
~在宅副業で月５万円の副収入を作る~ 

『ちゃんとした副業のご案内』 
パソコンひとつでできる在宅副業で 
第２の収入源を作る方法を伝授する企画 

どもども、ひろつぐです(｀・ω・́) 

取り急ぎのご案内となりますが、 
ちゃちゃっと案内ページを作っちゃいますね♪ 

まぁ簡単に言うと、 

「パソコンでできる在宅副業で 
第２の収入源を作りませんか？ 
今なら僕が手とり足とりちりとり教えますよ～♪」 

といったご案内どえす。ご案内です。 
どえすて。笑 

「パソコンでできる副業？なにそれ怪しい～。。」 
「なんかヤバイやつじゃね？((((；ﾟДﾟ)))))))」 

と思う人もまぁ多いことでしょう。 

もうそういう疑問に答えるのも 
そろそろ飽きてきましたが、一応答えておきましょう。 

めちゃくちゃちゃんとした副業です。 

募集人数に達したため、いったん募集停止とさせていただきました！



きちんとお客さんに価値を提供して、 
感謝された上でお金を稼いでいきます。（それが「ビジネス」というもの） 

自分の身近な場所で 
お金を使うところを思い浮かべてください。 

パン屋さんでもケーキ屋さんでもラーメン屋さんでも 
洋服屋さんでもコンビニ屋さんでも本屋さんでも。 

そういったところで僕らはいつも 
当たり前のようにお金を使いますね。 

僕もさっき、コンビニ屋さんで 
チョコモナカジャンボとチップスター（コンソメ）と 
オランジーナ（←最近ハマってる） 
を買ってきました。 

逆に言えば、お店は商品を提供することで 
お金をもらっています。 

はい、それです。僕らもそれをやればお金がもらえます。 

つまり、 
自分で自分のお店を作って商品を販売すれば、 
お金を稼ぐことができるってことですね♪ 

めっちゃ当たり前すぎること言ってるかもですが、 
僕が今回ご紹介する副業もそれです(｀・ω・́) 



「ちょとまてちょとまてウォニーさん。自分でお店なんて作れなくね？」 

僕はウォニーさんではありませんが、 
そこも説明しときましょう。 

例えば、自分で服屋さんをやろうと思えば、 
確かに土地を借りて内装を整えて、 
商品の仕入れ先を確保して従業員を雇って。。。 

と、膨大な初期費用がかかります。 

だがしかーし！！！ 

今はネットの時代です。 

ネット上にお店を開けば、 
残念ながら一切お金かからないんですよウォニーさん♪ 

あれですね、ヤフオクとかで 
不用品を販売したりしたことがある人も 
多いんじゃないでしょうか？ 

それって実はめちゃくちゃすごいことで 
ヤフオクの中に自分のお店を持てるのと 
全く一緒ってことなんです。 

ネット上だから、土地代もかからないし 
お客さんは全国、いや全世界でもOK。 

ネットのない時代に一生懸命に商売してた人からしたら 
「なんやそれ！ズルない？あんたズルない？？？」 
って感じです。。 



でも、ヤフオクは所詮、不用品処分の場所です。 

やりようによっては利益を出すこともできなくはないですが、 
ヤフオクはとにかく安く買いたい人が集まる場所なので 
ビジネスをするには向いていません。 

じゃあどこで売るのか？ 

1番いいのは、カラーミーショップや 
ショップサーブというところを使って 
自分独自のネットショップを作るのが最強です。 

でも、独自ネットショップを開設するには月額費用がかかります。 
（まぁゆうても数千円程度ですが） 

なので、初心者の場合はちょっとハードルが高いです。 

代わりに、無料で販売できる場所を使います。 
それが『BUYMA（バイマ）』というところです。 

BUYMAはブランド品専門のショッピングサイトですが、 
そこで誰でも無料でアカウントを作ることができて 
商品を販売していくことができます。 

まぁいろいろ説明し出すと長くなりそうなので 
やることだけを簡潔に言うと、 

「BUYMAでブランド品を販売してもらいます」 

なぜブランド品を扱うのか？ 
商売をやったことない初心者でも 
ブランド品なら売りやすいから、です。 



あ、扱うのはアメリカのブランド品です。 

コーチ、グッチ、トリーバーチ、クロムハーツ、 
プラダ、シャネル、ルイヴィトン、エルメス、ケイトスペード、 
クロエ、ティファニーなどなどなど 

アメリカのブランドだったらなんでもいけます。 

えっと、で、なんでブランド品なのかっていうと 

例えばですが 

・ニョイキ（誰も知らないようなブランド）の5000円のバッグ 
・シャネルの５万円のバッグ 

この２つのバッグを販売しようと思ったとき 
どっちの方が売れやすいか？と考えてみてください。 

ここでビジネス初心者の人は 

「１０分の１も安いんだから、 
ニョイキの5000円のバッグの方が売れやすくね？」 

と思いますが、実際は違います。 

シャネルの５万円のバッグの方が 
圧倒的に売れやすいです。 

それは当然のことで、シャネルが億のお金を使って 
「シャネル」というブランドを確立させてるわけなので！ 
（ブランディングというやつです！） 



ここでわかることとして、 
「ブランド品は値段とか関係なく売れる」 
ってことです♪ 

ほんでもって、日本とアメリカでは 
ブランド品の価格差も大きいので、 
かなり利益も出しやすいです(｀・ω・́) 

ぶっちゃけ、アメリカで１万の商品が 
日本では２万、みたいなことなんてザラにあります。 

それひとつ売れば１万円の利益です。 

それを月に３０個売れば、 
月収30万で、それだけで生きていけます。。笑 

「それって違法じゃね？」 

はい、全然合法です。 
むしろ、お客さんに感謝されまくります♪ 

一般的に転売ヤーは嫌われますが、 
あれは、 

「みんなが買えるところで買って、 
それよりも高くして売ってるから」 

だから嫌われるんです。 



僕も、 

「BUMPのグッズとかを買い占めて 
それをヤフオクで高くして転売する」 

みたいな転売野郎は 
大ッッッッッッッッ嫌いです。。(́-ω-｀) 

でも、今回ご案内している 
ブランド品販売の場合は違います。 

というのも、 

「”実際にアメリカに行かなきゃ買えない商品”を仕入れて 
それを日本の人に対して正規の価格で販売するから」 

です。 
（当然、アメリカの商品が買いたい人からしたら 
わざわざアメリカに行かなくても買えるので 
めちゃくちゃ嬉しいわけです。） 

「物販の商売」ってのは仕入れ先の確保が命です。 

いかにどこよりも安く仕入れられるか？ 
というところが大事ってことです。 

そんで、僕にはその独自の仕入れルートがあります。 
アメリカに貿易ビジネス歴20年以上の 
凄腕パートナーがいるんで、 

その人が実際にアメリカで商品を仕入れて 
それをこっちに送ってくれるってわけです♪ 



まじでやばいです。このコネはまじでやばいんです。 
普通の人なら絶対に仕入れられないルートですからね。コネコネ。 

そこの仕入れ先を、あなたにも使ってもらおう！ 
というわけです 

作業時間的に言えば、 
1日30分でも時間がとれれば 
始めることができます。 

しかもしかも！ 

売れてから販売するという 
在庫を持たないやり方なので、 
資金もいらないし、赤字のリスクもゼロです。 
（もちろん合法ですよ！） 

あなたがやることと言えば、 

・商品のことを調べる 
↓ 
・商品を出品する（商品の説明を考えて出品） 
↓ 
・売れたら僕に連絡 

＋お客さんとの一連のやりとり 
（お客さんひとりひとりを大切に！サービス精神を持って！ 
長続きの商売の秘訣はお店のファン作り！） 

それくらいですね♪ 



そこから先は、僕がビリーさんに連絡して 
（あ、ビリーさんはアメリカのパートナーです） 
ビリーさんがお客さんのところに商品を発送。 

あとは、BUYMAから 
あなたの銀行口座にお金を入金してもらうだけです。 

ちゃんとやれば、どんどんお客さんが増えていって 
たくさんの人に喜んでもらえるようになるので、 
やりがいも抜群です。 

ちなみに、アメリカからお客さんのところに 
直接、商品を送るので、 
商品をあなたのところに経由させる必要はありません。 

これも最強です。 

普通に輸入販売ビジネスやってる人は 
アメリカから商品を買って、 
自分のところに届いた商品を検品して 
それでお客さんのところに発送するという 
超絶めんどい作業をしています。 

だからアメリカから商品を直送してもらえるというのは 
まじで最強です。 

あとは、やっててわからないことがあれば 
僕にLINEしてください（あ、LINE教えるんで） 

そしたら細かく教えていきます♪ 



もちろん1回聞いたことは2度と聞かないでくださいね！ 

いや、2回くらいならまぁいいですが、 
何回も何回も同じこと聞かれたら、 
雪見だいふく投げつけますからね？笑 
まぁ、やることに関して言えばそんな感じです！ 

で、気になるお値段ですが、 

30万円になります。 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

「たけーわおい！！！((((；ﾟДﾟ)))))))」 

そう思っちゃった人はページを閉じてください。。 

嘘です、まだ閉じないでください笑 

まぁ実際ほんとに30万円払ってもらってもいいんですが、 
（実際払ってもらってる人もたくさんいますし。。） 

それだとちょっと参加のハードルが高くて 
参加したいけどできないーーーって人も多いかと思います。 

んーーいくらがいいかなーー。 



誰でもちょっと頑張れば払えて、 
かつ、ちょっと痛みを伴う金額がいいなーーー 
正直、無料でもいいんですが、 
無料で教えてきた人はことごとく消えたんですよね。。 

「どうせ無料だし、やってもやらなくてもいいやー♪」 

っていう心理がどうしても働いちゃうんですよね。。 

僕は、本当にコツコツ真面目に取り組んでくれる人に 
きてほしいので、少し苦痛が伴うくらいの金額は 
きちんと受け取っておきたいと思います。 
（お金払ったら、「やらなきゃ！」ってなるんで） 

なので、今回はとりあえず５万円、３万円、いや 
１万円ぽっきり 
でご提供したいと思います。 
（超絶出血大サービス！((((；ﾟДﾟ))))))) 

先着10～20名くらいにしようかなと思ってます♪ 
あんまり一気にきても、僕の体はひとつなので。。 

自分で商売をして稼ぐ力も身につくし 
ブランド品に詳しくなるし（目利きの力もつくし）、 
実際にお金にもなるので、 
副業やりたい人は本当におすすめです♪ 

パソコンとネット環境があれば取り組むことができるので、 
出先のカフェでも、もちろん在宅でも実践可能です。 
今パソコンとか持ってなくても、 
やりたいという気持ちさえあれば 
おすすめのパソコンとかも紹介しますんで♪ 
（スマホでもできなくはないけど、ちょっと不便） 



あ、年齢とか性別も関係ないですよ。 

女性だから上手くいかないとか 
若いから難しいとか、そういうのもないです。 

むしろ女性の方がブランド物のカバンとか靴とか財布とか 
そういうの興味ある人多いんで、 
楽しく続けられると思います^^ 
（仮に今、ブランド品なんか興味なくても大丈夫です。 
いろいろと調べて知っていくうちに好きになっていくのが人間です） 

それと、若いうちに自分で商売する力つけとけば 
大人になって困らないと思うんで、若い人も大歓迎です♪ 

実際、社会人の友達や大学生や高校生の友達、 
さらには僕のオカン（パソコン音痴）でさえも 
ちゃんと成果だせてます。 

もちろん、最初から楽して簡単に上手くいくほど甘くはないですが、 
ちゃんと勉強しながら実践していけば、必ず成果は上がります。 

コツコツと楽しみながら続けることで 
半年以内には月５万以上の副収入を作ることができます。 

月１万でももちろんですが、 
月５万も収入が増えれば、 
正直、生活はかなり変わると思います♪ 

働く時間を減らして、できた時間で 

やりたいことに熱中してもいいし、 




我慢していた欲しかったものを 

買ったっていい。 


いつもなら手が出せないような 

高級ランチに行ってみたりと、 

ちょっとした贅沢を 

するのもありですね(｀・ω・´) 


自分のためだけじゃなくて、 

家族や恋人などの大切な人に 

サプライズでプレゼントをしたり 

どこか旅行へ連れてってあげるのも 

とても素敵なことだと思います。 


ということなので、 
パソコンを使った在宅副業で月１万円でも 
副収入を作りたい方は連絡ください♪ 

もちろん、コツコツ取り組めば 
月１０万でも月２０万でも可能です！ 

ちなみに、1対1の通話で 
僕が手とり足とり教えられるのは 
今だけです。 

教える人数が増えていけば、 
僕が1対1で手とり足とり教えることも 
物理的に不可能になってくるので(́-ω-｀) 

僕が1対1で手とり足とり教えられる内に 
ぜひ自分で稼ぐ力を身につけてほしいと思います。 



あ、それから 

「ちょっと迷うけど、もう少し話だけ聞きたいな～」 
「興味あるけど、わからないことがあるから詳しく話聞きたいな～」 

っていう場合は、 
お金いらないんで 
とりあえず話しましょう♪ 

ちょっと今、 
みんなが何を思って生きてるのかとか 
どんな悩みがあるのかとか 
いろいろ知りたいんで、いろんな人と話したいので！ 
ではではご連絡お待ちしておりまする～ 

とりあえず興味ある人はTwitterのDMとかで 
連絡ください 

その後、日程決めて、 
LINEかSkypeかメッセンジャーのどれかで 
通話でお話できたらと思います♪ 



PS. 

これからの時代、まじで自分で稼ぐ力は 
身につけておいた方がいいですよ！ 

機械化が進んで、どんどん雇用は減少していく一方なので。。 

本業とは別にもうひとつ収入の柱があることで 
気持ちにも余裕がでてきて、人生楽しくなるし！ 
良いこと尽くし♪ 

昔の自分がこの企画みたら、秒速で飛びついてただろうなぁ。。 
タイムマシンで過去の自分を助けに行ってやりたいわさ。。(́-ω-｀) 

PS2. 

あ、なんでこんな企画しようと思ったかって？ 

そりゃあ、僕のブログとか見て 

「副業興味あります！」 

って連絡くれる人が多かったってのと、 

売り上げを上げてくれる人が増えれば、 
後々そこからほんの少しのおこぼれを僕がもらうので 
僕自身のメリットにもなるからですよん♪ 

ちゃんと「僕自身のため」も含まれてます笑 



でも変に「あなたのためなんです！！！」 

みたいな聖人君子みたいな人よりも、 
そっちの方が信用できるでしょ？(｀・ω・́) 

その代わり、まじでちゃんと教えますよ。 

だって、稼いでもらわないと 
僕にもおこぼれが入ってこないんで、 
やる意味があんまりないですからね。。笑 

あと、普通に仲良くなりたいので 
僕のことを好きな人がきてほしいです。笑←1番大事 

僕のこと嫌いな人は絶対こないでねーーー！！ε===(っ・ω・)っ 
ということで、連絡まってまーす♪ 
 

次回の募集案内情報を最速で受け取りたい方は、 
メールマガジンに読者登録しておいてもらえたらと！ 

→https://beast-ex.jp/fx14080/1

募集人数に達したため、いったん募集停止とさせていただきました！

https://beast-ex.jp/fx14080/1

