
■はじめに

はじめまして！

モロハシタカコと申します。

この電子書籍を開いていただきありがとうございます。

現在の私は、2016年にせどりと出会い、アマゾン物販を開始しました。

せどりや物販での実績は、

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利益額は少なく感じられると思います。

ですが、4人を妊娠出産し、

子育てしながらせどりで上げてきた利益です。

現在は、せどりや物販の実績を基にコンテンツを作り、



教材やコンサル・講座を販売して累計100万円以上稼いでいます。

「せどりや物販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？」

そう思って私のブログやTwitterを見ていただいているのかもしれません。

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。

私が特にせどりや物販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。

しかも私は幼少時代から自信がなく、

自信に満ちた人たち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」

そう思って生きてきました。

そんな私ですが、せどり・物販からビジネスを始め、

その経験をもとにコンテンツ販売で成果を上げてきました。

今では、

「自宅で子供とともに成長しながら仕事ができる喜び」

を感じながら、

過去の自分が頑張ってくれたことを感謝しています。

せどりや物販は最初の準備が必要です。



また、コンテンツビジネスはもっと覚えることも多く、

自分にはできないのではないか？と思ってしまうこともあるかもしれません。

でも大丈夫です！

せどりを始める資金も数万円しか用意できず、

子育て、出産を経験しながら、

高卒の主婦の私でも稼げるようになりました。

他の人が面倒くさがってやらないことを

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

「せどりや物販で今の生活を変えられるかも！」

「せどりや物販の経験を活かしてもっと効率よく稼げそう！」

と感じてもらえると嬉しいです。

では、私、モロハシタカコが、

自宅で稼ぐことを選択し、

会社に勤めに行かなくてもよくなったことで

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。



■収入VS子どもとの時間

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が、

母はいつもお金がないと嘆いていたのです。

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。

が、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がお金の管理をしていたので、

父にはほとんどお金が入ってこなかったようです。

父がどんなに頑張っても、業績が良くても、

祖父母の一存でお給料が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。

子どもの頃は気づくことができなかったのですが、

自分が子供を育てながら家族を養ってみて感じたことがあります。

それは、

本当に父親は自分の身を粉にして働いていました。

父は私たちが学校に向かう前に出かけて、

夕食を終えたあと帰ってきていたし、



土曜も日曜もいつも製材所に向かい、

急な仕事をこなし、

それでも週末だけは一緒に外食に連れていってくれる。

いつも忙しくて、

それでも夕食に連れていってくれていたのが

私の唯一の思い出です。

私たちの生活を

ずっと一人で守ろうとしてくれていた父を思うと、

胸が苦しいです。

お客さんを第一に考えて、

仕事を通して人の役に立ち、

そして家族を守ってくれていた。



そんな父は私の誇りであり、

今も一緒に話をしたい大きな存在です。

生前に親孝行できなかったことを悔やんでも悔やみきれないです。

ですが、当時は

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」

そんな風に思っていました。

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。

と同時に、

自分が苦しんでいれば家族も苦締めてしまうと気づけました。



■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。

自分のお店を持ち、

父親のように自分で仕事をすることを夢見ていました。

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。

そもそも自分に自信がなく、

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。

でも、

入学するもその時は目的や目標が皆無。

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」

そう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、

このまま2年間学生を続けて就職…ってなんだかフツウ。

どこかで、

「自分はもっとできる、もっと特別な存在だもん」

って、謎の気持ちがありました。(完全にイタイ奴です)

その後はとりあえずフリーターになり、

アルバイト生活へ。

それでも勉強したいことや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

「これからなんにでもなれる！」

自由になったかのように感じられました。

しかし、

フリーターを続けても経済的にも自由ではないし、

やりがいも感じられず、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

病院での調理の仕事は月の３分の１は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す。

朝がとても早いので、

ちょっと大変でした。

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することができ、



「実務経験も積んで、免許も取得した！」

と、

小さな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さんと結婚することになったのです。

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。

一般企業に勤めていた元旦那さんとは、

休日や時間が非常に合わせるのが困難でした。

当時は元夫さん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さんの意向があり、

病院給食の仕事を辞めることになったのです。

その後、結婚とともに、

元夫さんの祖父母・両親・兄弟が暮らす

元夫さんの実家に同居させて貰いました。

ただ、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、元夫さんの実家を出て、

アパートを借りて夫婦2人で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。

同居を解消した後の生活は自由でした。



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、

煩わしいことがない生活に夫婦ともども自由を感じていました。

妊娠もわかり、

やっと順調に幸せになれると思った矢先、

元夫さんの勤め先は不況のあおりを受けて時短出勤が始まったのです。

その影響で、なんと、

給料は３分の２まで落ち込みました。

元夫さんの勤めていた会社はアパレル業界で、

業績不良に陥っていました。

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が、

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さんと決裂。

プライドが傷がついた元夫さんから離婚の申し出がありました。

この時、私は妊娠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！」

「離婚だけはしたくない！」

私は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、元夫さんの気持ちが変わらず、

離婚だけは回避したいという気持ちとは裏腹に、

元夫さんの気持ちはどんどん離れていってしまったのです。



「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」

としか考えていなかったので現実を受け入れることができず、

この時は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、

「元夫さんの気持ちが変わってくればいいのに！」

まだ変わってくれることを祈りつつ、

離婚届にハンコを押して、旦那さんに送りました。

■自分の無力さに絶望

結局、息子を一人で産み、

その後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、

1人で家族を養えるよう、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。

「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。

このころは泣きながら仕事していたので、

1時間に1回はトイレで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、同僚だった今の旦那さんと再婚。

その後、

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。

後任には私を選んでもらって、

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！」

長男を朝から晩まで保育園に預け、

子育てに時間をかけられなかった後悔していたんです。

だから、経済的リスクよりも子育てを中心にした生活を優先に、

「何とかなるだろう！」

と、退職することを選びました。



■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！

無事、6年越しに女の子を出産。

幸せいっぱいで、子育てに専念しよう！と思いつつ、

当面は旦那さんの給料だけで生活。

実際生活してみると…

旦那さんの給料のみでは足りない！

生活できない！

「出産したばかりで雇ってくれる会社なんてない」

「転職や仕事で悩むことを繰り返したくない」

そう考えて、

自宅で仕事をして稼ぎたいなと考え始めました。

「自宅で稼ぐってどうやるんだろ？」

「自分の力だけでは軌道に乗せられないかもしれない…」



そう思った私は、

20万円の個人ビジネスを始める、

みたいな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

調理の経験があるからという理由で、

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という目標を立てました。

でも、

実践しようとしてもどうしても行動できません。

全く運営していくイメージもつかめず、

ビジネスを形にすることができなかったのです。



・まだ赤ちゃんがいる中で家でできるかな？

・田舎に住んでいるのに人を集められるのかな？

・そもそも人前に出るのが苦手だけどできるかな？

と、考えれば考えるほど、

講師業出来る気がしない…

でもでも、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？」

と思いたくて、

他の方のコンサルティングを受けることにしたのです。

ですが、

ここでも全然形に出来ない。

完全にノウハウコレクターです。

もう70万円以上コンサルにかけてしまって資金もなくなり、

意気消沈していたんです。



稼ぐために投資したのに、

投資した分も回収できていないので、

当然貯蓄もなくなり生活が大ピンチ。

一番なりたくない状況に陥ってしまったのです。

■「全然稼げない」を救ってくれた「せどり」

いよいよ貯金が底を尽き、

「家族や子供に申し訳ない」

という気持ちと

「何で私ってダメなんだろう？」

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、

近所の本屋さんで副業雑誌を立ち読みして、

自宅で稼ぐ方法を探し必死に探しました。

これが私がせどりを始めるきっかけとなります。

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ました。

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！

と、可能性を感じた瞬間です。

「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。



これがせどりを始めたきっかけです。

■せどりを始めて利益10万、20万…と稼げるように
放ったけど

せどりを始めてからは無我夢中でリサーチ、仕入れ、納品…

子どもが小さかったけど、

寝る間を惜しんで頑張っていた甲斐もあり、

毎月最高売上を更新する勢いでした。

せどりは自分が頑張れば頑張るほど、

見る見るうちに最高売上も利益も更新できて、

「私だってやればできるじゃん！」

とにかく、出来ることが楽しかったです。

毎月月商100万が当たり前になり、

利益も10万円、20万円と出るようになりました。

「早く成果が出たおかげで続けられたし、自分で稼いで仕事で来ている」



と、充実感がありました。

ですが、

● いつも納品作業に追われ、部屋の中が納品する商品でいっぱい

● 子どもが寝てからしか作業できず、起こさないようにひっそり真夜中ま
で作業

● 仕入れた商品が思うように売れないととキャッシュフローがヤバいから
次のリサーチと仕入れできないと不安になる

● やることが多すぎて旦那さんとも会話なく1日が終わる

● でも支払いが間に合わず、旦那さんに「今月20万貸して、すぐ返すか
ら…」とお願いする

みたいな感じで、

毎日の作業量の多さやリスクとの戦いに疲弊してしまったのです。

もちろん、リサーチも仕入れも嫌いではない。

むしろ、今日も利益が出る商品をたくさん販売して、

利益出すぞ！と言う気持ちはあるのですが、



● 子どもに「あそぼ～」と言われても「仕事終わるまで待って！」とずっと
遊んであげられてない

● あれ？仕入れ資金に利益全て回しているから全然お金の余裕ない

● 今月、仕入れ多くしたから仕入れの支払い間に合うかな？

● 眠る前もリサーチや仕入れ、支払いの事を考えない事がない

● ていうか、1日も休みなく働いてない？

● いやいやそんなこと考えている暇があったら、リサーチして仕入れしな
くちゃ…

とにかく生活の為の目先の金を追いかけている感じ。

これがあと何年続くのかな？と思うと、ぞっとしました。

■理想の生活って？

子育てしながら自宅で稼ぎ、いつも笑顔でストレスなし！

そんな生活がしたくてせどりを始めたんだよね？

そう、

稼ぐことだけじゃなくて子どもと宿題したり、

行事があれば必ず時間を合わせて参加できたり、



その為に頑張っているんじゃないの？？

ただ、せどりはずっと自分が動かないと利益が出ないです。

自分が体調悪くなって動けなくなってしまえば、

売上もストップしてしまいます。

じゃあ外注化すればいいのでは？と思いますが、

外注さんを育てるにも時間もお金もかかります。

物販はやればやるほど利益が出る、

だけど、やればやるほど経費が掛かるビジネスです。

利益率20％前後のせどりで外注さんを雇って利益を出すって、

結構ハードル高い。

今のままじゃ理想の生活なんて夢のまた夢だ、

「変わりたい！」

そう思うようになりました。



■手元にお金を残すには、利益率を上げるしかない

では、理想の未来を手に入れるには？と必死に考えてみたんです。

まずは、お金周りを改善して、時間効率化を目指そう、

そう考えて「利益率を向上させる」事を考えました。

例えば、物販で利益率を上げる方法として、

仕入れ値が抑えられる中古品を扱うって手があります。

● 結局先に仕入れしないといけない

● 在庫が残るリスクもある

● 画像を自分で撮影しなくちゃいけない

● 商品説明を詳しく書かなきゃいけない

● 在庫の保管場所が必要

● メンテナンスや修理の技術持ってない

とか、

私出来る？いやいや、今より作業量が増えてしまう。

「私出来ないな…」



もしかして極めたら利益率も改善できるかもしれないけど、

ハードル高い。

って、ネットで調べまくっていたんです。

どうにか利益率を上げて、

手元にお金を残して、

キャッシュフロー改善し、

肉体労働からも解放されたい、

その一心で。

せどりや物販やっている人のブログをたくさん読んで、

メルマガも登録しました。

そこで、

● 不安定な利益率やキャッシュフローと、自由に使える時間の無い現状
から脱却！



● あなたの経験と実績を発信することで月○○万の収入！

● メルマガを使った、ストック型ビジネスの構築ノウハウ

● 人の成長をやりがいにしながら、自分も成長できる

仕入れ、在庫、キャッシュフローに悩まず利益を上げられる。

しかも、いままでやってきたせどりや物販の経験が活かせる。

こんなLPに心奪われて、

情報発信でマネタイズを志すことになったのです。

■2足のわらじビジネスは在庫なし,利益率70％以上

せどりや物販は最初に取り組むネットビジネスにとってもおすすめです。

再現性もあって、

即金性も高い、

そして経験スキルに関係なく実績を作ることができます。

ただ、ずっとせどりや物販だけで稼いでいくイメージ出来ていますか？

私はせどりができたからこそ、

ネットを使って最小限の力で



ビジネスを始めることができたので、

せどりや物販を否定しません。

だけど、

もし今までのせどりや物販の経験や知識が

これからせどりを始めたり、

物販で解決できないことで困っている人の力になりながら、

収益化できたら…？

商品は自分の経験や知識をまとめてコンテンツ化したものを販売するので、

経費を引いても利益率は70％以上で、

先に仕入れしなくてもいいのでリスクが低いビジネスモデルです。

3万円前後のコンテンツを17名の方に購入していただいたり、

10万円のコンサルを購入して頂けたり、

1万円未満のコンテンツは既に70件以上購入していただけています。

コンテンツビジネスは高利益でリスクが少ないだけではなく、



一度作って何度も購入していいただ蹴るのもポイント高いです。

毎日毎日作業しなければいけないってこととは無縁なので、

子どもの体調が悪くなって幼稚園を休んでも、

自分が出産で入院していても、

その日の行動量と無関係でコンテンツが売れていくイメージです。

では、

「せどりや物販なんてやらずに、コンテンツビジネスだけでいいのでは？」

そう思った方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、

利益率がよくリスクの低いコンテンツビジネスですが、

● コンテンツ内容を決める

● コンテンツを作成する

● コンテンツを知ってもらうためのブログやTwitterを育てる



など、

コンテンツを販売するまでにはかなり時間がかかります。

更に、

せどり・物販は実践者・新規参入者も多く、

コンテンツに需要があるので、

コンテンツを販売するにはピッタリです。

せどり・物販の経験を積みながら、

コンテンツを作って行くことで、

１つ、2つと収入の柱を作って行くことができるのです。

■その１.最短最速でせどり・物販の実績を作る

実績を作るには、最短最速で収益化しやすいせどり・物販がベストです。

まずは、せどり物販で実績を作って行きましょう。



せどり・物販の中でもすぐに始められて実績が出しやすいのは、

卸問屋から仕入れてアマゾンで販売する方法です。

私がおススメするのは、

日本一売れている販売プラットフォームを使って、

せどりの視点を持って一般的な小売業が使っている仕入れ先から利益を得

る

という方法です。

この方法であれば、

正規ルートで正真正銘の新品商品が仕入れることができるので、

● アマゾンからの真髄調査

● メーカーから商標権侵害で訴えられる

● お客様のクレーム
こういったストレス無しでの販売が可能です。

アマゾンで販売を継続していくには、

販売アカウントの評価を落とさずに運営していくことが大事です。



その為には、

お客様第一主義のアマゾンで嘘偽りのない商品を販売し、

利益の出る商品を大量・効率的に仕入れ可能な

卸問屋を仕入れ先にしてスタートさせて軌道に乗せていきましょう。

■その２.実績や経験を記録していく

せどり・物販での実績や経験は、随時記録していきましょう。

この実績を出していった過程や成功・失敗の経験が

せどり・物販実践者やこれから始める初心者さんにとって

「お金を払ってでも欲しい価値ある情報」

になります。

例えば、

「アマゾンで食品を扱って、取り扱う商品を拡大して利益を上げていきたいん

だけど、出品申請の解除がなかなかうまくいかない」



っていう人には、

「食品カテゴリーの出品申請が通るまでサポートします」

「食品カテゴリーの出品申請に必要な必要書類を作成できる仕入れ先と提

出方法を添削します」

というサービスや商品があったら、どうでしょうか？

利益の出る食品を仕入れてしまったのに

2週間も出品申請の審査が通らない人は

喉から手が出るほど欲しい情報だと思いませんか？

でも、困った事や上手くい行ったことなどは

ドンドン忘れていってしまうので、

しっかり記録して行くことが必要です。

■その3.売れる悩みリサーチ



自分の悩んできたこと、解決に時間がかかったことなどは

「他の人がお金を出しても必要としているのか？」

をリサーチします。

リサーチしてみると、

自分が深く悩んだ経験がある事柄だけでなく、

「え、そこでつまづいてしまっているの？」

と思うようなこともあります。

リサーチした事はコンテンツ作成のネタにしたり、

未来のお客様に「自分の事だ！」と思ってもらうための材料として

記録しておきましょう。

■その4.コンテンツ作成し、販売を開始

せどり・物販実践者や初心者の悩みがリサーチ出来たら、

その悩みを解決できることが自分にはできないか、

実績や経験をすり合わせをします。



例えば、

店舗せどりをはじめて3か月目の人が、

「店舗せどりで仕入れた○○飴がすごく売れているけど、

店舗をたくさん回って仕入れるよりもネットで大量に仕入れができないか

な？」

と、新規仕入れ先を開拓するというニーズがあるとします。

あなたが食品をネットで仕入れた経験があって、

仕入れ先を紹介できるとしたら、

「利益が出るお菓子を仕入れできる仕入れ先と仕入れの注意点」

と

「コンテンツを購入するお金」

の価値の交換ができるというわけです。

■その5.コンテンツ販売プラットフォームを使ってコンテ
ンツの存在を知ってもらう



ただ、

ニーズのあるコンテンツを作れば販売できるわけではありません。

当たり前のことですが、

そのコンテンツを欲しがっている人に

「私、あなたが欲しがっているコンテンツを販売しています！」

って気が付いてもらう必要があります。

「コンテンツ販売プラットフォームとは？」

販売手数料は大体20～30パーセントかかります。

ですが、

● 出品自体が無料

● 広告費など使わなくても購買意欲の高いお客様が来てくれる

● 自分で価格が決められる

● 決済などが容易にできる

など、

コンテンツビジネスに初めて取り組む人には



ハードル低く始めることができます。

また、販売プラットフォームはたくさんあって、

● ココナラ

● note

● Brain

● タイムチケット

● スキルクラウド

などがあり、

1つ商品を作ってしまえば、

複数のプラットフォームで販売が可能になります。

私がはじめてコンテンツビジネスに挑戦したときは、

集客するために約8か月間ブログを毎日書き、

ブログにアクセスが集まるようにしたり、

メルマガで読者さんにせどり情報をお届けしたりしながら、

自分でコンテンツを作り販売できたのが約1年後でした。



ですが、

コンテンツプラットフォーム(ココナラ)でリサーチはじめて、

コンテンツ作成して3日後に売れてしまいました。

ですから、

コンテンツビジネスのはじめの一歩はプラットフォームを利用して、

最短最速で成果を出していくのがおススメです。

成果を出すまでに時間がかかってしまい、

「やっぱり自分には無理なのかも」

と、挫折してしまうのは非常にもったいないです。

ただ、

コンテンツプラットフォームのデメリットもあって、

● プラットフォームの利用規約に従わなければならない
● 高単価商品は販売しにくい

● アカウント凍結やサービス終了のリスクがある



● 販売手数料がかなりかかる

という点を考慮すると、

まずは、

販売プラットフォームで商品を販売していき、

その商品をパワーアップさせつつ、

今度は自分で販売する力を身に着けていく。

そうすることで、利益率を最大化させつつ、

10万円と高額な商品でも自分で販売ができるようになっていきます。

■理想に近づくためには、変わることは必要

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。

それは、

店舗せどり→つわりで店舗には行けない
↓
電脳せどり→リサーチ時間をもっと効率化したい
↓



卸問屋・メーカー仕入れ→せどりや物販よりももっと高利益で効率的なビジ
ネスも取り入れたい

↓
コンテンツ販売→利益率もアップして、リスクなく、商品を自分で販売する能
力も見につく

↓
他の業界分野でもビジネスができる

みたいに、

どんどん自由になっていくための方法を学び、

実践して実績を出して来れたからだと思っています。

子供には、

「お仕事頑張ってね！」

って応援して貰えたり、

旦那さんには、

「以前と顔つきが違う、前よりピリピリしていないし、明るくなった。」

と言って貰える様になりました。

きっと、昔の私が聞い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、

成果を出して、

せどり以外のビジネスにも挑戦してきたからだと思ってます。

もし今後ビジネスでも、家族間のピンチがやってきても

理想の生活をするためにやるべきことを自分で考えて行動できる

↑
これが私の目標ですが、ドンドン理想の未来に近づけている感じはありま

す。

小さな階段を少しづつ上がって来たから。

大きく飛躍することはできないかもしれないけど、

小さな積み重ねによって形成できたと感じています。

■2足のわらじビジネスをもっと学んでみたい人は…

2足のわらじビジネスでは、

まずは、せどり・物販で最短最速で実績を作る事がスタートです。

「せどり・物販は再現性があって即成果が出やすい」



と言うことはお伝えしてきましたが、

「では、1人で頑張ってね！」

と言っても、

すぐに実践して軌道に乗せるのは難しいです。

そこで、

これから収入の柱を1つ2つと増やしていきたい方のための

「自宅でせどり・物販を実践して3か月で稼げるようになるLINE講座」

入門編動画コンテンツをお渡しします。

このセミナーは、

はじめての方でも取り組んでいただきやすいように、

入門編・準備編・実践編とステップ形式になっています。

各コンテンツを見て、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ます。

せどり・物販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・物販の全体像をつかんで、

最速で稼げることを体験してくださいね。

もうすでにせどり・物販を始めている方は、

● 新規仕入れ先の開拓

● 安心安全の仕入れ先を知りたい

● 出品規制が解除できなくて困っている

という場合もお役に立てるのでぜひ学んでみてください。

LINE登録をして頂くと、

「自宅でせどり・物販を実践して3か月で稼げるようになるLINE講座」



が受講できるようになります。

ただ、せどりを学んだからって、

自由になれるわけではないのです。

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。

では、講座でお会いできることを楽しみにしています。
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