
 

 

メルマガ登録プレゼント 
 

この度はメルマガ登録していただきありがとうございます！ 

本プレゼントは、Amazonせどりで稼げる有益情報（ノウハウ、店舗情報）など、随時アッ

プデートしていく予定です！ 
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§せどりマップの作り方（ロケスマ編） 

 

        
 

店舗せどりのお店を探すのに便利なスマホアプリ「ロケスマ」を紹介します！ 

 

iPhone 版 

https://itunes.apple.com/jp/app/rokesuma/id498923187?mt=8 

Android 版 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.d_advantage.locasma&hl=ja 

 

 

このアプリを使えば、 

現在地周辺のお店を 

ジャンルごとに 

調べることができます。 

 

例えば、新宿駅周辺の 

「家電量販店」を調べた場合、 

左の画像のように表示されます。 

 

ロケスマの良いところは、 

左の画像のように、 

各お店がロゴで表示されるので、 

分かりやすいことです。 

  

https://itunes.apple.com/jp/app/rokesuma/id498923187?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.d_advantage.locasma&hl=ja


では、ロケスマを使ったせどりマップの作り方を、 

具体的にを説明していきます。 

 

流れとしては、以下のようになります。 

・ロケスマで各ジャンルのお店の位置を調べる。 

・手書きでノートやメモ帳、手帳などに、お店の位置を書き込む。 

 

下のマップは、ロケスマで調べて手書きのマップにしたものです。 

約 20個のお店を調べることができました。 

 

事前にこういうマップがあった方が、 

いざ仕入れにいくときも分かりやすいですよね。 

初めて仕入れに行くエリアならなおさらです。 

 

 
 

ロケスマで調べて 

自作マップにしたもの 



ロケスマでお店のジャンルを「お気に入り」に入れる。 

 

ロケスマでは、大きく分けて、 

・フード 

・ショッピング 

・サービス/施設 

のジャンルがあります。 

 

さらに、ショッピングなら、コンビニ、100均、ドラッグストア・・・、 

コンビニなら、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのように分類されます。 

  

せどりで活用する場合は、ショッピングのジャンルのお店が多くなると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の画像のように、 

せどりができそうなジャンルを 

「お気に入り」に 

追加していきましょう。 

 

各ジャンルの絵の左にある 

☆をクリックすると、 

お気に入りに追加されます。 

 

 



 

 

 

 

あとは、各ジャンルを上から順番に表示していき、 

オリジナルのマップを作っていきましょう！ 

 

 

事前にこのようなマップを作ることで、 

 

・どういうルートで回れば、効率良くまわれるか？ 

・各お店の滞在時間をどうするか？ 

 

などの、戦略を練ることができます。 

左の画像のように、 

お気に入りに追加されます。 

 

 



§せどりマップの作り方（Google マップ編） 

               

ロケスマ以外にも、「Google マップ」も、せどりマップ作成に役立ちます。 

 

Google マップの良いところは、お気に入りのお店を保存しておけることです。 

保存したお店は、パソコンからでも、スマホからでも見ることができます。 

 

 

 

 

仕入れに行ったお店や、 

仕入先になりそうなお店を 

「保存」することができます。 

 

保存したお店は、 

左の画像のように、 

☆マークとして表示されます。 

 

 



 

 

「店舗リスト」は、自分で考えたり、 

思い出すだけでは限界がありますよね。 

 

そういう時は、ネット上の便利なサイトを活用しましょう。 

 

以下のようなサイトが参考になります。 

※「家電」で検索した結果の URLです。 

 

「ロケスマ WEB」の家電ジャンル 

https://www.locationsmart.org/#shopping_kaden 

 

Web チラシ「Shufoo！」の家電ジャンル 

http://www.shufoo.net/pntweb/categoryCompanyList/109/ 

 

Google マップでの 

お店の検索の仕方は、 

「検索窓」に直接打ち込みます。 

 

左の画像は、 

「ヤマダ電機」で検索した例です。 

 

検索結果が 

マップ上と、リスト一覧に 

表示されます。 

https://www.locationsmart.org/#shopping_kaden
http://www.shufoo.net/pntweb/categoryCompanyList/109/


§納品制限の解除申請 

 

納品制限とは？ 

FBA サービスを利用する場合、仕入れた商品を Amazon 倉庫に送ります。 

納品する商品の数が多くなってくると、自分でやるにせよ、外注でやるにせよ、納品のミ

スが起こることもあるかと思います。 

例えば、納品プランにはなかった商品を入れてしまったり、納品プランにある商品を入れ

てなかったり、商品の数量を間違えてたり、ラベルを貼り間違えたり、などのケースで

す。これらのケースを「納品不備」といいます。 

そして、このような「納品不備」を繰り返してしまうと、Amazonからペナルティを受けて

しまいます。どのようなペナルティかというと、一定期間、Amazonへの納品ができなくな

ります。これが「納品制限」です。 

ここでは、納品制限を受けてしまった場合の解除申請の例をお伝えします。ですが、大事

なのは納品不備をなくすことです。納品不備は、Amazon にラベル貼りを委託したり、納品

作業に慣れが生じてくると起こりやすいです。 

簡単に納品制限の解除ができると油断していると、もっと大きなペナルティを受けること

になるかもしれません。そうならないためにも、納品不備がないようにしていきましょ

う！ 

 



Amazonから来る警告文 

納品不備があると、Amazon から【重要】と記載されたメールが届きます。 

======================================== 

件名： 

【重要】貴社による FBA納品の中に正しく納品手続さがされていない商品を確認しました。 

内容： 

納品不備の対策にはチェックシートをご活用ください。 

貴社より正しく納品手続きがされていない商品が着荷いたしました。不備のある状態で着荷します

と受領が滞り、手数料の課金や返送させて頂く可能性があり販売機会の損失になります。「納品チ

ェックシート」をご活用いただき、お早目に再発防止の対策をご検討ください。 

======================================== 

そして、納品不備が繰り返された場合、Amazonから納品制限のペナルティを通知するメー

ルが届きます。 

======================================== 

【要確認】納品制限を設定いたします 

貴社におかれましては、度重なる納品不備が確認されております。 

先日、「【要確認】納品不備商品が確認されています」のタイトルにて事前連絡しましたが、連絡

後に作成された納品設定に対して、不備の確認がされましたため、本ケース送信後より 3日間納品

制限を実施いたします。 

納品制限中は、納品設定を作成することができません。 

それ以前に、解除をご希望される場合には、本ケースに以下を記載の上、ご返信ください。 

弊社担当部署にて確認の上、納品制限の解除をいたします。 

========== 

①改善策の方法 

②改善時期 

========== 

今後も、納品不備の改善が確認できない場合には、直接ご担当者様に状況確認のご連絡を

差し上げる可能性があることを予めご了承ください。 

======================================== 

  



納品制限の解除を希望するメール例 

3日間待てば、再び納品はできるようになりますが、すぐにでも解除してほしい場合もあ

ると思います。 

そんなときは、冷静になり、Amazonから来た警告文通りに、解除を希望するメールを出し

ましょう。翌日には納品できるようになります。 

以下は、その文章例です。参考にしてください。 

======================================== 

この度は、当方の度重なる納品不備のため、 

Amazon 様にご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。 

反省して改善に努めます。つきましては、納品設定の解除を希望いたします。 

今後、以下のように改善を行います。 

① 改善策の方法 

Amazon様からご提供していただいた「納品チェックシート」の項目に従って 

納品作業を行います。 

特に、「納品チェックシート」の以下の項目を厳重にチェックします。 

・「納品設定で登録した商品」と「輸送箱に入れる商品」は一致している。 

②改善時期 

次回以降の全ての納品において改善を実施します。 

以上、何卒よろしくお願いいたします。 

======================================== 

 

以上のように、解除希望のメールを提出すれば、すぐ解除してくれます。 

 

 

 

 



§ヨドバシカメラ 

 

 

JR新宿駅西口から徒歩 5分。 

ヨドバシカメラは税込価格、ヨドバシ・ドット・コムに会員登録すれば 10%還元です。 

スマートフォン売り場の 2階にアウトレット館があります。 

 

◆店舗の見所 

   

 

スマホ売場をぬけて 2階に上がれば、アウトレット館があります。 

ワゴンや POPも注目しつつ、ガラスケースに利益商品が眠ってることもあります。 

カメラ、カメラアクセサリー、電子辞書、オーディオ商品などがあります。 

ガラスケースの場合は、JAN コードやキーワード検索でリサーチしてみましょう！ 



◆魯山人納豆鉢 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00G4UXA6G 

 

仕入値 880円 

 

売値 3,060円 

 

納豆を混ぜるおもちゃです。店頭には 1個でしたが、他店舗の在庫も合わせて 4個仕入れ

ました。 

 

 

◆RICOH ソフトケース(ホワイト)SC-100WT 

 
http://mnrate.com/item/aid/B0067OHT02 

 

仕入値 300円 

 

売値 2,150円 

 

状態が良く、安売りされているのをワゴンで見つけました。 

 

 

  

http://mnrate.com/item/aid/B00G4UXA6G
http://mnrate.com/item/aid/B0067OHT02


◆TDK Life on Record 密閉型オンイヤーヘッドホン レッド ST260SRD 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00LUU6N3M 

 

仕入値 500円 

 

売値 1,372円 

 

ワゴンで見つけました。 

 

 

◆Apple iPod shuffle 2GB パープル MD777J/A 

 

http://mnrate.com/item/aid/B009A3M006 

 

仕入値 2,000円 

 

売値 4,980円 

 

展示品でしたが、状態が良かったです。「中古-非常に良い」のコンディションで売れました。 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00LUU6N3M
http://mnrate.com/item/aid/B009A3M006


◆Canon デジタルカメラ IXY150(SL) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00T90EFKS 

 

仕入値 8,618円 

 

売値 12,950円 

 

ガラスケースに新品が安売りされてました。 

 

 

◆Canon デジタルカメラ PowerShot SX410IS 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00T90F124 

 

仕入値 15,840円 

 

売値 21,590円 

 

ガラスケースに新品がありました。利益率は高くないですが、1週間内で売れました。 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00T90EFKS
http://mnrate.com/item/aid/B00T90F124


◆Canon デジタルカメラ PowerShot SX530HS 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00T90F0PC 

 

仕入値 20,860円 

 

売値 29,900円 

 

利益率は高くないですが、2 台仕入れて、2台とも 1 ヶ月内で売れました。 

 

 

◆Canon デジタルビデオカメラ iVIS HF R62ブラウン 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00T90EGQG 

 

仕入値 25,740円 

 

売値 37,099円 

 

春先の卒業、入学シーズンのニーズにのって、1週間内で売れました。 

 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00T90F0PC
http://mnrate.com/item/aid/B00T90EGQG


◆ONKYO WAVIO パワードスピーカーシステム 40W+40W ハイレゾ音源対応 ブラック GX-

500HD(B) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0021L2Q4O 

 

仕入値 29,600円 

 

売値 46,955円 

 

棚に新品がありました。2週間ほどで売れました。 

 

 

◆Canon ウォータープルーフケース WP-DC54 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00NM0VXF6 

 

仕入値 20,000円 

 

売値 35,000円 

 

ガラスケースで発見。ランキングは良くなかったですが、、新品がなかったので、約 1 週間

で売れました。 

http://mnrate.com/item/aid/B0021L2Q4O
http://mnrate.com/item/aid/B00NM0VXF6


§ドン・キホーテ（Don Quijote） 

 

ドン・キホーテは、関東地方を中心に総合ディスカウントストアを展開してます。 

グループ店舗も含めると、全国に約 300 店舗あります。深夜営業、24 時間営業の店舗が多

いです。 

会員カード（majicaカード）を作れば、お会計のときに 1円部分を免除してくれたり、割引

対象になりますので、作っておきましょう。5,000円以上の購入で送料無料になります。 

 

◆店舗の見所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドン・キホーテは「圧迫陳列」と呼ばれる陳列です。店内も迷路のようになっており、まさ

に「宝探し」です。店内を回る際は、視界に入る商品だけでなく、上も下も見ながらリサー

チしましょう。 

「驚安」と書かれたポップ、ワゴン、筒状のワゴン、ポップの価格差、ガラスケースに注目

してみましょう。家電、おもちゃ、キッチン用品で利益商品が見つかりやすいです。 

また、利益商品をまとめ買いしやすいのが特徴です。 

 

  

 



 

◆クリッカ (スタート 4個セット) CL1P-4 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00Q8I7UT2 

 

仕入値 540円 

 

売値 2,425円 

 

キッチン用品です。ワゴンで 5個ほど安売りされてました。 

 

 

◆オウルテック ストロング ライトニングケーブル 

充電&データ転送対応 Apple 認証 ブラック 30cm 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00K2S7C2E 

 

仕入値 846円 

 

売値 2,180円 

 

ワゴンに大量にありましたが、他の店舗でも安売りされているかもしれないと思い、3個く

らいに留めておきました。予想通り、その後はやや価格が下がりました。 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00Q8I7UT2
http://mnrate.com/item/aid/B00K2S7C2E


 

◆グルマンディーズ ドラえもん iPhone6対応 アンキパンソフトジャケット 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00G4UXA6G 

仕入値 1,058円 

 

売値 2,454円 

 

スマホケースのワゴンセールで見つけました。5個仕入れました。このような人気キャラ

クターものの商品が安売りされているときはリサーチしてみましょう。 

 

 

◆Canon デジタルカメラ IXY150 シルバー 光学 8倍ズーム IXY150(SL) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01A9SAI54 

 

仕入値 8,618円 

 

売値 12,950円 

 

ガラスケースの中で「赤字覚悟の大処分！」というポップがはってました。 

http://mnrate.com/item/aid/B013SOUGMQ
http://mnrate.com/item/aid/B013SOUGMQ
http://mnrate.com/item/aid/B00T90EFKS
http://mnrate.com/item/aid/B00T90EFKS


◆ティファール 鍋 フライパン 4点セット 着脱式取っ手 蓋 付 

インジニオ・ネオ セラミックコントロール グリー 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00N3LMMI6 

 

仕入値 6,703円 

 

売値 9,777円 

 

特売で安くなってました。お 1人 1台限りだったのが残念です。 

 

 

◆トータル・アイ 1台 3役(トースト・目玉焼き・コーヒー)  

ブレックファーストメーカー ホワイト TI-KMS001WH 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00A2FX47O 

 

仕入値 2,642円 

 

売値 5,800円 

 

大型商品です。3 台積まれてました。3 台とも配送をお願いしました。5,000 円以上で送料

無料です。 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00N3LMMI6
http://mnrate.com/item/aid/B00A2FX47O


◆セフティ フォルプリ ヘアメイク ハードジェラックス 80g 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00VL3SZAC 

 

仕入値 540円 

 

売値 1,304円 

 

「ドラッグストア」カテゴリの賞品です。ワゴンセールで 4個仕入れました。価格も安定し

て、回転も早いです。 

 

 

◆モイスト・ダイアン エンリッチアクアゲル リフト EX 150g 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00621UM3Q 

 

仕入値 540 

 

売値 2,392円 

 

「ドラッグストア」カテゴリの賞品です。ワゴンセールで仕入れました。通常は、約 1,300

円なんですが、なぜか 1,000 円ほど高値で売れました。 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00VL3SZAC
http://mnrate.com/item/aid/B00621UM3Q


◆魔法のオーケストラ 

 

http://mnrate.com/item/aid/B008YNM70G 

 

仕入値 2,678円 

 

売値 4,508円 

 

オープンセールで仕入れました。やや大きかったです。 

 

 

◆山善(YAMAZEN) 2.2L 超音波ミスト式加湿器 

(木造約 5畳まで/プレハブ約 8畳まで) グリーン MZ-B22(G) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00O9KQGZK 

 

仕入値 3,218円 

 

売値 5,929円 

 

オープンセールで山積みされてました。価格競争になるのを考慮して、少数にとどめました。、 

  

http://mnrate.com/item/aid/B008YNM70G
http://mnrate.com/item/aid/B00O9KQGZK


§ムーラン 

 

秋葉原の電気街にあるお店です。新品・中古の DVD・ゲーム、書籍などが販売されてます。 

詳しい場所は、下記の店舗案内を参考にしてください^^ 

http://www.e-mulan.com/sub/tenpo.html 

 

◆店舗の見所 

 

左の写真のようなワゴンを見てみましょう。新品のゲームや DVD、blu-ray などが特価品と

してあります。根気はいりますが、全部リサーチしてみましょう。ビームがあると、リサー

チの速度が早まります。 

 

 

http://www.e-mulan.com/sub/tenpo.html


◆実は私は 3 [Blu-ray][2015] 

 

http://mnrate.com/item/aid/B010LRJU7A 

 

仕入値 1,944円 

 

売値 2,780円 

 

マンガが原作のアニメ Blu-rayです。売れるまでに 4 ヶ月ほどかかりました。 

 

 

◆ペルソナ 4 ザ・ゴールデン 2(完全生産限定版) [DVD] 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00M0DE5JC 

仕入値 1,080円 

 

売値 1,780円 

 

日本のアニメ DVDです。リサーチ時は、2,300 円くらいで売れる見込みでしたが、価格下落

が起こってしまいました。 

http://mnrate.com/item/aid/B010LRJU7A
http://mnrate.com/item/aid/B00M0DE5JC


◆バクマン。Blu-ray 豪華版 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00G4UXA6G 

 

仕入値 4,320円 

 

売値 6,108円 

 

特価品として、10枚ほど売られてました。2枚仕入れて、2週間ほどで売れました。また

仕入れようと思ったら、もうなくなってました…。 

 

 

◆バクマン。DVD 豪華版 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01A9SAI54 

 

仕入値 2,700円 

 

売値 5,130円 

 

こちらは、DVD 版です。2枚あったので、2枚とも仕入れました。 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01A9RZB2K
http://mnrate.com/item/aid/B01A9RZB2K
http://mnrate.com/item/aid/B01A9SAI54
http://mnrate.com/item/aid/B01A9SAI54


◆眼下の敵 コレクターズ・ブルーレイ BOX (初回生産限定) [Blu-ray] 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00I8GQL8S 

 

仕入値 6,350円 

 

売値 9,800円 

 

海外ドラマの Blu-rayボックスです。リサーチ時は、FBA最安値 12,800ほどでした。 

しかし、過去の履歴では 9,000 円ほどで売れてたので、1万円を切る価格にしたら、すんな

り売れました。 

 

 

◆ANNOYING ORANGE アノーイングオレンジの胸やけ気味な大冒険フルーツの青春編 [DVD] 

[2013] 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00FGODYSU 

 

仕入値 540円 

 

売値 1,480円 

 

YouTube で再生回数 1 億回を超える大人気コンテンツの日本未上陸 TV 版を DVD 化したもの

のようです。売れるまでに数ヶ月かかりました。 

http://mnrate.com/item/aid/B00I8GQL8S
http://mnrate.com/item/aid/B00FGODYSU


◆京騒戯画 四巻(VOL.4) [DVD] [2014] 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00F8UOPXA 

 

仕入値 540円 

 

売値 4,062円 

 

日本のアニメです。シュリンク（外装フィルム）にややスレがありましたが、破れはなかっ

たので新品として出品しました。コンディションに記載すれば、特に問題ありません。 

 

 

◆裕次郎“夢の箱"-ドリームボックス- [DVD] [2013] 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00AYU5X8U 

 

仕入値 11,000 円 

 

売値 16,700円 

 

ライバルに Amazon がいましたが、100円ほど安くすれば、売れました。 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00F8UOPXA
http://mnrate.com/item/aid/B00AYU5X8U


◆ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル シーズン 3 コンプリート DVD-BOX Part 1 [DVD] 

[2010] 

 

http://mnrate.com/item/aid/B003BOFGDS 

 

仕入値 2,138円 

 

売値 3,980円 

 

リサーチ時は、FBA最安値 9,800 円でした。過去の履歴を見て、よく売れている 4,000円弱

にしたら、1ヶ月内で売れました。 

 

 

◆宇宙大怪獣ドゴラ [CD] 伊福部昭; サントラ 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00005GO3P 

 

仕入値 3,980円 

 

売値 16,000円 

 

新品未開封品です。リサーチ時は、新品の FBA 最安値が 25,000 円でしたが全く売れてませ

ん。中古が最高 16,000 円で売れてるときがありましたので、その価格を設定したら売れま

した。 

http://mnrate.com/item/aid/B003BOFGDS
http://mnrate.com/item/aid/B00005GO3P

