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§ヨークベニマル

福島県を中心に宮城県、山形県、 栃木県、茨城県の 5県に店舗展開。 

生鮮食品を中心に、食料品並びに日用 雑貨、家庭用品等の住居関連商品や衣料品も販売さ

れています。 

聞き慣れない方も多そうですが、店のマークからもわかる通り・セブン＆アイ・ホールディ

ングスのグループです。

店内の様子① 

弁当箱、水筒、鍋、文具、メディア商品あたりが 

狙い目。 



店内の様子② 

ワゴンもあります。



◆SVELTY 生酵素×酵母 プレミアム 150 粒

http://mnrate.com/item/aid/B00H93DARQ 

仕入値 972 円 

売値 2,180 円 

要期限管理商品とドラッグストアの申請が必要な商品です。 

消費期限で処分価格になっていました。 

消費期限 45 日前までに（Amazon 規約）売れるかどうかが 

重要なチェックポイントです。 

◆シロカ ハンディ 布団クリーナー シャンパンシルバー SVC-350

http://mnrate.com/item/aid/B00OAZO6CY 

仕入値 3,240 円 

売値 9,500 円 

食品スーパーで出会うとは思わなかった布団クリーナー。 

しかもなかなかの価格差。 



◆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】

0.35L サックスブルー JNL-350 SAX 

http://mnrate.com/item/aid/B00M1EC4F2 

仕入値 1,080 円 

売値 2,980 円 

仕入しやすい水筒のジャンル。 

展示品が混じっていることがあったりするので 

状態チェックが結構重要です。 

◆コラージュフルフル ネクストリンス うるおいなめらかタイプ 400mL (医薬部外品)

http://mnrate.com/item/aid/B002TET8DK 

仕入値 1,600 円 

売値 3,200 円 

シャンプー類も、安くなっていたら狙い目の商品。

ドラッグストアやコスメの申請が必要な場合もあるので 

確認してから仕入ましょう。 

自分が出品できる商品かどうかは、AmazonSeller アプリが便利です。 

不安な商品は AmazonSeller アプリで確認してからの仕入が Good。 



◆東レ 交換カートリッジ 2PWBC600-W

http://mnrate.com/item/aid/B00T95BW8Q 

仕入値 853 円 

売値 1,980 円 

ワゴンにあった商品。

5個ほどあったのですべていただきました。 

◆イシガキ産業 スキレット フライパン 15cm 用 鉄鋳物蓋 網付き 3922

http://mnrate.com/item/aid/B017CVCJU8 

仕入値 842 円 

売値 1,800 円 

重い商品で薄利なので悩みましたが、すぐ売れそうだったので仕入ました。 

結果は即売。 



◆ディズニーツムツム アラームクロック ドット

http://mnrate.com/item/aid/B01486SJPO 

仕入値 540 円 

売値 1,490 円 

色違いもあり、同じくらいの価格で売れました。 

◆ソニック 電動鉛筆削り シャイニーハートドリーム ピンク SK-5113-P

http://mnrate.com/item/aid/B00QF41GUS 

仕入値 1,598 円 

売値 3,600 円 

春には入園入学の準備品が良く売れます。 



◆SONY ビデオ用 DVD-RW CPRM 対応 120 分 2 倍速

5色カラーMix レーベル 20 枚スピンドル 20DMW12KXP 

http://mnrate.com/item/aid/B003THO2KA 

仕入値 432 円 

売値 2,980 円 

仕入のしやすいメディア系。 

食品スーパーにも置いてあります。 

◆イシガキ産業 耐熱ガラスキャセロール 19cm 直火対応 3238

http://mnrate.com/item/aid/B00DBNFZO4 

仕入値 950 円 

売値 2,875 円 

仕入れたときには￥4,000 で売られていましたが売れ行きが悪く、 

もっと安くすれば売れそうと判断。 

結果は大成功でした。 





§川口アリオ店 

 

 

 

関東を中心に全国に展開する 

イトーヨーカドーのショッピングモール 

モール型なので 

 

「イトーヨーカドー ＋ 専門店」という構成 

 

タワーレコードやジョーシン電気、赤ちゃん本舗なども専門店などもあるので 

攻略できれば効率がいいです 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆店舗の見所 

  

 

サーモス・象印などの水筒関連商品が秋～冬にかけて型オチ商品などがあり 

安くなり仕入れやすくなる。 

T-fal などは年末に商品券のキャッシュバックなどもあるためねらい目 

 

  

 

おもちゃコーナー 

セールのおもちゃ商品とプレミアおもちゃやトレカ、品切れのゲーム関連 



商品、トレカ、ファンシーグッズなど 

 

ワゴンの商品は全国セールなどでは値下がりする場合があるので要注意。 

 

イトーヨーカドーの全国セールと被る場合がありますが 

商品の特性や回転の速さを冷静に分析仕入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

専門店の攻略 

 

冒頭にもかきましたが、 アリオはショッピングモールですので 

テナントとして専門店も多く出店しております。 

せっかく来たのだから 

家電、メディア、おもちゃなどの分野を横断的にしてる方であれば 

専門店も攻略でき一石二鳥です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆THERMOS 真空断熱ケータイマグ 【ワンタッチオープンタイプ】 0.3L シル

バー JNI-300 SL 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B005HN16FI 

仕入値 1,000   

 

売値 1,900 

 

鉄板のサーモスの水筒です。仕入れた時は 3000 円前後で売れると思いましたが 

ライバルが増えて値が下がりました。 

 

◆パナソニック LED 電球 EVERLEDS 2 個入 LDA11LG2T 

 

http://mnrate.com/item/aid/B007U1FNOK 

 

仕入値 1,200 

 売値 2,450 

 

電球は消耗品として販売される代表例です。１個だけだと手数料で利益が低い

ですが２個セットだと単価があがります。２個セットを２個購入していただき

ました。こういった消耗品はまとめ買いなども見込めるので 

まとめ買いしていただくと、出荷手数料が安くなるのでおすすめです。 



◆Henckels ミラノミニクックウェア 3pcs セット 40309-003 

 

 
 

http://mnrate.com/item/aid/B0000DGS7U 

 

仕入値 3500 円  

 

売値 5,900 円 

 

※ドイツのメーカーのおしゃれなキッチンアイテムです。 

包丁やフライパンなどもあるのでぜひみてみてください。 

 

◆TIGER 蒸気レス電気ケトル わく子 (0.6L) ブラック PCH-A060-K 

 

http://mnrate.com/item/aid/B009507WBQ 

 

仕入値 2,980 円 

 

売値  5,090 円 

 

ケトル関連は人気商品ですのでもしやすかったら 

リサーチしてください。T-fal のケトルも相場を把握しとくと強いです。 



◆ZOJIRUSHI ステンレスマグ 480ml ダークココア SM-JC48-TM 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00E92ZNM0 

 

仕入値 1,000 

 

売値 1,790 円 

 

※２個まとめて購入いただきました 

 

 

◆パナソニック LED 電球 LDA11LG  

 

http://mnrate.com/item/aid/B005ML7VX6 

 

仕入値 400 円  

 

売値 1,496 円 

 

薄利ですがこういった日用品の商品は高回転で売れていきますね。 

 

 



◆TESCOM ジューサー TJ110-W ホワイト 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0014P62MK 

 

仕入値 1,980 

 

売値 3,650 

 

ジューサーなど調理の時短する商品はしっかり売れれます 

 

◆東レ トレビーノ ポット型浄水器 PT シリーズ交換用カートリッジ PTC.V2J 

 

 
http://mnrate.com/item/aid/B0015CB5TW 

 

仕入値 200 

 

売値 2,618 

 

現在すごい高くなってる・・・型が古いからすでに手に入らないのでしょう 

こういった型落ち商品の消耗品は生産が終わると高騰したりします。 



◆ZOJIRUSHI 保温弁当箱 【0.5 合】 ブラック SZ-JA02-BA 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B008IBXS8E 

 

仕入値 1,050 

売値 3,190 

お弁当箱（ランチボックス）も人気商品です。 

こちらも水筒と同じくサーモスと象印はチェックしときましょう 

 

◆プラレール トミカと遊ぼう!N700 系駅前パーキングセット 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0073CD67M 

 

仕入値 2,000 

売値 2,045 

 

こちらは失敗例ですが、仕入れた時は利益がとれましたが価格が下がりました 

 

 



◆獣電戦隊キョウリュウジャー 変身銃 ガブリボルバー 

 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00B7T6MDW 

 

仕入値 1,500 

 

売値 3,080 

 

※人気の戦隊モノの商品です。 

現在はプレミア化してますが、仕入れてすぐ販売した商品です。 

現在は中古で仕入れても利益がでる商品です。 

 





§鶴屋百貨店＠熊本 

 

熊本のローカル百貨店。 

百貨店と聞くと「高い」イメージがありますが、そこが意外な穴に。 

価格が高いため、古い商品もそのまま残っており、プレ値になっているものが

多い。 

あと、百貨店ならでは！の催事は要チェック。 

百貨店の催事は基本的に出店メーカーの独断と偏見で値段がつけられているた

め、捨て値の商品がある。 



 

◆ 店舗の見所 

 

百貨店はゲームがよく仕入れられるイメージ。 

さすが百貨店なだけあり、値下げの案内も懇切丁寧。 

 

百貨店の店づくりは基本に忠実。 

売りたい商品は売り場の一番目立つところに置いてある。 

つまり、クリアランスのときにはひな壇にはクリアランス対象商品が山積みに

なる。 

今回はクリスマス商戦に向けたプロパー商品が並んでいた。 

こういう時は逆に棚の上や下などの隅を中心に探すと見つかる。 



◆ポケットモンスター プラチナ 

 

http://mnrate.com/item/aid/B001CSRD22 

 

仕入値 4,980 円 

 

売値 10,980 円 

 

ポケモン再ブームに乗る 

 

◆任天堂 ３DS LL ハイラルエディション 

 

http://mnrate.com/item/aid/B017VTWUIM 

 

仕入値 20,307 円 

 

売値 25,000 円 

 

薄利だが回転は○ 

 



◆ダブルオークアンタ トランザムクリア 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01K77IA1Q 

 

仕入値 2,700 円 

 

売値 5,480 円 

 

催事で見つけた限定品 

 

◆ガンダムブレイブアメイジング 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01K7E5BZ2 

 

仕入値 3,670 円 

 

売値 7,980 円 

 

同じく催事で発見 

 



◆Wii 太鼓の達人 超ごうか版 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00974WSZ0 

 

仕入値 8,900 円 

 

売値 18,000 円 

 

お宝が結構眠っている 





§西友ピアタウン 

 
西友は、ほぼ全国に広がるスーパーマーケットで、食料品、日用雑貨、衣料品

など、地域に親しまれる商品展開をしています。 

低価格戦略のお店であり、せどり的には『割引シール』が商品に目立つように

貼られていること、POP に『お値下げ品』とわかりやすく表示されていること

などから、比較的簡単に仕入れ対象を見つけることができます。 

 

 

◆店舗の見所 

   
2F の『暮らしとファッションのフロア』では、お値下げ商品をちらほら見かけ

たり、割引ワゴンが出ていたりと、仕入れがしやすいので要チェックです。 

 

  



◆アイリスオーヤマ IH コンロ鍋セット ブラック/オレンジ IHKP-3220-B/D 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00FGGIRSK 

仕入値  2,990 円 

売値  6,925 円 

2F の割引ワゴンにありました。 半額シールがわかりやすいです。 

 

 

◆バランス Wii ボード用シリコンカバー『シリコンフィットカバー』 

 

http://mnrate.com/item/aid/B0012YTPIG 

仕入値   462 円 

売値  1,457 円 

同じくワゴンから。 こちらは 70%OFF です。 

  



◆友コミュスタンプ 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00KHG8BJE 

仕入値  810 円 

売値  1,700 円 

おもちゃコーナーから。 奥まったところで発見！ 

 

 

◆TAMAGOTCHI 4U PINK (たまごっち 4U ピンク) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00LGBMP6E 

仕入値  1,620 円 

売値  3,481 円 

おもちゃコーナーでは、お値下げ品もよく見かけます。 

隠れていますが、右下の POP がお値下げ品 POP です。  



◆ジョーゼン ジャイロマスター ラジコン ヘリ スカイウルフ 

 

http://mnrate.com/item/aid/B005MNEFJ2 

仕入値  2,705 円 

売値  4,948 円 

モノレートの波が今ひとつなので迷いましたが、GET。 

 

 

◆キラデコアート ぷにジェル ベーシックセット PG-01 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01DBKY7GI 

仕入値  1,603 円 

売値  4,000 円 

こちらは波が良く、すぐ売れそうですね。 

  



◆アロマ加湿器「デュードロップ L」 ホワイト HFT-1617WH 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01KWV4LDI 

仕入値   810 円 

売値  2,160 円 

加湿器各種。 同じ大きさでも、色によって価格に差があります。 

下の色と比べてとても安く、あまり人気が無さそうです。 

 

 

◆アロマ加湿器「デュードロップ L」 木目調 ナチュラルウッド HFT-1617NW 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01KWV53LC 

仕入値  2,160 円 

売値  4,500 円 

こちらの色は、人気のようです。 

波は同じくらいですが、仕入れも売値が倍以上違います。  



◆アロマ加湿器「デュードロップ M」 木目調 ダークウッド HFT-1616DW

http://mnrate.com/item/aid/B01KWV4462 

仕入値 810 円 

売値 2,086 円 

こちらも人気色のもよう。 

さっきのホワイト Lサイズと、同価格帯です。 

◆アロマ加湿器「デュードロップ M」 ホワイト HFT-1616WH

http://mnrate.com/item/aid/B01KWV4CUK 

仕入値 540 円 

売値 2,000 円 

やはり、不人気色のようです。(確信) 



◆アロマ加湿器「デュードロップ M」 木目調 ナチュラルウッド HFT-1616NW

http://mnrate.com/item/aid/B01KWV48AY 

仕入値 810 円 

売値 2,999 円 

この日は、加湿器が山積みでした。 

別の日に行ったら、また別の家電製品が山積みになっていましたよ。 





§アピタ

株式会社ユニーが経営する大型 GMS（総合スーパー）。東は福島県から西は奈良

県まで、約 90 店舗を展開している。 

取扱い商品も幅広く、日用品、キッチン用品、コスメ、家電、ゲーム、おもちゃ、

などあらゆる商品を仕入れることができる。 

◆店舗の見所

店舗にもよるが、売り場ごとに値下げ商品がまとめられていることが多く、ワゴ

ンやセール棚など一ヶ所に置かれている。まれに通常棚に値下げ商品が混在し

ていることもあるので時間のある時は注意してみると良い。 

また、不定期でタイムセールが開催されるが、全品値札の 30～50％ＯＦＦとか

なり熱いので出会えたらラッキー。売り場中央の通路にセール棚が臨時で設置

される。タイムセールの時間も短いのでダッシュでチェックしたい。 

値札は、通常値札と「値下価格」の値札があり、「レジにて○○％ＯＦＦ」のシ

ールが貼られていれば値下価格よりさらに値引きになるためかなりお得。 



下の画像を見比べてみてください。違いに気付くでしょうか？ 

左は通常値札からの値下げ。右は「値下価格」からさらに値下げされる最終処分

価格です。 



◆サーモス 真空断熱マグ&コーヒードリッパー 280ml ブラック JCP-280CD BK 

 

http://mnrate.com/item/aid/B005HN16TO 

 

仕入値 1,339 円 

 

売値 5,980 円 

 

タイムセールで 50％ＯＦＦで仕入れ。 

 

◆サーモス フレッシュランチボックス 2 段式 815ml ブラック DSA-801W BK 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00PPVIE2K 

 

仕入値 850 円 

 

売値 2,213 円 

 

こちらもタイムセールで 50％ＯＦＦ。新生活スタート時期と重なったため、立

て続けに 2個即売れでした。 

 

 



◆アイリスオーヤマ スティッククリーナー 超軽量 ホワイト IC-SLDC1-W 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00TEYRP24 

 

仕入値 10,800 円 

 

売値 16,500 円 

 

通常棚に通常値札で置かれていたが、価格が切りのいい数字だったので気にな

ってリサーチ。見逃してしまうところだが、6個仕入れで、3週間で売り切りま

した。 

 

◆マイメロディ プラボトル(ローズ) 

 

http://mnrate.com/item/aid/B018FY6T02 

 

仕入値 880 円 

 

売値 2,448 円 

 

売り場のセール棚で 2個仕入れました。 

 



◆夢のじゃんぼんだま ブルー 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00KXJRG14 

 

仕入値 540 円 

 

売値 1,795 円 

 

通常棚で見つけた「値下価格」の値札。3個仕入れて即売れでした。 

 

◆白十字 チズビーコットン No.2 ルージュ 62 枚入 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00CE3O5NE 

 

仕入値 313 円 

 

売値 2,050 円 

 

化粧品コーナーのワゴンで 2個仕入れ。「プレ値」で即売れでした。 

 



◆ヤナセ(柳瀬) セルフネイル ミニローロプラス RO-PL

http://mnrate.com/item/aid/B00NF6B0AA 

仕入値 2,592 円 

売値 8,000 円 

セール棚にあった「値下価格」の値札がレジにて 30％ＯＦＦとかなりお得。4個

仕入れで 1ヶ月で売り切りました。 

◆FingerHeadSpa シャンパンゴールド IB-FS1913B-G

http://mnrate.com/item/aid/B00KW6TR3S 

仕入値 3,369 円 

売値 7,980 円 

こちらも、セール棚にあった「値下価格」の値札がレジにて 30％ＯＦＦ。3個仕

入れで 1ヶ月で売り切りました。 



◆MEN'S ふみっぱ ミントグリーン 

 
http://mnrate.com/item/aid/B002W6KVIG 

 

仕入値 1,000 円 

 

売値 2,980 円 

 

通常棚で見つけた「値下価格」の値札。1ヶ月で 3個売れました。 

 

◆500 ピース ジグソーパズル くまのプーさん ブルースカイ ファンタジー ぎ

ゅっとシリーズ【ピュアホワイト】(25x36cm) 

 
http://mnrate.com/item/aid/B01N3Q2PS0 

 

仕入値 1,620 円 

 

売値 1,980 円 

 

こちらは、次に紹介するパズル専用フレームとセット売りで 1,620 円仕入れ。 

利益が上がらないようにみえるが、セット商品をばらして販売しているため。 

 



◆パズルフレーム ぎゅっと 500 ピース専用パネル(25x36cm)

http://mnrate.com/item/aid/B01MXSFIP2 

仕入値 0 円 

売値 2,250 円 

こちらは 500 ピースのジグソーパズルとセット売りされていたものをばらして

販売。セット商品も仕入れ対象になるので、面倒くさがらずにリサーチするとい

いです。 





§ベイシア

群馬を中心にスーパー、家電店等を展開している。 

スーパー、家電ともに特価品や在庫処分品が非常に安く、

分かり易いポップアップで初心者にオススメ 

◆その店舗の見所の画像

ベイシアは以下のようなポップアップが目印。 

商品を探すときは以下のポップアップを中心に調べると効率良い仕入れができる。 



 

◆ピエリア DC サーキュレーター 19cm 木目調 ダークウッド FCR-191D DWD 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01D9ECZGU 

仕入値：16,800 円 

売値  ：9,698 円 

 

サーキュレーター。 

季節家電で夏に高回転で売れる商品 

 

 

◆ZEPEAL スクウェア型サーキュレーター(ホコリガードフィルター搭載) ホワイト DS-

KT194(WH) 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00XOR373S 

仕入値：7,480 円 

売値  ：2,678 円 

 

サーキュレーター 

上記と同様に夏に高回転で売れる商品 



 

◆ソニー SONY リチャージャブルバッテリーパック NP-QM91D 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00008OKYS 
仕入値：8,532 円 

売値  ：15,800 円 

 

ソニーのバッテリーパック 

カメラ周辺機器はお宝がいっぱいなので要チェック 

 

 

◆長信ジャパン enep iPowerBank リチウムイオンバッテリー 8Ah ホワイト epu8A722

 

http://mnrate.com/item/aid/B0065XJUIE 
仕入値：2,678 円 

売値  ：4,800 円 

 

バッテリー 

有名メーカーの場合はもっと高値で高回転で売れるので 

しっかりチェックしていきたい商品。 



 

◆カイザー(kaiser) キック スケーター KW-451 耐荷重 40kg ストリート レジャー ファミリ

ースポーツ 

 

 

http://mnrate.com/item/aid/B003ERI9LS 
仕入値：1,500 円 

売値  ：2,709 円 

 

定番の遊び道具は人気が高くて即売れ。 

安値で売っていた場合は要チェック。 

 

 

◆ねん Do! はじめてのねんどセット (リニューアル) 

 

 
http://mnrate.com/item/aid/B01G81JATG 

仕入値：500 円 

売値  ：1,300 円 

 

ねんどの定番おもちゃ。 

広告の品で数量限定販売だが大量に残っていた商品。 

チラシをチェックしてもゲットできる高回転な商品 

 



 

◆ファミリーフィッシング 

 
http://mnrate.com/item/aid/B00VR5V2JK 

仕入値：1,000 円 

売値  ：1,727 円 

 

定番のおもちゃ。 

回転が速いので安く売っていたらゲットしたい商品 

 

 

◆LED コンパクトプロジェクター 

 

http://mnrate.com/item/aid/B01FSDZJNQ 
仕入値：5,000 円 

売値  ：6,975 円 

 

プロジェクター 

人気は無いがコンスタントに売れる商品。 

 



◆象印 ( ZOJIRUSHI ) 水筒 直飲み ステンレスマグ 480ml ピンク SM-JD48-PA

http://mnrate.com/item/aid/B00MAY2UIY 
仕入値：1,382 円 

売値  ：2,465 円 

水筒は夏に高回転で売れるが季節関係無しに 

年中売れるので安い時はチェックしよう。 

◆CITIZEN ( シチズン ) 電波 ソーラー掛 時計 エコモード M818 4MY818-019 4MY818-019

仕入値：6,870 円 

売値  ：5,142 円 

掛け時計 

時計はたまに叩き売りしてるので安い時はチェックしよう。 
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