
今まで転売で稼げなかったとしても、 
 
確実に、爆発的に稼ぎやすい転売ビジネスを遂に公開！ 
自宅で完結でき副業からスタート、経済的自由を手ににするための鉄板輸出ビジネス 
 

◎[ヘッドコピー] 
 
 
 
２０１６年鉄板で稼ぎやすい物販ビジネスモデル　 
 

自己資金ゼロ、自己破産の瀬
戸際から、１０か月でコンスタ
ントに月収１００万以上　稼ぐ
ことができるようになった三浦
式メソッド　 

 
【商品タイトル】 

 World Camera Trader  
  ワールドカメラトレーダー 
 

 
◎オリジナル　カメラ輸出ビジネスメソッド 

　◎自宅に居ながら外貨を稼ぐことが可能！！ 
副業からスタートし２０万～１５０万以上稼ぎ　独立することも夢じゃない！ 
 
◎何を売れば儲かるのか分からないという悩みはもう終わりです。 
 
あなたがもし、以下の内容に一つでもあてはまるのであれぜひ続きをごらんください 
 
・今の会社の給料に不満がある 
・経済的自由を手にいれて、独立したい 
・自由に使えるお金が欲しい 
・転売に興味があるけど、何を売ればいいかわからない 
・将来独立を考えている 
・アフィリエイトなどネットビジネスをやってみたけど稼げなかった 



・派遣や、ハローワークより楽に稼げる方法を知りたい 
　・家族と少しだけ贅沢な旅行に行ってみたい 
　・満員電車に乗られず、自由な時間に仕事をしたい 
　・転売ビジネスをやってみたけど利益の薄さに辟易している 
　・不動産投資や、ＦＸ、株で失敗した 

・副業で確実に稼げるものを探している 
　・輸出ビジネスをやってみたいけど、何を売ればいいかわからない 
 
 
 
 
こちらは私の実績です。 
 
【画像- eBay 実績】 
 
こちらはeBayというサイトでの販売実績のグラフです。 
1日＝24時間の売り上げが　＄890７＝100万円超えています 
月商１０００万円　全てカメラ＆レンズ関連の販売額です　 
 
　 
 

　★どのくらい稼げるものなのか？　実例をご覧ください 
 
左側はヤフオクで販売された価格＝ヤフオク相場 
右側はeBayで取引された価格です＝eBay相場 
$1=120円で計算しています 

 
[画像-CONTAXC RX-eBay] 
[画像-CONTAXC RX-オークファン] 
　仕入れ値　　6751円　　売り上げ　＄139.99　＝16798円 利益　7981円 
 
[画像-Nikon Ai-s 135mm-eBay] 
[画像-Nikon Ai-s 135mm-オークファン] 
  仕入れ値　21000円　　売り上げ＄349＝41880円　利益　15728円 
 
[画像-Canon EF 28-70mm-eBay] 
[画像-Canon EF 28-70mm-オークファン] 
　仕入れ値　43500円　売り上げ　＄529＝63480円　利益　12171円 
 
[画像-Pentax 645 FA 200mm-eBay] 
[画像-Pentax 645 FA 200mm-オークファン] 
　仕入れ値　20309円　売り上げ＄345＝41400円　利益　15998円 
 
[画像-Contax 50mm f1.4-eBay] 
[画像-Contax 50mm f1.4-オークファン] 
 仕入れ値　14000円　売り上げ＄＄272＝32640円　利益＝14625円 
 
[画像-Nikon D800-eBay] 



[画像-Nikon D800-オークファン] 
 仕入れ値　113000円　売り上げ　＄1425＝171000円　利益　36967円 
 
 
 
 
 
  １回の取引で5000円～１０万以上狙うことも可能 
こんな風に利益がとれる、カメラやレンズは山ほどあります。 
 
 
Nikon やＣａｎｏｎはいわば、ＴＯＹＯＴＡ　SONY HONDA　などハイテク日本の  
象徴 
 
日本製カメラは世界中の人が欲しがっている大人気商品なのです 
 
 
それを販売していけば　利益をとることは簡単なのです。 
 
 そしてこれがポイントなのですが、eBayにしろ　ヤフオクにしろ 
ある商品が過去いくらで落札されたか、販売されたか調べれば一発で分かってしまし
ます 
 
なので　このビジネスはあらかじめいくらで販売できるか？ 
確実にリサーチできるので　完全に後出しじゃんけん　状態 
 
　利益が出ると見込めるものを仕入れていくということなので 
儲かりやすいですし、リスクがほぼない状態で仕入れらるのです。 
 
　このスキルを身に付け、カメラの海外販売ができるようになれ
ば、経済的自由を手に入れることが可能です！！ 
 
　さらにこのスキル身に着ければ、カメラ以外の商材を販売していくこともや
すやすできます。そして販路をネットショップ　アマゾンなど増やしていくこ
とも可能になります。 
転売を始めるならまずカメラから取り組むことを絶対におすすめします！！ 
 
◎[自己紹介] 
 

★自己資金０からのスタートでした 
 
初めましてワールドカメラトレーダー　、作成者　三浦啓太　と申します。 
 
私は以前、音楽業界でプロデューサーとして仕事をしていました。 
 
しかしある時期から　業界の将来性に非常に疑問を感じ　かつサラリーマンでいることに 
も限界を感じ、非常にストレスを感じるようになりました。 



仕事が超つまらなくなったのです。　で、独立を決心しました。 
　 
独立後、しばらくうまくいっていた音楽関連のビジネスも、 
私の見通しが甘かったのでしょう　５-６年後には徐々に売り上げ　利益が減少。 
だんだん食えなくなっていきました。 
 
当時　ネットビジネスなんて、ほとんど詐欺だろ？　ぐらいにしか 
考えていませんでした。　私はそれほど無知だったのです。 
 
しかし、いよいよ食えなくなって、再就職も考え始めたときに、 
ネットで稼ぐ方法に興味をもったのです 

 
★ネットビジネスは本当に稼げるのか？ 
 
アフィリエイトで１億も稼いでいる人間がいる？　本当か？ 
 
　そしてわらをつかむ思いで稼ぐ方法を探していた私は、もしも本当に稼げるの 
だったら自分でもやってみたいと思うようになりました。　そしてアフィリエイトに挑戦
することにしました。 
数十万円もする、結構な高額塾に入門したのです。 
 
ところが、やってみたものの、全く稼ぐことがでませんでした。そしてどんどん貯金を食
いつぶして言った状況になりました。　　このままでは家族が路頭に迷う。 
 
つまりさらに追い込まれたのです。 
 
この経験からわかったことがあります 
 
それは、アフィリエイトで成功し、それで食べれるようになるまでにかなり時間がかかり
ます。 
 
アフィリエイト実践者の中で実際にかせいでいるのは　１％　という数字があるので
す！！ 
 
確かにアフィリエイトで大きく稼いでいる人は存在する。 
 
しかし、自分でやるとなると、かなり、労力および稼げるようになるまでに時間が掛かっ
てしまいます。　まずアクセスを集めなければ１円も生まれないのがアフィリエイトなの
です！ 
 
 
　自分も実践してみて、強く実感したのは　稼げるのかもしれなけど、いつになったら稼
げるようになるのか？　 
このままでは先に生活費がなくなってしまう！！　とかなり焦ってきました。 
 
そこで、時間のかかるアフィリエイドではなく物販をやろうと決めました。 
 
物販は安く買って高く売るシンプルなビジネスなので結果がすぐに目に見えてわかりま
す。 



これならすぐに結果が出せるはずだと考えたのです。 
 
 

★転売ビジネスは　何が一番稼げるのか？ 
 
転売ビジネスでもいろいろあります。 
せどり（国内転売）、輸入ビジネス、輸出ビジネスなど 
 
私が魅力を感じたのは輸入ビジネスです。 
 
せどりなど国内転売はおもちゃやだったら　ヤマダ電機など実店舗にいって 
店頭でリサーチして仕入れる、というかなり肉体労働。 
 
それに対して、輸入ビジネスは海外のネットショップから仕入れて日本のアマゾンやヤフ
オクで売るビジネス 
 
ネットで100％完結。　在宅でできます。やっぱりその方が大分楽です 
 
それに、何しろ日本人は昔から海外のブランドものは大好きですから 
これはいけるのではないかと 
 
ある教材を買って自分でやり始めました。海外のショップの価格と日本のアマゾンの価格
差を事前にリサーチし確実にもうかるものを輸入してくるビジネスです。 
 
すると実践開始４か月目で月収４０万ぐらい稼げるようになり 
このまま頑張れば月収１００万稼ぐのも夢ではないなと、ほっと胸をなでおろすことがで
きました。 
 
　ところが、その矢先　、ある健康器具を　テストで販売したら飛ぶように売れたので、 
よし、とばかりに大量にロットで５０個ぐらい仕入れ販売しました。　バンバン売れまし
た。 
 
ところが　なんと、それが中国製のに偽物でした。米国のショップから買ったのにです。 
 
そして、クレームがアマゾンに殺到！ 
当然　いきなりアカウント停止、売り上げも３週間ホールドされました。 
 
いくら、アマゾンに、「私も騙されたのだ」、と釈明してもダメ。　 
一発レッドカード退場になりました。 
 
途方にくれました。 
 
 
私はその時点でアマゾンで販売するための在庫も３００万近くありました。、 
海外のネットショップでの仕入れは基本クレジットカードになりますので、 
売り上げが立たないと、カードの引き落としができない。 
 
泣く泣く在庫をヤフオクで処分１２０万円の赤字を出しました。 
 
 



貯金もない　借金もある。 
その時は真剣に自己破産を考えました。２０１２年年末のことです。 
 

★無在庫　輸出ビジネスは稼げるのか？ 
 
　日本のアマゾンに出入り禁止になってしまい、途方にくれました。 
 
しかし途方に暮れていても、貯金はどんどんなくなってしまう。 
何とかしなければと焦りました。　そこで輸入ビジネスの反対。 
こんどは輸出をやろうと考えました。 
 
日本で仕入れを行うので偽物をつかまされる危険はないからです。 
 
で、最初に行ったビジネスは無在庫輸出ビジネスという方法です。 
 
 
これはどういうやり方かというと　日本のネットショップやアマゾンに出品されている 
商品の写真だけをを拝借して海外のeBayやアマゾンに出品。 
　 
注文がはいってから販売してから　仕入れを行うという　無在庫輸出ビジネスでした。 
 
　自己資金がほとんどなかった私は、無在庫こそ福音だと思いました。 
 
で外人に人気のありそうな、フィギュア、アニメ関係、時計、ゲームなどなど 
eBayやアマゾンにツールを使っていっぱい出品してみました 
 
しかし、やっては見たものの、全然売れるようにならない。 
　 
実は無在庫販売というのは、仕入れ資金が必要ないという、とんでもないメリットがある
一方、しかし、だからこそ誰でも参入できるビジネスなのです。 
 
しかも買う方からすると、どのお店からかっても商品は同じなので、一番安いところから 
買うわけです。 
 
したがってすぐに価格競争がおこり、利益が非常に薄いビジネスなのです。　 
 
というか場合によっては赤字になってしまいます 
 
実際出品時は価格差がある程度あるものを出品していても、実際売れた後で仕入れようと
しても、もう商品がないとか、　仕入値が上がっていて、赤字 

ほとんとトントンで販売しているような有様でした。　これじゃあダメだと。 
 
つまり参入障壁が低いビジネスはすぐに競争が激化するということなのです 
 
 
 
 
 

★無在庫ビジネスをやめ　商材を中古カメラに特化



する 
 
 
輸出ビジネスは稼げると聞いていたけど、これでは全然ダメだ。 
 
しかし、もう本当の、背水の陣です。あと数か月で貯金も底をつくという状況。 
 
 
何とかしないと　切羽詰まっていた時に、私はある大きいセミナーに参加した時に隣に
座っていた方とした会話を思いだしました 

 
 
 [私はアマゾン輸入をやっているんです、あなたは何をやっているんですか？」 
「私はカメラの輸出をやっているんです」 
「カメラは儲かりますか？」 
「めちゃめちゃ儲かります。　私は今は副業ですけど、来年独立しようとおもっていま
す」 
 
と言っていたのです 
 
それを思い出したのです。　 
 
私はサラリーマン時代海外でよく仕事をしていたので外国人が日本のカメラを絶賛してい
るのをよくきいていました。　実際彼らが使っているのはほとんど日本のカメラなのを
知っていたので、カメラの輸出は確かに儲かるなと考えました 
 
 
eBayは過去の落札履歴がわかるので日本での販売価格と　eBayの販売価格の差があるも
のをリサーチしていけばいい。 
 
　ただ、当時私はカメラの知識などほとんど持っていませんでしたので、カメラの勉強を
するためにまず、国内転売から始めました。 
 
中古カメラ屋で仕入れて、ヤフオクで販売するというビジネスです。 
 
で最初は２０１３年１月からカメラ国内転売を開始、ある程度仕入れのコツがわかり、稼
げるようになったので　２０１３年５月から販売をeBayに切り替えるました 
 

 

★カメラ輸出ビジネスで　月商　１０００万円達成 
 
すると面白いように売れ始めました。　そして、 
 
７か月後には　念願の月収１００万円達成。　 
さらに１年後　月商１０００万　月収１８８万円　達成することができました。 
 

　　　　[eBay証拠画像２] 
 



私はコンスタントに月収１００万以上稼げるようになって初めて人生の危機を脱出できた
と感じました。 
 
私はこの経験から、 
 
もし、あなたが今の人生を変えたい、経済的自由を手にしたいのであれば、 
カメラ輸出ビジネス以上に手堅いビジネスはないと考えています。 
 
　このカメラ輸出ビジネスの　スキルを、身につけるということは、 
あなた自身のセーフティネットを手に入れることであり、、 
自力でいきていく　自信がつき、自由な時間にビジネスを行い、 
自分で自分の生活をコントロール可能になります。 
 
 
そしてこのスキルを身につければ、ほかの商材にビジネスを多角的に展開することもでき 
るようになりますし、独自のネットショップオーナーになることも可能になり、 
様々なビジネスを展開できるようになるでしょう。 
 
 
 
　しかし、この日本の自宅にいながら、世界中の人にカメラを売り外貨を稼ぐことができ
るビジネスがあるということを、世の中のほとんどの人は知らないのです 
 
　 
 
 
なので、あなたがもし、かつての私のように、何とかして確実にコンスタントに稼げる方
法を探しているのであれば、もしくは転職を考えているのであれば、 
 
こんな稼ぎ方もあるんだということをお伝えしたいと思い、私が稼いでいる方法をもとめ
て、教材として販売する事にしました　　あなたはもう私のように迷走する必要はありま
せん！！ 
 
 

　★ワールドカメラトレーダーのメソッドで稼いで自
由を手にした方ぞくぞく！ 
 
ではカメラトレーダーのメソッド実践者の声をお聞き下さい 
 
大阪在住　　　渡辺さん　　月収 59.9万円 　【画像＿渡辺さん実績】 
岐阜県在住　　伊達さん　　月収51.8万円　　【画像＿伊達さん実績】 
神奈川県在住　こうさん　　月収１８５万円　【画像＿こうさん実績】 
 
 
 
 
 
◎実践者の声 



　 
・　大阪在住　渡辺さん　　　　　副業月収20万→　専業　月収７０万 
 
 
Q1 ワールドカメラトレーダーのノウハウを実践してする前はどんな感じでした？ 
　　副業で国内のカメラ転売に取り組んでましたが利益20万程稼ぐのが精一杯でし
た。 
 
Q2　ワールドカメラトレーダーのノウハウを実践してどうなりましたか？ 
      どんどんスキルが身について行って 
　　　月利60万ほど稼ぐ事ができ、輸出戻し税を含めると７０万利益を得ることがで
きました。 
　    そして会社を辞めて、独立す 
ることができました。 
 
Q4　どんな人に向いてると思いますか？ 
　  
　 一日でも早く着実に稼ぎたいと思う人は、三浦式を実践することをおすすめしま 
す。 
 
Q5 　 
　　実際に私がそうでしたから。 
　　大げさでも何でもなく、人生を変えたい方は是非！ 
　 
 
 
 
　 
・　神奈川在住　こうさん　　副業　カメラ経験なし⇒　月収180万 
 
Ｑ１　ワールドカメラトレーダーのノウハウを実践してする前はどんな感じでした？ 
　　カメラ転売初心者で仕入れ資金もない状態でした 
  
 Q2　ワールドカメラトレーダーのノウハウを　どう感じましたか？ 
　　 
　　過去の落札内容から、落札率や利益率、回転率や売値などをすべて数字的根拠を
もとに算出して 
　、販売戦略を図る、統計学を用いた手堅い内容でした。  
　　仕入れ資金額をもとに、単価どの位の金額で、どのようなものを重点的に仕入れ
ていくのが良いか？ 
　　など、戦略的な仕入れについてもアドバイスをいただけます。  
 
Q3　結果はどうなりましたか？ 
 　 
　　最終的には純利で180万円超を稼ぐことができました 
  
Q4　どんな人に向いてると思いますか？ 
  



　　電脳仕入れを軸としているので在宅で完結したい人を対象にしていると思いま 
す。  
 
 
・　大阪在住　　成城さん　専業　 eBay+ヤフオク　月収179万円 
 
　Q１　ワールドカメラトレーダーのメソッドを実践する前はどんな状況でしたか？ 
ebayでは20万ほどの収益でした。 
 
Q2　実践してみてどう感じましたか？ 
 
いままで価格設定の仕方など適当だったのが、非常にクリアになり利益が 
伸び始めました。 
 
Q3　結果どうなりましたか？ 
現在はebayだけの利益で継続的に８０万前後を推移しています。 
 
Q4　どんな人に向いてると思いますか？ 
自分流でやっていて伸び悩んでいる方や、 
特に全くの初心者の方も、コンテンツもわかりやすいのでスタートダッシュが切りや
すいかと思います。 
 
 
Q6　やってみるか迷っている方へメッセージをどうぞ。 
一瞬でも迷ったならば、購入をおすすめします。 
結局、目指す結果を求めるなら、実績の出ている正しいノウハウを 
学ぶの事が、結果が出すには近道です 
 
 
 
・　　伊達さん　　　　　　　　副業　国内転売25万　⇒　専業　　月収60万円　

　 
 
 
Ｑ１　ワールドカメラトレーダーのノウハウを実践してする前はどんな感じでした？ 
　　カメラ転売初心者で仕入れ資金もない状態でした 
国内転売のみ月収25万〜30万程度 
 

 Q2　ワールドカメラトレーダーのノウハウを　どう感じましたか？ 
 
より確実なやり方で固く稼げるなといった印象。 
無理にジャンクや動作未確認などを仕入れるのではなく 
美品を中心に仕入れ。より確実で利益の出しやすい方法。 
初心者の方でも取り組みやすい内容だと感じました。 
 



Q3　結果はどうなりましたか？ 
国内転売合わせて月収50万強になりました。 
 
Q4　どんな人に向いてると思いますか？ 
着実にコツコツ儲けたい人。 
機械をいじるのが好きなひと。 
高額商品を怖がらないひと。 
トラブルをポジティブに捉えられる人。 
一発ドカンと当てたいという方には向いてないかも…物販はほとんどそうですが。 
 
 

・　　名古屋在住　　櫻井喬史さん　カメラ経験なし⇒　3か月で　月収20万

円達成 
 
 
Q1　ワールドカメラトレーダーのメソッドを実践する前はどんな状況でした
か？ 
 
A　自社で買取業を行っていましたが国内転売しかしておらず、新規参入者増
大に伴い売り上げが伸び悩んでいました。 
　以前から海外輸出を考えてはいたのですが、 
　何から手を付けていいのか、英語のやり取りはどうしたらいいのか。何もわ
からず断念。 
　そんな時に三浦先生のブログを見つけ、この方の知識を学びたい！そう思い
メソッドを実践しました。 
　 
 
Q2　実践してみてどう感じましたか？ 
A　不安だった英語はもちろんの事、カメラ知識から輸出の基礎まで全て網羅
されており 
　軽々と輸出の第一歩を踏み出すことができました。 
 
 
Q3　結果どうなりましたか？ 
A　三か月目には利益20万円を突破することができました。 
　　このメソッドはカメラ転売に限らず、どんな商品でも世界に売り出す事が
できます。 
　一度覚えれば一生使えるスキルが身につきます！ 
 
Q4　どんな人に向いていると思いますか？ 
A　やる気さえあればどんな方でも稼げます。 
　正し「楽に稼げる」という事ではありません。 
　しっかり勉強し、毎日商品と向き合う。それを続ける事ができれば「必ず稼
げます」。 



 
 
 
 

・　　埼玉在住　神山　隆　さん　　副業　月収3万⇒　25万円達成！ 
 
Q1　ワールドカメラトレーダーのメソッドを実践する前はどんな状況でした
か？ 
　　カメラを扱っていましたが、商品の回転が悪く、早期に売り上げ回収に至
りませんでした。 
　　また、全てマニュアルで出品していたので、効率が悪く売り上げが思うよ
うに伸びませんでした。 
 
Q2　実践してみてどうかんじましたか？ 
　　まず、非常に内容が実践的です。実際の販売に沿って、ノウハウを得るこ
とが出来ました。 
　　特に、商品価格設定の方法は、まさに「目からウロコ」でした。 
　　教材は非常に判り易いので、初心者の方もすぐに理解できます。 
 
Q3　結果どうなりましたか？ 
　　以前は、カメラは商材の一つでしたが、今ではカメラを売り上げの柱にす
ることができました。 
　　また、教材にはカメラの種類を広げる情報が載っているので、商品開拓す
ることができました。 
 
Q4　どんな人に向いていると思いますか？ 
　　初心者の方にはもちろんですが、カメラをやっていて伸び悩んでいる方に
も最適だと思います。 
　　実践的でデータに基づいているので、売り上げを積み上げたい方にお勧め
です。 
 
Q5　やってみるか迷っている方へメッセージをどうぞ 
　　最近、カメラの商材やセミナーがありますが、これほど実践向けのものは
見当たりません。 
　　精神論などの無意味なものは一切なく、カメラで売り上げを上げる一点に
焦点を当てています。 
　　カメラビジネスを加速させたい方に、絶大な威力を発揮します。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
・　　　東京在住　坂本亮太　副業　カメラ経験　なし　ゼロ　⇒月収30万

円 
 
 
Q1：ワールドカメラトレーダーのメソッドを実践する前はどんな状況でした

か？ 
 
約６年間もの間、サイトアフィリ、輸入転売、株、不動産投資、あらゆる副業

を試してみましたが、 
ほとんど稼ぐことができませんでした。 
 
Q2：実践してみてどう感じましたか？ 
 
取引を重ねれば重ねるほど自分の中に知見が貯まっていき、目利きができるよ

うになってきます。カメラの輸出転売はこうした積み重ねが効いてくるビジネ

スなのだと思います。 
そして何よりも、海外のお客様とやりとりしているということが楽しいです。 
 
Q3：結果どうなりましたか？ 
素人からの出発でしたが、5ヶ月目に月収30万円を突破しました。今は積極的

に外注化を進めています。 
今まで何をやっても稼げなかったのに、自分でも驚いています。 
 
 
Q4：どんな人に向いていると思いますか？ 
一歩ずつ着実に成果を積み上げて行動できる方は、非常に向いていると思いま

す。 
 
 
Q5：やってみるか迷っている方へメッセージをどうぞ 



 
「英語が苦手」「カメラが分からない」と躊躇している方こそチャンスかと思

います。 
英語はインターネットで翻訳すればほぼ理解でき、伝えられますし、このメ

ソッドを使えばカメラの扱い方もマスターできます。 
むしろ、「何となくハードルが高そう」とあなたのように（勝手に）躊躇して

いる人がいるからこそ、 
カメラの輸出転売はチャンスが多く転がっているのではないでしょうか。 
私はそう考えて三浦さんのメソッドを学ぶことを決めました。 
迷っている方を尻目に、早く始めてしまいましょう。 
 
 

・　渡邉　敦史　さん　　　eBay経験あり　30万⇒　実践2か月目　月収52
万円達成！ 
 
Q1　ワールドカメラトレーダーのメソッドを実践する前はどんな状況でした
か？ 
 
    ebayでカメラ輸出を初めて10ヶ月目でした。 

自分流のやり方が多少身についていましたが、利益が月30万円程度で頭打ち 
している事と 

まだまだebayでのビジネスを大きくしたい、利益を上げたいと思い情報収集 
をして 

いた所、三浦先生が中古カメラ輸出の第一人者だと言う事知って、このメ 
ソッドに自己投資しました。 
 
Q2　実践してみてどうかんじましたか？ 
　既に自分流で実践していることも有りましたが、仕入れ商品そのものにある
背景や需要 
　が形成される理由、出品ページをいかに専門店らしくプロフェッショナルな
レベルに構成 
　するかというまさに”プロ意識”を学びました。 
 
Q3　結果どうなりましたか？ 
　実践後3ヶ月目で今までの自身の最高益である30万円の壁を超えて、52万円
まで実績を伸ばすことが出来ました。 
　 
Q4　どんな人に向いていると思いますか？ 
　本気でやれる人に向いていると思います。もし、副業で5万円、10万円のプ
ラスの収入が欲しいと思うのであれば 
　副業に特化した人向けのやり方を学ぶ事も出来ると思います。 



 
　本業でも副業でもebayでの販売にはIDを育てる為に2ヶ月、3ヶ月程度の根
気が必要になってきますので、長期的に 
　大きく安定的に稼ぎたい、商品仕入れの知識、販売の技術を学びたい方に向
いているのではないかと思っていま 
　す。 
 
 

 
　　 
 
◎　本当にこんなに稼げるのか？　とお考えかもしれませんが 
これはまぎれもない事実。 
このカメラ輸出ビジネスで食べている人もいっぱいいるのです 
 
多くの方がこんなに稼げるビジネスの存在を知らないだけなのです。 
 
 

 
 
 

なぜカメラ輸出ビジネスとはこんなにも稼げ
るのでしょうか？ 
 
世界の人口は爆発し、新興国が急速な経済発展をしているいま輸出ビジネスが 
時代のもっとも稼ぎやすいビジネスだからです 

 
今日本の人口は少子高齢化　経済規模も縮小していきます。 
一方、世界の人口は爆発中　７６億人います。 

　 
つまり世界ではマーケットはどんどん拡大中なのです 
 
中国人観光客の爆買が、いい例ですが、　経済発展しているアジアや新興国の富裕層
は旺盛な消費をしています。 
ですので、彼らに彼らの欲しがる商品を販売していけば売れないわけがないのです 
さらには現在のアベノミクスの円安政策も輸出ビジネスに完全に後押しになっていま
す 
 
そして世界の人はメイドインジャパン　の商品がものすごく　クオリティが高いとい
うことをよく知っていて憧れています。 
 
さらに言えば、世界のカメラ産業は日本が圧倒的にＮｏ１です 
ニコン　キヤノン　ペンタックスなどTOYOTA HONDA, Sony にならぶまさにハイ   
テク日本の象徴ブランドです。 



ですので日本人が売っているカメラというものは他国のセラーにくらべて 
そもそもアドバンテージがある状態でビジネスできるのです 
　 
　　 
また写真の好きなカメラマニアは世界中にいます。　　 
非常にレアなビンテージカメラなども、マニアは必死に探しているものがあるので
す。 
　　彼は欲しいものは、どうしても欲しくなる人たちです。　なので、かなり高価で
取引がされています。世界にカメラマニアがいる限り、食べれなくなることは考えら
れません。 
 
個人が行うビジネスでは高単価　高利益が結局もっとも儲かります。 
　 
実際カメラ、レンズの単価は５０００円～３０万円ぐらいまで　 
一回の取引で　３０００円～８万円　実際１万円以上利益がとれるものは無数にある
のです。 
　　副業で２０万円かせぐのは平均１万円の利益が出せるものを２０個販売すればい
いだけです。 
 
　　さらにカメラという商材は本当に需要が強いので、価格を少し下げればほぼ１０
０％販売することができますので、ほぼ不良在庫化することがありません 
個人が行うビジネスとしてはこれほど適した商材はほかにないと思います 
 
鉄板で稼ぎやすい商材がカメラなのです。 
 

 

 
ワールドカメラトレーダーの特徴 

 
 
　それではこのワールドカメラトレーダーの特徴について解説いたします 
 
★特徴１　三浦のオリジナルノウハウ 
 
このワールドカメラトレーダーは　リアルにカメラ輸出で稼いできた三浦オリジナル
のノウハウだということ。 
 
本当に後がなかった私は、何が何でも稼ぐしかないと、カメラの販売に必死に取り組
みました。 
最初の１ヶ月目はやみくもに仕入れていたので、全然儲かりませんでした　。 
しかし、３か月目を過ぎたあたりから、急に稼ぎが加速しだしました。 
どんなものを、どんな風に売ればいいのかが急に、分かりはじめたのです。 
 
そうやってたくさんの失敗をしながら、会得し,３年間実践しながら、進化させてきた
てきた、完全に三浦のオリジナル実践ノウハウです。 
 



 
★特徴２　確実に稼ぐためリサーチスキルが身に着けられる 
 
初心者でも確実に稼ぐためのリサーチの方法が動画で具体的に解説 
 
先ほど説明しましたが、リサーチがキチンとできればあとは　基本的に後出しじゃん
けんビジネス、楽勝になります。。 
事前にいくらで売れるのか、確実にリサーチできれば、利益を出すことは難しくあり
ません。 
そのリサーチの方法を具体的に分かりやすく伝授します 
このスキルを身に着けてしまえば、カメラ好きがこの世にいなくならない限り、食べ
るのに困る事はないでしょう。 
 
★特徴３　高値で販売する出品方法　スキルが身につく　　高単価、高利益ビジネス
を行える　 
 
カメラマニアがどうしても買いたくなる、商品撮影の方法、商品説明の書き方を伝授 
 
カメラという趣味性の高い商品はマニアが買うので、 
商品を高値で売ることができるようになり。利益がまずます乗ってきます。 
個人で行うビジネスとしては、薄利多売は労力に対して、利益が薄いのです。 
カメラならば、１商品で５万や１０万稼ぐことは全然可能です。 
高単価高利益のビジネスが構築できます。 
 
 
 
★特徴４　初心者でも躓くことがない 
 
初心者がもっとも躓きやすい、アカウントのサスペンドリスク　その対処方法を知っ
ていればをあらかじめ回避できるようになります 
 
eBayのシステムは非常に合理的にできているのですが、初心者がはじめると 
分からないことだらけでしょう。　そこでわからないことをあいまいにしたまま 
はじめてしまうと、やってはいけないことをやってしまって、アカウント停止になる
リスクが 
あります。　このビジネスは本当に稼ぎやすいビジネスなので　サスペンドになって
できなくなってしまうのは、本当にもったいないのです。　 
ですので、この地雷ポイントをいかに踏まないで進めるか？　がわかります。 
 
★特徴５　ある程度稼げるようになったら外注をつかって仕事を回すことができるよ
うになります。時間的に余裕ある生活ができるようになります！ 
 
カメラ輸出ビジネスも軌道に乗り始めると外注をつかって仕事を回すことができるよ
うになります。出品作業　商品撮影、　梱包発送、顧客対応。リサーチのベーシッ
ク。 
 
　ここまでシステム化ができれば、あなたは仕入れだけをおこなってあとはスタッフ
がやってくれるように 



なり、時間的余裕が持てるようになってきます。そして、空き時間にジムに通った
り、読書をしたり 
家族とゆっくり旅行にいくなども可能になってきます。 
 
そのノウハウが学べます 
 
 
★特徴６　販路をどんどん増やすことや、カメラ以外の商材にも適用できる、普遍的
なノウハウです。 
 
このカメラ輸出ビジネスのノウハウは実はカメラ以外のものでも全く通用するスキル
です。 
商材をカメラ以外のものにどんどん応用していけば、あなたの稼ぎは加速するでしょ
う。 
また販路もeBayだけではなく　ネットショップをつくっていったりと、どんどん発展
していけるスキルです。内容１　　 
 
 
 
 
 
 
 

ワールドカメラトレーダー　内容詳細解説 
 
 

　第一章　カメラ輸出ビジネスとは 
 

 
・そもそもカメラ輸出ビジネスとは？　　　 
カメラ輸出ビジネスのビジネスモデルを初心者にもわかりやすく解説 
 
なぜカメラ輸出ビジネスは儲かるのか？ 
　　カメラという商材が鉄板で儲かりやすい理由を説明いたします。 
なぜeBayでの販売がよいのか？ 
私が販売先としているには明確な理由があります。　それを説明します 
・ 
 
第２章　準備編 
 

ワールドカメラトレーダーを実践するためにはまず 
eBay, Paypal, ヤフオク、のアカウントを作る必要があります。 
 
全く経験のない初心者も、パソコンが苦手な方でも取り組めるように 
丁寧に解説してあります 
 



○eBay アカウント取得方法 
○Paypalアカウント取得方法 
○ヤフオクアカウント取得方法 
　 

○商品撮影用機材の準備　 
 
ネットで販売するとき、商品画像のクオリティは 
売れ行きを左右します。もっともきれいに商品をするための 
器材、を安く手に入れる方法とは？ 
 
 
第3章　リサーチ 
 

○ワールドカメラトレーダーメソッドの中核 
どうやって、利益の見込めるカメラを見つけ出すのか？ 
あるこの方法をマスターすれば、あなたはいくらでも利益の見込めるカメラを見つけ
出せるようになるでしょう。 
○ワールドカメラトレーダー式　リサーチ方法 
儲けが見込める商品を見つけるために必要な考え方を伝授 
ある数学的手法で考えていきます。 
 
また実践するために仕入れ用のリサーチシートを作ることをおすすめしています。 
そのリサーチシートの作成方法と活用方法 
 
 
　第4章　仕入れ編 
 
○ヤフオク仕入れのコツ　←重要 
 
ヤフオクでカメラを転売している販売者の中には程度の悪いものなのに、美品とう
たって 
出品しているような悪質なセラーもいます。　そういう所から買わないようにしなけ
ればいけません。　それを判別する方法 
 
○ヤフオク仕入れを驚くほど効率アップできるスナイプツール 
 
あるツールを使うとヤフオクの仕入れが驚くほど効率がよくなっていきます 
そのツールの使い方 
 
ヤフオクで仕入れる場合、オークションの商品は終了間際に価格がせりあがってきま
す　。したがってふつうはＰＣの前で終了時間間際にスタンバイしていないと 
落札できないのですが、これはツールがあなたの代わりに入札してくれます。 
その方法を解説 
 
 
第5章　検品方法 

 
中古商品は安く買えれば、かなり利益が出せますが、もちろん不具合がないかきちん



と 
チェックする必要があります 
不良品を販売してしまったら、当然、クレームまたは返品返金になります。 
そうならないための検品方法。　 
要点を押さえれば検品はまったく難しくありません 
 
○初心者でも簡単　検品のチェックポイントは？ 
　実はカメラ、レンズの検品は覚えてしまえば非常に簡単です。 
　押さえておくべきチェックポイントとは？ 
 
 

 
 
 

第6章　商品撮影方法　 
  
   仕入れた カメラやレンズを出品するために　商品撮影をおこないます。 
　やはりネットで物を買う方は商品写真を詳細にチェック、検討しますので 
　商品写真のクオリティが高ければ高いほど売れやすくなります。 
 
　ではどうやって綺麗な商品写真をさつえいするのか 
　初心者でもきれいに撮影できる方法を伝授します 
 

　　第7章　販売戦略 
 
　　　綺麗な出品ページをつくるにはテンプレートを使うのが簡単です 
　　　三浦式テンプレートをお使いいただけますのでその使用方法を動画で解説 
 
　　　また海外に発送するにいはどのくらい送料がかかるのか気になるとおもいます
が 
　　　その送料の設定方法も詳しく解説 
 

 
　　第8章　販売戦略 
 
　　　カメラを販売するのもただ闇雲に出品するのではなく 
　　　戦略的に考えていくと利益が最大化します。その考え方を伝授 
 
　　　２つの販売戦略 
　　　カメラを販売する考え方、方法論は大別すると２つの方向性があります 
　　　その二つの販売戦略とは？ 
　 
 
第 9章　梱包発送 
 

　　　商品が売れたあとは海外のお客様にカメラをお届けしなければなりません 
　　　そのための具体的ノウハウを丁寧に解説 



 
　　　　しっかりした海外向けの梱包方法はどうすればいい？ 
　　　　海外では荷物は日本ほど丁寧に扱われていないようです 
　　　　ですのでしっかり梱包する必要がありますのでその解説 
　　 
　　　ＥＭＳラベル印刷の方法とは　？ 
　　　ＥＭＳの発送ラベルは商品を多数扱うようになると、いちいち手書きはかな
り 
　　　大変ですのでそれをラベル印刷する方法があります 
　 

　　返品リクエストが来た場合の適切な対処方法とは 
　eBayでの販売はやはり一定の割合で返品リクエストが来る可能性がどうしても
ありま　す。そのときの対応を適切に行うやり方。 

 
　 
 
 
 
 
　　 
　第10 章　セリングリミットアップ 
　　　　 
　　　　eBayではセラーに月間で販売できる金額、品数のリミットが設定 
　　されています。ある条件をクリアすると　セリングリミット　（出品制限）を 
　　増やしていくことができます。　 
 
　　もっともはやく効率より、出品制限枠を増やしていく方法とは？ 
　　これを知らないとかなり遠回りをすることになる知識です  
 
 
 
第11章　eBay アカウント　マネージメント 
 
　eBayでは評価の低い販売者を監視するシステムが設けられています。　 
まじめに売買していても、商品に不具合が多いとか 
発送に時間が掛かるなどがあると、優良な販売者ではない。とされ 
出品制限を受けたり、最悪アカウント停止ということになりえます 
 
まずはアカウントがそういう状態にならないように、気をつけるべき 
ポイントを解説しています。 
 
 
　その詳細なやり方を伝授します 
 
第12章　外注化 
 
　　カメラ輸出ﾋ゙ｼ゙ﾈｽで稼げるようになったら、時間のかかる作業 



　梱包発送、写真撮影など、は外注化することがおすすめです。 
　結局物理的時間は限界があるので、一人ビジネスでは”作業時間”が 
　売り上げのボトルネックになってしまうからです。 
　その外注化する方法を伝授します 
 
　 
 
　Appendix 
 
　　A-1　初心者必見　カメラの基礎知識動画 
 
　　　カメラにはそもそもどんな種類があるのか？ 
　　種類が多すぎて初心者はわけがわからないとおもいますが　一から解説 
 
　　A-2　輸出戻し税について 
　　　　輸出ビジネスをやるかなりのメリットはこの戻し税にあります 
　　　　その解説　輸出ビジネスをおこなうならマストです 
 
　　A-3　全動画　音声書き起こしテキスト 
　　　　　 
 
 
このようにワールドカメラトレーダーは　 
あなたが全くの初心者でも成果を出す為に充実した内容となっているので 
教材に書かれていることを素直に実践していただければ、 
確実に成果を出していけるでしょう 
 
 
 

★価格　申し込み 
 
このワールドカメラトレーダーで得られノウハウ、スキル　達成できる月収 
をご理解いただけましたでしょうか？ 
 
　実際そのベーシックなスキルはすべてこちらの教材で学んでいただけます。 
 
 
 
それではこの三浦啓太　渾身の教材 
ワールドカメラトレーダー　の価格をお知らせいたします 
 
 
　こういったノウハウの価格は非常に悩みました。実際に私が１００万以上稼いできた
エッセンスですし、また　私が指導してきた数多くのコンサル生が実際に７０-１５０万も
稼いでいるノウハウを開示してるものですので、　最低でも 
 

　　　　　　１５万円　　ぐらいでもよいかと最初考えました。 



 
　１５万円でも早い方は３か月で元を取ることができるでしょう 
 
　しかし、私自身全くお金がないというギリギリの経験をしていますので、そういう稼ぐ
方法をもっと　も　必要としている人にこそこの教材を届けたいと考えましたので、今回 
　 

　　　　　　　34,800円   とさせていただきます 
 
 
　この教材のノウハウにしたがって最低でも３か月頑張ってください。あなたの生活が変
わるはずです。 
 
34800　÷90日＝　一日　386円です。　コーヒー一杯分です。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
今すぐお申込みください⇒ 
お申込みはこちら 
 
◆「ワールドカメラトレーダー　」　ダウンロード版 
 
・ダウンロード版 PDF 92ページ 動画 110分（計13点） 
・エクセルファイル１点　 
　　　（エクセル2003,2007,2010で動作確認が取れています。） 
 
 
 
 
例：ダウンロード版  PDF 107ページ　 動画 139分（計19点） 

→ご注文後、入金が確定しましたら購入者マイページから商品をダウンロードしてくだ 
さい。 
 
 
 
 

★返金保障 
 
1年間　このノウハウを実践し教材代金すら稼げなかったという場合、全額返金させていた
だきます。 
このノウハウを実践してもカメラが売れなかったというのはまず、考えられません。 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=66372


原理原則からしても絶対に売れないはずがないからです。断言できます。 
ですのでリスクを出来るだけ少なくしました。 
そしてもしあなたが教材代金分の利益を出すことができたなら、あとは応用実践、 
取り扱う商品数を増やしていくだけです 
あなたには月収１００万への道が開かれた言うことを意味しているのです。 
　 
  
 
今すぐお申込みください 
お申込みはこちら→お申込みはこちら 
 
返品規定： 
　　返品対象　　1年間マニュアルどおりに実行して商品価格分の利益が出なかった場合全
額返金 
　　返品時期　　ご購入後1年後　30日以内にご連絡があった場合に返金可能となります 
　　返品方法　メールにて返金要請してください。　30日以内にご購入代金を指定の口座
へお振　　　　　　　　　　　込みいたします 
　　 
 

★特典 
 
さらに今回先行発売中にご購入しただい方にのみのスペシャルな特典をご用意いたしまし
た。 
 
特典１　仕入れ資金調達方法　 
 
　カメラ輸出ﾋ゙ｼ゙ﾈｽでは中古カメラを仕入れないと始まりません。 
　しかし自己資金のなかったわたしは必死でしたので,ある方法で２０万円ほど 
　ネットから資金を調達しました。　もちろん怪しい方法ではありません 
　その方法を教えます 
　 
 
特典２　eBay でよく使う　英語表現集 
 
カメラの専門用語および、出品の時に使う文例集 
ネイティブの出品ページからよく使う表現をあつめていますので、すぐに出品できるよう
になるでしょう　丁寧に説明するのが一番信頼をえられるます 
 
特典３　パワーセラー対談音声 
 
カメラ輸出で食べているパワーセラーはたくさんいます。かれらとの対談 
パワーセラーはどんな事を考えて成長できたのか？ 
 
特典４　簡単ネットショップ構築法 
 
eBayは素晴らしいプラットフォームですが、それでも独自ネットショップを 
持つとeBayの手数料をが必要ないので利益率があがります。 
eBayで利益が出せるようになったらネットショップを開くべきですね。 
プラットフォームではやりにくいメールマーケティングやセールなどできるようになりま

http://www.infotop.jp/order.php?iid=66372


す 
その構築法 
 
 
特典5　グーグル翻訳使い倒し 
 
グーグル翻訳はたいていの方は使い方をちゃんとわかっていません。 
これを知っているか、知らないかでかなり違います 
 
 
特典は購入者様アドレスにメールでご案内いたします。 
 
 
 
今すぐお申込みください 
お申込みはこちら→お申込みはこちら 
 
 
 
 
 
 

★ Ｑ＆Ａ　よくある質問 
 
Ｑ１　英語が苦手なのですができますか？ 
 
Ａ１　eBayでは　英語で話す必要はなく　基本メールでのやり取りになりますので 
グーグル翻訳を使えば問題なく対応できます。そもそも英語圏以外の国の方々も 
みなブロークンイングリッシュでバリバリ取引をしているので、そもそも完璧な英語など 
必要ありません 
 
Ｑ２　このビジネスは飽和はないのですか？ 
 
Ａ２　このビジネスはマーケットがどんどん拡大している世界のマーケットが舞台の 
ビジネスですので、飽和は基本的にあり得ないと思っています。 
それよりも今すぐビジネスに取り組みスキルを身に着けてしまえば、 
本当に食えなくなる心配はなくなるでしょう。 
 
Ｑ３　資金はどのくらい必要ですか？ 
 
Ａ３　物販ですので、資金は多いほうが有利であるのは間違いがないのですが、 
私は自己資金ゼロ、　クレジットカードの仕入れですべて回していました。 
クレジットカードの枠が２０万円以上あれば始められます。 
 
Ｑ４　どのくらいで稼げるようになりますか？ 
 
Ａ４　これは人によって違います。使える資金量にかなりよります。 
しかし全くの初心者でも３か月で１０-２０万稼ぐことは全く可能です 
 
Ｑ５　カメラの知識がなくてもできますか？ 
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Ａ５　全くできます。　私も最初ほとんど知りませんでした。 
しかし、売買をしていくうちに自然と知識は増えていきました。 
それで全く問題がないとおもいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[推薦者の声]　（依頼中） 
　 
●青木尚士さん　輸出ビジネスのパイオニアの一人　 
 
 
初めまして。青木と申します。 
 
三浦啓太さんの教材を推薦させていただく理由は二つです。 
 
一つは、私自身が輸出をしているという事 
そして「ebay」の可能性は私が一番知っています。 
何故なら、私が「ebay」歴５年の経験があるからです。 
 
ebayで「カメラ」が儲かるのは私が一番知っています。 
 
利益率、利益額とも高く、非常に効率が良いビジネスモデルです。 
 
基本的に実績者が作った教材通りに進めていく事で月収10万、20万くらいであれば、最も早く到
達できる部類のビジネスですね。 
 
もう二つめの理由は、この教材が三浦啓太さんの作品であること。 
勿論、カメラで大きく実績を伸ばしていますが、指導者としても優秀であるという事です。 
こういう方が作った教材じゃなくてはいけないのです。 
 
この二つを完全に満たしている、「World Camera Trader」は絶対にあなたに結果をもたらして   
くれるものと確信しています。 
 
そして、三浦啓太さんとは非常に仲良くさせて貰っています。 
僕自身、どこの誰だか分からない方の推薦は絶対にしないですし。 
なので、どう考えても、買わない理由が見当たりません。 
 
一度手に取ってみてください。間違いなく人生が変わります。 
 
 
 ●時未来   さん　原稿　[時　画像] 
 
 
 
 ●君嶋哲弘　さん   　無在庫輸出ﾋ゙ｼ゙ﾈｽ最強プレーヤーの一人　  
 
 
初めまして。君嶋と申します。 



2011年から、eBayやAmazonを利用した輸出ビジネスを行っています。 
 
カメラ転売が稼げるというのは、最早ネット物販業界での常識になりつつあります。 
とはいえ、カメラ輸出に関しては、その中でもまだまだ競合が少なく、ブルーオーシャン
と言えるでしょう。 
 
僕が運営している輸出ビジネスのコミュニティでも、カメラ輸出で大きく稼ぐ人が、数多
く出てきています。 
 
また、輸出ビジネスといえば、無在庫販売が主流で、アカウント停止のリスクも高いのが
普通ですが、 
カメラ輸出ではそのようなリスクも少なく、安定して稼ぎ続けることができます。 
 
 
三浦さんとは、プライベートでも仲良くさせて頂いていまして、その真面目な人柄は保証
します。 
「カメラ輸出を学びたい！」と思っているなら、この教材は、間違いなく良い選択です。 
 
  
 
  
  ●　中本明宣　楽器輸出 
 
初めまして。 
中本　明宣と申します。 
 
三浦　啓太さんとは２０１４年の秋頃に小玉歩さんのビジネスコミュニティでお会いしたのが、 
初めてでした。 
 
それ依頼同じ輸出ビジネスの仲間として切磋琢磨してきました。 
僕は楽器を輸出して、啓太さんはカメラに特化して輸出ビジネスの成果を伸ばして 
いきました。 
 
飲み会で情報交換をしたり、時にはスカイプをしてお互いの悩みを聞いたりしてきた仲です。 
 
その啓太さんがリリースされる「ワールドカメラトレーダー」。 
カメラ輸出をされているプレーヤーはたくさんいますが、ebay輸出のカメラに特化した指導者と
しては 
三浦　啓太さんの右に出る人はいません。 
 
どん底の中からカメラ輸出で這い上がった啓太さんの実践ノウハウが全て注ぎ込まれた教材が 
この「ワールドカメラトレーダー」です。 
実践の中で培ってきた経験がこの教材には詰め込まれています。 
 
世界中に巨大なマーケットがあるカメラ輸出は、大きく稼ぐチャンスが眠っています！ 
 
カメラ輸出で最短で成果を出そうと思えば、この「ワールドカメラトレーダー」を信じて 
１００％実践することが間違いなく近道です。 
 
是非、啓太さん渾身の教材を手にしてカメラ輸出で大きく稼いでください！ 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

★追伸 
 
三浦啓太です。　　　　[画像ー　Prof三浦啓太] 
 
私はこのカメラ輸出ビジネスに出会って人生ギリギリから、回復させることができ、 
コンスタントに月収で150-200万円を稼ぐことができるようになりました。 
 
いまではeBay以外のネットショップを３店　さらに中国のタオバオにも出品しています
し、 
カメラ以外の商材の輸出も行っています。 
 
 
またこのワールドカメラトレーダーのノウハウ実践者の 
渡辺さんは副業からスタートし　独立をはたし、家族旅行をしたりや　ジムに通う生活に
変わりました。　今では月収100万達成されています。 
 
　実際副業で始めても本業の給料より稼げるようになったり、独立される方も多いです。 
 
 
こんな風に、実際生活を驚くほど好転させることのできた鉄板ネット物販がこのカメラ輸
出ビジネスのノウハウなのですが 
 
これが先行販売価格　たったの29800円　で手に入れられます。 
 
　これはもうかなり驚くほど安いのではないかと私は思いますが、いかがでしょうか？ 
しかも稼げなかった場合には、全額返金保障付となっています。 
 
　今の時代は本当に、会社など組織に属さずに、パソコン１台があれば大きく稼ぐことが
可能になった時代なのです。 
 
なのですが、ネットで稼げるという事実自体、まだまだ知られていいないですし、まだま
だ怪しいと思われている部分もあります 
（かつての私も怪しいと思っていましたから）　 
 
人間は自分の常識にないもの、を基本的に怪しいと認識する生物なのでしょう。 
 
　しかし実際稼げるノウハウは存在し、それで大きく稼いでいる人間が存在するという事
実。 
 
このこと知ってしまったら、あなたも自分の力でいくらでも稼げる、ネットビジネスの世
界へ入ってみてはいかがでしょう？ 
 
会社に隷属することなく自分の力でいくらでも稼げる世界はやっぱり、実際にとても楽し



い、自由の世界です。 
 
　このワールドカメラトレーダーは、その自由の世界へのパスポートになるもの 
招待状だと、お考え下さい。 
 
 
　ネットビジネスはさまざまな稼ぎ方が存在しますが、このワールドカメラトレーダーは 
かなり稼ぎやすい、ネット物販のノウハウの一つです。　断言できます。 
 
 
　あなたの人生を好転させるお手伝いができると考えております。 
 
 
　ぜひ人生を変えたい方はワールドカメラトレーダーを手に取ってください。 
「なるほど」　と必ず思っていただけると思います 
 
　　三浦啓太 
 
 
　　　プライバシーポリシー　　特商法による表記 
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