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http://mnrate.com/item/aid/B00TZLV7WK

http://mnrate.com/item/aid/B00EY3O2YY



◆パール金属 ストーンズ マーブル加工 IH対応 ガラス蓋 付 すきやき鍋 26cm HB-1832

http://mnrate.com/item/aid/B01486WE1O

仕入値 500円

売値 2,109円

これも、アウトレットです。

◆パール金属 楽しクルクル 電池式そうめん流し器 ブルー D-113

http://mnrate.com/item/aid/B00BIYL6R8

仕入値 2,000円

売値 4,510円

最後、これもアウトレットコーナーで見つけました。



http://mnrate.com/item/aid/B00B4KAWOE

http://mnrate.com/item/aid/B001Q3LU40



http://mnrate.com/item/aid/B004Q7LW6Y

http://mnrate.com/item/aid/B003I85SAI



http://mnrate.com/item/aid/B0000C9A7X







http://mnrate.com/item/aid/B00JTQOR3M

http://mnrate.com/item/aid/B000QUWBEM



http://mnrate.com/item/aid/B00VUBIG5E

http://mnrate.com/item/aid/B00HYTEI3U



http://mnrate.com/item/aid/B01ESQUCJ0

http://mnrate.com/item/aid/B00HUEPLV2



http://mnrate.com/item/aid/B005DUW6IQ

http://mnrate.com/item/aid/B01BSKN28C



http://mnrate.com/item/aid/B000BSC8C4

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



http://mnrate.com/item/aid/B004E0FU0M

http://mnrate.com/item/aid/B001P5C4VC



http://mnrate.com/item/aid/B00UJ2S5OW

http://mnrate.com/item/aid/B001EUGQIA



http://mnrate.com/item/aid/B00HYTE074

http://mnrate.com/item/aid/B014I8LBMA





§セキチュー

群馬県を中心とした北関東に加え、東京、埼玉でもチェーン展開している、い

わゆるホームセンター。取り扱い商品は家電、日用品、おもちゃ、工具、ＤＩ

Ｙ用品など。広いジャンルにわたって仕入れ可能。

◆店舗の見所



各コーナーごとにワゴンが設置されている店舗が多い（店舗によっては処分品

を1ヶ所にまとめている場合もある）。通常棚にたまに処分品がまぎれているこ

とがあるので要チェック。

※画像左上の赤値札（ズバリ）が処分品の目安。これだけでも全頭してみる価

値あり！



http://mnrate.com/item/aid/B00J89XQOQ

http://mnrate.com/item/aid/B00K1WCINY



http://mnrate.com/item/aid/B008H0HBSO

http://mnrate.com/item/aid/B002MKOGFG



http://mnrate.com/item/aid/B00WU7OHRI

http://mnrate.com/item/aid/B004KJ2PKU



http://mnrate.com/item/aid/B008N3X4P4

http://mnrate.com/item/aid/B015R16F2I



http://mnrate.com/item/aid/B002QE3KF0

http://mnrate.com/item/aid/B016LTHK6A







http://mnrate.com/item/aid/B004RJQATA

http://mnrate.com/item/aid/B0027X32L2



http://mnrate.com/item/aid/B00U4XWTO8

http://mnrate.com/item/aid/B00GFI2D5G



http://mnrate.com/item/aid/B00EI62T06

http://mnrate.com/item/aid/B00IDYAP00



http://mnrate.com/item/aid/B00M1ECA6A

http://mnrate.com/item/aid/B002ANQX7Y



http://mnrate.com/item/aid/B000U5YCB8

http://mnrate.com/item/aid/B001PO3EI0







http://mnrate.com/item/aid/B005UIMX5C

http://mnrate.com/item/aid/B00C5UR718



◆パナソニック マユシェーバーキット ER-KB50P-S シルバー調

http://mnrate.com/item/aid/B001DE6SBC

仕入値 1980円

売価 11600円

かなりの爆益商品でした。

Panasonicの古いパッケージは要チェックです。

◆パナソニック バリカン 充電式 白 ER-GS50-W

http://mnrate.com/item/aid/B003GXF4HM

仕入値 4180円

売価 14800円

同じくPanasonicの廃盤商品。プレってます。
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◆BWT パーフェクトウォーター カートリッジMgプラス 3P

http://mnrate.com/item/aid/B003KZKIFE

仕入値 4180円

売価 8798円

あまりリアル店舗では無いのでしょうか、Amazonなら高値で売れます。

◆くまのがっこう カタカタジャッキー

http://mnrate.com/item/aid/B0060D091Q

仕入値 6480円

売価 14800円

こちらもあまり出回っていないせいか、プレってます。



http://mnrate.com/item/aid/B004OUHK1E

http://mnrate.com/item/aid/B001GVIMPM



http://mnrate.com/item/aid/B0002YN4J8

http://mnrate.com/item/aid/B00KD2A83E







 

§ビバホーム 

 

 

 

 

ビバホーム綾瀬店 

日用品、家電、ペット用品、園芸用品、資材などを 

扱っているホームセンターです。 

 

 

 

◆見所 

 

ワゴンなどは、あまり出てないので通常棚から商品を見つけることが多いです。 

家電、鍋、水筒などが値段差があるものを検索していきます。 

大量購入も大丈夫なので良い商品見つけたらチャンスです。 

 

 



◆ティファール 鍋 フライパン セット 「インジニオ・ネオ」 取っ手の取れる ディズニー く

まのプーさん イエロー セット6  

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00OTAAIMC 

 

仕入れ　7992円 

 

売値　　11582円 

 

ディズニーは人気ありますね。すぐ売れました。かなり前に仕入れたのですが、今こんなに

値段上がってるんですね。びっくりしました。 

 

◆パナソニック LED電球(E26・全光束210lm・電球20W形相当・消費電力4.4W・電球色相

当) 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B005SN1H1K 

 

仕入れ　500円 

 

売値　　1800円 

 

処分品だったのか税込み価格でした。 

8個、通常棚にありました。全部購入、即売れでした。 

http://mnrate.com/item/aid/B00OTAAIMC

http://mnrate.com/item/aid/B005SN1H1K



 

 

◆サーモス 水筒 真空断熱ケータイタンブラー 【ワンタッチオープンタイプ】 0.36L ブラウ

ン JNM-360 BW 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00M1ECA6A 

 

仕入れ　1620円 

 

売値　　2780円 

 

出品したときはAmazonが出品してなかったので、このくらいの価格で売れました。 

回転が良い商品ですが、Amazonがいるか注意が必要です。 

 

◆パール金属 保温 卓上 ステンレス エアー ポット 2.5L ブラウン エコでニコっ 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01615TU94 

 

仕入れ　1000円 

 

売値　　2400円 

 

8個仕入れました。夏場だったのもありすぐ売れました。 

この商品も税込み価格でした。 

http://mnrate.com/item/aid/B00M1ECA6A

http://mnrate.com/item/aid/B01615TU94



 

◆電動お掃除ブラシ スーパーソニックスクラバー本体セット 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B007D0H4OK 

 

仕入れ　2138円 

 

売値　　4999円 

 

テレビ番組で取り上げられて値段があがった商品です。 

定価で仕入れても利益出ました。 

 

◆Panasonic LED電球ポーチライト センサ付・防雨型 HH-LE271L 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B008BDUXUU 

 

仕入れ　6480円 

 

売値　　11334円 

 

この商品はワゴンにありました。 

http://mnrate.com/item/aid/B007D0H4OK

http://mnrate.com/item/aid/B008BDUXUU



回転もよく値段の変動も少ないので良い商品でした。 

◆ジェックス 熱帯魚元気オートヒーター SH80 縦横設置 安全機能付 SH 規格適合 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00J58RKRO 

 

仕入れ　　728円 

 

売値　　　1930円 

 

この商品もワゴンにありました。 

初めて売る商品だったので、売れるか不安でしたが即売れでした。 

http://mnrate.com/item/aid/B00J58RKRO











http://mnrate.com/item/aid/B00ESZQGB0

http://mnrate.com/item/aid/B00J2GFO40



http://mnrate.com/item/aid/B002F9F7K2

http://mnrate.com/item/aid/B003PS77H8



http://mnrate.com/item/aid/B00M1ECIL2

http://mnrate.com/item/aid/B005O64H2C



http://mnrate.com/item/aid/B002YS4IWC





§ホームセンターサンデー 

東北 6 県に 100 店舗を展開するホームセンター、他のホームセンターと同様、

オールジャンルの仕入れが可能。大型スーパーイオンと提携していて 7 時から

開店する店舗もある。 

    

7 時開店なので朝から仕入れ可能な場合重宝する店舗です。 



 

イオン系のホームセンターなので 20 日、30 日は 5％OFF となり利益率アップ！ 

◆店舗の見所 

 

店の目立つところにワゴンがありました。 

ホームセンターらしく様々なジャンルの商品が売られています。 



 

アイリスオーヤマ製品は全国送料無料です。 

 

ガラスケース内にも仕入れ可能な商品が置いてあります。 



◆サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 【ワンタッチオープンタイプ】 0.5L 

パウダーピンク JNL-500 PWP 

  

http://mnrate.com/item/aid/B00M1ECBOQ 

 

仕入値 2127 円 

 

売値  3400 円 

 

サーモスの商品です。2980 円＋税のポップの上に 1980 円＋税のポップが貼って

ありました。夏でも冬でも関係なくあっという間に売れていきます。薄利ですが

24 個仕入れました。 

 

◆どうぶつしょうぎ 

  

http://mnrate.com/item/aid/B002FL3WVG 

 

仕入値 1000 円 

 

売値  2480 円 

 

おもちゃコーナーにありました。キリのいい値段だったので検索しました。プレ

値商品です。他店からも取り寄せ、計 10 個購入しました。 



◆コムテック 高感度 GPS 搭載 ミラータイプレーダー探知機 ZERO 500M 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00V9WREU2 

 

仕入値 9800 円 

 

売値  15800 円 

 

サービスカウンターのガラスケース内にありました。レーダーやカーナビなど

は地図情報の更新とともに新しい機種が販売されるため型落ち品が処分される

ことが多いです。 

 

 

◆OHM LED センサーライト 乾電池式 2W×2 灯 07-8202 LS-B244A-K 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00HE9YZ6K 

 

 

仕入値 2916 円 

 

売値  4690 円 

 

 

目立つポップが貼ってありました。オーム社の商品は処分品になっていること

が多く狙い目です。 



 

◆かるた ドラえもん 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0011055SU 

 

仕入値 640 円 

 

売値  1280 円 

 

お正月を過ぎておもちゃコーナーにて処分品となっていました。プレ値でも即

売れです。 

 

◆ユピテル 常時録画ドライブレコーダー 2.5 インチ液晶搭載 200 万画素

FullHD 画質 DRY-FH200 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B009EO0JUO 

 

仕入値 9121 円 

 

売値  13700 円 

 

こちらもサービスカウンターのガラスケース内にありました。しかし、値札があ

りませんでした。店員さんに聞いてみると 9121 円でした。5 個仕入れ。すぐ売

り切れました。 



 

◆カスタム (CUSTOM) 簡易電力計 エコキーパー EC-03 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B004O1PSHG 

 

仕入値 500 円 

 

売値  1790 円 

 

家電コーナー通常棚に売っていました。端数の切れた商品だったので検索しま

した。 

◆フレンズ IV 〈フォース・シーズン〉 セット 2 [DVD] [DVD] [2008] 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B000A0D8TA 

 

仕入値 540 円 

 

売値  1750 円 

 

新品 DVD がこの価格でした。 



 

 

◆フレンズ VII〈セブンス〉 セット 2 [DVD] [DVD] [2008] 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B000ALJ2UI 

 

仕入値 540 円 

 

売値  1607 円 

 

こちらも新品でありました。名作の DVD は要チェックです。 

 

◆3M フィルタレット エアコンフィルター ハイグレード 1 ロール ACFH-38RP 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B00B4OF2NQ 

 

仕入値 1000 円 

 

売値  2136 円 

 

消耗品なので回転が速いです。ワゴンにありました。3 個仕入れて即売れです。 





§ダイシン 

 
宮城県内にチェーン展開する老舗のホームセンターです。 

昭和 50 年、東北最初の DIY ホームセンターとして開設しました。 

 

 

アイリスオーヤマのグループ会社であり炊飯器や掃除機、調理器具などの家電

が安売りされていることが多い。 

古くから売れ残っている商品も数多くプレ値のお宝が眠っている可能性も。 

 



◆アイリスオーヤマ ホットカーペット 2 畳 IHC-20-H 

  

http://mnrate.com/item/aid/B01L72ZXMY 

 

仕入値 5184 円 

 

売値  9800 円 

 

季節商品の処分価格で販売されていました。納品直後即売れです。 

 

◆アイリスオーヤマ ラミネーター LFA341D グレー 

 

http://mnrate.com/item/aid/B000O76S64 

仕入値 6480 円 

売値  11070 円 

 

 

2005 年製の廃盤商品です。 

ワゴン内に綺麗な状態で 2台ありました。 

高回転の商品であるためこれも即売れでした。 



 

◆アイリスオーヤマ セラミッククイックパン 10 点セット CQP－SE10E ピンク 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00GCV8Y90 

 

仕入値 5093 円 

 

売値  14790 円 

 

同シリーズ商品の 6点セットが 10000 円以上で販売されていました。 

こちらは 10 点セットにかかわらず半額ほどの価格だったため検索しました。 

回転は速いとは言えませんが高利益商品でした。 

 

◆アイリスオーヤマ IH クッキングヒーター 1000W ブラック EIH-10 

 
http://mnrate.com/item/aid/B007HXQMB4 

 

仕入値 3500 円 

 

売値  6399 円 

 

処分品コーナーにありました。 

安い価格ではよく売れていましたがこの価格でも売れていきます。 



 

◆ステンレス 線香皿(中) 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B006M9NX1Q 

 

仕入値 504 円 

 

売値  1200 円 

 

ワゴン内に処分品としてありました。 

お彼岸前には売れる傾向にあるようです。 

 

◆リョービ(RYOBI) 充電式ドライバードリル 7.2V BD-710 647528A 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B008AEHVN2 

 

仕入値 3240 円 

 

売値  6980 円 

 

電動工具の有名メーカーであるリョービの商品が在庫処分価格で販売されてい

ました。 

複数個仕入れましたが、重いので特に女性は取扱注意です。 



◆アイリスオーヤマ LED 電球 人感センサー付 垂直 昼白色 300ｌｍ LDA4N-H-

E17SV 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B00940HRLW 

 

仕入値 1069 円 

 

売値  2398 円 

 

電球関連は処分品になることが多く見かけた際は要チェックです。 

また、一人の購入者が複数個まとめ買いしてもらえることがあるため、利益の出

やすい商品です。 

 

◆アイリスオーヤマ レインコート 4L サイズ ライトグリーン RCM-4L 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0088VKPK8 

 

仕入値 1298 円 

 

売値  2980 円 

 

ペット商品販売コーナーで処分価格となっていました。 

販売するにはペットカテゴリの許可申請が必要なので注意です。 



 

◆アイリスオーヤマ デスクヒーター ブラウン DEH-45-T 

 

http://mnrate.com/item/aid/B009GA584S 

 

仕入値 2160 円 

 

売値  4656 円 

 

箱は古い状態でしたがコメントにその旨を記載し販売しました。 

 

◆象印 保温弁当箱 ステンレスランチジャー ネイビーブラックお茶わん約3杯

分 SL-GG18-BD 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B00MAZWR2M 

 

仕入値 2236 円 

 

売値  3299 円 

 

象印製の弁当箱はよく売れます。安くなっていたら必ずチェックしてください。 





§コーナン 

 
 
近畿地方を中心にチェーン展開しているホームセンターです。 
家電や建築資材などバラエティ豊かな品揃えとなってます。 
 
◆店舗の見所 

   
メインとなるのは、売りつくしのポップ。 
このポップだけ検索しても利益が出るものを見つけられるでしょう。 
注意する点は、このポップは店内でも多く貼られているので、自社ブランドのポッ
プは避ける事です。時間の短縮になります。（自社ブランドはアマゾンのカタログ
に無い事が多いので） 
自社ブランドは 
・LIFELEX（ライフレックス） 
・SOUTHERNPORT（サザンポート） 
・EDLP（エブリディ・ロー・プライス） 
→ポップには短縮表記で (LFX) (SP) などの表記も見られます。 
（上記例では イズミ の表記の部分） 
 
サービスカウンター付近のガラスケース内には比較的高額商品があり、時計やカー
ナビなどがせどりできることが多いので要チェクです。 
 
ワゴンや売りつくしのコーナーなども設置されていることも多いので、そこで仕入
れ商品が見つかる事も多いです。 



◆アサヒペン 水性高耐久 2 液ウレタンニス 透明(クリヤ) 300g セット 

 
 
http://mnrate.com/item/aid/B003976HWG 
 
仕入値 1285 円 
 
売値  2498 円 
 
棚の下の奥の方に隠れるように置かれてました。 
 
 
 
◆こたつ上掛け N クリヤー 190×240cm クリア 

 
 
http://mnrate.com/item/aid/B00GT5271A 
 
仕入値 691 円 
 
売値  1793 円 
 
⼩さいワゴンの処分品コーナーにありました。  



 
◆パナソニック ミニ DV カセット 60 分 3 巻パック AY-DVM60V3 

 
 
http://mnrate.com/item/aid/B00009VXZL 
 
仕入値 511 円 
 
売値  1280 円 
 
商品が見えないくらい pop に包まれて配置されてました。 
 
 
 
◆パナソニック 6P 形ニッケル水素電池 1 本パック HR-9NPS/1B

 
 
http://mnrate.com/item/aid/B0002HPYY8 
 
仕入値 972 円 
 
売値  1920 円 
 
小さいワゴンの処分品コーナーにありました。 
  



 
◆IZUMI Cleancut 回転式シェーバー IZD-210 シルバー 

 
 
http://mnrate.com/item/aid/B003YUAIAA 
 
仕入値 2160 円 
 
売値  3250 円 
 
シェーバーコーナーにありました。シェーバーは回転がよく売れていきますので、
利益が出るなら複数狙いたいところです。 
 
 
 
◆三菱レイヨン・クリンスイ浄水器 CSP9 【13+2物質除去】 CSP9-WT 

 
 
http://mnrate.com/item/aid/B00024J6UO 
 
仕入値 4104 円 
 
売値  5500 円 
ひと⽉以内に売れてくれたらいいかなと仕⼊れたら、Amazon倉庫に届いたその⽇
に売れていきました。  



◆日本全国ご当地キャラクターすごろく 
 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00E5SA5C6 
 
仕入値 1058 円 
 
売値  2630 円 
 
売りつくしのコーナーに置かれてありました。 
 
 
 
◆アイワ ツッパリ三角棚 アイボリー 00112601-1 AP-045W 

 
 
http://mnrate.com/item/aid/B0091GSDHQ 
 
仕入値 378 円 
 
売値  2621 円 
 
外装に経年劣化の汚れがありましたが、⼀拭きして汚れの⽬⽴つところは防犯タグ
を貼って発送しました。  



◆ハウスボックス シェラックつや有り NO.00 

 
 
http://mnrate.com/item/aid/B0068DC8RG 
 
仕入値 345 円 
 
売値  944 円 
 
種類が何点かある商品なので、ベーシックなものを選んで仕入れました。 
 
 
 
◆[カシオ]CASIO 腕時計 WAVE CEPTOR ウェーブセプター コンビネーションモデ
ル タフソーラー 電波時計 WVA-430J-1AJF メンズ 

 
http://mnrate.com/item/aid/B000JDK70Q 
 
仕入値 6480 円 
 
売値  19800 円 
 
コーナン入り口付近にある、サービスコーナーのガラスケース内にありました。 
 
 
 





§ビバホーム 

 

 

スーパービバホーム（大型店舗）とビバホーム（通常サイズの店舗）の２種類

の店舗が存在し、北海道から関西まで全国８０店舗以上展開している。日用品、

ペット用品、工具、家電など全てのジャンルで仕入れが可能。 

 

◆店舗の見所 

 



 

最終処分コーナーなど、基本はワゴンを見逃さないこと。また、棚の一部に見

切り品がまとまっていたりするのでお店の隅々まで確認したほうが良い。 

 

 
 

このポップは要チェック。通常価格との開きが大きいほど仕入れられる可能性

が高い。 

 

  



◆E-Value EX-20SA/30SA 専用部品 ペーパーフィルターセット EX-20SA・30SA

用 

 
http://mnrate.com/item/aid/B005HN0R62 

 

仕入値 108 円 

 

売値 3,480 円 

 

工具コーナーのワゴンのかなり奥に３個ありました。値札の貼り間違いかな？

と店員さんに確認しましたが値札どおりの価格で購入。Amazon より少し価格を

落として売れました。 

 

◆品川あんか【豆炭専用あんか】 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00646JSM0 

 

仕入値 1,058 円 

 

売値 4,095 円 

 

店舗のなかでもかなり奥にある通常棚の見にくい場所に６個ありました。まだ

気温が暖かい時期に購入したので、寒さを感じる時期まで待って売りました。 



◆KARCHER (ケルヒャー) サイクロンジェットノズル 4763-228 

 
http://mnrate.com/item/aid/B0000AITPM 

 

仕入値 2,700 円 

 

売値 8,430 円 

 

ワゴンで見つけて購入。売れるまでに１ヶ月半位かかりました。 

 

◆貝印 chuboos! 飾り切り ナイフ セット FG-5113 

 

http://mnrate.com/item/aid/B001O0MAGM 

 

仕入値 648 円 

 

売値 1,800 円 

 

セール品をまとめた棚にありました。２個購入して、即売れしました。 

 



◆NewCookDay 栗カッター DG-2002 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0027VTDZI 

 

仕入値 540 円 

 

売値 1,690 円 

 

ワゴンで見つけて３個購入。購入時期が９月だったこともあり、１週間位で売

れていきました。 

 

◆緑林舎 銀の爪 パート III 

 
http://mnrate.com/item/aid/B004D2CXLU 

 

仕入値 540 円 

 

売値 1,670 円 

 

セール棚にて４個購入。２週間位で、まとめて２個ずつ売れていきました。 

 



◆東洋アルミ 通気口用 フィルター パッと貼るだけ ホコリ取り用 3 枚入 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00B4KCSAU 

 

仕入値 162 円 

 

売値 890 円 

 

ワゴンで見つけて５個購入。１週間位で即売れしていきました。 

 

◆ソーラー式 モグラ撃退器Ⅱ SV-2911 

 
http://mnrate.com/item/aid/B000SLQPQ4 

 

仕入値 1,598 円 

 

売値 3,500 円 

 

通常棚の最上段で見つけ、「値下げしました」のポップが付いていました。売り

切るまで２ヶ月位かかってしまいましたが、３個売りました。 

 



◆リョービ(RYOBI) 充電式ドライバードリル 7.2V BD-710 647528A 

 

http://mnrate.com/item/aid/B008AEHVN2 

 

仕入値 4,298 円 

 

売値 7,980 円 

 

通常棚で見つけ、「値下げしました」のポップが付いていました。３日で売れて

いきました（箱に少しスレがあったので、コンディションに「箱にスレあり」

と明記しました）。 

 

◆貝印 kai 関孫六 刺身 210mm ステンレス 和 包丁 銀寿 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00YQLVD3M 

 

仕入値 1500 円 

 

売値 2872 円 

 

日用品のセール棚でみつけました。Amazon より少し価格を落として売りました。 





§島忠・島忠ホームズ 川口朝日店

埼玉を中心に関東一円にある 

店舗展開している総合ホームセンターである。 

小型店、中型店、大型店と分類され 

ホーム＆キッチンカテゴリーの商品が充実しております。

日常の消耗品なども安く販売されています。 

島忠店舗での独自のキャッシュバックキャンペーンもあります 



◆店の見どころ

広告の商品はセール品で回転が薄利でも回転が速いものが多い 

水筒はタンブラーやランチボックスなども安く販売されている 

人気の象印、サーモスなどの定番商品も値下げされて販売されます。 



サーモスの鍋は他の量販店と比較して安くアマゾンの在庫が切れた場合は

迷いなく仕入れて回転も速い商品なのでチャックです。 



T-fal 関連の商品も安く仕入れができて

販売できる商品です。 

キャッシュバックキャンペーンがある時は仕入れのチャンスになります。

浄水器関連は薄利でも回転が速いため、仕入れしやすい 

広告商品や通常の棚でも安く販売してる商品があるのでチェックする 



◆東レ トレビーノ カセッティシリーズ トリハロメタンカートリッジ 2P プラ

ス 1セット MKC.T2J-Z

http://mnrate.com/item/aid/B000WOSQUA 

仕入値 2680 円 

売値  4090 円 

浄水器は回転が早いです薄利でも定期的に仕入れができて、リピート仕入れが

できる商品になります。 

◆サーモス 真空断熱ケータイマグ 0.35L パールピンク JMZ-350 PRP

仕入値 1000 円 

売値 2120 円 

http://mnrate.com/item/aid/B008YC1JV0 

小型のサーモスの水筒です。ブラックも同じ価格で仕入れができて販売できま

した。色違いの横展開もできる可能性が高いです。 



◆パナソニック LED 電球 825lm E26 口金 昼光色相当 密閉器具対応 LDA9DH

http://mnrate.com/item/aid/B0048WIAJ4 

仕入値 1100 円 

売値    2000 円 

回転の速い電球ですこの商品は４個まとめて購入されたのでピッキング 

利益が大きくなり消耗品はまとめ買いをしてもらうために多めに在庫を持って

ると有利です。 

◆山善(YAMAZEN) ホットカーペット本体(2 畳タイプ) KU-203

http://mnrate.com/item/aid/B005OFZGNW 

仕入値 2980 円 

売値   4400 円 

家電も安く販売されています。通常棚で１２月の冬の時期にこの価格で 

通常販売されてた商品です。大型商品ですので、納品の手間や保管料を考えて 

販売していく必要があります。 



◆T-fal 電気ケトル ジャスティン プラス スカイブルー 1.2L KO340171

http://mnrate.com/item/aid/B007EJNB06 

仕入値 1980 円 

売値   3580 円 

T-fal の人気のポットです。これも色違いも同じ価格で販売されてます。

薄利ですが、回転が速いのでリピート仕入れなどの戦略ができます。 

◆ティファール ワンタッチ開閉圧力なべ クリプソ オアシス 3L P4314033

http://mnrate.com/item/aid/B0091MR8FI 

仕入値 5980 円 

売値   11780 円 

T-fal の圧力なべオープンセールで仕入れた商品ですが

標準サイズでの納品になります。 

T-fal の圧力なべは他の量販店よりも常に安く販売してます。



◆ティファール ワンタッチ開閉圧力なべ クリプソ オアシス 4L P4310433

http://mnrate.com/item/aid/B0091MR9UM 

仕入値 6980 円 

売値   12200 円 

４ℓの T-fal 圧力なべです。４ℓから大型商品に分類されるので注意が必要で

す。圧力なべで１番価格が安定していて、売れるのが４ℓです。 

◆ティファール ワンタッチ開閉圧力なべ クリプソ オアシス 6L P4310733

http://mnrate.com/item/aid/B0091MR9Y8 

仕入値 7980 円 

売値  13800 円 

T-fal の圧力なべの 6リットルです。大型で大きいですので、

納品方法なども仕入れの時にイメージするといいです。 

4ℓより回転は遅いです。 

なので資金が余裕がないときは 4ℓを仕入れた方がいいです。 

T-fal 商品はキャッシュバックキャンペーンをやってる期間もあるので

有効に活用してください。 



◆タイガー 水筒 ステンレスミニボトル 「サハラマグ」 パワーピンク 300ml

MMP-A030-PE 

http://mnrate.com/item/aid/B0036OQYZW 

仕入値 500 円 

売値  2500 円 

定番のタイガーの水筒でセール品で仕入 

ワゴンのセール品は早いもの勝ちですので、タイミングも大事です。

◆サーモス 真空保温調理器シャトルシェフ 3.0L ステンレスブラック KBA-

3001 SBK 

http://mnrate.com/item/aid/B0027P8GTS 

仕入値 5000 円 

売値   14800 円 

サーモスの保温鍋です。3ℓでも大型分類になりますので注意が必要です。

保温鍋はアマゾンの在庫が切れたら、仕入れのチャンスです。 

サーモスの関連商品は常の安く販売されています。





§コーナン

本社は大阪。ホームセンター業界ランキング４位。 

店舗は近畿を中心に、東北（宮城県）・関東（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）・

中部・中国・四国・九州（福岡、長崎）地方で展開。 

決算は 2月。 

◆店舗の見所

ワゴン及び通常棚で「売りつくし」の黄色の POP を中心に見ましょう。

家電、工具が狙い目です。 

コーナンオリジナル商品（LIFELEX）も黄色 POP ですが出品できないのでスルー

しましょう。 



◆ＲＥＸ ＲＢチューブカッター ＲＢ Ｎ３０Ｐ 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B002P8UIH0 

 

仕入値 3,456 円  

 

売 値 4,880 円 

 

処分品を集めたワゴンにありました。 

 

 

 

◆ブラウン Cruzer5 face クルーザー5 ヒゲトリマー 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B008MEIBFM 

 

 仕入値 3,218 円  

 

売 値 5,200 円 

 

お店の一番奥（家電ジャンル）の通常棚（「売りつくし」POP）にありました。 

 

 

 



◆パナソニック ミキサーブラックメタル ＭＸ-Ｘ300-Ｋ 

 

  

http://mnrate.com/item/aid/B00HK50II2 

 

 仕入値  7,538 円  

 

売 値 11,720 円 

 

これも、お店の一番奥（家電ジャンル）の通常棚（「売りつくし」POP にありました。 

 

 

◆ユピテル 130 万画素 コンパクトドライブレコーダー DRY-mini1X 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00XBSAEUE 

 

 仕入値 4,320 円  

 

売 値 7,094 円 

 

レジ横のガラスケースに中「売りつくし」POP でありました。 

 

 



◆カシオ ラベルライター ネームランド テープ 18mm XR-18SS5 シンカンセン 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B000EMTKBY 

 

 仕入値   637 円 

  

売 値 1,600 円 

 

 通常棚の処分品のカゴの中にありました。 

 

 

◆シャープ 除湿機 衣類乾燥用 プラズマクラスター搭載 ホワイト系 CV-E71-W 

 

  
 http://mnrate.com/item/aid/B00V4AMTW2 

 

 仕入値 21,384 円 

 

 売 値 29,800 円 

 

 通常棚で「売りつくし」POP で表示していました。新品在庫が無かったため他店から 

 取り寄せてもらいました。 

 

 



◆コロナ電業 TELSTAR フォトフレーム型 SD カードレコーダー DVF-7

http://mnrate.com/item/aid/B0092ZW1KQ 

仕入値 21,384 円 

売 値 29,800 円 

「売りつくし」ばかりを集めた棚にありました。 





§コメリ 

  

 

「コメリパワー」「コメリホームセンター」「コメリハードアンドグリーン」を 

日本全国に展開。農業対応の商品が特徴的。 

決算は 3月。 

 

 

 

◆店舗の見所 

   

家電の入替え時期が狙い目。ワゴン等はあるがあまりおいしくない。 

通常棚で特徴的な POP「お買得品」は在庫限りであり、そこを検索する。 

価格表示は税込みで分かりやすい。 

 

 

 

 



◆ZOJIRUSHI マイコン炊飯ジャー極め炊き NS-WF18-WB ホワイト 

  

http://mnrate.com/item/aid/B002IT5V14 

 

仕入値 5,000 円 

 

売 値 9,570 円 

 

後の一個でした。 

 

 

◆TOSHIBA CUTEBEAT SD/USB/CD ラジオ TY-CR50(S) 

 
http://mnrate.com/item/aid/B004VUIWXW 

 

仕入値 4,500 円 

 

売 値 6,480 円（中古-ほぼ新） 

 

展示品でしたが、綺麗だったので。 

 

 

 

 



◆雷ガード、個別スイッチ付き 節電タップ 3 個口 3m 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00S5NJ0XC 

 

仕入値  480 円 

 

売 価 1,480 円 

 

「お買得品」POP でした。 

 

 

◆BUNDOK(バンドック) ドーム 型 テント 5 UV BDK-15 [5~6 人用] 

 

http://mnrate.com/item/aid/B007N70KYY 

 

 仕入値  4,900 円 

 

 売 値 11,980 円 

 

 店頭（外）に置いていました。 

箱が少し破けていましたが補修し、新品で出品しました。 

  



◆イシガキ産業 プログレード 鉄鋳物焼肉ジンギスカン鍋 29cm 2802 

  
 

http://mnrate.com/item/aid/B003NU87HW 

 

 仕入値  680 円 

 

 売 値 2,280 円 

 

 箱はボロボロでしたが、コンデションに書いて出品（箱はボロボロですが中身は新品

ですみたいな）。クレームはありませんでした。 

 

 

◆maxell 録画用 CPRM 対応 DＶD-R DL 215 分 8 倍速対応 インクジェットプリンタ対応

ホワイト(ワイド印刷) 5 枚 DRD215WPB.5S 

  

http://mnrate.com/item/aid/B001UQ5O72 

 

 仕入値  400 円 

 

 売 値 1,239 円 

 

 メディア関係は回転が速いので薄利でも仕入れました。即売れです。 

 

 



◆パール金属 寿司桶 手巻き寿司 3 点セット すし パーティー D-484 

  

http://mnrate.com/item/aid/B00BIYL8TO 

 

 仕入値  640 円 

 

 売 値 1,483 円 

 

半額で売っていました。 

 

 

 

◆Paloma(パロマ) ガステーブル コンパクト 水無し片面焼き 56cm 都市ガス(12A13A)  

右強火 【とろ火ガイド機能付】 IC-N30B-R-12A13A 

  
http://mnrate.com/item/aid/B0142JYICU 

 

 仕入値 10,800 円  

 

売 値 16,000 円 

 

新しい商品との入れ替えの為、安売りしていました。 

大型なのと利益率があまりよくないので躊躇しましたが、ページアップと同時に即売  

れしました。 



◆リンナイ コンパクトガステーブル 水無し片面焼 １３Ａ用 左強火

クリームベージュ KGM33NBEL 13A

http://mnrate.com/item/aid/B00XON0GKY 

仕入値 10,800 円 

売 値 15,498 円 

先ほどの商品が即売れたので追加で仕入れました。即売れです。 





§DCM ホーマック

DCM ホーマックは、北海道・東北地方・関東地方に展開するホームセンターです。 

一般的なホームセンターと同様、家電やおもちゃアウトドア用品など様々なジ

ャンルを仕入れることが可能です。 



通路にワゴンがあるお店が多く、タイミングによってはものすごくおいしい商

品がたくさん眠っていることがあります。 



 

 

値下げ商品には目立つ色のシールが貼ってあります。 

せどり初心者でも見つけやすそうですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆コロナ(CORONA) 冷風・衣類乾燥除湿機 「どこでもクーラー」 除湿能力 10L(木

造 11 畳・鉄筋 23 畳まで) スカイブルー CDM-1016(AS) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01C5O66SI 

 

仕入れ値 26000 円 

売値   38000 円 

 

季節商品であるため 8月頃には値下げされる商品です。 

 

他店からも取り寄せてもらい 4個売りました 

 

◆蓄熱式湯たんぽ コリラックマ EWT-1545KK 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01483YFRI 

仕入れ値 2138 円 

売値   3269 円 

こちらも季節商品です。 

かなり薄利ではありますが納品直後に売れていく超高回転商品です。 

 



◆ウルトラヒーロー ウルトラマン 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00D5JN7E4 

仕入れ値 428 円 

売値   979 円 

ワゴンの中に一人寂しく倒れていたため検索。 

利益はほとんど出ていないですが、納品後すぐに M78 星雲に飛び立っていきま

した。 

 

◆象印 ( ZOJIRUSHI ) 水筒 直飲み ステンレスボトル スポーツタイプ 保冷専

用 2.06L メタリックブラック SD-BA20-BJ 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00B1KVLXI 

仕入れ値 2678 円 

売値   4500 円 

象印やサーモスは水筒の中でも高く売れる商品です。 

物によっては 5000 円以上で売れるものもありますので要チェックです。 



◆ポータブル 囲碁 13 路盤(レギュラーサイズ) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0002YNBKU 

 

仕入れ値 358 円 

売値   1280 円 

店頭では安売りしていましたがネット上ではプレ値で取引されている商品です。 

これだけ小さい碁石なんてなくしてしまいそうです。 

 

◆KDX ケンダマクロス S ケルベロスバレット 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00O1F7DQY 

仕入れ値 718 円 

売値   1342 円 

おもちゃコーナーでこのシリーズがまとめて安くなっていました。 

それぞれ 10 個以上仕入れ。 

一つひとつは薄利でも数を売れば大きな利益となります。 

 



◆【自家製塩こうじが手軽にできる】 発酵食堂 塩こうじポット SJ1664 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0081YHTPQ 

513 円仕入れ 1700 円売り 

 

ワゴンに安売りされていました。 

発売から年月が経っていそうな古い箱でした。 

安価ながら利益率が良い商品です。 

 

◆La-VIE(ラヴィ) ストレッチボール MAX かたお マッサージボール 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01HNR20SM 

1080 円仕入れ 1677 円売り 

TV で紹介されたからかかなりの人気商品です。 

安売りした時に数十個仕入れましたがあっという間に売り切れました。 



◆New スーパーマリオブラザーズ Wii サウンドフィギュア連続 1UP

http://mnrate.com/item/aid/B0057DRLI4 

仕入れ値 500 円 

売値 1230 円 

キャラクターものであったため検索しました。

もっと古いマリオであれば相当なプレ値になるのでしょうか。 

◆ペンデコシール ジュエリーミックス

http://mnrate.com/item/aid/B006OFCQ6G 

仕入れ値 2245 円 

売値 3500 円 

回転は悪いですがプレ値で取引されている商品です。 

おもちゃコーナーにありました。 





§カインズホーム

日用品、カーナビ、ペット用品、 

幅広い商品を取り扱っています！ 

◆店舗の見所

半額より大幅な値引き！！ 

このような割引の商品も結構あるので要チェックです！ 



カインズホームは店舗ごとに割引商品の置いてある位置が

違う傾向が多い気がします。 

一通り店内を回ってみて 

このような処分品コーナーや 

通常の陳列棚などから 

割引商品を見つけましょう！ 

サービスカウンター前もホームセンターの要チェックポイントなので

お忘れなく！ 



◆JVC ケンウッド(ビクター) ミニ DV 用クリーニングテープ HD 対応 CL-DVCB 

 

http://mnrate.com/item/aid/B000Z4PWMM 

 

仕入値 100 円 

 

売値 800 円 

 

1 つの利益は高くないのですが、箱のまま数箱あったので大人買い。 

 

 

 

 

◆日中製作所引違戸用防犯錠 D 型ディンプル 3 本キー 200-U 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00MT7D496 

 

仕入値 1400 円 

 

売値 3000 円 

 

こういう 

 

ものも売れるんだなぁという商品がカインズには多い気がします！ 

 



◆STE(エス・ティー・イー) LED スポット E11 電球色 ビーム角広角/36 

JSS1107CC 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00M7GQMES 

 

仕入値 500 円 

 

売値 2500 円 

 

必要な人はいるんですね。今思うと危ういグラフで買ったなぁと思います。。 

 

 

 

 

◆Canon デジタルカメラ IXY150 レッド 光学 8倍ズーム IXY150(RE) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00T90EFD0 

 

仕入値 4490 円 

 

売値 9700 円 

 

サービスカウンター前で発見！ 

 

 



◆ブラザー LC10‐4PK 互換 インクカートリッジ 染料 4色パック INK-B10-4P 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00511GXWM 

 

仕入値 1000 円 

 

売値 2546 円 

 

サービスカウンター脇のインクコーナーの棚の上に！ 

 

 

 

 

◆パナソニック FM/AM 2 バンドラジオ シルバー RF-P150A-S

 

http://mnrate.com/item/aid/B00424SW3W 

 

仕入値 1944 円 

 

売値 3179 円 

 

以外に家電系も仕入れられるカインズ！ 

 

 

 

 



◆サンワサプライ Surface 専用カードリーダー付 USB ハブ ADR-3SSDUBK

 

http://mnrate.com/item/aid/B00OAZ872E 

 

仕入値 1825 円 

 

売値 2980 円 

 

PC 周辺機器。今やホームセンターってなんでもありますね。 

 

 

 

 

◆呉竹 書道セット GE433 ブルー GE433-12 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01B4DDW5Q 

 

仕入値 1000 円 

 

売値 2600 円 

 

時期を過ぎて売れ残りだったのでしょうか。ちゃんと売れました！ 

 

 



◆太陽誘電 That's CD-R データ用 40 倍速 700MB アクアホワイト プリンタブ

ル 太陽誘電+磁気研究所コラボモデル スピンドルケース 50 枚

http://mnrate.com/item/aid/B0062FNF86 

仕入値 940 円 

売値 2000 円 

今すごい価格になってますよね…。とっとけば良かったってのは後の祭り。。 

◆【大容量】ハミングファイン 柔軟剤 フルーティアロマの香り 1200ml(2.5

倍分) 

http://mnrate.com/item/aid/B00T491W32 

仕入値 498 円 

売値 2980 円 

天国と地獄を見ました。値ブレが半端なく、しっかり我慢できていればこれだ

けで 30 万は利益とれただろうに… 





§ケーヨーデーツー

ケーヨーデーツーは株式会社ケーヨーが運営するホームセンターです。

千葉県に本部があり、関東地方、静岡、山梨などに出店しています。

営業時間は店舗によりますが、基本的には 9:30〜19:30 です。

◆店舗の見所

農業用器具が多いですが、家電や健康器具などもあり、特に「売りつくし」札は

要チェック！

レジ横に売りつくしコーナーを設置している店舗も多いです。



◆タカギ(takagi) 省エネシャワー アイボリー B170IV【2 年間の安心保証】

http://mnrate.com/item/aid/B0055MAONQ 

仕入値 5,000 円 

売値  9,124 円 

浴室コーナーの入り口に邪魔そうに置いてありました。 

パッケージに若干の痛みがありましたが、出品時の商品説明に記載したので、クレームも

ありませんでした。 

◆山善 ごま擦り機 SG-161(WR)

http://mnrate.com/item/aid/B00LXUZD5S 

仕入値 1,380 円 

売値  2,800 円 

キッチンコーナーの売りつくし品コーナーに、ポツンと置いてありました。



「わざわざごま擦り機なんて買うのかな？」と思いますが、回転はいいです。 



 

 

◆ロゴス 焚火台 the KAMADO 81064150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B00RIICZXM 

 

仕入値 14,000 円 

 

売値  21,492 円 

 

キャンプ用品の売りつくし品です。 

11 月に仕入れて、ライバルも多かったので「夏まで売れないかな」と思いましたが、 

１ヶ月以内に売れました。 

 

◆多摩電子工業 inG Bluetooth ステレオレシーバー TB308K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B00CMNEMQG 

 

仕入値 1,000 円 

 



 

 

売値  1,774 円 

 

工具関係のコーナー入り口に、今つけたばかりのような売りつくし札。 

ライバルも少なく、すぐ売れました。 

◆ダイオ化成 ベランダ安心鳥よけネット 30mm 目 グレー 3×8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B009V7QFXY 

 

仕入値 1,500 円 

 

売値  2,918 円 

 

まさにホームセンターっぽい商品です。通常棚に売りつくし札。 

農機具関係はスルーする人も多いので結構取れます。 

 

 

◆ダイオ化成 ハトよけネットグレー 2×8M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B00BMK7Q3G 

 

仕入値 1,380 円 



 

 

 

売値  3,005 円 

 

上の商品と一緒に仕入れ。同じお客様に売れたので、農業関係か家庭菜園の方がまとめて 

購入したのかもしれません。  



◆象印 土鍋風なべ&すき焼きなべ&溝つき焼肉プレート グリルなべ EP-PW30-TA

http://mnrate.com/item/aid/B00M3WAE1I 

仕入値 6,980 円 

売値  10,000 円 

キッチンコーナーの売りつくし品です。

利益率はイマイチでしたが、回転率は悪く無いのですぐ売れました。

◆3R スリー・アールシステム

使い方簡単 LED 付卓上ルーペ [LED 拡大鏡 smolia] ブラック 3R-SMOLIA-5

http://mnrate.com/item/aid/B008N3R3S8 

仕入値 1,490 円 

売値  2,100 円 



 

 

レジ横の売りつくし品コーナーです。利益率は悪いですが、価格は安定していて回転率も

良いので試しに 5個購入。１ヶ月以内に完売しました。  



 

 

◆La・VIE(ラ・ヴィ) 360°EMS 3B-3565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00M6NA5TK 

 

仕入値 1,500 円 

 

売値  3,960 円 

 

健康器具の棚下にありました。 

一番端に置いてあり、違和感で見つけました。 

 

◆La・VIE(ラ・ヴィ) 耐久性で選ぶアンクルリスト 2.0kg 2 個入 3B-3223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B009HJ1RSY 

 

仕入値 1,500 円 

 

売値  3,290 円 



ケーヨーデーツーは健康器具を売りつくしすることが多いです。

この商品は回転率がいいので 5個仕入れ。ただ、5個の合計重量が 20Kg！





§ナフコ

全国 370 店舗を誇る、日本を代表するホームセンター「ナフコ」、 

九州を中心に北は東北まで幅広く店舗展開を行なっています。 

ホームセンターということで取り扱う商品は多岐に渡り、

日曜大工から家電、食品、ペット用品、生活雑貨と幅広く仕入れ対象となりえ

ます。 

◆ 店舗の見所

上にも説明した通り、仕入れ対象となる商品は数多くあります。 

ナフコに関しては、

商品点数があまりにも多いため、 初のうちは自分の得意分野から開拓してい

く方法が良いと思います。 



それでも得意分野がない！と思われる方には、 

やはり家電、キッチン用品なんかがオススメです。 

 

ナフコせどりは基本的に値札のみでリサーチをしていきます。 

 

商品点数があまりにも多いため、 

全頭検索するにはかなりの労力がかかります。 

 

それでも完全クリアしたい！と思われる方は 

どうぞチャレンジしてみてください。 

 

◆	せどれる値札紹介 

 

誰がどうみても狙う値札がこれです。 

50％オフで未開封ならば高確率で仕入可能です。 

 

特に解説も不要ですね。 

「50％オフ」は必ずチェックです。 



こんな感じでしょぼい値下げの商品もあります。 

値下げ率はしょぼいですが、 

意外とあったりするので時間があればリサーチしてみてください。 

広告商材なんかでよくある値下げがこれです。 

初に紹介した割引札よりもこちらの方が何か「きっちり」しています。 

きっちりしている分、 

50％オフ札よりもせどりにくい印象です。 



しかしながら、この商品みたいに仕入れ対象になる商品もあります。 

確率は低くても、チェックは必須です。 

 

 

ナフコにはこういった魔物札があります。 

ただし、展示品、しかも状態があまりよくないものに 

見受けられますね。 

 

それでも破格のマークダウンなので、 

かなりの確率で仕入可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆	売り場のチェックすべき場所 

 

 

 

棚にもセール棚ってあるんですが、 

なんとカートの中にもセール商品はあります。 

 

通路の裏あたりにあったりするので売場はまんべんなくチェックです。 

 



こういった日曜大工商品もホームセンターならではですね。 

 

工具のインパクトなんかも商品切り替え時期になると容赦なく半額になるので

見逃せません。 

 

こちらの人気の BOSCH も仕入れ対象商品があったりします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆象印 炊飯器 IH 式 5.5 合ブラウン NP-VD10-TA 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00E3NW5N0 
仕入値 12700 円 

売値 17200 円 

薄利ではあるが回転が良いためすぐ売れた 

 

 

◆OREGON(オレゴン) チェーンソーチェーン 25AP-86EC 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00B45BJ3C 

仕入値 1000 円 

売値 2000 円 

ナフコ得意の半額値引きシール商品 



◆パナソニック(Panasonic) 充電ドリルドライバー EZT116RK-B 黒 

 

http://mnrate.com/item/aid/B006JWT1Y4 

仕入値 8125 円 

売値 19800 円 

展示品をほぼ新品で出品して販売 

 

 

◆SONY 8 ミリビデオカセット 120 分 Hi8MP タイプ 3巻パック 3P6-120HMPL 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00009VX8C 

仕入値 935 円 

売価 1580 円 

中にはこういったプレミアム商品もある 



◆Panasonic LED 電球ポーチライト センサ付・防雨型 HH-LE271L 

 

http://mnrate.com/item/aid/B008BDUXUU 

仕入値 6185 円 

売価 11800 円 

ホームセンターならではの商品ラインナップ 

 

 

◆小泉成器 ダブルラジカセ KOIZUMI SOUNDLOOK SAD-1231-S 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00HZZZEU4 

仕入値 2419 円 

売価 5980 円 

ナフコは値下げ時期に当たると大きい仕入れが可能 



◆That's BD-R ビデオ用 4 倍速 180 分 25GB ハードコート仕様 ワイドプリン

タブル白 外周印字あり 5mmP ケース 10 枚入 BR-V25WWR10SC 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00EEVY7Y6 

仕入値 319 円 

売価 1250 円 

メディア系は意外と売れ残っており美味しい商材 

 

◆日立マクセル 録画用 DVD-R 50 枚スピンドル DRD120CPW50SP 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00FEST1GM 

仕入値 889 円 

売価 2280 円 

他社では定番でも、ナフコでは棚落ちすればすぐ半額 



◆アイリスオーヤマ ＬＥＤ電球 人感センサー付 垂直 電球色 ＬＤＡ３Ｌ－Ｈ－Ｅ１７

ＳＶ ２５０ｌｍ 

http://mnrate.com/item/aid/B006IHKQ4Y 

仕入値 1533 円 

売値 2245 円 

これは失敗ですぐ値崩れした事例。 

◆三菱電機 MITSUBISHI ダクト用換気扇 天井埋込形 【VD-10ZC9】

http://mnrate.com/item/aid/B00FXOGRKK 

仕入値 3759 円 

売値 5400 円 

こういった珍しい商品もナフコでは仕入れ可能 
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	PPP-サンデー-差替-完成
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	ビバホーム
	島忠川口朝日店
	島忠川口朝日店 - P.P.P



