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はじめに 

こんにちは、COSPA JAPAN の代表の李です。 

 

名前の通り中国出身です。2008 年に日本へ来てから 11 年が経ちました。 

いまだに日本語が不慣れな部分がありますが、お話をしているような 

感覚で楽しく読んでいただければと思います。 

 

はじめにお伝えしますが、こちらは「本」・・・ではありません。綺麗な 

文章を求めている場合は、ほんとうにごめんなさい。ですが、私は 

「確実に売れる商品を開発する方法」を求めているのであれば、 

今からお届けする内容を行えば、商品が確実に売れることを 

お約束します！ 

 

私自身、複雑なものは嫌いですので、すべて集約し、まとめた情報を 

PDF でお届けします。 

 

そして、あなたに嬉しいお知らせがあります。 

 

10 万円相当の価値がある、こちらの情報商材に転売権利を与えます。 

1 万円で売っても構いませんし、500 円で売っても構いません！利益は 

すべてあなたのものです。唯一やってはいけないことは、この内容を 

修正することです。このままの PDF を転売すれば何にも問題ありません。

しかし、同じ内容のものを修正し拡散した場合、責任を追及しますので、 

ご注意ください。書作権はすべて【COSPA JAPAN 代表 李 京浩】の 

ものです。 

 

こちらは必ず実践してください。行動しないと何にも得られません。 

行動して初めて売れる商品を開発できた時の感覚を味わってください。 

そして、忘れないでください。あなたのこれからの商品開発の成功の 

鍵となります。それでは早速ですが、始めたいと思います！ 

李 京浩    
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国際郵送は想像以上発達されていて

今まで自分の場合、配送トラブル 

ゼロで商品が届いています！ 

○ 商品を開発するなら、ノーブランド品がいい 
 

ノーブランド品とは、まだブランド化がしっかりされていない商品のことです。販売最低限

の基準はクリアしているものの、まだブランド知名度がない、あるいはそもそも無印等の 

商品のことです。 

ノーブランド品がよい理由は・・・ 

 
 

○ 仕⼊れ先は絶対に中国がいい︕ 
 

理由は・・・ 

ü ノーブランド品の品揃えが豊富 

ü コストが低く、利益率が高い 

ü 画像が多彩な商品が多く、そのまま流用OK 

ü 距離が近いため、配送されるのも早い 

 

初期投資ほぼゼロから

スタートできるし、リスク

回避ができる。後で紹介し

ますが、アリババのところ

では数十円〜数百円からでも

仕入れができます。

① 仕入れの値段が安く、
利益率が高い

ノーブランド品は基本的に

「偽物」というものが

そもそもないからです。

② 初心者でも扱いやすい

10代後半～30代前半が
中心なフリーマーケット

（メルカリ、ラクマ、

ヤフオク等）は安く

おしゃれなものであれば買い

たいという人が多いです。

③ フリーマーケットで
確実に売れるから
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○ 国から仕⼊れる不安要素を解消しよう︕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•解消対策は、売れ筋と値段で基本的に解消できます。日本でも安い商品は全てがいい品
質ではありません。しかし売れている商品は、中国でも品質は保たれています。ひと月
あたり100件以上、累計1万個以上購入されている商品はしっかりと品質管理がされてい
ます。低コストでテスト販売をするので、万が一品質に問題があれば、その商品は諦め
ます。またヒット商品の確率は0.1％も満たないです。しかしこちらの方法使えば20％以
上は売れる商品を見つけれます。一つの商品を諦めるぐらいの余裕はあるからです。

① 品質は？

•これに関しては、仕入代行を使って解消する方もいますが、あまりおすすめしません。
結局仕入代行は再仕入代行を使っているケースが多いからです。利益率がものすごく下
がります。後で紹介しますが、とんでもない国際転送サービスサイトがここ数年で中国
内で発達していて、これを使えば直で工場とやり取りしてくれるので、ほぼ工場価格で
仕入れることが可能です。一つのプラットフォームなので、日本語の対応はしていませ
んが、英語なら対応しています。そして、後で紹介しますが、やり方によってグーグル
翻訳だけ自分で仕入れることが可能です。

② 中国語がわからなくても大丈夫？

•確かに量が多くなれば、関税はかかってきます。しかし、制限をきちんと把握すれば、
抑えられます。中国の場合個人で国際配送する場合、1回あたり品物が仕入価格が１回
/120ドル以下であれば、税金はかかりません。最初の1年ぐらいはあまり気にしなくても
大丈夫です。ノーブランド品のため税関はその値段を把握しにくいからです。なので、
適当に50ドル以下で仕入値段申告をすればよいです。同じ商品の配送が1年以上多くなっ
たりすると税関は調べ始める傾向があるので、1年以上からはしかっり商品の値段を正し
く記入しましょう。税金がかかったとしても、ものによって税率が高い商品は避けたほ
うが良いです。例えば、革製品です。場合によって40％以上の税率がかかります。

③ 関税は？

•日本の標準電圧は110V～です。しかし、中国の標準電圧は220V～です。なので、USB
以外の電気製品は基本的に開発商品から除外します。USB製品なら国際標準で5Vが基本
的です。リチウム電池の内臓商品も避けたほうが良いです。国際配送対応してくれると
ころが少ないからです。

④ 電圧の違い・リチウム電池製品は？

品質が悪いのでは？ 
 

中国語がわからない 
 

関税が不安・・・ 
 

電圧・電池はどうなの？ 
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○ ビジネスモデルの全体像の理解しよう 

会員登録募集でもお話ししているのですが、たったの2つステップです。 

 

 

今回のPDFは①を特化して作ったものです。 

① は2つのパーツに分かれます。 

１）見つけ方(リサーチ)    ２）仕入方(国際転送サービスの使い方) 

 

○ すでに売れているノーブランド品の⾒つけ⽅︕ 
 

 

 

すでに売れている

商品を仕入れる

競合に負けずにフリマで

売る方法を勝ち取る

ステップ ①

商品リサーチ

ステップ ②

画像を見つける

ステップ ③

商品をセレクト

ステップ ④

仕入れ先で商品
を見つける

ステップ ⑤

発送の手続き
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ステップ ①：キーワード検索＋売れ切れフィルター 

 

では本番に突入します。 

 

稼げるかどうかは、8割以上がリサーチで決まる。 

まずはメルカリで売れる商品のリサーチからです。 

 

やり方は非常に簡単で売り切れフィルターがポイントです。 

 

あとプラスで「ノーブランド」「海外」「ほつれ」「汚れ」等の 

中国輸入品を扱う皆が共通しているキーワードで検索し、 

「新品・未使用」に絞り、売れ切れフィルターをかければ、 

最近売れているノーブランド品がずらりと出てきます。 

 

 

 

ステップ ②：モデル写真もしくは綺麗な写真を見つける 

 

ほとんどの中国輸入ノーブランド品は、写真をそのままアリババサイトからダウンロードしたものを 

使っています。綺麗な写真を使ったモデルがいる写真はほぼ中国輸入のノーブランド品です。 

 

この写真を見つける理由は 

 

1.後でアリババから見つけやすくするためです。 

2.ほぼ写真そのまま使うことできるので、商品の写真を撮る必要は 

ないからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 例の写真です。 

※ 例の写真です。 

※ スクロールしていくとこのような

画像の商品も当たります。 
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×こちらは売れていないため、諦めます。 ○こちらはまあまあ良いです。 

 

ステップ ③：売れる基準をクリアしている商品を候補にする 

 

売れる基準を厳しくするのをお勧めします。 

 

ステップ②で見つけた商品のタイトルもしくは特有のキーワードがある場合はそのキーワードをもう一

度検索してみます。その商品だけの情報がでてきます。近日に2日5以上売れている、もしくは通年売れ

ている商品が候補になります。 

 

〜 たとえです。キーワード部分をコピーして再検索かけます 〜 

 

 

 

実は「○」も本来は2日5以上売れている基準には満たないですが、例を挙げるため、仮にこの商品を開

発進める場合で、次からの解説をしていきます。ここまでリサーチになります。最有力候補1つだけで

良いです。複数あるとどれを進めるか迷います。しっかりと次のステップを進んでいて、テストまで

PDCAサイクルを回していくのが大事です。 

最有力候補の選び方は優先的にみる指標としてフロントエンド商品の場合は販売量です。バックエンド

商品の場合は単価です。好きな商品、センス等は初期段階では捨ててください。フロントエンド商品と

バックエンド商品に関しては競合を勝ち取るためのノウハウで詳しく教えます。初心者であれば販売量

を最優先してください。 

 

その中から2日以内に5以上売れている商品があれば候補になります。以上売れる商品の見つけ方です。

とてもシンプルです。すでに売れている商品を見つければよいのです。シンプルですけど、非常に強烈な

方法です。すでに売れているから安全性も確保しているわけなんですね。 
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○ ここで、あなたには 2 つの選択があります︕ 
 

 

1. 自分で売れる商品を見つけて、続きの国際転送サービスの使い方を取得し、自分でビ

ジネスを始めることです。しかし、ちょっと長いですので、忍耐力のある方は続きを

読んでください。 

 

2. 続きを読む必要はありません。こちらですでに売れている商品を用意しているからで

す。COSPAJAPANショップの商品は、ほぼ卸売の同じ安い値段で商品を提供していま

す。こちらの商品は上と同じリサーチをして、テスト販売までして、売れる自信のあ

る商品を提供しています。なぜ、自分で売らないのですか？という質問をする方がい

らっしゃると思いますが、それは商品種類が多すぎて、一人のリソースでは対応しき

れないからです。正直なお話、このやり方でも少なからずこちらの収入にもなります

し、みなさんの収入にもなりますので、一石二鳥！やらない理由がないですよね。 

 

 

○ アリババで商品を⾒つけ、国際転送サービスを使った仕⼊⽅ 
 

ステップ ④：アリババ専用アプリから売れると見つかった商品を見つける 

 

アリババのアプリは中国検索サイト(baidu)からダウンロードをお勧めします。 

www.baidu.comに入り、「阿里巴巴 app」を検索してください。 

 

必ず「普通下裁」をクリックし、ダウンし、インストールしてください。セ

キュリティーを許可する必要がありますので、許可してください。 

「安全下裁」は中国専用appstoreを使わないといけないため、「安全」とは 

言え、逆に中国金盾の影響を受けやすいです。※androidで検証済ですので、

携帯はandroidを使ってください。iOSは制限が多いため避けたほうが良いで

す。 
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6.このリンクは、あとに

国際転送サービスで使い

ます。 

7.もう一つやることは 

写真のダウンロードとサ

イズの確認です。 

8.先ほどの商品ページを横にスクロ

ールすると写真がいっぱい出てきま

す。ダウンロードしてください。サ

イズ等の情報も入手できます。 

３.こちらの商品のキーワードは

シフォン、サロペット、デニ

ム、簡単にグーグル翻訳を使う

と「牛仔 背带裙 雪纺」になり

ます。それを先ほどの「阿里巴

巴app」を立ち上げて、検索かけ

るとすぐ見つかります。 

４.「成交额」とい

うのが売れ筋順で

す。それをクリック

して並べ替えます。

「成交1.6万」とい

うのが累計販売個数

です。その商品をク

リックします。する

と次の画像に移りま

す。 

1.開くとこんな感じです。無登録

のまま使います。（登録を求めて

くるはずですが無視してください） 

２.先の商品を例として

使います。 

 

5.この時点でやること2つあります。一つはこの商品のリンク先を確報し

ます。「分享」というのがシェアということです。クリックしますと「复

制口令」がでてきます。これがリンクコピーという意味です。それをま

たクリックしすます。そして、メモに貼り付けます。 
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ステップ⑤：国際転送サービスの使い方 

６.ログイン確認できた

ら、英語に変えることがで

きるので、変えてくださ

い。左上のところで言語を

選べます。 

７.そして、一旦閉じま

す。前回シフォンサロペッ

トのメモの中のURL部分を

コピーします。 

３.メールの中のURLをブ

ラウザにコピーして開け

たら、認証終わりです。 

４.次に、googleストアか

らsuperbuyというアプリ

ケーションをダウンロー

ドします。 

1.まず国際転送サービスはこちらをクリックして登録します。 

こちらをクリックして登録↓↓↓ 

https://app.superbuy.com/cn/page/partner/register/?code=6mLQFo&from=singlemessage 
紹介コード：6mLQFo 

紹介者と被紹介両方特典が貰えるので、是非上のリンクからご登録お願いします。 

WIN-WINなので、是非よろしくお願いいたします。 

クリックするとこちらが出てきます。登録してください。 

googleストアやアップルストアの認証している国際転送サービスです。 

2.「邮箱」メアド「密码」

パスワード「确认密码」確

認用パスワード「验证码」

検証コード「立即注册」今

すぐ登録。次に、メールア

ドレスにいって確認用メー

ルが届きます。 

５.インストールしたらア

プリを立ち上げて、先ほ

ど登録したメアドとパス

ワードでログインしてく

ださい。 
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15.日本を選びます。 

14.次にお届け国を選びま

す。Destination country

です。 

13.サイズ、色、数量を確

認して、buy nowをクリッ

クします。 

9.自動的に読み込まれた

場合は、open it nowをク

リックします。 

10.次にshopping agent

クリックします。 

11.次にBuy nowをクリッ

クします。 

12.注意事項の確認ですが、基本的に問題ないので、nextへと進め

てください。2回next行ったら、最後にagree and continueをクリ

ックします。 

8.superbuyアプリを再度開き

ます。URLが自動的に読み込ま

れます。※自動的に読み込ま

れない場合は検索欄に貼り付

けて開いてください。 
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※paypalの使い方はpaypalをググって事前に登録してください。 

※alipay等をお持ち方はそちらをお使いください。Alipayの方がお得です。 

21.3日～7日ぐらい待つと

warehouse pendingから

delivered pendingに商品

が移ります。 

20.そして、日本在住住所

を登録してください。英

語で登録してください。

国際郵送サービスは英語

で登録するとスムーズに

できるためです。 

19.次に一旦閉じsuperbuy 

appを再起動します。右下

のMeところをクリックしま

す。スクロールをして下で

行くと、address 

managementをクリックしま

す。 

16.基本支払い方法は

Paypalになります。この支

払は商品代金とsuperbuyの

サービス料金になります。 

17.支払い終わったら、

check orderに移動しま

す。 

18.商品転送状態が確認で

きます。 



【COSPA JAPAN】 

 

Copyright (C) cospajapan All Rights Reserved. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで、一番簡単な国際転送サービスの使い方です。万が一問題があった場合、リアルタイムチャットが

できますので、ご利用ください。中には国際対応してくれますので、基本英語と中国語対応ですが、たま

に日本語での対応もしてくれます。

27.送料支払いが終わった

ら、商品が来るのを待つだ

けです。 

26.次にgo to payになり

ます。支払はpaypalか

alipayで進めることがで

きます。 

25.商品代金をドルに換算

して入れます。 

22.Delivered pendingから

商品を選んで、転送を依頼

します。 

Shipping lineにて国際郵

送サービスを選びます。 

23.EMSが基本ですが、日

本専用郵送サービスもあ

ります。 

24.国際転送サービスをど

れか選び終わりました

ら、次にdeclare amount

をクリックします。 



【COSPA JAPAN】 

 

Copyright (C) cospajapan All Rights Reserved. 13 

最後に 
 

これで商品は手に入りました。すでに売れている方のコピーを真似

して売るだけです。基本ヤフオクやラクマにも売れます。これだけ

毎日30分だけで月々5万円以上の収益は確保できます。薄々と感じ

ていたかと思いますが、これで商品は価格競争に陥ります。なの

で、受発注の感覚で、在庫をあまり抱えないようにしてください。 

 

必ず実践してください。90日お時間上げます。頑張って実践しても

ダメな場合90日後に実践レポートのアンケートをいただければ、 

返金保証いたします。 

 

 

ビジネスモデル②の競合を勝ち取る方法は、次のPDFできちんと説

明していきます。では、updateは続きますので、COSPA JAPAN登録

メールにてご連絡いただけたらと思います。 

 

From change myself  
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