
Freely～RFBサロン～



「誰でも見たい景色は見れるんだよ」と言う
ことをみんなに感じてもらいたい。



こんにちは。谷本 貴博(たにやん)です。今回、みなさんにご紹介させて頂き
たいのは、ファッション×BUYMAを体現した新感覚コミュニティです。 

「いつか自分のコミュニティが作れたらいいな。」 

そんなことをなんとなく思い描きながら早2年。BUYMAプレーヤーとして活
動しながら2019年は、BUYMAコンサルティングやセミナーを始め、LAで
は、ファッション講師として講師業を研磨してきました。 

和田 直哉さん主催のコミュニティ「Freely」では、サポートメンバーとして
コミュニティ運営をサポートしてきた経験も踏まえ、「全く新しいタイプの
コミュニティ」をFreelyから派生して立ち上げます。 

その名は「Freely～RFBサロン～」 



RFBサロンをなぜやろうと思ったのか？



始まりは、 

「Road to fashion buying～誰とも競合しない世界へ」のセ
ミナーが、このサロンの道へと繋がるきっかけとなりました。 

2019年上半期までは、「ファッションバイイング」という用語
は、認知されていませんでしたが、RFBセミナーや限定メルマ
ガ講座を通じて「ファッションバイイング」が認知され始め、
ファッションバイイングで結果を出す人も出てきました。



「一人でも多くの人にファッションバイイングを広めたい」 

今、BUYMA活動をされている方の多くが、直送、VIP、高値売りといった戦略でヨーロッパ
ブランドを攻めているというスタイルです。 

「今の会社に縛られたくない。」 

「パートに出なくても子育てができる環境を作りたい」 

「家計に少しでも足しになれば・・・」 

色々な想いを込めてせっかく始めたBUYMAもいつしか、競合で溢れている市場で戦いを強
いられ「疲弊している人」が増えてきている状況に。 

「BUYMAで高値売りができなければ稼げない」 

「直送やVIPが取れないといけない」 

「BUYMA内リサーチはしんどいけど自分の夢のために」 



いやいやそんなことはない！！ 

高値売りだけがBUYMAじゃない。 

直送やVIPが取れなくても100万ぐらいなら稼ぐことはできる。 

BUYMA外からの情報でも十分利益は得ることができる。 

本質さえ理解していればどの手法であろうともBUYMAで稼ぐことは可能なんです。 

僕が定義する本質とは 

「BUYMA=ファッションサイトである」 

ファッションを深掘りしていくことでファッションを理解する。 

そうすることで継続した収益に繋がります。



僕は、ある一つの疑問がずっとありました。 

「BUYMAをしている人の中で始めたきっかけは、少なからずファッションに興味
があったからという人もいるんじゃないのか。」 

ただ稼ぎたいだけなら他にもたくさんある中でBUYMAを選んだ理由の一つに
「ファッションに興味があるから」と言う人が、いつしかそのことに蓋をして進ん
でしまっている・・・ 

BUYMA活動をしている人と出会っていく中でそんなことを思うようになりまし
た。 

だから、僕は、 

「ファッションに興味があること」=BUYMAに活かせる 

と言うことをセミナーやメルマガを通じて発進することにしたんです。



セミナーやメルマガ講座を開催していく内に半信半疑だった気持ち
は、確信へと変わっていきました。 

そして、ファッションバイイングが、少しずつ浸透し始めてきた今、 

「さらに多くの人に本質から深くファッションを伝えていき、
BUYMAに生かしてほしい。」 

「みんなでファッションを共有してBUYMAに活かせるような活動
がしたい。」 

そんな想いからコミュニティーを作ることを考えました。



Freelyから派生した 
「Road to fashion buying オンラインサロン」

Freelyでは、「自分軸で生きる」を和田さんが掲げて活動されています。 

Freelyから派生した 

Road to fashion buying コミュニティーでは 

ファッションというフィルターを通して「誰でも見たい景色は見れるんだよ」というこ
とを叶えていくコミュニティです。 

例えば、Freelyでは、Shop巡りや僕が登壇した際に「ファッションバイイング」につい
て触れることがありますが、シーズンを通して考えた時にそのようなファッションバイ
イングに触れられる機会は、物理的に考えて1回あるかないかでした。 

2019年下半期は、「Road to fashion buying」を通してファッションバイイングを
知ってもらう活動を和田さんとやってきました。 



「Road to fashion buying」セミナーを和田さんと開催する前は、 

「もしかするとファッションバイイングに興味がある人なんてアパレル関係者ぐらいし
かいないいかもしれない。」 

「BUYMA活動をするにあたり、多くの人は、直送、VIP、高値売りといった内容にし
か興味がないんじゃないのか」 

実は、内心そんな不安も抱いていました。 

しかし、それ以上に 

「一人でも多くの人にファッションバイイングを知ってもらい、BUYMAで稼いでいく
方法は、一つじゃない。」 

ことに気付いてもらい、希望を持って始めたBUYMA、或いは、今から希望を持って始
めていこうとしている人が、 

「BUYMAで自分の見たい景色を見れるようになって欲しかった」気持ちの方が強かっ
たんです。



そしてRFB関連の企画も2020/01/07で一旦全て終了しましたが、終了1ヶ月前の2019/12
頃、ある一つの想いが、かけ巡ります。 

・ここまでRFB関連を受けてくれている人達、 

・受けたいけど色々な事情があってRFB関連の受講を見送った人達 

そういった人達とみんなでファッションバイイングを突き詰めて共有していきたい。 

そんな感情がより一層強くなりました。 

和田さんやFreelyを通して世に出すことができたファッションバイイング。 

だからこそFreelyに通じながらも違ったコンセプトで発信するコミュニティにしたい 

そんな想いを込めて立ち上げたコミュニティが 

Freely～RFBサロン～ 



Freely主催者でもあり、RFBサロンを一緒に立ち上げ
てくれた和田 直也さんからみなさんに向けて



『一緒にセミナーやりましょう』 

たったこの一言で始まった僕と谷やんさんの物語も、いよいよここまでやってきまし
た。最初はただただ、谷やんさんという人物をみんなに知ってもらいたかった。 

こんなに熱くて、優しくて、人間らしい方がいるんだぞ！と。笑（彼、たまごとウイン
ナーが苦手なので、決して勧めないでださい。決してっ…！） 

まぁそれは半分冗談で。 

最初はファッションバイイングという、「異次元な世界」にみんなを連れて行ってあげ
たいという気持ちだったのですが、 

RFBセミナー、RFBZero講座と続けていくうちに小さく収まってないで、もっともっ
と多くの人を巻き込んで 

BUYMA全体のファッションバイイング力を谷やんさんと一緒に高めていきたいと思っ
たんです。



理由は語り尽くせないぐらいあるのですが、ビジネス的な観点でいうと 

それが必要なフェーズにBUYMAは来ているからです。 

もうお分かりの通り、 

BUYMAはプラットフォームとして成熟してきています。 

本当にいろんなお店が増えた。 

似たようなお店から、エッジの効いたお店まで。 

お客さんもものすごく増えました。 

もはや日本国内のブランド品好きな方でBUYMAというサイトを知らない方はいないでしょ
う。 

そうすると、必然、そこでお店を展開する僕らには相応なクオリティが求められてきます。



実際、年々BUYMAプレイヤー達の実力は上がり、 

オンライン買い付け、海外買い付け、直営店直送、国内買い付け、アウトレット買い
付け、韓国買い付け、VIP買い付け、リアルバイイング・・・とノウハウを持ってい
る人が増えてきました。 

でも、そんなBUYMAにあって、まだ多くのパーソナルショッパーが持っていない力
が 

「ファッションバイイング力」です。 

ファッションバイイングとは、雑誌やランウェイ、デジタルマガジン、究極は、ただ
街を歩いているだけでファッションのトレンドを読み、リアル店舗のファッションバ
イヤーのように確かな目で商品をセレクトしていく戦略になります。 

BUYMA界広しといえど、この力を身につけて実際に売上を伸ばし続けているショッ
パーは、数えるほどしかいません。



つまり、今のBUYMAは、数年前とは比較にならないほどファッション
好きなお客様で溢れているのにも関わらず、パーソナルショッパー達の
ファッションに対する知見は数年前とほとんど変わっていないのです。 

「誰かがやらないと・・・」 

ファッションバイイングがもっと広がれば、きっと今まで以上にお客様
に求められるショッパーが増え、BUYMA界も盛り上がっていくだろう
なと思いました。 

それと純粋に、ファッションが好きなプレイヤー達も好きなことで稼げ
る世界になっていくと思ったのです。 

「ならもういっそ、しっかりとコミュニティを作ってファッションバイ
イングを広めていこう！」



そんな２人の想いからスタートすることにしたのが 今回の
「Freely ～RFBサロン～」  

頭に”Freely"という文字が入っているのは、 

 ただFreelyの軸を受け継いでいるという意味ではなく、 RFBサロン
は、「Freelyのセカンドオンラインサロン」というポジションで 
Freelyのオフィシャルサポーターでもある 谷やんさんに運営していた
だくからです。 

 具体的に言うと、FreelyとRFBサロンは 一緒にショップ巡りをし
たり、 一緒に合宿をしたり、交流を行っていきます。 



これが、谷やんさん単体の独自コミュニティだと 

ここまで密接に２つのコミュニティを運営するのは難しかったかもしれませ
んが（お互いの日程調整があるので） 

最初からセカンドオンラインサロンとして設計することで、可能になりまし
た。 

BUYMA全般の、直送やVIP、海外買い付け、フル外注化、国内買い付け、そ
してマーケティングなどのビジネスノウハウはFreelyで。 

そしてFreelyではフォローしきれない「ファッションバイイング」はこちら
のRFBサロンで、谷やんさんがみんなと一緒に練磨していってくださいま
す。 

（僕も月１の対談ライブで登場しますよん）最強じゃないですか？



ゴリゴリのビジネスノウハウに、ファッションスキルが学べる場所。 

BUYMAという”ファッション通販サイト”を攻略する上でこれ以上の環境はな
いでしょう。 

僕と谷やんさんが出会ってから２年が経つのですが、一緒にハワイやパリや
韓国やLAに行って、寝食を共にして、いっぱい悩み抜いて、RFB企画もやっ
て、いろんなメンバーさんといっぱい話してきたこれまでの物語は、 

すべてこのためにあったんじゃないか。と最近思います。 

僕の活動理念はただ一つ、 

みんなが「自分軸で生きられるスキル」を身に着け各々が 

理想のライフスタイルを送っていけるよう場を作ることです。



情報発信や、BUYMAや、ファッションは そのための、手段でしかありませ
ん。  

が、 

手段は多いに越したことはありません。 

 Freely RFBサロンでは ファッションというフィルターを通じてBUYMAを
攻略し、 皆さんに自分軸で生きる力を身につけていっていただきます。 

 近い将来、Freely RFBサロンから 

自分軸で生きる人達が沢山現れて、 Freelyと一緒に次のステージを描いてい
ける時を楽しみにしています。 それでは、また！ 

 和田直也



RFBサロンだからこそ実現できる毎月の勉強会



毎月、開催予定の勉強会内容も
全く新しい形態にします！！

いわゆる「THE BUYMA」的な勉強会は、Freelyで開催することや他のコミュニティでも
充実したラインナップで学べる機会があると思います。 

そこでRFBサロンでは、そういった「 THE BUYMA」的な所からファッションの要素を掛
け合わせた勉強会を開催。 

参加人数やご要望の状況にもよって変わりますが、現時点で勉強会は、ライブ配信等のオン
ライン上が主体。時間帯も参加メンバーの状況によっていつが一番良いのかを決めます。 

今まで勉強会にご参加できなかった人達に応えられるようにしていきますので 

お楽しみに！！ 

※ご要望に応じて会議室を借りるリアル勉強会も考えています。



現在、予定している 
勉強会内容(仮)

• instagram×BUYMA 
• 雑誌×BUYMA 
• ランウェイ×BUYMA 
• Freelyメンバー召喚の勉強会 
• SHOP巡り(東京、名古屋、大阪) 
• その他、BUYMA会実力者の召喚オフ会、ライブ

配信etc 
• 海外合宿 
• ※勉強会日程は後日メンバー向けに配信します。



instagram×BUYMA



今やinstagramは、世界中で日常に欠かせないSNSツールと
なっています。 

そんなinstagramは、BUYMAのリサーチやVIP交渉をする
上でも有力なツールとなっています。 

有効なツールであっても意外と使いこなせていない人も多い
と思うのでどのようにBUYMAに活かしていくのか、収益に
繋げていくのかをみっちり学ぶ勉強会です。



雑誌×BUYMA



雑誌関連の勉強会及びセミナーを現在も継続して開催しているの
は、和田さんか僕(谷本)だけ。 

販売員をしていた頃、雑誌掲載の反響は、非常に効果的でした。発
売前には、どの雑誌にどの商品が掲載されるのかプレスからわざわ
ざお知らせがくるほど。 

そんな雑誌は、BUYMAにおいてもはや欠かせないツールです。 

BUYMA活動をしていて雑誌を見る機会のある人、雑誌を取り入れ
たいけど取り入れ方がわからず手をつけられずにいる人。 

全ての人に対して実戦的且つわかりやすく、勉強会で雑誌を
BUYMAに落とし込む勉強会を行います。



ランウェイ×BUYMA



ランウェイショーを使っての勉強会や講義をしているのは、
現時点で僕だけだと思います。 

ランウェイショーは抽象的で理解することが難しいですが、
繰り返し、見る癖をつけていくことでBUYMAに落とし込む
ことは十分可能です。 

今まではクローズドに講義していましたが、複雑に感じるラ
ンウェイショーもBUYMAに活かしていける勉強会を開催予
定です。



Freelyメンバー召喚の勉強会
2018年開催の「Freelyシーズン2、3」では、Freelyメンバーが勉強会に登壇する機
会がありました。 

BUYMAの売上が顕著に伸びているメンバーが 

・「どのようにして実績を上げていったのか」 

・「どのような捉え方でBUYMAに取り組んでいるのか」 

etc、タイムリーに勢いのある人からエネルギー量の高い講義をしてもらい、
BUYMAに反映させようという勉強会です。 

これをRFBサロンの方で開催します。誰が登壇するのかは、現時点で未定となってい
ますが、登壇する人、勉強会に参加される人、両者にとって学びとなる会にすること
だけは約束します。



SHOP巡り(東京、名古屋、大阪) 



Freelyでは、シーズン中に1,2回開催しているSHOP巡り。 

そんなSHOP巡りですが、慣れていない人もまだまだいらっ
しゃるのも事実です。 

元販売員で店内ディスプレーや他店舗の指導もしていた経験
も踏まえ、僕目線でのSHOP巡りを開催します。 

3都市を挙げていますが、全ての都市にRFBサロンメンバー
がいた場合、全ての都市で開催予定です。



その他オフ会



極秘に進めていることですが、BUYMA界でも絶大な実績を
誇る方々との対談の話が決定しています。 

オフ会兼勉強会というような内容としてどこかのタイミング
で開催を予定しています。 

もちろんこれとは別のお茶会やオフ会企画も考えています。 

もしかするとファッション業界の方との対談が実現するか
も？ 



海外合宿

現時点でFreelyとの合同で考えていますが、サロンメン
バーとの繋がりが深まる海外合宿を開催



RFBサロン参加特典



和田さん×谷本の月一対談

毎月1回、和田さんと僕とで動画対談を開催します。 

内容は、主にBUYMAのことが中心になってくると思います
が、その時その時でメンバーに要望を募ったりもするので参
加メンバーにとってより良いコンテンツとなるような動画対
談です。 

RFBサロン以外では、絶対に聴くことができない貴重な情報
も飛び出すこと間違いなし！！





月一ファッションレポートの
配布

ファッションは、常に変化し続けるものです。この変化を感じ、トレンドを追うことで
BUYMAにも活かせる内容がたくさんあります。 

アーリーアダプター戦略等は、トレンド追いができていれば継続的に取り入れることができ
ます。 

ただ、よほどファッションに興味が無いと中々そこまで手が回らないと言うのも現実だと思
います。 

そこでRFB サロン参加メンバー限定でファッションの動向やブランドや商品情報等、
BUYMAに活かせるファッションレポートを月一配布させて頂きます。 

海外在住で日本のトレンドを知りたい人にとっても有効に活用できる情報をお届けします。



週一ファッション動向音声

こちらは、雑誌やSHOP巡り等、現状の動向や、雑誌の詳し
い解説等を音声に載せて週一回配信します。 

忙しくて中々SHOPに行けない、雑誌を読む暇がない、ある
いは、海外在住なので日本の動向が知りたいといった方にも
有効的な情報をお届けします。



サロンは 
専用instagram



Freelyのサロンは、Facebookですが、RFBサロンは、instagramが会場です。 

これには色々な理由があるのですが、 

現時点でファッションに相性が最も良いSNSが 

instagramだから。 

専用instagramのサロンを開設します。 

そこでは、勉強会、オフ会、懇親会でもメンバーが見れるようなライブ配信を行った
り、都度気になったファッションのことやBUYMAのことを投稿していきます。 

メンバーからシェアしたい内容があればそれもinstagram内で投稿していきます。 

自己紹介スレッドや全体質問は、グループLINEでスタートします。 

※個人的に質問したい内容は専用インスタサロンのDMからお願いします。



サロン期間と料金
RFBサロン期間:6ヶ月間 

・一般の方:¥10,000×6ヶ月 

・RFB関連受講経験者:¥8,000×6ヶ月 

・Freely参加者:¥5,000×6ヶ月 

ご参加フォームはこちら 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfY4vjV9ORjAdr6j9MERMXTKcHHXF3yPTpnOcdAIzsIYa
-QHA/formResponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4vjV9ORjAdr6j9MERMXTKcHHXF3yPTpnOcdAIzsIYa-QHA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4vjV9ORjAdr6j9MERMXTKcHHXF3yPTpnOcdAIzsIYa-QHA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4vjV9ORjAdr6j9MERMXTKcHHXF3yPTpnOcdAIzsIYa-QHA/formResponse


FreelyとRFBサロンの違い



最後に



ここまでレターを読んで頂きありがとうございます。 

僕は、元々、お金もなく才能やセンスも人との繋がりもありませんでした。 

世間体や人からどう思われるのかばかりを気にして32年間生きてきたある
時、本当に過ごしたいと思う人生ではないことに気付きました。 

そして、退職→LA留学と誰もが無謀だと思った挑戦をしました。 

僕自身も正直な所、何の自信も確信もありませんでした。 

だけど、たった一つだけそれまでの人生で過ごしてきたことと 

違ったことがありました。 

それは、



「今、本当に自分がやりたいと思ったことをやっている」ということでし
た。 

だから、「結果的にどうなってもいいか」とスッと思えたと同時に「今、生
きている」という濃厚で充実した人生を過ごしていると感じました。 

それからというもの 

「今、本当にやりたい」と思ったことに情熱を燃やし、約4年間やっています。 

僕は、ファッションというフィルターを通して 

「みなさんと一緒に見たい景色を見たくて」RFBサロンを和田さんと立ち上
げることにしました。 

みなさんが「今、本当にやりたいこと」とは、どんなことですか？　 

谷本 貴博 


