
 

圧倒的なコスパで4年間分のノウハウと、長期の安心を手に入れる。 

 

独占販売大全集 
 

 

 

こんにちは。片桐です。 

 

僕は過去 4年間で、アマゾン独占販売をメインに教える独占販売塾を 4期に渡り開催しました。 

塾の費用は 20万～50万と決して安くはないのですが、 

お陰様で毎回盛況で累計で 400人から 500人の方にご参加いただきました。 

 

この度、それらすべてをまとめた「独占販売大全集」を作りました。 

とてもコスパのいい内容に仕上がったので、興味のある方はぜひご覧ください。 

 

 

○なぜ大全集を作ったか？○ 

 

独占販売大全集を作った理由は、今までの集大成を作りたいという思いがあったからです。 

 

圧倒的なボリュームがあり、 

全てのノウハウや知識がひとつにまとまっていて、 

これさえあれば、アマゾン独占販売で稼いでいく上で必要なモノが全て手に入る。 

 

そんな「場」を作りたいと考えていました。 

 

 



また、自分が参加する側だったら、 

高すぎる金額だと参加を迷うので、適正価格でコスパが良い事を重視します。 

 

ノウハウの勉強には時間がかかるもので、今すぐに取り掛かれない事もあるので、 

いつでも勉強出来て、ずっと長い期間安心して使っていくことが出来る形がいいと考えました。 

 

そこで今回はリーズナブルな値段でコスパ最強、 

期間を定めず半永久的に使えるようにしました。 

 

 

 

○大全集で得られるメリットは？○ 

 

メリットその 1 圧倒的なボリュームで独占販売の全てが学べる！ 

 

 

独占販売大全集を手に入れると・・・、 

 

ズバリ！ 

アマゾン独占販売で稼げるようになります。 

 

アマゾン独占販売とは相乗りされない工夫をして新規ページを作成し、 

同じ商品ページの乱立を防ぎ、価格競争にならずに独占的に商品を販売していく手法です。 

 

アマゾンに限りませんが、 

物販ではライバルとの価格競争が一番やっかいです。 

 

お互いに値段を下げていって、利益は削られるのに広告費は上がっていく・・・。 

 

さらに同じ商品を売る人の人数がどんどん増えてくると、 

検索しても自分の商品が出にくくなります。 

 

こうなると売上は急降下です。 



10分の 1以下まで落ちることもあります。 

 

 

よく言われる「飽和」ですね。 

 

 

 

 

せっかく時間と手間をかけてリサーチしてページ作っても、 

相乗りされてしまったら、一気に売上ダウンしますのでガッカリしちゃいます。 

 

 

まずは最低限相乗りを防ぐ。 

これは必須です。 

 

次に同じ商品ページの乱立を防ぎます。 

ややテクニックが必要なので中級以上の内容になりますが、 

ＯＥＭやライバルが仕入れできない商品、誰も思いつかないような商品を扱う事で、 

独占的に販売していけるようになります。 

 

そういった商品は競争が緩いので、 

一度ページを作ってしまえば、在庫補充さえしっかりして欠品を無くせば 

しばらく放っておいても安定した利益を毎月もたらしてくれます。 

 

 

ＦＢＡを使えば、商品の梱包や発送、 

返品まで自動でやってくれるので、まさに自動販売機です。 

 

 

この自販機は毎月数十万、数百万を稼いできてくれる 

超ありがたい存在です。 

 

 

 

しかも、独占販売は積み上げ式です。 

 



一度やったことが無駄になりません。 

レビューはどんどん溜まっていって、多くなるほどページとして強くなり、 

売上が加速して、ライバルに負けなくなります。 

 

良いレビューの多い商品ページはお金を生んでくれる貴重な資産です。 

これは自分の手でいくつでも作れるし、育てていくことが出来ます。 

 

売上を上げていく中で身についていくスキルは一生もので、 

販路や商材が変わってもずっと使っていくことが出来ます。 

 

 

グレーな要素や規約違反も一切ないので、 

アカウント閉鎖に怯えることなく、胸を張ってビジネスを継続出来ます。 

 

利益も安定しやすいので、とても安心感があります。 

 

 

もちろんインターネットを使った物販なので、 

在宅で自分の好きな時間に働けます。 

 

上司に怒られることもありません。 

 

こんないいビジネスは他にないんじゃないでしょうか？ 

 

 

 

 

メリットその 2 一度参加したら半永久的に利用可能！ 

 

独占販売大全集は進化するコミュニティです。 

 

ただの教材ではなく、一度参加すると、半永久的に利用可能で、 

会員サイト内で質問も出来ます。 

 

質問は全体に共有されるので、 



他の参加者の質問が自分の知りたいことであることも多いでしょう。 

 

もちろん自ら積極的に質問を投稿することも出来ますので、 

ぜひご活用ください。 

 

コンテンツは随時追加されますが、 

その際に費用は一切かかりません。 

 

お支払いは最初だけで、あとは無料で利用することが出来ます。 

 

 

メリットその 3 長期サポート（1年間）がある！ 

 

大全集では会員サイト内で毎月 2回まで自由に質問が出来ます。 

 

独占販売に関すること、 

アカウントが停止になってしまったけど、どうすれば・・・、 

外注さんを雇いたいけど、リスクが心配、 

ゆうメールの契約はどうやってとるのか？ 

法人にするか迷っている、 

とにかく売上が伸びない、 

売れている商品をもっと伸ばすためには？ 

商標はとったほうがいいのか？ 

アマゾンのＳＥＯの仕組みを知りたい 

 

などなど。 

 

自由にご質問ください。 

迅速、丁寧に分かりやすく回答します。 

 

 

会員サイトは半永久的に閲覧可能ですが、 

質問は１年間の期間を設けています。 

 

 



メリットその 4 コスパ最高！ 

 

独占販売大全集はコスパ最高です。 

 

独占塾は毎回参加してくれるリピーターさんも多くいたんですが、 

大全集では独占塾４回分の内容を全て学べます。 

 

塾に４回参加すると費用は１００万円を超えますが、 

大全集は非常にリーズナブルな価格設定にしました。 

 

過去の塾生さん、コンサル生には割引もあります。 

詳細は読み進めて下さいね。 

 

 

 

 

○こんな人におススメです○ 

 

 

・稼ぐ力を身につけたい方 

 

・質の高いノウハウを知りたい方 

 

・コスパは大事と考える方 

 

・時間や場所に縛られない自由なビジネスがやりたい方 

 

・副業でもっとお金が欲しいと考えている方 

 

・安定して成果の出るビジネスモデルを探している方 

 

・アカウント停止の心配がなく、健全なビジネスがしたい方 

 



・しっかりと実力を身につけて、長期間に渡って成果を出したい方 

 

・やったことが一度きりで終わらず、積み上げ式のビジネスをしたい方 

 

 

 

○具体的に何が学べるのか○ 

 

 

・中国輸入で稼いでいる人のパターン 実例を紹介 

成功パターンを知っておくと、目指すべき方向が明確になり、 

最短ルートで稼ぎやすくなります。 

 

・アマゾン規約の詳細について 

アマゾンで販売するにあたり、規約を熟知しておく必要があります。 

ここでは、独占販売に必要なアマゾンの規約と法律について学びます。 

これが最初に分かっていると、非常にスムーズにビジネスを進めていけます。 

アカウントの閉鎖にも強くなります。 

 

・独占販売の見本ページをいくつか紹介 

実際のページを見ることができると、イメージがしやすくなり、 

自分も再現しやすくなります。 

成功事例と同じことをするだけで稼げるようになります。 

 

・販売ページの作り込み 

・タイトルはどのようにつけるべきか？ 

・データ上、最もクリック率の上がる文字数とは？ 

・クリック率とＳＥＯのバランスの話 

・写真の枚数は何枚が適正か？ 

・仕様、商品説明の書き方のポイント 

・アマゾンで検索上位表示させるための方法 

・スマホページの最適化 

・売り上げ増とライバル対策を同時に行う方法 

・独占販売で気を付けるポイント 



・アマゾンポイントの有効な活用法について 

・相乗り出品で稼ぐ方法について 

・独占販売商品のリサーチ方法初級編  

・独占販売商品のリサーチ方法応用編 

・名入れなど簡易 OEM のやり方 

・ゼロから作るガチ OEMのやり方 流れや費用について  

・アマゾン広告の効果的な打ち方 

・パッケージ作成について 

・ゆうメール、送料契約について   

・評価依頼例文 

・悪い評価をつきにくくする方法 

・アマゾンに商品を買い取ってもらうやり方 

・売れない商品の処分法  

・利益計算のやり方 

・複数アカウントの危険性と持った方がいいかについて。 

・欲しい利益額を得るための資金についての考え方  

・ビジネスレポートはどう見て、どう使えばいいのか？ 

・白抜きの外注化と使いやすいツール 

・知らないと危険な輸入禁止品目について 

・誰もやってない！国内卸からの仕入れについて 

・１商品で毎月３００万の売上を上げる方法 

・効率化、自動化、外注化を徹底して、「時給１００万」を実現する方法   

・中国から１キロ１５元、１週間で商品を日本に送る方法（ＦＢＡ直送可能） 

・ツールを使った便利な利益管理  

・時給 100円以下で軽作業を引き受けてくれる外注先の紹介 

・綺麗な写真撮影を安価にやってくれる外注先の紹介 

・アマゾン商標権に関する詳細について 

・商品ページの作りこみで売上を５倍にする方法 

・需要と供給のバランスを見抜き、バカ売れ商品を見つける方法 

・アカウント閉鎖を防ぐための対策 

・悪い評価の消し方、いい評価をつけてもらう方法 

・パートナーの見つけ方と教育方法 

・安心の税金対策 

・代行業者の代表者にインタビュー！代行業者が出来る事、出来ない事 

・販売ページ作成後、すぐに一番左上にお金をかけずに持ってくる方法 

・訴求とは何か？良いページを作ってライバルよりも高値で売る方法 



・テレビＣＭから学ぶ効果的な訴求のやり方 

・写真ひとつで売上 10倍！？トップ画像のコツ 

 

 

独占販売 大全集で学べる内容を箇条書きにしましたが、 

これで全体の 5～10分の 1 くらいです。 

 

全部は内容が多すぎて書ききれません。 

また、コンテンツの追加も行っていきます。 

 

 

 

 

○独占販売大全集 参加費用○ 

 

 

4期に渡りやってきた独占塾の価格は、 

最も安いプランで 20万、高いものは 50万で、 

平均すると 30万を少し超えるくらいの金額です。 

 

過去の塾生に失礼にならずに、 

高くなり過ぎない、お得感のある価格にしたいと思いました。 

 

４期までの内容がほぼ全て入っていますが、塾でつけていたスカイプサポートが無いため、 

独占販売大全集の価格は塾の半額である１５万円にすることにしました。 

 

 

さらに今回はメルマガ読者割引として、８月 7日までのお申し込みに限り５万円オフでご参加できます。 

 

 

 

・銀行振り込み一括払い  

１５万円 



10万円（8/7 までのお申込み限定価格） 

 

・クレジットカード分割払い  

1か月 10500円 10回払い（合計支払額 105000円） 

 

独占販売大全集 お申し込みはこちら 

 

 

※過去に片桐の個人コンサル、独占販売塾を受講された方は 1万円の割引があります。 

お申し込み後にこちらのフォームにご記入ください。 

 

※銀行振り込みの場合は、フォームにご記入の上で割引後の金額である 9万円をお振込みください。 

Paypal をご利用の場合は、こちらで確認後に 1 か月以内にキャッシュバックの形でご返金します。 

 

 

 

○まとめます○ 

 

・過去 4年間で 4期やった独占塾のほぼすべての内容を学ぶことが出来ます。 

（一部内容が被っている部分はあえてカットしています） 

 

・1年間の長期サポートが付きます。 

分からない事を聞くだけでなく、他の参加者の質問も見ることが出来ます。 

毎月 2回まで自由に質問をして頂けます。 

 

・一度会員になれば大全集の会員サイトは半永久的に閲覧可能です。 

大ボリュームのため、実践するのに時間がかかったとしても、 

焦ることなく自分のペースでビジネスを進めていくことが出来ます。 

（3年間は閲覧を保証します。その後もやむを得ない事情が無い限り閲覧可能にします） 

https://jent1.com/p/r/SxOFXMuI
https://jent1.com/p/r/UZbWjIa7


 

・今後も随時最新のコンテンツを追加していきます。 

コンテンツがどれだけ増えても、追加の費用は一切かかりません。 

 

・非常に低価格でコスパ最高です。 

（参考までに独占塾の価格は期やコースによって異なりますが、20万～50万でした。 

平均すると 30万ちょっとです） 

 

 

 

 

 

○良くある質問○ 

 

 

Ｑ 分かるまで何度でも質問できますか？ 

 

Ａ 原則、動画やＱ＆Ａなどのコンテンツを見て、 

「自習」して頂く形です。 

分かるまで何度も質問したい場合は、個人コンサルが向いていますので、 

そちらをおススメします。 

質問は毎月 2回まで出来るので、ぜひご活用いただければと思いますが、 

全体に公開されますので商品ページを見てほしいなどのプライベートな質問は難しいでしょう。 

 

 

Ｑ 思っていたのと違ったのですが、返金は出来ますか？ 

 

Ａ いかなる理由でも返金は致しかねます。 

不安や疑問点がある方は、こちらのフォームから事前にご質問ください。 

https://jent1.com/p/r/xVBjb8qQ 

 

 

Ｑ どんな質問でも答えてくれますか？ 

 

https://jent1.com/p/r/xVBjb8qQ


Ａ 独占販売に関する質問なら何でも質問してください。 

ただ、動画などのコンテンツを見る前に、全て質問で解決しようとするのはやめて下さい。 

 

 

Ｑ 一度会員になれば、コンテンツはずっと使えますか？ 

 

Ａ はい。何か特別な事情が無い限り、ずっとコンテンツを利用できます。 

質問については購入から 1年間の期限を設けています。 

 

 

Ｑ コンテンツの追加はどのように行われますか？ 

 

Ａ 質問で多い内容や、アマゾンの最新情報などについて追加していくことを考えています。 

コンテンツは、動画、音声、ＰＤＦ、Ｑ＆Ａコーナーで提供していきます。 

 

 

Ｑ コンサルを受けるか迷っているのですが、違いを教えて下さい。 

 

Ａ コンサルをお申し込みの方は、独占販売大全集に無料で参加できます。 

コンサルに大全集が含まれているとお考えください。 

コンサルとの違いですが、コンサルはその人に合わせて、僕がやる事の具体的な指示を出します。 

大全集は自習がメインです（会員サイト内で質問可能です）。 

イメージとしてコンサルは家庭教師、大全集は通信教育です。 

 

 

Ｑ 稼げるようになるまでの目安期間を教えて下さい。 

 

Ａ アマゾン独占販売は 6か月程度かかることが多いです。 

寿命は独占販売の方がかなり長く、一度稼げるようになると、中々収入が落ちずに安定します。 

 

 

Ｑ 1日どのくらいの時間が必要ですか？ 

 

Ａ 1日 3時間は使うことをおススメします。 

ゆっくりコツコツよりも、一気に集中して取り組む方が、いい結果が多く出ていますが、 

大全集のいいところは自分のペースで進められるところです。 



特に時間制限があるわけではないので、ゆっくり進めていくことも出来ます。 

 

 

 

 

○追伸○ 

 

 

ここでは、お金の話をします。 

 

 

薪を背負った銅像で有名な二宮尊徳はこんな言葉を残しています。 

 

「道徳を忘れた経済は、 

罪悪である。 

 

経済を忘れた道徳は、 

寝言である。」 

 

お金のためだけに生きるのは違うけど、 

お金なかったら話にならないよね。 

という事です。 

 

 

 

 

 

お金が無いと、自由になれません。 

 

 

 

自由になれないというのは、 

例えば嫌いな人に頭を下げないといけません。 

 



人としては嫌いだけど、めちゃめちゃお金を使ってくれるお客さんがいたら、 

頭を下げてお願いするでしょう。 

 

どうしてもウマが合わない上司がいても、 

会社員なら黙っていう事を聞くしかありません。 

 

 

そうしないと、お金が貰えないからです。 

そしてお金が無かったら人は生きていけません。 

 

 

 

 

「稼ぐ力」があれば、嫌いなお客さんに頭を下げる必要はありません。 

 

「あなたに買ってもらわなくても、私は全く困りませんよ」と言えるようになります。 

 

ウマが合わない上司の下で働く必要もないでしょう。 

付き合う人を自分で選べるようになります。 

 

 

 

 

テロの原因が貧困であるように、 

人は経済的な困窮を抱えていると、悪い方に歪みます。 

 

 

 

お金に余裕が出来ると心にもゆとりが生まれます。 

本来の一番いい状態の自分に戻れます。 

 

 

今の生活をより良くしようと思ったら、 

お金の問題は避けて通れません。 

 

 



 

独占販売大全集では、稼ぐ力を身につけることが出来ます。 

 

その力は人生全般であなたを大きく助けるでしょう。 

 

 

 

 

 

一緒に勉強して、自由な人生を送りませんか？ 

 

 

 

 

片桐 亮 
 

 

 

 

 

独占販売大全集 お申し込みはこちら 

お申込み締切  8/7（月） ２４時まで 

※費用は全額経費になります。 

領収書の発行も可能です。 

 

 

 

特商法 

https://jent1.com/p/r/SxOFXMuI
http://rkbz.main.jp/tokusyouhou.jpg

