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自己紹介
• 1956(昭和31)年９月５日生まれの58歳、現役脳神経外科医し 

• 愛媛県松山市出身 

　今治タオル 

　ポンジュース 

　道後温泉 

　夏目漱石（坊ちゃん）・　坂の上の雲 

　陽光（桜）：高岡正明 

　　映画『陽光桜-YOKO THE CHERRY BLOSSOM-』 

　お遍路さん：88カ所参り 

• 愛媛県立松山東高等学校卒：今年80年ぶりに高校野球で甲子園 

　大江健三郎、伊丹十三 

　秋山好古、真之兄弟と正岡子規 
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陽光（桜）
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私がアマゾン輸出を始めた理由
• 1996年から自分のホームページ(OH脳HomePage)を運営していた。 

• ネット上で脳外科疾患の啓発活動をしていた。 

• ネットビジネスは、準備資金が少なくリスクが小さく、いろいろな可能性がある。 

• 家の中だけ完結できる。 

• パソコンだけで仕事ができる。 

• いつでもどこでも可能。 

• ある時、「正田塾」は、間違いなくきちんと稼げる塾であるというネット情報をあ
る方（ネットの有力者）から得た。 

• 脳卒中の後遺症は、その患者さんの経済的基盤を破壊することに心を痛めていた。
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私の日常

脳神経外科医としての仕事 

外来診療 
病棟回診 
検査・手術 
看護師の指導 
救急救命士の教育 
学会活動
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血管内治療
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手術
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救急救命士の教育

16



脳卒中の恐ろしさとは。。。
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龍蝶塾（蝶之舞/泉忠司さん）
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この本を読むと先
ほどのビデオが見
られるYoutubeの
リンクがあります。
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• 明確な目的を持つこと。 

• 単にお金をたくさん稼いでも、幸せにはならないと思う。 

• いつか、自分は何のために生まれてきたのかを問う時が必ず来る。 

• 私は、脳卒中後遺症で経済的に困っている患者さんたちに手を差し伸
べたい。 

• 自分が健康でなければ人のためには生きられない。 

• そして、自分がきちんと稼げないと人に教えられない。 

• この瞬間も死に向かって走っていると思うと、今できることを真剣に
やろうとは思いませんか？

私の思うこと
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私のAmazon輸出でやってきたこと
• はじめに、患者さんのためのビジネスをつくるという目的があったのでさっ
さと会社法人を設立（2014.5.12) 

• 始めたころは、Kindle本の出版と重なり、ほとんど睡眠時間がなかった。 

• なんとかSellerCentralの設定など塾が開校するまでにできることをすませて、
わからないことはどんどん塾に質問、Skypeも使う。 

• 東京セミナーの時、初めて正田哲也さんにリアルで会って、私の思いを伝え
た。以後、アシストをしていただき私は随分と助けていただいた。 

• 物販は経験がなかったが、学ぶべきところが多く前向きに取り組んでいる。
信条としては「やめなければ、失敗はない！」ですね。
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私のAmazon輸出でやってきたこと
• クレジットカードの上限額には、注意。 

• Payoneerからの送金は、ゆうちょダイレクトが便利。 

• 消費税還付は、税理士さんに頼まないと無理。 

• 今は、正田塾長にお願いして、Payoneer外しのためにUSAに法人設立
を実施。 

• まだまだ、月商は安定しないがいろいろと経験しながら頑張りたいし楽
しみたい。 

• 外注もそろそろ考えたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Google Driveの利用が便利（正田塾長お奨め） 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私の工夫
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私の工夫
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175. 
日本製のゲームソフト（DVD） 
日本のOS でないと起動しないことを、出荷前に確認。 
１２時間たったら自動的にオーダーが出荷されるというconfirming mail. 

2015年6月16日 
1時38分15秒AM PDT 
110-1422399-6529060 
（CLOCKUP）（PC Windowsのゲーム）Fraternite（日本輸入）[DVD-ROM]のWindows 
数量： 1 
ASIN： B00JIMSJRM 
SKU： B00JIMSJRM 
連絡先のバイヤー： マイケルdenicola 
販売チャネル： Amazon.com 
フルフィルメント方法：売り手 
請求先の国：米国 
迅速 

＜私のメイル＞ 
Dear Michael Denicola, 
Thank you for your order and searching our shop on Amazon. 
Please confirm the following. 
Please beware that the item is from Japan (the language and text are in Japanese),  
then in case of PC Windows Game, the item requires Japanese version of OS to be played.  
OR please configure your computer to be able to use Japanese language.  
Please make sure if you can play it before purchasing the item. 
Are you sure to order this item? 
If there is no reply from you within 12 hours, we will send your order. 

Best Regards, 
TTT Inc. 26
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153. 日本アマゾンのほうが値段が高いため、Buyer Cancel依頼中。 
        第１回目　2015/5/29 9:27am　第２回目 2015/5/30 0:00am    
        第３回目 2015/5/31 11:35am    第４回目 2015/6/1 22:25pm 
        2015/6/3 3:00am 結局擬似キャンセルとした。                            🔵  

May 28, 2015 
3:52:55 PM PDT 
107-2594991-4195464 
Panasonic LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. Digital Interc... 
QTY: 1 
ASIN: B00B7FOVAM 
SKU: B00B7FOVAM 
Contact Buyer: Dustin Briskin 
Sales Channel: Amazon.com 
Fulfillment method: Seller 
Billing Country: US 
Expedited 

Expected ship date 
Jun 2, 2015 

Deliver by 
Jun 3, 2015 to 
Jun 8, 2015 
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NEVADA STATE BUSINESS LICENSE
M&T TRADE INC.

Nevada Business Identification # NV20151276869

Expiration Date: May 31, 2016

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto 
set my hand and affixed the Great Seal of State, 
at my office on May 1, 2015

BARBARA K. CEGAVSKE
Secretary of State

In accordance with Title 7 of Nevada Revised Statutes, pursuant to proper application duly filed 
and payment of appropriate prescribed fees, the above named is hereby granted a Nevada State 
Business License for business activities conducted within the State of Nevada.  

Valid until the expiration date listed unless suspended, revoked or cancelled in accordance with 
the provisions in Nevada Revised Statutes.  License is not transferable and is not in lieu of any 
local business license, permit or registration.

You may verify this license at www.nvsos.gov under the Nevada Business Search.

License must be cancelled on or before its expiration date if business activity ceases.
Failure to do so will result in late fees or penalties which by law cannot be waived.
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孫（陽祈）

妻 
長男　 
次男 
三男
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