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■著作権について■

• このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下
記の点にご注意戴きご利用下さい。

• このレポートの著作権は配布者に属します。

• 著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいか
なる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁
じます。このレポートの開封をもって下記の事項に同意した
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• このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の
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ても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。
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• このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解
等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最
新化、見解の変更等を行う権利を有します。

• このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、
不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の業務
提携者は、一切の責任負わないことをご了承願います。

• このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレ
ポートの利用することにより生じたいかなる結果につきまし
ても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を
負わないことをご了承願います。
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§ラクマ 

 

フリマアプリ「ラクマ」は、フリーマーケットのように自由に商品を 

売ったり買ったりできるアプリです。 

ほとんどが送料無料で値下げ交渉も出来ます。 

 

 

 

フリマアプリ「ラクマ」は、フリーマーケットのように自由に商品を 

売ったり買ったりできるアプリです。 

ほとんどが送料無料で値下げ交渉も出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆Wii U プレミアムセット shiro(WUP-S-WAFC) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00D3GQC7S 

 

仕入れ　36980円 

 

売値　　44000円 

 

回転も利益も高い商品でした。良いときは50000円でも売れました。 

 

◆Wii U スーパーマリオメーカー スーパーマリオ30周年セット 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B012RDUGFG 

 

仕入れ　37000円 

 

売値　　49080円 

 

普通のマリオメーカーセットかと思ったら、30周年のマリオメーカーセットが 

届きました。フリマアプリだとたまにあります。ラッキーでした。 

http://mnrate.com/item/aid/B00D3GQC7S

http://mnrate.com/item/aid/B012RDUGFG



 

◆Wii U ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT セット (【初回限定特典】amiiboカード ダーク

ミュウツー 同梱) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B019SM79XQ 

 

仕入れ　42500円 

 

売値　　48800円 

 

あまり利益なかったのですが回転の良さで購入しました。 

 

 

◆PlayStation Vita Wi-Fiモデル ブラック (PCH-2000ZA11) 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00F27JDTU 

 

仕入れ　13500円 

 

売値　　18865円 

 

14500円を値下げ交渉で13500円にしてもらいました。 

値下げ交渉がダメでも利益出ますね！ 

 

http://mnrate.com/item/aid/B019SM79XQ

http://mnrate.com/item/aid/B00F27JDTU



◆raycop ふとんクリーナー レイコップLITE[ライト] (ベビーピンク)【掃除機】raycop RE 

アールイー RE-100JPK 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00KL34BHE 

 

仕入れ　13500円 

 

売値　　18500円 

 

送料込みで出品されてなかったので、値下げ交渉と送料込みでお願いしました。 

◆パナソニック 100形 電球形蛍光灯 ボール電球タイプ パルックボール スパイラル 電球色 

EFG25EL/20 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00094NZPO 

 

仕入れ　545円 

 

売値　　2100円 

 

10個セット5450円で購入しました。廃盤の電球だったので店舗とラクマで2回のみ購入でき

ました。 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00KL34BHE

http://mnrate.com/item/aid/B00094NZPO
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◆PlayStation 2 シナバー・レッド (SCPH-90000CR) 【メーカー生産終了】 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B001APGOJA 

 

仕入れ　8000円 

 

売値　　15280円 

 

中古で購入しました。付属品も揃ってて箱もあり、状態が良かったので高値で売れました。 

 

◆PSone&液晶モニター COMBO【メーカー生産終了】  

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00005U215 

 

仕入れ　3000円 

 

売値　　9800円 

 

PSoneを購入したとき、PS2 30000番が付いてきましたがあまり状態が 

良くなくAmazonでの出品は無理だと思いヤフオクでジャンク品で2000円で 

売れました。 

http://mnrate.com/item/aid/B001APGOJA

http://mnrate.com/item/aid/B00005U215
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https://mandahakko.com/mh/shop/lp.html?fkey=plusonmonitor_2

http://www.proudin.jp/eastec/front/contents/pc001/

http://mnrate.com/item/aid/B00ICFAUSW



https://www.sizenshokken.co.jp/

http://mnrate.com/item/aid/B00X2IKH8W

https://www.saishunkan.co.jp/domo/sample/



https://hiroshima-welcome.jp/

毎年1冊発行されている無料ガイドブックです。

Vol.3より「転売禁止」が明記されるようになりました。
広島観光協会より販売中止要請がくる場合があるので、注意してください。



http://www.ikea.com/ms/ja_JP/customer-service/about-shopping/catalogue-and-brochures/





http://www.suntory-kenko.com/contents/brands/sesamin/order/trial.aspx
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http://www.bestgate.net/
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�N杢ットショッピング



§Joshin ネットショッピング

s 

主に個数制限のもの、 

アウトレットのコーナーのもの

を仕入 

◆店舗の見所

週末セールやアウトレットセールを 

タイミングよく仕入れる。

毎月購入していけば、ランクがあがり 

それに応じた割引クーポンをもらえるので 

それらを駆使して仕入れる。 

ポイントも入るので、使えばさらに利益が増える。 

◆エレコム USB3.0 対応 外付けハードディスク

1.0TB【WEB 限定商品】ELD-XEDUBK シリーズ ELD-XED010UBK 

http://mnrate.com/item/aid/B01H3D6HX0 

仕入値  4000 円 

売値   6200 円 



週末限定商品をクーポン利用して購入 

◆エレコム USB3.0 対応 外付けハードディスク 1.0TB【WEB 限定商品】ELD-

XEDUBK シリーズ ELD-XED010UBK 

http://mnrate.com/item/aid/B01AR7O3IK 

仕入値  1980 円 

売値   3980 円 

一人一個限定商品。 

◆エレコム USB3.0対応 外付けハードディスク
2.0TB【WEB限定商品】ELD-XEDUBKシリーズ ELD-XED020UBK

http://mnrate.com/item/aid/B01H3D6JBK 

仕入値  5980 円 

売値   7980 円 



一人一個限定商品。ハードディスクは回転が良い。 

◆ファイナルファンタジー XV デラックスエディション 初回生産特典 武器・

衣装・レガリアカラーリングアイテムコード同梱+ドラマ CD 付 - PS4 

http://mnrate.com/item/aid/B01DN9WFGG 

仕入値  4000 円 

売値   6000 円 

ゲーム自体の評価があまり良くないが、ネームバリューで 

購入。FBA 入荷後２日で即売。 

◆聖闘士聖衣神話 EX キャンサーデスマスク（神聖衣）

http://mnrate.com/item/aid/B014P9BZHI 

仕入値  5900 円 

売値   8000 円 

これも入荷と同時に即売れ 



◆Logitec ポータブルブルーレイドライブ USB3.0

書き込みソフト付 BDXL 対応 ブラック LBD-PMK6U3LBKW 

http://mnrate.com/item/aid/B01EJ7AP40 

仕入値  5480 円 

売値    7000 円 

少し売れるまで時間がかかりました。 

◆P2F 七つの大罪 メリオダス 高さ 21.5cm 塗装済み 完成品フィギュア

http://mnrate.com/item/aid/B00T8SBDUQ 

仕入値  3680 円 

売値    7000 円 

一人一個だが、翌日も売っていたので再度購入。 





§メルカリ

メルカリとは最近勢いのあるフリマアプリです。

基本的に素人の方が出品・購入できる気軽なアプリです。 

素人出品が主なので値付けが甘く仕入れられる商品はかなり豊富です。 

◆ドナルド・ダック ファンキャップ 帽子【東京ディズニーリゾート限定】

http://mnrate.com/item/aid/B00XZWMZLW 

仕入値 555 円 

売値 3,997 円 

不用品で出品していたようです。格安で手に入れました。 

◆USJ 公式 限定 商品 2016 ハロウィン 【 ミニオン スチュアートのトリッ

ク・オア・トリート ポップコーンバケツ 】 MINION グッズ



 

http://mnrate.com/item/aid/B01LN48UQC 

仕入れ値 1,500 円 

売値 4,880 円 

 

ミニオンのポップコーンバケツで新品が出品されていれば必ずチェックしまし

ょう 

 

◆Wii U スプラトゥーン セット (amiibo アオリ・ホタル付き) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01HPLFXAI 

仕入れ値 22,500 円 



売値 29,800 円 

以前中古も人気なのですぐに売れます 

 

◆Wii U スーパーマリオメーカー セット 

 

http://mnrate.com/item/aid/B012RDUK16 

仕入れ値 22,000 円 

売値  29,800 円 

 

これも人気商品です。基本的にすぐに売れます 

 

◆Wii U PRO コントローラー (kuro) 

 

 
http://mnrate.com/item/aid/B009AP23NI 

仕入れ値 3,777 円 

売値 5,980 円 



 

高速回転商品。新品もプレ値です。 

 

◆amiibo トリプルセット[ガール/イカ/ボーイ](スプラトゥーンシリーズ) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00VFT4U6A 

仕入れ値 4,000 円 

売値 8,379 円 

 

プレ値商品。たまに流れてきます 

 

◆ポケットモンスター 青 



 

http://mnrate.com/item/aid/B00005OVAD 

仕入れ値 5,500 円 

売値 8,059 円 

 

比較的早く売れました 

 

◆映画 KAIJI2 カイジ 人生奪回ゲーム チンチロ サイコロセット グッ

ズ 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00XT8MB7A 

仕入れ値 900 円 

売値 5,800 円 

 

回転は遅めだが利益率が良いので仕入れました 

 



◆ポケモン ガオーレ/02-042 ゲッコウガ [グレード 5]ポケモンガオーレ 

 
http://mnrate.com/item/aid/B01N6639VI 

仕入れ値 3,000 円 

売値 9,800 円 

 

利益率申し分ないですが、スピードは遅め 

もう少し値段を下げて売れば早いと思います 

 

◆ロジクール G27 レーシング ホイール(LPRC-13500) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0032UX9IK 

仕入れ値 23,000 円 

売値 34,800 円 

 

ロジクール（国内版）のほうが回転は早いです 

 





§ノジマオンライン

http://online.nojima.co.jp/ 

店舗の特徴説明。 

神奈川県横浜市に本社をおく家電量販店で、業界 6位の企業。 

店舗は首都圏を中心に出店しています。 

「デジタル専門店・ノジマ」をキャッチコピーにデジタルオーディオ・パソコ

ン・携帯電話を積極的に扱っています。

実店舗でなくてもオンラインでもセールを頻繁にやっています。

決算は 3 月で決算月は決算大処分セールもやっているのでチェックしてみて下

さい。



 

◆店舗の見所 

 

 

 

 

1.前ページ画像の赤で囲った、「人気ランキング・即納特価セール・アウトレ

ット掘出し物」は、チェックしましょう｡ 

 

2.上記画像のお気に入り登録の多い商品をチェックしましょう。 

 

3．中古カメラ・中古スマホなど商品状態の良いものが多いです。チェックしま

しょう。 

 

4.前ページ画像の赤丸のように、親切に商品割引が書いてあるものがあります。

この商品が仕入れしやすいです。一時的に割引していてますが、価格が戻るこ

とが良くあります。価格が戻る前に仕入れましょう。要チェックです。 

 

5.たまに家電セット売りをやっています。コーヒーメーカーとトースターで 1

万円などお得なセットをチェックしましょう。ばらして売っても良いです 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆OLYMPUS ミラーレス一眼 PEN Lite E-PL6 EZ ダブルズームキット ホワイト

E-PL6 EZ DZKIT WHT

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B00KA1H9LM

仕入値 38800 円  

売 値 51800 円 

開封品が安く入ったので、Amazon ほぼ新品で販売しました。 

◆KOIZUMI(コイズミ) 【水洗い OK】 電気敷毛布 130×80cm KDS-4051

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B014KMB8IQ 

仕入値 2200 円 

売 値 3600 円 

コイズミの電気敷毛布は結構売れます。



◆PS VITA2000 用シリコンプロテクト PS VITA 2nd ホワイト

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B00FE65D8O

仕入値   891 円 

売 値  1848 円 

ゲーム周辺商品は高回転商品が多いのでチェックしましょう。 

◆LaCie ポータルブルハードディスク USB3.0/2.0 対応 rikiki 1TB

LCH-RK1TU3S

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B006FUSSUS 

仕入値  7800 円 

売 値 12800 円 

外付けのハードディスクもおすすめです。 



◆ブラウン シェーバー シリーズ 3 網刃・内刃一体型カセット ブラック

F/C32B-6

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B00ZHYV96I

仕入値  2771 円 

売 値  4280 円 

◆ダイキン PM2.5 対応加湿空気清浄機（空清 19 畳まで/加湿 11 畳まで ホワイ

ト）DAIKIN 加湿ストリーマ空気清浄機 MCK40S-W

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B014A4RFUE 

仕入値 25000 円 

売 値 39800 円 

アウトレット商品は要チェックです。



◆Crucial [ Micron 製 ] 内蔵 SSD 2.5 インチ MX300 750GB

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B01F5BHQKU

仕入値 24080 円  

売 値 29480 円 

パソコン関連の HDD や SSD も仕入れやすい商品が多いです。 

◆audio-technica アクティブスピーカー AT-SP121 BK

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B002J7IXDS 

仕入値  3000 円 

売 値  5120 円 

オーディオテクニカはノジマ以外でも仕入れ可能商品が多いのでチェックです。 



◆シグマ 30mm F1.4 EX DC デジタル専用 HSM キヤノン用

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B0007U0GZM

仕入値 16800 円 

売 値 23000 円 

中古商品で販売されていたものです。カメラレンズは回転が良いです。 

◆Logitec 無線 LAN アダプタ USB2.0 対応 150Mbps 小型 ブラック

LAN-W150N/U2BK

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B003T2SB7A 

仕入値  1260 円 

売 値  3500 円 

パソコン周辺機器は仕入れやすいです。 





§カメラのキタムラ

店舗の特徴説明。 

カメラをメインのショップですが、周辺機器や生活家電など、幅広い品揃えです。 

チェックするポイントとしては、アウトレットページ、定期開催のセールです。

同じ商品がセール対象になっていることが多いので、一度仕入れられる商品が

見付かれば、リピート仕入れの可能性が高いショップです。 

他の家電量販店同様、メルマガの購読は必須です。 



◆cado カドー加湿器 MH-C10U ポータブルタイプ ブラック MH-C10U BK 

 

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B00SR3PCBY 

仕入値 10450 円 

売値  15800 円 

回転がとても良い商品ではありませんが、プレ値になっても売れた形跡のある

商品です。 

 

 

◆ソニー スマートスポーツギア トレーニングデバイス 16GB（ピンク）SONY 

Smart B-Trainer SSE-BTR1-P 

 

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B00TJWPSM0 

仕入値 18000 円 

売値  26408 円 

月 1 回程度しか売れていませんが、納品後 5日で売れました。 

  



◆ソニー SONY アクセサリーキット ACC-TCV7A 

 

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B0073YMMKC 

仕入値  9339 円 

売値  13480 円 

高回転商品で、カメラのキタムラでは定期的にセールされています。 

メルマガ会員になって、セール対象であればモノレートでチェックしてみまし

ょう。 

リサーチ時に Amazon で安値であっても、12000 円以上で売れている時期の方が

長い商品です。 

 

 

◆SONY microSDHC UHS-I メモリーカード Class10 32GB SR-32UY2A T 

 

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B00ZYXMV3C 

仕入値 1980 円 

売値  5097 円 

これもメルマガ限定セールで仕入れました。 

 

  



◆SONY microSDXC UHS-I メモリーカード Class10 64GB SR-64UY2A T

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B00ZYXMTHU

仕入値 3980 円 

売値  7780 円 

メルマガ限定セールで仕入れました。

◆ソニー SONY リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70 2

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B003479I1I

仕入値 8200 円 

売値  10980 円 

薄利ですが、納品の翌日には売れました。 

既出のソニー SONY アクセサリーキット ACC-TCV7A と同時購入で 100 円引きで

す。 





§ヨドバシオンライン

ヨドバシカメラのネットショップ

家電量販店のネットショップの中で最も種類が豊富。 

商品自体も速達で届くため非常に有難いネットショップ。 

◆その店舗の見所の画像

① 取り扱うカテゴリが多く店舗で仕入れた商品を

そのまま仕入れできる可能性が高い。



② 「お取り寄せ、在庫残少」は品薄でプレ値になっている可能性が高い。

「値下げしました」は値下げしているので仕入れできる可能性が高い。

「販売を終了しました」は生産終了でプレ値になっている可能性が高い。

◆パール金属 ハンド ミキサー ブラック ミラクルス D-1124

http://mnrate.com/item/aid/B00GM8A5C2 

仕入値：1,400 円 

売値  ：2,375 円 

人気のミキサー。 

品薄でアマゾンが高値になったタイミングで仕入れた商品。 



◆もじつみきデラックスセット

http://mnrate.com/item/aid/B00DQLWYTK 

仕入値：5,470 円 

売値  ：7,480 円 

知育系は人気商品が多くプレ値になりやすい。 

品薄でアマゾンが高値になったタイミングで仕入れた商品。 

◆アップル VESA Mount Adapter Kit for iMac and LED Cinema/Thunderbolt Display

http://mnrate.com/item/aid/B006H8KO1Y 

仕入値：4,860 円 

売値  ：7,900 円 

アップル純正のアダプター

アップル純正品は人気が高くプレ値になりやすい。



◆マイクロソフト ゲームコントローラー 有線/Xbox/Windows 対応 ブラック Xbox360

Controller for Windows 52A-00006 

http://mnrate.com/item/aid/B004R1R9IO 

仕入値：2,670 円 

売値  ：4,320 円 

ベストセラーの人気コントローラー 

タイミングが良く高値で売れた商品。

◆TRITTON クナイ ステレオヘッドセット PS4/PS3/PS Vita

http://mnrate.com/item/aid/B00CIIAYAS 

仕入値：5,110 円 

売値  ：6,480 円 

ゲーム関連のヘッドホン。 

タイミング良く仕入れすることが出来た商品。



◆Logicool ロジクール ドライビングフォース シフター LPST-14900

http://mnrate.com/item/aid/B00ZQNC00O 

仕入値：6,200 円 

売値  ：8,480 円 

ロジクールの人気商品。

高値でも売れる人気商品。 

品薄になったタイミングで仕入れできると Good 

◆スイスイおえかき 何回でもぬれる! ぬりえ キティ

http://mnrate.com/item/aid/B00340ZKAS 

仕入値：620 円 

売値  ：1,800 円 

同シリーズの新商品が出て値上がりした廃盤商品。 

店頭価格の 3 倍でも売れる人気商品。 



◆プラレール いっぱい電車をとろう!ぼくのプラレールカメラ

http://mnrate.com/item/aid/B00LMRGBAS 

仕入値：5,980 円 

売値  ：7,980 円 

プラレールの人気おもちゃ。 

廃盤で値段が上がった商品。 

◆サウンドトレイン E233 系 中央快速線

http://mnrate.com/item/aid/B0037JS4IG 

仕入値：2,530 円 

売値  ：5,980 円 

人気のおもちゃで一時的に品薄になって値上がり。 

タイミング良く売れたラッキー商品。





§NTT-X Store

https://nttxstore.jp/ 

店舗の特徴説明。 

NTT グループ安心のオンラインストアです。 

店舗は独自店舗（上記画像）の他にヤフーショッピングと楽天にも出店してい

ます。 

家電やパソコン関連をメインに扱っているショップです。 

特にセール時のノートパソコン・モニター・プロジェクターが狙い目です。 



◆店舗の見所

1.前ページ画像の赤で囲った、「特価コーナー・在庫処分・箱汚れ特価コーナ

ー」は、チェックしましょう｡

2.左サイドバーにある毎日 20:00 から朝 8:00 まで開催の「ナイトセール」は仕

入れ商品が多いのでチェックしましょう。

3.月に一度の「」は開催日未定で、メルマガ会員限定でとても安いセールです。

開催前日にメールで連絡がきます。一番安く仕入れられるのはこの「X-DAY」な

ので、タイミングがあえば参加しましょう。24 時間開催ですが、早いもの勝ち

で 2時間くらいで安い商品は売れて行ってしまいます。

3．注意点は、同じ商品でも直ショップ・ヤフー店・楽天市場店を同一商品でも

価格が違います。仕入れの際は 3店舗を確認しましょう。 

4.メルマガ登録は必須です。セール情報がありますので登録しておきましょう。 

5.クーポン割引券がある商品があります。クーポンとあわせて仕入れ対象にな

る商品が多いです。仕入れ検討する際は、クーポン券を必ず確認しましょう。

6.楽天市場店では、「フラッシュセール」をチェックしてください。



◆ラトック Android 対応 HD ビデオキャプチャー（RP-HDVC1）

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B01N8SYE3G

仕入値 4980 円 

売 値 7680 円 

在庫処分コーナーで購入しました。高利益商品でした。 

◆COUGAR クーガー VANTAR ゲーミングキーボード CGR-WXNMB-VAN

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B06XT4W861

仕入値 5981 円 

売 値 8130 円 

キーボードも結構売れます。



◆ASRock Intel Z270 チップセット搭載 ATX マザーボード Z270 Extreme4 

 

 

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B01NBEX0EK 

 

仕入値  19418 円  

 

売 値  14900 円 

 

この商品は X-DAY で仕入れました。月一回の X-DAY をチェックしてみて下さい。 

 

◆I-O DATA USB 3.0/2.0 対応 HW 暗号化&耐衝撃ポータブルハードディスク 

2.0TB HDPD-SUT2.0K 

 

 

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B00LEZB77K 

 

仕入値 12980 円  

 

売 値 17082 円 

 

外付けのハードディスクもおすすめです。I-O DATA はハードディスク関連を多

く取り扱っています。 

 

 



◆BUFFALO 2.5 インチ(ポータブル) 外付け HDD 1TB ブラック HD-PCF1.0U3-BBE 

 

 

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B06WRRMCBM 

 

仕入値  6800 円  

 

売 値  9800 円 

 

バッファローのポータブルハードディスクは、このストアに限らず仕入れしや

すいです。 

 

◆Dell ディスプレイ モニター P2417H/23.8 イン/IPS/6ms/VGA,DP,HDMI/USB

ハブ/ 

 
 

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B01I1HI1CM 

 

仕入値 17478 円  

 

売 値 23300 円 

 

このストアのモニター狙い目です。仕入れ値はクーポン 2382 円割引価格です。 

 



◆MSI Z270 GAMING M5 ATX ゲーミングマザーボード [第 7 世代 Core Kaby Lake

対応] MB3851 

 

 

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B01NCMU8TI 

 

仕入値 19680 円  

 

売 値 24300 円 

 

クーポン券で安くなった商品です。クーポンのある商品はチェックしましょう。 

 

 

◆オーディオテクニカ ハイレゾ対応ヘッドホン audio-technica ワイヤレスヘ

ッドホン ATH-DSR7BT 

 
 

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B01MCWOKWI 

 

仕入値  29920 円  

 

売 値  22540 円 

 

オーディオテクニカのヘッドホンも仕入れ可能商品が多いのでチェックです。 

 



◆Lexar Professional 1400x XQD 2.0 カード 32GB (最大読込 210MB/s、最大書

込 80MB/s)[国内正規品] 無期限保証 LXQD32GCRBJP1400

モノレートリンク http://mnrate.com/item/aid/B01AXTJLEI

仕入値 1980 円 

売 値 2997 円 

メモリーカードは、せどりで仕入れるのには軽くて良い商品です。

◆I-O DATA Wi-Fi 無線 LAN ルータ 親機 11ac/n/a/g/b 1300Mbps EX-WNPR1750G

モノレートリンク  http://mnrate.com/item/aid/B01N0DMBLG 

仕入値  2980 円 

売 値  5980 円 

I-O DATA パソコン周辺機器は仕入れやすいです。





§Yahoo オークション

言わずと知れた国内最大のオークションサイト。ヤフオク。

最近はメルカリの影響もあってか、オークションのみならずフリマモードもある。

電脳には欠かすことのできない仕入れ先。

お宝が低価格で出品されていることもあります。

◆ティファール  インジニオ・ネオ スカーレット セット 9 IH 対応 L32591

http://mnrate.com/item/aid/B00B1MKNGM#graph 

仕入れ値：6800 円 

売値：14200 円 

新品でしたが箱がボロボロでした。クリアテープとハンディラップで補強しほぼ新品で

出品。

ティファールの鍋セットは回転が速いのでどのシリーズでもいいと思います。



◆コールマン ランタン CPX6 リバーシブル LED 

 
http://mnrate.com/item/aid/B01ABDU3NY#graph 

 

仕入れ値：3653 円 

 

売値：6318 円 

 

現在はキャンプシーズンに向けてか、値が上がってます。 

 

 
◆KING JIM マウス型スキャナ ブラック MSC10 クロ 

 
http://mnrate.com/item/aid/B009RGAF6C#graph 

 

仕入れ値：2377 円 

 

売値：4880 円 



◆プラレール いっぱいつなごう C58SL 銀河 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00OGWSKPK#graph 

 

仕入れ値：4980 円 

 

売値：9130 

 

レアなプラレールはプレ値が付くことも多いです。 

 

 

◆Tiffany & Co Tiffany Floral ペア マグカップ箱付 

 
http://mnrate.com/item/aid/B01BD6VNWI#graph 

 

仕入れ値：3410 円 

 

売値：6800 円 

 

こんな陶器も回転はゆっくりですが、売れます。 



◆ポケットモンスター TPU カバー for ニンテンドー3DS LL イーブイシリーズ

http://mnrate.com/item/aid/B00CHIK77E#graph 

仕入れ値：369 円 

売値：2250 円 

◆スーパードンキーコング 2 ディクシー&ディディー

http://mnrate.com/item/aid/B000065V6R#graph 

仕入れ値：2616 円 

売値：7000 円 

在庫を処分したかったのか、４本仕入れました。



◆マルコメ 椀ショット 極

http://mnrate.com/item/aid/B00J4E1QM4#graph 

仕入れ値：4500 円 

売値：7200 円 

納品後、即売れでした。 

◆DUNLOP XXIO プレミアム ゴルフボール 1 ダース(12 個入り) ロイヤルゴールド

http://mnrate.com/item/aid/B01BWJY5LC#graph 

仕入れ値：3736 円 

売値：7320 円 

アマゾンの在庫が切れたらすぐに売れました。





§ヨドバシドットコム

毎日行われるタイムセールを 

狙って仕入れる 

◆店舗の見所

意外と知られていない毎日 22：00 に行われている 

タイムセールをチェック

また、10％のポイント還元があるので、 

次回仕入れ時に活用すれば、利益がぐっと増える。 

ただし、バーコードが表示されていないので、 

検索するときは、手打ちになります。 

◆WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT(初回限定盤)[DVD]

http://mnrate.com/item/aid/B01FXJZYE4 

仕入値  1980 円 

売値   4180 円 

出品後、すぐに売れていきました。 



◆レジデント~5 人の研修医 Blu-ray BOX

http://mnrate.com/item/aid/B00AJJEE0E 

仕入値  9800 円 

売値   15000 円 

回転がいまいちだったので、売れるまでに少しかかりましたが、 

無事売れていきました。 

◆テンペスト	 Blu-ray BOX

http://mnrate.com/item/aid/B0078Z9FQA 

仕入値  9800 円 

売値   14500 円 

これも回転はいまいちだったが、仲間由紀恵だし、 

大丈夫だろうということで仕入。 



◆攻殻機動隊 新劇場版／ARISE ALTERNATIVE ARCHITECTURE

http://mnrate.com/item/aid/B00WNFA4GA 

仕入値  1980 円 

売値  4200 円 

攻殻機動隊が人気なのを知っていたので、迷わず購入。 

◆LEPLUS Lightning コネクタ搭載 SD カードリーダーライター

http://mnrate.com/item/aid/B018TXHKWA 

仕入値  3000 円 

売値   4400 円 

回転があまり良くなかったので、 

売れるまでに少し時間がかかりました。 



◆ 

Samsung SDXC カード 64GB PRO+ Class10 UHS-I 対応 

http://mnrate.com/item/aid/B01DNA4DD8 

仕入値  2000 円 

売値    6980 円 

メモリーカードなので、即売れでした！

◆Razer BlackWidow Tournament Edition 2014 テンキーレス メカニカルゲー

ミングキーボード

http://mnrate.com/item/aid/B00K70ZOTK 

仕入値  4980 円 

売値    8800 円 

回転も良かったので、１か月以内に売れていきました。 
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