
■はじめに

はじめまして！私はたこと申します。

この資料を開いていただきありがとうございます。

現在の私は個人事業主になってから5年目になりました。

せどりでの実績は、

最高月商160万円、月利28万円達成してきました。

せどり実績を公開されている他の実践者と比べると少なく感じられると思い

ますが、

この実績は1歳児を育児しながら子育ての合間の時間で出してきた成果で
す。(この間に出産もしました)

※ちなみにバツイチシングルマザーから長男を連れて再婚し、今では4人目
妊娠中(2021年8月から9月に出産予定)の主婦です。

「せどりは経験やスキルがなくても稼げると聞いているけど、

自分にもできるのだろうか？」



と思ってらっしゃるのではないでしょうか？

そんなあなたは、

今までにいろいろなサイドビジネスだったり

副業だったりの情報を参考にされてきたのだと思います。

私が特に物販(せどり)にもともと精通していただけでもなく、

経験があったわけでもありません。

おまけに私は幼少時代から自信がなく、

自信に満ちた友人を羨ましく思いながら、

「なんで自分にはできないんだろう」

「なんで自分は途中で投げ出してしまうんだろう」

と、ずっと悩んで生きてきました。



そんな私でも、せどりで個人ビジネスを始め、

夢中になってやってきて、

今少し自分に自信が持てるようになりました。

せどり(物販)は最初の準備が必要ですし、

始めたばかりの頃はなれない作業で

時間も沢山費やしてしまうかもしれません。

ですが、

他の人がめんどくさがってやれないことを

一つ一つクリアしていけば、

あなたにも稼ぐことが可能になります。

なかなか一歩を踏み出すことができないと思っているあなたに、



経験やスキルが必要ないと認識していただくためにも

私の過去の経験をお伝えしていきますね。

では、ここからは先ほども少しお話しした、

自信のなかった私の昔話を少しお話しさせたいただいて

「せどりで今の生活を変えられるかも！」

と感じてもらえると嬉しいです。

では、私、たこが、

「家族を絶対幸せにするんだ！」

「一度きりの人生をもっと楽しんで笑顔でいるためには



どうしたらいいだろう？」

と考え、自力で稼ぐ選択をして

心に余裕が持てるようになったエピソードに少しお付き合いください。

■働く事＝辛いこと？

私の昔話を紹介すると

材木店の二代目の父と母のもとに次女として生まれました。

父は高校卒業後は、

東京で大学を卒業し東京で就職をしていました。

受験で行う試験の問題を作る仕事をしていましたが、

祖父がやっている材木店を継ぐため、



故郷新潟に帰ってきました。

なぜ材木店を継いだのか？は気になるところですが、

十数年前すい臓がんで闘病後、

59歳で帰らぬ人となってしまったので聞くことができません。

父方の祖父母と同居していて、

一見すると何不自由ない家庭のように見えますが、

母はお金に非常に苦労していました。

父が朝早くから夜遅くまで、

休日も働いていましたけど、

なんでそんなにお金がないんだろうと当時は思っていました。



稼いでも稼いでも、経済的に苦しかったのは、

経営をしている祖父母の所でお金が止まていたから。

父がどんなに頑張っても、業績が良くても、

祖父母の一存で生活に使えるお金は決まっていたのです。

子どもながら、

「働く事って辛そうだな、大変なんだな」

「大変な思いをしないとお金って貰えないんだな」

と感じていました。

そんな家庭に育ったので、



いくら頑張っても豊かな生活は程遠いと思ってしまっていたのかもしれませ

ん。

だから私は、生活費や経済面で子どもや家族に不便掛けないようにしたい。

そう思うようになりました。

■挫折その1　専門学校中途退学！自由を求めてフリーター
になったけど・・・

小さい頃の夢は、コックさん。

お店を持ち、

父親のように自分で仕事をすることを夢見ていました。

高校生に進学してからは、

料理から遠ざかっていて

デザインに興味がありました。



99％進学が当たり前な高校だったので、

高校卒業後すぐに働きたいと考えておらず、

自分の学びたかった美術やデザインを専攻できる

学校に行きたいと思っていました。

しかし、

「仕事に結びつかないのでは？」

「学費が捻出できない」

という両親の意向があり、

しかもその時の自分の意思も弱く、



進みたかった美術やデザインの学校への進学を

断念することにしました。

これも、

自信がなかったこと、

自分には無理だと思って親をも説得することができませんでした。

すぐに働くイメージできず、

とりあえず小さいころに憧れていた

調理師専門学校に入学させて貰いました。

入学するもその時は目的や目標が無かったんですよね。

授業は面白く感じられず、

夏休みに入ってやる気もなくなってしまい、



「もう学校に行く意味がない」

思ったら即行動するタイプだったので、

二学期が始まってすぐに担任に退学を申し出ていました。

何度も担任に呼び出されたり、

説得されたりしましたが、

とにかく辞めて環境を変えたかった。

その後はフリーターになり、

アルバイト生活へ。

やりたいことがある訳でもなく、

何か努力するわけでもなく、

毎日ただバイトに行って、帰ってくる、そんな生活でした。

専門学校をやめたときは



自由になったかのように感じられました。

しかし、フリーターになってお金もなく、

やりがいも感じられません。

これではいけないと思い、

一度調理職をやってみようと考え直したのです。

調理職なら勉強したことは少しは活かせるし、

作ったものを食べてくれる人のためにはなれるのでは？

そう思って、転職活動を開始。

隣の市で病院給食調理の契約社員を募集していたので、

応募し、晴れて病院給食調理員として働けることになったのでした。



■挫折その2　幸せになるはずが…。苦行の結婚生活

調理の仕事は朝が早く、

月の３分の１は早番で4時半出勤して、

患者さんの朝食から昼食までを準備する仕事がありました。

朝がとても早いので、ちょっと大変ですよね。

ですが、先輩たちがとても優しく接してくれたので、

仕事も頑張ることができました。

通常の業務だけでなく、

仕事の効率化を考えてオペレーションを考えられるようになり、

調理マニュアルを作って作業改善も任せてもらえました。



また、私は調理師専門学校を中退して免許を持っていなかったため、

実務を積んだ後免許を取得出来たのです。

小さいことですが目標を立てて達成することができて、

少し自信が持てるようになれました。

そんな中、当時付き合っていた元夫と結婚することになったのです。

なんですが、病院調理の仕事は、年中無休。

盆正月関係なく、

勤務することが当たり前でした。

休日や時間が非常に合わせずらいんです。

当時は元夫にいつも休日が合わないと文句を言われていました汗

そのため、休日位は合わせてほしいという元夫の意向があり、



病院給食の仕事を辞めることにしました。

その後、結婚とともに、

元夫の祖父母・両親・兄弟が暮らす

元夫の実家に同居させて貰いました。

ですが、大家族の生活に全くなじめず、

同居生活はうまく行かず…

結局、元夫の実家を出て、

二人でアパートを借りて生活することにしたのです。

その後は私も正社員の職を探して働き始めました。

同居をやめてからの生活では自由を感じました。



仕事もしながら家事もこなすのは大変ではあったけど、

たまの休日には外食や旅行にも行けるし、

誰からも指図されずに生活される自由がありました。

妊娠もわかり、

やっと順調に幸せになれると思った矢先、

元夫の勤め先が時短出勤を命じられて帰ってきました。

給料は３分の２まで落ち込んでしまったのです。

元夫の勤めていた会社は正直、

以前から転職してくれればいいのになと思っていました。

ニットを製造する小さな会社だったのですが、

「ニットって、



ユニクロやGUでいいものがすごく安く買えるようになっているし、

大丈夫かなぁ？」

業界素人の私でさえも元夫の会社の業績を心配していました。

出産も近づき、今後の生活について話し合いが増え、

生活費の見直しや元夫の転職も視野に入れて話し合う日が続きました。

その話し合いがあるたびに、変わりたくない元夫と決裂。

プライドが傷がついた元夫から離婚の申し出がありました。

この時、妊娠6カ月。

「子どもが生まれてお父さんがいないのはかわいそうすぎる！

何とか、この状況をかえなければ！」



自分の今までの言動などに気を付けて、

夫婦仲を改善に努めました。

しかし、元夫の気持ちが変わらず、

離婚を選択せざる負えなくなりました。

でも本当は離婚なんて全然考えていませんでした。

結婚して子どもいて普通の結婚生活を送っていくんだろうなと考えていまし

たし、

現実を受け入れることができず、

この時は自分でなく子供に申し訳ないという気持ちでいっぱいになりました。

恰好悪いですが、

「元夫の気持ちが変わってくればいいのに！」



離婚が決まるまでそう思いながら、

役所に提出しました。

■自分の無力さに絶望

泣く泣くシングルマザーとなり、

「以前よりもお金も時間も必要になるのに、

一体どうやって生きていけばいいんだろう？」

「でも会社に雇われ、

時間を切り売りするしかお金を稼ぐ方法しか知らないしな・・・」

そう思いながら、

産前から働いていた食品会社に通いました。

フルタイムで働いていると、



子どもと過ごす時間はほぼなく、

一日中保育園にお世話になるしかありません。

生活のためには

子どもと一緒に過ごす時間を犠牲にしてでも働いて、

稼がなければならない。

でも本当は子供と一緒にいて、

成長を感じたり、

話を聞いてあげたりできたらいいのに・・・

と思いつつ、どうすることもできません。



■挫折その3　子どもとの時間さえも確保できない最悪の転
職

離婚して実家に戻ったことで、

以前から勤めていた職場は通勤に

1時間ほどかかってしまっていました。

「その通勤時間だけでももっと短くできれば、

子どもともっと時間を共有できるはず！」

そう思い、転職を試みます。

「どうせ転職するなら自分の技術が活かせる調理職で

できるだけ近距離で通勤できる残業のない会社を選ぼう！」

通勤が容易で残業がほとんどない条件に合った職場が見つかり、

すぐに勤め始めることができました。

ですが、蓋を開けてみれば・・・



残業がない代わりに朝３、4時早朝出勤を強いられる、

そんな職場でした。

また、上司には仕事に対して厳しく指導され、

仕事中は緊張しっぱなし。

このころはトイレで泣き、

涙を拭きながら仕事をしていました汗

以前よりも子供といられる時間は減り、

給料も下がり、体力を使う仕事も増えたため疲労困憊。

しかし、そんな仕事でも子どもと自分のためだと思い、

早朝出勤や上司の圧力にも耐えて一生懸命働きました。



休憩時間も返上して仕事に取り組んだ結果、

上司やマネージャーに仕事を任せてもらえるようになりました。

そして、

一緒に仕事してきた後輩である今の旦那さんとも結婚。

その後は、

厳しかった上司もマネージャーも社長と折が合わず

会社を去っていかれました。

後任には私が抜擢され、

やりたかった原料の仕入れや仕入れ先との交渉の仕事も

任せてもらえるようになったのです。



会社からも昇進させてもらい、

社長から叱咤激励されながらですが、

任せて貰えた仕事を少し楽しめるようになりました。

そして、第二子妊娠にも恵まれ、

順風満帆、のハズでした。

「ここまで頑張ったし今後も仕事をつづけながら育児もしよう！」

そう考えたましたが、

「また長男を出産したときのように時間やお金で悩むのは嫌

だ！」



長男が小さい頃の後悔をまた繰り返したくなかったので、

退職を決めたのです。

■挫折その4　自力で稼ぐを目指すも、貯金が底を尽き家計
が大ピンチ！

6年ぶりの出産でしたが、

無事女の子を出産できました。

ただ、私は退職しているので、

当然旦那さんの給料だけで生活しなくてはいけません。

実際生活してみると旦那さんの給料のみでは生活できないとい

う現実…



私としては転職や仕事で悩むことを繰り返したくないので、

自宅でもできる仕事をして収入を得ようと考えます。

「自宅で稼ぐには自分の力だけでは達成できないかもしれない

な」

そう思った私は、

20万の個人ビジネスを始める、

みたいなマンツーマンコンサルを受けることにしたのです。

そのコンサルは、

「自分の経験からビジネスを小さく始めて成功しましょう！」

みたいな一連の流れを教えてくれる講座でした。

コンサルタントの方から

料理教室がいいのでは？と言われるがまま、



料理教室を運営する目標に向けて学びはじめたのですが、

実践しようとしてもどうしても行動できません。

全く運営していくという形にすることができなかったのです。

・そもそも人前に出るのが苦手

・赤ちゃんがいる中で家で実施できるかな？

・ド田舎に住んでいるのに近所にやりたいっていう人なんているかな？

そんなことばかり頭に浮かんで来て、

全然できる気がしなかったのです。

もしかして、

「コンサルティングの内容が私には合っていないのでは？」



と不安になりながら

他の方のコンサルティングを受けることにしたのですが、

ここでも全然形に出来ずにいました。

資金もなくなり、

もちろん心にも余裕がなくなってしまって、

いつもピリピリしていました。

自分が働いていないせいで生活費の貯蓄もなくなり大ピンチ。

一番なりたくない自分になってしまいました。

■「全然稼げない」を救ってくれた「せどり」

いよいよ貯金がなくなり、



「家族や子供に申し訳ない」

という気持ちと

「これからどうしたらいいんだろう？？」

そんなことばかり考えていました。

しかし、

「子どもや家族を不安にさせるために

自宅で稼ぐことを決めたわけじゃない！」

そう思って、

自宅で稼ぐ方法を探しに

近所の本屋さんで副業雑誌を立ち読みしました。



お金がなかったので、立ち読みでしたが、

副業雑誌で「せどり」と出会います。

せどりは非常にシンプルで、

安く買って高く売る、だけのビジネス。

これなら自分にもできそうかも！と思いました。

早速その本屋さんで一冊のせどり教本を購入し、

早速本片手にアマゾンの販売アカウントを作りました。

並行して家の不用品をかき集め、

アマゾンとヤフオクに出品してネット販売を始めたのです。



なんと、アマゾンでは販売開始したその日に、物が売れました。

その勢いで、不要品の中でも

アマゾンのカタログのあるものをFBAを利用して

販売してみることにしたのです。

FBAに納品された商品は、

たちまち売れていきました。

自分にはもう必要ないものでも、

お金に変わるんだ！

そう気づいた瞬間でした。



「FBAを利用すれば、

小さな子供の世話をしながらネット販売ができるよね？」

そう考え、本格的に仕入れを始めたのでした。

こんな感じでせどりを始めた私。

現在の私は、

昔よりもかなり

心の余裕が増えて考え方が変わりましたし

どんどん自由になっていくための方法を学んでいます。

旦那さんには、

「以前と顔つきが違うね！前より明るくなった。」

と言ってもらえるようになりました。



子供には、

「お仕事頑張ってね！」

って応援して貰えてうれしく思ってます。

きっと、昔の私が見たらびっくりするんじゃないかな笑

それもこれも「せどり」に出会って実践し、

成果が出ることを実感できたからに他ならないと感じています。

もし今後ビジネスでも家族間のピンチがやってきても

自力で何とかできる、そう考えられるようになりました。

■今後私の講座を引き続き受講していただくと…。

今後私の講座では、３つの動画コンテンツをお渡ししていきます。



コンテンツを見ていただいた感想を送っていただけると、

次に学ぶべき動画コンテンツをお渡ししようと考えています。

せどりに興味を持っていただいて

ここまで読み進めてくれたあなたの疑問、

・せどりってどうやって稼ぐの？

・販売する場所はアマゾンがいいのはなぜ？

・はじめる前に必要なものってあるの？

みたいな疑問を解消していきましょう。

まずはせどりの全体像をつかんで、

自力で稼げることを体験していただきたいです。

でも、せどりを学んだからって、

自由になれるわけではないんです。



あなたが一度きりの人生を後悔しないために

自力で稼ぐ力を身に着ける。

そして時間やお金を気にすることなく

自分らしく過ごせるようになるツールです。

ですので、

これからお渡しするコンテンツは

はじめの一歩を踏み出すための学びとして使ってくださいね。

それでは、お付き合いいただきありがとうございました。
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