versace 時計
・NOON 時計
・Calvin Klein 時計
・Salvatore Ferragamo 時計
・MARC BY MARC JACOBS 時計、鞄
・MICHAEL KORS 時計、鞄、財布
・TORY BURCH 時計、鞄、財布、アクセサリー
・SWAROVSKI 時計
・Coach 鞄、財布
・Herschel Supply 鞄
・EASTPAK 鞄
・UGG 靴
・TOMS 靴
・Australia Luxe Collective 靴
・Soludos 靴



モンクレール、香水、ディズニー
セリーヌ、プラダ、フルラ
MCM
バーバリー鞄
クロックス鞄
アルマーニ
トミーヒルフィガー時計
フェラーリ時計
ジープ時計
ラコステ時計
ドルガバ時計
TUMI鞄
BALLY

ナイキ靴
アディダス靴
ニューバランス靴
プーマ靴

取扱い商材（一部）

・サングラス

クロエ
グッチ
ドルガバ
レイバン
トムフォード

ビビアンウエストウッド
アルマーニ
コーチ
トリーバーチ
ジェントルモンスター



【新品】並行輸入ブランド品

スポット発注商品

・季節商品
・廃盤商品
・余剰在庫
・スポット入荷品 など

ヴィトン ＠39,800円 ティファニー @39,800



LINEで紹介した商品
ジョシュアエリス

ステラマッカートニー

29,800円
42,800円



国内最安値で全商品提供

• 日本一安い価格で全商品を提供

例.）

商品名： ACNE STUDIOS マフラー

楽天、ヤフショ ランキング1位商品

定価：48,000円

会員卸価格：10,100円



ACNE STUDIOS マフラー

販売価格 24,800円 – 29,800円
仕入価格 10,100円

粗利 65％以上！



自社実績

ステラマッカートニー
2018年12月販売実績
月間販売個数 87個
月間売上 650万円
月粗利益 約240万円

アクネスタディオス
2018年12月販売実績
月間販売個数 317本
月間売上 750万円
月粗利益 約400万円



マイケルコース バッグ

参考価格 54,000円
楽天最安値 32,000円
仕入れ価格 約19,000円

卸価格の実例（一部）

10,000円/個 の利益



GUCCI BALENCIAGA

定価：約54,000円
仕入価格：約14,000円

掛率：約25％

定価：約80,000円
仕入価格：約36,000円

掛率：約45％

定価：約42,000円
仕入価格：約16,000円

掛率：約38％

LOUISE VUITTON

その他の商品（一部）



TAG HEUERCARTIER BALLY

定価：約200,000円
仕入価格：約110,000円

掛率：約55％

定価：約600,000円
仕入価格：約180,000円

掛率：約30％

定価：約120,000円
仕入価格：約43,000円

掛率：約35％







エルメス バーキンも提供可能！



【新品】ロレックス&高級時計

■ 独占的な販売が可能
■ 安定したキャッシュフロー
■ 代理店としての展開も可能
■ ロレックスは販売スキル不要！

利益額 →

←

販
売
力



・売れ筋ランキング上位を占める人気ブランド

・通常は仕入不可能な仕入ルート

・月間2億円以上の発注枠
・月間4,000万 - 8,000万円の取引実績

【新品】ロレックス&高級時計



【新品】ロレックス&高級時計

 2013年5月 アマゾン輸出に取り組む

■ 独占的な販売が可能
通常取引では取り扱い不可能な商材
本ルートのみ取り扱い可能

■ 安定したキャッシュフロー
販売相場が守られてお値崩れがない

■ 代理店としての展開も可能
自身で在庫を持たなくてもビジネス可能

■ ロレックスは販売スキル不要！
販路や販売も全面的にサポート、フル外注可能



通常では仕入れ不可能な商品も

提供価格は条件を満たす方のみ個別対応



【中古】ハイブランド品・香水・化粧品など
提供可能商品の一例

ヴィトン エルメス シャネル

プラダ グッチ セリーヌ

ディオール フェンディ

ジミーチュウ ロエベ

エムシーエム ミュウミュウ

サンローラン バレンシアガ

ボッテガヴェネタ ルブタン

フェラガモ カルティエ



10万円 – 20万円/PKG



【新古品】Amazon返品商材

65,000円



【新品】特価品アパレル商材

【MAX90％OFF】新品アパレル商材

新しいジャンルの商材の案内ですが、
『新品のアパレル商材』になります。
過剰在庫や季節が過ぎて店頭で販売できない、旧モデルなど
色々な理由で安く買い取った商材

（概要）
この商材の特徴を、僕が思いつくものを箇条書きであげておきます。

・1個から発注可能
・商品の選択は不可能
・定価の50％～90％OFFで仕入れ可能
・ヤフオク、メルカリでの販売向き
・回転もそんなに悪くない
・初心者向け



【新品】国内メーカー品商材
提供可能ジャンル/カテゴリ

家電
ＰＣ/ＰＣ関連
玩具
楽器
雑貨

実店舗余剰在庫
季節商品
特化商品
タイアップ依頼商品

LINEで紹介した商品

105,000円



【提供実績メーカー】

・Dell（PC/PC関連）
・東芝（PC/PC関連）
・京商（玩具）
・ファイテン（スポーツグッズ）
・フェラガモ (香水)
・ドウシシャ（家電）（雑貨）
・山善（家電）（雑貨）
・タカラトミー（玩具）
・バンダイ（玩具）
・アミーボ関連（玩具）（ゲーム関連）

など

利益率は10-30％程度
Amazon向けが多い



Amazonに依存しない収益の構築法
複数のキャッシュポイント構築法



ハイブリット物販クラブのロードマップ

フリマアプリでの小売
多販路同時販売

～無在庫～

多販路同時販売

～有在庫～

OEM商品の企画開発

～マーケティング～
ビジネスオーナー

収入:30～500万円/月

利益率:10～50％

収入:5～30万円/月

利益率:20～70％

収入:30～500万円/月

利益率:20～60％

① ② ③ ④ ⑤

収入:30～500万円/月

利益率:30～80％

収入:50万円～/月



④発送

① フリマアプリでの小売 初心者から実践可能

②注文

①仕入れ

あなた
HBC

購入者

収入:5～30万円/月、 利益率:20～70％

【特徴】労働収入型のキャッシュポイント

中古ブランド、アパレル、Amazon返品商品商品、古着

③発送依頼

サポート講師
グループサポート提供



Amazonをベースに同時展開

② 多販路同時販売（無在庫）～システム運用入り口～

収入:30～500万円/月、 利益率:10～50％

HBC

【特徴】ノーリスク（無在庫）からはじめるシステム運用構築

在庫リスク０、資金０でスタート可能

商品はオールジャンルで
50万品以上

サポートスタッフ
グループサポート提供



Amazonをベースに同時展開

③ 多販路同時販売（有在庫）～システム運用極める～

収入:30～500万円/月、 利益率:20～60％

HBC

【特徴】構築した販路に商品を流すだけ

②の無在庫販売と相乗効果が高く相性がいい

サポートスタッフ
グループサポート提供



Amazonをベースに同時展開

④ OEM商品の企画開発～マーケティング～
収入:30～500万円/月、 利益率:30～80％

HBC

【特徴】D to C 本質的な売る力を身につける

・商品開発（入口）ー販売（出口）までの一生使えるスキルを身につける



②利益

⑤ 複数の事業からキャッシュポイントを持つ～ビジネスオーナー～

あなた

収入:50万円～/月

【特徴】実業とは別軸のキャッシュポイントの構築

時間に左右されない為、無限にキャッシュポイントの構築が可能

①投資

HBC

・ロレックス取引
・物販完全代行
・事業投資
・金融投資（株式/FXなど）



ハイブリッド物販クラブサービス（卸）の仕組み

商社

工場 みなさん（ネット販売業者）

橋渡し
の役割

仕入 提供

発注 発注

開拓 参加

ＯＥＭ開発 販売

販促 ＯＥＭ販売

リアル ネット



■ 卸商材提供

・中古ブランド品（ハイブランド・香水・化粧品） その他中古商材

・新品アパレル商材

・中古古着商材 ※予定

・新品ブランド品（定期発注/スポット）

・Amazon返品商材 ・国内メーカー商品（メーカー商品/特価品/過剰在庫）

■ 自社在庫の共有（約4,000万円以上のブランド品）

・アウトレット商品セール

■ 勉強会の定期開催

・ウェブセミナー（対面セミナー）、動画配信、懇親会、サポート講師によるグループサポート

■ 各種物販サポート

・OEM契約サポート（企画開発）

・大手量販店商談サポート（販促）

ハイブリッド物販クラブ サービス

サポート講師
グループサポート提供



（飽和リスク）

■ 販売者が増えすぎて飽和してしまうのではないか？

提供数は市場の需要に沿ってコントロールしています

中古商品は状態の違いによりすべて違う商品

参加者が増えれば増えるほど提供商品は増えていきます

■ 参加者が多いと仕入れが出来ないのではないか？

6ジャンル2万アイテム以上の商品ラインナップ

商品は無限に提供可能

（在庫リスク）

■ 仕入れた在庫が売れ残ってしまうのではないか？

小口（約1万円～）の仕入れが可能！

在庫交換の出来る環境を用意

有在庫にこだわらずに無在庫をやってもＯＫ！

こんな不安をお持ちではないですか？



■ 商品はいつでも発注できますか？ また発注は幾らからできますか？カード払いは可能か？

商材により異なります。グループチャットでそれぞれ案内します。

1個から発注可能、商材によりロットが必要なものもあるので、その都度案内します。

一部の国内メーカー商品以外はカード決済可能。

■ ブランド品は販売したことないが販売方法など教えてくれるのか？

定期的な勉強会（ウェビナー）、商品案内の際のポイント解説、動画解説、グループチャット

サポートマニュアル でサポート。

他のコンサルや塾などとはバッティングしないので同時並行で活用可能！

■ 無在庫ツール、サービス、料金について

無在庫（ツール）にノウハウは関係ない、ツールの性能のみ。一般公開されてない最高のツール。

そもそも通常では契約できないツール、サービスに本サービス参加分が無料になる金額で参加できる

= ハイブリッド物販クラブ分お得に！

その他の質問



■ いま新しいコンサルに入ったばかりで取り組めません

ノウハウとはバッティングしない為、同時並行で実践可能。

本サービスは期間無制限なので、実践ノウハウに合わせて提供商品を活用ください。

■ BUYMAの展開は可能か？

可能です。証明書も提供可能（一部提供できないものもあり）

■ 真贋は大丈夫ですか？

複数の鑑定ステップを踏んで取引しているので大丈夫です。

■ 納期はどれくらいですか？

商材により異なります。国内であれば決済から5日以内、海外であれば決済から1ヶ月くらい

■ 初心者でできる自信がありません

期間無制限でノウハウは幾らでも学べます。この環境で出来ないのであれば諦めてください

その他の質問



参加特典



・BUYMA販売マニュアル

・メルカリ販売マニュアル

・中古･ブランド品販売マニュアル

（6万円相当）

特典① ■販売サポートマニュアル



・BUYMAリサーチツール

（2万円相当）

特典② ■自社開発リサーチツール



状況に応じた様々な資金調達方法紹介

（10万円相当）

例）時計のショッピングローン
例）創業融資コンサル

特典③ ■資金調達サポート



特典④ ■税金対策のための会社設立支援



マスターカード最高峰

年収4000万以上&審査が必要なカード

（50万円相当）

特典⑤ ■ラグジュアリーカード紹介



・ヤフショ&Wowma 中古無在庫ツール（特別&割引）

・ebay輸出無在庫スクール（割引）

・秘密のブルーオーシャン無在庫輸出（特別&割引）

（40万円相当+α）

特典⑥ ■無在庫サービス参加権利



特典⑥ ■無在庫サービス参加権利

50万件以上出品可能！

新品・中古同時出品可能！

利益率40％以上可能！

飽和しない！

外注化、自動化可能！



月利 5％での還元

クローズ取引への出資参加権利（特別）

（50万円相当）

特典⑦ ■ロレックス取引お試し権利



クローズ取引参加権利（特別&割引）

（50万円相当）

特典⑧ ■ロレックス取引参加権利



特典⑨ ■秘密の販路マニュアル

・秘密のブルーオーシャン無在庫輸出

アカウント開設マニュアル

（5万円相当）



販売相場 約5万円前後の商品プレゼント

（5万円相当）

※先着30名様

特典⑩ ■弊社在庫のプレゼント



参加費用



ハイブリッド物販 卸サービス

■ ６ ジャンル商品卸提供 & 自社在庫提供

■ 勉強会の定期開催

■ 各種物販サポート

■ １０個 の特典

￥３００，０００

￥１９８，０００

ウェブセミナー
限定価格



支払い方法

■ 銀行振込（一括） （合計19.8万円）

■ カード決済（一括） （合計20.8万円）

カード手数料5％（約 1 万円）は決済者負担

■ カード決済（分割）

初回 6.5 万円、2か月目以降 1.8 万円× 11 回 （合計26.3万円）

日替わりランチ1食分の料金で参加可能！



決済のご案内

■ 銀行振込（一括） （合計19.8万円）

■ カード決済（一括） （合計20.8万円）

■ カード決済（分割）

初回 6.5 万円、2か月目以降 1.8 万円× 11 回 （合計26.3万円）

決済リンクはこちら

⇒http://bit.ly/2CfylEM

http://bit.ly/2CfylEM


本邦初公開の
サービス3選



■ BUYMA無在庫 一括決済参加者10名に提供予定

香港ブランド専門店『HANNAH』と提携

1万アイテム、1,000億円以上の在庫リストを無在庫で提供
購入者への直送可能 ＝完全無在庫
価格は店頭価格の60％～80％
セール品は有在庫買付も提供可能



■ 楽天 無在庫

がら空きブルーオーシャン市場
利益率５０％以上の無在庫販売
GrobalMarketで海外にも無在庫可能



■ OEM完全代行サービス 1月下旬より始動

OEM商品の企画開発・販促・販売まで全てを完全代行

発注資金をいれて売上げが上がるのを待つだけ
Amazon年商50億円企業がパートナー、極秘ツール使用など
すべての流れをみながら学ぶことも可能！



■ 最安値でブランド品を購入できる
■ HBCでしか提供していない企画に参加できる
■ 他のノウハウや塾/スクールとバッティングしない
■ 期間無制限でいつでも好きな時に実践できる
■ 運営者が成果を出している内容をそのまま提供
■ 常に新しいサービスや企画を提供

HBCに参加するメリット



■ 前向きに頑張れる人
■ Amazon販売の比率を下げていきたい
■ 複数のキャッシュポイントを構築したい
■ 競争が激しく利益率がどんどん下がっている
■ 着実に自分のスキルを身に付けたい
■ 長く安定した利益を確保したい
■ リスクを少なく「売る力」を身に付けたい
■ プラットフォーム以外での収益を作りたい
■ ダイスケとパートナー関係を構築したい

こんな人におススメです



ハイブリッド物販クラブ



＜有在庫サービスの補足説明＞ ※商品提供

■3万アイテム以上の新品ブランド品
■中古ブランド品や香水・化粧品
■出品者1人だけの人気PC

（補足セミナー）本日のセミナー内容



＜無在庫サービスの補足説明＞ ※システムと仕組みの提供

■ヤフショ無在庫で10％しか利益が出ない人と、40％以上の
利益が出せる人の決定的な差

■Amazon仕入の無在庫販売でなぜ60％以上の利益が出るのか

■BUYMA無在庫に問い合わせ殺到の秘密を暴露！

■無在庫で10年以上安定した収益を得るために覚えておくこと

（補足セミナー）本日のセミナー内容



前回の内容
■自己紹介・実績

■HBCのコンセプト（コンセプトとロードマップ）

最初に月30万円利益を目指すための方法

■商品・サービス紹介

月利300万円以上可能！提供可能商品一覧

Amazonに依存しない収益の構築法

複数のキャッシュポイント構築法

■本邦初公開の新規サービス３選（BUYMA無在庫/楽天無在庫/OEM完全代行）

【前回のウェブセミナー】

https://youtu.be/medKBqVrnCk

【HBCへの参加はこちらから】

http://bit.ly/2CfylEM

https://youtu.be/medKBqVrnCk
http://bit.ly/2CfylEM


HBCのロードマップ

フリマアプリでの小売
多販路同時販売

～無在庫～

多販路同時販売

～有在庫～

OEM商品の企画開発

～マーケティング～
ビジネスオーナー

収入:

30～200万円/月

利益率:10～50％

収入:

5～30万円/月

利益率:20～70％

収入:

30～1,000万円/月

利益率:20～60％

① ② ③ ④ ⑤

収入:

30～1,000万円/月

利益率:30～80％

収入:50万円～/月

キャッシュポイント：∞



■3万アイテム以上の新品ブランド品
■出品者1人だけの人気PC

（型番商品のメリット）
・複数販路同時販売でレバレッジ効果が得られる

⇒ 無在庫販売からの有在庫販売を推奨

有在庫



■中古ブランド品や香水・化粧品

有在庫

ヴィトン ×なんでもOK
エルメス ×なんでもOK(高すぎない方が仕入れやすい。キャンバス地の汚れているガーデンパーティーは需要有)
シャネル ×なんでもOK（マトラッセ、キャビアスキン）
プラダ ×なんでもOK
グッチ ×なんでもOK(シェリーライン、GG柄、バンブー、GGマーモント)
セリーヌ ×ラゲージ、カバ、馬車柄 ディオール ×サドルバッグ
フェンディ ×モンスター ジミーチュウ ×スタースタッズ
ロエベ ×バッグ エムシーエム ×バッグ
ミュウミュウ ×財布、バッグ サンローラン ×財布、バッグ
バレンシアガ ×財布、バッグ ボッテガヴェネタ ×イントレチャート
ルブタン ×バッグ、靴、財布 スタッズ フェラガモ ×バッグ、靴
カルティエ ×バッグ、財布、時計、アクセサリー

⇒ 売れ筋商品から選定をおこなう 初5万/10万/20万パック
※ブランドや商品の指定も可能 勉強会も実施予定



■ヤフショ無在庫で10％しか利益が出ない人と
40％以上の利益が出せる人の決定的な差

■Amazon仕入の無在庫販売でなぜ60％以上の
利益が出るのか

⇒ 物真似 か 新規開拓か の違い

無在庫



■BUYMA無在庫に問い合わせ殺到の秘密を暴露！

⇒ 他では提供できないビジネスモデルだから

無在庫



BUYMA無在庫

香港に5店舗 & ECサイト運営 専門店と提携
10,000アイテム50億円以上の常時在庫あり



（参考記事）
https://dj-kitty.com/trip-hk__recommended_shopping-spots/

■消費税がかからない
■関税がかからない（購入者へ直送）
■アジア（世界）で最も流通量・在庫が多い
■当然、価格も安い
■特別単価で提供可能

BUYMA無在庫 香港のアドバンテージ

https://dj-kitty.com/trip-hk__recommended_shopping-spots/


・時間がある人
・外注を雇える人

BUYMA無在庫 対象者



新品 BUYMA ⇒ ヤフショ、楽天

中古 フリマアプリ ⇒ ヤフショ、楽天、ebay

ブランド品 入口ー出口 までの考え方



■無在庫で10年以上安定した収益を得るために覚えておくこと

⇒ 売上げより維持すること、ショップ運用の方が遥かに大事

無在庫となにを組み合わせるかが大事

無在庫



■特典はまだありますか？？
・5万円商品プレゼント特典
・BUYMA無在庫提供特典

A.特典の人数は増やしましたので、14日までに参加いただければ
対応します。

BUYMA特典は今回はモニター枠になります。
今後、運用フローを固めて提供する予定なので、
参加しておいてください。

質問への回答



■なんとか参加したいので、特典の枠を空けておいてほしい
・5万円商品プレゼント特典
・BUYMA無在庫提供特典

A.商品プレゼントについては、一括で参加いただく場合のみ提供
することにします。

BUYMA無在庫は提供枠を増やすので、もし適正者がおらず
枠が空いていた場合は対象になる可能性があります。

質問への回答



■いつから活動できますか？

A.まず専用のチャットワークグループに案内します。

国内メーカー商品は随時案内。
中古ブランド品の案内を先ず行う予定にしています。

※新品ブランド品は取引先が長期休暇に入る為、2月中旬まで
発注ができない為、自社在庫商品を提供します

質問への回答



■いつから活動できますか？

A.まず専用のチャットワークグループに案内します。

国内メーカー商品は随時案内。
中古ブランド品の案内を先ず行う予定にしています。

※新品ブランド品は取引先が長期休暇に入る為、2月中旬まで
発注ができない為、自社在庫商品を提供します

質問への回答



■無在庫ツールの詳細（金額）を教えてください

A.別途資料で回答

HBCではアフィリエイト報酬は貰わずにサービス紹介を
おこなっています。その為、HBCに参加いただくデメリットは
一切ないモノとして考えています。

HBC参加しても参加しなくても、費用総額は変わらない。

質問への回答



■ヤフショ、楽天の出店申請方法が分からない

A.開業届が別途必要となります。
HBCに参加いただいた方には出店申請用のマニュアルも提供します

質問への回答



■どの程度の商品を在庫を持つ必要があるのか？
個人で副業でどこまで出来るか不安

A.無在庫のみであれば、商品は一切手元に届かない形での運用が可能
自分で出来るところから進めてもらえれば大丈夫

質問への回答



■①ブランド品を扱った事がないのですが、Amazon・楽天・ヤフ
ショのECサイトで販売した場合の最終的な利益率はどのくらいになり
ますでしょうか？
②アパレル仕入れがありましたが、○○さんの仕入れでしょうか？そ
の場合は、仕入れ金額は同じでしょうか？
③コミュニティーには現在何名程度在籍しているのでしょうか？また
随時募集しているのでしょうか？

A.①プラットフォームにより変わります。楽天が最も高く50％以上可
②仕入れは〇〇さん含め複数の取引先があります。金額は基本同じ
③現在50名程度。募集は不定期

質問への回答



■スマホのみ、デビットカードのみでも可能ですか？

A.可能ですがあまりおススメはしません。

質問への回答



前回の内容
■自己紹介・実績

■HBCのコンセプト（コンセプトとロードマップ）

最初に月30万円利益を目指すための方法

■商品・サービス紹介

月利300万円以上可能！提供可能商品一覧

Amazonに依存しない収益の構築法

複数のキャッシュポイント構築法

■本邦初公開の新規サービス３選（BUYMA無在庫/楽天無在庫/OEM完全代行）

【前回のウェブセミナー】

https://youtu.be/medKBqVrnCk

【HBCへの参加はこちらから】

http://bit.ly/2CfylEM

https://youtu.be/medKBqVrnCk
http://bit.ly/2CfylEM


ハイブリッド物販クラブ


