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Revealed Resale Rights Success 

 

注 目！ここに￥10,500 相当の 

マスターリセールライトです！ 

 
あなたはこのレポートの 100％マスターリセールライトの所有者となりました。あ

なたはこのレポートを販売権をつけてお好きな値段で販売することも、無料配布、

あなたのほかの商品とバンドルすることもできます！ 

 
 

This is a worldwide-protected publication of brainers and Masatoshi Kobayashi 

 

ALL RIGHTS RESERVED. 電子的、機械的、カメラによる複写、読み上げての録音

などいかなる形式をもってこのeBookの一部または全部を配布することは禁止します。

このeBookのコンテンツの引用をご希望の場合は書面で著者に対して許諾を得てくだ

さい。 

 

免責事項／法律に関する告示： 

 

この書籍でテーマに取り上げられた情報は出版された日付の時点での著者の見解で

す。状況の変化に応じて著者はこのeBookで表示した見解とは異なる見解を新しい変

化に応じて表現する権利を有します。このeBookのテーマとして取り上げた事項に関

し、適切且つ信頼に足る情報を提供することを意図して作成されているがいかなる誤

り・不正確・不作為に対しても著者・出版元・アフィリエイトパートナーは一切責任も負

うものではない。また、法律、その他の分野に関する専門的なアドヴァイスを与える事

を保証するものではない。著者・出版元・アフィリエイトパートナーは、利英気や特定

の目的に対する適合性を保証するものではない。このeBookの使用・適用によって生

じた、いかなる結果に対する責任を負うものではない。もし、法律その他の分野で助

けが必要な場合は、その分野の専門家からサービスの提供を受けることを強く要請し

ます。 

© Masatoshi Kobayashi & brainers http://www.e-brainers.com 
2 

http://www.e-brainers.com/den4renz/
http://www.e-brainers.com


Revealed Resale Rights Success 

著者について 
 

小林正寿 

 

Brainers 代表の小林は英語圏のインターネットビジネスを日本に

導入し実際に成果の出せるノウハウを提供するばかりではなく、

インフォプレナーの必須のインフラであるステップメール提供サー

ログラム管理サービスなどさまざまなサービスを英語圏のコスト

で日本のインフォプレナーに提供する数少ないマーケターです。 

ビス・アフィリエイトプ

 

アメリカで大ベストセラーとなった"378 Internet Marketing Pedictions”の著者、Mike 

Mograbe 氏からのオファーを受け日本のインターネットビジネス界へ大旋風を巻き起

こす為に戦略的パートナーになりました。圧倒的な品質を圧倒的に競争力のある価

格で提供することを使命として日本のインターネットビジネス界に英語圏の競争原理

を持ち込みます。 

 

 

brainers  brainersのポータルサイトです。こちらのサイトでbrainersの全体像をご理解

していただくことが出来ます。 

 

infobrainers  brainers が取り扱う情報商品を紹介しています。 Brainers のオリジナ

ル商品は勿論、その他のマーケターの有益な情報商品も紹介しています。 

 

Info-Business Boot Camp  このeBookの専用サイトです。eBook に留まらずあなた

の情報商品を製作し販売していくまでのノウハウを提供しています。 

 

電子レンジマーケティング倶楽部 毎月販売権付きのインターネットマーケターご用

達ソフトウェアーソルーションをボーナス情報商品とともに提供する会員制の倶楽部

です。あなたの取扱商品ライン数が一気に加速します。 

 

サムライオートレスポンダー インフォプレナー必須のブキであるステップメールサー

ビスを英語圏並みの月額コストで提供する破格のステップメールサービスです。圧倒

的な品質と排他的コストを実現しました。 
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Introduction 

 
 
 
“リセールライトビジネス”という言葉は日本では馴染みが薄いとおもいます。

これは販売権をつけて情報商品を販売するというビジネス形態です。 
 
 
わかりやすく説明すると、私がソフトウェアーをあなたに販売します。私から

購入したあなたはそのソフトを販売して代金の 100％をあなたのポケットに入

れて一切のローヤリティーを私に支払う必要が無いというものです。 
 
 
あなたから商品を購入した人がさらにソフトを販売できる権利をマスターリセ

ールライトといいます。あなたから購入した人が自分用にしか仕えない権利を

リセールライトといいます。権利形態はいろいろあります。 
 
 
でも、なんでそんなビジネスが成り立つのか？ 
 
 
私に対して法律違反のいかがわしいビジネスではないでしょうねと言って来た

人がいました。ははは・・・こんな上手い話信じられませんよね。 
 
 
でも、これは完全に合法的な一つのビジネス形態なんです。英語圏ではまった

く当たり前のビジネス。 
 
 
この特別レポートではリセールビジネスの全貌をわかりやすく簡潔にまとめ、

リセールライトビジネスでいかに簡単・最短で儲けることができるかを明かし

ています。販売権利と聞くと何十万、何百万円の契約料を想像されると思いま

すが、この特別レポートを読んだあなたは驚嘆と感激でうなることでしょう。 
 
 
調査を詳しくしていませんが、このリセールライトビジネスを本格的に日本で
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最初に展開した者としてあなたの週末起業、本格的な起業を最短で達成するノ

ウハウをご提供します。現在、日本のインターネット上で散見する販売権付帯

ソフトウェアーソルーションのほとんどが私の経営するbrainersの電子レンジ

マーケティング倶楽部から広がっています。 
 
 
 
 
リセールライトって？ 

 
 
 
Intoroduction でも簡単に説明しましたが、現在英語圏で存在するリセールライ

トの説明をまずお話します。だいたい 6 つの権利形態に収斂されます。 
 
 
 1.Limited Use Rights:あなたが通常 eBook やソフトウェアーを購入した時に

得る権利です。あなたは自分の為にその商品を使用することができるほかには

バックアップをとることが出来るというものです。あなたはその商品を友人に

あげることも販売することもできません。 
 
 2.Royalty Rights:あなたは eBook もしくはソフトウェアーを販売することは

できますが、売り上げの一定の割合を作者に支払う必要があります。 
 
 3.Give Away Rights:あなたは商品を無料で配布することができますが、販売

してはいけません。（通常この手の商品は作者がプロモーションを目的としてい

たり、教育的な目的の為に作成されています。） 
 
 4.Resale Rights:あなたは eBook、ソフトウェアーを販売してその代金の

100％を自分のポケットに入れることが出来ます。作者や開発者に１円のローヤ

ルティも支払う必要がありません。 
 
 5.Master Rights:あなたは eBook、ソフトウェアーを販売してその代金の

100％を自分のポケットに入れることが出来る上に、購入者に Resale Rights を

提供することができます。現在アメリカではこの権利が急速に伸びています。 
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 6.Editorial Rights:あなたは商品を編集したりコンテンツの一部を削除した

り追加したりすることが出来ます。でも、この手の権利は 0.01％ぐらいしか発

見できません。つまり、言葉はありますが現物はアメリカでもめったに見るこ

とはできま 
せん。 
 
 
まずはこういう形態の権利が存在することを頭にインプットしてください。 
 
 
 
 
なぜリセールライトをつけて販売するのか？ 

 
 
 
考えても見てください。あなたがソフトの開発・販売元とします、あなたが苦

労をしたソフトウェアーにマスターリセールライトをつけて販売したらどうい

うことになるでしょう・・・本来あなたからしか購入できないソフトウェアー

が無数のリセラー（販売人）によって販売されその代金はあなたのポケットに

入ることはありません。 
 
 
では、なぜこんな馬鹿なことをするのかをお話します。 
 
 
このリセールビジネスを理解するためにはヴァイラルマーケティングをまず理

解する必要があります。 
 
 
ヴァイラルマーケティング？？？ 
 
 
おそらくあなたはこの言葉を聴いたことが無いと思います。このヴァイラルマ

ーケティングなくしてインターネットビジネスの成功はありえません。 
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ヴァイラルマーケティングを簡単に説明すると、 
“あなたの手元を離れたあなたの商品が多くのお友達を連れてあなたの元に戻

ってくる仕組み”ということになります。 
 
 
まだピントこないあなたのために具体的にお話しますね。でも、上記の私の説

明はヴァイラルマーケティングの核心です。ぜひ、あなたの頭にインプットし

てください。 
 
 
あなたがソフトウェアーの開発・発売元だと仮定してお話しますね。 
 
 
一番シンプルな手法は、あなたが販売するソフトウェアーにあなたの名前とあ

なたの URL を埋め込むことです。 
 
 
あなたからソフトを購入した人はアフィリエイトと違い販売価格の全額を自分

のポケットに入れることが出来るために必死でマーケティングします。そうす

るとあなたの商品はどんどんマーケットに出回り始めます。そして、あなたの

作成したソフトに満足した人はあなたが提供しているほかのソフトはないかと

あなたの URL をたずねてくるようになります。いかがですか？これでピントき

ましたか？ 
 
 
そうなんです。本来高額なソフトを格安にした上に販売権までつけてマーケッ

トに流すのはこういう背景があるんです。発売元は Google のペイパークリック

以上の効果のあるマーケティングコストとして割り切っているんです。 
 
 
ここで重要ですが、あなたはバックエンド商品を用意する必要があります。な

ぜなら、マスターリセールライト付帯の商品一つしか取り扱っていなかったら

あなたは永久にお金儲けすることができません。 
 
 
いいですか、あなたのマスターリセールライト付帯商品を購入して満足したお
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客さんがあなたのサイトへ大量に押しかけてくれるんです。検索エンジン対策

どころではない巨大なインパクトです。あなたが複数の商品ラインを持ってい

れば他種目販売できる確率は極めてたかくなります。 
 
 
また、バックエンド商品にはリセールライトを付帯せずにあなたからしか購入

できないようにするのも一つのテクニックです。 
 
 
そのほかのテクニックとしては、あなたのソフトや eBook にだれから購入して

もあなたのサイトで顧客登録が出来るようにして名前とメールアドレスを集め

ることも可能です。例えば、最新ヴァージョンはこちらからダウンロードして

くださいとか・・・ 
 
 
いかがですか？ 
 
 
このリセールライトマーケットは英語圏で巨大な規模に発展しています。販売

側は超優良な見込み客をただで集めることが出来ます。購入者側は無限にお金

を生み出す商品を本来の価格よりも低い価格で購入できるわけです。両者にと

ってウィン-ウィンの関係を構築できます。 
 
 
 
 
販売元とリセラーの葛藤 

 
 
 
私の個人的見解ですが、英語圏には無いリセールビジネスの葛藤が日本には存

在します。 
 
 
それは何か・・・ 
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販売元とそれを販売するリセラーのサイド、それぞれの葛藤を私の実体験をも

とにお話します。 
 
 
販売元は自分が苦労して作り上げた情報商品を全然知らない人が勝手に販売し

てその売上代金を 100％その人が独り占めするんじゃ自分は納得がいかない！

という感情が芽生えるんですね。 
 
 
リセラー（再販人）は、なんで自分が一生懸命になってソフトを開発した人の

リンクが埋め込まれた商品を販売しなくちゃならないんだ。リンクを表示しな

いでもらいたい！ 
 
 
両者は大切なポイントを見落としているんです。 
 
 
販売元はリセラーが 100％の売上代金を自分のポケットに入れることが出来る

ので全力でマーケティングしてくれ自分のリンク情報が埋め込まれた商品をマ

ーケットに広げてくれ超優良な見込み客を自分のサイトへ誘導してくれるとい

う大きなメリットを目先の欲で見えなくなってしまうんですね。 
 
 
リセラー（再販人）はただの一度だけ 1 個分の代金を支払っただけで何度でも

販売してその代金の 100％を自分のポケットに入れることが出来るという信じ

がたい大きなメリットを目先の欲で見えなくなってしまうんですね。 
 
 
リセールライトビジネスは Win - Win のビジネスです。販売元は見込み客誘導

のお礼に販売権をつけるのだと再確認し、リセラーは売り上げの 100％を自分の

ポケットに入れるお礼に販売元に見込み客を誘導するのだと再確認する必要が

あります。 
 
 
 
 

© Masatoshi Kobayashi & brainers http://www.e-brainers.com 
10 

http://www.e-brainers.com


Revealed Resale Rights Success 

どうしたらリセールマーケットの勝者となれるのか！ 

 
 
 
成功の核心は“差別化” 

 
 
英語圏のマーケットでリセール商品を専門に取り扱い成功をおさめているマー

ケターが口を揃えて訴えているのが、“差別化”この一点です。日本の方にはま

だピント来ないかもしれません。なぜならリセールマーケットがまだ存在しな

いからです。私が 2004 年 12 月 25 日に展開を開始して 2005 年 3 月 21 日現在

でまだ 3 ヶ月しか経っていません。 
 
 
brainers の主宰する“電子レンジマーケティング倶楽部”のメンバーの方の中

にはすでに凄い金額を稼ぎ出す人が出てきました。まだ競争が皆無に等しい日

本のマーケットでは差別化の重要性がまだピント来ないかもしれません。この

差別化について理解を深めていただくために英語圏のリセールマーケットにつ

いてお話します。 
 
 
例えば、Ａというマーケターが新商品をマスターリセールライトをつけて販売

を開始したとします。そうすると英語圏のマーケターはいっせいにその商品の

プロモーションを開始します。よろしいですか、英語圏という表現を私は使っ

ています。アメリカではないんです。英語圏とは英語を使ってインターネット

ビジネスをしている人たちを指します。そう、全世界なんです。意外におもう

かもしれませんが、海外で活躍する日本人マーケターは皆無です。韓国、シン

ガポール、インドなどのほうがはるかに進んでいます。 
 
 
話を戻します、想像してみてください。世界中のマーケターが一つの同じソフ

トをプロモーションして簡単に売れるでしょうか？ 
 
 
そうですね。まずは無理でしょう。 
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そこで英語圏のマーケターは徹底的にカスタマイズするんですね。オリジナル

のパッケージをeCover Generatorなどを使って作成して他とは違うグラフィッ

クを用意します。そして、自分の手持ちの他のeBookやソフトウェアーとパッケ

ージングして他には無い魅力的な商品に仕立て上げるんです。 
 
 
販売のノウハウはまだまだ豊富にありますが、このレポートの目的はリセール

マーケットの初心者向けに用意したものなので深く掘り下げることはしません

が、この“差別化”というコンセプトをぜひあなたの頭にインプットしてくだ

さい。 
 
 
繰り返しになりますが、まだ、日本では競争が皆無に等しいですから、特別な

ことをしなくても日本にない商品を投入すれば簡単に売れるとおもいます。で

も、簡単に売れる今から差別化の習慣をつけることが長期的な成功に結びつき

ます。 
 
 
あと、もう一つ大切なことですが、弾をいっぱい持つということです。brainers 
ではFree Report コーナーで無料で多くのソフトやeBookを提供していますが、

このように色々な弾を手持ちとすることでライバルに圧倒的な差をつけること

が出来ます。日本ではまだ、簡単に訪問者の名前と電子メールアドレスを登録

してもらうことができますが、英語圏では凄いプレゼントをしないと登録して

もらえないぐらい厳しい状態です。 
 
 
このスパム問題も深刻ではない今からあなたのサイトの訪問者が“ノー！”と

は言えないオファーを提供するためにも手持ちの弾は多ければ多いほど展開が

楽になります。 
 
 
リセールライトマーケットに参入するには！ 
 
 
このレポートでお話してきたリセールライトビジネスは確かに魅力的ですが誰

もが商品を簡単に調達することは出来ません。 
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あなたが、eBook やソフトウェアーを書いたり開発する人であれば、すぐにも

展開することは簡単ですね。 
 
 
しかし、今の日本のインターネットビジネス（情報商品）はまだ導入期です。

どのように eBook を出版するか的な次元ではライバルを圧倒する情報商品の物

量作戦を取ることは不可能です。 
 
 
日本の現状を見ると eBook を何とか書き上げてみたけど全然売れない人が多い

ようです。それも、１冊の eBook に命運を託しているケースが圧倒的に多いん

ですね。 
 
 
私の持論は手段が目的化する前にとにかく現金が動くサイトを立ち上げて、キ

ャッシュが回り始めたらゆっくりeBookを書いたりすればいいんじゃないかと

おもいます。詳しくはbrainers のInfo-Business Boot Camp でインターネット

ビジネス成功のノウハウを詳しく開示しています。 
 
 
あなたが取れる一つのオプションとしてbrainersが提供する電子レンジマーケ

ティング倶楽部のメンバーシップを取得して圧倒的な物量作戦を即日展開する

作戦です。 
 
 
みなさんの成功を祈願します。 
 

 
Masatoshi Kobayashi 
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