
あなたはいつまで稼げないノウハウを買い続けるつもりですか？ 

それよりも無在庫公認の『BUYMA（バイマ）』で 
安全に手堅く稼ぎながら最高の環境でビジネスの 

原理原則をマスターし、真の自由を手に入れてみませんか？ 

限りなく高い成功率で、初心者にゼロから 
月商１００万円を達成してもらうための 
全く新しい『ビジネス講座』をスタートします！ 

～基礎から本質を。そして理想の未来へ～ 

ESSENTIAL BASIC 
和田がクライアントに月収１０万、３０万、 
５０万、７０万、１００万を稼がせ続け 

さらに完全初心者を一瞬にして月商１００万円プレイヤーに 
引き上げた『一生使えるビジネス戦略』を伝授します。 

こんばんは！和田です。 

今回は史上最大量のコンテンツ、事例を詰め込んだ 
BUYMA企画を再募集したいと思います！ 

企画名は 

• • • •
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『ESSENTIAL BASIC』 

2017年に０期をスタートした本企画には、累計1８０名の方が参加
され、この企画から月収３０～１００万円のプレイヤーが数えきれない
ほど排出しました。 

Essential Basicはネット上で完結する、オンラインコミュニティにな
ります。 

メインの配信形式は「参加型メルマガ」。 

既に作成済みの80通を超える参加型メルマガでは、これまで企画に参
加してくれた数多くのプレイヤー達からのご質問や、アウトプットをふ
んだんに取り上げて、みんなで一緒に企画を作っています。 

そして、Essential Basicは初心者のための講座です。 

初心者が対象だからこそ、僕のすべてのコンテンツ・サービスの中で 
ぶっちぎりのコンテンツ量となっています。（音声コンテンツだけで数
十本。動画も、メルマガの数も歴代ダントツ1位です） 

さらに、この企画は永遠に完結することがありません。 
Essential Basicはずっと進化していく企画なんですね。 

実際、2017年に募集した第０期で配布したコンテンツ以外にも 
第１期では追加コンテンツを配布し、企画をアップデートしました。 
（勿論０期のメンバーは、追加コンテンツも無料で受け取っています） 



BUYMAの市場の変化に応じて、追加コンテンツを配布している企画な
んて他に無いんじゃないかな？と思います。 

僕はこのEssential Basic（通称、EB企画）にて 
従来の教材や塾では成し遂げることのできなかった、非常に高い再現率
で成功者を続出させたいと思ってますし、それができる形式の講座に
なっていると自負しています。 

これからとても大切なことをお話しますので 
是非、最後までこのレターを読み進めてみてくださいね。 

EB企画をはじめようと思った理由 

僕が今回、ESSENTIAL BASICをやろうと思ったのは 
「方法論」だけでは成果は出ないということが、これまでのコンサル経
験から確信に変わったからです。 

ESSENTIAL BASICは元々、僕がコンサルティングを行っている中で 

「同じノウハウを教えているのに、結果に差が出てくるのはなんの差な
んだろう？」 

と疑問を感じ 

考えて考えて考えて、 

「おそらくこれが足りてないんじゃないか？」という仮説を検証した結
果、やっと見つけ出すことができたビジネスの本質になります。 



そこで、すぐにコンサル生に「○○さん、こういう考え方ってご存知で
すか？」と尋ねてみたところ、なんとほとんどのコンサル生が知らな
い。。。 

僕はみんな知ってるものだと思っていたので 
それまでわざわざ教えてこなかったのですが、 

僕が無意識的にやっていることが、世間では書籍になっていたり 
講座になっている事実を目の当たりにして 

「本当の基礎から教えないと、いくらノウハウを教えても稼がせること
はできない」 

という真実を知ったんです。 

そして同時に 

『僕のコンサルを受講している彼らですら知らないってことは、、 
メルマガ読者さんの大多数が知らないんじゃ・・・』 

そう思ったので、すぐにコンサル生に実践していただき 

彼ら彼女らが成果を出せたら、世に広めようと思って 
数ヶ月間、水面下で動いておりました。 



実際の文章の一部を公開します 
（コンサル生限定チャットから） 

 



 

 



 

 



 

 



 

・・・・永遠に終わらないので、この辺で区切りますね。笑 
（実際はチャットだけでもこの何十倍もあります） 

こんな感じで「こうしたら稼げるよ！」みたいなことは一切言わず 
ベースとなる考え方、戦略を伝えることだけにフォーカスしたとこ
ろ・・・ 



ファッション知識&ビジネス知識皆無のOLが 
たったの半年で月商１００万円を達成 

上記は僕がブログに投稿したコンサル生Nさんとの対話の様子ですが 

このように、僕が小手先のノウハウを一切お伝えしなくても、実績を出
せる人が現れるようになりました。 

そもそも、小手先のノウハウなんて僕の無料レポートやブログに既に書
いていることですし 



最近はBUYMAのヘルプページや、販促ページもコンテンツ量が豊富な
ので、調べればだいたいのことは解決できるんですね。 

また、ひと昔前のバイマのように「情報を知っているかどうか」で差が
大きくつく時代はもう終わっていて、 

今まで上位ショッパーが隠し持っていたセレクトショップへの交渉術
だったり、現地にパートナーを作るという応用技や、直営店直送も 
今ではもはや知ってて当たり前になっています。 

つまり、知っているだけでは差別化できなくなったということ。 

だからこそ、これからは方法論だけじゃなくて 
その使い方、生みだし方を学び、ビジネスに即反映させるスキルが重要
なんです。 

多くの人が月商１００万円すら 
超えられない理由 

このように、ビジネスの基礎・本質を理解することができた人は 
例外なく実績を伸ばしている一方で 

影でその何十倍もの数の人々が、月に１万円も稼げないでいます。 

• • • • • • •



みんな頭では「基礎が大事」だってことくらい分かっているのに。 
分かっててもできないわけです。というかできてると思い込んでる人す
らいます。 

なんでそうなっちゃうのかというと、この業界には酷い煽り文句で 
セールスレター（今皆さんが読んでいるこういうの）を書くコピーライ
ターがいたり 

世紀の大発見！ 

って誇張に誇張を重ねて 
古びたノウハウを情弱向けに拡散しているマーケッターがいるからなの
ですが・・・ 

超絶分かりやすく言いますと 

・簡単３ステップで 
・自宅でお手軽に 
・自動販売機を設置しているようなものです 
・現金製造キャッシュマシーン 
・大金が湯水のように 
・海外の大富豪だけが知る 
・国家プロジェクト級の 

みたいな、脊髄反射系の情報弱者が反応しちゃう文言を使って 
セールスしてる人が多すぎるから 



普段、会社で真面目にお勤めされている方ですら「もしかして、、本当
にそういうノウハウがあるのかな？」とか思っちゃうわけです。（そん
なものないんだけど。僕裏側知ってますので・・・） 

そろそろ気づきませんか？ 
目を背けてしまう気持ちはすごく分かります。 

ですが、残念ながらビジネスに1発逆転はありません。 

というか、ビジネスに限らず、筋トレでも恋愛でも 
会社の仕事でもそんなものは無いですよね？ 

1発逆転している風に見えている方々は、他の人の目が届かないところ
で他の人が理解できないレベルの行動をしているのです。 

であれば、本来1発逆転というのは、「圧倒的な行動量で普通の人が
３ヶ月でやることを１ヶ月でやる」というアプローチの仕方が正しいと
思うわけです。 

エッセンス（本質）を学び、
習得しろ 



いつまでも一過性のノウハウを追う形のビジネスをやっていると 
「誰かの後を追っている」わけですので、突き抜けた結果なんて出ませ
んし、ノウハウが飽和する度に、誰かに救いを求めなければならなくな
ります。 

それでは真の自由は手に入りませんよね。完全に依存状態なわけですか
ら。 

ですから、早い内に正しい基礎と成功者のエッセンスを取り入れて 
日々の行動をより有意義なものにしてほしいと思っています。 

「参加型企画」という形式で
開催します 

今回の企画はリアルタイムで僕がメンバーの声を拾ってコンテンツを作
り、そのコンテンツについてまたメンバーがアウトプットしたり 

メンバーAさんがメンバーBさんのアウトプットに対して、さらにアウト
プットしたりという風にエネルギー循環が起きることを重要視していき
ます。 

というのも、こういう形式を取っていない世の中の情報教材って 
実は１００人に購入されても７０人は教材の中身すら読んでなかったり
するんですよ。 

信じられない！って思うかもしれませんが、あなたも思い当たる節があ
るはずです。笑 



これってようは、教材というコンテンツが 
完成系を作ってから「はいどうぞ！」って渡すタイプのものなので 

購入者と販売者間のコミュニケーションがほぼ発生しないことだったり 
「ライブ感」がないことが原因だと思うんですね。 

で、これを解決するためには、購入者と販売者間で頻繁にやりとりが発
生して、且つライブ感を出せるようなコンテンツ作りをすればいいと
思ったんです。 

それが「参加型企画」。 

リアルタイムに変化し、その都度必要な情報をシェアしてもらえたり 
気づきをシェアし合えるような環境があれば 

どう考えてもそっちの方が成果出す人が増えると思ったので 
今回、新しく挑戦することに決めました。 

ESSENTIAL BASIC 
今回、企画名を「ESSENTIAL BASIC」と名付けましたが 

”参加者1人1人がビジネスの基礎を学んで、BUYMAで成果を上げるこ
とで、一生奪われることのない本質的なビジネス思考を手に入れ 



それぞれが将来、周囲の人や自分を慕ってくれる人たちに 
その力を波及させていくことで、自分軸で生きられる人が増えてほし
い” 

そんな想いを込めて名付けました。 

そうなったらマジで最高だなって思うし、既に参加してくれているメン
バーからは、続々と自分軸で生きられるスキルを手にいれた方が出てき
ています。 

これからその人数をさらに増やしていきます！ 

ESSENTIAL BASIC 
3ヶ月間の講座内容 

■ESSENTIAL BASIC メルマガ講座 

本企画の土台となるのが、こちらのメルマガ講座になります。 

僕からの日々の情報共有はもちろん、企画参加者の方からの声を 
どんどんシェアしていき、全員にとってベストな情報発信をしていきま
す。 

初心者の方がつまづくであろう点を先読みして、解説したり 



最短最速で駆け上がるための戦略をお伝えしたり 

出品時の注意点、アカウントブランディング、仕入先開拓、 
リサーチ方法、目標計画、ライバル分析等々、挙げればキリがないくら
いの情報シェアを行っていくつもりです。 

ざっくりいうとこんなことを教えていきます。 

✔すぐに結果を出す人となかなか結果を出せない人
の決定的な３つの違い 
✔○○を意識することでライバルが真似できない状況
を作る方法 
✔BUYMAから愛されながら稼ぐために必要なたっ
た一つの戦略 
✔ポジショニングを明確にすることで悩まずにブラ
ンドを選定できるようになる方法 
✔期待値計算という概念を用いてビジネスを時給換
算させる 
✔１００万円の事業の作り方と何より優先すべきもの 
✔圧倒的な差別化と高利を生む画像加工の考え方 
✔時給数万円を達成するためには作業ではなく○○
する 

他にも下記スクショのような内容を発信していきます！ 



 

 



 

今回の企画では、参加者の方（以下、メンバー）に何度も何度もアウト
プットしていただくことで、全体のメンバーの悩みを解消できるような
コンテンツ提供を行っていきます。 

それが教材にはできなくて、この企画ではできる大きなメリットだと
思っていますし、その方が明らかにメンバーの成長に直結する情報発信
ができるので＾＾ 



ですので、上記の内容は全体のほんの、ほんの一部の、発信内容になり
ます。（あくまで参考にだけどうぞ！） 

■メンバー限定ウェビナーの音声＋資料 

これまでのEB企画では、メンバーの理解をさらに促進するための 
ウェビナーを開催したのですが、そちらの収録動画を配信させていただ
きます。 

「外注化」に関するウェビナーで１回。 
「転送・海外買い付け」という参入障壁の話の話で１回。 
「バイママーケティング」という内容で１回開催しております。 

どれも１時間を超える内容になりますので、本編のコンテンツと合わせ
て網羅的にバイマを学んでいただくことができます。 

■コンテンツ配信 

メルマガ講座やウェビナーではカバーしきれないところがあると思いま
すので、随時コンテンツ配信も行っていきます。 

僕のYoutubeチャンネルに公開されている画面キャプチャの動画だった
り、PDFのスライド動画みたいなコンテンツを収録していきます。 

これも昨年からコンサル生を持つようになって分かったのですが 
基本的なパソコン操作、エクセル操作で苦戦する方もいらっしゃると思
うので 

「たぶんあの人ここでつまづいてるな」と感じる部分があれば 



随時それをコンテンツにしていこうと思っております。 

■会員専用サイト 

僕自身が元々ノウハウコレクターで、無数の教材・塾を購入してきた経
験から「会員サイトがあるとマジで助かる」っていう気持ちがあります
ので、僕の企画でも会員サイトをご用意しようと思います。 

メルマガ、ウェビナー、動画コンテンツ、PDFコンテンツ、音声、、と 
インプット先が多くなってくると「アレどこに保存したっけ？」ってな
りがちなので、それらすべてが集約されたサイトはかなり便利だと思い
ます＾＾ 

■Essential Businessオーディオスクール 

僕は２０１４年からビジネスをやっているので 
これまでに無数の「方法論を知っているのに稼げない人」を見てきたの
ですが、そういう人ってビジネスマンとしての基礎が圧倒的に足りてな
いんですね。 

例えば・・・ 

・自分の常識はすべて間違っていることを認識する 
・直感ではなく直観を信じる 
・１００万稼ぐ方法ではなく、１０倍進化できる方法を考える 
・すべてに絶望する 
・期待を感謝に変える 
・脱従業員マインド。経営者は経営者の仕事を。 



・過去に執着せず、未来に希望を抱きすぎず、現実を直視する 
・全ては投資であるということを深く理解する 

みたいな考え方のことです。 

これらはどんなビジネスをやる時にも 
必ず身につけていないといけない基本的な考え方なのですが 

逆に言うと、このビジネスの土台となる考え方を身につけているだけで 
月収１００万円くらいはすぐに稼げてしまいます。 

何やってもすぐに結果出せる人っていますよね？ 

ビジネスで言うなら 
教材も買ってないのに、すぐ稼げるようになる人っていますよね？ 

そういう人のことを大衆は「才能がある」とか「センスがあるとか」「天
才」だとか、好き勝手自分にとって都合の良いように定義して 

「あの人は私と違うから、あの人は例外。気にしない気にしない」とか
思って違いを分析したり、差を埋めようとする努力から逃げるのですが 

たかだか月収１００万とか１０００万とかのレベルでは 
天才どうこうの話ではないんですね。 

単純に「どれだけ基礎力を高めてきたのか」が差になっています。 

例えば僕はバイマで結果を出した後、１年も経たずに 



情報発信で月収３９７万円を達成しましたが 

僕に発信の才能があったのかというと、全然そんなことはなくて 

すべてはバイマ時代に学んだ普遍的な「成功する人の考え方」に 
基づいた動きを取っただけです。 

また、世の中には何の事業をやっても一瞬で 
「億」という金額を稼いでしまう経営者の方もいらっしゃいますが 
彼らとその他大勢との差は「ノウハウ」の差ではないんですね。 

彼らがその他大勢と全く同じ条件下で、よーいどん！でバイマを始めた
ら、確実に周りよりも何倍も早い速度で、何倍も大きな売り上げを立て
るでしょう。 

その差は「才能」でなければ「頭の良さ」なんていう抽象的なものでも
ありません。 

でも、絶対に周りより稼げてしまうんです。 

もはやマジックか何かなのかと思えてくるかもしれませんが、その通り
で、マジックにタネがあるように、彼らの強さにもタネがあるのです。 
このEssential Businessオーディオスクールでは 
そんなビジネスの本質論、エッセンスを僕の経験をふんだんに踏まえて
お伝えしていきます。 

・・・などなど、他にも急遽開催した勉強会の動画や 
『２２パターンのライバルが安い理由とその対策法』の連載講義など、 
沢山の講義が既に完成しています(^_^) 



 

さらに・・・限定特典24選！ 
（総額５２万円相当） 

僕は基本的に、その方の考えるきっかけを奪わないために 
直接的な答えは言わない方針なのですが 

せっかくの年一回のイベントにあやかった特典ですので 
即活かせて利益に直結する特典集をご用意させていただきました。 

これだけで教材代金の数十倍は回収できますよ！ 

１、全リサーチ方法解説動画（1万円相当） 

本教材では超基本的なリサーチノウハウについては一切解説をしないの
で（無料レポートで既にお伝えしているので） 



逆に言うと、超基本的なリサーチ（人気商品リサーチや愛用品リサーチ
など）を知らないと、内容が難しく感じる部分も出てくると思います。 

ですので、そのリサーチの部分を補強するために 
こちらの基本的な全リサーチ方法の解説動画をお付けすることに致しま
した。 

これでBUYMAにおける基礎～応用までのリサーチ手法は 
一通り腑に落としていただけるかと思います。 

２、ヨーロッパ1人旅の気づき全部まとめ（２５万円
相当） 

ヨーロッパに1人で行ってきて、現地の路面店やアウトレットで買い付
けした和田が 
ヨーロッパに行く前の準備から現地のホテル事情、免税方法、トラブル
等について 
実体験だけをお話します。（実際に２５万かかりましたw） 

【主な内容】 
・和田がヨーロッパに飛んだ本当の目的とは？ 
・海外に1人で行くための準備 
・フィレンツェ路面店巡りの話 
・ザモールアウトレットの話 
・現地でリサーチをどのようにやったか？ 
・乗り継ぎ方法の話 
・フィレンツェ→パリの便が遅延して 
アムステルダムで１泊した時の流れ 
・パリ路面店の話 
・ルイザビアローマ、コレット行ってみた 



・現地の食事について 
・現地のホテルについて 
・治安について 
・免税手続きについて 
・日本政策金融公庫の融資について 

３、狙ったブランドでランキング１位を取るための分
析項目３０（画像）（２万円相当） 

「このブランドでランキング１位を獲得したい！」というブランドが見
つかった際に、そのブランドで１位を取るために必要な分析項目を３０
個シェア致します。 

４、ブランドランキング１位を取るための分析項目３
０の解説音声 

上記画像の解説音声になります。 

５、Attack the Brand（PDF）（１万円相当） 

ブランド攻め（１つのブランドに集中してかなりの量を出す戦略）をす
る際に 
受注率を上げるための「ブランド商品テンプレート」の作成方法をお伝
えします。 

６、和田が月商１００万円達成時に扱っていたブラン
ドリスト（PDF）（３万円相当） 



実際に僕が扱っていたブランドと、その意図が分かった方が 
「最初にどういったところを攻めればいいのか」がわかりやすいと思い
ますので、僕が月商１００万円達成時に扱っていたブランドを全部シェ
アします。 

７、和田が月商１００万円達成時に扱っていたブラン
ドリスト解説音声 

上記PDFだけでは「あ、じゃあこのブランド出せばいいんだ」と勘違い
してしまい、全く成果が出ない方が出てきてしまいかねないので、その
ブランドを”当時”扱っていた理由、その背景を解説します。 

本質を学んで、それを今イケてるブランドに置き換えていただければな
と＾＾ 

８、Beginners Brand Selection（１万円相当） 

資金の無い状況から最短で大きな結果を出すために 
どのブランドをいつ、どのタイミングで扱うのが良いか 
各ブランドの仕入れ方、特徴、勝ちパターンを解説したマニュアルをプ
レゼントします！ 

９、秘密のショップリスト１０（１万円相当） 

僕が”たった１品で"利益５万円～１０万円を取っている 
”秘密のショップリスト”をご紹介致します。 

無料で公開している「仕入先リスト50」とは 
比べ物にならない良質なショップ達ですので 



皆様の出品レパートリーを格段に向上させることができるでしょう。 

１０、アカウント停止しないための対策法とアカウン
ト停止から復活させる方法（音声）（１万円相当） 

プラットフォーム物販で最も怖いこと・・・それは間違いなく「アカウ
ント停止」でしょう。 

一発で市場からの退場を余儀なくされ、収入が途絶える恐怖はできれば
味わいたくないものです。 
というわけで、わざわざ経験しなくていいものの代表例「アカウント停
止」について 

・そうならないための対処法 
・そうなっちゃった時の復活法 

についてお話します。 

１１、99%のパーソナルショッパーが知らないSEO
を駆使したKEYWORD選定方法（音声）（１万円相
当） 

少し応用ですが、BUYMA内部ではなく「外部」からアクセスを流すた
めに必要なSEOについて解説致します。 

このSEOというものについて、本当の意味で理解できている方は 
コンテンツSEOでしっかりとした実績のあるブロガーしかいませんの
で、まだまだ物販プレイヤーには浸透していない戦術になります。 



１２、初心者御用達！低単価アイテムのリサーチ方法
（動画）（１万円相当） 

本企画はこれからBUYMAを始めて、まず月商１００万円を目指す初心
者の方のための企画ですので、低単価アイテムのリサーチ方法について
も専用で動画をお送り致します。 

１３、Freely Season4.和田直也Presents 
ローを効率的に、且つライバル不在で悠々自適に売る
方法（３万円相当）※先着20名様限定特典 
 

Freely Season4の最後の勉強会にて、僕がFreelyメンバーにだけ開示
した最新のBUYMA手法を公開します。高値売りといったらみんな、ハ



イブランドを想像しがちですが、別にロー（仕入れ値1～2万円）の商
品でも、ライバルの値段に関係なく高値で販売することは可能です。 

まだどこにも公開されていない、秘匿性の高いノウハウですので、こち
らは期間限定とさせていただきます。 

１４、安いブランドと高いブランドを混ぜる時の考え
方（PDF）（１万円相当） 

よく中上級プレイヤーに聞かれるご質問の中に「このブランドとこのブ
ランドを１つのアカウントで扱っても良いのか？」という内容があるの
ですが 

今後、ブランドを混ぜる時に迷うことのないよう、 
「どういった判断基準でブランドをセレクトすればいいのか」について
お話します。 

廉価アイテムを最安値売りする手法には、特別必要のない考え方ですが 
ミドルブランド以上を「高値売り」するためには絶対に欠かせない考え
方ですので、是非知っておいてほしいです。 

１５、安いブランドと高いブランドを混ぜる時の考え
方解説音声 

上記のPDFの解説音声になります。 

１６、オンライン買い付け”だけ”で稼ぐ方法・戦略解
説（音声）先着50名様限定（２万円相当） 



BUYMA初心者が真っ先に実践することになる「オンライン買い付
け」。 

日本にいながら世界中のオンラインショップから買い付けることができ
るとても魅力的な手法になりますが、その分参入者が多く薄利多売に陥
りがちです。 

そんな苦くも甘い「オンライン買い付け」だけで 
薄利多売に陥らずに稼ぐ方法について解説します。 

１７、国内買い付け”だけ”で稼ぐ方法・戦略解説（音
声）先着50名様限定（２万円相当） 

BUYMA版「せどり」として初心者～上級者にまで人気のある国内買い
付け。 

こちらも今年の春頃から一気に参入者が増えましたが・・・その大多数
が「差別化」を一切考慮せず、ただオンラインからばーーーーっと出し
てるだけの初心者の方です。 

ほんの少し「思考」を挟んで、差別化させれば受注の連鎖になるのです
が・・・ 

というわけで国内買い付けしすぎて百貨店のVIPラウンジ的なのに招待
されたり 

１ブランドで１週間で１００万以上買い付けたことで、目立ちすぎて店
舗に入りにくくなったこともある和田が「マジで今やっている方法」を
お話します。 



さすがにブランド名まではお伝えできませんが、本当に僕がやっている
リサーチ方法や戦略になります。 

そのまんまやっていただくだけで結果が付いてきますので、是非。 

１８、海外買い付け”だけ”で稼ぐ方法・戦略解説（音
声）※先着50名様限定（２万円相当） 

中上級者の方はご存知の通り、ブランドは公式サイトと店舗の運営元が
違ったりする関係で在庫が連動していません。 

オンラインでは完売しているけど、店舗には在庫がある。 

という状況は今この瞬間にも世界中で何千何万ケースと起きていること
でしょう。 

また、初心者がメインの仕入先とする「セレクトショップのオンライン
サイト」はショップのバイヤーが僕達と同じようにリサーチして 

限られたリソースで売上を最大化させるために商品セレクトをしてます
ので商品点数と種類がとにかく少ないんですね。 

それらの問題を一気に解決できるのが「海外直営店舗買い付け」になり
ます。 

どうやってやるの？初心者でもできるの？ライバルとの差別化方法は？ 
いろんな疑問があると思いますが、こちらについても専用で音声をお送
り致しますのでご安心くださいませ。 



１９、直営店直送をやる上で抑えておくべきコト（音
声）（１万円相当） 

世界中のブランド直営店舗から、日本のお客様にダイレクトに商品を発
送する「直営店直送」をする上でのポイントをお伝えします。 

２０、出品価格計算管理表（5000円相当） 

和田が実際に使っているシンプルイズベストな出品管理表をプレゼン
ト！ 

余計な部分は全部削ぎ落としていますので 
初心者の方でも非常に使い易い管理表です。 

２１、お客様に鑑定保証や決済保留されてしまった時
の考え方と事例（音声）（１万円相当） 

バイマを始めた頃に鑑定保証や決済保留をされてしまうと、不安で仕方
ないと思いますので、これまでにあった様々な事例をもとに、どのよう
な心の持ちようで、どういう風に対応していけば良いのかとお話ししま
す。 

２２、月商１００万円達成後の世界。月商３００万円
達成するための戦略の切り替え（２万円相当） 

月商１００万円達成したあと、月商３００万円プレイヤーになるために
はどういう考え方をしていけば良いのかを初公開します！ 



２３、【エンタメ】Christian Louboutinを最高値
出品と最安値出品したらどういう差になるか検証して
みた（音声）（１万円相当） 

実録。クリスチャンルブタンを最安値にしたり、最高値にしたらどうな
るのか？ 

もう既に検証済みなのですが、とても面白い結果になったのでシェアし
ます。笑 

「最安値じゃなくても売れるよ！」とかそういう薄い内容じゃなくて、
もっと色々エピソードがあるのでお楽しみにw 

２４、エネルギーマネジメントの基礎理論（音声）
（プライスレス） 

ビジネスで結果を出そうと思うと、行動が何よりも大切ですが 
行動をずっと続けるためにはエネルギーマネジメントが非常に重要で
す。 

エネルギーが下がってしまうと人は考えれなくなるし、エネルギーが高
い状態じゃないと良いアイデアも浮かばず、何より行動量が減っちゃい
ますからね。 

どうすればエネルギーを高い状態で維持することができるのか。その理
論と秘訣をお伝えします！ 

BUYMA First Step Seminar2019 
 



さらに今回はBUYMA First Step Seminar2019の動画もお付けさせて
いただきます。 

BUYMAの市場は日々変化しているので、２０１７年からはじめた
Essential Basicの内容を強化する目的で、僕が２０１９年に開催した
バイマ初心者向けセミナーの動画（約４時間）と資料も講座内で配信さ
せていただければと思います。 

このセミナーだけで月商１００万円以上になった初心者の方もいたぐら
い、中身の濃いセミナーですので、是非本編とセットで学んでいただけ
たらと思います。 

今後基礎を教えることは二度とありません 

ESSENTIAL BASICではBUYMAとビジネスの基礎を徹底的にお伝えし
ていくのですが 



今後、１年２年と新しくビジネスを始めた方が本教材で学び続けられる
よう定期的にコンテンツを追加していこうと考えています。 

つまり、もう基礎はここ以外で説明する必要がないのです。 

基礎を学びたければ、ESSENTIAL BASIC。 
BUYMA界最高峰の初心者用教材は、ESSENTIAL BASIC。 

そう誰もが思うような教材にしていきます。 

こういう方は参加しないでください 

今回の企画は僕が自分の時間（命）をかなり削ってコンテンツを出して
いきますので、僕と価値観の合う人にだけ参加してほしいと強く願って
います。 

価値観が合っていなければ、僕がどんなコンテンツを作っても「んだこ
のコンテンツ。もっとコピペで使えるやつ渡せよ！」みたいなわけのわ
からないクレームを付けられて僕も疲弊しますし、僕が疲弊してしまっ
たら他メンバーの方に顔向けができません。 

だから以下に該当する人は絶対に参加なさらないようにお願い申し上げ
ます。 



・とにかくすぐに現金がほしい方 
・ギブの精神を持ち合わせておらず、自分さえ良ければいいという方 
・本企画に申し込んでから最低半年間、コツコツ努力をする覚悟がない
方 

何百人の方に見られても、恥じることのない圧倒的なサポートをしてい
きます。 
その僕の熱量を受け止めてくださる方だけ参加して欲しいなと思いま
す。 

参加費用について 
これまでにお伝えしてきた通り、 
今回の企画は「これからBUYMAをはじめたいと思っている方」や「ま
ずは月商１００万円の事業を作りたい」という方のために開催しますの
で 

そういった初心者の方でも参加しやすいような料金を設定をさせていた
だきました。 

「本来３０万円の価値があるけど、５日間だけ限定で、、」みたいなこ
とも言いません。 

企画への参加費用は３９,７00円（税抜）です。 

僕は今回の企画に本当に魂を込めて向き合っていくつもりですし 
参加してくださった方々が限りなく高い確率で成功できるよう、企画の
構成を練り上げてきました。 



そして実際にこれまでEB企画参加者の中から、多くの成功者を輩出す
ることができています。 

その辺の塾や教材より、遥かに充実した内容にすることをお約束しま
す。それでは、Essential Basic(通称EB企画）に参加を希望される方は 
次ページからお申込みください。 

あなたはいつまで稼げないノウハウを買い続けるつもりですか？ 

それよりも無在庫公認の『BUYMA（バイマ）』で 
安全に手堅く稼ぎながら最高の環境でビジネスの 

原理原則をマスターし、真の自由を手に入れてみませんか？ 

限りなく高い成功率で、初心者にゼロから 
月商１００万円を達成してもらうための 
全く新しい『ビジネス講座』をスタートします！ 

～基礎から本質を。そして理想の未来へ～ 

ESSENTIAL BASIC 
【ご提供料金】 
39,700円(税別) 

（銀行振り込み、カード払い可） 

• • • •

• • • • • • •



→　お申し込みはコチラから！ 

参加者の方からご感想を 
いただきました！ 

これまで参加してくださったメンバーから 
EB企画のご感想をいただきましたので、皆さんにもシェアします
ね～！ 

■BUYMA開始と同時にEB企画0期に参加。見事月商１００万円を達
成された兼業主婦のYさん 

Q1.どうしてEssential Basicに参加しようと思ったのですか？ 

本気でやるなら、最初に投資して、覚悟を決める必要があると思ったからです。 

今までの経験上、無知なことを独学でやるより、習った方が結果が出るのは早いし、EB
企画に参加する1か月前くらいに和田さんのメルマガに出会っていたので、タイミングと
運命を感じました笑。（タイミングと運命を信じて、行動し、今まで生きてきました。） 

Q2.Essential Basicに参加する前と今の変化について教えてください 

https://48auto.biz/naobiz/touroku/thread81.htm


バイマに関する知識はもちろんですが、ビジネスを続けていくにあたってのエネルギーコ
ントロールやメンタルのもっていきかたなど、考えたこともなかったようなことも教えて
頂きました。 
実際、EB企画受講当初は、メンタルの浮き沈みなどなく、毎日楽しく出品していたので
すが、出品外注、買い付け担当さん提携など、多くの方と関わるのにエネルギーは消耗し
ますし、半年経った今、ビジネスとは孤独だとも思うときもあります。 

そんな今だからこそ、EB企画では、メンタルに関する学びも必然だったのかなと思いま
す。 

Q3.和田ってどんな人？（EB企画を受講する前と後の印象の違いなど） 

私のビジネスの師匠です。 
直感型の私にとって、和田さんの仮説、検証、分析力、尊敬でしかありません。 
いつも真摯に向き合ってくださり、会うと、パワーをもらえる存在です。 
これからもよろしくお願いします。 

Q4.もしEB企画を紹介するとしたら、どんな人に教えてあげたいですか？ 

バイマに興味を持っている方、始めようと思っている方、その中でも覚悟がある方に教え
てあげたいです。 

ただ、興味がある、なんとなく稼げる気がするというのは甘いと思いますので、覚悟があ
る方にお勧めです。 

和田さんの教え方は、答えを教えるという教え方ではなく、思考力を養ったり、行動力を
最大化させるというものなので、覚悟を決めて素直に努力すれば未来があると思います。 

Q5.今後について一言お願いします！ 

まだまだ、バイマで自分の勝ちパターンを模索し、収支の柱を築けるようになるのが目先
の目標です。 

その後は、今自分でやっている作業を外注化し、自分の好きな分野（旅行、田舎、アウト
ドアなど）の情報発信などができたらと思っています。 

プライベートでは、夫に好きな働き方（自営業がしたいらしいので）をさせてあげたい、
子供を産んで、今まで自分のために使ってきた時間を子育てに費やしたい、好きな時に好



きな場所（国内外問わず）にふらっと行けるストレスフリーなライフスタイルを目指して
います。 
そのためにも、バイマを通して、もっとビジネスを学び、成長していきたいと思っていま
す。 

■定年前に早期退社＆独立し、複数の事業を行いながらBUYMAで１
品３万円以上の利益が取れるようになったフリーランスのKさん 

Q1.どうしてBUYMAを始めようと思ったのですか？ 

無在庫で自己資金無しで始められる副業として魅力を感じ 
バイマショッパーについて調べると無在庫を扱っているのに 
チョットしたお小遣い程度からかなり稼いでいる方が沢山いることに興味を持もち 
資金ほとんど０なら！やってみる価値はあるかも、、、と甘い？気持ちからはじめまし
た。 
自分の余った時間の有効利用と歳も定年間近で年金に頼るより自分で稼いで 
好きな事をして第二の人生を楽しみたいと思ってバイマに入っていった。 

Q2.どうしてEssential Basicに参加しようと思ったのですか？ 

実際ショッパーとして活動してみると、 
わからない事ばかりでネットでの情報と自分で考えられる事に限界を感じ始めていた。 

バイマを始めたころに和田さんの発信している情報に惹かれ、自分の子供くらいの年齢だ
けど、この人はかなりの経験を積んでいるなぁと思っていたころにEssential Basicの発
信を目にし 

指導方針は、自分の思考から答えを引き出すという点に興味を持ったので 
これは参加して自分の狭い考えを幅広くするキッカケになるかもと思い参加することにし
ました。 

Q3.Essential Basicに参加する前と今の変化について教えてください 



一つの問題の中に答えが沢山あり、そこから派生して次へのスッテップへと成長して行く
自分がいる。 

参加前にいろいろと悩んでいた事が今ではなんでもない事への変化。 
問題にブチあたった時の考え方の切り替えが順応になり 
バイマだけで無く生活習慣もつまらない事を考えず前向きになる思考を叩きこまれた感じ
です。 

資金無しで始められる魅力だったはずが自分に出資することになるとは思わなかったけ
ど、価値ある出資でした。 

Q4.和田ってどんな人？（EB企画を受講する前と後の印象の違いなど） 

誰に対してもひいき目無しで一人一人に本気で向かいあってくれる人ですよ。 
バイマに関して、どんな質問にも対応出来る経験値を備えている事にはビックリ！ 
生き方が真面目な方です。 

Q5.もしEB企画を紹介するとしたら、どんな人に教えてあげたいですか？ 

バイマを始めて結果がでなくて悩んでいるショッパーさんには 
是非EB企画の内容を経験してもらって欲しいです。 

またはバイマを始めてみようと思っている方には特にオススメ 
バイマで収入を得る事の本質から学べると思いますよ 

Q6.今後について一言お願いします！ 

今後もEssential Basicのような企画を立てて、沢山の方に和田ワールドを指導しても
らって、正当なショッパーさんを育ててもらいたい。 
バイマで自分が和田さんへの恩返しが出来るようになりたいです。 



よく頂くご質問 

■初めてBUYMAに取り組むのですが、そんな私で
も大丈夫でしょうか？ 

勿論です。というより、このレポートでもお伝えした通り 
Essential Basicは初心者～月商１００万円達成者までの方を対象とし
た講座になります。 

まずはこの講座でしっかりと土台を作っていただき、その後に中上級者
向けの高度なセミナーや 
個別コンサルティング等をご検討いただくのがベストかと思います。 

ただ、初心者向けと言っても月商３００万円（利益５０～８０万円）く
らいまでは、こちらの内容の反復で十分に達成できますので、長く学
び、実践していただければ幸いです。（実際に月収５０～１５０万円プ
レイヤーの方にもご参加いただいております。） 

■FreelyやRoad to fashion buying Zeroとの
違いは何ですか？ 

Essential BasicはBUYMA初心者のためのオンライン講座ですので、
基礎を中心とした話を約3ヶ月間、メルマガ講座にてお話していきま
す。（その間に音声配信や動画配信がてんこ盛りです） 



一方で、Freelyは基礎～上級まで全てを網羅しているコミュニティで、
オンライン完結型ではなく、毎月リアルな場で５時間以上の勉強会があ
ります。その上で、Zoomオンライン相談会があったり、海外合宿が
あったり、メンバー全員と絡める無料のFacebookオンラインサロンも
ご用意しております。僕自身が毎月とてつもない時間をかけてリアルで
登壇したりしますので、会費もEB企画の5～6倍ほどになります。 

Road to fashion Buying Episode Zeroは、谷本貴博さんとコラボし
た「ファッションバイイング」に特化したオンライン講座で、2ヶ月間
の間、ずっとファッションバイイング（BUYMA外リサーチ）について
教えていく講座になります。 

ランウェイ、ファッション雑誌、デジタルマガジン、街中散策などで得
た情報を元に、出品アイデアを出して、ライバルと競合せずに戦ってい
く戦略がファッションバイイングです。 

つまり、違いとしては 

・Essential Basic＝基礎中心。初心者向け。オンライン完結型。形式
はメルマガ講座 

・Freely=基礎から上級まで網羅。中上級者が多い。リアル中心。形式
はコミュニティ。 

・Road to fashion buying=ファッションバイイング特化型講座。中
級者向け。オンライン完結型。形式はメルマガ講座 

となります。 

すべて配信している内容は全く違うもので、Essential BasicはBUYMA
初心者や「ビジネスの基本を見直したい」という方向けの講座になりま



すので、ご自身がそこに該当するかどうかでご検討いただけたらと思い
ます。 

僕はBUYMAに救われた 
借金苦で後がなかった僕に最後のチャンスをくれたのはBUYMAです。 

BUYMAがあったから僕はギリギリの境地から挽回することができて 
今では自分が好きな時に、好きな場所で仕事をして 
好きな時に、好きな人と会えるだけの余裕もできました。 

専門学生時代、お金も時間もなくて一切自由じゃなかった頃から考える
と 
本当にライフスタイルが変わったなと感じています。 

でも、僕は何も特別なことなんてしてないんですね。 

一生懸命目の前のBUYMAに取り組んで、BUYMAを深く実践すること
で 
全てに共通する本質（ターゲティング、ポジショニング、教育、セール
スなど）を学び、 
その本質を情報発信に持ってきたり、教育ビジネスに持ってきたりして
るだけです。 

全てのきっかけはBUYMAでした。 

BUYMAは「稼ぎ」という視点で見ても 
「学び」という視点で見ても本当に素晴らしいプラットフォームです。 



これほどまでにビジネス初心者がしっかりと稼ぎながら 
力をつけていける環境は他に無いと思っています。 

たくさん回り道をした僕だからあなたに言える言葉があります。 

僕らと一緒にここからはじめてみませんか？ 

あなたのご参加を心からお待ちしております。 

和田直也 

                                  　特定商取引法               　　プライバシーポリシー

http://www.worldbuyersshop.jp/wp/tokuteishotorihikihou
http://www.worldbuyersshop.jp/wp/privacypolicy
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