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【入村のご案内】
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ようこそBUYMAビレッジへ

『BUYMAビレッジ』とは
BUYMAビレッジは、ファッション輸入ビジネスBUYMA（バイ
マ）を中心に「自分自身で稼ぐ力を身につける」ためのオープンイ

ノベーションのコミュニティです。

BUYMAのパーソナルショッパーとして活動する初心者から上級者
までが集まり、成果を出す上で欠かせないノウハウや情報をシェア
することで、参加者同士の収益を高め合うことを目的としていま

す。
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BUYMAビレッジMAP

-VILLAGE集会所-
会員同士の交流の場、全体の連絡や情
報シェアの場所。まずはコチラから。

Facebook

① 自己紹介 
② インフォメーション 
③ 知恵袋（相談場所） 
④ コラム配信

詳細P４～

-自治会-
各自でグループを作成し、情報交換や
意見交換をする場所。

Facebook

① ランク別自治会 
② 各月の自治会

詳細P１１～

-図書館-
基本から応用までノウハウやテクニッ
クを調べる際にご利用ください。

会員サイト

① メルマガ会員用コンテンツ 
② ビレッジ会員用コンテンツ 
③ BootCamp用コンテンツ

詳細P２６～

-VILLAGEモール-
ビレッジ内でスタートした新たなサー
ビスです。会員限定サービスです。

各種サービス

① ボットアシスタント 
② 後払いコンサルティング 
③ ブランドバンク

詳細P２９～



BUYMA VILLAGE

Facebook VILLAGE 集会所

① 自己紹介 
② インフォメーション 
③ 知恵袋（相談場所） 
④ コラム配信
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VILLAGE集会所 facebook ご利用の手引き -1

●ビレッジ全体の交流はfacebookのグループ内で行います。
●決められたスレッド内の「コメント」「返信」で交流をお願いします。
●上手くいった点や、困った点は相互にアドバイスし合いましょう。
●希望のスレッドがない場合は、スレッド申請をして新たなスレッドを
　立てることも可能です。
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VILLAGE集会所 facebook ご利用の手引き -2

●facebookアカウント作成方法
facebookのアカウントがないとビレッジに参加できませんので、まずはfacebookアカウントを
ご用意ください。

facebookのアカウントを作成するには、
１　www.facebook.com/r.phpにアクセスします。
２　自分の名前、メールアドレス、携帯電話番号、パスワード、誕生日、性別を入力します。
３　[アカウント作成]をクリックします。
４　アカウントの作成を完了するには、メールアドレスまたは携帯電話番号を認証する必要が
あります。

友達申請について
１　江川誠一のページを開きます。
２　友達になるボタンをクリックします。
３　友達申請の際にメッセージも送信してください。Paypal決済の名前とfacebookの名前が一
致しない場合、無言で友達申請されても申請を断ってしまいますので必ずメッセージを添えて
ください。
４　その後、村長：江川からビレッジのグループに招待されます。

https://www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/SeiichiEgawa3
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VILLAGE集会所 facebook ご利用の手引き -３

●facebookページに参加方法
facebookページ（BUYMA VILLAGE）に参加するには招待後、表示されるメニューから参加が
可能となります。

PC画面

メインスレッド

メニュー
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VILLAGE集会所 facebook ご利用の手引き -４

●facebookページに参加方法
facebookページ（BUYMA VILLAGE）に参加するには招待後、表示されるメニューから参加が
可能となります。

スマホ画面
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VILLAGE集会所 facebook ご利用の手引き -５

●facebook グループ『BUYMAビレッジ』に招待されたら
ビレッジに招待されたら、まずは入村手続きをお願いします。
次に『自治会リスト』を確認し、必ず一つの自治会に参加してください。
その後は、決められたスレッド内で自由に交流してください。困ったことがあれば『BUYMA
ビレッジ知恵袋』をご利用くださいね。

●入村手続き
入村手続きのスレッド内で自己紹介していただければ、手続き完了です。
これであなたも正式にBUYMAビレッジの住民に登録されました。

●自治会
各月の自治会は毎月更新されますのでご確認ください。またランク別自治会
へも自由にご参加ください。

（１ヶ月無料体験の方は、専用の自治会がありますのでそちらに参加してく
ださいね）
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VILLAGE集会所 facebook ご利用の手引き -６

●BUYMAビレッジ知恵袋
Yahoo!知恵袋のBUYMA版です。BUYMAの活動でわからないことがあれば、知恵袋スレッドで
相談や質問をしてみてください。
逆に誰かが質問していたら知っていることを「返信」の形で回答してください。

参加している方がお互いに知恵や知識を教えあい、分かち合えるスレッドです。 質問したい人
と回答したい人を結び、幅広く情報を共有することを目指しています。

積極的に回答しておくと自分が困った時にきっと力になってくれる仲間が増えているはずで
す。

●スレッドのいいね！をクリック
ビレッジに参加したら、まずは主要スレッド全ての『いいね！』をクリックしてください。
そうすると、新たな投稿があった際にfacebook内で通知がきますので、更新を見逃しません。

スマホのfacebookアプリで通知が来て、困る人はスマホのfacebookの通知をオフにしておけば
OKです。facebookを開いた時にだけ通知が確認できます。
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VILLAGE集会所 facebook ご利用の手引き -７

●新規スレッドを申請方法
ビレッジ内にはスレッドが用意されています。住民の皆さんは決められたスレッドに「コメン
ト」「返信」の形で交流ができます。しかし、希望する内容のスレッドがない場合は、テンプ
レートを使用して、スレッド申請スレッドに申請してください。

５名以上希望者がいる場合には新規スレッドをご用意します。発案者に返信する形で新規ス
レッド希望のコメントを記入してください。

希望者の返信が
５名以上必要

発案者のコメント
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VILLAGE集会所 facebook ご利用の手引き -８

●専門家によるコラム配信
ビレッジ内にはBUYMAで既に大きな成果を上げている「コンサルタント」や、リサーチツー
ルの開発者である「システムエンジニア」やアメリカの「転送業社の経営者」やBUYMA 

VILLAGE「顧問税理士」など専門家も参加しています。
これらの専門家から毎週定期コラムをfacebookグループ内で配信しますので、活動の参考にし
てください。

●定期コラム
BUYMAビレッジのメニュー項目にある、ファイ
ルをクリックします。
すると、過去のコラムはファイルデータとして保
存されていますのでご確認ください。



BUYMA VILLAGE

Facebook2 自治会 ① ランク別自治会 
② 各月の自治会
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -1

●自治会の活動は専用スレッドで行います。
●参加した自治会のコメント欄で交流しましょう。
●必ず最低一つは自治会に参加してください。
●過去の自治会でslackを使用していました。
そちらの過去ログも自由に確認できます。（7200のメッセージ）
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -2

●参加方法
今月の自治会は、内容を確認の上、コメント欄から参加してください。また、ランク別自治会
は、ご自身の利益に合わせて参加する自治会を決めてください。

●自治会に参加する
１　facebookグループで『入村手続き』後に自治会の紹介があります。（コメント欄）
２　スレッドの説明を確認してコメント欄から参加してください。
３　参加したら挨拶から始めてください。
４　自治会は基本的に毎日発言です。

自治会リスト
・ブロンズの会・・・月利益１０万円未満のショッパーはこちら
・シルバーの会・・・月利益１０万円以上のショッパーはこちら
・各月の自治会・・・その月ごとのテーマがあります。
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -3

●自治会とは
BUYMAビレッジでは、「自治会制度」を設けております。BUYMAビレッジに入村された人
は、各自自治会に所属していただき、同じ目的を持った人と目標達成をするために活動しても
らいます。

自治会は各自の目標を達成させるためのチームですが、チーム内で作成したマニュアルやコン
テンツをBUYMAビレッジ内のバザーで販売することもできます。

自治会メンバーで優れたコンテンツを作成できれば、他のビレッジメンバーにも共有するべき
だと考えているからです。

また作成に費やした労力はバザーで販売することで評価されます。
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -4
●自治会
自治会はチャットグループです。各テーマに沿った情報交換や意見交換をしましょう。

●自治会の流れ
自分が身に付けたいスキルや知識、興味がある自治会に入る。
自治会を通して、目的や目標（どんなことを身に付けたいか、どうなりたいか）を明確にして共有する。
定期的（例：１週間ごと）に自治会内でミーティング（オンラインでもオフラインでも可）を行い、目標
や進捗を共有して確認しあう。
自治会消滅までに、参加したときの目標を達成する！

【常時開設】
・ブロンズ：BUYMAで月利益10万円未満の初心者の方
・シルバー：BUYMAで月利益10万円以上の実践者の方
・１ヶ月無料メンバー：１ヶ月無料体験の方
・各月の自治会：その月のテーマに沿った自治会、参加者自由

【自由開設】
・毎日１０品の会：日々１０品出品を目指して活動する方
・外注化の会：外注化について相談したり情報交換する方
・利益５万円の会：利益５万円を目指して活動する方



!18

自治会ミュニティ ご利用の手引き -5

●『例えば、バイマのアクセス数をUPさせたい場合……』
「1か月後までに、3000アクセス達成自治会」を作る or 入会する
それぞれの目標を考える（例：毎日出品数を増やして、1か月後までに3000アクセス達成す
る！）
毎日出品活動を、自治会内で共有する。アドバスし合う
1週間後、2週間後、3週間後 アクセス数は伸びているかなど確認し合う

●『例えば、外注化マニュアルを作成したい場合......』
「１ヶ月後までに、外注化マニュアルを作成する会』を作る or 入会する
それぞれの役割を決める。（募集方法、指示方法、使うツールなどそれぞれ担当者で
まとめる）
作成したマニュアルを運用してみて、改善・修正を加える。
バザー出品審査を行い、通過した場合はビレッジ内で販売が可能です。
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -6

●BUYMAビレッジが自治会制度を取り入れている7つの目的
BUYMAビレッジが自治会制度を取り入れている目的は、この7つ。みなさん、自治会を通して
明確な目標・目的をもって活動し、レベルUPをめざしましょう。

1. 大人数のグループとは違い、小人数制なので仲間意識が芽生えてがんばれる

2. １ヶ月あれば、目標に近づける

3. 具体的な目標を持って日々取り組める

4. 1人ではないので、途中で挫折しない

5. みんなで1から頑張って、少しずつレベルUPしていける

6. 同じレベルの人や同じような境遇の人と情報交換ができる

7. 自治会の仲間と、新しい習慣を作ることができる



!20

自治会ミュニティ ご利用の手引き -7

●守ってもらいたい自治会の10個のルール
BUYMAビレッジの自治会にはルールがあります。各自ルールを守って気持ちよく活動しましょ
う。

1. BUYMAビレッジ入村後、必ずどこかの自治会に所属すること
2. 必ず、1人ひとりがチームで達成したい「目標」「目的」を持つこと。
3. 自治会は、毎月新規でスタート。
4. メンバー上限は無制限にします。
5. 入れる自治会の数は無制限です。
6. 自治会の活動期間は、１ヶ月毎。(必ず１ヶ月に区切って活動報告を行い、その
後、メンバー再募集などして継続も可能です。)

7. （同時期に）同じ内容の自治会を複数作成はできません。
8. 途中抜けはもちろんOK。
9. １ヶ月の期間が終了したらミーティングを行い報告書を作成し、村長へ提出。
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -8

●ルール１　BUYMAビレッジ入村後、必ずどこかの自治会に所属すること
入村後、必ずどこかの自治会に所属していただきます。
所属したい自治会があったら、アンケートの「入会します！」ボタンを押し、コメント欄にも
「入会希望！」の旨を書いてください！
現在どんな部活があるかどうかやメンバー募集中の自治会については「自治会リスト」で確認
できます。
「どこに入ったらいいかわからない…」という方は、村長に相談してもらえれば、おすすめの
自治会を紹介します！

●ルール２　必ず、1人ひとりが自治会で達成したい「目標」「目的」を持つこと
入会後、必ず自治会を卒業するまでの目的を明確にしてください。
自治会内で1か月毎にオンラインミーティングを行い、目的や目標を見つけたり、自分の目標を
発表する場を設けてください。

●ルール３　自治会は、メンバーが3人集まってからスタート
自治会は、3人集まった時点で成立とします。発起人は、積極的にメンバーを勧誘しましょう！
メンバー内から、必ずひとり会長を決めてください。1か月交代でメンバー内で会長を回しても
大丈夫です。
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -9

●ルール４　自治会のメンバーは無制限
自治会のメンバーは、無制限です５人でも１０人でも可能です。

●ルール５　入れる自治会の数は無制限です
入れる自治会の数は無制限です。自分がしっかり取り組める範囲の自治会に所属してくださ
い。自分の力量をしっかり把握し、取り組めると思う数を考えて所属してください。いっぱい
入りすぎて、全てが中途半端になったら意味がありませんので注意してください。

●ルール６　自治会の活動期間は、１ヶ月毎
自治会の活動期間は、１ヶ月毎とします。短期集中で学びきりましょう。
スタートしてから1か月間毎に振り返り、更新していきます。
※会長が途中でチームを解散するのもOK、メンバーが抜けるのもOK。面白くないと思ったら
すぐに損切りする能力を身に着けましょう。
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -10

●ルール７　同時期に同じ内容の自治会は作れません
自治会のメンバー数は無制限としますので、同じ内容の自治会を複数立ち上げはできません。

●ルール８　途中抜けはもちろんOK
「自治会に入ったけれど何か思ったのと違う」と思ったら途中抜けももちろんOKです。
会長に一言声をかけて、気兼ねなく抜けちゃいましょう。損切りはできるだけ早く！
つまらないのにズルズル所属しないように！

●ルール９　１ヶ月の期間が終了したらミーティングを行い報告書を作成し、村長へ提
出
１ヶ月がたったら自治会メンバーでミーティングを行ってください。その後報告書を作成して
村長へ提出してください。（報告書は、自治会活動報告として全体にも公開されます。）
自治会を継続する際には、再度、新規で申請してメンバーを再募集してスタートしてくださ
い。



!24

自治会ミュニティ ご利用の手引き -12

●新しい自治会の作り方
新しい自治会は、誰が作ってもOKです。
自治会を作りたい人は村長へダイレクトメッセージで連絡ください。

●新しい自治会を立ち上げる手順

1. BUYMAビレッジのFBグループで、アンケートを作成（入会したい、自治会内容を知りたい
など

2. 活動内容・どんなことをしていきたいか・自治会の目的を伝え、メンバーを募集する
3. 3名集まったら自治会を作成する
4. 「入会したい！」という人を、自治会に招待する
5. 自治会がスタート！
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -13
●自治会立ち上げ方法解説

① ②

●投稿を開く
ビレッジfacebookページのTOPに写真のよう
な投稿画面がありますので、その中の『アン
ケート』の項目をクリックします。

●募集記事の作成
自治会参加者の募集はアンケート方式です。
「質問する」の欄にテンプレートを使用して
詳細を書きます。その下の「＋選択肢を追
加」に『参加する』という選択肢を追加して
ください。
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自治会ミュニティ ご利用の手引き -14
●自治会立ち上げ方法解説

③ ④

●自治会に参加希望
自治会に参加希望はアンケート欄の「参加す
る」をクリックすると追加されます。
募集中に参加希望が来たらスレッドに招待し
ます。

●テンプレート
自治会の名前：わかりやすい名前
自治会の目標：具体的な全体目標
自治会の内容：具体的な活動内容
メッセージ　：参加者が集まるメッセージ

テンプレートは『自治会』スレッドにありま
すのでコピペして使ってください。



BUYMA VILLAGE

会員サイト 図書館 ① メルマガ会員用コンテンツ 
② ビレッジ会員用コンテンツ 
③ BootCamp用コンテンツ
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BUYMAビレッジ図書館 ご利用の手引き -1

●基本的なノウハウやテクニックは図書館へ。
●会員限定サイトで外部からは閲覧できません。
●コンテンツは随時追加されます。
●自治会で生まれた新たな情報も図書館へ追加されていきます。
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BUYMAビレッジ図書館 ご利用の手引き -2

●図書館のアカウント作成方法
図書館は会員専用サイトになります。閲覧には会員登録が必要です。

●作成手順

1. http://buyma.work/membership-join/salon_registration/
にアクセス。

2. メールアドレスと名前でアカウント登録する。
3. 手動承認制のため、承認まで２４時間ほどお待ち
　　ください。
4. 承認されると自由に閲覧できるようになります。

※メルマガ読者用コンテンツとオンラインサロン用コンテンツが
　閲覧可能です。
※Boot Camp専用コンテンツは別途お申し込みが必要です。

アルファベットで

メールアドレス

任意のパスワード

任意のパスワード

名

姓

http://buyma.work/membership-join/salon_registration/


BUYMA VILLAGE

サービス VILLAGEモール
① Bot Assistant 
② PersonalShoppers Mecca 
③ BRAND BANK
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VILLAGEモール ご利用の手引き -1

●VILLAGEモールとは、会員専用の有料サービスです。
●BUYMA VILLAGE内でイノベーションが起こり立ち上がりました。
●住民の皆さんにしっかり成果を出していただくためのモールです。
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VILLAGEモール ご利用の手引き -２
Bot Assistant ー　ボットアシスタント　ー

●リサーチツール
リサーチ精度やリサーチスピードを上げ
るための『リサーチ専用ツール』です。

人数限定のため、市場は飽和しません。

このツールでBUYMAのデータを丸裸に
しましょう。

●各種機能紹介
BUYMA内で売れていて、ライバルが少なく稼ぎやすい商品を分析するアイテム分析。ライバルバイヤーの販
売履歴や人気順一覧から、リアルタイムで需要の高い商品を分析できるバイヤー分析。BUYMA内、全ての
ブランドリストから、ライバルがいなくて需要の高いブランドを見つけるブランド分析。各種機能をプラン
別でご利用可能です。

詳細ページ：https://the-buyers.jp/bot/

https://the-buyers.jp/bot/
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VILLAGEモール ご利用の手引き -３
Personal Shoppers Mecca ー　パーソナルショッパーズメッカ　ー

●完全後払いコンサルティングサービス
BUYMAをゼロから始めて、毎月３０万円以上の利益を安定的に稼ぐための基本を学ぶことができるスクー
ルです。講師は現役のパーソナルショッパーで、それぞれ得意な分野が異なりますので、様々な視点からアド
バイスを受けられます。子育て中主婦でも、海外在住でも、日本国内転売でも、なんでもご相談ください。

●完全後払いはシークレットサービスです。
こちらに興味のある方は、江川村長まで直接ダイレクトメッセージでご連絡ください。

詳細ページ：https://buyma.work/secret/

https://buyma.work/secret/
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VILLAGEモール ご利用の手引き -４
BRAND BANK ー　ブランドバンク　ー

●アメリカVIP&転送
アメリカのVIP買い付け＆転送サービス
です。
月々固定の定額で使いたい放題という業
界では珍しいサービスです。

●デザートヒルズアウトレットモールで買い付け可能
輸入ビジネス界隈では有名なアメリカのアウトレットモール、デザートヒルズアウトレットモール。
BRANDBANKを利用すれば、そちらで商品の買い付けを依頼できます。また、アウトレットの商品リストを
定期的に取得できるので、なんと無在庫で出品が可能。そのほかにも英語の問い合わせなども日本人スタッ
フにお願いできたりサービスが充実。月額固定で依頼し放題のサービスです。

詳細ページ：江川までお問い合わせください。



BUYMA VILLAGE

永久会員 ① 永久会員とは 
② facebookグループ 
③ 自治会
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BUYMA VILLAGE 永久会員とは

①コンサル受講生は永久会員です
コンサル受講されている方は永久会員です。無料でご利用いただけます。
無料でご利用いただくための条件がありますので下記の条件をご確認ください。

②facebookグループに参加
facebookグループに参加してご利用ください。
各スレッドを自由にご利用ください。
「THE 日報」のスレッドになるべく毎日報告をお願いします。

③自治会に参加
各月の自治会に必ず参加してください。
月利益１０万円未満の方はブロンズ。それ以上の方はシルバーに最低限参加してください。
そのほか自治会は自由に参加してください。

永久会員としての条件
「THE 日報」のスレッドになるべく毎日報告をお願いします。
自治会に必ず参加してください。
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以上で[入村のご案内]は終了です。
ご質問等あればお気軽にお問い合
わせください。

それでは、BUYMA VILLAGEの
生活をお楽しみください。
　　　　　　　　　　　　　村長


