
利益倍増！不労所得を可能にする
最強０点転売外注化マニュアル
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この外注マニュアルは今までの経験上の話なので、
100% 効果を保証するものでないことをご了承ください。
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注意点

継続してお願いしたい場合
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最強 0 円転売の外注化の作業は主に 6 つです。

①LINE&Facebook での中国人セラーとのやりとり
②Amazon での仕入れ
③ヤフオクでの出品 & 顧客対応
④管理表の記入（スプレットシート）
⑤返金対応
⑥発送作業

外注化のパターンは、

①②③④⑤⑥　　　　全部丸投げ
①②③④⑤　＋　⑥　分担制
どちらかがおすすめです。

僕は佐川急便の特約契約で送料が安く
その特権を利用した配送専用外注さんがいるので、
分担制の方でやってもらってます。

外注化する作業
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外注さん 1 人…利益 3 万円
　
じゃあ、5 人いたら

外注さん 5 人…利益 15 万円

自分が何もしなくても
毎月 15 万円の不労所得収入が手に入ります。

この状態になれば、完璧です。
どうせやるなら、ここを目指しましょう！
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外注費

気になる外注費ですが、

【全部丸投げパターンの場合】
①Facebook での中国人セラーとのやりとり
②Amazon での仕入れ
③ヤフオク、メルカリでの出品 & 顧客対応
④管理表の記入（スプレットシート）
⑤発送作業

1 商品につき 300 円

【分担制の場合】
①Facebook での中国人セラーとのやりとり
②Amazon での仕入れ
③ヤフオク、メルカリでの出品 & 顧客対応
④管理表の記入（スプレットシート）

1 商品につき 200 円

　　　
⑤発送作業
1 商品につき 100 円

こんなに安い金額でもやってくれる人はたくさんいます。
本当自分でやるのがアホらしく思えるレベルですね。
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外注さんのアカウントを使わせてもらえればいいですが、
万一、アカウント停止になったら責任がとれませんので
自分のアカウントまたは外注専用アカウントを
用意した方がいいです。

●Facebook アカウント
●Amazon 購入アカウント
●ヤフオクアカウント（メルカリ）
●PayPal アカウント
　　　　　↓
同じメールアドレスで統一
AAAAAAAAAA@gmail.com

●クレジットカード

全部外注さんに教えて作業してもらいます。

また、メールアドレスも全部統一した方が
ごちゃごちゃ混乱しないのでおすすめです。

他人に個人情報を教えるのは怖い・・・。
その気持ちは分かります。

分かりますが、それがイヤな人は
ずっと自分が作業して苦しんでください。
これくらいでビビるようじゃ、外注化はできません。

アカウントとカード情報丸投げ
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ランサーズ
https://www.lancers.jp/mypage

クラウドワークス
https://crowdworks.jp

シュフティ
https://app.shufti.jp/

シュフティは規約が細かくなかなか審査に通過しません。
ですので、ランサーズとクラウドワークスで十分です。
画面に沿って登録すれば、すぐにアカウントは作れます。

外注募集サイト
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●タイトル
Facebook&LINE でのメールのやりとり & 買付 &
ヤフオク出品作業 & 発送パートナー募集
★長期★在宅★主婦ママさんの方歓迎

この度は募集案件を
ご覧いただきありがとうございます！

Facebook&LINE でのメールのやりとり、
国内 EC サイトでの買付、
ヤフオク出品作業、発送などを手伝ってくださる
パートナーさんを募集します。

アカウントはこちらで用意します。

主婦の方歓迎！
スキマ時間をいかして長期でお仕事ができます。

作業量はたくさんありますのでご安心ください。
応募された方に詳細をお伝えさせていただきます。

《報酬》
1 個…300 円　
※ノルマは特にございません。

応募テンプレート（例）



9

《向いている方》
・コツコツした作業が好きな方
・主婦、女性の方
・パソコンをもっている方
・在宅ワークを行いたい方
・長期でお仕事がしたい方

《応募について》
このテンプレートを使って記入後、ご応募ください。

1. 名前：
2. お住いの都道府県：
3. 年齢（30 代といった世代表記で可）： 
4. 作業できる日・時間： 
5. 意気込み： 

《最後に》
最後までお読みいただきありがとうございます。
私のモットーとして、“人と人との繋がり”を
大事にしており、特にネット社会が発達したとはいえ、
結局はコミュニケーションと信頼関係が一番大事です。
ただ機械的にお金が稼ぎたいからという理由ではなく
お互いが win-win の関係で
長いお付き合いができる方を希望します。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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あまり仕事内容を細かく書くと、審査が通過しませんので
応募があった人に詳細を伝えるようにしてください。

特にクラウドワークスは
メルカリと書いてるだけで却下されます。



11

ズバリ、

子育て中の主婦 です！

主婦しか見ない。これで OK です。
別に僕が主婦好きだからって理由ではないです 笑
ちゃんと理由があります。

【主婦の特徴】
●出産、育児を経験しているので、責任感が強い
●途中で投げ出す人は少ない
●真面目、素直、堅実
●出産でやもなく仕事をやめた優秀な人が多い
●月に数万円程度、自由に使えるお金があればうれしい
●ずっと在宅、子育てで孤独な人が多く、社会に関わっていたい

以上が、主婦が良いポイントです。

外注さんはどんな人がいいの？
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年齢は、

27 歳～42 歳
くらいがいいです。

逆にダメな人は、

●男性
●学生
●おじさん
●おばさん
●パソコンに弱い人

特に男性はノウハウをパクりやすいのでダメです。
お前のためにやるより、自分でやった方がいいわ！
と考える人が男性には多いです。

また、主婦は主婦でも 22 歳とか
20 代前半の子育て中の若すぎる主婦は▲です。

どうみても、できちゃった結婚した感が否めません。
できちゃった結婚を否定するつもりはないですが、
僕は対象外にしています。

同様に、妊娠中の方も対象外にしています。
今は仕事ができても出産すると、子育てに手一杯で
とても仕事どころではなくなりますので。
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いろいろ人が応募してきますが、
何を基準に判断すればいいか分かりませんよね？
そこで僕が何年もかけて編み出したノウハウをお伝えします。

まずダメな外注さんの例を挙げます。
何がダメか考えてみてください。

良い外注さんの見極め方（第1次審査）
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良い外注さんの例
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何が違うか、分かります？
まず募集文を見てください。

《応募について》
このテンプレートを使って記入後、ご応募ください。

1. 名前：
2. お住いの都道府県：
3. 年齢（30 代といった世代表記で可）： 
4. 作業できる日・時間： 
5. 意気込み： 

-------------------------------------------------------------------------

わざわざ、このテンプレート使って応募してくださいと、
書いてるのも関わらず、完全無視してる人は
そもそもコミュニケーション力が欠落してる人です。

キャッチボールにすらなってない。
なので、こういう人は除外です。

実はこれが目に見えない、第 1 次審査なんです。
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さらに、第 2 次審査。

テンプレートに沿って、返信してくれた人から
さらに振るいにかけます。

まずダメな人のパターン。
テンプレートに沿って書いてくれていて
一見良さそうに見えますが・・・・。

良い外注さんの見極め方（第2次審査）
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ランサーズ
https://www.lancers.jp/mypage

クラウドワークス
https://crowdworks.jp

シュフティ
https://app.shufti.jp/

シュフティは規約が細かくなかなか審査に通過しません。
ですので、ランサーズとクラウドワークスで十分です。
画面に沿って登録すれば、すぐにアカウントは作れます。

また、募集文の金額と最後のメッセージを
思い出してください。

《報酬》
1 個…300 円　
※ノルマは特にございません。

-------------------------------------------------------------------------

《最後に》
最後までお読みいただきありがとうございます。
私のモットーとして、“人と人との繋がり”を
大事にしており、特にネット社会が発達したとはいえ、
結局はコミュニケーションと信頼関係が一番大事です。
ただ機械的にお金が稼ぎたいからという理由ではなく
お互いが win-win の関係で
長いお付き合いができる方を希望します。
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金を稼ぎたい人はいらない！
って書いてますよね。

それにも関わらず、
50,000～100,000 円の報酬の間で
MAX の 100,000 円をくれと言ってますね。

MAX でなくても、いきなり高額の報酬を
提示してくる人は金目当ての傾向にあります。

こういう人はいい案件があれば、
そっちに飛びつくのでやめやすい傾向にあります。
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良い外注さんの例

この謙虚さ。
全然、違いますよね？

お金よりも仕事へのやりがい、
ちょっとしたお小遣い程度でいいという人なんです。

こういう人を採用して、教育するのがポイントです。
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第 2 次審査をクリアしておけば十分ですが、
さらに絞り込むこともできます。

良い外注さんの例

分かります？

絵文字やビックリマークなど使ってる

ノリがいい人！

良い外注さんの見極め方（第3次審査）
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例えば、この人の応募文をみると
まじめ・丁寧・しっかりしている・
責任感ありそうと思いますよね？　

ただ、結論を言うとすぐにやめました。（確かに責任感はありましたが。）
こういう真面目系の人より、ノリがいい人の方がおすすめです。

ズバリ、

子育て中の主婦 です！

主婦しか見ない。これで OK です。
別に僕が主婦好きだからって理由ではないです 笑
ちゃんと理由があります。

【主婦の特徴】
●出産、育児を経験しているので、責任感が強い
●途中で投げ出す人は少ない
●真面目、素直、堅実
●出産でやもなく仕事をやめた優秀な人が多い
●月に数万円程度、自由に使えるお金があればうれしい
●ずっと在宅、子育てで孤独な人が多く、社会に関わっていたい

以上が、主婦が良いポイントです。
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年齢は、

27 歳～42 歳
くらいがいいです。

逆にダメな人は、

●男性
●学生
●おじさん
●おばさん
●パソコンに弱い人

特に男性はノウハウをパクりやすいのでダメです。
お前のためにやるより、自分でやった方がいいわ！
と考える人が男性には多いです。

また、主婦は主婦でも 22 歳とか
20 代前半の子育て中の若すぎる主婦は▲です。

どうみても、できちゃった結婚した感が否めません。
できちゃった結婚を否定するつもりはないですが、
僕は対象外にしています。

同様に、妊娠中の方も対象外にしています。
今は仕事ができても出産すると、子育てに手一杯で
とても仕事どころではなくなりますので。

良い外注さんの見極め方を伝えてきましたが
それでも実際作業をやってみてもらわないと
分からないのが本音です。
人の心の中なんてそう簡単に分からないので。

まず良さそうな人を見つけたら
一度 3～5 回分くらいテストをお願いしてみます。

（例）
報酬：300 円 ×5 回分＝1,500 円

ランサーズ、クラウドワークスで仮契約（仮払い）して、
一度やってみてもらって問題なさそうなら
今後も継続してお願いします。

テストしてみて「思ったのと違った」とかで
やめる人もいるし、「この人ダメだな」と思ったら、
テスト終了後にサヨナラすればいいです。

仕事なので、そこは感情を入れずにクールにいきます。

一度テストする
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ここで重要な注意点をお伝えします。

ランサーズ、クラウドワークスで仮契約（仮払い）せずに
いきなりチャットワークやライン、
スカイプなどに外部誘導すると
規約違反でアカウント停止になる可能性があります。

実際、僕も一度経験済みです。

ですので、

必ず初回だけは！
仮契約（仮払い）するようにしてください。
余分に手数料分取られますが、たかがしれてますので。

仮契約（仮払い）すれば、
その後は外部誘導も堂々と可能になります。

注意点
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テストが終わって、「継続してお願いしたい！」と思ったら
ランサーズやクラウドワークスを通さずに
直接取引にできないか提案します。

僕の場合は、いつもチャットワークに誘導しています。
別にラインでも OK です。

チャットワーク
https://go.chatwork.com/ja/

簡単に言うと、スマホのラインみたいなものですね。

継続してお願いしたい場合
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そして、チャットワーク上で、このように提案します。

初回はクラウドワークス経由でいいのですが、
今後は、直接銀行口座へ振り込む形でもよろしいでしょうか？

手数料がないので、直接の方が助かりますと言う声が多く、
他のパートナーさんもその形でやっています。
こちらも直接の方が助かります。

10 月分　→　11 月 1 日払い
※以後、同じサイクル

ご検討よろしくお願いいたします。

-------------------------------------------------------------------------

こちらはランサーズ、クラウドワークスの手数料は払いたくない。
外注さんも自分の報酬が減るのでイヤ。

お互い利害が一致してるので、
ほぼ 100% 了解してくれます。

過去に 1 人だけダメって言われましたが。

支払いのサイクルは自由に決めてください。
ちなみに僕はすぐに支払うようにしています。
外注さんもそっちの方がうれしいですしね。
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ここまでくれば、後はチャットワークで
細かくサポートすれば大丈夫です。
最後に外注さんと良い関係を築くポイントもお伝えします。

①朝のあいさつ

ネット上の付き合いですが、
あいさつはコミュニケーションの基本です。

今日やる気がないな・・・という時も、
よしやろう！って気持ちになります。
顔が見えなくても現実社会と同じです。

特に何も言うことがない日でも
何かコミュニケーションをとるようにしてください。
何もしないと自然消滅しやすいです。

外注さんと良い関係を築く方法
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②絵文字を使う

外注さんは女性なので、適度に絵文字を使うことで
フレンドリーな関係を築けます。

絵文字がない文章って、冷たく感じるんですよね。
特に顔が見えないので「怒ってるのかな？」と誤解されたりします。
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③怒らない

例え、ミスしても怒らない。
怒ってもロクなことはないです。大きな心で許す。
やんわり注意する程度にしておいてください。

④ほめる

●いつもありがとうございます！
●すごい助かってます！
●いいレビューですね！
●今日はこんなにやってくれたんですね！

褒められると人間やる気になるので
逆にどんどん褒めてあげてください。
そうすれば、この人にために役に立ちたいと思って
仕事してくれるようになります。

⑤プレゼント

付き合いが長い外注さんには、
クリスマスプレゼントとして、
10,000 円あげたりしています。

ここまでする人はいないので、ものすごく感動して
もっともっと頑張ってくれるようになります。
自分がされてもうれしいですからね。
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外注さんに指示をする時に文章より動画の方が
圧倒的に伝わりやすいので、動画も活用してみてください。
僕が普段使っているソフトを紹介します。

Bandicam（バンディカム）
https://www.bandicam.jp/
※Win 対応
※有料：¥4,400

QuickTime（クイックタイム）
https://apple.co/2IcN98N
※Mac 対応（標準装備されてるはずです）

動画撮影方法
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最強 0 円転売は、ほぼノーリスクで
稼ぐことができる最強の転売です。

ただ、唯一弱点があるとすれば、やることが多い。
だったら、面倒な作業は外注さんに丸投げすればいいんです。

僕はほとんどの作業を外注化していて、
毎日やることは、主婦とチャットするだけ♡

自分が作業しないで稼ぐ！
どうせやるなら、ここを目指しましょう。

ありがとうございました。

まとめ


