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【著作権について】 

この E-book は著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

この E-book の著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、この E-book の全部又は一部をいかなる手段に 

おいても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を 

行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、 

民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

 

この E-book に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。 

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、 

見解の変更等を行う権利を有します。 

 

この E-book の作成には万全を期しておりますが、 

万一誤り、不正確な情報等がありましても、 
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著者・パートナー等の業務提携者は、 

一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

この E-book を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、 

著者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

【推奨環境】 

このレポートに記載されている URL はクリックできます。 

できない場合には最新の「AdobeReader」を 

下記のページよりダウンロードしてください。 

(無料) http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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                【はじめに】                

この度は本書をダウンロードして頂きありがとうございます。 

作成者の橋本と申します。 

 

数年前までは大手の家電メーカーに勤務していた元サラリーマンで、 

副業で中国輸入ビジネスにチャレンジしたことから 

目標としていた脱サラ・起業を果たし、現在は妻・子どもと一緒に 

田舎で誰にも縛られない思いのままのライフスタイルを送っています。 
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また、気の合う起業家仲間とは 

平日に旅行がてら作業会をするとか、 

急にお花見をしてみたりお酒を飲みに行ったりと 

仕事もプライベートも充実した毎日です。 

 

 

 

そんな明るく楽しい生活が実現できた僕ですが、 

ビジネスを始める前の会社員時代には 

まったくそんな未来を想像していませんでした。 

 

しかし、一生会社に縛られたままの人生から抜け出すために 

25 歳で副業を開始し、今に至るわけです。 
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ちなみに、これは僕が中国輸入ビジネスを 

スタートしてからの販売結果の推移です。 

 

 

 

 



- 7 - 

 

この結果には脱サラしてからのものは含めていませんので、 

すべてサラリーマン副業時代の記録になります。 

 

本業ではサービス残業も多かったのですが、 

コツコツと作業をしてきたことにより 

目に見える成果としてだんだん現れるようになってきました。 

 

副業でも 10 万円、20 万円、30 万円と 

利益が上がっていくことはめちゃくちゃ嬉しく 

ワクワクしたことは今でもよく覚えています。 

 

そして、現在は PC1 台で輸入販売を行い 

ブログなどで情報発信をしているのですが、 

そんな僕からあなたに伝えられることが何かあると思い 

このレポートをお届けしています。 
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 【なぜこのレポートを手にされましたか？】  

 

ところで、あなたがこのレポートを手に取って頂いた理由は何でしょうか？ 

ちょっと自分自身に聞いてみてください。 

 

・ 今の自分はこのままでいいのか？ 

・ 何か叶えたいことがあるんじゃないのか？ 

・ もっと自分にもできることがあるんじゃないか？ 

 

ぼんやりとそんな風に思って、自分でも何かを探しているからでしょうか？ 

 

もしくは、もっと具体的な理由があるかもしれません。 

 

・毎日仕事ばかりで自分の時間が持てない 

・サービス残業ばかりの肉体的な疲労 

・会社の都合であなたと家族の人生が振り回されている 

・職場の人間関係からくる過剰なストレス 
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・これから数年後も残っている会社・仕事なのかという不安 

・友人や同期など周りの人と比べて、感じてしまう焦燥感 

・インターネットでのビジネスに挑戦したが思ったような成果が出なかった 

・輸入ビジネスをしていたがあと一歩伸び悩んでいる 

 

結局、自分の人生は、自分で考えて、 

自分で決めて、自分で答えを探すしかなくて、 

会社なども含めて他者に委ねるものではありません。 

 

そして、あなたの未来を創っていくために、 

まずは自分の人生に選択肢を持つことが大切です。 

 

複数の選択肢が無ければ 

今の生活のまま、今の自分のまま、 

その敷かれたレールから外れる術はないですので。 

 

このレポートを読んで頂ければ、 

今あなたが感じているモヤモヤした気持ちが整理されて、 
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きっと頭と気持ちが軽くなるはずです。 

 

そして、それによって 

あなたの人生観や考え方が 180 度は変わらなくとも、 

たった 1 度でも変わってもらえれば嬉しいです。 

 

どうぞ最後までお付き合い頂ければと思います。 

 

 

【中国輸入やってみたけど成果が出ないって？】 

 

もし、あなたが中国輸入ビジネスをすでに実践されているなら、 

こんなことを感じていませんか？ 

 

・“輸入“という単語だけで高い壁を感じてしまい行動できない 

・中国は何かとトラブルが多そう 

・中国輸入はライバルが多くて稼げないと思っている 
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・商品リサーチの方法がイマイチ分からずにつまづいている 

・粗悪品が届くことが多い気がする 

・実際に商品を仕入れてみたけど売れなかった 

・中国輸入に関する情報があふれていて、何を信じていいか分からない 

 

どれも中国輸入ビジネス実践者であれば感じやすい不安だと思います。 

 

でも、僕自身はこの中国輸入で 

会社員の副業時代でも利益が出せていましたし、 

現在も収入の柱として生活をしています。 

 

先入観や他の発信者からの印象などにより、 

ハードルを上げてしまったり 

悪いイメージを持っているかもしれませんが、 

 

正しい手法で取り組めば未経験・初心者でも 

再現性は高いビジネスモデルと言えます。 
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本業の仕事をこなしつつの状態でも、 

しっかり行動すれば月収 10 万円、20 万円、30 万円以上の 

成果を出すことは可能です。 

 

それでは、なぜ成果が出る人と出ない人に 

分かれてしまうんでしょうか？ 

 

 

         【まずは要因を探してみる】        

 

物事には、ひとつの結果があれば、そこに至った要因もあります。 

 

中国輸入ビジネスも例外なく当てはまり 

さすがに運だけで成果を出すのは難しいビジネスです。 

 

だからこそ、成果が出せる人には 

そこにうまくいった要因があり、 
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成果が出ない人にはうまくいかなかった要因が存在します。 

 

では、成果が出ない場合の要因をいくつか洗い出してみましょう。 

 

ちょっとあなたの考え方と 

照らし合わせてみてもらえたらと思います。 

 

・自分の好きな商品しか扱わない 

・そもそもどれが中国商品か見分けられない 

・中国サイトで目当ての商品が見つけられない 

・世の中の需要と供給のバランスが見えていない 

・利益計算ができず、最初から儲からない商品を仕入れている 

・いきなりオリジナル商品の開発からスタートしている 

 

これらに当てはまっている場合の多くは、 

なかなか思うような実績に繋がっていないんじゃないかと思います。 

 

これらの要因はあくまでも抜粋ですが、 
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もしあなたにもドキッとする項目があるのでしたら、 

その部分を重点的に改善していく必要があります。 

 

もし、この要因がわからない・自覚がない・改善できないとすれば、 

ビジネスはそこで停滞してしまいますので、 

たとえ個人であろうとビジネスをするのであれば 

必須の考え方になります。 

 

 

  【ひとつずつのステップを確実にこなそう】   

 

先ほど例として挙げた『要因』について、 

これは人によって様々です。 

 

例えば、 

思い切った仕入れはできるけど利益の計算が曖昧とか、 

中国商品を見つけるのはうまいけど基準が甘いとか。 
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でも、反対にその要因さえ改善できれば、 

なかなかうまくいかなかったビジネスでも 

残るのは“成果が出る”という方向へのプラス要素のみです。 

 

正しい知識とノウハウをもって 

自分で考えて実践し、見つかった課題は改善していく。 

 

成果を求めるならば、 

中国輸入ビジネスにおけるステップを 

ひとつずつ確実にこなしていけば、 

あなた自身も成長しながら利益を生んでいけます。 

 

 

     【これからは個人が活躍できる時代】     

 

先ほどまでのいくつかの要因は存在するものの、 
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それでも中国輸入ビジネスは 

やはり初心者にオススメできます。 

 

実は、輸入販売でありながら、実店舗を構える必要がなく 

PC1 台だけですべての作業を完了させることができるので 

数十～数百万円もの初期投資は不要です。 

 

そして、外国語を覚える必要もなく、 

日本語だけで仕入れ・販売が実現できます。 

 

自らつくり出していた輸入ビジネスの高い壁は実際には存在しないため、 

積極的に情報を取りに行く、挑戦してみる価値が大いにあります。 

 

逆に、あなたが輸入に壁を感じたなら 

他にも同じことを感じ敬遠している人は必ずいます。 

 

大勢の人がその壁を避けていく中で、 

あなたは堂々とその壁にあった穴を抜けて中へと進んでいけば 
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これからの可能性が一気に広がります。 

 

また、今の時代はインターネットが浸透し、使えて当たり前の状況。 

いつでも誰でも世界と繋がることができます。 

 

そして、日本国内でもスマホひとつで 

簡単に商品を購入できる EC 市場は 

右肩上がりで伸び続けていますし、 

今後も更に伸びていくでしょう。 

 

そして、そこに相まって 

国としても個人の副業を推進しているような 

これまでには考えられなかった時代がきています。 

 

会社に頼らずあなた個人でお金を稼ぐことも 

仕事の内容も選べるようになります。 
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       【あなたが自由に選べる未来】         

 

インターネットを使ったビジネスは自動化とも非常に相性が良く、 

副業でも十分取り組めるビジネスなので 

本業以外の収入源を確立できます。 

 

しかも、場所や時間を選ばないので、 

作業さえコツコツと進めていけば 

本業以上の収入を得ることも十分に可能です。 

 

さらに、決して一時的に稼げるだけのノウハウでは無く、 

一度身につければ生涯で利益を生み続けてくれて 

他のビジネスにも応用できる貴重なスキルとなります。 

 

否定をするつもりはないのですが、 

会社で一生懸命働くのは 

他人のビジネスを頑張っていることと同じです。 
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あなたが悩んだり苦しんだりしながら積み上げた 

その利益のほとんどは他人のもので、 

そういう仕組みの中にあなたは組み込まれています。 

 

そして、今までの社会ではサラリーマンとして 

会社での仕事を一生かけて勤め上げるのが“美”だとされてきましたが、 

今の時代は大きく変化しています。 

 

もっと個人が活躍でき、そのための手段はたくさん存在するので 

自分のために時間や労力をかけて働けば 

これからのあなたの人生は色んな道が拓けます。 

 

しかも、会社にしがみつくしか選択肢のない状況から一変、 

脱サラ・起業までもが視野に入れられる人生となります。 

 

僕自身も会社員→副業→独立のルートを辿ってきましたし、 

副業のままで本業＋輸入という 
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2 本の収入源からお金を稼ぐこともできます。 

 

すべてはあなたの選択次第です。 

 

インターネットを利用したビジネスでは資産化・仕組化ができるため、 

あなたの行う作業自体は段々と減っていき 

1 日 1 時間の作業でも同じ収益を 

キープできることさえかなり現実的です。 

 

そして、そこで生まれた自由な時間は 

大切な家族と楽しく過ごすのもよし、 

大好きな趣味に思いっきり打ち込んでもよし。 

 

会社に縛られ続けてきた窮屈な人生を、 

たった今から豊かで彩りある人生に 

変え始めることができます。 
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                【最後に】                 

 

ここでは触れられなかった、 

もっと深い考え方や具体的な中国輸入ビジネスのノウハウは、 

現在、無料で公開中のスタートアップマニュアル 

【中国輸入の賽（さい）】を 

手にして頂ければすぐに知ることができます。 
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◆--------------------------------------------------------------------------------------◆ 

 

スタートアップマニュアル【中国輸入の賽】を受け取る 

⇒ https://my64p.com/p/r/2Wuk4eX2 

◆---------------------------------------------------------------------------------------◆ 

 

このマニュアルには、 

橋本がサラリーマン時代から開始した 

中国輸入ビジネスの“いろは“や、 

未経験・副業だからこそ感じられた苦悩や葛藤、喜びを交えた 

ノウハウや経験をググッと凝縮しています。 

 

輸入やせどり、アフィリエイトなど 

何かしらの個人ビジネスにチャレンジしてみたけど 

成果が出なかったあなたにも、 

https://my64p.com/p/r/2Wuk4eX2
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きっとこれからの人生に役立つ 

新しい選択肢を手にしてもらえるはずです。 

 

そして、このスタートアップマニュアルには、 

“あなたの人生の指針となるサポート３つ” を 

+αの特典としてお付けしています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

【特典 1】橋本の思考、輸入ノウハウ、ライフスタイルを発信している 

「理想のイメージを実現するためのメール講座」 

 

【特典２】＜期間限定＞橋本に直接相談できる Skype マンツーマン特別音声 

 

【特典３】コンサル生以外には一切行わない、 

現役プレーヤーとしての商品添削（３商品まで） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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                【特典１】                 

橋本の思考、輸入ノウハウ、最新情報 

ライフスタイルを発信している 

「理想のイメージを実現するためのメール講座」 

 

 

マニュアルだけでも初心者が月収 10 万円を達成できる内容ですが、 

さらに現在も中国輸入ビジネスプレイヤー、情報発信者として活動している 

橋本が配信している「メール講座」をセットで付けています。 
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これにより、ノウハウだけでなく、もっと根底にある物事の考え方や 

自分の感情との付き合い方、「こんなことも実現できる！」という 

個人ビジネスで叶えられる具体的な未来像など、 

あなたの人生を豊かにする材料になります。 

 

 

                【特典２】                  

＜期間限定＞橋本に直接相談できる 

Skype マンツーマン特別音声 
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1 回（30 分）の特別音声を期間限定でお付けします。 

この無料の音声相談では、あなたの現状や理想を聞いたうえで 

今後どのようにビジネスを進めていくのか一緒に考えることができます。 

 

そして、その期間はマニュアルを受け取ってから 

【1 週間以内】とさせて頂きます。 

 

そこにも理由があって、 

ひとりひとり、抱えている不安や叶えたい未来は異なりますし、 

輸入やパソコンに関する知識レベルもバラバラです。 

 

また、独学で始めるにしても 

最初から方向性を間違えると 

後からの修正はしにくくなりがちです。 

 

そのため、できるだけ早いタイミングでしっかりお話を聞き、 

今のあなたに最適なルートをアドバイスさせて頂きたいと思っています。 
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これで、スタートの時点で心配事や疑問点を解消してから 

具体的な作業へ注力できるようになります。 

 

 

                 【特典３】                 

コンサル生以外には一切行わない、 

現役プレーヤーとしての商品添削（３商品まで） 
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自分のコンサル生（有料）以外には一切行わない商品添削を 

特別に無料で 3 商品まで付けています。 

 

これは、せっかくマニュアルに沿ってリサーチをしたのに、 

「あと一歩仕入れる勇気がない」というお話がよくあり、 

とてももったいないからです。 

 

例えば、 

・自分の考え方やリサーチの方法が合っているか？ 

・この商品を仕入れるのにリスクはあるのか？ 

・見込んでいる利益は取れそうか？ 

・仕入れ候補の商品を確認してもらいたい 

 

そんなときに利用してもらえればかなり有効です。 

 

また、もしリサーチのやり方がイマイチ分かっていない場合でも、 

・こんな商品が気になっている！ 

・これってリサーチの対象になるの？ 
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のような、その時点であなたが考えていることを 

相談してもらうのも効果的ですね。 

 

あなたが納得できるよう、段階に合わせた回答をしていきますので 

その添削結果をきっかけにガンガン利益を伸ばしてもらえたらと思います。 

 

 

以上の 3 つの特典が付いた 

スタートアップマニュアル【中国輸入の賽】を有効活用してもらって、 

未来の可能性を広げてもらえれば嬉しいです。 

 

また、何かご不明点があればブログ、メール、LINE@などからご相談ください。 

24 時間以内に個別でお返事をしますしせっかく繋がれたご縁なので、 

お気軽に連絡をくださればと思います。 

 

 

それでは、最後になりましたが 

ここまでお読み頂きありがとうございました。 
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このレポートがあなたに少しでも良い影響を与えられたのなら幸いです。 

 

 

 

何かをするのも、しないのもあなたの決断ひとつです。 

後悔のないよう “魅力的なあなたの人生” を創っていきましょう！ 

勝手に応援させて頂きますし、僕も負けないように成長していきます！ 

 

“未来はあなたの手の中にあります” 
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◆-----------------------------------------------------------------------------------◆ 

作成者：橋本 啓佑 

 

公式ブログ【未来は僕等の手の中】 

⇒ https://hashimotokei.com/ 

 

マニュアル【中国輸入の賽】ダウンロード 

⇒ https://my64p.com/p/r/2Wuk4eX2 

【LINE@友だち登録】 

⇒ https://line.me/R/ti/p/%40fll5284k 

◆-----------------------------------------------------------------------------------◆ 

https://hashimotokei.com/
https://my64p.com/p/r/2Wuk4eX2
https://line.me/R/ti/p/%40fll5284k

