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◆推奨環境◆ 

この教材上に書かれている URL はクリックできます。 

できない場合は最新の Adobe Reader をダウンロードしてください。(無料) 

https://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

◆著作権について◆ 

この教材は著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用ください。 

 

この教材の著作権は東野克哉に属します。 

著作権者の許可なく、この教材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等する

ことを禁じます。 

この教材の開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

 

この教材は秘匿性の高いものであるため、著作権者の許可なく、この教材の全部又は一部を如何なる手

段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害

賠償請求を行う等、民事、刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

この教材に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報

の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

この教材の作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著者・パート

ナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

この教材を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者

は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

https://get.adobe.com/jp/reader/
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第１章：自動化の全体像 

 

 

中国輸入の基礎をマスターしたら、いよいよ自動化を進めていきましょう。 

基礎がしっかりと出来ていないと自動化は機能しませんので、基礎固めがまだの方は焦らず

に基礎を固めていきましょう。 

また、ツールを使った自動化など、すぐに実践出来るものも紹介していますので、ご自身の

レベルにあったところから、実践してみてください。 

 

(１)自動化とは 

 

自動化とは、 

[自分自身が動かなくても、結果を出すことが出来る状態] のことであり、仕組み化とも言

います。 

自分が作業しても、他人やシステムが作業しても結果が同じものは、将来的には人やシステ

ムに任せていきましょう。 
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将来的に自動化を構築していくことで時間的余裕が出来ますので、新たなビジネスなどにチ

ャレンジすることもできますし、自由な時間も増えて好きなことをすることも出来ます。 

また、人を雇う経験が出来て自分一人だけでは出せないような大きな結果を出すことも可能

になります。 

 

自動化と聞くと、何もしなくてもお金を稼げる状態のように感じる方もいらっしゃいますが、

それは正しい認識ではありません。 

全ての仕組みを作り上げた後は可能ですが、まずは自分自身も動き少しずつ仕組みを作って

いくことが大切です。 

 

最初から全てを自動化することはかなり難しいので、まずは[作業ごと] に仕組みを作り自

動化を目指していきます。 

最終的には自分のポジションを [総監督] のようなポジションに置き、[指示]を出すだけ

でビジネスが回っていく状態に持っていけると理想的ですので、そこを目指して仕組みを構

築していきましょう。 

 

また、自動化を構築していく為には、人を雇い(外注)、システム(ツール)を利用しますので

一定の [資金] が必要となってきます。 

ですので、まずはしっかりとビジネスの基礎を作って収益を安定させましょう。 

そこで出た利益を自動化に回していき、お金で時間を買い、さらにレバレッジを掛けてビジ

ネスを大きくしていきます。 

 

最初は人に仕事を依頼したり、システムにお金を掛けることはなんだかもったいないし、難

しい感じがするかもしれませんが、その一歩を踏み出すことであなたの自由度はさらに増し、

ビジネス規模も大きくなっていきます。 

 

自動化のメリット・デメリットを良く理解して、是非チャレンジしてみてください。 
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(２)中国輸入ビジネスで自動化出来る項目 

 

 

自動化と漠然と考えても何から手を付けて良いかわからなくなってしまいます。 

まずは、中国輸入ビジネの一連の流れを作業ごとに分解してみてみましょう。 

 

・Amazon商品リサーチ (自動化)     ・中国商品リサーチ  (自動化) 

・仕入れ発注     (あなた)     ・国際発送      (自動化)    

・検品        (自動化)     ・ラベル貼り     (自動化)          

・FBA納品      (自動化)      ・価格調整      (自動化)          

・評価依頼      (自動化)     ・売上管理      (あなた)           

・リピート仕入れ   (あなた) 

 

ざっくりと分けるとこのような項目になります。 
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この中で、あなた自身が経営者としておこなうべき項目は、 [仕入れ発注] [売上管理]       

[リピート仕入れ] の３つの項目です。 

この 3つの項目は、売り上げや利益などの直接お金にかかわる項目なので、まずは自分自身

で管理しましょう。 

 

その他の項目は、他人やシステムに任せることで自動化していくことが可能ですので、仕組

みを作っていきましょう。 

 

 

(３)各作業を自動化していく方法 

 

ここからは、各作業を自動化していく為の方法論につい解説していきます。 

外注化などの詳しい解説については後ほど解説していきますので、ここでは全体の流れやイ

メージを掴んでください。 

 

 

・Amazon 商品リサーチ 

  

相乗り出品のリサーチをする際に、まずは Amazon で売れている商品を探すと思います。 
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その Amazon側のリサーチを自動化していきます。 

 

具体的な方法としては、[せどりアナライザー] というツールを使い Amazon で売れている

商品データを抽出して、そのデータの中から条件に合うものだけを外注スタッフを使い選別

していきます。 

 

 

 

・ツールを使用して大量に商品データを取得→ 

・ツールのフィルター機能を使い条件の良い商品のみを、ざっくりと選定→ 

・外注スタッフにデータを渡して、細かい条件をクリアした商品のみ選別してリスト化して

もらう 

 

上記の流れで進めていくことにより、販売価格・売れ行き・ライバル数などの条件が揃った

商品のみを Amazon から見つけ出すことが可能です。 
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例えば１商品あたりのリサーチ報酬を“100円”に設定して作業を依頼すると、30商品見つ

けてもらって“3000円”です。 

仮にリサーチ費用が 3000 円だとしたら、中国商品を 6 個程販売すれば元が取れますので、

トータルで損をすることはほぼありません。 

 

あなたは Amazon から条件の良い商品をリサーチして 30 商品見つけるのにどれくらいの時

間がかかりますか？？ 

また、あなたのビジネスを時給計算してみるといくらになりますか？？ 

 

トータルの費用・時間対効果を考えてプラスになるのならば、是非チャレンジしていきまし

ょう。 

詳しいやり方は後ほど解説します。 

 

 

 

・中国商品リサーチ 

 

 

相乗り出品リサーチの基本は、Amazon で売れている商品を見つけて、それをタオバオやア

リババで見つけることです。 

中国側のリサーチは、翻訳サイトや画像検索を駆使して探せばリサーチが可能ですが、  
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さらに効率よくリサーチをしようとすると、中国サイトでのリサーチは、日本人より中国人

の方が早くて確実です。 

ですので、自動化を目指していく場合、中国側のリサーチは中国人に依頼していくようにし

ます。 

 

方法としては、日本側で選定したリサーチリストを中国人スタッフに渡して、タオバオやア

リババで商品を見つけてきてもらいます。 

(中国人パートナーを見つける必要があります。) 

 

報酬は、1商品あたり 1元～依頼出来て、依頼する相手によって変動します。 

また、リサーチの量が多い場合は、1ヶ月定額料金で契約する場合もあります。 

その場合は 5000 円～10000 円程が相場です。 

 

さらにリサーチしてもらった商品を仕入れることで、中国人パートナーには代行手数料が入

りますのでお互い Win Win な関係でリサーチをお願いすることが出来ます。 

 

中国側のリサーチも、トータルの費用・時間対効果を考えてプラスになるのならば、是非チ

ャレンジしていきましょう。 

 

ツール/日本人スタッフ/中国人スタッフを使い、儲かる商品を自動的に抽出していくことが

可能なのが、リサーチ自動化の強みです。 

後は、あなたが条件などを確認して儲かる商品のみを仕入れていけば OKです。 

この方法を使うことで、大量に儲かる商品をリサーチすることが可能ですので、是非マスタ

ーしていきましょう。 
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・検品・ラベル貼り・国際発送・FBA納品 

 

 

検品・ラベル貼り・国際発送・FBA納品これら全てを自動化することが可能です。 

中国輸入では、売上が上がってくると毎月 300 個 500 個 1000 個とかなりの商品が売れてい

きます。 

 

これだけの数が売れるということは、その分だけ納品作業をしなければならず、毎月かなり

の作業量になります。 

なので、この部分も将来的には自動化していきましょう。 

 

方法としては、中国人パートナーを見つけ、中国側で検品・ラベル貼りを済ませて日本の

Amazon FBA倉庫に直送してもらいます。 

こうすることで、納品に関するすべての作業を自動化することが出来ます。 

 

あなたは、商品を注文して Amazonに納品されるのを待つだけです。 
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中国側のスタッフ調達は、個人のパートナーを見つけて教育する方法や、Amazon に直送出

来る代行業者を使う方法が一般的です。 

費用としては、ラベル貼り枚 0.5 元程、検品手数料 1 個 1 元などで依頼することが可能で

す。 

 

また、取扱商品数が多い場合は、月額定額料金でラベル貼り、検品、梱包資材などを全て用

意してくれる契約方法などもありますので、状況に応じて交渉してみましょう。 

詳しい仕組みの作り方は後ほど解説します。 

 

 

 

・価格調整 

 

 

相乗り出品をしていると、どうしても値下げが起きて価格調整が必要となります。 

これは Amazonで販売していく上で、カートボックスを取得することが重要だからです。 

 

毎日在庫画面から価格をチェックしても良いのですが、取扱商品が 100 種類を超えてくる
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と、毎日の価格調整だけでも大変な労力がかかります。 

価格調整は、損益分岐点などの数値を明確化しておけば、ルールに基づきツールに任せて自

動化することが可能です。 

価格改定ツールには、○○円以下には値段を下げないように設定も出来ますので、勝手に赤

字で販売してしまう心配もありません。 

後は時折人の目でチェックしていけば、価格改定業務から解放されます。 

 

・評価依頼 

  

ショップの評価を獲得するには、評価依頼メールを購入者に送信することが効果的な方法で

す。 

最初は手動でメールを送ることも大切ですが、システムを使ってメールを配信することによ

り、評価依頼を自動化することが可能です。 

 

定型文を作成してシステムに登録しておけば、商品を販売する度に購入者に評価依頼メール

が自動配信され、どんどん評価が集まってきます。 

特にビジネスを始めた初期の段階は、評価の獲得が大切になってきますので、システムを利

用して自動的に評価を獲得していきましょう。 
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・売上管理 

 

売上管理は、今後のビジネスの発展などにも大きく関係があり大変重要な部分です。 

実は、この売上管理も自動化が出来ます。 

 

方法としては、[税理士と契約する] ことです。 

 

今後売上もあがり、所得も増えてくると必ず“確定申告”をしなければなりません。    

(確定申告をしないと脱税になります。) 

 

税理士と顧問契約を結ぶと、売上・経費の管理、税金対策などを任せることが可能です。 

また、最初の 1年目は全て丸投げするのでは無く、税理士に指導してもらいながら経理関係

の知識を付けていくのも一つの方法です。 

プロに指導してもらいながら経理処理を学べますので、独学で学ぶよりは効率的に学べます。 

(自己投資の意味も込めて利用する) 

 

月間顧問契約料は約１万円～３万円程です。 

税理士の探し方は、知人の紹介や、お住まいの地域の[税理士会]の紹介などが一般的です。 
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Google などで検索してみると、たくさんの税理士事務所の HPが出てきます。 

 

あとは、税務署が開催している税金関係の無料セミナーなどに行くと、講師の税理士さんと

直接話すことが出来ます。 

経験上、実際に話してみて話しやすい税理士さんと契約する方が後々やりやすいです。 

 

税理士を選ぶ時のポイントは、 

・輸入ビジネス、インターネットビジネスに理解があるか 

・話やすい人か 自分と合うひとか 

・顧問料は適切か 

 

以上をチェックしておけば大丈夫です。 

 

正しい経理知識を付けていくことは今後のビジネスの発展にも繋がりますので、自分への投

資だと考え資金と相談しながら、税理士と顧問契約を結んでみましょう。 

 

・まとめ 

ここまで自動化の全体像について解説してきましたが、全体のイメージは掴めましたでしょ

うか。 

人やシステムを使い自動化を構築していくことで、あなたの労力は大幅に短縮され、さらに

大きな結果を出すことにも繋がります。 

また、人に仕事を依頼する技術を一度覚えると、他のビジネスなどにも活かすことが出来き

ます。 
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最初は仕組みにお金を投資することに躊躇しがちですが、(目先のリターンが得られにくい

為)そこを乗り越えることで将来的には強固な仕組みを作り、ビジネスを成長させていくこ

とが可能です。 

少しずつ仕組みを構築していき、自動化に近付けていきましょう。 

 

 

 

 

第２章：ツールを使った自動化 

 

 

 

ここからは、ツールを使った自動化の構築方法などについて解説していきます。 

ツールは導入するとすぐに使えるものが多いので、出来そうなものから取り入れて実践して

いきましょう。 
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(１)ツールを使った自動化とは 

 

ツールを使った自動化とは、今まで“人”がやってきた作業を、“ツール”(システム)に任

せることで、人が動かなくても同じ結果を得られる方法のことです。 

現在では様々なツールが開発されており、中国輸入ビジネスにおいては、リサーチ・価格改

定・評価依頼・利益計算などを任せることが可能です。 

 

 

 

・なぜツールを使った方が良いのか 

 

ツールというのはシステムですので、いくら作業量を増やしても一定のペースで作業をこな

してくれます。 

例えば、Amazon で評価依頼メールを送る作業も、ツールを設定しておけば毎日決まった時

間に購入者宛メールを自動で配信することも可能です。 

この作業を自分一人で行っていると販売数が少ないうちは良いですが、販売数が多くなると

毎日かなりの作業量になります。 

そんな時にツールを活用することが出来ると、毎日設定通りにメールを配信してくれますの

で、作業効率が大変良くなり自分も楽になりますね。 

 

ビジネスにおいて“楽をする”というと、なんだか怠けているように感じるかもしれません

が、これも立派な仕組み作りです。 

ビジネス全体を見渡して、ツールを活用出来るところは取り入れていきましょう。 
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また、ツールは大変便利なのですが、完璧ではありません。 

やはり最後は人の目のチェックが必要となります。 

全てツールで完結するのではなく、ツールはあくまでも補助的なポジションという認識を持

っておきましょう。 

あくまでもビジネスを進めているのはあなたですので、うまくツールを使いこなしていきま

しょう。 

 

 

(２)おすすめツール 

 

 

実際に使ってみて、良かったと思うツールを紹介します。 

無料・有料のツールがありますので、ご自身の状況に応じて使ってみてください。 

また、ここに紹介していないツールなどもありますので、興味のある方は Google などで調

べてみてください。 
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・Amazon自動価格設定機能 

 

平成 28年 9月より、Amazon の自動価格設定機能がリリースされました。 

その他の有料ツールには機能面で劣りますが、無料で利用することが出来ます。 

無料で利用出来ますので、費用を掛けずに自動価格改定を利用したい方は使ってみましょう。 

 

 

価格自動設定方法 

 

まず、セラーセントラル上部の『価格の自動設定』という部分をクリックしてください。 

 

 

設定の順序は、 

ルールを定義 → SKUを選択 → 下限・上限の設定 → 価格の自動設定を開始 

の順序で進めていきます。 
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・ルールを定義 

 

まず始めに、このページで価格設定のルールを登録していきます。 

 

ルールの名前をまず決めましょう。 

「最低価格に一致」 「カートボックスに一致」など、作成したルールが後から分かりやす

い名前を付けましょう。 

 

“例”『カートボックスに一致』 

↓設定項目 

比較する価格： ショッピングカートボックス価格 

実行する価格設定操作： ショッピングカートと同じ 

商品の比較対象： 特定のタイプの商品 出荷方法が同じ商品のみ 
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上記の設定方法で、カートボックスに自動で価格を合わせる設定になります。 

(最安値では無く、カート価格に合わせるのがポイント) 

その他、最低価格に合わせる方法などもあります。 

 

 

・SKUを選択 ・下限・上限の設定 

 

次に、商品選択画面が表示されます。 

画面右側に出品価格の下限・上限を入力する欄が表示されますので、入力していきましょう。 
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自動価格設定は、ライバルセラーが値段を下げればこちらも追従していきます。 

ですので、赤字にならないように、出品価格の下限をしっかりと設定しておきましょう。 

価格の下限の目安は、リサーチリストの【損益分岐点】の数字を入力すると、赤字になるこ

とを防ぐことが出来ます。 

知らずに使っていて、後からかなりの商品が赤字になっていたでは笑えませんので、注意し

て数値を入力してください。 

 

 

・価格の自動設定を開始 

 

 

入力が完了したら、アクション列のプラスマークをクリックしてください。 

すると上記の画像のような画面になりますので、[価格の自動設定を開始]をクリックしまし
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ょう。 

 

これで設定した商品の自動価格設定が利用出来るようになりました。 

現在 Amazonの自動価格設定機能は、Amazonポイントに対応しておりません。 

ですので、ポイントを考慮した価格改定は出来ませんので、そこは注意してください。 

 

あとは時折価格のチェックをしたり、自動価格設定に商品を追加したり、削除したりしてい

きましょう。 

自動だからと言って放置していると、販売機会や、値上げ機会を見逃しますので、やはりた

まには人の目でチェックすることは大切です。 

ツールと上手に付き合うことで労力を大きく削減出来ますのでうまく活用していきましょ

う。 
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・プライスター(価格改定・利益計算ツール) 

 

 

プライスターへはこちらから 

 

 

プライスターは価格自動改定ツールです。 

 

Amazon の自動価格設定機能は無料で利用出来ますが、プライスターは月額 5800円の利用料

金が掛かります。 

 

「えっ？無料で出来ることをわざわざお金を払って利用する意味があるのか？」 

という声が聞こえてきそうですが、実はしっかりと意味はあります。 

 

 

 

 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=328168&iid=54813
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プライスターの機能でおすすめポイント 

 

・自動価格改定 (Amazon ポイント対応) 

・価格改定モードにより細かく機能設定可能 

・売上・手数料・粗利が自動計算 

・売れたものをすぐに確認出来る 

・棚卸が出来るので在庫資産を素早く把握できる 

 

まだまだ活用出来る機能はありますが、詳しくは HPで確認してみてください。 

特に最初のうちは、[利益計算が自動で出来る] というところが使えると思います。 

(あくまでも粗利計算です) 

 

リサーチリストの仕入れ価格をあらかじめプライスターに登録しておくことで、毎日自動で

粗利を計算してくれます。 

中国輸入をスタートした頃に、この機能があったおかげで毎月の利益を把握できていたのを

思い出します。 

 

価格改定メインで利用したい場合は、Amazonの自動価格設定機能のみで十分です。 

 

プライスターは Amazon ポイントを考慮しての価格改定も出来ますし、自分自身も実際に使

ってみて納得のツールなのでオススメさせてもらいます。 

今なら 1ヶ月間は無料で使えますので、試してみて合わなければ退会することが出来ますの

で、利用してみる価値は十分あると思います。 
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・アマスタ(評価依頼ツール) 

 

 

アマスタへはこちらから 

アマスタは Amazon でショップの評価を獲得する、[評価依頼メール] を自動で送信してく

れるツールです。 

システムを使って評価依頼メールを配信することにより、評価依頼を自動化することが可能

です。 

 

初回 1ヶ月は無料で使えて、以降は月額 1980円で利用できます。 

定型文を作成してシステムに登録しておけば、商品を販売する度に購入者に評価依頼メール

が自動配信され、評価がどんどん集まってきます。 

 

月間販売個数が 100個を超えてきたら導入を考えてもよいと思います。 

また、自分で評価依頼メールを 1 通 1 通送信する手間と、月間利用料 1980 円を比較して  

費用対効果を感じられるなら導入を考えましょう。 

特にビジネスを始めた初期の段階は、評価の獲得が大切になってきますので、システムを利

用して自動的に評価を獲得していきましょう。 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=328168&iid=64105
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・せどりアナライザー(リサーチツール) 

 

 

せどりアナライザーへはこちらから 

 

せどりアナライザーは、中国輸入セラーの取扱商品を丸裸に出来るリサーチツールです。 

主に、セラーリサーチの効率化の為に使用します。 

稼いでいる中国輸入セラーをツールで追跡して、そのセラーの売れていて、ライバルが少な

い商品のみを抽出すること可能です。 

 

「オススメのリサーチツールはありますか？？」と質問されたら、 

真っ先にオススメしたいのが、この [せどりアナライザー] です。 

本来は [せどり用] のツールですが、中国輸入との相性が最強のツールです。 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=328168&iid=52845&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=328168&iid=52845&pfg=1
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せどりアナライザーの使うと、 

 

・リサーチスピードが 2倍以上アップ 

・外注化にも活用できる 

・買切りで追加費用無し 

・他のツール利用者と商品が被りにくい 

・優秀なセラーを継続リサーチできる 

・オリジナルの使用方法でさらにリサーチスピードがアップ 

 

など、様々な効果があります。 

◇詳しい使い方などは動画を撮りましたので、動画をご覧ください。 

 

せどりアナライザーは、中国輸入の相乗り出品を実践していくなら、是非持っておきたい 

ツールです。 

(このツール以外のリサーチツールは、ハッキリ言ってあまり必要ありません。) 

 

中国輸入自動化の教科書を購入してくれた方には、必ず結果を出して欲しいと思っています

ので今回は特別に、せどりアナライザーに特典を付けることにしました。 

 

ツールと特典内容を組み合わせることで、よりツールを効率的に使用することが可能です。 
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◆特典内容 

 

・せどりアナライザーの活用方法 (PDF) 

・せどりアナライザーを活用した高速リサーチ方法 (動画) 

・せどりアナライザー専用 Excelファイル (Excel) 

 

この教材のリンクよりせどりアナライザーを購入して頂いた方には、上記特典を差し上げま

す。 

 

購入される際は、[中国輸入自動化の教科書限定特典] と表示されていることを確認してく

ださい。 

 

この表示が出ていないと特典が渡せませんので注意してください。 

 

特典の高速リサーチ方法を実践するだけでも、リサーチが早く、そして楽になります。 

ネットで探してもどこにもない、ここだけのオリジナル特典ですので、導入される方は是非

活用してみてください。 

 

また、資金にまだ余裕の無い方は無理に導入を急ぐ必要はありません。 

まずは手動リサーチを極めて利益を出して、その後リサーチの効率化を進めていきましょう。 
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第３章：人に任せる外注化戦略 日本国内編 

 

 

この章では、リサーチの外注化など日本国内でパートナー(外注スタッフ)を探して自動化し

ていく方法を 解説していきます。 

最初は人に任せることは難しく感じるかもしれませんが、その壁を超えることできっとあな

たのビジネスは成長していき、時間的自由も手に入りますので是非実践してみてください。 

 

 

 

(１)外注化のメリット・デメリット 

 

まずは外注化のメリット・デメリットについて解説していきます。 

メリット・デメリット両方を理解して、外注化に進んでいきましょう。 
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☆ メリット ☆ 

・時間的自由を手に入れることが出来る 

 

外注化 ＝ 作業を人に任せることです。 

今まであなたがしてきた作業を人に任せることで、あなたの時間的自由は大幅に増えること

になります。 

この人に任せるということが自動化のポイントでもあります。 

 

最初の段階では、教育や指示に時間が取られますが一定の段階を超えてくると、指示を出す

だけで仕事が進んでいきます。 

外注化を極めれば、1日 1.2時間の仕事量で今までと同じ結果を出すことも可能になり、自

由な時間を増やしていくことも可能です。 

 

 

・売上が伸びる 

 

余程特別な才能が無い限り、人間一人で出せる結果には限界があります。 

しかし人を使い、複数人でリサーチや新規商品考案に取り組むことで、一人では出せないよ

うな結果やアイデアを出すことが可能になります。 

 

そのアイデアや、リサーチ結果をあなたがうまく活用することで、さらなる売り上げＵＰも

目指すことが可能となります。 
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・人を動かす経験が出来る 

 

人に仕事を依頼するということは、あなたは小さな組織の“長”になります。 

ただやって欲しい作業を押し付けるのではなく、組織全体の動きに目を配っていく必要があ

ります。 

 

どのように指示を出すべきか。結果を出す為には何をするべきか。モチベーションを維持す

る為にはどのように声を掛けるべきか。 

あなたの指示・采配ひとつで結果は大きく変わってきます。 

 

単なる命令では無く人を動かせるようになると、あなたの人望は厚くなり、人として大きく

成長することにも繋がります。 
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★ デメリット ★ 

 

・費用が掛かる 

 

外注化は人に仕事を依頼しますので、もちろん報酬という費用が発生します。 

自分のビジネスが未熟な場合、報酬を払うだけで精一杯になりかねませんので、しっかりと

ビジネスの基盤を作ってから外注化に取り組みましょう。 

費用対効果を考えてプラスになるのであれば、早い段階から外注化を取り入れるのも有効な

手段のひとつです。 

 

・教育・管理が面倒 

 

仕事を依頼した最初の段階は、どうしても作業のやり方などを教育しなければなりません。 

マニュアル作成などを含めるとかなりの時間を費やしてしまいます。 

 

また、仕事が全然出来ない人や、突然バックレたりする人なども稀にいて、人間関係が得意

でない方は少々煩わしく感じることもあります。 

ネットで人を探す場合は合わない方と付き合っていくより、新しく出来る人を探していった

方が効率的ですので、ある程度の割り切りも必要です。 
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(２)外注化出来るパート 

 

具体的にどのようなことが外注化出来るのかを解説していきます。 

基本的に自分が作業しても、他人が作業しても同じ結果が出るものは、外注依頼して自動化

を目指していきましょう。 

 

・リサーチ 

 

中国輸入ビジネスでリサーチは基本中の基本であり、時間を掛けておこなうのが普通です。 

時間がかかるからこそ、人に任せる外注化を取り入れて自動化することで、多くの時間を生

みだすことが可能となります。 

 

 

・リサーチ外注化 依頼の心得 

 

外注さんには主に“Amazon 側の商品選定”を依頼します。 



                                       - 34 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

Amazon のリサーチは日本人に、タオバオ・アリババのリサーチは中国人にと、分けてリサー

チを依頼することで、それぞれの得意分野が活かされてより効率的にリサーチを進めること

ができます。 

 

ここで意識して頂きたいのが、リサーチという“仕事”を依頼するのでは無く、商品選定と

いう“作業”を依頼するという感覚です。 

 

どうしてもリサーチを依頼するとなると、 

[Amazon で良く売れていて、ライバルが少なく、商品重量が軽く、価格差が取れそうな物、

そしてさらにそこから派生させるリサーチしてもらいたい！]  

という気持ちになると思います。 

 

しかし上記のような条件でリサーチを依頼すると、ほとんどの場合うまくいかず、思うよう

な成果が得られないのが現実です。 

中国輸入のリサーチ経験者ならば問題無いですが、ほとんどの方が中国輸入のリサーチをや

ったことが無いと思います。 

いきなり高度なスキルを要する仕事を依頼すると、ほとんどの方がうまく出来ずにモチベー

ションも続きません。 

 

ですので、リサーチという“仕事”を、商品選定という“作業”にまで分解して渡すことで、

経験の無い方でもすぐに仕事をこなしていくことが可能になります。 

もちろん慣れてきたら、さらに高度な部分を依頼していき、最終的には全てを任せることも

可能です。 
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・リサーチ外注化 依頼する内容  

  

 

外注化に適したリサーチ方法は“セラーリサーチ”です。 

 

Amazon の膨大な商品点数から、中国輸入の売れている商品を探してもらうより、 

中国輸入セラーの商品リストから、良く売れていてライバルの少ない商品を探してもらう方

がより効率的に商品を探すことが出来ます。 

リストから条件に合う商品を選定してもらい、FBA 料金シュミレーターで各コストを計算し

て、リサーチリストにまとめてもらいます。 

 

 

■商品選定条件の例 

 

・価格 1000円以上 

・モノレートが過去 3ヶ月で 15回以上動いている 

・FBA出品者が 5人以下 もしくは 1ヶ月の予想販売個数が 3個以上 
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・Excelリサーチリストに数値入力後、商品代金抜きで営業利益 50％以上 

・大型商品は除く 

・上記の条件を満たした商品のみリスト化する 

 

 

・リサーチの依頼方法 

 

① 中国輸入セラーの URL を渡して条件に合う商品のみ Excelにまとめてもらう方法 

 

こちらであらかじめ中国輸入セラーをリストアップしておいて、そのセラーURLを Excel等

にまとめて外注さんに渡します。 

セラーの商品一覧より一つずつ商品を確認してもらい、条件に合う商品のみリサーチリスト

にまとめてもらいます。 

 

② ツールで商品データを抜き出して、そのリストから条件に合う商品のみ Excel にまとめ

てもらう方法 

 

せどりアナライザー等のツールを使い、各セラーから商品データを抜き出します。 

ここでツールのフィルタリング機能を使うと、余分な商品をはじくことが出来ます。 

その抜き出した商品 URL をリスト化して渡し、条件に合う商品のみを選定してもらいます。 
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外注さんに選定した商品データをリサーチリストにまとめてもらえば、後は中国側のリサー

チをするだけで稼げる状態のリストが手に入ります。 

 

最初のうちは、Amazon側のリサーチのみ外注さんにお願いして半自動化していきましょう。 

Amazon 側のリサーチを自動化するだけでも、リサーチ時間を大幅に短縮することが可能で

すので、是非チャレンジしてみてください。 

 

 

・外注報酬 

 

リサーチの報酬単価に決まりはありません。 

ここはあなたが希望する金額を設定すれば大丈夫です。 

 

報酬をあまりにも低くすると募集しても人が集まりませんので、その辺りは注意が必要です。 

相場としては、1商品見つけて 50円～150円程が相場です。 

外注さんのレベルが上がってきたら、報酬を上げてさらにレベルの高いリサーチをお願いし

てみても良いと思います。 

報酬は様々な条件を踏まえて決めてみてください。 
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・まとめ 

 

このように条件を設定してリサーチを依頼することで、良く売れていて、ライバルが少なく、

利益の取れそうな商品のみを自動で集めることが可能になります。 

このリストを元に中国側のリサーチも別に外注化すると、相乗りに関してはほぼ全てのリサ

ーチを自動化することが可能です。 

 

あとは利益率などをチェックして仕入れをするだけです。 

リサーチは自分でやるとかなりの時間がかかりますが、外注さんにお願いすることで報酬と

引き換えに自分は何もしなくても優秀な商品リストを手に入れることが可能ですので、是非

活用してみてください。 

 

 

・検品・納品作業  

  

検品・納品作業は重要ですが、直接利益を生む作業ではないので出来れば人に任せたい作業

の一つです。 

中国から Amazon へ直送出来れば、日本国内で検品・納品作業をする必要はありませんが、

最初の段階では日本で荷受けをして検品・納品作業をすると思います。 
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日本での検品・納品作業も外注を使うことで自動化することが出来ますので、余裕のある方

はチャレンジしてみましょう。 

 

(中国から直送出来る状態を作れればこの項目は必要ないので、優先して取り組む必要は無

いです。やり方・考え方のみを学んでください。) 

 

 

・検品・納品作業を外注化する方法 

 

① 外注さんに全てをお願いする方法 

 

中国からの荷物を外注さん宅で荷受けしてもらい検品・納品作業をおこなってもらいます。 

商品を全て預けますので、信頼関係の築けた外注さんのみに依頼しましょう。 

 

また、ネットで見つけた外注さんに依頼するよりは、近くの知り合いなどにお願いする方が

ベストです。 

基本的には、検品、ラベル貼、梱包、配送の全ての作業を依頼します。 

 

Amazon の納品ルールには決まりがありますので、慣れるまでは検品を済ませた商品を一度

自分の手元に送ってもらい確認しましょう。 

3 回程やり取りをして大丈夫そうならそのまま Amazon に納品してもらいます。 
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配送料などは、立て替えてもらうか、信頼出来る方なら現金を預けても良いと思います。 

また、運送会社と契約を結び、月末〆で後からまとめて支払う方法もあります。 

 

報酬は 1 商品あたりいくらで支払うより、検品・納品一回で 5000 円というように、まとめ

て支払った方がお互い分かりやすいです。 

また、この方法は教育に時間がかかりますので、長期的にお願いする方以外は無理に外注化

する必要はありません。 

 

 

② 納品代行サービスを利用する 

 

Google などで[Amazon 納品代行]と検索すると、たくさんの納品代行会社が見つかります。 

納品代行とは、仕入れた商品を納品代行会社に送ると、検品・ラベル貼・FBA納品まで全て

を請け負ってくれるサービスです。 

 

便利なサービスなのですが、料金がやや割高なのでしっかりと利益計算をして利用しないと

かなりの利益を削られます。 

また、中国商品はバーコードなどが付いていない為、業者によっては取り扱えない場合があ

りますので、利用する際は事前に確認が必要です。 

 

個人的にはあまりオススメしない方法ですが、少しでも時間的自由を優先したい方は検討し

てみましょう。 

 

 

https://www.google.co.jp/webhp?hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwiYzeyP_cDNAhWDE5QKHeK8CtMQPAgD#safe=off&hl=ja&q=Amazon%E3%80%80%E7%B4%8D%E5%93%81%E4%BB%A3%E8%A1%8C
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・新規商品考案 商品ページ作成 

 

新規商品考案や商品ページ作成は時間が掛かり、ひとりで作業するのには限界があります。

この部分も外注化が可能ですので、是非仕組みを作り外注化していきましょう。 

 

・新規商品考案 

  

自分一人のアイデアでは、似たり寄ったりの商品を考案しがちです。 

しかし外注さんにアイデアを出してもらうことで、また違った視点で新規商品を考案するこ

とが可能です。 

 

性別・年齢・趣味・得意分野などが違う人間がアイデアを出すと、今まで自分が意識してい

なかったようなアイデアが出ることがあります。 

そのアイデアをあなたが商品にして売り出せば、一人でアイデアを考えるより数倍の商品を

考案することが出来ます。 

 

あったらいいな。こんなの欲しいな。をリスト化してもらっても良いでしょう。 
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・タオバオ、アリババの見方を指導して、そこから商品を選んでもらう方法 

 

マニュアルや動画などで、タオバオやアリババの見方を教育して、欲しい商品や売れそうな

商品をリスト化してもらいます。 

さらに、選んだ商品の類似商品が Amazon で売れているのかをリサーチして、販売価格、想

定原価、想定利益をリサーチリストにまとめてもらいます。 

 

こうすることで、自分のアイデアとは違った新規商品を開発することが可能です。 

 

 

・商品ページ作成 

 

新規商品ページの作成は手間がかかりますので、是非とも外注さんにお願いしたい作業です。 

 

商品タイトル考案、説明文作成、キーワード選定などを指導して、商品ページ作成も自動化

していきましょう。 

教育に時間が掛かりますが、新規商品をたくさん出品していく段階に入ると非常に助かりま

す。 

 

 

Amazon には [ユーザー権限付与]という機能があり、指定した人物にセラーセントラルへの

アクセスを許可することが出来ます。 

(上記リンクより Amazonヘルプに飛べます。) 

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200829180&tag=lesgowisy-22
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この機能を使い、外注さんに商品ページの作成をしてもらいます。 

 

画像のように権限を付与する項目を選べますので、必要な機能以外は操作出来ないように設

定することが出来ます。 

(売上などを見られることは無い) 

 

この機能を使うことで、自分の PC以外でも商品ページ作成が可能となります。 

 

 

また、ユーザー権限付与に抵抗がある方は、Excel で Amazon 商品登録ページを再現して作

成し、そこにデータを入力してもらいましょう。 

商品タイトル、仕様、説明文、詳細、キーワードなどを入力する欄を Excel で作ります。 

 

 

こうすることで、コピペするだけで商品ページを作成することが可能です。 
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(３)外注スタッフの募集方法 

 

 

これまでは、外注化のメリットやデメリット、どのような仕事を依頼するかについて説明し

てきました。 

ここからは、外注スタッフの募集方法について解説していきます。 

 

 

・友人、知人の紹介 

 

友人や知人に、仕事を依頼出来そうな人を紹介してもらいましょう。 

この方法は直接会うことが出来るので、仕事の内容も伝えやすく安心して付き合える外注さ

んと出会うことが可能なので、初心者の方にもおすすめです。 

 

直接の友人や知人に仕事を依頼すると、どうしてもなれ合いな関係になってしまいがちです
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ので、出来れば友人の知り合いや、知人の知り合いくらいの関係が、なれ合いにならずに丁

度良いです。 

 

 

・募集方法 

 

友人や知人に、普段から「仕事の手伝いをしてくれる方を探している。」と話してみましょ

う。 

「もちろん報酬も出すし、良い人がいないかな？」と声を掛けておくと、意外と該当する方

が見つかります。 

 

在宅作業を依頼しますので、男性より女性の方が向いていますので、出来れば女性の方を紹

介してもらいましょう。 

主婦の方は、毎月 1.2万円で良いので在宅で稼ぎたい。と思っている方が大勢います。 

声を掛けるだけならすぐに出来ますので、実際にやってみましょう。 

 

 

・面談 
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実際に紹介してもらえることになったら、直接会って面談しましょう。 

Skype などでも可能ですが経験にもなりますし、直接面談することをおすすめします。 

場所は近くの喫茶店などで大丈夫です。 

 

 

・面談で確認する内容 

 

自己紹介・依頼内容・経験の有無・作業可能時間・生活現状・PCスキル・報酬・やる気・連

絡先・銀行口座 

上記の事を確認しながら面談しましょう。 

 

面談の結果、採用が決まれば、業務委託契約書・秘密保持契約を交わして契約が完了です。 

業務委託契約書・秘密保持契約はネットでテンプレートがありますので改良してご利用くだ

さい。 

(この書類に法的効力はありませんが、形だけでも取り入れることで、責任感が生まれます。) 

 

 

契約が成立したら、仕事内容の指導、成果の集計の仕方、報酬の支払い方法などを話し合い、

仕事を依頼していきましょう。 

最初はお互い不慣れなので、うまくいかないこともありますが、しっかりと人間関係を構築

してより良い関係を築いていきましょう。 

 

 



                                       - 47 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

・ネットを使って募集する 

 

ネットを使って外注さんを募集する方法は、個人起業家の間で今では定番となっています。 

サイトを通して取引出来るところも多いので、安心して利用することが可能です。 

募集手順や費用については、各サイトで詳しく解説されていますので、そちらをご覧くださ

い。 

 

 

・外注募集サイト集 

 

 

・ランサーズ 

仕事をしたい人、仕事を依頼したい人をマッチングしてくれるサイトです。 

会員数は 10 万人以上。ランサーズが仲介する仕組みですので、匿名で募集することが出来

ます。 

報酬の支払いはランサーズを通して行います。 

http://www.lancers.jp/
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システム利用料は、10万円以下は 20％、20万円以下は 10％、20万円以上は 5％です。 

ランサーズでのリサーチパートナー募集事例 

↑実際に Amazon でのリサーチパートナーを募集している方がいますので、参考にしてみて

ください。 

 

 

 

・クラウドワークス 

 

サポートの充実が魅力の大手サイト。 

報酬はクラウドワークスを通して支払います。 

 

システム利用料は、10万円以下は 20％、20万円以下は 10％、20万円以上は 5％です。 

[仕事の発注を全面無料サポートサービス]を推していますので、初心者の方も安心して利用

出来ます。 

 

 

http://www.lancers.jp/work/search/all?key=9ef0db4baace2dbd29fbdaecfd99e84c0cb5076d&completed=1&keyword=%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81
http://www.lancers.jp/work/search/all?key=9ef0db4baace2dbd29fbdaecfd99e84c0cb5076d&completed=1&keyword=%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81
http://crowdworks.jp/
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・＠SOHO 

 

26 万人のメンバーが登録している大手サイト。 

手数料無料で利用することが可能です。 

 

契約は＠SOHO を通さずに個人間で行います。 

サイトが見にくいのが難点ですが、登録メンバーが多いので募集を掛けると応募が集まりや

すい傾向にあります。 

 

 

 

・シュフティ 

http://www.atsoho.com/
http://www.shufti.jp/
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在宅ワーク応援サイト 32 万人のメンバーが登録済み 2007年より運営の老舗サイト 

報酬はシュフティを通して支払います。 

システム利用料は報酬金額に関係なく、一律 10％です。 

未経験者向けの仕事が多い印象です。 

 

 

ここまで代表的なサイトを 4つ紹介しました。 

探せば他にもたくさんの外注募集サイトがありますが、上記のサイトは大手＆老舗なので、

まずはこの４サイトのうちから利用してみましょう。 

 

募集文の書き方は、実際に各サイトで Amazon リサーチを募集している方の文章を参考にし

ましょう。 

 

 

・募集文の構成 

 

■依頼の目的・背景  

どのようなビジネスをしていて、何をどんな方に手伝って欲しいのか 
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■依頼詳細 

依頼する仕事の具体的な内容 

■重視するポイント 

採用するにあたり、どのようなポイントを重視するのか 

■報酬 

報酬単価、どの作業をどこまですれば報酬が確定するのか 

■応募条件 

PC 操作経験、Excel経験、リサーチ経験等を問う 

■応募方法 

自己紹介、1日の作業可能時間、自己 PR、経験の有無、意気込み等 

 

上記のような内容で募集文を作成していけば問題ありません。 

また、サイト内で似たような案件で募集しているページはチェックしておきましょう。 

特に、実際に応募があるものは参考になります。 

募集文に正解は無く、実際に募集しながら色々と変えていきましょう。 

 

・面談・採用 
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サイトに募集を掛けて応募があれば、応募内容を確認してみましょう。 

応募内容を確認して、あきらかにダメそうな方はここで不採用です。 

 

応募内容が良く出来ている方とは、サイト内チャットでやり取りを進めてその後、Skypeに

て面談をしてみましょう。 

 

 

・面談でチェックするポイント 

 

・PC操作経験 ・Excel経験 ・リサーチ経験 ・在住地域 ・仕事内容の説明 

・報酬関係 ・銀行口座(直接取引のみ) ・1日の作業時間 ・やる気  etc・・ 

 

主に上記の事柄を中心に面談してみましょう。 

 

面談の初期段階はお互い緊張していると思いますので、5分程は当り障りのない場を温める

会話をして緊張をほぐしていきましょう。(アイスブレイク) 

また、初めての募集の際は無理にカッコ付けずに、初めてスタッフを募集する旨を伝えまし

ょう。 

別に恥ずかしいことではありませんし、これからお互い頑張って仕事を進めていこう。とい

う共通認識にも繋がります。 

 

面談時間は長くなり過ぎてもいけませんので、30 分を目安に進めていきます。 
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・面談後 

 

面談を終えたら後ほど、“採用”“不採用”を決めて伝えましょう。 

採用したからといって、ずっとその方に仕事を依頼する分けではありませんので、堅苦しく

なる必要はありません。 

(雇用では無く外注なので、こちらから仕事を依頼しなければ関係は終了。しかし適当な対

応は NGです。) 

 

採用が決まれば、サイトを通して取引をしない場合は、[業務委託契約書] [秘密保持契約]

などを交わしておきましょう。 

署名捺印をして、郵送してもらえば OKです。(法的効力はありませんが、責任感持ってもら

う為) 

 

サイトを通して取引を進める場合は、サイトの規約に沿って手続きを進めます。 

手続きが一通り済んだら、仕事内容の説明をしていき、少しづつ仕事を依頼していきましょ

う。 

 

 

まとめ 

まずは経験を積む意味でも、実際に募集を掛けてみましょう。 

募集方法が分かりにくい場合は、各サイトのサポートに相談しながら進めていきましょう。 

最初は難しく感じるかもしれませんが、一歩踏み出すことであなたのビジネス環境が大きく

変化し、次のステージに進むことが可能となります。 
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また、初めから完璧な人を探すのはなかなか難しいです。 

完璧に仕事が出来る人の報酬高めですし、雇う側より仕事が出来過ぎると仕事の依頼に支障

が出ることもあります。 

ですので、まずは仕事が出来る人より、自分と合う方を見つけていくのが、外注化をマスタ

ーする近道です。 

 

面談等は初めてだと緊張すると思いますが、ビジネスをしているからこそ経験出来ることで

すし、勇気を持って取り組んでみましょう。 

 

 

 

(４)スタッフの教育 

 

 

外注さんと契約を結んだら、やり方などを教育したり、実際に仕事を依頼していきましょう。 

最初の段階は教育などに時間が掛かり、自分で作業した方が早いと思ったりしますが、後々

効果を実感出来ますので、じっくりと向き合っていきましょう。 
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・マニュアル作成 

 

仕事を依頼する際に、毎回ひとつひとつ説明していてはかなりの時間が掛かってしまい、外

注さんを雇った意味がなくなってしまいます。 

そこで、仕事内容、やり方などについては事前に [マニュアル] を作成しておきましょう。 

マニュアルは、PDFや動画を作成して渡します。 

1 度作成してしまえば何度でも使うことが可能ですので、手間が掛かりますが最初に作って

おきましょう。 

 

 

・PDFマニュアル作成方法 

 

PDF マニュアルは、Wordなどで資料を作成して PDF 化して保存すると作成することが可能で

す。(この教材も Wordで作成しています。) 

 

リサーチの依頼なら 

 

・全体の流れ ・用意するもの ・リサーチ基準 ・リスト化の仕方 

・してはいけないこと ・ショートカットキーの使い方 etc・・・ 

 

上記の内容を参考に作ってみてください。 
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また、画像があればさらに伝わりやすいマニュアルを作ることが出来ます。 

PC 内蔵のスクリーンショット機能を使って、PC画面の画像を撮影しましょう。 

 

スクリーンショットの撮影方法は、Windowsなら、 

 

[FN キー] ＋ [Windowsキー] ＋ [SYSRQキー] or [PRTSCキー] 

 

お使いの PC、OSによってやり方が違いますので、うまく出来ない場合は Google などでやり

方を検索してみて下さい。 

 

撮影したスクリーンショット画像は、ピクチャーフォルダー内のスクリーンショットフォル

ダーの中に保存されています。 

 

撮影した画像は、マニュアルに適した画像に加工して使用しましょう。 
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画像加工は、PC 内蔵プログラムの [ペイント] を使います。 

その他のソフトをお持ちの方は、自身の使いやすいものを使って頂いて結構です。 

 

[Amazon HPのスクリーンショットをペイントで開いている様子] 

 

主に使う機能は、 

 

選択 → トリミング  使いたい部分のみ画像を切り取る 

図形         赤枠などで説明部分を囲む 

ツール → テキスト  文字を入力する 

 

基本的にこれだけ使えたら十分です。 

もっと詳しくペイントの使い方を知りたい方は、Google などで検索してみてください。 
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加工した画像を盛り込み見やすいマニュアルを作成しましょう。 

 

 

Word でのマニュアル作成が完成したら、最後に保存をします。 

この保存の段階で、Word → PDF へデータを変換して保存します。 

 

 

[ファイル] → [名前を付けて保存] →  

[保存場所を選ぶ] → [ファイルの種類を PDFに指定する] 

 

こうすることで、PDFデータのマニュアルを保存することが可能です。 

 

初めてマニュアルを作ると難しく感じますが、じっくりと取り組めば作ることが出来ますの

で、調べながら伝わりやすいマニュアルを作りましょう。 

作ったマニュアルは、メールやチャットワークなどで外注さんに渡して、質問などがあれば

受け付けましょう。 
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・動画マニュアル作成方法 

 

動画マニュアルは、無料の動画撮影ソフトがネット上にありますので、そのソフトで仕事手

順などを撮影します。 

撮影後 YouTube にアップロードして共有することで、外注さんに動画を見てもらうことが

可能です。 

 

[PC 画面 録画] などのキーワードで検索するとフリーソフトが出てきますので、お使い

の PCや OSに合ったソフトを選んでください。 

ちなみにこの教材の動画は、[AGDRec] というソフトで撮影しています。 

 

動画ソフトの使い方は少々複雑です。ソフトごとの使い方がネットで解説されていますので、

そちらをご覧ください。 

 

また、PC画面を録画する際に音声を入れる為にはマイクが必要です。 

 

↑このようなヘッドホンとマイクが一体になっているものは、Skype通話にも利用出来るの

で便利です。 
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Amazon などで 1000円～2000 円程販売されていますので、お持ちでない方は購入しておきま

しょう。 

 

動画マニュアルでは、 

 

・作業の全体の流れ  ・Excelファイルの使い方  ・各サイトの使い方 

 

などを実際に実践しながら撮影していきます。 

 

 

動画撮影が完成したら、[YouTube] にアップロードして、外注さんに共有しましょう。 

YouTube への動画アップロードついて 

 

動画のアップロード手順につきましては、上記リンクより YouTube公式サイトをご覧くださ

い。 

 

また、公開方法を [限定公開] にすることにより、専用 URLが無ければ動画を閲覧できない

ようにすることが可能です。(公開にすると一般ユーザーに閲覧されます。) 

 

動画のアップロードが完了したら、外注さんに動画の URLをメールなどで送信して共有しま

しょう。 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=ja
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・教育すべきスタッフについて 

 

外注さんに仕事を依頼する場合は基本的に 1度仕事を依頼してみて、出来そうな方なら追加

で仕事を依頼していきます。 

スタッフの教育は大切ですが、全ての方に教育をしていては時間がいくらあっても足りませ

ん。 

ですので、優秀な外注さんのみ教育していきましょう。 

 

 

外注さんに仕事を依頼する際は、いきなりたくさん依頼するのではなく、まずは少量を依頼

するのが鉄則です。 

少量の仕事を依頼して提出してもらうことで、仕事の出来具合をチェックすることが可能で

す。 

ここであまり仕事が出来ない方は分かりますので、改善の余地が無い場合は、今後の依頼は

なし。ということになります。(少々厳しいですがビジネスとしての現実です。) 

 

1 度目の提出がうまく出来なくても意欲がある場合などは、あなたのさじ加減で継続して仕

事を依頼していきましょう。 

(少しのミスなどでダメだと思ってしまっては、なかなか進みませんので、ある程度の妥協

も必要です。) 

 

しっかりと仕事をこなしてくれる方は、こちらもしっかりと教育していき、よいパートナー

関係を築いていきましょう。 

また、仕事に慣れてきたらさらに高度な仕事を依頼していき、ビジネスの[作業]の部分はど

んどん外注化していきましょう。 
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また、経営者の視点から見た時、[外注スタッフは、育てるより見つける] という考え方も

あります。 

ですので、効率を考えて優秀なスタッフを育てるより、優秀なスタッフを見つけてくること

に力を入れるのも一つの考え方として覚えておきましょう。 

 

[見つける]と、[育てる]をバランス良く取り入れていき、あなただけの仕組みを構築してい

きましょう。 

 

 

 

 

[まとめ] 

 

ここまで外注化について解説してきました。 

外注化は最初の一歩を踏み出すのに勇気がいりますが、一度仕組みが完成すれば、あなたの

自由度は大きく向上します。 

 

新しく出来た時間を使って、さらにビジネスを大きくするのも良いですし、好きなことに時

間を使うことも出来ます。 

ビジネスが軌道に乗ってきた方は是非チャレンジしてみてください。 

 

また、最初から全てを完璧に外注化することは難しいので、まずは外注スタッフ 1名としっ

かりと信頼関係を構築して、仕事を依頼することを目指してみましょう。 
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☆インフォメーション☆ 

教材を進めていくにあたり、どうしてもわからないことなどがあれば、下記の連絡先までご

連絡ください。 

Google で調べればすぐに解決するような質問にはお答えしませんが、熱意を持ってビジネ

スにチャレンジされている方の真剣な質問にはお答えさせて頂きます。 

 

また、教材紹介ページに記載されておりました３ヵ月間メールサポートも下記のメールアド

レスにて受け付けております。 

件名に [中国輸入自動化の教科書 質問] と記入してご連絡ください。 

原則 24時間以内に返信させて頂きます。 

ただし失礼な態度の方や、マナーの悪い方への返信はおこないません。 

教材と合わせてご活用ください。 

 

 

 

 

 

□ 制作者： 東野 克哉 (ひがしの) 

□ E-mail： east-field@outlook.jp 

 

 

mailto:east-field@outlook.jp
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□ 販売責任者 

□ 事業者名：株式会社 Total Leading 

□ 住所：東京都福生市志茂 33-10 

□ 電話番号：042-513-0478 

 

 


