


 

玉井　：んじゃ二つ目ね。これはもっと具体的というか、
すげえ実践的というか、これから始めようか悩んでる人、
積極的な人にとっては、ビジネスの勉強として聞いてほし
いんやけど。転売で、じゃあ収益を増やしていくと。月５
万１０万から、数十万、１００，３００、と増やしていく
となったときに、途中に１つ分かりやすく反り立つ壁が
あって。ってか、フェイズが途中で変わる。途中から、例
えば月数十万とか、はっきりとは言えないけど。まあ、で
も１００万以下、基本的には数十万くらいで変わるんよ
ね。 

伊藤　：あー、まあ、転売に限らず、売上が大きくなって
いったら、取り組み方が変わるというか、視点がガッと変
わるタイミングってありますもんね。 

玉井　：そう。でも、それを知らずに視点変えずに頑張っ
て、で、だから収益が伸びない、って人がすごく多くて。
じゃあ、何が変わるんかっていったら、そこから、転売の
プレイヤーとしてのビジネススキル以外のものが求められ
るフェイズになるっていう。どういうことかっていうと、
プレイヤーとしてのスキルってのは、１人でやるっていう前
提で、求められる能力なわけやん。つまり途中からそれ以
外が求められるようになるっていうことやねんけど。一
応、勉強になるように具体的に説明すると、まず１人でや
るって言う前提で求められる転売のプレイヤーとしてのス
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キルってのは、まあ一番大事なのはリサーチスキルやん
か。 

伊藤　：これはまじで一番大事ですね。 

玉井　：そう。市場を見て、トレンドを見て、どのカテゴ
リを選ぶか、どの商品を仕入れるか、どれくらい仕入れる
のか、仕入れたとして、ちゃんと売れるのか？の判断能
力、つまり仕入れの能力がまず大事で。で、他にも、資金
管理、資金繰りもあるし、資金力も勿論大事やし。でも、
多分あと言うけどこれは元手なくてもできるから。でも、
まあ途中から、コツ掴んでからは動かせる金の量が多いほ
うがそりゃ早いし。で、あとは多少のブランディングと
か、マーケティングもいる。ざっくり言ったら販売力をつ
けないといけない。で、もちろん１人でやるからには仕事
効率化的な、その上手い下手とか、まあ行動力もそうや
し、情報力、その収集能力とかも必要やし。っていうの
がー、プレイヤーとして高めていくものとしてあるわけで。 

だから、これらが身についたら、ちゃんと１人で飯食える
ようにはなるわけで。でも、１人前に１人でできるように
なっても、限界があって、割と早めにあって。っていうの
も、作業労働やから、つまり、物理的制約がどうしても
あって、稼ぎの天井が低い、効率にも限界あるから。つま
り、自動化できないっていう。 

伊藤　：それだけじゃ自転車操業ですからね。 
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玉井　：そう。１人でやる限りは稼ぎの大小に限らず一生
自転車操業、まあ赤字ではなくても、漕ぐのやめたら止ま
るから。つまり、１ヶ月仕事ストップしたら１ヶ月分の収
入なくなるよ、ってことで。ほったらかせやんから。で、
これは別にほったらかして楽して稼ぐのが正義って言って
るわけじゃなくて、でも、モチベ下がったり、仕事できな
い事情があったりすることは起きる可能性全然あるし。 

伊藤　：あーありますね。個人でやってると特にそうです
ね。 

玉井　：そう。もっというとビジネスとしてそれって不安
定、未成熟やから。 

伊藤　：客観的に見たらしっかりシステム化されてて、安
定してる方がほったらかしても回るほうが優れてるから。
それに比べたら、ってことですよね。 

玉井　：そうそう。まあ、でも、そうなるような方向は向
いてやってかないといけなくて。だから、ここを突破でき
るかどうかが転売の場合は肝でさ。それがさっきから言っ
てる「稼いで、どうしたいの？」ってことに繋がるよって
ことやねんけど、その突破の方法っていうと、ちゃんと
ルートとして存在して、なおかつ最初からみんなに知って
おいてほしいのは２パターンあって。まず１つ目が、仕組
み化すること。 
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つまり、最初から仕組み化の視点を意識をすること。つま
り、その視点で実践することが重要ってこと。で、仕組み
化ってどういうことかって言うと。まあ、結構シンプルな
話で、１人で限界があるんだったら、人を使えばええや
んっていう。つまり外注、人を雇うとか、外部のサービス
に依頼するとか。っていうのも、せどりの工程の中には、
直接利益にならない作業ってのがあって。例えば、せどり
の手順で言ったら、じゃあまずリサーチして、仕入れし
て、商品登録して。で、まあ先に検品もしてと。で、売れた
ら注文確認して、んで梱包して、発送して、っていう工程が
ある。プラス資金管理、サポート返金管理もある。でも、
じゃあその中で直接利益になる作業ってどこですか？って
いうと、リサーチと仕入れだけやん。 

伊藤　：利益の肝はそこしかないですね。 

玉井　：そう。だからそのー、話それるけど、例えば転売
で、３時間で３万稼いだ！時給１万円！とかさ、言うや
ん。 

伊藤　：よーある謳い文句ですね(笑) 

玉井　：そう(笑) あれってカラクリあって、カラクリって
ほどでもないけど、その３時間って基本的には仕入れだけ
やから、その他の商品登録から発送までの工程も入れたら
もっと下がるから時給って。 
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伊藤　：一人でやる場合はそうですね。 

玉井　：そう。まあいいんやけど。つまり、何が言いたい
かって、それ以外を、つまり直接利益になる作業以外を人
に任せるってことが求められてくる。で、そうなると、今
度それをするために求められる能力って、それってもう転
売スキルじゃないやん。 

伊藤　：じゃないですね。 

玉井　：人を動かすスキルであって、 

伊藤　：マネジメントのスキルですね。 

玉井　：そう。じゃあ、マネジメントって何かって言った
ら、例えばじゃあ１つ外注化のスキルがあって、組織って
いうかグループ作って、そのオペレーションを効率的に回せ
ないといけないし。そうなるとオペレーションコストがか
かる、コミュニケーションコストがかかる。で、そういう
システムを構築しないといけないっていう。 

伊藤　：結局、全部そこに行き着きますからね。 

玉井　：そうそう。だから言ったらちょっとした経営者と
してのスキルみたいなもんが求められる。で、これはプレ
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イヤーとしての能力じゃなくて人を動かす能力やから、
まったく視点が変わる訳やん。 

伊藤　：マジでここでガラッと変わりますね。 

玉井　：そう。だから、例えばスポーツで言ったら、エー
スストライカーじゃなくて、司令塔とか、部活だったら部
長とか監督とかをやることにもなるみたいな。そうなった
ら全然役割も視点もちゃうやんっていう。 

伊藤　：全然ちゃいますね。 

玉井　：でも、それができて始めてしっかり仕組み化がで
きて、自分は仕入れだけでよくて、ある程度自動化出来
て、まあ言ったら楽しようと思ったらできるし、１人じゃ
なく複数人体制になるから。つまり、マンパワー増えるか
ら、それが回るってことは、じゃあ、あとは人数増やした
ら増やした分だけ収益どんどん増えるやんっていう。ま
あ、そこまでシンプルじゃないけど。でも、そういう仕組
みを作ったら何もせんでも毎月自分には何百万って入って
くるよね。って、まあそういうレールに乗っかれるわけで
さ。だから転売で年商何億とか稼いでる人っているけど、
それはみんなこれをやってるから、マネジメント力つけ
て、システム化して、初めて手放しでお金入ってくる状態が
できるっていう。 
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でさー、ってなったときに、じゃあここをはじめから理解
した上で、「ゆくゆくはそうやって任せていくぞ！」って
思って、「じゃあどうやったら仕組み化できるかなー」っ
て考えながら、目の前の仕入れとか、リサーチ、梱包と
か、発送作業をするのと、ただひたすら単純な作業ゲーと
して、「つまんな」って思いながら、「でもまあ金稼ぎた
いしな」って思って、転売を単なる肉体労働やと思ってや
るのとでは、もう雲泥の差やん。面白さも違えば、成果も
違えば、何もかも、将来的な桁も違うし。 

伊藤　：言ったら、将来人に任せるために、まず自分で
やってみないと！って思ってやるから、全部の工程それぞ
れにちゃんと真剣に取り組めると言うか。ちゃんと後々、
雇った人に教えられるように、自分の中でノウハウためて
いこうって、その上でどうやって仕組み化しよう？って思
いながらやるから、１人でやってる間の成果出るスピード
とか再現性とかも全然変わってくるっていうことっすよ
ね。 

玉井　：そう。で、これが意識の差、視点の差の威力なわ
けで。で、もう１つ、システム化して規模大きくする以外の
ルート、１人で飯食えるようになってから先のルートとし
て具体的にあるのが、転売で飯が食えるようになったら。
じゃあ、今度は転売を教える側に回ろっていうやつ。 

伊藤　：あー確かにそのパターン多いっすね。 
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玉井　：そう。つまり、ネットビジネスやるっていう、情
報発信ビジネスするっていうことやねんけど。まあ、情報
発信ビジネスってなんやねんってことに関しては、ネット
ビジネス編の音声とかを聞いてほしいんやけど。だからま
あ、ここでは知ってくれてるって前提でしゃべるけど、
ネットビジネスだったら、例えば、外注化とかしなくても
月数百万くらい。まあ、３００くらいだったら、完全に１
人でもできるから、しかもほぼ自動化もできるから、だか
ら転売を経てネットビジネスに行く人ってむっちゃ多く
て。 

伊藤　：確かに、転売で月２～３００万稼ごうと思った
ら、売上でいったら年商１億とかなっちゃうんで。それと
比べたらネットビジネスは利益率ほぼ１００％だし、広告
打ってもまあ８割切ることはないし。だから、売上で言っ
ても年商３千万くらいのスケールでいいですからね。 

玉井　：そうそう。それで月数百くらいの利益になるか
ら。で、じゃあそのために何やるかって言ったら、例え
ば、転売のブログを作って、コンテンツ作って、スクール
とかオンラインサロンとか作って。それで例えばブログと
かやったら月じゃあ５万PVぐらいあれば、例えばメルマガ
だったら毎日６～８リストとか、毎日新規で登録してくれ
る読者がいれば、まともな客単価だせてたら、月２００万
以上稼げるから。しかも、それほぼ利益やし、っていう。
結構多いよねこういう人。 
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伊藤　：多いですね。 

玉井　：もっと言ったら、転売で稼げているんだったら、
広告打つお金がある訳でさ。そしたらブログのアクセスそ
こまで必要ないし、転売で稼いだ金をそっちに投資すれば
もっとスムーズに移行できるし。もちろん、ネットビジネ
ス勉強せんとあかんけど。 

伊藤　：まあまあ、それはもちろん。 

玉井　：で、一応、まあここまで話発展したから、言っと
くと、いま言った２つ。仕組み化して自動化、もしくは規
模拡大ってのと情報発信して転売教える側に回るっての
と、２つともやってる人もいて、どういうことかって言う
と、これすごく考え方として大事なことやねんけど。仕組
み化の視点からみたら、人材が必要なわけやん、人に任せ
たいんやから。で、普通はどうするかって言ったら、ラン
サーズとかクラウドワークスを使って募集するわけでさ。
でも、やっぱり人と人やから、信頼関係築くのにも時間か
かるし、でもそれがないとやっぱり回せなくて。例えば、
すぐ辞めるとか締め切り守らんとか、そんなんいっぱいあ
るし、「おい任せたやんけ」みたいな。「あいつ飛びやがっ
たふざけんなよ」みたいな。仕事雑なくせに、それでしっ
かり報酬くださいって言ってくるふざけたやつもおるし。
やっぱこういうコストって物凄くかかるから。 
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伊藤　：一般的にも経営の悩みの８割はマネジメントコス
トっていいますからね。勿論最初はキャッシュフローの悩
みですけど。 

玉井　：そう。やっぱり途中から課題とかボトルネックと
かって変わってくるから、規模に応じて。だから、こうい
うのってせどりに限らず一般的なことやねんけど。でも、
この転売の場合で言ったら、情報発信してて、ファンがい
て、生徒さんとかコンサル生がいれば、彼らに仕事として
お金払ってやってもらうことができれば、もうすでに先生
と生徒っていう関係できてるし、共感もしてもらえてるか
ら、なんならファンになってくれてたりするから、むちゃ
くちゃ一緒に仕事しやすい、話早いし、もちろん仕事も
ちゃんとやってくれるし。だから、リクルートのコストが
かからんし、オペレーションのコストも下がるわけやん。 

で、逆に情報発信側の視点に立って、そういう仕事を与え
てあげられる場、実践の場、一緒に働く場ってのを用意し
てあげられるから。それはお客さん、生徒さんの満足度も
上がるし、生徒さんも実力とか成果出しやすいし、成果出
たらそれもまた自分の実績にできるし、そしたらコミュニ
ティ盛り上がるし、自分もやっててすごいやりがい感じる
し。そうなると、自分の転売事業の規模を大きくしていっ
たら、周りが喜ぶわけでさ、仕事いっぱいふってあげれ
る、この人達の力もつくしお金も渡せる、うわ頑張ろ！っ
てなるし。だから、この２つをどっちもやるってお互いに
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とってメリットあるから、どっちもやってる人ってのはそ
ういう相乗効果をうまく利用してるわけで。 

伊藤　：そうっすねー。そうやって情報発信っていう教育
のカタチ、例えばオンラインサロンとかコミュニティビジ
ネスってものと、自分の事業を組織化して規模を大きくし
ていくこと、ってのを組み合わせたカタチって、これから
どんどん次の時代の自営業だったり、起業家だったりの会
社経営のカタチとして、もっと広まっていくっていう流れ
があるんで、新しい組織の形というか、それを我々ソシア
ルが率先して作っていきたいなって思ってるところでもあ
りますしね。 

玉井　：まさにその通りで、おれらはその先に、学校でも
会社でもない新しい組織の形、働き方の形ってのがあると
確信してるから、それを作りたいし作っていくし。これも
その一環やし、っていうまあそんなかんじかな。だから、
まとめると、転売をやっていく上で、これから始める上
で、もっとも大事なことってのは、数ある種類の中から、
どれが一番儲かるか？とか、今トレンドか？とか、そんな
んどうでもいいから、そんなん普通に自分が興味ある商品
で始めればいいし。 

伊藤　：ほんまにマジでそういうのはどうでもいいです
ね。 
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玉井　：だから、そんなことよりも「稼いで、それでどう
したいの？」って問いの方が大事で。で、いかにそれが大
事かはしゃべってきたけど、具体的には、実践する時の視
点、学ぶときの視点、特に転売は作業ゲーやから、おもん
なくなってやめる。できるようになったのに、稼げるよう
になったのに、辞める人むっちゃ多いから。んで、それい
ちばん辛いというか悲しいから。 

伊藤　：もちろん、戦略的撤退って言葉はありますけど、
基本的には途中でやめる人のほとんどはそうじゃないです
からね。 

玉井　：そう。だから、そうならないようにしたくて、そ
のためにはやっぱり、意識の初期設定ってのがあって、転
売スキルとは別に実践しながら磨いていきたいものがあっ
て、それを絶対に疎かにしてはいけない。あとは、転売な
らではのフェイズが変わるってやつもあって、それもまと
めてしまえば視点の違いやねんけど、やっぱり「１人で転
売できるようになろう！」って視点だけやと、ぶっちゃけ
ギリギリ飯食えるか、ギリギリ食えないかぐらいで徐々に
きつくなってくる。だから、最初からその後どうするかっ
てことを漠然とでもいいから意識しながら、なんならそっ
ちをもう同時に先に学びながら、実践していけるかどう
か？それが、成功するかしないの根本的な違い、っていう
ことよね。 
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まあ、これがざっくりせどりの全体像というか、せどりを
やるかどうかってのを自分で吟味、選択する上で、知って
おくとその後がものすごいスムーズになるよっていう話で。
つまり、実践を前提としたときの本質的な説明ってこうな
るのかなと。で、同時にもう既に実践しているって人は、
これまでしゃべってきたみたいなことを意識してもらえれ
ば。「せどり楽しくないー、だからモチベ下がってるー」
とか「なかなか収益が増えずに停滞してるー」とかね、っ
ていう問題の解決のね、ヒントになるんじゃないかなと思
います。だから、ちょっと稼げるようになったその先、み
たいな発展的な話が多かったけど、感覚は掴んでもらえた
かなと思うので、ここからちょっと伊藤ちゃんにパスし
て、もっと実践的な話、１つ中国輸入を例にとって、じゃ
あ何を考えて具体的にどんな作業をして、っていうところ
をもっと細かく喋ってもらおうかなと、そしたらたぶん
もっとイメージわくと思うので。あとは、更にまた発展的
な、通販事業の経験とかも、語ってもらおうかなと。う
ん、思ったよりかなりおれのターン長かったけど、次伊藤
ちゃんのターンで(笑) 

伊藤：はい(笑)　 
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