
何をしても無理だと 
おっしゃった方も今では 

９８名の方が 
このページから人生を 
変えています。 

誰よりも最速で結果を 
出したい方だけ最後まで 
お読みください 



せどり業界の中で誰より
正直にコンサル結果を公
開しています  SHOPUU 

《コンサル実績》 
第1期生　ブラウニーさん☆月収1000万　法人化 

第2期生    杉浦さん☆副業月商1700万　法人化 

第5期生    asaさん☆専業主婦月商150万利益率40%　法人化 

第5期生    ミツえもんさん☆副業月商300万利益率25% 

第6期生　ゴルゴ田中さん☆月商1500万利益率20% 法人化 

第6期生　柴さん☆副業月収100万　法人化 

第6期生　りゅうじーんさん☆月収100万　法人化 

第6期生　えいじさん☆副業月商310万利益率23%　法人化 

第7期生　KYOさん☆月商1300万利益率30%　法人化  

第7期生　いぶぶさん☆副業月商450万利益率40% 

第8期生　アッキーさん☆月収100万利益率30%　法人化 



第8期生　saiさん☆月商1000万利益率30%　法人化 

第8期生　Tetsuさん☆月商550万利益率20% 

第8期生　AIさん☆専業主婦月商250万利益率25%  

第8期生　とまさん☆副業月商400万利益率20%  

第8期生　藤さん☆副業月商370万利益率20%　法人化 

第9期生　小西さん☆副業月収150万 

第9期生　たかふみさん☆月商1000万利益率20% 

第9期生　野村さん☆月商340万　輸入代行会社　法人化 

第9期生　コヤブさん☆専業主婦月商300万利益率36% 

第9期生　田中さん☆月商350万利益率36% 

第9期生　小野さん☆副業月商300万利益率30%　 

第10期生  ナカジさん☆副業月商600万利益率24% 

第10期生  コッシーさん☆メルカリ月収100万　 

第10期生  コサカさん☆副業月商240万利益率21% 

第10期生  やまさん☆副業月商300万利益率22% 

第10期生  末松さん☆副業月商250万利益率23% 

第10期生  梅津さん☆副業月商200万利益率25% 

第10期生  兼子さん☆副業月商350万利益率25% 

第10期生  塩崎さん☆副業月商240万利益率20% 

第10期生  岡本さん☆副業月商200万利益率24% 



第10期生  吉田さん☆副業月商220万利益率20%  

第11期生  ヨッシーさん☆月商460万利益率20% 

第11期生  こうたさん☆副業月商750万利益率22% 

第11期生  南村さん☆月商419万利益率20%　法人化 

第11期生  川原さん☆副業月商325万利益率20% 

第11期生  きっちょむさん☆月商540万利益率20%　法人化 

第11期生  カズさん☆副業月商270万利益率17% 

第11期生  黒崎さん☆月商512万利益率20% 

第12期生  なおさん☆月商1000万利益率18% 

第12期生  ほっし～さん☆副業月商560万利益率17% 

第12期生  純平さん☆副業月商260万利益率24% 

第12期生  Naggyさん☆副業月商250万利益率19% 

第12期生  さかちんさん☆副業月商200万利益率18% 

第12期生  佐々木さん☆月商220万利益率25% 

第13期生  笹原さん☆副業月商442万利益率17% 

第13期生  あっしーさん☆副業月商248万利益率20% 

第13期生  しげさん☆副業月商96万利益率13% 

第13期生  マッスルさん☆副業月商100万利益率24% 

第13期生  井上さん☆副業月商18万利益率71% 

第13期生  りゅうたさん☆月商100万利益率35% 



第13期生  二木さん☆副業月商66万利益率17% 

第14期生  ふっちゃんさん☆月商750万利益率22% 

第14期生  きのさん☆月商300万利益率14% 

第14期生  安田さん☆月商1200万利益率20%(pt含む) 

第14期生  クロさん☆副業月商320万利益率22% 

第14期生  ハコさん☆副業月商266万利益率20% 

第14期生  なべさん☆副業月商200万利益率10% 

第14期生  しーまださん☆月商230万利益率20%(pt含む) 

第15期生  オーバさん☆月商396万利益率21% 

第15期生  ケーゴさん☆副業月商94万利益率25% 

第15期生  chiiiさん☆専業主婦月商65万利益率19%(pt含む) 

第15期生  松原さん☆副業月商73万利益率18%(pt含む) 

第15期生  hiroyukiさん☆副業月商22万利益率12% 

第15期生  UePoNさん☆月商38万利益率25% 

第15期生  後藤さん☆副業月商102万利益率20% 



せどりで法人化15名!! 
情報発信収入者26名!! 
本業の給料をせどりで越

えた人81名!!! 
フルコンサル生98名中 
成功者81名!!! 

成功確率82.6% 
※もしあなたが、 

この82%に入れないと少しでも感じたら今すぐこの
ページを閉じてください 



 

どうも、SHOPUUです。 

今年もこの時期がやってまいりました～～！！ 

年に2回だけのフルコンサル生  募集です！！ 

数ヶ月、いや数年 、 

せどりをやっているあなたは、もうすでに稼げる人、 

稼げない人の天秤にかけられて結果が出ている状態です。 

• 仕入れに行くけど商品が見つからない 

• 商品を見つけたけど赤字になってしまった 

• 現状維持で全く伸びる気配がない 

このような方は非常に危険です。 

ただですよ、、、 



SHOPUUコンサル生しか知らないちょっとしたコツを 

知れば話は別です！ 

SHOPUUが展開する 
仲間作りと目的意識 

独学でも十分だとどうしてもおっしゃるなら、 

ここ数年は大きく伸びることはないでしょう。 

なぜかというと、 

あなたの 今の行動 を思い返してください。 



とても一生懸命やっています。 

手は抜いていません。 

頑張ってるけどなぜか結果が出ない状況。違いますか？？ 

もし、独学でいくならこの 

「一生懸命やってるのに報われない謎」 

を解かないといけません。 

一生懸命やっています。 

やってるんです。 

でも何で、今ひとつ伸び悩んでんだオレ～～～！！ 



野球を頑張っているのに 

上手くならない子供がいるとしたらあなたはどうしますか？！ 

指導者をつけませんか？ 

自分より野球が上手い人を 

それも指導者だけじゃなく 

同じ状況で頑張る仲間も必要だと思いませんか？ 

たった1人でやっているあなたは本当に頑張っている！ 

頑張っているけど、結果が出るかはどうかは 話が別！！ 

何かを取得するときは、環境を買うんです。 



甲子園常連校で野球をやっていればプロ野球選手
になれるかもしれない 

でもお遊び程度の草野球をやっていてもプロ野球
選手にはなれない 

環境が違うせいで大きく結果が変わります。 

これはせどりも一緒です。 

人生を本気で変えたいと思っているなら本気でせどりをやっている人の
中に入っていくんです。 

これだ！！！！！！ 

センスのあるあなたはピンときたでしょ？ 

脳が嫌がる方に環境シフトしてください。 

じゃないと、現状は変わりません。 

断言します。結果は出ます。 



正直せどり塾の人気には
敵いません 

せどり塾は毎回多くの人が入会します。 

これは情報発信者が多額の紹介料をもらって勧めているからです。 

拡散、拡散、拡散 が重なり、 

多くの人が塾に流れ込みます。 

僕のコンサルの場合は、紹介なんてものはありません。 

アフィリエイターもいません。 

僕のブログを見て単純にイイ！と思った人だけが入ります。 

納得した人だけが応募できるようになっています。 



すると、どうなるか？？ 

ある程度 、価値観のあった人が集まるわけです。 

それでみんなで目標達成に向けて進んでいく。 

これは伸びるしかないでしょう。 

だからすみません。 

誰でも入れるわけじゃありません。 

選考させてもらってます。 

そのかわりコンサル生になった人は、 

責任を持って２～３ヶ月で大きく成長させます。 

ステージもあげます。これは僕のコンサル実績を見てください。 



2017.10月～2017.12月 

第12期生  なおさん☆月商450万→ 月商1000万達成 

第12期生  ほっし～さん☆副業月商200万→ 副業月商560万達成 

第12期生  純平さん☆副業月商68万→ 副業月商260万達成 

第12期生  Naggyさん☆副業月商54万→ 副業月商250万達成 

第12期生  さかちんさん☆副業月商36万→ 副業月商200万達成 

第12期生  佐々木さん☆月商53万→ 月商220万達成 

第12期生  タイさん☆素人→ 副業月商150万達成 

第12期生  カフカさん☆素人→ 副業月商42万達成 

第12期生  タバティさん☆素人→ 副業月商120万達成 

第12期生  katsuさん☆素人→ 副業月商50万達成 



2018.6月～2018.8月 

第13期生  笹原さん☆副業月商260万→ 副業月商440万達成 

第13期生  あっし～さん☆副業月商32万→ 副業月商247万達成 

第13期生  シゲさん☆素人→ 副業月商96万達成 

第13期生  マッスルさん☆素人→ 副業月商76万達成 

第13期生  井上さん☆素人→ 副業月商20万達成 

第13期生  りゅうたさん☆月商26万→ 月商100万達成 

第13期生  ニキさん☆副業月商9万→ 副業月商66万達成 



2018.10月～2018.12月 

第14期生  ふっちゃんさん☆月商200万→ 月商680万達成 

第14期生  安田さん☆素人→ 月商1200万達成 

第14期生  きのさん☆月商80万→ 副業月商300万達成 

第14期生  すぐるさん☆素人→ 月商270万達成 

第14期生  クロさん☆副業月商70万→ 副業月商310万達成 

第14期生  ハコさん☆副業月商76万→ 副業月商266万達成 

第14期生  ナベさん☆副業月商28万→ 副業月商200万達成 

第14期生  しーまださん☆副業月商64万→ 副業月商230万達成 

第14期生  くっちゃん☆素人→ 副業月商21万達成 



2019.7月～2019.8月（2ヶ月経過実績） 

第15期生  オーバさん☆月商90万→ 副業月商390万達成 

第15期生  ケーゴさん☆副業月商20万→ 副業月商93万達成 

第15期生  chiiiさん☆素人→ 専業主婦月商65万達成 

第15期生  松原さん☆素人→ 副業月商73万達成 

第15期生  hiroyukiさん☆素人→ 副業月商22万達成 

第15期生  UePoNさん☆素人→ 月商38万達成 

第15期生  後藤さん☆副業月商37万→ 副業月商102万達成 



全員の実績を 
公開しているんです 

ここまで本気の人います‥？ 

今回もまた 
あなたのステージを 
グーンと上げたいと 
思っています 



＊現地で直接指導致します!! 

【仕入れ同行プラン】 
コンサル生になった11月に 

仕入れや販売方法、考え方など 

マンツーマンで指導します 

あなたの住んでる街へ行き仕入れができることを証明します！ 

交通費なんかいりません。 

朝から晩までみっちり教えます。 

初心者でも大丈夫！！ 

2ヶ月後に結果が出るようにマインドから変えていきます。 



お前にせどりは無理だと
言われたけど、できた。 

6月からコンサルを開始した15期生は、初心者がとても多かったです 

初心者はせどりに対してとても不安です 

でも実際に仕入れを見て考え方を知れば、 

せどり初心者でも結果を出すことができました 

コンサル前の自信とは全然違います 

現在は年末に向けて更に飛躍し続けています 



あなたの判断は間違ってない　
たくさんの人が応募してくれて

います！ 

▼第1期生募集 

3時間で埋まりました（応募者2名　採用者2名） 

▼第2期生募集 

1時間で埋まりました（応募者3名　採用者3名） 

▼第3期生募集 

1日で埋まりました（応募者10名　採用者7名） 

▼第4期生募集 

5時間で埋まりました（応募者5名　採用者3名） 

▼第5期生募集 

5時間で埋まりました（応募者25名　採用者10名） 

▼第6期生募集 

1分で埋まりました（応募者45名　採用者8名） 

▼第7期生募集 

1分で埋まりました（応募者55名　採用者8名） 



▼第8期生募集 

1分で埋まりました（応募者56名　採用者10名） 

▼第9期生募集 

1分で埋まりました（応募者52名　採用者8名） 

▼第10期生募集 

1分で埋まりました（応募者50名　採用者10名） 

▼第11期生募集 

1分で埋まりました（応募者38名　採用者8名） 

▼第12期生募集 

1分で埋まりました（応募者32名　採用者10名） 

▼第13期生募集 

1分で埋まりました（応募者18名　採用者8名） 

▼第14期生募集 

1分で埋まりました（応募者20名　採用者9名） 

▼第15期生募集 

1分で埋まりました（応募者15名　採用者8名） 

毎回たくさんの方が応募してくれています。 

なんでこんなに人が集まるんだ～～！！？ 



せどり塾とは違い、 

どうしても僕一人でやっているため限界があります。 

なので、いつも少人数制でコンサルをしてます。 

成功確率82.6% 

文頭でも言いましたが、覚えていますか？？ 

この数字を見て「82%に入れない」と思った人は 

このページを見ていないはず。 

ここまで読んでくれているという事は、 

すでにあなたは成功に近づきました。 

自信を持ってOKです。少数派です。 

今不安な気持ちがあるとしたら、それはまだやってないからです。 

みんなこの瞬間を乗り越えたんです。 



成功確率82.6% 

というのは、コンサル生になり、 

せどりで本業の給料を超えた人の確率です。 

確率ですよ。人数じゃないですよ。 

10人中5人成功で50%です！ 

100人取って10人成功させて、稼がせました～！って 

言ってるんじゃありません。 

採用人数に対してどれだけ成功させてきたかを見てください。 

この確率を提示しているのは、 

せどり業界で僕一人だと思います。 

全員を責任持って指導する力と根気がないと、この数字は出ません。 

まずはここを他の情報発信者と比べてください。 



※コンサル期限はなし！！ 
稼げるまで一生コンサルします 

永久コンサルです。永久にサポートしていきます！ 

24時間対応します！寝てたら返信できませんっ!!! 

期限がないだけじゃなく、開始２～３ヶ月で実績を大きく伸ばします。 

‥これはヤバイでしょう。 

だから人気があるんです。 

スタートダッシュもできるし、長い目で見ても絶対損する事はない。 





＊コンサル生同士の絆 

絶対目標達成しよう！！絶対人生変えよう！！ 

こういう人生の宝となるような取り組みも、 

フルコンサルの中に含まれています。 

人との出会いって大事ですよね。 

でもこのせどり業界でこういうことをしている人は少ないんですよ。 

仲間同士で刺激し合うからSHOPUUコンサル生は全員伸びます。 

そろそろコンサルの中身に触れていきますね↓↓↓ 



フルコンサルはせどりと
情報発信と中国輸入の　
永久フルサポートです 

～フルコンサル内容～ 

• 新品せどり～各店舗の見るポイント～ 

• 中古せどり～仕入れ差別化販売～ 

• Amazon、ヤフオク、ヤフショ、楽天、Wowma、メルカリ 

• ブログ、メルマガ、ライティング、マーケティング、デザイン、SEO 

• 中国輸入仕入れ、販売（ダブコンとは別） 

• 組織化、マインドアップ、モチベーションアップ 

• 仕入れ同行、対面コンサル、月1回ZOOM会議、決起会 

• 同期の絆～最高の仲間作りをします 



新品せどり 

せどりの基礎から応用まで全部教えます。新品商品のリサーチのやり
方、見るポイント、販売方法など、最近だと規制も厳しいのでそのあた
りも含めて教えています。仕入れジャンルを広げるため、ゲームだけ
じゃなくオールジャンルできるようにします。 

中古せどり 

中古商品の見つけ方、差別化販売など教えます。中古の場合、最安値で
出品していたら仕入れ対象の商品が少ないです。そのため状態売りでき
る商品を狙っていきます。モノレートをしっかり理解することで仕入れ
幅を増えるので仕入れが楽しくなります。 

販売戦略 

ブックオフ、ハードオフ、家電量販店、ツタヤ、ゲオ、リサイクルショッ
プなどの見るポイント、立ち回り方を教えます。見るポイントが分かる
とお店でダラダラ時間を過ごすことなくスピーディーに動けます。効率
よくリサーチする方法を理解して仕入れ量を増やしていきます。 

情報発信 

ブログ、メルマガ、ライン＠などを使い情報発信をしたい人をサポート
します。人を集めるにはどうしたらいいのか？キャッシュポイントはど



うやって作ったらいいのか？人を惹きつける文章の書き方は？この辺り
を徹底して教えています。ブログの立ち上げもサポートしてます。 

中国輸入 

中国輸入の最初の部分を主に教えています。ダブコンという別のコンサ
ルもやっていますのでそっちと被らないように教えています。中国商品
の仕入れ方、販売方法など、リサーチも含めて教えています。独自のリ
サーチツールがありますのでコンサル生に提供しています。 

組織化マインド 

従業員の雇い方、募集のやり方、教育について教えています。モチベー
ションをキープするために僕がやっていることをシェアしてたりもして
ます。最終的には自分の手を離して自分の時間を作れるようにしていき
ます。目指せ自由人です。 

仕入れ同行 

11月にあなたが住んでる町へ行き、一緒に仕入れをします。そこで仕入

れ方や販売方法など色んなことを直接指導します。もう一人で仕入れが
できる！と自信がつくようにしますのでご安心ください。夜のお疲れ様
会で更にマインドUPさせます。 



 

定例会 

月一回ネット上で16期生を集めてZOOM会議をやります。みんなで情報

シェアすることでとても刺激を受けます。さぁ！また明日から頑張ろ
う！と思えるような機会になります。もちろんコンサル生同士でとても
仲良くなります。 

対面コンサル 

コンサル生になれば僕の事務所にいつでも来ることができます。そこで
直接話すことで、悩みが解決したり、次自分がやらないといけないこと
は何かが明確になります。モチベーションをさらに高くすることができ
ます。ランチに行ってから事務所で話すパターンが多いです。 

過去の商材無料提供 

僕が作った過去の商材を全て無料で提供します（店舗せどり必勝攻略ガイドを除く）　

昔の商材ですが、まだまだ使えるノウハウが多いです。全て購入すると
10万近くしますので大変お得です。 



コンサル生になったら 
こんな感じで進みます♪ 

11月上旬 
16期生全員集まってZOOM会議（オンライン上で声合わせ）一度声を
聞くことで親近感が湧き仲間意識が生まれます。そのあと目標を公言し
て頂き、みんなで一つの目標に向かっていくことを誓います。 

↓↓↓ 

11月中旬～12月上旬 
16期生全員に会いにいきます。現地で直接仕入れを教えて目標達成に向

けてのマインドUPさせます。仕入れができるようになりますので一気に

仕入れ量が増えます。 

↓↓↓ 

目標達成お疲れ様会 
この時にはあなたは大きくステージUPしています。2ヶ月前が想像でき
ないと言っています。直接会うことでさらに仲間意識が高まります。
2020年以降もこの関係性は財産になるでしょう。 



日常のやりとり 

 

毎日ラインやチャットワークでやり取りをします。 

いろんな情報が流れてきますので常にモチベーションを維持できます。 



 

そして12月には目標達成です！ 

おぉぉぉ～～～～！！ 

やったぞ～～～！！！ 

あなたの12月の実績はとんでもないことになっているでしょう！！ 

手に届きそうにない目標を達成した時、 

それはそれは大きな達成感が味わえます。 

今は無理だと感じることも 

この環境があれば必ずあなたの人生を変えます。 

一人の力ではなく、みんなでやり遂げるんです。 

あなたの潜在能力を発揮させましょう！！！ 

この無敵の環境と先生と仲間がいれば 絶対にできるぞ！！ 



ほとんどの方がコンサル費を
分割して参加されています 

僕のコンサル生になる人多くの方は、 

コンサル費を12分割して参加しています。 

分割にする事でその分仕入れに回せるからです。 

そして２～３ヶ月でステージアップしてその後ずっと得をする形です。 

何でもそうですが、勉強ってお金がかかりますよね。 

学校ですら授業料がかかります。 

支払い方法も奨学金というのがあります。 

お金を稼ぐ勉強としてみなさん参加しているんです。 

高いお金払って何かの資格を取るより 

僕はよっぽど人生を豊かにできるものだと思っています。 



一番リアルな15期生の感想
を恐縮ながら頂きました 

1. コンサルを受ける前の状況 

2. コンサルを受けた感想 

3. コンサルを迷っている人へ一言 

 



＊15期生　オーバさん

１、コンサル生になる前の現状 

コンサル生になる前は主に、パチンコ・パチスロで生計を立てていました。

いつか自分のＢＡＲを持ちたいって夢見ながら。

でも夢に向けて本気で行動するわけでもなく、、、

典型的なダメ人間って感じでしたね(笑)


そんな自分でしたが心境の変化があり、
一念発起してせどりを始めることに。

しかし、現実は厳しく売上100万あたりですぐ頭打ちになり、
自分の限界を思い知りました。

とにかく効率が悪くて時間ばかりがかかっていましたが、
自分ではどうすれば改善できるのかわからず、
まさに暗中模索といった状態でした。



２、コンサル生になった感想

【ジャンルの幅広さと再現性の高い手法】

SHOPUUさんといえば店舗のイメージが強いと思いますが、
実際はオールラウンダーで「店舗・電脳」「新品・中古」と幅広いジャンル
を再現性の高い方法で教えてくださいます。
いろんなことにチャレンジできて、
自分の適性や可能性を見つめなおす機会になりました。

おかげで良かった部分はしっかり伸ばせましたし、
弱点を克服して新たな武器も作ることができました。


【ステージアップ】

SHOPUUさんにご指導いただいたことを実践した結果、
マインドブロックが外れステージが上がった感覚がありました。

「コンサルスゲー！SHOPUUさんスゲー！」ってなります(笑)

これが無ければ結果を出すことは困難だったと思います。

自分の人生においてもとても重要な経験となりました。

今後何をするにしてもこの経験が糧になることは間違いありません。


【姿勢】

常にチャレンジすることと継続して物事に取り組むことの重要性を
学ばせていただきました。

SHOPUUさんご自身が常に体現してくださっているので、
その姿を見て学ぶことは本当に多いです。

SHOPUUさんのコンサル生として恥ずかしくないよう、
自分もチャレンジ精神を忘れず精一杯頑張る所存です。



３、コンサルを迷っている人にメッセージ

せどりを始めるということは、小規模ながら「経営者」になるということで
す。今までとは違う考え方・意識を持つ必要があります。

しかし、素人が経営者になろうと思ってもいきなりは難しいです。

なら、自分の先を走っている先輩に教えを乞うのは普通だと思います。

そう考えたときに、

“いつでも、なんでも相談できる” 

経営者の先輩がいるって凄いことだってわかると思います。

しかもこの先輩は、メンタル面やせどりの先のビジョンについても
示してくれるという神っぷりです(笑)


そもそも「永久フルコンサル」って、、、やばすぎて
ちょっと何言っているかわかりません。

最初は自分もそんなことありえるのかと目を疑いました。

でもSHOPUUさんにお会いしたら本気だってことがわかります。
嘘が無い人です。ブログやライン@の内容も全部本当だってことはコンサル生
はみんな知ってます。


コンサルは形が無いものなので感じ方は人それぞれだと思いますが、
断言します。

SHOPUUさんのコンサルは本当に破格です。

安くてお得という意味では無く、
お値段以上すぎる圧倒的な価値があるという意味です。

ニトリなんて目じゃありません！


迷ってるのは本当にもったいないですよ！

迷うくらいならSHOPUUさんに直接相談しましょう！

SHOPUUさんとお話したら不安なんて吹き飛びますよ！



＊15期生　松原さん

１、コンサル生になる前の現状 

そもそもせどりをほとんどやったことない状態でした。

どう始めていけばいいのかも分からなかったし、
何を仕入れていいかも分からない。

本当に素人の状態からのスタートでした。


それでも何とか収入の柱の一つとして立ち上げたかったので
コンサルをしてもらえる人を探していました。

そんな状況の中でSHOPUUさんのブログを見つけて、
これだと思い、思い切って参加してみたんです。


せどり仲間も作れるし師匠もできる。

これでダメならせどりは難しいかなと思いながら応募しました。



２、コンサル生になった感想 

コンサル生になってみて得たものは非常に多かったです！


コンサルを受けた翌月には、月商70万円を超えることができました。

メインで他の事業もやっていますが、その条件の中で効率的に仕入れができ
たと思います。


まず仕入れ同行が凄かった。


初めてせどりの仕入れ同行をしたんですが、見るべきポイントが全く違って
いて、「ああ、こうやって見ていくから効率的に利益商品を取れるんだ」

と感心しました！


自分もそれを実践してみると、簡単に仕入れができるんです！

素人だった自分がです。それくらいインパクトのある同行でした。


後、SHOPUUさんは前向きでとっても優しい師匠なんです。


私たち15期生が悩んでいたりしたら前向きな言葉をかけてくれて励ましてく
れたり、常にやる気を起こすために雰囲気を作ってくれます！

だからこそみんな期待に応えようと頑張りました。


ただせどりのテクニックを教わるだけでは、成功するのは難しい。

考え方やメンタル部分の成長は、成功するためには必須条件だと思います。

これ以上無い最高のメンターだと思っています。


後はやっぱり15期生の仲間ですね。

リーダーを中心にとても楽しくて競い合える仲間ができました。

時には色んな情報を交換したり、くだらないことでもみんなで盛り上がった
り、お互いに悩んだときは助け合ったり、こういった同じ志を持っている仲
間と出会えることはとても貴重だと思っています。




３、コンサルを迷っている人にメッセージ 

ここを見ている人は『どうしようか？』って
悩んでいる人がいると思います。


SHOPUUさんのコンサルを経験した私が言えることは、

はっきり言って『悩むだけ無駄』ってことです。

本気でせどりをやりたいんだったら絶対に飛び込むべきです。

せどりの最新の情報やテクニックはもちろん、
切磋琢磨できる仲間と最強のメンターがいる環境なんて
まずありえませんから。


しかもそれが3ヵ月とか半年じゃなく、

永久コンサルです。


こんな環境を用意してもらったら使うしかないでしょう。


後から振り返ったときに、
必ず人生のターニングポイントになる。

それだけは間違いなく言えます！


だからこそ不安を振り払って飛び込んでほしいです。


自分の人生を変える一歩を踏み出して下さい。



＊15期生　ケーゴさん

１、コンサルになる前の現状 

コンサル生になる前は、副業でせどりを初めて2年弱くらいでした。

本格的に活動していたわけではなく、
小遣い稼ぎくらいになれば良いと思い活動していて
月商は最高で30万円くらいでした。


会社での環境も変わり
もっと売上や利益を高めていきたい、
仕事以外で自分を成長させたいと思い、コンサルに応募しました。

実はコンサルに応募するのは2回目で
念願のコンサル生になることができました。



２、コンサル生になった感想や結果

一人での活動ではどうしても自分に対して甘くなりがちです。
（本業での稼ぎがあるので必死にやらなくたって良いので）

しかし、仲間やshopuuさんたちと一緒に目標を立て、
交流を深めていくことで自分を鼓舞させることができました！

一人ではモチベーションの維持が厳しいけど
みんながいるから可能なんです。

仲間からの情報や考え方や行動は、いつも良い刺激になり、
今までの習慣を大きく変えるチャンスにもなりました！

売上も今まで30万円が最高でしたが、
コンサルに入って2ヶ月で100万円近くの売上を達成することができました！
仕入れの幅も大きく広げることができました！

３、コンサルの応募に迷っている方へメッセージ 

迷う時間がもったいないという言葉を良く聞きますが、
迷うことも必要だと思います。


しかし、迷い迷って同じ考えが堂々巡りになってしまっているのなら、
まずはshopuuさんにメールで質問してみてはいかがでしょうか？

質問を通して何に対して悩んでいるかが、
はっきりするだけでも収穫だと思います！


自分に言い訳をしてやらずに後になってああしておけば良かったって、
後悔するのだけはやめておきましょう！
shopuuコンサル生としてお待ちしております。



＊15期生　後藤さん

1、コンサル生になる前の現状 

せどり歴3ヶ月だった僕は、店舗では全く仕入れが出来なくて
丸一日回ってボウズになる事が何度も有りました。

大体毎月30万くらいの実績でした。


値下げ合戦に乗れず売れない日々が続きました。
何が正しくて何が悪いのか分からず独自のやり方になってました。

そんな中SHOPUUさんを発見してこれだと思い応募してみたんです。



2、コンサル生になった感想や結果 

コンサル生になって仲間達と情報を共有できる為、
仕入れ情報、梱包の仕方、危険物など、
今まで自分では分からなかった事を多く学ぶ事が出来ました。

またSHOPUUさんの仕入れ同行で仕入れの見方、
店舗の特徴を教えて頂き、大幅に仕入れ出来る様になりました！


輸出も両立してやっているので、
全ての時間を注げるわけではなかったのですが、
月商30万から月商160万くらいに伸び大きく成長できました！

あと、15期生の仲間とも毎日接することができて
モチベーションも高く保てています。

3、コンサルの応募に迷っている方へメッセージ 

コンサルを受ける事によって、
仲間達全員で目標に向かって行きます。
この目標に向かう向上心がとてもありがたい環境になっています！


そしてSHOPUUさんが全力でサポートしてくれます！
先ずは何事にも挑戦してみる事が大事です！！

迷わず進め、何とかなるさ！！



今回はさらにビックチャンスが待っています!!! 

年末商戦 

一年に一回のバカ売れボーナスタイム～！！！！ 

通常の2～3倍の売上が見込めます。 

このボーナスタイムに合わせて仲間と頑張るんです。 



昨年の年末商戦は、14期生10名を指導しました。 

11月から指導し始めて年末までには一気にステージUPしました。 

グループ内で仕入れができる商品や売れている商品をシェアし、モチ
ベーションが下がらないようやり取りします。 

すると、わずか2ヶ月で劇的に変わります↓↓↓ 

第14期生  ふっちゃんさん☆月商200万→ 月商680万達成 

第14期生  安田さん☆素人→ 月商1200万達成 

第14期生  きのさん☆月商80万→ 副業月商300万達成 

第14期生  すぐるさん☆素人→ 月商270万達成 

第14期生  クロさん☆副業月商70万→ 副業月商310万達成 

第14期生  ハコさん☆副業月商76万→ 副業月商266万達成 

第14期生  ナベさん☆副業月商28万→ 副業月商200万達成 

第14期生  しーまださん☆副業月商64万→ 副業月商230万達成 

第14期生  くっちゃん☆素人→ 副業月商21万達成 

せどりで結果を出すには、この年末商戦が鍵になってきます。 

この上の実績見てください。この成長を。同じ時期ですよ。 



あなたもこうなると 強く信じてください。 

もちろん、年末だからって何もしなければ結果は変わりません。 

でもあなたがものすごく頑張れるこの環境にさえいれば、 

大きく 飛躍 できるんです。 

まとめると、あなたには次のようなチャンスがあります。 

↓↓↓ 

１、永久指導というありえない恩恵を受けながら稼ぐ力をつけられる 

２、共に成長し合える価値観のあった仲間が9人できる 

３、せどりだけじゃなく、情報発信、中国輸入まで幅広く展開できる 

４、躓いた時はすぐに相談ができ、次の一歩を教えてくれる 

５、結果を出すことで大好きな家族を喜ばせることができる 

あなたにとって最高の環境を成長を提供できると思っています。 



今回は”10名”募集します。10名だけです。 

選考なので10名以下にもなる可能性もあります。 

でも10名以上は取りません。 

本気の方だけアツイメッセージを書いてご応募ください。 

せどり、ブログ、メルマガ、アフィリエイト、 

情報発信、中国輸入、組織化を 

期限なしで永久に教えます！！ 



16期生の正式募集は 
11月1日～2日の2日間 
のみ行います 

応募先 
shopuu1@gmail.com 

件名：コンサル希望 
本文：名前、性別、年齢、住まい地域、せど
り歴、アツイメッセージ（選考基準） 

以上、６点は必ず書いてください 

※選考は11/3に行います。結果も11/3中にお知らせします 

mailto:shopuu1@gmail.com


私は本気で人生を変えたい！！ 
って方は今からでも事前応募してください 

 

質問はこちらから

shopuu1@gmail.com

mailto:shopuu1@gmail.com


～追伸～ 
 

例をあげると、 

15期生のオーバさんは、 

月商100万がどうしても頭打ちでした。僕のコンサルを受ける前に、あ

る方にコンサル生にならないかと誘われたそうです。 

しかし「心に決めている人がいるので」と、その人の誘いを断り僕のコ
ンサルに応募しました。 

せどり歴3ヶ月のオーバさんをリーダーに任命したところ、見事期待に

応えてくれて2ヶ月で月商400万まで伸びました。 



例を挙げると、 

11期生の川原さんは、 

「SHOPUUさんのコンサル生になり家族みんな喜んでいます」っと言っ
てくれました。今ではせどりで稼いだお金で生活して本業の給料は丸々
貯金してるそうです。サラリーマンながら毎月40万貯金しています。 

例を挙げると、 

9期生の小野さんは、 

「奥さんに現金で50万プレゼントするのが夢だ」と言っていました。

コンサル生になりその夢が叶ったとき、SHOPUUさん！夢が叶いまし
た！とわざわざ手紙をくれました。こっちまで嬉しくなりました。 



例を挙げると、 

14期生のふっちゃんさんは、 

僕のコンサルを受けるために一旦せどりを辞めて本業で資金を貯めまし
た。そして計画通り僕のコンサルに応募したところ、まさかの不採用。 

その後、諦めず半年後のコンサルに応募し、今度は採用されてリーダー
を任されました。その2ヶ月後月商200万から680万まで伸びました。 

今はヤフショと中国輸入でも600万ほどに伸びています。 

例を挙げると、 

14期生のすぐるさんは、 

子供が5人もいる大家族です。僕のコンサルを受ける前はメルカリだけ

でギリギリの生活をしていました。コンサル生になりAmazonに一本に

したところ一気に月商250万まで伸びました。今は融資を受けれるまで
になり生活が楽になったそうです。 



例を挙げると、 

9期生のコヤブさんは 

コンサル生になる前は、夏場にクーラーも節約するくらいの生活をして
いたんですが、コンサル生になりクーラーを気にせずつけれるように
なったそうです。 

月商80万でコンサルに応募。3ヶ月で月商300万達成。その後2年間300

万を切らない主婦せどらーになりました。 

せどりで稼いだお金で家を買いました！と嬉しい報告も頂きました。 

次はあなたの番です。 



 

チャンスは目の前に転がっている！ 

少しの勇気があれば人生は変わる！ 

もう証明することがないくらいブログに公開しています。 



Welcome～SHOPUUコンサル16期生 

勇気を出して。ただそれだけのことです。 

お待ちしています＾＾ 

12期生の実績公開→こちら　　 

13期生の実績公開→こちら 

14期生の実績公開→こちら　　 

15期生の実績公開→こちら 

ご朗読ありがとうございました。

https://blog.shopuu-sedori.com/page-14474
https://blog.shopuu-sedori.com/page-16888
https://blog.shopuu-sedori.com/page-18131
https://blog.shopuu-sedori.com/page-20828
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