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【著作権について】  

当電子書籍は著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては以下

の点にご注意ください。  

・本電子書籍の一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子フ

ァイル、ビデオ、DVD、及びその他電子メディアなど）により複製、流用、およ

び転載することを禁じます。  

  

【使用許諾契約書】 

本契約は、本教材をダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者

（以下、乙とする）との間で合意した契約です。本教材を甲が受け取ることに

より、甲はこの契約に同意したことになります。  

  

第一条 本契約の目的 乙が著作権を有する本教材に含まれる情報を、本契約に

基づき甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。  

第二条 禁止事項（第三者への公開の禁止） 本教材に含まれる情報は、著作権

法によって保護されています。甲は本教材から得た情報を、乙の書面

による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メディアによる

配信などにより、いかなる第三者にも公開することを禁じます。  

第三条 契約の解除 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用

許諾契約を解除することができるものとします。  

第四条 損害賠償 甲が第二条に違反した場合、本契約の解除に関わらず、甲は

乙に対し、違約金として、違約件数と販売価格を乗じた金額を支払う

ものとします。  
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仕入れのファーストステップ  
  

みなさんはよく、「●●せどり」「□□転売」など、特定のジャンルに絞った教

材をみかけたことはありませんか？悪くはないのですが・・・  

転売で稼ぐためには「幅広いジャンルを扱う」のが最善です。  

  

例えば、実店舗を回る際、特定のジャンルしか詳しくないのと、多くのジャン 

ルに詳しいのでは、１店舗あたりの効率が大きく変わってきます。  

  

しかし！！！！！！！！  

  

転売をはじめたばかりの初心者が、最初から幅広いジャンルを扱おうとする

と、考えなければいけない情報が増え、逆に結果が出にくく、転売を諦めると

いったことが起きてしまいます。  

  

ということは、まず転売初心者は何をすれば良いのかというと、特定のジャン

ルに絞って転売の基礎力を身に付け、少しずつ扱うジャンルを増やしていくこ

とです。  

  

最初に使える資金額にもよりますが、まずはご自身の好きなジャンルや興味の 

あるジャンル、詳しいジャンルから始めるのが良いと思います。  

  

例えば、ゲームが好きならゲームから、アニメが好きならば例えばアニメフィ

ギュアから、のように、自分が好きなジャンルから始めると、リサーチも楽し

いですし、商品知識もどんどん身についていきます。  

  

ただ、中には興味のあるものがないという方もいらっしゃると思います。  

そういう方は、「家電」を扱うことをオススメします。  

特に、家電の中でも比較的サイズの小さい、5000～10000円くらいの商品から始

めると良いです。  

サイズが大きいと送料も高くなりますし、単価が高い商品を扱うと、もしも売

れなかったときにすぐに赤字になるリスクがあるためです。そして、転売でお

もいっきり利益を出すために意識すべきことがあります。  
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それは・・・  

  

「旬」  
  

です。  

どういうことかというと、商品は、  

・季節に関係なく売れるもの  

・その季節にだけ売れるもの  

・あるタイミングで売れるもの  

に大別できます。  

  

例えば、春に着目してみましょう。  

一概に「春」といえど、世間一般的には３月～５月。３ヶ月間もあります。そ

こで、「春」の中でも、４月初旬の「新生活」という時期に着目します。  

「新生活」という時期だけでも  

・引っ越し需要 UP  

・大学生の一人暮らし準備  

・卒業、就職  

・新学期準備品  

・冬太り解消  

などが挙げられます。  

  

このように、４月初旬のみに着目しても、かなりの着眼点で商品のリサーチが

できます。  

  

まずは、いまの例のように、他の季節などではどのような着眼点を持てるかを

しっかりと  

「自分の頭で考えて」ください。  

しつこいですが、自分の頭で考えるクセをつけないと、ビジネスでお金を稼ぐ

ことはできません。  
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オンラインのみで仕入れを完結させる  
  

「実店舗に足を運ぶのが面倒だ」  

「実店舗が営業している時間は忙しくてなかなか行けない」  

  

こういった悩みをお持ちの方のために  

インターネットを利用した仕入れについて解説します。  

  

まず最初に理解していただきたいのはインターネット仕入れの注意点として  

「商品が届くまでの配送時間のリスク」が挙げられます。  

  

どういうことかというと、人気商品を仕入れる場合、商品が手元に届くまでに

時間がかかってしまい、その間に Amazonの価格が急激に下がってしまったとい

うことが起こりえるということです。  

  

インターネット上で商品を仕入れる場合に注意しなければならないことは、 

Amazonでの価格変動が起きやすい商品の場合は、仕入れのリスクが非常に大き

いという点です。  

  

例えば、クリスマス等の年末商戦の時に、「新作のゲーム」などは価格変動が  

非常に激しいため、ネットで大量に仕入れるのはやめておくべきです。  

  

では、インターネットで仕入れるのに適しているのはどういう場合かというと  

・価格競争に巻き込まれにくい商品を扱う時  

・競合が少ない商品を扱う時の場合です。  

  

以上の２点の条件を満たす商品はどういったものかというと・・・ ★型落ちの

人気商品（新古品）  

★プレミアがついている商品  

★中古品  

  

の３つです。  
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では、このような商品をどのように仕入れればいいのか。  

結論から言います。オススメは  

「ヤフオク」「メルカリ」です。  

  

①ヤフオク編  
  

ヤフオクとは、日本最大のインターネットオークションサイトになります。

その名の通りオークションサイトなので、新品、中古品、レア物の商品まで

幅広く商品が出品されています。今回初心者の方にオススメするネット仕入

れ方法は、  

  

ヤフオクで仕入れ、Amazonで販売する  
  

手法です。  

この手法は、在宅で出来るというメリットによる効率が非常に良いです。  

  

では、具体的にどのようにヤフオクで商品をリサーチ、購入し、  

Amazonで販売するのか？  

その手順を解説していきます。  

    

手順その① 「リサーチ対象商品を選定する」  

  

まず最初に、リサーチする対象商品を決めてください。  

ヤフオクも Amazonと同じくらいの商品ジャンルがそろっていますが初心者に

オススメなのは  

  

・オーディオ機器  

・ipod  

・カメラ  

・プリンター  

  

などです。慣れてきたら、自分なりに独自のジャンルを開拓してください。  
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では、「オーディオ機器」を例にしてリサーチのシミュレーションをしていき

ます。  

  

Amazonのトップページで「家電・カメラ」を選択する。  

↓  

ページ遷移後「オーディオ」を選択する。  

↓  

ページ遷移後「ラジカセ・CDラジオ」を選択する。  

↓ ページ遷移後、価格を「10,000円以上」と選択する。  

※ヤフオク仕入れの場合は、5000円の利益獲得を目安にしてください。  

なので、基本的に 10,000円以下の商品は無視してください。  

↓  

ページ遷移後、「中古品」を選択する。  

※ヤフオク仕入れによる転売の場合は、中古品も対象になります。なので、

新品のみの出品者の商品を除外してリサーチしましょう。ヤフオク仕入れの

３条件  

① Amazon で中古品の出品者のみ or 中古品の出品者のほうが、新品の出品

者よりも多い商品  

② 新品と中古品の価格差ができるだけ大きい商品  

③ Amazonで中古品の価格が１万円以上の商品  

  

以上の３つのうち、①と③は、先ほどの作業で絞り込んでいるので、②に注

目します。  

  

そもそもどうして、新品と中古品の価格差が大きい物を調べる必要があるの

かというと、  

  

その価格差が大きいほど  

「プレミア化」している商品である可能性が高いからです。  
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例えば、こんな商品が見つかりました。  

  

条件①クリア！条件②クリア！

条件③（ほぼ）クリア！  

全ての条件が揃っています。  

    

 

波形にジグザクが見られます。この商品は毎月３～４個売れていることが推

測できますね。  

  

また、以下のグラフを確認すると・・・  

  

  

出品者数が減っているところに着目すると、中古で 9,480円で売れている可

能性があることがわかります。  

  

 

そして、 この商品の購入履歴を モノレート で調べます。     
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次は、  

 

「オークファン」を使って対象商品があるかどうかを調べます。  

オークファンとは、日本のオークションサイトの相場を全て一覧で確認する

ことができる、非常に便利なサイトです。  

  

オークファンを使えば、ヤフオクのみならず、楽オク（楽天が提供している

オークションサイト）等、他のオークションサイトを含めた相場を確認でき

ます。  

まずは、教材を読み進める前に、オークファンの会員登録をしてください。  

無料会員登録で OKです。会員登録をすると、落札予約などの機能を使うこと

ができるので、非常に便利です。  

  

会員登録が済んだら、早速検索しましょう！検索時のポイントとしては「型

番」のみを入力することです。  

今回の商品名は  

「SONY CDラジカセ W78 シルバーCFD-W78」なので  

【CFD-W78】のみ入力します。  

※半角で入力してください。  

  

まずはこれまでのオークションでの落札相場を確認します。  

検索時に「オークション落札相場」をクリックしてください。  
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すると、これまでの落札価格が確認できます。  

中古品であれば、「3500円～5000円」程度で落札されていることがわかりま

す。  

  

つまり、Amazonでの最低価格は中古品で 9,480円であったので、5000円で仕

入れても利益が期待できます。  

  

では次に、この商品が現在「オークションに出品されているか？」を確認し

ます。  

  

オークファンで「開催中のオークション」をクリックし、先ほどと同様に型

番の「CFD-W78」を入力し検索します。  

すると、５件ヒットしました！  
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上から２番目の出品に着目すると、中古品で「4,500円」で販売されていま

す。  

うまく「4,500円」で落札することができれば、  

手数料コミコミでも 3000円程度の利益を得られそうです。  

  

では、実際にオークファンを経由して入札予約をしてみましょう。  

  

入札したい商品をクリックし商品ページへ遷移したら  

「入札予約」をクリックします。  

  

「入札予約」では、「いつ？いくらで？」入札するかを設定できます。  

今回は入札者がまだ居ないので、オークション終了１０分前に、4,500円で

入札予約をします。  

通常であれば、１日に１回１５分程度、落札価格の変動をチェックすると良

いです。  

これをすることで、入札率を上げることができます。  

  

★ヤフオクでの仕入れ時の注意点ヤフオクでの仕入れの場合は、欠品やジャ

ンク品に注意する必要があります。  

ジャンク品を Amazonで販売してしまうと、評価を下げてしまう可能性がある

ので、ヤフオクで商品を購入する場合は  

・商品が欠品 orジャンク品でないかどうかに必ず気をつけて、購入をしてく

ださい。  

    

②メルカリ編  
  

メルカリは、もしかしたら今まで「販売先」として活用していたかもしれま

せん。  

しかし実は、メルカリを最大限に活用するには「仕入先」として使うのが最

も効果的です。  

  

それは何故でしょうか。  
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メルカリは、スタートしてまだ３年の新しいサービスです。  

しかも、使い方も簡単、直感的なのでウブなユーザーがとっても多いです。  

  

メルカリは、、、  

・主に不要品を販売  

・処分できたらラッキー！といった感覚で販売しているユーザーが多いの

で、  

相場をあまり気にしていない出品者が多いです。  

  

つまり、相場よりもかなり安い価格で購入することができます。  

更に言えば、オークション形式ではないので、利益が取れるとわかった商品

は、すぐに購入することができます。  

  

以上のことから、メルカリで仕入れたものを Amazonで販売すると、  

メルカリでの仕入れ価格の倍以上で売れることがあります。  

  

だから「仕入先」として今とてもアツいのです。  

  

まず、メルカリに登録していない方は登録をしましょう。  

ここで、以下の招待コードを入力すると、購入に利用できる 300円分のポイ

ントが付与されます。この 300 円のポイントは仕入れに利用できるのでぜひ

手に入れてください。  

招待コード：PYMTMX  

  メルカリの場合

は、商品のリサーチが

非常に簡単です。  

  

まず初心者の場合は、メルカリでの仕入れは「新品」を扱いましょう。  

  

販売したい商品を検索するときに、詳細検索で  

「ジャンル」「新品・未使用」「販売中」の３つをしっかり選択してくださ

い。  
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実際に販売したい商品が見つかった場合は、Amazon でその商品が売られてい

るかを確認します。  

  

価格差があることがわかったら、その商品が売れているかをチェックするた

めに  

「モノレート」で判断します。  

（※モノレートの利用法はここでは割愛します）  

  

そして、モノレートで調べた結果、売れそうであると分かった場合は、  

  

「Amafee」を用いて、どれくらい利益が得られそうかをチェックします。  

  

Amafeeの仕入れ値には、メルカリで購入できる価格を入力します。  

想定売価には、Amazonで販売されている価格を入力します。  

サイズは基本設定のままで OKです。  

最後に、カテゴリーを入力して利益率を出します。  

  

ポイントは、ここで算出した利益率が、最低でも  

「20%」以上のものを仕入れてください。  

20%以上のものでないと、FBAセンターへ商品を送る時の送料で赤字になるリ

スクがあるためです。  

  

  

  

 

あとがき  
  

いかがでしょうか。以上が  

「オンラインのみで仕入れを完結させる」方法です。  

  

最低限必要な情報のみを詰め込みました。  

あとは「自分の頭で考える」ということを徹底的に意識して行動に起こせば  

このオンライン仕入れのみでも大きく稼ぐことが可能です。  
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