
毎週火曜の入金、増えていく口座残高、 
お客様から届く感謝のメッセージ、 
無理だと思っていた家族旅行、親孝行… 
あきらめかけた夢を叶える副業月収30万円 
“ネオ輸入転売 自由な金持ちスクール”  
期間限定で入学願書、受付開始 !! 

　 

From : 品川広平  
ゴールドコースト 
火曜日の午後 

好きな時に、好きな場所で、 
好きな人と、好きなことが出来る 
人生を手に入れるために… 

信じられない出来事でした。 

2014年に参加したあるセミナーで、 
叶えたい夢を１００個紙に書きました。 

増えない収入..先細りの職業..パワハラ上司..忙しくて取れない家族との時間..お金が理由で
諦める夢…。もしあなたが今の不本意な現状を本気で変えたいと誓うのなら、“自由な金持
ち”になるための最新かつ手堅い方法をステップバイステップで具体的に解説します！あな
たもルール無し、我慢ゼロのライフスタイルを叶えませんか？



条件は、お金、時間、場所、人間関係等の制約が 
一切なかったとしたらという前提で。 

私はその頃、住宅会社の営業マンをしていて、 
土日は仕事、毎日帰りは深夜という状況でした。 

それなりにやり甲斐は感じていたのですが、 
息子がもうすぐ小学校に入学する時期になり、 
子供と過ごす時間は殆ど無いことに気づき、 

俺このままで良いのか？ 

と思い始めてきていて、 

「何かを変えなきゃ！」 

という気持ちで臨んだセミナーでした。 

その時書いた１００個の夢の一部を紹介すると、 

・子供達と過ごす時間を多くする 
・世界中でサーフィンする 
・最高に景色が良い場所に住む 
・食費に１０万円使う（外食無しで） 
・両親とオーロラを見る旅行に行く 
・家族で海外旅行 
・ヨーロッパに行く 
・多くの人を助ける 
・イルカと泳ぐ 
・１５０歳まで生きる 
・アーロンチェアを買う 
・妻と世界一周 
・息子たちとサーフィンする 

こんなことを書きました。 

それから２～３年の間に 
どの位が実現したと思いますか？ 



 
上に書いたものだと、 
実は既に７割は実現しています。 

なぜか？ 

それは自分のビジネスを持ったからです。 
 
ビジネスと言っても大げさなものではなく 
インターネットを使った輸入転売で、 
ごく小規模のビジネスです。 

それでも会社員時代の収入や時間の使い方と比べたら 
ハッキリ言って天国です。 

銀行口座には毎日のように現金が振り込まれてきます。 

自分の都合で好きな時に仕事をして 
やりたくない時はやらくてもOK。 

自己責任ではありますけどとにかく自由です。 

お金で８割の問題は解決できる 

お金が全てではないです。だから８割と言っています。 

でも、 

時間、食べ物、旅行などのアクティビティ、 
思い出を作る経験、精神的ストレス、健康、 

などはどれも、ある程度はお金を持つことで 
質を高めることが出来るということは、 
おそらく誰も否定できないでしょう。 

私の人生が変わりだしたのは自分の力で 
お金を稼ぐために学習＋実践を始めた頃です。 

今やっているスタイルと同じ、 
eBay仕入れ、ヤフオク転売の教材を購入し、 

息子と二人旅でオーストラリア
でサーフィンしました。会社員
の頃は想像できなかった事です。



最初は月収３万円を稼いだ経験をきっかけに、 

「自力でお金を手に入れる」 

という現象を受け入れ出した頃から世界が変わってきました。 
 

 

ただ、勘違いしないでください。 

数年前の私は 

その辺に居る１サラリーマンでした。 

特別な才能や技術はありません。 

私ができたのだから、 
あなたも出来るという事を言いたいのです。 

しかも、私があなたに教えられるビジネスは 
難易度は「最も初心者向け」と言われる転売です。 

逆に言えば、向き不向きは別にしてこのビジネスができなかったら 
他のどんなビジネスも無理だと思います。 

経費の決済でマイルが溜まるの
で月１～２回海外に行けるのは
物販ビジネスの嬉しいメリット



その位難易度が低いビジネスモデルです。 

あなたは売れる商品の探し方を覚え、 
それをeBayというサイトで探し、 
それをヤフオクというとてつもない巨大な 
プラットフォームに出品すれば 
殆どは１ヶ月～２ヶ月以内に売れてしまいます。 

１個10,000円の利益が取れる商品など 
いくらでも無限に探せます。 

とは言え、輸入転売を志しても収入を得る前に 
挫折してしまう人が居るもの確かです。 

私がブログやメルマガなどで情報発信を始めてから、 
多くの方と話す機会をいただけているのですが、 
そこで気づいたことは、 

いかに最初の100円を稼ぐかがカギ 

と言う事です。 

どういう事かと言うと、100円でも良いので 
「お金を稼いだ」という経験が出来れば、 
その後応用を利かせて利益を増やすのは簡単なのです。 

最初が一番大変です。 

赤ちゃんがつかまり立ちの姿勢から歩こうとして何度も尻餅をつき、 
一生懸命歩こうとチャレンジし続けているような状態です。 
最初は難しいですが、一度歩き出してしまえばその後は 
自分で好きなところにちょこちょこ歩き出すようになります。 

これと同じように輸入転売は最初の1歩が大変なので、その部分を 
なるべくクリアするサポートするのがこのスクールの目的です。 



初心者は１００％、 
“儲かる商品が見つかりません” 
という壁にぶち当たります。 

おそらく転売を志した多くの人は、 
始めた直後でよくあるパターンの 
「儲かる商品が見つからない」という状況で苦しみ 
挫折してしまうでしょう。 

理由は簡単です。 

それは「リサーチの正しい方法」を知らないからです。 

リサーチは動作です。テニスやゴルフのスイングと同じ。 
順番通りに決められた動作をすれば 
一定の確率で利益が出る商品は必ず見つかります。 

だから最初の壁を乗り越えて、 
自分で収入をコントロール出来る世界を 
あなたにも手に入れて欲しいと思います。 

少しずつ得意な商品が増えていくにつれ 
収入も比例して増えていく世界です。 

家計が苦しいからパートで働いたとしても 
時給を何倍にもに上げることはほぼ不可能ですが、 
自分でお金を稼ぐ力（スキル）を身につければ 
一生収入を増やし続けることも可能なのです。 

それでは、eBayから仕入れた商品で 
実際にどれくらいの利益を出せるのかをみてみましょう。 



１個転売するだけで28,000円 
が手に入る古いガラス製品とは… 

※１USD = 112円で計算しています 

もしあなたがこの商品を仕入れてヤフオクで 
販売すると、手数料などを差し引いても28,000円を 
獲得することが可能です。 

こういった商品を１０個扱ったら、 
あなたの収入はどうなりますか？ 

まず最初は1個売って5,000円利益が出る 
ことを目標とし、その後数ヶ月以内に 
1個売って20,000円の利益を目指しましょう。 

稀に見るヒットの利益ではなく、「平均」での話です。 



こちらは１個売って18,000円獲得！ 
eBayにはこのようなアイテムがゴロゴロ。 
必要なのはリサーチするスキルです。 

※１USD = 112円で計算しています 

実際、利益が出せる商品はeBayにゴロゴロ、 
山のように転がっています。 

でも多くの初心者が利益が出る商品を見つけられない 
のはスキルを身につける前に、目先の結果に 
一喜一憂してしまうからです。 

このスクールでは、 
よくある“転売あるある”のパターンに陥っても 
その壁を乗り越えられるような解説と 
アドバイスをしていきます。 



２万円なんて序の口、 
こちらは67,000円GET。 

※１ユーロ = 129円で計算しています 

パートで働いてはダメだと痛感しませんか？ 

パートで働けば初日から決まった時給の800円とか1,000円が 
もらえますが、それ以上、劇的に増やすことは無理です。 

しかもその仕事に将来がありません。近い将来ロボット(AI)に奪われるでしょう。 

一方、ビジネスを覚えて『一人でお金を稼ぐ力をつける』 
ということは最初は大変ですが、一旦スキルを付けてしまえば 
その後は爆発的に収入を増やし続けること可能です。 

くれぐれも「チャリーン！」と楽して儲かると思わないでください。 
楽して儲かるのはスキルを身に付けた後の話です。 
最初の数ヶ月は努力が必要です。 



あなたはこれが事実だと信じられますか？ 

※１USD = 112円で計算しています 

たった1個の商品売るだけで28万円の現金が 
あなたの銀行口座に振り込まれてくるとしたら 
あなたはどうしますか？ 

正直に言いましょう。 

ここまでのスキルを付けるには最低でも1年は掛かると思います。 

そもそも40万円の仕入れをするには 
相当な知識と経験、そして資金力が必要です。 

ちなみに私の最高利益は、1個販売して純利益510,000円です。 
51,000円の間違いではないですよ。51万円、 
「ごじゅういちまんえん」です。 



1個で20～30万円の利益なら、月1個位はあります。 
私は遠回りしたので転売を開始して2年くらい経ってから 
スーパーヒットの1アイテムの利益51万円を出しましたが、 

もっと効率良く知識と経験を積み上げていけば 
もっと早く大きな利益を得ることが可能になるでしょう。 

このスクールではテクニック面とマインド面の両方から 
惜しみなくあなたに伝授していきます。 

ネオ輸入転売自由な金持ちスクール 
スタートダッシュ特別講座の内容とは… 

１）週１回、動画等の授業とやることリストを配信 

転売の基本的な考え方と基本動作を詳しく解説。 
初心者が稼ぐために必要な行動をリストにして配信。 
行動しやすいようにより具体的な情報を配信するので 
効果的に学習と実践が可能です。 

 

https://youtu.be/TB7_ICjXjnw 
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https://youtu.be/cUkUaBy7d7M 

２）グループチャットで無期限に質問可能 

参加者全員が質問できるグループチャットを使用。 
質問や返答、目標のコミットメントや結果報告をしていただき、 
私が中心に質問に回答していく事になります。 

この講座は授業を配信するだけではなく、 
あくまでも「コミュニティ」です。 

もちろん参加の度合いはあなたの自由で構いませんが、これから 
お金と時間の自由を手に入れて人生を楽しみたい人が集まる場所 
として仲間になれる場所にしたいと考えており、 
実際既にそのような雰囲気になっています。 

メンバーそれぞれが個性的で楽しく、 
新しく入る人達に非常に親切なので安心してください。 

もちろん多くの方が副業で稼ぎ、目標をガンガン達成しています。 
仲間がいれば何とかなります。 
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このコミュニティに入って得られるもの 

・儲かる商品を無限に見つけ出すスキル 

・無期限サポート(グループチャット) 

・転売の基本的な考え方と実践方法をマスター 

・課題が出るので明確にやることがわかる 

・月収３０万円までの通過点の細かいゴールを設定 
（３万円..５万円..１０万円..３０万円） 

・週１回の休みで実践できるペースで配信 

・参加費用は自己アフィリで１～２ヶ月で取り戻せる 

・会社に支配されない自由な人生のスタート 

・金持ちになって他人をコントロール出来る 

・相談できる仲間が作れる 

・成功して人から尊敬される 

・孤独とは無縁の人生へ 

・ビジネスで成功する為の第一歩が切れる 

・人生の失敗を回避するための知識がつく 



参加費が実質無料になる 
自己アフィリリンクをプレゼント 

手続きするだけで参加費以上の収入が確定 

提供期間 
コンテンツ配信を３ヶ月を予定 
チャットへの質問等の参加は無期限 

コンテンツ内容（予定） 

▼特別編 
まずは参加費用を即座に回収する（元を取る）ための手続き 
スクール入学後、自己アフィリ案件のURL送りますので 
それをクリックして手続きをしてください。 

▼本編（予定）平均的に行動できるペースで課題を出します 
各サイトのアカウント作成 
（ヤフオク、オークファン、eBay、PayPal） 

・不用品を売ってヤフオクの評価を増やす 

・オークファンからのリサーチを徹底的にマスター 
（リサーチチェックリストを使用） 

・オークファンリサーチからeBay検索の具体的なやり方 

・リサーチが50倍楽になる仕入先の開拓方法 

・利益を出しやすいおすすめジャンルを紹介 

・リサーチを半自動化する方法 

・仕入れる資金がなくても利益を出す方法 

・オススメのクレジットカード 



・ヤフオクで高く売るための方法 

・ヤフオクで高く売るための画像の撮影、加工方法 

・ヤフオク以外で高く売る方法 

さらに安心してもらうために 
私からあなたへ有り得ないギフト 

保証について 

自己アフィリをするだけで参加費以上に収入が得られますので 
必要ないとは思いますが、それでも念には念を入れて、 
「全額返金保証」を付けることにしました。 

稼げなかった場合や、価値がなかったと思う場合は 
全額を返金させていただきます。 

特に提出する資料などは必要なく、 
メール１本で即座に振込しますので安心してください。 

「あなたはちゃんと行動をしていないので返金は出来ません」 

みたいにセコい事をゴチャゴチャいう事なくサクッと振り込みます。 

それまでにお届けした情報コンテンツや自己アフィリで稼いだお金も 
そのままあなたのものです。 

悪用しようとすれば全てのコンテンツをあなたは手にして 
参加費用の全額を返金してもらうことが出来ます。 

返金申請期間は参加から３ヶ月後～１年後までとさせていただきます。 

あなたは“稼げるようになる”か“払ったお金が戻ってくる”か 
のどちらかになりますのでリスクはありません。 



それでも心配な方は私に直接電話やメールをして 
信用できるかどうかを判断してください。 

携帯電話番号　09099736201 
メール　info@freeandrich.net 

ご確認ください 

※サポートはグループチャット形式の相談です。 
※サポート期間はコミュニティが存続する限り無期限です。 
※予定内容やスケジュールは変更になる場合があります。 
※自己アフィリが出来ない場合は参加費用は自腹になりますが、その場合は頑張って転売
で稼ぎましょう。 

参加費　 

60,000円→特別価格 50,000円（PayPal決済） 

全ての参加者の状況を私が把握するために一定の人数で募集をストップ 
させていただく予定ですので、興味を持たれた場合は 
「今すぐ」申し込み手続きをして私に知らせてください。 

繰り返しになりますが全額返金保証がありますので、 
ご満足頂けなかった場合、あなたは支払った費用の 
全額の返金を受けることが可能ですので、 
今すぐ申し込みをすることに対するリスクはありません。 

最後に 

私は今、妻と４人の子供の６人家族で暮らしています。 
看護師のキャリアを持つ妻に私は退職をして子育てに専
念してもらうようお願いしました。 

自力で収入を得られるようのなった事で子育て、健康、
食事面などは会社員時代とは別次元の、クオリティの高
い日々を送ることが出来るようになりました。 

mailto:info@freeandrich.net


特に子供達との時間をたくさん持てるようになったことは 
後悔しない人生を歩んでいると確信を持てる程の大きな収穫です。 

あなたは様々な思いを胸にこの手紙までたどり着いたことと思いますが、 
インターネットを通してこうして繋がることが出来たことを 
私は心からうれしく思っています。 

同時にこの出会いがあなたの明るい人生を切り開くきっかけに 
なることを願わずにいられません。 

ここまで読んでいただき本当にありがとうございます。 
あなたの理想が叶い、自由で豊かなライフスタイルで 
大切な人と幸せな人生を歩めることを願っています。 

申込み 

PayPalという安全性の高いクレジットカード決済です。 
ご決済後２４時間以内にメールにて連絡いたします。 

※PayPal決済ができない場合は銀行振込も可能です。 
info@freeandrich.net までご連絡ください。 

申込後の流れ 

１，上の赤いボタンをしっかりとクリックしてPayPal決済画面へ移動し、お名前、メール
アドレス等を入力しクレジットカードにてご決済ください。(PayPal決済ができない場合
は銀行振込も可能です。info@freeandrich.net までご連絡ください。) 
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２，お申込みいただいた情報が私にメールで届きますので、私から２４時間以内にお申し
込み受付確認のメールを差し上げます。飛行機の移動中などで返事が遅くなる場合もあり
ますが心配な場合はメールでお知らせください。info@freeandrich.net 

３，早速授業が開始されます。まずはオリエンテーションから始まり、自己アフィリの案
件、グループチャットへの招待を行います。丁寧にご説明しますのでご安心ください。 

４，１週間に１回ペースで動画等の授業が配信されます。授業には課題が出ますのでマイ
ペースで進めてください。遅れたからといって落ち込む事はありません。少しずつで構い
ませんので頑張りましょう。まずは最初の得意アイテムを作って月収３万円を達成しましょ
う。 

５，グループチャットへは日々の行動成果、目標の宣言、実績の報告や具体的な質問など
が飛び交っています。性格によりますので強制はしませんが、非常に学びの多い情報がた
くさんありますので見るだけでもためになると思います。月収３万円が達成できたら次は
１０万円を達成しましょう。 

６，３ヶ月を目処に一通りマスター出来るようプログラムを考えておりますが、その後の
グループチャットへの参加に期限はありません。末永く仲間としてお付き合いさせていた
だければと思います。リサーチのスキルはマスターしている事ですので得意アイテムの幅
を広げていき、月収３０万円にとどまらず、５０万円、１００万円と上を目指していきま
す。 

７，グループ内でセミナー等の告知を優先的に行います。また私とのマンツーマンコンサ
ルはグループ内で優先的に募集いたします。１年後くらいにある程度稼げるようになって
あなたと海外で乾杯する姿を想像しています。自由な金持ちになりましょう！ 

あなたへのメッセージ 
クリックして動画をご覧ください 
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https://youtu.be/eOtienqcVCc
https://youtu.be/eOtienqcVCc


追伸１： 
まずは参加費用をに回収（元を取る）するために、 
簡単に５００００円以上は稼げる自己アフィリのURLを紹介します。 
そのリンクをクリックして手続きをすれば参加費用は簡単に稼げます。 
クレジットカードの審査が通らない場合自己アフィリは少し大変なので、 
心配な方は申し込む前にご相談ください。 

追伸２： 
稼げなかった場合や購入した価値が無かったと思った場合などは、 
「全額返金保証制度」がありますので、メール１本で面倒な手続きは一切なく、 
即座に返金を受けることが出来ます。上記、保証の部分をご参照ください。 

あなたは輸入転売で稼ぐ力を手に入れるか、支払ったお金の全額が戻ってくる 
かのどちらかになりますので、「リスクは０」という事になります。 

追伸３： 
この講座は時間を節約したい人や行動力をアップさせたいと言う人向けで、 
転売ビジネスで自由を手に入れるための「最初のスタートダッシュ」を 
切るための特別講座です。この講座はただの教材ではなく、 
「自由な金持ち」を目指すコミュニティに入るということです。 
一人で行動できない人でも仲間に入れば刺激を受ける事が出来ます。 
 

PayPalという安全性の高いクレジットカード決済です。 
ご決済後２４時間以内にメールにて連絡いたします。 

※PayPal決済ができない場合は銀行振込も可能です。 
info@freeandrich.net までご連絡ください。 

特定商取引法に基づく表示

      

mailto:info@freeandrich.net
http://freeandrich.net/tokutei/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=PJ3P3BR6L9NMN
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=PJ3P3BR6L9NMN

