
究極の卸システム説明会



プロフィール
株式会社トラストエフォート 
代表取締役　布施優雅 

国内転売をきっかけに 
ネットビジネスに参入する。 

現在はヤフー、楽天、Amazon、自社ECサイトなど 
他販路で物販をする傍らアプリの開発やスクール運営
WEBプロモーションなどを手掛ける。



本日のセミナー内容
仕入れに関する悩みの解決方法。 

転売から物販にステップアップする重要性。 

コミュニティの力を活用した次世代の企業取引について。

他がマネできない卸システムのご案内。 



これまでの仕入れの悩み
利益商品を仕入れることができない。 

商品リサーチや仕入れに 
時間と労力がかかる。 

安定した仕入れ先を構築できない。 

毎日、商品リサーチなどの 
作業に追われていて同じことの 
繰り返しで先が見えない。



転売ラットレース
売上が上がるほど商品リサーチや 
仕入れに時間や労力がかかる。 

仕入れに時間や労力がかかって 
しまうので安定した仕入先の開拓や 
販路拡大などに使う時間がない。 

作業に追われて同じことを繰り返えす毎日。 

転売ラットレースから抜け出さないと 
次のステップに進むことができない。



転売ラットレースから脱出するには？
商品リサーチや仕入れにかかる労力を 
出来るだけ少なくする。 

安定した仕入先を構築する。 

安定した仕入先の構築としてメーカー仕入れや 
卸業者からの仕入れにシフトチェンジする。 



転売から物販に 
ステップアップする



転売と物販の違い
転売は小売店から仕入れて小売すること。 

再現性が高く初心者でもすぐ実践できる。 

物販は正規ルートから商品を仕入れて小売すること。 



わかってるけど、できてない。



なぜ、できないのか？



毎日の作業に追われて時間がない

商品リサーチ→仕入れ→ 
検品→出品作業→納品作業 



メーカー展示会などに参加しても。
メーカー展示会などに参加しても 
なかなかいい業者と繋がることができない。 

取引ができたとしてもライバルが増え 
価格競争に巻き込まれてしまう。 

Amazon販売を嫌がる 
メーカーがいる。 

ヤフーや楽天、自社ECなど販路拡大の 
工夫をしないといい取引先を見つけるのは難しい。



これまでの業者仕入れの形
個人 企業

展示会メール 電話



1億円の商品取引をする場合。

100万円の商品を仕入れる人が100人の計算

優先



資金力のある企業に 
個人で立ち向かうのは無理がある



じゃあ、どうするの？



コミュニティの力



企業と対等

100人×100万＝1億円

コミュニティの力を活用することで
企業と同等の取引ができる



コミュニティ内で流通を 
起こすことで個人ではできない
取引をすることができる。



他がマネできない 
強烈な秘密兵器がある。



Amacode
ダウンロード数9万越え

毎日100ダウンロード

Appストア無料 
ビジネス部門10位

Amazon公認アプリ

月間流通額40億円

メルマガ読者6万人以上



大きな企業も興味を持つ







×
Amacode コミュニティ

実際に企業と関わることで確信



全員にメリットがある形



コミュニティの力の活用例
企業 個人

個人的に1000万円の取引を持ちかけられる

コミュニティー

コミュニティの力を活用して何人かで仕入れる



成長し続けるコミュニティを 
全員で育てていくことに意味がある
仕入先のメーカーや卸業者は 
まだまだ開拓していく。 

コミュニティの参加者全員が 
アマコードやコミュニティを武器に仕入先の 
開拓をしたらどんどん仕入先は増えていく。 

WIN WINな関係の構築



多くの企業が賛同してくれてる
Amazonからデットストックを仕入れる 
ルートを持っている企業。 

会員制の商談会を開催している企業。 

年商4000億以上を売り上げる 
ブランド品や時計などを扱うリユース企業。 

ヤマダ電機などのバックヤードで 
商品を仕入れることができる企業。 

年商３０億以上売り上げる卸問屋。



卸システムの詳細



1.Amazonデットストック



Amazonデットストック詳細
1ロット7万円で約20万円で 
販売できる商品を仕入れることができる。 

1商品辺りの仕入れ値はAmazon 
最安値の3～３.５掛けほど。 

1点ものがほとんどなので 
ライバル増加による値崩れなどの心配がない。 

基本的にAmazonで回転のいい商品が多い。 

若干、ダメージ品や不良品なども入っている場合がある。



仕入れ価格7353円 仕入れ価格1078円



仕入れ価格2180円 仕入れ価格1117円



仕入れ価格1772円 仕入れ価格4648円 仕入れ価格779円





たった8商品で97,882円



仕入れ方について。
1~2週間に一回専用のLINE＠で注文を取ります。 

注文してから1~2週間で商品が指定の住所に届きます。

Amazon、メルカリ、ヤフオク、楽天、ヤフーなど 
各販路で販売する。 

完全在宅で利益商品を仕入れることができる。



仕入れシュミレーション
1ロット7万円仕入れ⇒20万円の売上 

10ロット70万円仕入れ⇒200万円の売上 

100ロット700万円仕入れ⇒2000万円の売上 



ダメージ品、不良品について





2.会員制メーカー商談会



会員制商談会の詳細
個人事業主や副業の方は入れない商談会です。 

法人を持っていても面談や決済会社の 
審査が通らないと入ることができません。 

120社以上のメーカーが登録している。 

商社の在庫処分品などが格安で仕入れることができる。 

1ロット6個など少数から取引できる。



会員制商談会の詳細
Amacodeなどの商品検索アプリを堂々と使える。 

名刺交換をすることで直接連絡を取り合えるので 
毎回、商談会に参加しなくても取引ができる。 

アテンドとしてメーカーとEC事業者を 
繋いでくれるスタッフがいるので営業スキルがなくても 
メーカーと繋がることができる。 

掛売りをしてくれるので資金繰りがしやすい。









会員制商談会で仕入れた商品例





どのように仕入れるのか
大阪の会場で月に5日間ほど商談会を開催しています。 

コミュニティのLINE＠で日程などの詳細を配信。 

個人の方は預け金5万円を預けることで 
月に50万円までは掛売りで仕入れることができる。 
（預け金は退会した時に戻ってきます） 

法人を持っている方は決済会社の審査で 
掛売りで仕入れることが出来る枠が決まります。 

支払いは末締めの翌月18日です。



会員制卸サイト
現在進行中の案件です。 

商談会に参加しなくても 
サイトから商品を仕入れることができる。 

ドロップシッピング方式で商品を仕入れる 
ことができる。 



3.バックヤード仕入れ



バックヤード仕入れ詳細
家電量販店などのバックヤードから 
商品を仕入れることができる。 

他にも倒産品や遺品整理品、買取品、在庫処分品 
などを仕入れることもできる。 

新品家電や雑貨、中古品などを格安で仕入れ可能。 

一般の人には知られていない仕入れルートです。



仕入れ値200円 仕入れ値1200円



仕入れ値3000円 倉庫中の様子



仕入れ方について
月に1~2回ほど埼玉県で商品の販売会を 
実施しています。 

日時などの詳細は専用のLINE＠で配信します。 

支払いは基本的に現金のみとなります。 

タイミングによって販売されている商品の 
ジャンルが違う場合があります。



卸システムで得られるもの
資金がいくらあっても足りないくらい 
利益商品を仕入れることができる。 

商品リサーチや仕入れの労力から解放される。 

販路拡大や情報発信など新しいことに 
挑戦することができるようになる。 

安定したビジネスを構築することができる。 

コミュニティの力を活用することで 
どんどん仕入先を開拓することができる。



上流から仕入れることで 
圧倒的に稼ぐことができる
メーカー 消費者小売店問屋メーカー

1000円 2000円 3000円 4000円



あらゆる販路で販売する















４.ブランド品仕入れ



株式会社ピュアネス 
代表取締役　渡邊泰三（わたなべたいぞう） 
茨城県出身　32歳 

経歴 
・オンライン金融（バイナリーオプション） 
・香港・シンガポールを拠点とした金融商品取引所の立ち上げ 
・物販プラットフォーム管理 
・数多くの大規模物販スクールを顧客管理を担当 
→独自の人脈を構築し、現在はブランド品買取・卸事業を展開 
　培ったノウハウにより独自のブランド物販システムを構築

プロフィール



ブランド品に特化した新ロジックの物販流通サービスです 

■ブランド品に特化する理由 
・ブランド品は幅広い年齢層に人気が高い（顧客数多数） 
・モデルによって希少性が高く、定価以上の売価になるケースがある 
・ブランド品は価値が落ちにくい（値下がりリスク少） 
・ブランド品はライバルが少ない（価格競争リスク少） 
・ブランド品は稼ぎやすい　(利益率が高い、商品の回転が早い)

ブランド卸のメリットとは

卸システム 格安ブランド卸



国内中古市場の現状



ブランド品・衣類
家電・カメラ

パソコン周辺機器
スポーツ用品

おもちゃ・ホビー
ゲーム機
カー用品
ベビー用品
携帯電話
日用品

家具・その他
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0

5,500

11,000

16,500

22,000

09 10 11 12 13 14 15 16 20 25 30

デフレの影響でリユース市場は年々増加傾向 
2030年には2.2兆円規模への拡大予想

単位：億円

※自動車・バイクを除く国内市場

単位：億円

28.3%

『ブランド品・衣類』は中古市場の28％以上を占める巨大市場



消費者の中古ブランド品購入先は 
ネットオークション・フリマアプリが全体の56％！ 

ライバルが少ない巨大市場で超効率的な物販ビジネスを！

小売店
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古物市場の実態

・大手有力業者が優先的に良い商材を買い付ける。 
・長年に渡る信頼によって購入権が優遇される。 
・業者間で横のつながりが非常に強い業界。 
→新規参入者が高品質の商品を仕入れるのが難しい風潮 
　魅力的な市場だが非常に高い参入障壁がある

大手有力業者（大○屋、コ○兵等）
中堅事業者

小型商店・零細企業

個人事業主、新規参入事業者

ハイブランド・優良商品

カジュアルブランド・傷あり商品



新規事業者でも大手事業者並みの価格で仕入れが可能！

独占卸契約

国内有力バイヤー

都内および全国に実店舗展開 
15年以上のブランド取り扱い実績 

月間流通額5億円以上

独自に培った人脈で新規参入が難しいブランド品の上流卸に参画 
・大手事業者買い付け価格並みの低価格仕入れ 
・熟練バイヤーによる売れ筋かつ状態良好商品の仕入れ 
・商品の安定供給とリサーチ不要・知識不要の仕入れが実現！



概要・仕組み



独占卸

仕入れ不要 
卸システム

独占格安卸 
サービス

有力バイヤー
優良商材優良商材卸システム 

コミュニティー



当社取扱商品販売例

卸値：4,500円 
売価：9,000円
卸値：4,500円 
売価：9,000円

卸値：4,000円 
売価：8,500円
卸値：4,000円 
売価：8,500円

卸値：7,000円 
売価：16,000円
卸値：7,000円 
売価：16,000円

卸値：3,000円 
売価：7,000円
卸値：3,000円 
売価：7,000円



卸値：4,000円 
売価：8,500円
卸値：4,000円 
売価：8,500円

卸値：10,000円 
売価：18,000円
卸値：10,000円 
売価：18,000円

卸値：5,000円 
売価：11,000円
卸値：5,000円 
売価：11,000円

卸値：8,500円 
売価：15,000円
卸値：8,500円 
売価：15,000円

当社取扱商品販売例



卸値：28,000円 
売価：41,000円

卸値：22,000円 
売価：35,000円

当社取扱商品販売例



卸値：45,000円 
売価：70,000円

卸値：18,000円 
売価：30,000円

当社取扱商品販売例



卸値：45,000円 
売価：70,000円

卸値：70,000円 
売価：110,000円

当社取扱商品販売例



サービス紹介



仕入れ後に当社スタッフにて1点ずつ検品・清掃を実施 
製品の使用上不具合となる箇所が見つかった場合には 
簡易的な補修または当社にて処分致します。

真贋鑑定・商品検品

売れ筋商品を中心に当社がピックアップして買い付け。 
さらに、商品は熟練のバイヤーが1点１点真贋鑑定致します。 
偽物販売によるクレーム、トラブルを防止！

検品終了後、当社スタッフが写真撮影・商品説明を作成し 
会員サイトへの掲載・卸案内を致します。 

ご不明な点はお気軽にサポートまでご連絡ください！

買い付け→鑑定→検品→販売 をフルサポート！



コミュニティー卸システム概要
サービス名称 ご利用料金

Amazonデットストック卸 利用権 1箱 70,000円～

会員制メーカー商談会 参加権 永久無料！
バックヤード仕入れ 利用権 永久無料！
ブランド卸 利用権 永久無料！
最新卸案件の提供 永久無料！

コミュニティー限定懇親会 参加権 ご自身の飲食代



卸システム 説明会参加者様限定 
本日限りのご案内！



本日ご登録者様限定 3大特典

→特別価格 598,000円
卸システム月額利用料　 →永久無料！

1,卸システム費用　 998,000円

　 2,AMAZON卸　398,000円
→特別価格 298,000円

AMAZON卸利用期間 →12ヶ月間！



本日ご登録者様限定 3大特典
最強の転売ツール 
amacode PRO 3ヶ月無料！

年商４,５００億円企業発行！ 
ブランド真贋マニュアル

15,000円相当

54,000円相当



本日ご登録者様限定 3大特典
年商４,５００億円企業主催！ 
ブランド真贋検定受講(希望者)

株式会社 APRE 
年商４,５００億円企業 
メイン事業 
ブランド買取・販売など 
商品の卸も実施決定！！！

リユースバイヤー検定に合格すると、表彰状と名刺 サイズの認定証（顔写
真付き）が交付されます。HPや買取現場で提示することで、お客様の信頼
を得ることに効果を発揮します。



コミュニティー卸システム
サービス名称 ご利用料金

Amazonデットストック卸 利用権 1箱 70,000円～

会員制メーカー商談会 参加権 永久無料！
バックヤード仕入れ 利用権 永久無料！
ブランド卸 利用権 永久無料！
最新卸案件の提供 永久無料！

コミュニティー限定懇親会 参加権 ご自身の飲食代



決済方法
卸システムVIP 598,000円 
利用期間無期限 
■銀行振込 
■クレジット決済(infotop決済) 
　最大24回払い(月々 24,916円～ )



決済方法
Amazonデットストック卸 298,000円 
利用期間12ヶ月間 
■銀行振込 
■クレジット決済(infotop決済) 
　最大24回払い(月々 12,416円～ )



ご静聴ありがとうございました。

皆様のご参加お待ちしております。


