
転売ハイスクール 
 

この講座は、全くの０の初心者でも売れる商品・利益の出る商品を 

探し出せる新品店舗仕入れのノウハウ全てと、初月から売り上げと 

利益を雪だるま式に増やす考え方を詳しく解説したメール講座です。 

 

 

「稼げません」「赤字が続いています」 
 

せどりはシンプルでイージーなビジネスなのに、 

何故そのような人が増えているのか・・・ 

それは、情報の集めすぎにより 

難しく思い込んでいるからです。 

私が、せどりをシンプルにまとめたので 

それだけを徹底的に学んで 

稼げるせどらーになってください。 

 

     
 

こんにちは、はるみです。 

今回、せどり初心者やせどりで稼げなく悩んでいる人のために 

シンプルでイージーなせどりをもっとわかりやすく端的にまとめた講座を作成しました。 

 

この講座を受講してもらえれば、新品店舗せどりの「見るべき場所」がハッキリわかるため

ムダな検索時間を短縮することが可能になり、今まで見落としていた商品の検索や仕入れル

ートの拡大を図ることができます。また、それだけでなく「利益を出し続ける考え方」「目

標の早期達成の仕方」についても学べ、皆さんのせどり成功までをお手伝いします。 



 

つまり、 

・これから始めるせどり初心者の人 

・せどり経験は長いけど、思った以上に収入が伸びていない人 

・お店に行ってもどこから見ていいのかわからない人 

・時間ばかりが過ぎて仕入れられていない人 

・自分の売り上げから利益が出ているかわからない人 

・見つけた商品を仕入れていいのか判断できず躊躇してしまう人 

・セールワゴンからしか仕入れが出来ていない人 

・情報をどんなに集めても自分の知識不足が原因で稼げていないと思っている人 

・月商 100万円を稼ぐ為の具体的な道筋が見えていない人 

・情報を集めすぎて一歩が踏み出せていない人 

 

これのいずれかに当てはまる人のための講座となっています。 

 

企画の詳細について 
 

今回の企画で学べる内容と費用については、以下の通りです。 

 

【仕入れ編】 

新品店舗仕入れで「利益が出る商品」を見つけるための見極めポイント 

これを見落としていると、どれだけ時間があっても検索時間が足りなくなってしまいますので、必

ず覚えておいて欲しいポイントについて解説しています。 

プレミアム化商品を探す３つの方法についての解説 

この方法を知らないばかりに、大幅な時間ロスをして売り上げ・利益減になってしまっている人が

多いです。プレミアム化商品を効率よく探す方法を覚えて売り上げ・利益増にご利用ください。 

効率的な仕入れルート作成方法 

仕入れをする前にまず知るべきなのは、周りの環境。仕入れられる場所が少なければその分増やせ

るはずの利益も減ってしまいます。盲点になっていたお店を見つけ出し仕入れ量拡大を目指します。 



利益の取れる商品をパっと見て判断できるようになる動画 

私はほとんど仕入れに時間をかけません。それは、利益が取れそうな商品をパっと見て判断できる

からです。それがわかるようになれば仕入れ効率が格段に良くなるはずです。 

仕入れリミッター外し 

みんなの知っているあの店もこの店も実は仕入れられる商品があるのに・・視点を変えるだけで私

のように仕入れられそうな店と利益が出そうな商品がどんどん思いつくようになります。 

仕入れ判断はたったの数秒！効率よく判断するせどりすと活用動画 

最初はどうしても仕入れ判断に時間がかかるものですが、１つの商品に 5分もかけていたら 100点

検索するのに 1日かかってしまいます・・数秒で判断できるようになるせどりすとの設定方法をご

紹介します。 

ライバルに差をつけて利益を最大化させるモノレート活用方法 

利益が出そうだけど、ランキングが悪い？でも、ちょっと待ってください。ランキングだけで判断

していては利益を取りこぼします。モノレートを正しく読み解く方法を詳しく解説します。 

ジャンルに特化しない店舗攻略方法 

主婦目線炸裂！2倍 3倍お得に仕入れるための仕入戦略 

せどりで利益を上げ続けていくには、よりお得に仕入れることは重要です。年単位で考えると大き

な金額で差がつく方法ですのでぜひ取り入れてください。 

プレミアム化商品の効率的検索方法 

発売日前のプレミアム商品の扱い方 

 

【出品編】 

損をしないための価格設定の考え方 

回転を意識して価格設定（価格を安くする）をすると思いますが、それだと利益を大きく取りこぼ

している可能性があります。回転を意識することも大事ですが利益を減らさないようにするための

価格設定の考え方について６パターン解説します。 

価格改定のタイミングと考え方 

上記の価格設定を踏まえたうえでの価格改定のタイミングや価格を改定する際の注意すべき点につ

いて解説します。 



マイナス評価をもらわないための賢い商品説明の書き方 

たった一言を加えるだけでマイナス評価をもらう危険性を回避できます。マイナス評価をもらわな

いためにも必ず付け加えておきましょう。 

マイナス評価をもらった時の対処法 

評価はお店にとって大事なものです。万が一、マイナス評価をもらってしまったらこの方法を利用

することでなかったことにすることが可能です。 

評価の数と評価依頼について 

商品別、梱包方法について 

FBAの配送方法、自己発送について  

家電商品の仕入れ方 

家電商品だけは他のカテゴリと違って仕入れ時に見る点が少し変わってきます。その点について解

説します。 

価格競争になってしまった場合の売り抜け方 

価格競争になってしまった場合、焦って最安値に合わせて赤字でも売り切る。という方が多いと思

いますがそれだけが得策とは言えません。実はここを確認することで黒字化することも可能です。 

 

【数字管理編】 

達成を10倍早める目標の設定方法 

目標にはモチベーションを下げる設定と 10倍早める目標設定方法があります。月収 100万円！の

目標達成を早める設定方法を解説します。 

今すぐに誰でも稼げる人に変わる！マインドセット法 

稼げる人と稼げない人は、実は「無意識レベル」で差がついてしまっています。稼げている人・す

ぐに成果の出る人は無意識でこの状態にあるのですがその今すぐできるマインドセット法を学んで

今すぐに稼げる人に変わってください。 

月商100万までの道のりを明確にする行動計画  

目標月商 100万円！といっていつまでも達成できない人は、この行動計画を知らない人です。目標

は設定しただけではダメで、明確な行動計画が必要です。その方法について教えます。 

間違っている人多数！本当の利益計算方法 



本人は利益が出ていると思っているようだけど・・・実際、管理表を確認すると赤字続き。利益計

算方法を間違え続けていると資金をショートすることにもなりますよ。 

利益率を上げたい時の華僑の教え 

利益率を上げたい。そんな時に使えるのが「華僑の教え」です。これを理解していれば安心して仕

入れられるようになります。また、確実に利益率を上げる方法の話もしています。 

お金を増やすための最も有効な時間の使い方 

同じ 24時間でもお金が増える時間の使い方と逆にお金の減る時間の使い方があります。ビジネス

を続けていくのであれば、お金が増える時間の使い方を追求していってください。 

確定申告の大事な話 

 

これらのコンテンツを動画や資料は会員サイトにて１日１つずつ30日間アップしていきま

す。また、同様の内容をメールにて配布致します。 

 

初心者の人にも無理なく活用してもらうために、1日で理解してもらえる範囲の内容にして

います。もし、わからないことがあればいつでもメールにて質問してきてください。 

 

また、この講座はオンライン上のサイトにアップしていくので Youtube や PDF が見られ

るパソコン環境があれば全国どこでも受講可能です。 

 

 

この講座の参加費用は、１４８００円です。 

 

ですが。 

 

 

友人であり、元生徒で年収 1000 万円以上のMASAHIROさんの講座を受講していただくと

この講座も一緒に受けていただけるようにしました。 

もちろん、この講座だけを受けていただくことも可能です。 

 



どちらかお好きな方をお選びください。 

 

 

MASAHIROさんの講座はこちらからご確認いただけます。 

投資としての物販ビジネス講座（← クリックすると詳細ページに飛びます） 

※上記URL ページよりご参加で転売ハイスクール受講の特典が付きます 

 

転売ハイスクールのみの参加はこちらから（← クリックすると申込み画面へ飛びます） 

 

 

よくある質問 
 

質問：初めてせどりをやるのですが、不安でいっぱいです。 

こんな私でも稼げるようになりますか？ 

 

回答：私もそうですけど、誰でも例外なく最初は「初めて」で「初心者」です。 

もちろん、不安もありました。私は背中を押すことができても代わりに稼ぐことはできない

ので「せどりを学んで稼げるまで頑張ろう！」という覚悟があるかどうかだと思います。 

 

 

質問：仕事（または子育てや介護など）で時間が全くありません。 

それでも問題ないでしょうか？また、どのくらい必要ですか？ 

 

回答：どれほど時間がないのかわからないのですが、全くないのであれば月商 100万円を

達成することは難しいと思うので参加しない方がいいと思います。 

時間を作る覚悟で取り組める人であれば大丈夫だと思いますよ。 

 

 

質問：稼げる商品を教えてもらえるのでしょうか？ 

http://systematictrade-masahiro.com/l/c/ml0DtzOr/LFPISaE4
http://kiwami611.info/harumi/order/777114/


 

回答：稼げる商品の具体的な商品名やタイトルを教える予定はありませんが、今回の企画で

は、売れる・利益の取れる商品の見つけ方について詳しく解説していきますので、自分で探

せる知識は十分身に付きます。 

 

受講生の声 

 
■ジュウシマツ様 

遅くなりましたがみなさん 1 か月お疲れ様でした。 

そしてはるみさんありがとうございました。 

 

大変参考になる講義、またせどりをされている皆さんと出会えたこと、本当にこの転売ハイ

スクールに参加してよかったと実感しております。 

 

特に「目標設定」と「時間管理」のお話は大変参考になりました。 

まさに時間貧乏に陥っていた僕にとって、この回のお話だけでも受講料以上のものを得るこ

とができたと思っています。 

 

本当にありがとうございました。 

 

 

■朝子様 

一ヶ月、あっと言う間でした〜！！！ 

はるみさん本当にお疲れ様でした！ 

ありがとうございました！ 

 

正直まだまだメールいただいた内容を自分の中に落とし込めていない部分もあります。 

 

でもこの一ヶ月、自分では少し進歩したと思っています。 



 

はるみさんのメールの仕入れの動画は、ノートにメモして、仕入れの前に見て参考にしてい

ます。おかげでここ数日、少しずつ仕入れができるようになってきました。 

 

このチャットルームではいつも教えてもらうばかりですが、早く良い情報を提供できるよう

になりたいです！ 

 

 

■ララ様 

みなさんこんばんは。(^ ^) 

転売ハイスクールの受講があっという間に終わり、1 か月というスピードの早さにとても驚

いております。。 

はるみさん、みなさんお疲れさまでした。 

 

ハイスクールを通して、こういったチャットワークで皆さんと接することが出来て大変うれ

しく思います。 

質問に答えて頂けたり、全く知らないような情報を提供して頂けたり・・・全て勉強になり

感謝しています。 

仲間がいると心の支えとなり、モチベーションも全然違いますね。 

 

受講する前までの自分の考えは、目標を明確にしておらず、ただ夢だけを見ていたという状

態だったと思います。夢を実現するために具体的に現状を踏まえての目標設定が大事だとい

うことを知りました。 

 

転売ハイスクールに入って本当に良かったと思います。 

はるみさん、みなさん、ありがとうございます。 

 

 

■リン様 

皆さん、はるみさん、こんばんは！ 



今日もお疲れ様です。 

 

もう一ヶ月がたったんですね。本当に早いです。 

初めてのチャットワークでドキドキしていましたが、とても充実した 

一ヶ月だったような気がします。 

 

この場で皆さんからたくさんの事を学ばせて頂いております。 

本当に感謝です！ 

 

独学で始めた転売ですが、はるみさんの講座を学ぶ事によって基本の考え方ややり方を学べ

て本当に良かったです。自己管理、時間管理が出来ていなくて、さらに数字に弱いので ＾

＾；自分に落とし込むためにもこれからも何度も読んで、勉強しようと思います。 

そして近い将来、100 万円コースの 1 期生の名にふさわしいセドラーになりたいです＾＾ 

 

皆さま、これからも宜しくお願いします。 

 

 

■キョン様 

もう 1 か月経ったのですね。とても早く感じました。 

 

1 か月で、このような雰囲気の良い場所・みなさんに縁があり、お話できたこと 

独学でしていたころと、価値観が変わったこと 

とても、学びの多い期間でした。 

 

はるみさん、お疲れ様でした。 

 

心持ち、仲間、支えとなるものって、ホント力強いものであり、大きな原動力になるのだな

ぁと実感させていただいています。 

 



一番、印象に残ったことは、みなさんの書き込みから感じる「行動力」と「前向きな気持ち」

でした。 

読ませていただくたびに、勇気や元気をいただいている気がして＾＾ 

「失敗でも、成功でもとにかくやってみる！」 

精神が育った気がしています。 

みなさんのおかげで、 

「向いていないかも」「だめかも」と下を向いていた私が、「前を見る」ということを知り

ました。 

はるみさん、みなさんにとても感謝しています。 

 

これからも、よろしくお願いします！ 

 

 

■ゆう様 

はるみさん、参加者の皆様、1 ヶ月間お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。 

もう一ヶ月⁈と、驚いているとともに、自分の時間管理の甘さを痛感しています。 

 

目標の設定、逆算をし、トータルバランスで考える。書いてみるとすごくシンプルなんです

が、実践するとなると…もがいてます笑 

 

ただ、少なくとも、転売を始める前と違って、自分の頭で考え、体で実践し、毎日エネルギ

ーを高ることができている、、、気がします。気が。 

 

今後も、目標達成、上方修正を継続できるように頑張ります！今後ともよろしくお願いしま

す！ 

 

 

■つか様 

はるみさん、1 ヶ月間お疲れ様でした。そして、ありがとうございました！ 

本講座、そしてこの THSルームを作って頂いて感謝しています m(_ _)m 



 

チャットは自分の知らないことを他の誰かが知っていたりと‥独学でやっていたら、きっと

知り得なかっただろうなってことがたくさんあって、とても勉強になってます。それに、こ

の THSルームの雰囲気がとても良い〜＼(^o^)／ 

 

ずっと 1人でやっていたので、せどりのことを話せる仲間がいるっていいですね^ ^ 

みなさんに感謝です m(_ _)m 

 

そして、これからもよろしくお願いします^ ^ 

 

 

 

 

私が初心者向け企画としてこの講座を作成したのは、ここを入り口にしてもっと人生を謳歌

して欲しいという気持ちがあるからです。私はそれのきっかけ作りがしたいのです。 

 

私は恐らく、みなさんと真逆で、「お金を作ってから好きな場所に住む」のではなく、お金

がないのに、更には安定した生活を捨てて先に好きな場所に住んで人生を楽しみました。 

 

それはまだまだ継続中で、沖縄から横浜に引っ越してきても相変わらず自分たちの人生を自

分たちの足で自由に歩んでいます。 

 

 

「自由に好き勝手やる」には、それなりのお金が必要です。 

皆さんにも、何か夢があったり、目標があるからせどり（物販）をやろう！という気持ちが

あってこのレターを読んでくれているのだと思います。 

 

「専業になりたい！」 

「家族との時間を増やしたい！」 

「もっと好きな時に好きなところへ出かけたい！」 



「趣味の時間を増やしたい！」 

「自由を満喫したい！」 

・・・・ 

 

ということであればこの企画に参加していただくことでより目標に近づくと信じています。 

上を見上げたらキリがありませんが、資金が増えるともっと効率よくビジネスがまわり始め

ます。 

 

リサーチをし続けることもなくなるし、好きな商品を好きなところ（販路）で販売できるよ

うになるし、その頃にはたくさんの仲間が出来ているはずなので情報の量や質も変わってく

るはずです。（私たち夫婦もお互いの土俵で好きな物をそれぞれの戦略で売っています） 

 

 

今回の企画はみんながそれぞれの「人生」を歩むための最初の入り口です。 

自分のビジネスの軸が出来上がったらどんどん自分らしい人生を歩んで行ってもらいたい

と思います。 

 

そのきっかけ作りのお手伝いを私はこれからもしていきたいと思っています。 

 

今回の企画に価値を感じていただけた方の参加を楽しみにお待ちしております。 

 

はるみ 
 

 

転売ハイスクール   

講座のみの参加はこちらから（← クリックすると申込み画面へ飛びます） 

 

 

 

http://kiwami611.info/harumi/order/777114/


Paypal 支払いの場合：支払いが完了すると 10分以内に自動案内が届きます。 

そちらに参加者限定サイトの案内がございますので必ず確認をしてください。 

 

 

銀行振り込みの場合：振り込み依頼をすると 10分以内に自動案内が届きます。 

そちらに振り込み案内が届きますので 3営業日以内にお振込みをお願いいたします。 

振り込み確認が完了しますと、参加者限定サイトの案内が届きますので、そちらをご確認く

ださいませ。 振り込み確認が出来ませんと自動的にキャンセルとなりますので予めご了承

ください。 

 

 

※稀に迷惑メール BOXに入ってしまったり、サーバーにはじかれることもありますので 

ご確認のうえ、メール不達の際はお手数ですがご連絡くださいませ。 

携帯アドレスの方は特にご注意くださいませ。 

 

 

参加はこちら （← クリックすると申込み画面へ飛びます） 

 

http://kiwami611.info/harumi/order/777114/

