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どうも、久べえです。

今回は、久べえの初めての企画を発表したいと思います。

今まで、たくさんの人と、スカイプしたり、メールしたり・・・

それこそ１０００回以上やりとりして気づいたことがあります。

それは、せどりを始めるにあたって、様々な挫折ポイントがあって、

せっかく知ったせどりを辞めてしまうという現実・・・

教材を買いまくって、結局稼げなくて、

辞めてしまう現実・・・

せどり初心者には、せどり初心者なりのやり方や考え方があるんです。

目利きという名の嘘
これは、どう言ったことかというと、

せどり教材や記事など様々なところで、目利きは重要だと言われています。

でも、せどりやり始めの時は、こんなもの必要ないです。

いや、でも、最初はですからね。
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もちろん。

後から目利き付ける必要というか、売れる商品が分かってくるので、

商品知識もでき、自然とできてくるんですが、

最初から、目利きを求めて、せどりやってたらダメなんですよね。

最初は、どうしても検索する数が必要になります。

でも、この事を正直に書いてある教材なんてないし、

残念なことに、いろいろな教材には、楽して稼げますという事が書いてあります。

告白します

正直に言いますと・・・

せどりは最初の３ヶ月がきついんです。

なぜかというと、そもそも知識もないし商品数が少ないので、

仕入れても仕入れても売上が上がらない日々が続いたりします。

いろいろな教材のセールスレターには、

『これさえ買えばあなたも稼げるようになります』と書いてありますが、

ないない（笑

あれはただただ買わせたいだけなので(笑

有料商材買っただけで稼げるなんてありえません。
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夢物語です（笑

それだったら、買った人みんな稼げることになってしまいますから。

買って、知識を得て仕入れ基準が分かった後で、

実際に仕入れしてみて、売れるかどうか確認する。

この繰り返しが大事です。

でも、せどりも、英語とか数学と同じで、自分のステージで必要な教材は違うし、

そのステージごとに教科書って必要なので、有料教材は必要ですね。

初心者なら初心者の教材って感じです。

教材を買わずにただがむしゃらにやって稼ぐ事ももちろんで

きますが、英語や数学勉強と同じで、教材がなければ・・・

広い海に、コンパス(教材）を持たずに、航海するのと同じで

すよ。

それだと迷ったり、嵐にあったり遭難したり(笑

それだったら、コンパスを使って、

安全な正しい航路を行きましょうっという感じですね。

有料教材はそのような航海ができるようになります。

正しい情報を得て、体系的にせどりの基礎知識を学ぶ。

これが、継続的に安定して稼ぐコツです。
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せどり初心者が陥る罠

せどりの最初の頃は、いろいろな落とし穴があります。

その中でも、せどりやり初めのこの時期の仕入れが最も大事なんです。

いかに最初に質のいい仕入れをするか。

これができなければ、のちのち稼げなくなってしまいます。

言ってみれば売れる仕入れができるか。

きちんとした理論に基づく在庫のバランスを考えて仕入れることができるか。

これが後のせどりに影響してきます。

でも、そのきつい３ヶ月を乗り越えると・・・

本当に片手間で稼ぐ事ができるようになります。

今では、月に３回～４回仕入れに行くことで、月１０万は稼いでいます。

しかも、まったく仕入れに行かない月でも同じくらい稼げています。

あ、もちろん。

在庫がなければ、売上もないので、少なくなれば仕入れに行きますが・・・

今は、FBA というアマゾンのサービスを使っているので、

発送に時間を捕らわれたりせず、空いた時間で別のビジネスにも取り組んでいます。
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こういう状態になれたのって・・・

最初に正しい情報で勉強したから

つまり、せどりの基礎知識をきちんと学んだからなんです。

そりゃ、試行錯誤もしましたけど、きちんと勉強して実践しました。

無料の無責任な情報は一切信じずに、

教材を使って自分で考えて解決していきましたね。

その頃の久べえを見てみましょう♪

うつ病で苦しんでいた久べえは、

『いまを変えたい！！』

ただただその気持ちで行動しました。

このまま、うつ病になるくらい、自分に合っていない仕事を、

ムリして死ぬまで働くなんて絶対イヤだ！！

この気持ちでとにかく行動しました。

分からなくても、行動する。

これを心がけていました。
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最初は、うまく仕入れれなかったりしたのですが、きちんと教材を使い、

せどりの基礎知識を学んだおかげで、仕入れに対して安心感が生まれました。

久べえがせどりを開始した２０１１年１２月の売上を見てみると・・・

初月から６万円近く売り上げることができました。

ここからは仕入れにも自信ができ、ガンガン仕入れをしていきました。

売れる確信が持てたんです。

２ヶ月目２０１２年１月には

せどりの１つの壁と言われる１０万越えを達成できました。

その後は、仕入れが楽しくて楽しくて♪

そして、４ヶ月目

２０１２年３月には２５万越えしていますよね。
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ついに２５万円越えを達成できました。

せどりを初心者から初めての推移は・・・

こんな感じです。

順調に、売上を上げていくことができました。

これが、せどりの基礎知識を学び、初心者がとるべき道を、

きちんとした情報で正しく実践した結果です。

無料の情報ばかり追い求めている人とは圧倒的に差別化できました。

その後、せどりは、買い物のついでとか、あくまでも片手間でやっていますが、

きちんとした基礎力を身に付けたので・・・

ずっと月１０万円以上は稼げています。

その月、何もしていなくても勝手に銀行口座にお金が入ってきます。
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ある月・・・

仕入れに４回ほど行った月がありました。

果たして、お金を作りたいと思うときに作ることができるのか？

自由にお金を作ることができれば、自由を満喫できますよね。

久べえは自分自身を試してみることにしました。

週に１回と考えて、月に４回本気で仕入れしたらどうなるのか・・・

敢えて日数も少ない、物が売れにくいと言われる２月にやってみました。

たった４回の仕入れで結果３０万近く売り上げることができました。

このように、いつでも自分の力で稼ぐ力があれば稼ぎたい時に稼ぐ事ができます。

これは、せどりで一時的に稼いで喜ぶのではなく、

きちんと最初に、せどり基礎知識を学んだ結果です。

つまり、ずっと稼げる基礎力が大事なんです。

この稼げる力を身に付ければ・・・

●買い物のついでにせどりができる

●薄利多売をしなくて済む

●利益率の高いせどりができるようになる

●寝ている間でも旅行の間にも商品がドンドン売れていく
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などなど、

自分の時間がかなり自由になります。

売れた物の一部をお見せします

せどりの基礎知識をきちんと学ぶことによって・・・

１０５円のマキシシングルだけでも、
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ここまでは、当たり前に見つけることができますが、

せどりをきちんと実践し続けていけば・・・

こんな仕入れもできるようになります。

さらにプロパー CD も・・・
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まだまだあります。

さらに懐かしの名曲も・・・
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CD だけじゃありません。DVD も・・・

せどりの基礎知識を学んでいれば、ここまでは、当たり前に仕入れできます。

でもきちんとせどりの基礎知識を学んで実践することで、

さらにこんな仕入れもできます。

DVD だと・・・
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DVD だけではありません。

CD プロパーも・・・
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ここまでは、ほんの一部に過ぎず、

条件をマキシシングルとプロパー CD ９５０円だけにしぼりましたが、

これ以外にもまだまだたくさんの売上がありますがこれくらいにしておきます（笑

どうです？

基礎がどれだけ重要かお分かりになったハズです。

せどりで基礎知識を身に付ければ、

安定的にこのような仕入れができるようになります。
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ここまで稼げるようになったのはやはり・・・

早い段階で【せどりの基礎知識】
を身に付けたからなんです！！

勉強でもスポーツでも・・・

どんなものであっても、基礎があって応用がありますよね？

基礎を身に付けることを重視してください。

いきなり応用なんてできないですから。

せどり初心者の道標とは！？

では、具体的に、今回の企画の詳細についてお知らせします。

基本的には、ステイブルせどりを補完し、せどり初心者がとるべき戦略や知識をメールで

お送りする通信講座形式です。

教材に書いていない事も久べえが大事だと思うことは、音声などでさらにパワーアップし

ていきます。

この講座では、まずは・・・

せどり初心者から脱却し、月５万以上稼げるように

なるのが目標です。
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ゆくゆくは、月１０万以上が銀行口座に入金されることを目指します。

きちんと学んで、仕入れに行って、きちんと行動すれば目標達成できます。

その為に、

せどりで稼ぐ最短ルートを目指してもらいます。

初心者には、初心者なりの戦略があります。

例えば初心者なら初心者なりの・・・

●値段の付け方

●仕入れで狙う場所

●クレジットカードの考え方

●価格改定のタイミング

●在庫の売れる割合

などなど。

あなたは既に稼ぎの基礎ができてる人

と同じにしていませんか？

久べえが実際に経験したことなんですが、教材を販売している中級者以上のせどらー。

もしくは、せどりの実績を出しているせどらー達と同じことをしてしまっていませんか？

これって、非常に危険ですよ。
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だって、評価の数だって違うし、知識やノウハウも違います。

久べえもそうでしたが、せどり初心者の頃ってこれが分かってなかったんですよね。

結果、せどりで稼げる事ができず、

教材のせいにして、様々な教材を買いあさり、ノウハウコレクターに・・・

初心者なら初心者のやり方があるんです！！

今回は、せどりの初心者がとるべき知識や戦略を学んで頂く企画にします。

身に付けた知識は、誰にも奪うことはできない

もし、久べえが初心者の時に、こんな企画があれば・・・

一括で１０万円くらいなら余裕で払っていると思います。

だって、初心者の知識を身に付けることができれば、

もう初心者向けの教材なんて買う必要がないし。

月３万でも５万でも稼げれば、数ヶ月で元とれますからね。

それ以降は、ずっと自分のものにできます。

知識は、誰にも奪うことはできないですからね。

ただ、作業しない人、勉強しない人、ろくに調べもせずにただ聞いてくる人・・・

こういう人は知りません（笑

当たり前ですが、自分で行動して考えなければ稼げるようになるわけないですから。
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久べえは、せどり初心者がせどりをやっていく上で、

久べえの経験から、稼いで行くための最短距離だと考える道を示します。

そこに価値があると考える方のみ参加してください。

また、近くにせどりする場所がない人も参加は辞めてくださいね。

行動自体ができないですから。

参加条件
せどりの高額塾なら、３０万。

個人コンサルでも、１０万近くとっているのが相場なんですが・・・

今回の参加する条件は、

１９８００円の教材費のみです。

それ以外は一切頂きません。

教材名は『ステイブルせどり』。

この教材は、せどりを０から始めるには、めちゃくちゃ勉強になります。

実際、久べえもせどりをこの教材で始めて稼げるようになりましたし、オススメできます。

勉強にはなるんですが、２０１１年の発売の為に、

若干内容が古いという意見もあります。

でも、それは例としてあげている、

アーティストだけで本質的な物は変わらないです。
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ただ、なんとなーく読んでいるだけでは、どこが重要か分かりませんよね。

でも、せどりやってていろいろな経験積んできた、

久べえならどこが重要なのか分かります。

これって結構重要な事なんですよね。

初心者の頃って、一体何が大事なのか検討つかないですし。

要点を押さえられなかったりするんですよね。

検討をしたり・・・

試しに買ってみたりして

試行錯誤しなければなりません。

でも、そんなことをしていたら、遠回りだし、

大事な時間とお金を失ってしまいます。

それだったら・・・

ステイブルせどりを、久べえの経験と知識を加えて、解説していきます。

こうすることで、どのポイントを押さえなければならないか分かるようになります。
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これだけではありません

ここまででも十分稼げるようになると思うのですが、

もっと稼ぎやすくするために、

特別なものも準備しました。

１．せどり売上利益管理表

せどりできちんとした、利益を残すには、

きちんと資金管理ができていなければなりません。

いくらで仕入れていくらで売れたのか。

いつ仕入れていつ売れたのか。

何日間で売れたのか。

利益率はいくらなのか。

これを少しでも管理しやすくするためのものをお渡しします。

２．発送参考表

せどりでビジネスを始める時に、発送という作業が必要になります。

ただ、最初は、送料にいくらかかるとかいまいち分かりませんよね。

厚さが何 cm だったら、最安値は何か。

重さが何 kg なら、最安値は何か。

これらのことを分かりやすくするためのものをお渡しします。
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せどり超初心者対象の企画はもうしません

それだけ今回の企画は気合いをいれて作ります。

店舗せどりの基礎をマスターして頂き、せどりで安定的に稼いで頂くのが目的です。

せどり超初心者対象の企画はこれが、最初で最後です。

素直に、この講座に参加して、せどり初心者が身に付けるべき、

戦略や知識を身に付けてください。

お申し込み期限

ステイブルせどりの値上げが予定されていて、今の値段で買えるのは、

今だけです

後で買えば買うほど、値上げされていき、

購入価格が高くなってしまいます。

また、期間限定の特典もありますので、

早く行動すればするほど、お得になっています。
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購入時の注意

この表示が出ていなければ参加できません。

決済画面にて必ず確認するようにしてください。

それでは、『せどりの道標』本編でお会いしましょう！

申し込みはこちらから。

http://kyube-sedori.com/shortweb/339/

