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事例解説  

「フリーターからたった１年間で６店舗のネットショップを持つビジネスオーナーに…」 

 

 こんにちは、日本輸入ビジネス協会の安藤です。今日は、輸入ビジネスで去

年の５月にはフリーターだった彼が、ネットショップを今や６店舗を持つオー

ナーになって、毎月、何百万円もの収入が入ってくる成功例があるので、その

鉾岩君の例を紹介したいと思います。 

 

 

 

 

彼は去年の５月の時点ではフリーターとして、スポーツのインストラクター

を片手間にちょっとだけの収入しかなかったのですが、去年の７月から初めた
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輸入ビジネスで、今やネットショップを６店舗もって、毎月何百万円もの収入

が入るにもかかわらず、彼は一人でやっていて、毎日２時間しか働いていない

状態になんですね。なんでそんなことが彼に起きたのかということをお話して

いきたいと思います。別に彼が特別に才能があったわけではなく、特別にネッ

トが強かったわけでも、特別に英語が強かったわけではない。彼は、当時オー

クションでほんの少し売る事は出来ていたが、別にネットショップを作ったこ

ともなかったし、輸入は全くした事がなかったんです。 

 

 

 

 

ところがなんで、実質７ヶ月でネットショップを６店舗も持って、毎月、何

百万円も稼げるようになったのかというと、そこには、少しだけの工夫と秘密

があるんです。それは何かというと我々の講座では、最初にネットショップを

作っているわけなんですが、彼はネットショップを初めて作ったのが去年の７

月です。ところが、すごく上手くなかったはっきり言えば、下手だった。だけ

ど、彼はそこから這い上がって、すぐに売れたんですね。彼が一番最初に作っ

たネットショップというのは、ネットショップを作って見てくださいと言われ

て、見たんだけれども、とてもじゃないけどあまり良くないお店だったんです。

ところが、リスティング広告というインターネットの広告を出して２時間だけ
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彼は外に出かけたんです。帰って来たら、もう注文が入って来ていたんですよ、

信じられます？だけど、それが起きるのがインターネットの輸入ビジネスなん

です。 

 

 

 

 

では、彼がなんで１店舗目から急に６店舗のネットショップのオーナーにな

れたかという話なんですけど、これは簡単な秘密がある。それは何かっていっ

たら「テストマーケティング」という考え方なんですね。 

 

この「テストマーケティング」という考え方に、のっとってもらってお店を

作っていってもらうとこれは、失敗しようがないですよ。どうやっても失敗が

できない。では、なんで失敗が出来ないかというとそれは、始めにテストをす

るからなんです。 

 

みんな輸入ビジネスをしたいっていう人たちは、何が売れるかを凄い考えて、

そこに時間を凄いかけて、お店を開いてやっとそこから売るわけでしょ。 

 

だけど、それってうまくいかない可能性の方が高いわけです。ところが、テ
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ストを先にしてしまえばいい。多分、これって売れるんじゃないかなっていう

商品を見つけて、すぐにテストをしてしまう。テストをするから、売れるか売

れないか、具体的な数字が分かるわけです。だからそれを、鉾岩さんは、ずっ

とやったわけです。なので、テストを繰り返すことによって、何が売れて、何

が売れないかというのを、すぐに分かるようになるから、彼はわずか７ヶ月の

間に今は６店舗だけど、実際には１０店舗くらいやって、そのうち、うまくい

った６店舗が残っている。それが出来てしまうわけです。しかもさらに良いこ

とというのは、彼は１日２時間位しか働かない。では、なんでそんなことが出

来るかというと、あるところを自動化してしまえば自分はサイトのちょっとし

たメンテナンス、それからお客さんとのやり取りをやっていけば、ほぼ自動で

商売は回っていくわけです。だから彼は６店舗ももっているにもかかわらず、

たった１人で１日２時間しか働かずに、毎月何百万円もの収入を得て商売をし

ているわけです。 

 

 

 

 

１店舗目をクリアするやり方としては、「テストマーケティング」。協会のテ

ストマーケティングという法則にのっとって、１店舗目をクリアしてしまうと、

後は、さみだれ式にお店はどんどん増えていきます。特に我々の場合はインタ
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ーネットの輸入ビジネスなので、商品を調達する。それもインターネットでや

る。商品を調べる。これもインターネットでやる。昔だったら、実際に展示会

場にいって展示会を回ったりして、分からない英語をしゃべって交渉しなけれ

ばいけなかった。ところが今は全部それがインターネットで出来る。インター

ネットで商品を調べて、インターネットで買付先を調べて、そしてそれを買っ

てくることが出来る。売るのはインターネットショップ。だから、全部自宅に

いながらにして、すべてのビジネスを完結させることが出来るわけです。それ

の何が素晴らしいかというと、それが出来ると今度は時間と空間というのがな

んでも良くなるんです。実際、どこに住んでも良いし、どこで暮らしてもかま

わない。好きな時に好きな場所に移れるんです。 

 

 

 

 

では、今度は、なぜ今、輸入ビジネスなのかということを話そうと思うんだ

けど。まず１点目は、「円高」。今、１５年ぶりって言われている、非常に「円

高」が進んでいます。「円高」ってどういう事かっていうと、円が強いっていう

ことなので、海外から物を買う時に凄く安く買ってこれる。つまり同じ商品を

買うのでも円が１００円の時と８０円の時を比べたら、今は８掛けで商品が買

えるってことなんです。海外から安く商品を持ってくるという意味では、円高
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というのは凄くメリットがある。 

 

 それから次、今度は輸入ビジネスをすることによって「自立」が出来るって

ことなんですね。今、僕らがとにかく考えなくてはいけないのは「自立」をす

るっていうこと。どっか会社とかに頼って生きていくっていうことも、もちろ

ん大事なんですけど、それ以上に自分の力で稼いで、自分の力で自活をしてい

く、何があっても震災が起きても、会社が倒産しても、何があっても自分の力

で生きていける。こういった力を付けていかなければいけない。というのに輸

入ビジネスというのは実はピッタリなんです。 

 

 

 

 今、僕らがなんで輸入ビジネスをやらなければならないのかというと、今、

３.１１の震災があって津波があって、原発があったという時に、外資がどんど

ん逃げているんですね。東京から逃げて関西に行くだけだったらまだ良い。と

ころが、日本からそもそも撤退してしまっている。これってどうなると思う？

外貨が稼げない国ってどうなると思う？僕らが知っている国でもあるよねアジ

ア圏でも。非常に閉鎖的な国で、名前を言ってしまえば「北朝鮮」だよね。外

貨が稼げない国が一体どうなっていくかってこと。 
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だからこそ、今輸入ビジネス輸入ビジネスってことは、僕らが海外から商品

をどんどん買ってくる。海外から日本はまだこんなに商品を買う力があるんだ、

こんなにバイイングパワーがあるんだということを見せなければならない。そ

うすると、日本ってまだ市場として、無視してはいけないんだってことで、外

資が帰ってくる。外資を呼び込んで、外貨を稼がないといけない。外貨を稼げ

ない国は、もう死んでいくしか無い。だからこそ、僕らは輸入ビジネスをやっ

て、とにかく海外からいっぱい物を買って、日本人は、まだ物を買えるんだよ、

世界にとってまだ大事な市場なんだよということを、世界に訴えたい。だから

こそ、みんなで今輸入ビジネスをやって、とにかく日本人の底力を見せたい。

これが実は、日本の再生の一番の近道になるのではなかと考えている。 

 

 

  

輸入ビジネスっていうのは国が出来た瞬間から、国と国を商品がまたげば輸

入になったので世界最古のビジネスの１つといっても過言ではない。だからこ

の先もずっと無くならないし、海外から商品を持って来てそれを人に売る、こ

ういった凄く原始的なビジネスっていうのは、どんなに時代が変わってもそれ

は変わる事がない。だから、新しく色んなビジネスが起きてきているけれども

輸入ビジネスは、もちろん時代によってツールは変わるけれども、その本質的
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な海外から物を持って来て売る、その原始的部分というのはなんら変わらない

わけ。なんら変わらないそういった根源的な商売を一度覚えてしまえば、それ

は一生使えるし、どんなに環境が変わっても、同じ事を繰り返していく事が出

来る。新しいツールさえ覚えてしまえば良い。 

 

さらに言うと、国内に無い商品を持って来て、一人で勝つこともできるわけ

です。誰も知らない商品を持って来て、それを日本で売って一山当てるなんて

ことは、過去何十年かで凄く起きていることでしょ？要するに、次から次ぎへ

と新しい商品が日本に入ってきて、それがブームになってそれがどんどん売れ

ていく。いままでは１０年位前までは大企業しか出来なかったけれども今は違

う。今は僕らみたいな、個人あるいは主婦、学生、リタイア組、だれでも出来

る。誰でも、インターネットで商品を持って来て、日本に売ることが出来る。

一人でその市場を作って、勝っていくことが出来る。誰も扱っていない商品を

売って、そしてみんなから喜ばれ、お金が入ってくるこれが輸入ビジネスの大

きな醍醐味です。 

 

 

  

 

では、どういう輸入ビジネスをやっていくのかというのを、ちょっと簡単に
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書いて話していきたいと思います。輸入ビジネスというのは、結局どっから買

ってきてどこで売るか、という話になるんだけれども、これはすごく簡単なん

です。今から、マスを書くけれども、五目並べのマスではないんですけれども、

こういうふうに９つのマスができます。これ何かっていうとどっから買って来

て、どうやって売るかそれだけの話です。では、どっから買ってくるかってい

うと、まず１つは「欧米」、みんなが結構注目している「eBay」という世界最大

のオークションがある。それから多くの人が考えている「中国」。大体、買付先

っていうのは輸入ビジネスの場合、この３つになることが多いとおもいます。

「欧米」から買ってくるのか、世界最大オークション市場の「eBay」で買って

くるのか、「中国」のアリババ、タオババ、あるいはアジアを含めて良いとおも

う。では、今度は、売り先。どこで売るのかというと「ネットショップ」、次が

「オークション」、最後が「大手のショッピングモール」。 

 

 

 

そのどこで売るかということで、９つの枠ができる。では実際に五目並べみ

たいなことをしてみます。どういう図が書けるかというと、こういう図になり

ます。圧倒的にバツの勝ちだよね。なんでこんなことになるかというと、僕ら

がやっていい輸入ビジネス、商売っていうのは、実は「欧米×ネットショップ」

しかない。 
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他をやっても絶対に勝てないし、勝てたとしても儲からない。僕ら協会がや

るビジネスというのは、「欧米」から仕入れて自分たちの「ネットショップ」で

売る。これが一番仕入れ面でいうと一番「安全」。そして売るほうでいうと一番

「利益がとれる」。だから、「欧米×ネットショップ」しかやってはダメなの。

他をやろうとしているかぎり、絶対うまくいかないから。だからもし輸入ビジ

ネスやりたいと思って例えば、「中国」で買って「オークション」で売ってみよ

うかとか、あるいは「eBay」で仕入れて「オークション」で売ってみようかみ

たいな考えをしているとしたら、それはちょっと待った方がいいとおもう。な

ぜかというと、まず「利益がとれない」し、仕入れの時点で「すごく危ない」。

だから考えてほしいのは輸入ビジネスをやりたいんだったら、必ず「欧米×ネ

ットショップ」。五目並べでは一番負けているけれども「欧米×ネットショップ」

だけで良い。ここだけやれば、個人でも絶対に勝てる。 

 

 

 

 では今度は実際、輸入ビジネスって、一体どういった商品を売れば良いか分

からないという人もいると思うんですが、これは、実は凄く色々な商品が売れ

るわけ。実際の方法では「１６通りの方法で商品を探す」やり方を教えるんで

すが、実際はありとあらゆる商品が売れるわけです。一例をあげれば、スポー
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ツ用品、ファッションブランド、バッグ、文房具、ステーショナリー、子育て

グッズ、アウトドア、ランニング商品、コレクターズグッズ、ペット用品。そ

ういったありとあらゆる物が、実は僕らの身の回りを見渡してみると海外から

入って来ている物というのは凄く多い。 

 

これから、例えばどういった商品が売れていくか？もう、そこら中にヒント

が転がっている。例えば、これからの夏だったら節電でしょ。なにが起こるか

っていうと、みんな電車で通勤するのが苦痛になるから、自転車で通うように

なる。自転車で通うということはみんな自転車を買う。自転車を買うというこ

とは、自転車に付随する商品がだんだん欲しくなっていくわけ。自転車のるっ

ていう時には、自転車用のバッグもサングラスも服も靴もある。こういったも

のがだんだんと欲しくなる。それから、皇居の周りを見てみると、とにかくマ

ラソンランナーが溢れている。各都市でやる、マラソン大会はいつでも定員オ

ーバーという状態になっているぐらい、マラソンは流行っている。ということ

は、マラソンに関するグッズというのも、凄く売れるわけです。サイクリング

とマラソンというカテゴリーを上げたんだけれども、なんで良いかというと、

海外で盛んだから。海外にそれだけ多くの商品があるっていうことなんです。  
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海外からそれだけ多くの商品を輸入することが出来る。これがだから、凄

く良い点なんです。こういった僕らが普段暮らしている中でも、いったいこの

世の中ってこれからどうなっていくんだろうってことを、何となくでも意識し

てみると、ありとあらゆる商品が、実は輸入して売れる。もしかしたら、今自

分が手元にある商品をちょっと見てほしいんですけれども、見た中で、輸入商

品って絶対にあるんで、自分の身の回りにある輸入の商品を見てください。そ

れがもしかしたら、これから始める輸入ビジネスの大きなヒントになるかもし

れない。身の回りにある商品、なんでも売れるので、商品探しが分からないと

か、見つからないんじゃないかなんていう不安はまったく必要ないです。 

 

 では今度は、協会の輸入ビジネスがなんでうまくいくのか、逆に言うと他の

ビジネスがなんでうまくいかないのか、というところを話していきます。これ

は簡単です。輸入ビジネスは、実は３行程しかないんです 

 

商品を選びます「プロダクト（P）」 

商品を輸入する「インポート（ I ）」 

商品を売る「セル（S）」 

 

「 P → I → S 」という流れで、簡単にいうと「選んで輸入して売る」という

この流れしかないわけです。この流れは一緒、誰がやっても一緒になるわけ。

ところが、この「 P → I → S 」に掛ける時間がおかしい。 
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全体の時間を T とすると、みんなどうやって商売するかというと、大体「６：

２：２」という時間のかけかたをするんです。例えば、全体の時間を１０時間

とすると商品を選ぶ（P）にとにかく一番時間をつかう。そうすると、ここに幾

らでも時間をかけることができるわけ。一年悩んで商品が決まらないというの

は、いくらでもあるんです。だからよく僕のところに相談くる人でも、一年悩

んだんですけれども商品が決まりませんでした、という人が来るんですがだけ

ど、それはそもそもやり方が間違っている。この「６；２：２」の時間のかけ

方をしている限り、絶対にうまくいかない。ではどうすれば良いかというと、

答えは簡単です。逆の「２：２：６」にすれば良い。商品の探す時間を２にし

てしまえば良い。商品の探す時間を２にして、どこに時間を一番かけるかとい

うと S（売るところ）に時間をかける。 
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ここで何をやるかというと「テストマーケティング」というものをやるわけ

です。みんな輸入ビジネスをやりたい時に「とにかく何が売れるか」にすごく

時間をかけて探す。とにかく「何が売れるんだろ」と調査をしたりとかするん

だけれども、申し訳ないんだけれども、はっきりいってみんなが１年かけて選

ぶ商品も、２分かけて選ぶ商品もはっきり言って精度は変わらない。それくら

い変わらない。「商品選び（P）」にどんなに時間をかけても無駄なんです。 

 

だから、ではどうすれば良いかというと、商品の選ぶ時間というのは決めて

しまえば良い。３時間とか１時間でも良い。はっきりいって１時間で選べる方

が商品は当たる可能性の方が大きいかな。だから１時間くらいで良い。そして、

買い付け先を見つけます。そしたら何をするかというと、とにかくテストマー

ケティングをやるんです。テストをやることによって、初めて本当にその商品

が売れるかどうかがわかる。だって商品選定にすごく時間をかけるんだけれど

も、では絶対に売れるっていった時に、誰が保証してくれる？誰も保証してく

れないんです。本当は商品を見つけたら、多分この商品売れるんではないかな

といった時点で、お店を作ってテストを実際にするんです。 
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これはリスティング広告というのを使ってやるんですけれども、そうすれば、

本当の反応がわかる。本当のお客さんから売れるとか、注文するとか問い合わ

せが来るとか、本当の反応がとれる。初めて Goサインを出すか Goサインを出

さないかという決定が出来る。そのお店をやっていく、あるいはその商品を売

るってことに関して。そうしてしまうと、この第１から第３行程まで「P I S」

を通すのにどんなに時間がかかっても、１ヶ月で出来てしまう。１回転させる

のに。ところが「商品選び」をずっと悩もうとすると、ここだけで１年かかる

ではダメなんです。 

 

全体の時間を１ヶ月と決めてしまえば、あとは「２：２：６」の時間をどう

やって割り当てるかというのが、自ずと決まるわけです。だから、輸入ビジネ

スのコツは、輸入ビジネスってどうやって素早く立ち上げていくか、どうやっ

て早く勝っていくか。なんで、１年も立たない間に６店舗のネットショップの

オーナーになれるかというと、この時間配分を徹底してやっていくからです。

どうしたら一番早くお店を立ち上げて、一番確実に売れるかという、このテス

トマーケティングを徹底してやる。だからうまくいくんです。講座の中で具体

的に話しますけれども、お店作るのにかかる費用は、今は１０００円で作れる

んです。インターネットにショッピングカートを借りるところがあって１００
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０円で良い。しかも、このテストマーケティング全体の６割の時間かけるんで

すが、全体の６割といっても、せいぜい１０日〜２週間です。お金をかけると

してもせいぜい５０００円くらいです。要するに、１０日で５０００円使って

テストする。お店作るのに１０００円でしょ。そうすると全部の金額で６００

０円。それで１ヶ月テストしてみて、売れるか売れないか判断する。だからこ

そ僕らは勝てる。なぜかというと、６０００円のリスクの中で、全部収めてし

まうからです。それ以上のリスクはない。ある一定期間の間にショップをいっ

ぱい増やすことができるし、何百万円もの収入を得ることもできる。 

 

 

 

 これまで輸入ビジネスの話をしてきて、僕自身、本当にエキサイティングし

ている。なんでかって言うと、僕らは今すごく大変な時期に生きている。だか

らこそ僕らはどんなことをしてでも生きていくチャンスがあるし、生きるチャ

ンスがある。輸入ビジネスを通じて、自分の時間や空間を自由にコントロール

できるノウハウや、マインドを作ってほしいと思っている。それが本当に大切

なことだと思うし、いつでも好きなようにどこでも居られる。それから自分の

子供達を守れる。自分の大切な家族を守れる。どんなことがあってもそれは出

来る。そんな状態を作っていってほしいんです。本当に未来を一緒に作ってい

きたい。日本を再生するっていうのは、僕らは強いんだ、僕らは世界から無視
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をされてはいけないんだ、というのを一緒に世界に発信していきたい。「華僑」

という言葉があって、「和僑」という言葉がなんでないのと、僕はいつも不思議

に思うけれども、僕らが世界に飛び出していって、やっぱ日本人凄い。そうい

う文化とか、そういった志を一緒に作っていけたらなと、すごく強く思ってい

ます。 

 

 

 

 では、そろそろ時間なので今回の話は終わるんだけど、次のビデオについて

は簡単に紹介しておくと、うまくいかない人は、うまくいかない共通した行動

パターンがある。その行動パターンに陥ってしまうと、やっぱりそれはうまく

いかない。だから次のビデオでは、どうしてそういった行動パターンに陥って

しまうのか、どういう行動パターンがうまくいかないのか、次のビデオで紹介

したいと思います。おそらく、数日中には新しいビデオとして、お届けできる

と思うので、楽しみに待っていてください。 
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