
仕入れに使わないと損するクレカ会社とは？ 

 

 

何だと思いますか？ 

 

JCB？ MASTER？ VISA？ 

 

 

残念、違います。 答えは、アメリカンエキスプレス。 

 

そう。「アメックスカード」のことです。 

 

 

こんにちは。加藤賢です。 

 

現在、輸入 or輸出ビジネスを手がけているのであれば 

何があっても、アメックスカードを、絶対に使わなければならない。 

 

なぜ、他のカードではなく、アメックスでないと 

大きな損をするのか？ 

 

もしあなたが他のカード会社で仕入れをしていれば 

今すぐに読んでおくべき内容です。 

 

これから書く内容は、すべて加藤が 

試行錯誤のうえに分かった体験済みのお話です。 

 

予想のお話は書いてないので、安心して読んでほしい。 

 

 

あと、これを読み終わると、 

「なんで今まで持ってなかったのか・・・」と 

後悔すると思うので、覚悟のうえ読んでください 笑 

 

では、いきましょう。 



アメックスを使うべき３つの理由 

 

 

１．無限にお金を引っ張ることができる 

 

 

これが、輸出入物販ビジネスで 

アメックスが必須だと断言する一番の理由です。 

 

 

アメックスの特徴として、締め日までいかなくても、 

 

途中で充当入金すれば、入金した分だけ使える与信枠が元に戻る 

 

という素晴らしいシステムがあります。 

 

ちなみに、「与信枠」とは、簡単に言うと 

「その人に与えられる限度額」のことですね。 

 

 

たとえ与信枠がいくらであっても関係ありません。 

 

３０万円の与信枠でも、それを使い切って 

３０万円を入金振込すれば、またすぐに３０万円を使える 

ようになる、ということです。 

 

つまり、それをくりかえせば 

無限に仕入れを繰り返すことができます。 

 

 

これって凄くないですか？ 

 

 

極論を言うと、月に一億円だって引っ張ることもできる。 

 



現に、PPC広告関連の会社をしている知人がいますが、 

彼は複数のアメックスで充当をしまくり 

月に８０００万円以上を使っているそう。。 

 

PPC広告は、いくらでも広告費かけられますからね。 

 

 

あ、もちろん、 

充当できるだけの元手がないと話になりませんが。 

 

だから、充当したいならば 

商品を売りまくらないといけない。 

 

商品が売れてお金が入ってくればすぐに充当する、 

それで枠を復活させることができるのですから。 

 

 

充当入金のやり方は、カード裏にあるカスタマーセンターへ 

電話して、充当したい旨を伝え、指定口座へ振り込むだけ。 

それで即日に枠が増えます。 

 

 

というわけで、小資金で機動的、効率的に売上をあげるなら 

個人法人含めて、アメックスカードは必須なのです。 

 

 

 

ちなみに、利用限度枠がないことで有名（？）なダイナースカード。 

 

これでもいいじゃん、とお思いかもしれません。 

 

実は、カードの使用目的に非常に厳しいです。 

仕入れ目的だと疑われると、ビジネスで使わないよう 

電話が来て、枠を制限されてしまう。。。 

 

（僕も、一時期、限度枠が２００万円ほどになった 笑） 



 

そしてこの会社には、「ビジネスカード」が存在しない。 

なので、仕入れ目的には長く使い続けられない代物なのだ。 

 

 

では、次の理由にいきましょう。 

 

 

 

２．与信枠の限度額が半端ない 

 

 

VISAやMASTER、JCBなどのブランドの場合、 

ハイエンドなカードでない限り 

せいぜい３００万円が限度です。 

 

しかし、アメックスでは、どんな色のカードでも 

使えば使うほど、優良ユーザーと見なされ 

与信枠はどんどん増加していきます。 

 

 

 

ちなみに、アメックスには 

グリーン、ゴールド、プラチナ、センチュリオン（ブラック） 

と色があります。 

 

アメックスの色は、ぶっちゃけて言うと 

「年会費と付帯するサービスの違い」。 

 

あとは、「ステータス」。 

 

女性の前や、夜のお店とかでイバリが効く、 

というだけのお話です 苦笑 

 

そのために、年会費３０万円近くを払い 

ブラックカードを持っている知人もいる。。。^^; 



 

 

・・・話を戻しましょう。 

 

 

アメックスは、実績をつんでいけば 

与信枠は最大１０００万円程度まで上がります。 

 

仕入れ目的でここまで使えるのは、アメックスだけ。 

 

さらに言うと、 

ビジネスカードの方が断然、与信枠が上がりやすい。 

 

 

なので、クレカの使用実績を積み上げて 

カードの与信枠を増やしていく楽しみ 

という、意外なメリットも付いてくる 笑 

 

僕は複数アメックスカードを持っていますが、 

いくつかのカードを育てあげ、 

その額まで使うことができるようになりました。 

 

 

もちろん充当入金すれば、それ以上使えますよ。 

 

だから、さっき言ったように１億円分を引っ張ることも 

理論上は可能というわけ。 

 

次の理由も、物販をやるなら結構重要な情報です。 

 

 

 

３．得たポイントを航空マイルにすべて変えられる 

 

 

クレカ利用のメリットとして有名なポイント。 



 

もしかして、溜まったポイントを、 

色んな商品や商品券と交換してないだろうか？ 

 

それって、すごくもったいないことなのです。 

 

 

そのポイントがいくらに換算されるか？ 

という「換算効率」を考えると、、、 

 

実は、航空会社のマイルに換算するのが 

もっとも換算効率が高いのだ。 

 

 

アメックスであれば 

デルタやシンガポール航空など、名だたる国際航空会社の 

マイルに限度なく交換できます。 

 

ただし JALや ANA は、 

１年間に交換できるマイル数に限度がある。 

 

あと、国内は今や LLCのシェアが大きくなってますからね。 

わざわざ高い大手を使う人も徐々に少なくなっているので 

海外旅行に使う方がお得ですよね。 

 

 

なので、溜まったポイントをマイルに変えて 

海外旅行にタダで行ってしまいましょう。 

（別途、燃料費はかかりますよ） 

 

 

僕は今だと、ヨーロッパまでビジネスクラスで 

４、５回往復できる分のマイルを持っている。 

 

さらに、ホテル代金もポイント交換できるので 

実質タダで仕入れ出張に行ったりもできます。 



じゃあ、デメリットはないのか？ 

 

 

メリットだけをアピールするのはフェアではないですよね。 

 

なので、アメックスのデメリットと思われる点も 

お伝えしておきます。 

 

 

１．最初の与信枠が低い 

 

 

アメックスは、最初の与信枠が低いです。 

 

ほとんどの人が、最初は３０万円だけ。 

 

 

対して他のカード会社では、利用者の条件がいいと 

最初から１００万円の枠を与えられる。 

 

 

ただし、アメックスは与信枠が上がるスピードが段違いです。 

（さらに、ビジネスカードだと早くなります） 

 

数ヶ月間、枠を使っていれば 

すぐに１００万円までいきます。 

 

そして１０００万円近くまでいくのは、 

アメックスだけですしね。 

 

なので、最初の半年間は、我慢して枠を育てていきましょう。 

 

もちろん充当もできるので、 

足りなくなればすぐに振り込み、枠を復活してもらえば 

いいだけの話ですね。 



 

２．カード利用のセキュリティが高い 

 

 

防犯のための電話確認がときどき来ます。 

 

つまり、「なりすましで他者にカードを使われてませんか？」 

という問い合わせ確認をしてくれる、ということです。 

（そのため、これは一概にデメリットとは言いがたい） 

 

これは大きな額を頻繁に使っていれば 

どこのカード会社でもあり得る話ですが。 

 

海外仕入れであれば、ペイパルを使うことが多いでしょう。 

 

特にペイパルは、なりすまし利用の犯罪が多発しているらしく 

電話確認が多いですね。 

 

 

単に、「●日の●●の注文は、あなたの利用ですか？」 

と聞かれるだけなので 

そうだと伝えてあげればいい。 

 

それ以上、具体的に何を買ったか？ 

などを聞かれることはないのでご安心を。 

 

 

あとは、海外 Amazon などで、連続して決済したりすると 

途中でセキュリティがかかり 

決済に制限がかかってしてしまうこともある。 

 

このときも、すぐにアメックスから電話がかかってくるので 

正常な決済だと伝えれば、制限が解除されます。 

 

 

以上、デメリットといえば、このくらいです。 



 

どのカードを選べばいいの・・・？ 

 

 

アメックスカードには個人向けの一般カードと、 

ビジネス向けの「ビジネスカード」が用意されています。 

（左側が一般、右側がビジネス） 

 

       
 

 

さらに言うと、ビジネスカードの中でも「個人事業主」と 

「法人代表者」向けで分かれていますが、 

これはあまり大きな違いはないので省略しますね。 

 

では、どのカードを選べばいいのか？と悩まれると思います。 

 

 

まず、結論から言ってしまうと、個人用カードは必要ありません。 

 

理由は３つあります。 

 

まず一つめ。 

個人用でもビジネスでも、年会費は変わらないから。 

 

グリーンは12000円、ゴールドは29000円です。 

 

二つめ。 

先ほどもお話している通り、ビジネスカードの方が 

与信枠が増えやすく、増えるスピードも早いから。 

 

三つめ。 

ビジネスカードであっても、審査は個人向けカードと変わらないから。 



（以前は違いましたが、今は同じとのこと） 

 

以上の３つの理由を考えると、ビジネスカードを選ぶべきですよね。 

 

 

やはり１枚目としてお勧めなのは、年会費も安い 

「ビジネスカード（グリーン）」でしょう。 

 

まぁ、ある程度のステータスも欲しい方は 

「ビジネスカード（ゴールド）」もいいと思います。 

 

 

各ビジネスカードの詳細説明はこちらをご覧ください。 

 

ちなみに、下記ページから申し込んでも、入会特典のポイントはもらえな

いのでご注意を。 

 

ビジネスカード（グリーン）はこちら 

ビジネスカード（ゴールド）はこちら 

 

 

それぞれ年会費は多少高いですが、 

それをカバーするメリットがあることはもうお分かりだと思います。 

 

 

 

あなたへ、ハワイ往復チケットを進呈します 

 

 

ここまで読んでくれたあなたなら、もう 

「今すぐアメックスのビジネスカードを手に入れなければ！」 

と思ってくれただろう。 

 

（思ってないのなら、再度しっかりと読んだ方がいいです） 

 

https://www.americanexpress.com/jp/content/green-business-individual-card/
https://www.americanexpress.com/jp/content/gold-business-individual-card/?filter=business


 

先述の通り、今現在、アメックスカードに申し込むのならば 

断然ビジネスカードがオススメなので、 

個人向けカードについては選択肢に含みません。 

 

そして今回、アメックスカードを使い倒している私の元へ、 

私経由でアメックスビジネスカードに申し込みをすると 

なんと、ハワイ旅行に行ける特別オファーをいただきました。 

 

その内容は以下の通り。 

 

 

まず、以下は入会時に発生する特典です。 

 

ちなみに通常のカード利用で、 

１００円の利用につき１ポイントが付与されます。 

 

 

①ビジネスカード（グリーン） ５,０００ポイントゲット 

（５０万円分の利用分） 

②ビジネスカード（ゴールド） １０,０００ポイントゲット 

（１００万円分の利用分） 

 

 

そして、以下が私経由の特別特典です。 

 

ビジネスカード（グリーン・ゴールド共通） 

ご入会後３カ月間で、合計５０万円以上ご利用頂くと 

２０,０００ポイントゲット 

 ご入会後３カ月間で、合計１００万円以上ご利用頂くと 

さらに２０,０００ポイントゲット 

 

（つまり、４０,０００ポイントということです） 

 

 

※上記内容は時期により変更される可能性があります 



 

もちろん、カード利用に伴う通常のポイントも付与されます。 

 

ですので、たとえばグリーンのビジネスカードに入会後 

３ヶ月間以内に１２０万円を使ったと仮定した場合、、、 

 

１． 入会時ポイントとして５,０００ポイント 

２． １２０万円利用分として１２,０００ポイント 

３． 特別特典として４０,０００ポイント 

 

合計で、５７,０００ポイントもゲットできてしまいます・・・ 

 

 

もう、いくら分ポイントが付くんだ？って話ですね 笑 

 

ちなみに、ANAやJALのハワイまでの往復航空券はというと、 

４０,０００ポイント。 

 

つまり、ハワイ旅行に行けて、 

余裕でお釣りが来る計算となるわけです。 

 

たとえ５０万円〜１００万円しか使わなかったとしても、 

３７,０００ポイントですからね。 

 

 

もちろん、このオファーは、 

普通にサイト上からアメックスカードを申し込んでも 

絶対にもらえない、ビッグなポイント数です。 

 

この機会を逃さず 

仕入れに必須のビジネスカードを手に入れておいてください。 

 

 

お申し込みフォームは以下となります。 

 

後ほど、アメックスの女性担当者より電話連絡が来ます。 



 

→ https://ssl.form-mailer.jp/fms/5b58868f304879 

 

 

 

なお、申請には以下の条件が必要となります。 

 

・取得希望者に一定額の継続収入があること 

 

→ 当たり前の話ですが、カードを取得する方に 

継続収入がないと審査は通りません。 

 

たとえば、給与だったり個人事業による報酬だったり。 

もしご自分が該当しなければ、ご家族の該当する方名義で 

申し込みという方法もあります。（もちろんその方の審査がされます） 

 

 

・この３年間で、複数回のカード事故（入金遅れ）がないこと 

 

→ 間近の３年間で、請求金額の入金遅れ、 

いわゆる「カード事故」を何度も起こしていると 

まず新規のカードは作りにくくなります。 

 

これも当然のごとく、カード会社としては 

そんなルーズな人にカードを出すのはリスクが高すぎますからね。 

どのカード会社でも同じことです。 

 

 

追伸 

 

ここまでは、グリーンとゴールドカードについて 

ご紹介をしてきました。 

 

ただ、「もう持ってるよ！」という 

すでに稼いでいらっしゃる方へ、さらなる特別オファーがあります。 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/5b58868f304879


 

通常であれば、アメックス側から招待されないと 

申込みができない「ビジネスカード（プラチナ）」についても 

今回特別に申込みができるようにしていただきました。 

 

ただし、税引後の年収が８００万円以上の方のみ対象です。 

 

条件を満たす方は、ぜひぜひハイステイタスの 

プラチナカードを手に入れてみてください。 

 

 

追伸２ 

 

この特別オファーは、いつまで続けられるかまったく分かりません。 

 

もちろん私の都合などではなく、 

アメックスカード側の都合で突然終了するからです。 

 

そうなれば、私もどうすることもできませんから。 

 

なので、このレポートを読んだら 

できるだけ急いで申し込んでおいてくださいね。 

 

 

【お申し込みフォーム】 

→ https://ssl.form-mailer.jp/fms/5b58868f304879 

 

 

加藤賢 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/5b58868f304879

