
 
集客不要・認知不要・再現性１００％ 
お家で自分のビジネス始めて、 
マイキャリガールになりませんか？ 

こんにちは、Kaeです！ 

日頃より私のHP、 
メールマガジンを 
ご覧頂きありがとうございます。 

一年弱でOLを辞め、独立！ 
 
私は、 
インターネットビジネスを始め、 
一年弱で会社員を辞め、 
独立することができました。 



それまでは、 
１５０年以上続く老舗企業の 
東京支店で営業をしており、 

このままいけば、ある程度出世して、 
安定した人生なんだろうなぁ、 
と、安心しきっておりました。 

が、 

 

このままだと、ヤバイ・・・ 

ある時このままではヤバイ・・・ 

という事態に直面しました。 
 

それは、 
不明確な理由での 
ボーナスカット・・・！！！ 

私は、賞与明細を見た瞬間に、 
上司に尋ねました。 
 

 



”なんで、 
売り上げ前年比よりアップしているのに、 
ボーナス減るんですか？？？” 

と、 

衝撃の”知らん”・・・ 
 
そしたら、何と 

”知らん” 

という、返事が返ってきたのです。 

今まで、 
会社のために 
時間とエネルギーを 
膨大に捧げてきたのに・・・ 

この 

”知らん” 

で、片付けられた瞬間、 
私の緊張の糸が、 

”プツンっ” 

と、切れたのです。 



会社員って不安定・・・ 

”アァァァ、 
いくら頑張っても、 
会社の都合や、 
上司の気分でお給料が決まってしまう 
会社員って、 

不安定なんだな、” 

と、確信した出来事でした。 

結婚・出産・子育て・・・ 

また以前から、 
女性として生きて行く上で、 

・結婚 
・妊娠&出産 
・子育て 
 
と、 
ライフステージが変わる度に、 
仕事の環境も変わり、 
収入が安定しないのは、 

金銭的にメンタル的にもきつい！！汗 

という、 
不安をずっと抱えていたんですねぇ。 



そんな、気持ちが増す中で、 

このままじゃ、あかん！！！！ 

と、いろいろ考えた末、 

自分で稼いでいこう！！ 
 

と、決めましました。 
（会社では、副業禁止されてましたけどね・・・） 

アフィリエイト、 
情報発信、 
無在庫転売、 
株・FX 
など、 

様々な、ビジネスに触れてきましたが、 

再現性と利益率が最強なeBay輸入に出会えた！ 

そんな中で、 

eBayという、アメリカのショッピングサイトを利用した、 
輸入ビジネスに出会いました。 



かれこれ、 
１年以上実践しているビジネスですが、 

自分なりにやってきて思うのは、 

ebay輸入は、 
再現性&利益率がめちゃくちゃ高い 
 
というコトです！ 

eBayは、 
日本ではあまり馴染みがありませんが、 

それゆえ、 
利益の取れる商品が、 
めちゃくちゃあるのです！ 

そして、なんといっても、 
仕入れて売るだけなので簡単！ 

１日１５分で、１０万円！ 

３つの副業をしていた、 
会社員時代でも、 
月１０万円は手堅く稼いでおりました！笑 

１日１時間もあれば、安定して利益は出せますし、 
売れる商品を見つけるスキルがつけば、 

１日１５分の作業で終わることもあります。 



そんな再現性が高く、片手間で出来るノウハウなので、 
こっそり稼いでいたのですが、 

最近では 

”私にも教えて欲しい！！” 

そんなお問い合わせを頂く様になりました。 

そんなことで、 

仲間を募集します！ 

私自身も一年以上実践し、 
確実に稼げると自負したeBay輸入で、 

自分の力で稼ぐ仲間を増やす！！ 

と、決心をしました！ 

そして今回、 

私とマンツーマンでebay輸入ビジネスで、 
手堅い収入源を手に入れたい！！ 
 
と、願う仲間を人数限定で募集します！ 

少しでも興味を持たれた方は、 
是非このまま読み進めてくださいね。 



eBay輸入が最強な５つの理由 

私がビジネスをebay輸入をオススメする 

大きな５つ理由をご紹介します。 

■理由１：再現性１００％！ 

前文でも触れましたが、 

eBay輸入転売は再現性が本当に高いです。 

安く仕入れて、高く売る！ 

そこさえ理解し、実践すれば、 
小学生でも再現可能なビジネスになります。 

■理由２：即金性が高い！ 

これは、物販全般で言えることですが、 
キャッシュ化するのが早いです！ 

アフィリエイトや、情報発信ビジネスだと、 
キャッシュ化するのに時間がかかり、 
その間に挫折してしまう方も多いのですが、 

eBayのようにキャッシュ化が早いと、 



早い段階で稼ぐ、 
成功体験を詰めるので、 
自信がつきモチベーションも続きます。 

多くの方が、物販プレーヤーが、 
未だにプレーヤーとして、 
稼ぎ続ける理由がわかりますよね＾＾！ 

■理由２：低リスク！ 

eBay輸入は、少ない在庫で利益が出るので、 
出品や発送の手間もその分負担が少ないので、低リスクで行えます！ 

国内転売に比べても、 
一つあたりの商品に利益が乗せやすいので、 
その差額が狙いやすいのです。 

＊上記の、マイケルコースの時計は、 
一つあたり２万円を超える利益です！ 



 

■理由４：ライバルが少ない！ 

世界ではアマゾンに次ぐ、 
第二位のショッピングサイトになりますが、 
日本人でeBayを知る人は少ないです。 

その為、 
ライバルの少ないフィールドで、 
利益の取れる商品を発見でき、 
価格競争が起きにくく安定した利益が狙えます。 

■理由３：とにかく、楽しい！ 

二つ目の理由が、買い物感覚で出来る、 
ので継続したビジネスができるという所です。 

副業でビジネスをする場合、 
ほとんどの場合が楽しくなくて辞めてしまうですが、 
eBay輸入なら楽しみながら続けられますので、 
継続して稼ぎ続けることができます。 

特に、女性はショッピング好きですから、 
最高ですよね＾＾！ 

ebay輸入で得られるもの 



🔖１日１時間で、稼ぎ続ける普遍的ビジネスなスキル 

🔖タダで旅行に行ける生活 

🔖会社や組織に頼らずに生きる力 

🔖お金の不安からの解放 

🔖パートやアルバイトに頼らないライフスタイル 

🔖方向性を示すパートナー 

🔖好きなものを我慢しない生活 

🔖時間や場所にとらわれない生活 

🔖一緒に励まし合える仲間 

🔖好きな時に、好きな人と旅に行ける生活 

🔖人間関係に悩まず、気の合う人だけと付き合えるようになる 

🔖美味しいランチを我慢しない生活 

🔖プライベートを最優先にできる成功ルール 

🔖旅行先でも、ビジネスできるライフスタイル 

🔖私があなたの理想のライフスタイルの実現のサポートをしま
す 

これらを全て手に入れることができます！ 

コンテンツのご紹介 



 
eBay輸入では、 

・リサーチ→・仕入れ→・販売→・発送

これら４ステップすべて抑えることで、
高利益を再現することが出来ます！

この、 
４ステップを押さえた、

『最強のノウハウ』を、

 ギュッと詰め込み、パッケージ化しました！！

コンテンツ１：最強稼げる商品リサーチ 

ebay輸入に関わらず、  
物販においてリサーチが重要になります。 

売れる商品が見つかれば、継続的に稼ぎ続けられますし、 
逆にこのリサーチが出来ないと利益は見込めません。 

ここで、 
売れる商品のリサーチ方法を徹底的に学んで頂き、 
どの物販にも応用できる普遍のスキルを身につけて頂きます。 



また、 
私が独自に編み出した、 
SNSを活用したリサーチ方法も公開しております。 

コンテンツ２：利益を生み出す仕入れ術 

欲しい商品が見つかったら、 
今度は、仕入れをしていきますが、 

やはり、 
一円でも安く仕入れられたら、 
その分利益は生まれます！ 

そのための、 
仕入れ術を公開しております！ 

コンテンツ３：販売マーケティング戦略 

仕入れた商品を、 
高い価格で販売していく為に、 
どのマーケットで販売していくか考える必要があります。 

商品のジャンルによって、 
変わってくるのですが、 
一番安定的に商品が売れる、 
方法を伝授いたします！ 



コンテンツ４：利益を削らない発送マニュアル 

最後の、 
発送の部分ですが、 

想定していた以上に、 
送料がかかってしまう場合、 
利益が削れてしまいます。 

利益をしっかり確保するためにも、 
事前に、一番安く送れる発送方法を、 
シェアしております。 

コンテンツ５：会員限定Kae通信 

こちらの会員通信では、
表で配信しているメールマガジンに比べて
より秘匿性の高い情報や、最新転売事情を、

かなり濃密な内容でお届けします。

また、 
 
私が最短で成果を出し、
そして健全なビジネスを続けてこれたのは
“質の高いマインドセット”
が染み付いていたからに他なりません。



しっかりと正しいマインドセットがあった上での、
ノウハウになりますので、

ここでビジネスだけでなく、
人生で成功するためのマインドセットを
インストールして頂きます。
 
 
ぜひ積極的に
『Kae通信』をインプットしていただき、
他のビジネスにも応用できる、
マインドを手に入れてください。

選べる３つのコースをご用意致しました！ 

これだけでもebay輸入に関する
ほぼ全ての知識を身につけることができますが、

初心者の方が“最速で成果をあげる”
ためにはどんなサポートが必要か？

と真剣に考え、
更なるサポートコンテンツを追加しました。

 
メイン教材＋サポートコンテンツの内容に応じて、
選べる3つのコースをご用意させていただきました。

 
あなたのレベルや目標に合わせて最適なコースをご選択ください。 



ライトコース 
●４ヶ月教材に沿ってebay転売をマスター● 

 
コンテンツ１：最強稼げる商品リサーチ 
コンテンツ２：利益を生み出す仕入れ術 
コンテンツ３：販売マーケティング戦略 
コンテンツ４：利益を削らない発送マニュアル 
コンテンツ５：会員限定Kae通信 

ベーシックコース 
●６ヶ月間の音声コンサルで確実に稼ぎたいあなたへ● 

ベーシックコースすべて 
➕  
無制限音声コンサル 

ベーシックコースでは、ライトコースのコンテンツにプラスして、 
無制限音声コンサルサポートが付きます。 

実際に、作業をし始めると、 
わからないことが出てきたり、 
このやり方であっているのか不安にこともあります。 

そんな時に、 
私が常にサポートにつくことで、 
最短・最速かつ継続的に稼ぐ力を身に付けて頂きます。 



また、 
出品の際のアカウント情報から、 
写真選びまで売れるために必要なポイントなども 
細かくサポートができるので、安心して仕入れなどが行えます。 
 
６ヶ月間、私のサポートのもとで、確実に稼いで頂きます！ 

マスターコース 
●８か月Kaeと二人三脚で大きく稼ぎたいあなたへ● 

 

ベーシックコースすべて 
➕  
対面コンサル 

スタンダードコースでは、
無制限音声コンサルを受ける権利がありますが、
このマスターコースでは、対面コンサルを４回つけております。

対面では、マンツーマンで、
売れる商品のリサーチを徹底的に伝授していきます！

ebayに関わらず、物販においてリサーチはキモです！

売れる商品のリサーチ方法をマスターしてしまえば、
あなたは、 
一生物販で稼ぎ続けることができるのです！

また、実際にお会いして、 
直接指導することほど、早いものはありません。



 
１日でも早く、
私とより密に関わっていただくことで、
ノウハウ吸収速度のスピードが上がることはもちろんのこと、
モチベーションアップや即有効なアドバイスをもらうこともできます。
 

この機会にぜひ私を使い倒し、あなたの成長の糧にしてください。
 

これだけ手厚いサービスの「お値段」は？ 
 

ライトコース：198,000円  
（クレジットカード：一括　銀行振込：一括） 

 

ベーシックコース：298,000円 
　（クレジットカード：一括、分割最大4回払い　銀行振込：一括、分割最大4回払い） 
⇒　4回払いの場合、1回あたり円 

 

マスターコース：598,000円  
（クレジットカード：一括、分割最大8回払い　銀行振込：一括、分割最大8回払い） 
⇒　8回払いの場合、1回あたり円

少しでもご参加に対する障壁が低くなればと思い、

各コースでクレジットカード・銀行振込の分割決済にも、

対応させていただきました。

 



スタンダードコースは最大4回払い、
マスターコースは最大8回払いでのご参加も可能です。

いずれも月々の飲み会などを我慢することで、

充分捻出可能な価格設定となっています。

もしかして、高いと感じましたか？ 

eBay輸入のノウハウを実践すれば、
毎月10万円、年間120万円の収入アップノウハウが、 
198,000円から学ぶことが出来るわけですから、
とてもリーズナブルです。

しかも
eBay輸入は、毎月10万円どころか 、
毎月100万円以上を稼ぐことも十分可能です。

実際は年1,000万円以上のノウハウになりますので、

本来であれば、100万円以上の価値になります。

しかし、
多くの方に、私のノウハウで、
稼いで頂きたいと考え、

【今回限定】

で、価格を調整致しております。

マスターコースに参加

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=IRnMAEvbGjo
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=IRnMAEvbGjo


是非、 
このタイミングを逃さずにエントリーしてくださいね＾＾ 
 

収入を生み続ける資産が手に入ります！ 

また今回のプログラムは

『ひとつのキャッシュポイントをつくる』
ための環境がすべて整っています。
 

お渡しするコンテンツを学び、
私のコンサルを受けていただければ、
１日１時間の作業で、
収入が生まれ続ける『資産』をつくることができるのです。

 そのためしっかりと決断をして自己投資を行っていただけたなら、

このプログラムの参加費の“元を取る”レベルの話ではない
実力を身につけことができます。 

 ぜひ、
あなたにふさわしいコースを選択してください！

しかし一般的には、

ビジネスへの投資に大きな決断が伴うものである

ということも充分理解しています。
 

そのため、もしあなたが本気で



『ebay転売スクール』という環境を必要としていないのならば、
無理してまでご参加いただく必要はございません。
 

しかし、

そんな環境のなかに積極的に学び、
自分を高め人生を変えることに少しでも魅力を感じたのであれば、 
ぜひ私の元へ飛び込んできてください。
 
あなたのご参加を、心よりお待ちしています。 

 ありえない、保証を２つお付けします！ 

まだ迷っていますか？？ 

たしかにお得な価格にしているとはいえ、 
普通の経済感覚を持っている人なら、 

ライトコースに参加

ベーシックコースに参加

マスターコースに参加
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気軽に買っちゃおうという金額では、ありませんよね。 

そこで、そんなあなたにも、 
「まずは体験」してもらえるように、 
 

保証１： 
『100％現金返済保証』をおつけします。 

お渡しするコンテンツに取り組んでも稼げなかった場合、 
稼げなかった分の差額を返金致します！ 

また、せっかく学んでも、 
その知識を、実践に活かし、 
結果につながらなければ意味がありませんよね。 

そこで、 
 

保証２： 
『チャットサポート延長』もご用意します。 

この保証は、 
あなたの転売ビジネスで、売上が立ち、 

『参加費の元が取れる』まで、 

３６５日いつでも、 
Kaeがラインでサポートします。 

保証３： 
『３００％保証』もご用意します。 



マスターコース 

この２つの保証がありますから、 

あなたのリスクは、全くありません！ 
 

ぜひお申し込みくださいね。 

 

スペシャル特典をご用意しました！ 

ライトコースに参加

ベーシックコースに参加

マスターコースに参加
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限定で特別特典をご用意致しました！ 

その①１ヶ月で１０万円を稼ぐ即金マニュアル 

eBay輸入で稼げるといっても、 
手持ちの！ 

そんな負担を減らすためにも、 
即金ノウハウで 

②ebayビジネス×○○○で無料で旅をするセミナー 

　実は、このebay輸入利益を取りや 
 


