
 

この商品は既にご購入されたお客様の営業拠点内での

販売は致しておりません。 

同商品でのライバルが同地域でなるべく重ならないよ

うに販売制限をしておりますので何卒ご了承ください。 

（ご購入画面にご住所をご記入頂きますので、ご注文受

付後に確認させて頂いております。） 



 

オフラインビジネスキッド kaitoriビジネスの流れ 

A6チラシ 

ポスティング 

査定依頼の電話が入ってきます 

日時を決めて査定に伺います 

（少なくても５割の率で買取は成立します） 

後日、メーカーに買取品を売却 

翌日、口座に入金されます 

買取分が合計で２０万円分でも５０万円以上で売却できます 

かなり少なく言ってますけど…（普通の買取でそうなります） 

で大体２週間で３０万円の粗利が確定。 



 

波は必ずありますけど（バイオリズム） 

これを繰り返していくだけです。 

個人差は出ますが、稼ぐ人はめちゃくちゃ稼げてますし 

稼げてないという方でもサラリーマンの給料は超えています(笑) 

めちゃくちゃ簡単なビジネスなんです 

買取という商売は販売に比べて非常に成約しやすい商売です 

お客さんはお金を出しません 

要らない物を売ってお金をもらえるんです 

しかも結構な値段を付けれるのでめちゃくちゃお客さんに喜んで

もらえます 

こっちも感謝だし、お客さんも感謝です。 

最高に winwinのビジネスです。 



 

さて、あなたは何故今回この資料をご請求されたのでしょうか？ 

ビジネスの挑戦が初めての方 

他のビジネスで儲からなかった方 

同業者の方 

いずれかは分かりませんが、どのような方でも販売させて頂くつも

りでおります。 

ただ、本気で稼ぎたい人に購入して頂ければと思います。 

なぜなら、普通にまじめに実践して頂ければ成果が出ないという事

がないからです。 

努力というほどの努力は必要ないですがやる事はやらないと結果

は出ません。 



 

地道に業務を行えて、前向きに取り組める方 

不平不満体質の少ない方に是非ともお売りしたいと思っています。 

どんなビジネスでもこれには当てはまらないと上手くはいかない

でしょうが、当てはまっていても上手くいかないビジネスモデルは

多々あります。 

私もそうでした 

色んなものを犠牲にして、全てをビジネス目標の為に捧げました 

良書も読みあさり潜在部分から自分を変えました 

そうした事でビジネスマン（プレイヤー）として結果を出す人間に

はなれますが、それはあくまで市場に沿ったビジネスをやっていれ

ばの話です 



 

私がこのビジネスに出会った時はびっくりしました 

「こいつらでもなんか普通にやって普通に稼いでるし」 

正直ショックだったんです。 

で、一生懸命やったらひと月で彼らを越すことができました 

その後も彼らに稼ぎで負ける事はありませんでしたが 

それは結果論であって常に気を緩めるとチャンスのお客を逃がす

し、お金が一時的にでも減っていく怖さと戦っていましたので 

常に謙虚を律し、お客さんへの感謝の思いを高め、維持する努力は

していました。 

でもそれだけです 

他は流れに任すだけです 



 

私はそういった所の努力はしたかもしれませんが 

それ以外は一切していませんでした 

というよりあえてしませんでした 

大げさですが「無」の心で取り組んだ方が絶対に強い商売だったか

らです。 

適当にやってた人でも稼いでいたので、私はそこの部分の努力だけ

して適当な人よりは稼げたという事ですが 

どうでしょう 

これってめちゃくちゃ簡単なビジネスと感じますか？ 



 

私から、悩んでる稼ぎたい人の 9割の方に強く言える事は 

本当に稼ぎたいなら、ユーチューバーよりこの方が断然稼げます 

仕事が好きな人は楽勝だと思います 

仕事が嫌いでもお金が好きなら楽しいと思います 

金目の物を買取り売却しお金が増えるからです 

現在、日本の家庭に眠っている 

貴金属の量は約 3兆円だそうです 

 

貴金属だけでですよ 

 

参考 URL（田中貴金属工業調べ） 

http://gold.tanaka.co.jp/retanaka/pr2015/ 

http://gold.tanaka.co.jp/retanaka/pr2015/pdf/press.pdf 

http://gold.tanaka.co.jp/retanaka/pr2015/
http://gold.tanaka.co.jp/retanaka/pr2015/pdf/press.pdf


 

実際に初めたら、すぐ目にすると思いますけど 

お客さん宅にお伺いするとこのような箱がバンバン出てきます 

あまり持ってなさそうな雰囲気の家や人でも 

びっくりするくらい沢山持ってて 

しかも使っていない物が多いのです 

 

わざわざお店に持っていってまでお金に変える思いや行動に移さ

ない人は多く 



 

私たちが訪問先のお宅で、お話し説明をすることで 

この機会にお金に変えようと思い、喜んで売ってくれるケースが 

多いのがこの“オフラインビジネスキット kaitori”です。 

オフラインビジネスキット kaitori は貴金属買取市場の中のター

ゲットとしてそういった層からも電話をもらえるようにテストを

繰り返したチラシが入っています 

そういった層というのは最初にご覧になって頂いたと思います 

サイトトップページ（ https://callinsite.wordpress.com/ ）紹介文の

お客さんの種類②なんですが、この②のお客さんから電話が入ると

いう事が大事であり、それを確立したのが“オフラインビジネスキ

ット kaitori”です。 

ただ、①や③のお客さんも大事にしていく事が、②のお客さんと出

会えるチャンスを多く生むポイントなので、稼いでいく為の重要な

コツになる事を是非覚えておいて頂ければと思います。 

https://callinsite.wordpress.com/


 

このビジネスはアポが全て 
 

経験者は分かると思いますが 

アポさえあれば必ず利益が付いてきます 

（アポというのはお客さんからの査定依頼を意味します） 

 

コンスタントなアポというのがどれほど強みであり 

最強の武器であるかをやってきた人は分かっています 

 

店舗集客型も査定に来るお客が少ないと存続できません 

テレアポ訪問型もアポの数が少なければ維持できません 

両者とも毎月の固定経費という支出のリスクを負いながらお客獲

得に力を尽くしています 

 

私がＤＲＭを学ぶようになった理由も、その昔にお客に恵まれなか

ったビジネス経験があり 

商売はお客を得れるかどうかが何より大事だと痛感したからです 

 

反応の無いチラシをいくら撒いても電話は鳴りません 

あれはまじで辛いです 



 

反応のあるチラシは一発ではできません 
 

必ずテストを繰り返して反応率とかターゲットとなる客層からの

レスポンス度合いを図っていくのです 

 

実際にめちゃくちゃ試しました 

貴金属訪問買取というビジネス形態とチラシのみの集客(DRM)と

いう手法を結びつけて利益を確立させるまでには他の DRM ビジ

ネスと比べても相当のテストや地道な取り組みを要するだろうと

イメージはしてましたが、実際予想通りでした。笑 
 

数々のキャッチコピー、配色、構成のみならず 

タッチ感の異なるチラシを何十通りとテストしました 

手書きのものから、又は用紙サイズまで 

まーこれは当然なプロセスだと思うんですが。 
 

それぞれ色々と試して、それぞれのチラシタイプに適合した 

お客さんからは反応もあり成約も生まれますが 

それは時期や地域によって大きく異なるというものがあり 

全然納得までには至りませんでした 
 

ていうのも、大げさですが“半自動化”を求めていたからです。 



 

経費を最小限でやっていくためには費用対効果の概念があり 

効果は反応数や成約数、利益率などにあたりますが 

費用はお金のみならず時間や労力にも値します 
 

チラシを日々つくり変えるスタイルだと少人数ましてや私のよう

に一人でやっていった場合、余裕は生まれないですよね 

余裕こくと収入がストップします。笑 
 

で、たどり着いたのが“オフラインビジネスキット kaitori”の 

メイン商品である２種類のチラシです。 
 

「マンション用」と「戸建て用」になっております 

これが出来た頃は誰の手にも渡したくありませんでした 

時間と労力とお金をかけて 72回のテストを繰り返した賜物だった

からです 

マンション用 

戸建て用 



 

カラー両面ですが、結果的に A6サイズという印刷費も 

ずいぶんと安くなるものになりました ^o^ 
 

同業者の協力も経て、各都道府県、各地域で 

このチラシを撒いた結果、反応率のバラつきも少なく 

平均して 0.14% の反応率を叩き出しました 

3万枚撒いて 42件電話があるという事です 

当然儲かります 
 

実際にこれまでチラシ単品の原稿データを 16の事業者にお売りし

ました。しかも 3万円で売ってしまいました 

安くないですか、いや絶対に安いんですよ 

もっと高くしとけば良かったんです（後悔） 

ですんでね、自分としてはこれからお売りする方に高くする訳には

いきませんので、ご覧頂いたサイトを設けまして 

全国的に販売させて頂くことに致しました。 
 

単純に有効活用したいのが本音かもしれませんが 

皆さんが有効的に利用するのも今の方がチャンスの 

大きい時期なので少し広めるべきだと決めました 
 

ただ最初のページにも書いてある通り 

販売制限を致しておりますのでご安心ください。 



 

オフラインビジネスキット kaitoriには 2種類のチラシと 

もうひとつ、買取業務をしていく上で必要となる 

訪問買取契約書（買取用紙）を揃えております 

こういった買取用紙を駆使しているのは法人クラスで 

個人事業者は意外と使っていません 

ていうのが用意できないために仕方なく、国や他業者がネット等に

出しているテンプレート等を使っています 

それでも問題はないと思いますが、私はそれではもったいないと思

っております。成約するはずのお客さんを逃がすケースも少なから

ずあるからです 

これは 2013年、訪問買取の特商法の改正によって 

現在、訪問買取を行う上で、成約後お客さんと交わす必要な

ものになります 



 

商談が決まり、そういった書面を見せ説明するとお客さんが面倒に

なりキャンセルするんです、そんな悲しいことは嫌ですよね 

僕は嫌でしたので早い段階で用意しました 

同業の法人クラスが使っている内容とほとんどは同じだと思うん

ですが、やはり買取がスムーズにいきます。 

 

お客さんに不愉快なく説明義務の内容が理解されますし 

口頭での説明を最小限、端的に終えれるようになっております 

又、裏面には法的文面（専門家作成の）が抜かりなく記載されてい

ますので、お客さんも買取側も安心できる買取用紙（控え）を残せ

ます。 

 

この商売を長期的にやっていくには勿論 

短期的にも利益に差が生まれるツールです 

なにしろ安心して買取が出来るってのは商談する上で大きいです

よ。 

これって結構大事なんですよね 

（たまには面倒くさいお客もいますからね、笑） 



 

A6チラシ原稿データ（マンション用） 

¥ 30,000‐（税込） 

※ 通常はこちらの料金での販売となっておりますが 

さて、以上 3点の“オフラインビジネスキット kaitori” 

価格については 

A6チラシ原稿データ（戸建て用） 

¥ 30,000‐（税込） 

買取用紙 原稿データ（訪問買取契約書） 

¥ 30,000‐（税込） 



 



 

査定に伺ったマンションや近隣に投函して帰るだけで、１回目で反応の無

かったお宅からの査定の依頼や問い合わせが増える A4チラシの原稿 

組み合わせも自由なので両面印刷したりして使ってください。 

査定時の商談アイテムとして、活躍してくれる A4紙 

商談が成立しやすくなるし、買取り商品も増えてくる必需品になってくる

と思います。 印刷して鞄に入れといてください！ 画像ファイルです。 



 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1426661863DrPRdHaP 

最初に記してある通り、販売制限をしておりますので、乗り気の人ほど早めに購入権を取ってください 

感じ方はそれぞれかもしれませんが、よっしゃー とか ラッキー とか へぇーっ て 

思う人は買ってください！ 

二ヶ月後、取り戻せますから 

あなたにとってのチャンスであれば、気づいた時には過ぎ去ります 

（ 時期を迎え次第、予告なく販売を終了いたしますのでお願い致します ） 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1426661863DrPRdHaP


 

この度は、サイト訪問から資料請求までして頂きまして 

誠にありがとうございました。 

そして最後までお読み頂いたこと有難く思っております。 

私はオフラインビジネスの経験がほとんどでオンラインによる 

このような販売の取り組みは、ほぼ未経験でしたので 

ご覧頂いたサイト等は閲覧しにくかったのではと思っております。 

サイト維持費もかけず、独自サイトでもない為、不安な所もあった

と思います。 

そんな中“オフラインビジネスキット kaitori”を使って頂ける方

に私は絶対に儲けてほしいと思っております。 

商品の特性上、返品やキャンセルはできません。 

¥45,000- という金額は決して安い金額ではないので 

本気の人に購入して頂きたいと思っております。 

経験上このビジネスは本当に難しくありません。 

その上低コスト集客ツールのチラシ２種はこの金額では販売した

くないくらいすぐに元が取れる実証済みです。 

世の中お金が全てではありませんが、お金がない苦労を私は結構し

ました。お金が増えれば心も余裕が生まれ、そして初めて周りを少

しずつ幸せに出来たり、、、ていうとおこがましいけど。 

これからの時代、自ら稼ぐ力は大きな差になるだろうし、そういう

気概を持つ人は正直行動しないと人生損する時代だと思います（皆

ではないですが） 

私も頑張ります 

縁がありましたら一緒に稼ぎましょ 

販売者 今永光 



 

商品は全てデータファイルとなっております。 

「データ便」のサイトよりダウンロードとなります。 

参照（データ便 https://www.datadeliver.net/ ） 

ご注文後、ダウンロードページの URLをお届けします。 

商品について 

原稿データは各商品ごとに以下の 4 種類の形式でお届けし

ますので自在に屋号等を追記してお使いください。 

画像 Word PDF  Photo Shop 

https://www.datadeliver.net/


 

印刷業者に印刷を依頼しやすいようにトンボ付き（加工余白

入り）の原稿データも含まれておりますので印刷業者への依

頼もしやすくなっております。 

原稿データにはお客様の商号、営業所在地、問い合わせ先等

の欄は空白にしておりますのでご自由にお使いください。 

A6チラシ 原稿データ 

「 マンション用 」 「 戸建て用 」 

表面 表面 裏面 裏面 



 

訪問買取契約書の商品はインクジェット等のプリンターを

お持ちであれば、ご自身で印刷される方が随分とコスト的に

お得になりますので、下記の商品を参考にしてください。 

https://www.arufun.com/Division/Prt/item/101-AC120-A4-100S.htm 

 

こちらの用紙に原稿データをそのまま印刷すれば、本格的な

複写用紙となります。 

上記のサイトからこちらの物が 

1,635円（税込）で購入できます 

1枚目 2枚目 

表 裏 表 

当社控用 お客様控用 法的文面 

A紙表面 C紙表面 C紙裏面 

訪問買取契約書 原稿データ 

2 枚目裏面の法的文面の

下にこのような枠があ

りますので商号等を入

力して印刷すればすぐ

に実用できます。又はゴ

ム印でも可能です 

https://www.arufun.com/Division/Prt/item/101-AC120-A4-100S.htm


 

今だけ特典としてプレゼントいたします 6点の商品ですが、

60名様限定となります。 

プレゼント商品について 

Ａ４チラシ１ 

\18,000‐ 

Ａ４チラシ２ 

\13,000‐ 

Ａ４チラシ３ 

\14,000‐ 

Ａ４紙_１ 

\8,000‐ 

Ａ４紙_２ 

\4,000‐ 

Ａ４紙_３ 

\3,000‐ 

全部で 6万円分の商品を無料で差し上げます。 



 

全ての商品に含まれている Word ファイルにはお客様の屋

号等を簡単に入力できるように入力枠をつけておりますの

で手軽にお客様自身に合わせた原稿が完成されるようにな

っております。 

Wordファイルについて 

見本としてサンプル文字を入力しておりますので、入力し直

すだけで仕上がるようになっております。 

又、買取用紙のファイルも簡単に屋号等を印字できるように

なっておりますのでご自由にお使いください。 



 

納品商品一覧 

A6チラシ（マンション用） 

Ａ６チラシ１表_ｔｏｎｎｂｏ Ａ６チラシ１裏_ｔｏｎｎｂｏ Ａ６チラシ１表 Ａ６チラシ１裏 

A6チラシ（戸建て用） 

Ａ６チラシ２表_ｔｏｎｎｂｏ Ａ６チラシ２裏_ｔｏｎｎｂｏ Ａ６チラシ２表 Ａ６チラシ２裏 

買取用紙（訪問購入契約書） 

買取用紙_ｐ２表 買取用紙_ｐ１表 買取用紙_ｐ２裏 

プレゼント商品 A4チラシ各種 

Ａ４チラシ２ Ａ４紙_３種 Ａ４チラシ１ Ａ４チラシ３ 



 

各フォルダーの中には 4種類の形式で原稿データが入っております。 

画像 Word PDF Photo Shop 

※1. プレゼント商品の「A4紙_3種」のフォルダーには 3種類の 

※1. 画像データのみが入っております。 

これら全てを ZIP形式の圧縮フォルダーに収めてお届けいたします。 

Ａ４紙_３種 Ａ４紙_１ Ａ４紙_２ Ａ４紙_３ 

オフラインビジネスキットｋａｉｔｏｒｉ 

（このフォルダーの中に全ての商品が含まれております。） 



 

原稿に名称等を入力したり、印刷するのは面倒だという方に

当方で代行して完成物をお届けします。 

オプションについて 

内容と手数料 

A6チラシ 入力作成 ¥800- / 1面 

A6チラシ 印刷代行 手数料 ¥1,600-（印刷代は除く） 

買取用紙 入力作成 ¥200- / 1面 

買取用紙 印刷 製本 100枚 ¥3,000-（用紙代と送料は除く） 

A4チラシ 入力作成 ¥800- / 1面 

A4チラシ 印刷代行 手数料 ¥1,600-（印刷代は除く） 

（買取用紙の印刷に関しましては当方で行う為、送料 ¥1,000- が別途かかります。） 

これらオプションの依頼につきましては 

¥45,000- の通常データ版、ご購入後での依頼になっております。 

商品原稿をご覧になった上で、必要なオプション項目をご依頼ください。 



 

お見せできるご案内の資料はこちらで最後のページです。 

いかがでしょか 

貴金属買取市場は今の時代だから稼げる分野です。 

今ここで、それなりに稼いでおいてください。 

オフラインのビジネスでこれほどまでに経費がかからず容易に利益を得れるビジネス

は他にはないと思っております。 

今はネット上で様々な商材が売られていますが、どれも大したことない様な気がしま

す。私は一度しか買ったことありませんが 

お金になる可能性やお金になるまでの期間を踏まえて“オフラインビジネスキット

kaitori”は最も確実な商品だと自負しています。 

その稼げる理由は 72 回のテストを行って、0.14%の反応率がある A6 チラシのおかげ

です。3 万枚撒いて 42 件電話があるという事ですから真面目にやれば結構忙しいです

し、当然結果もついてきます。 

だからこそ、やる気のある方ほどチャレンジしてほしいのです。 

稼ぎたくて悔しい思いをしてる方、そんな方ほど向いてます。 

買取ビジネスが未経験の方も既に“オフラインビジネスキット kaitori”で次々と成功

されています。 

ていうのも多少の電話サポートも無料で行ってますので、未経験の方も頑張って結果

を出されているのです。 

（電話サポートは予め、メール予約を要します。又、熱意のない方や態度の悪い方には行いません。サービスでやってますので） 

今後、電話サポートを有料化するかもしれませんが、おそらくその前に販売をストッ

プすると思います。 

“オフラインビジネスキット kaitori”を買った人たちに安定して大きく稼ぎ続けても

らうため、販売制限してライバルを増やさなくするからです。 

なので、本気で稼ぎたい人は買ってください。 

¥45,000-ですよ。リターンからすると安すぎます。 

（これは近々、通常料金に戻りますのでお願いします。） 

“オフラインビジネスキット kaitori”を買って稼いでいる方は、既に古物商を営んで

おる方のみならず、過去に買取業に従事していた方や全くの未経験の方も成功して独

立生活を悠々に過ごしています。 

最後までありがとうございました。 

今永 光  

ご購入のページはこちらです。 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1426661863DrPRdHaP 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1426661863DrPRdHaP

