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著作権について

せどりスタートアップ(以後、本書)は著作権法にて保護されております。

本書の著作権は著者にあります。

許可なく本書の全部及び一部を複製、転載、流用、販売する事は、法律で固

く禁じられておりますのでご注意下さい。
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使用許諾契約書

本契約は、本書を入手した個人、法人(以下、甲と称す)と著者(以下、乙と

称す)との間で合意した契約となります。甲が本書を受け取り、開封した時

点をもちまして、甲は本契約に同意した事となります。

第１条　本契約の目的について

乙が著作権を有する本書の情報を、甲が使用する権利を承諾するものです。

第2条　禁止事項

本書は著作権法によって保護されておりますので、甲は本書から得た情報に

ついて、事前許可を得ずに一般公開及び第三者への譲渡をする事を固く禁じ

ます。甲は自らの事業、所属する会社及び組織においてのみ、本書の情報を

使用できるものとします。万が一契約違反があった場合、甲は乙に対し、違

約金の支払いが生じる可能性があります。

第3条　責任の範囲

本書の情報の使用につき生じた如何なる結果においても、一切の責任は甲に

あるものとします。乙及び乙の業務提携者は、本書の情報によって生じた如

何なる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
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０－１　最初に

◎ご挨拶

はじめまして！

在宅ワーカーの中田亮治と申します。

この度は本教材をご覧頂き、誠にありがとうございます。

本教材は特に、せどり含む個人ビジネス初心者の方を対象にさせて頂いてお

ります。

”せどりに興味があって始めてみたいけど何をしていいのか分からない”と

いう方には、特に有効活用して頂けるのではないでしょうか。

しかし、既にせどりを始めているという方についても全く意味がないワケで

はございません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7



教材の最後の方では実際の仕入れに使えるコツや裏技についても掲載してお

りますので、十分な価値が提供できると考えております。是非ともご活用下

さい。

今やせどりは、一大ビジネスとして大変有名な個人ビジネスになりました。

個人ビジネスとしては最も難易度が低く、再現性（成功率）が高いのがその

要因です。

ホリエモンという愛称でビジネスマンに慕われる堀江貴文氏も、「今から

ネットビジネスを始めるとしたら何をしますか？」という問いに対し、「せ

どり」と答えた事がある程です。

それ故にせどりは、初心者に対して自信を持っておすすめできるビジネスな

のです。

本教材に目を通して頂いているという事は、あなたは普段から情報をしっか

りとキャッチしている方なのではないでしょうか。

何にせよ、せっかくせどりという多大なメリットを持ったビジネスに辿り着

いたのですから、是非ともこのチャンスを生かし、頑張って稼いでいきま

しょう。
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◎せどりとは

せどりとは、安く買って高く売る、基本的な物販ビジネスの事を言います。

もう少し詳しく言うなら、店舗やネットで買い物をして、その商品をAmazon

で出品する事で、差額分を儲けにするビジネスです。

日本で最も栄えたネットショップであるAmazonに出品する上に、相場や売れ

行きも簡単にチェックする事ができますので、再現性（成功率）が非常に高

いのが特徴です。

また、自分で仕入れて自分で出品するワケですので、納期もノルマもありま

せん。

そしてネットショップでのみ仕入れするせどりを”電脳せどり”と呼ぶので

すが、この形体なら在宅ワークとして稼ぐ事もできます。

この事からせどりは、かなり自由度の高いビジネスと言えるでしょう。

その他詳しいノウハウについては、本教材を読み進めれば詳しく理解できる

と思いますので、是非目を通してみて下さい。
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０－２

せどりを始める上で大切な事

◎マインドのお話

それでは早速せどりの説明を始めます、と言いたいところなのですが、その

前にとっても大切なお話があります。

それはせどりを始める上で、本当に大切な事になります。

相当重要な部分になりますので、

特に個人ビジネス初心者の方は、この項は必ず目を通して下さい。

現在、ネット上には多くのせどり教材があります。

しかし、その多くが初心者には手が出しにくい価格設定（数万円～数十万

円）であったりします。

その上、内容についてもいきなり専門的なノウハウから始まる事が多く、初

心者が実践に移しにくかったり、稼げる前に多くの人がやめてしまったり、

という現状があるのです。

そもそもビジネスには、マインドという概念があります。
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これは宗教的なモノでも精神論でもない、れっきとしたビジネス・スキルで

す。そして、せどりも勿論ビジネスです。

初心者の方は、このマインドを知らずに始めてしまう為に失敗してしまうの

です。

ですので、マインドについてはしっかり知っておく必要があります。

しかしながら世に溢れている大半の教材は、”稼げる”だとか、誰でもでき

て”簡単”だ、という見えやすいメリットだけを連呼し、実際始める為の初

歩の初歩に当たる説明は、かなりの確率で疎かになっています。

勿論、せどりは稼げる上に簡単です。

これは間違いありません。

しかしながらそれ故に、既にビジネスをしている人からしてみれば、

『その辺りはできていて当たり前』で語られる事が多いのです。

その結果、とりあえず始めてみたものの、途中でやめてしまい、仕入れ金や

その他の雑費分を損して終わってしまう人が大勢いるのです。

私は、

本書を読んで頂いている方にその様な形で損をして欲しくはありません。

ですので本項の内容については、実践的な内容ではないからと読み飛ばさず

に、必ず目を通して頂きます様にお願い致します。

何よりも、あなたが成功する為に必要な事なのですから。
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◎せどりで大切な考え方（マインドの詳細）

では早速、せどりで大切な考え方について

説明していきましょう。

ここまでで既に何度か言わせて頂いておりますが、

せどりで1番重要な事は、続ける事です。

これは間違いありません。

せどりは、再現性（成功率）が高いと言われており、そしてそれ自体は間違

いなく事実なのです。しかしながら、現状せどりを始めた半分以上の人が稼

げずに終わってしまいます。

何故なのでしょうか？

それこそが、途中でやめてしまうからなのです。

では次に、何故、途中でやめてしまう人が多いのでしょうか？

それこそがこれからお話する、せどりに必要なマインドを知らなかったから

に他なりません。

ただ楽に、簡単に稼げるというメリットだけを知った状態で始めてしまい、

そして想像と違うと言ってやめてしまうのです。

そのまま続けていれば想像通りのメリットを享受できたとは、露とも思わず

に……
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せどりは、他のビジネスに比べれば確かに楽ですし、簡単です。

しかし、努力が全く必要ないワケではありません。

ましてクリック１つで稼げるといった怪しいビジネスでは絶対にありません。

せどりは労働力を必要とする、当たり前なビジネスなのです。

ただし、続ける事さえできれば、割り良く稼げる上に、成功率が他のビジネ

スに比べてかなり高いのは、紛れもない事実です。

だからこそ私はこのビジネスをおすすめしているワケで、途中でやめてし

まっては勿体無いと思っています。

では、せどりを続ける為に必要なマインド――

考え方とは、一体どんなモノなのでしょうか？

それは、『自己投資』、『価値提供』、『行動』の３点になります。

順番にご説明致しますね。

まずは『自己投資』からです。

これは、自分の成長や利益の為に、お金や時間を投資する考え方です。今、

本教材を読んで頂いている事についても、せどりというビジネスを知る為に

時間を使って頂いておりますので、まさに自己投資と言えるでしょう。

他の教材を得たり、コンサルを受けたり、作業効率化の為の道具を買い揃え

たり、とにかく先の利益を見据えて自分に対して行う投資の事ですね。
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しかし実はせどりにおいていえば、自己投資にはもっと直接的で分かりやす

い事例があります。

それが、仕入れです。

仕入れは当然、先の利益を見据えて行うモノですよね？

仕入れた商品をAmazonで売る事で、お金を稼ごうとしているのですから、そ

れはせどりの前提条件である筈です。

しかし仕入れは、時には失敗する事もあります。

まぁ、失敗といってもそこまで頻発はしませんし、無理やりな仕入れをしな

ければ期待値は十分にプラスになる程度の失敗です。

しかし、そうと分かっていても、初心者は仕入れの際についつい足踏みして

しまうのです。

特に高額な仕入れを行う時は……

例えばですが、せどりの高額なコンサルを受けた場合、先生にそういった相

談をすれば、『高額な仕入れができたという事はそれだけ利益が取れて喜ば

しいという事だ。そこで足踏みする意味が分からない』と言われる事でしょ

う。

正直、これは事実です。ちゃんとしたやり方に則っていれば、

高額の仕入れ＝大きな利益に繋がります。

しかしながら、仕入れは普段なら頭を悩ませる値段の買い物をポンポンと繰

り返していかなければならないワケで、始めた当初は、これが結構なストレ

スになったりするのです。

事実、私もそうでした。
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そして私が初心者だった当時、最初にせどりを教えて貰った時の先生には、

この気持ちは理解して貰えませんでした(汗)

どうやらこういう気持ちって、理解できない人にとっては本当に意味不明な

のだそうです(笑)

しかしながら、その買い物は後からさらに大きなお金になる買い物なワケで、

実際の所、先生の言う事の方が最もなワケです。

となれば、そういった不安は押し殺して仕入れを行うのが正解になります。

だというのに、それを意識せずにせどりを始めてしまった人は、そこに抵抗

を感じ、ストレスに勝てなくなって途中でやめてしまうのです。

ですので、まずはそういう覚悟が必要です。

覚悟といっても、大げさなモノではありません。

だって仕入れは自分が利益を出す為の『自己投資』なのですから。

言ってしまえば、大学受験の時に参考書や赤本を買うのと同じ行為なのです。

仕入れに使うお金は決して無駄遣いでもなければ、宝くじの様なギャンブル

でもないという認識を忘れないで下さい。

これがせどりに必要な考え方、『自己投資』です。
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そして次に重要なのが、『価値提供』です。

当然の事ながら、Amazonで物を売る以上、そこにはお客様がいらっしゃるワ

ケです。そして私達は、そのお客様に商品という価値を提供する事でお金を

稼ぐのです。

せどりというビジネスにおける損得の動きを簡単に申し上げます。

お客様　→　探していた商品をAmazonで買えて嬉しい

Amazon　→　手数料を稼ぐ事ができて嬉しい

私達　　→　差額分の利益を稼ぐ事ができて嬉しい。

要は、上記の様に３者がそれぞれに得をしたと思える事によってせどりは成

り立っているワケですね。ですので、お客様を蔑ろにしてしまっては、せど

りというビジネスは成り立たなくなってしまうのです。

（実際、返品リスクや低評価のリスクも高まります。）

お客様の顔が直接見えないビジネスなので忘れがちになってしまいますが、

特に仕入れや検品をする際には、お客様の存在を意識する様にして下さいね。
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そして最後、『行動』する事です。

ただそれだけですね。

これについては特に補足説明はありません。

せどりは、行動量＝利益です。

せどりはそもそも、行動しなければ何も得られないビジネスなのですから。

ですのでせどりは、何もせず楽々と稼ぎたいという方にとっては、残念なが

ら不向きなビジネスと言えるでしょう。

(そういう方に向いているビジネスはかなり少数だと思いますが……)

しかしながら、せどりには自分の欲しい収入に合わせて自由に作業量を調整

できるという強みがあります。行動をするといっても、無理をする必要もな

く、自分の自由なペースで行う事ができるのです。

ですので自信がなければ、いきなり高収入を狙うのではなく、続けられる範

囲でコツコツと作業していけば、無理なく続けられる筈です。

とにかく、自分に見合った目標を持って頑張る、という意識で続けていく事

が重要だと言えるでしょう。

無理をして途中で嫌になってやめる、というパターンが意外に多いですから

ね（汗）

以上がせどりで大切な事です。

それらを踏まえ、一緒に頑張っていきましょう！
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せどりスタートアップ

１章　

せどりを始める

準備をしよう
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１－１　せどりで使う物

◎せどりをする上で準備すべき物

本章では、せどりを始める前に準備しておくべき物、

あれば便利な物、をご紹介していきます。
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◎必須な物

まずはせどりをする上で必須となる物からご紹介します。

〇パソコン

安い物で十分です。ただ納品の際に使いますので、

ノートパソコンの方がやや便利です。

○スマートフォン

主に店舗せどりの際に多用します。個人的にはiPhoneを推しますが、基本は

何でもいいです。ただし、あまりに動作が重かったりバッテリーの持ちが悪

かったりする場合は問題ですので、機種変更等必要になってきます。

○インターネット環境

最悪はスマホのテザリングでも事足りますが、基本的にネット回線はあった

方が良いでしょう。

○プリンター

インクジェットで印刷さえできれば何でも構いません。

主にAmazon納品の際のラベル印刷に使います。
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○銀行口座

Amazonから売上を振り込んでもらう口座になります。

勿論、必須です。

○ダンボール

Amazonへ納品する際に使います。

160サイズをまとめ買いしておくと便利です。

Amazonは改造ダンボールを禁止しており、改造ダンボールで納品してしまう

と受領拒否されて戻ってきてしまいますので注意が必要です。

○印刷用ラベルシール

商品を納品する際、Amazon専用のバーコードを印刷して商品に貼る必要があ

ります。商品に貼る物ですので、剥がしやすいタイプがおすすめです。

○梱包資材

ガムテープ、ＯＰＰテープ、新聞紙などのクッションになる物は必須となり

ます。

○シール剥がし液

店頭で仕入れた商品に貼られた値札シール等を綺麗に剥がす為に使います。

おすすめはラベルはがし雷神（スプレータイプ）です。Amazonで購入できま

す。ちなみに値札シールはきちんと剥がしておかないと高確率で低評価に繋

がりますので注意しましょう。
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○仕入れ資金

多ければ多い程稼げますが、小額からでも十分に始められます。

人によっては仕入れ金なしで、クレジットカードの利用枠のみでいきなり大

きな仕入れをする人もいますが、金銭管理が難しい上、ちょっとした仕入れ

の失敗で破綻してしまいますので、おすすめはできません。

〇ＯＰＰ袋

小さな商品を扱う場合は必須です。

100円均一に行けば色々なサイズがありますので、

自分の扱う商品に合ったサイズを選びましょう。

〇ヘラ

値札シールを剥がす際に大変重宝します。

○クレジットカード

デビットカードでも代用できますが、

おすすめはクレジットカードです。

仕入をする額によって徐々に必要になる額が増えていきますが、とりあえず

50万円程度の枠で2枚ほど持っていると便利です。またその際、ポイント還

元率の高いカードを選ぶのが良いでしょう。

年会費無料で審査の通りやすい楽天カードを作るのがおすすめですが、使え

さえすればとりあえずはＯＫですので、無理に新しく作る必要はありません。

　　

　　楽天カード

　　URL：http://zaitakuworking.net/cyfons/cyfons/cf/card
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◎あれば便利な物

ここからは必須ではありませんが

あれば便利、という物のご紹介です。

最初はいらなくても商品数が増えてくれば徐々に欲しくなってくる物もあり

ますので、自分の作業量と相談しながら揃えていくと良いでしょう。

〇プチプチ付きの封筒

ＯＰＰ袋より厳重に梱包したい時に使います。

取り扱う商品によっては必要になりますが、本教材では最終の梱包をAmazon

に委託する手法を用いますので、必須というレベルではありません。

〇ビニール手袋

シール剥がし液による手荒れが気になる場合は使用して下さい。もしくは商

品に指紋が付くのを防ぎたい時にも便利です。

〇マスク

シール剥がし液が結構匂いますので、気になる方はマスクをして下さい。市

販の安い物でも十分に効果はあります。

〇バーコードリーダー（ＰＣ用）

パソコンにＵＳＢ端子で繋ぐタイプの物です。主に出品の際の商品登録で使

います。商品数が増えれば必須レベルになってきますが、少ない内はなくて

もさほど不便は感じません。
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１－２

せどりで使うサイト、アプリ

◎せどりを可能にしたサイトとアプリ

ここからは、せどりで使うサイトとアプリのご紹介です。

※各々の使い方は次章以降でご説明します。
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◎モノレート

モノレートとは、Amazonでの相場、売れ行きを確認する為のサイトです。

一般人がせどりをできる様になったのは、このサイトのおかげといっても過

言ではありません。

パソコンとスマホの両方でお気に入り登録をしておきましょう。

●モノレート（Amazonの相場、売れ行きを確認できます）

URL : http://mnrate.com/
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◎Amafee

Amafeeは、利益率を調べる時に使うサイトです。

利益率とは、読んで字の如く、売上の何％が利益になるか、という事になり

ます。

こちらもパソコン、スマホの両方でお気に入り登録をしておきましょう。

●Amafee（仕入れ品の利益率を簡単に計算できるサイト）

URL : http://amafee.com/
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◎スマホアプリ

せどりで使うスマホアプリです。

Androidか iPhoneかで使うアプリが変わってきます。

GooglePlay、AppStoreでインストールできますので、お持ちのスマホにイン

ストールしておいて下さい。

また、有料版もありますが、基本は無料版で十分ですので、無料版をインス

トールして下さい。

●せどろいど(Android)

●せどりすと(iphone)
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せどりスタートアップ

２章　

Amazonアカウントを作成

しよう
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２－１

Amazonアカウントの種類

◎Amazonアカウントは大きく分けて3種類

Amazonには大きく分けて３種類の国内アカウントがあります。

それが以下です。

●購入用アカウント

普通にAmazonで買い物をする時に使うアカウントです。

●出品用アカウント（大口出品）

商品を出品する為のアカウントです。

月額費がかかるかわりに基本成約料金は無料になります。

●出品用アカウント（小口出品）

出品用のアカウントで、月額費が無料になります。

ただし、1点売れるにつき100円程度の基本成約料金がかかります。
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さて、上記3種類ですが、本教材でせどりを行う場合は下記の2種類を作成

する必要があります。

●購入用アカウント

●出品用アカウント（大口出品）

※ここで注意が必要です。

出品用のアカウントは基本的には1人1つしか作成してはいけません。２つ

以上作ると規約違反となり、容赦なくアカウントを消されてしまう可能性が

ありますので、十分注意して下さい。
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◎大口出品と小口出品の違い

さて、ここで既にタイトル通りの疑問を持っておられる方もいるのではない

でしょうか？

という事で、大口出品と小口出品をざっくりと比べてみます。

●大口出品

月額登録料4900円、基本成約料無料

（月額登録料３ヶ月無料）※2016年 5月時点

オリジナル商品もAmazonに既にある商品も出品可能

大量の商品もまとめて出品登録が可能

データ分析レポートが利用可能

●小口出品

月額登録料無料

基本成約料金１点につき１００円

（５０点以上販売なら大口の方がお得）

Amazonに既にある商品のみ出品可能

商品を出品するには1商品ごとに登録が必要
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ざっくりといえば以上です。

詳しくは下記Amazonの公式ＨＰをご参照下さい。

ＵＲＬ：
https://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/individual-

promerchant.html

せどりをすると、基本的に月に50点以上は余裕で売る様になりますので、小

口よりも大口の方がお得になります。他にも色々強みがありますので、出品

用アカウントは特別な理由がなければ大口で作成する様にしましょう。
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２－２

購入用アカウントを作成しよう

◎購入用アカウントの必要性

Amazonの購入用アカウントを作っておきますと大変便利です。梱包資材のま

とめ買いにも使えますし、時にはなんとAmazonで仕入れてAmazonで売ると

いう手法が使える事があるからです！

どういう事かと申しますと、Amazonにはタイムセールというモノが存在して

おります。そのタイムセールで、たまに大きな割引率の商品が出てくるワケ

です。つまり、タイムセール中に買って通常価格で売れば、それだけで差額

分の利益が得られる事もあるというワケですね。

そしてもう１つ。刈り上げです。

たまに、出品者の中で1人だけとんでもない安価で出品をしてくる事があり

ます。そういう時には、その安価な商品を買い取り、そして適正価格で売る

という手法で利益が取れる事があるのです。

これらの理由で、購入用アカウントは大変便利なのです。
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◎購入用アカウントの作成手順

さて、ではまず購入用アカウントから作成していきましょう。ちなみに、普

段からAmazonでお買い物をしているという方は、ここは飛ばして頂いても結

構です。

ではまず、Amazonの公式サイトにアクセスして下さい。

URL : http://www.amazon.co.jp/

そして次に、下記の手順で作成を開始しましょう。
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２－３

出品用アカウントを作成しよう

◎出品用アカウントの作成

それでは次に、出品用のアカウント作成に移ります。

前述した通り、大口出品でのアカウント作成をおすすめしておりますので、

大口出品時の手順にてご説明致します。
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◎出品用アカウントの作成手順

ではまず、Amazonの公式サイトにアクセスして下さい。

URL : 

http://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/services-

overview.html

そして次に、下記の手順でアカウント作成を開始しましょう。
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以上を終えましたら、最終的に出品開始というボタンが出ますので、そちら

をクリックする事で出品アカウント作成が完了となりますが、最後に確認を

して下さい。

出品者の情報は特定商取引法に基づく表記に使われます。

詳しくはAmazonにて説明が明記されていますが、簡単に言うとネットショッ

プの責任者（＝あなた）の住所と氏名を明記しなければいけないという、法

律に基づくものです。

その為、情報は正確に入力されている必要があります。

それらをご確認の上、出品開始をクリックすれば、あなたの出品用アカウン

トの完成です。

そのアカウントこそが、せどりをする上で、あなたのお店になります。

たくさん売って、あなたのお店を盛り上げていきましょう！！
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◎振込み用銀行口座の設定

最後、忘れないうちに銀行口座の情報も入力しておきましょう。

売り上げはそちらの口座に振り込まれる事になります。

Amazonの売り上げ金振込みは、大体14日に１回程度行われますので、商品

を売り続ければ月に２回の振込みがされる事になります。この振込みの早さ

こそ、せどりの即金性の高さの要因の１つになっているのです。

ちなみに、この入金の早さとクレジットカードの支払日のズレを計算して、

軍資金以上の仕入れを行ってたくさん稼ぐ人もいますが、私はおすすめして

いません。

思ったより売れるまでの時間がかかった場合、クレジットカードの支払いで

お金が足りなくなり、クレジットカードを止められてしまう危険があるから

です。

上記は初心者のうちは特におすすめできない手法になりますが、初心者でな

くなる頃には十分な軍資金を手にしている筈ですので、尚更無理をする必要

はありません。
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では下記、振込用の銀行口座を設定する方法になります。
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せどりスタートアップ

３章　

仕入れをしよう
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３－１

仕入れをする際の基本

◎仕入れをする際の考え方

いよいよせどりの花形作業ともいえる仕入れについてご説明していきます！

せどりで仕入れをするという事は、如何に利益の出せる商品を見つけ出せる

かにかかってきます。

ここではまず、仕入れをする際に基本となる考え方についてご紹介していき

たいと思います。
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◎全ての商品が対象になり得る事を理解する

世の中は、色々な商品で溢れかえっています。

おもちゃ、服、家電、本、ＤＶＤ、ゲーム……まさになんでもござれといっ

たところです。

そして、それら全てにおいて、Amazonで売れていて安く仕入れる事ができる

物は、稼ぐ為の商品になり得るのです。

何が言いたいのかといいますと、要は、仕入の際の窓口を広げる事が重要な

ワケですね。

色々な商品が売れるという認識を持っておく事で、普段は見向きもしない様

なセールに遭遇して、そこで1日１０万円以上の見込み利益が出る、なんて

事もあります。

ですので、是非広い視野を持って仕入れに臨んで下さい。

ただし、Amazonで出品する際に特別な許可がいるモノもありますので、注意

が必要です。
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※初心者は仕入れする際に避けた方が良い商品

●時計

●服＆ファッション小物

●シューズ＆バッグ

●ヘルス＆ビューティー

●コスメ

●食品＆飲料

●ペット用品

これらは出品する際にAmazonの許可が必要になります。慣れてくれば競合も

少なくチャンスとなりますが、最初の内は避けた方が無難でしょう。

※ただし、特別得意なジャンルがあれば、狙う事で大きく稼げる可能性もあ

ります
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◎自分の得意ジャンルを作る

早速前項の内容と矛盾している、と思われた方もいるかもしれませんが、そ

ういうワケではございません。

前項でも述べました通り、世の中には数多くの商品が溢れかえっています。

ですので視野を広げる事は勿論必要なのですが、その全てにおいて商品検索

をかけるのは、実際のところかなり大変な作業になります。というよりは不

可能でしょう。

勿論、セールなどで特別に安売りがある場合は別なのですが、そうではない

場合、まず何からリサーチをかけるか悩みますよね？　

そういういう時に、得意ジャンルが輝くのです。

そこで、全商品が仕入れ品になり得るという認識を持ちつつ、まずは１つ自

分の得意ジャンルを作ってみましょう。

私の場合、フィギュアやゲーム、メディア系が得意ジャンルとなります。特

にフィギュアは、検品の際の難易度がやや高めですが、その分利益の取りや

すいジャンルとなりますので、よく出品していますね。

例えばですが、もしあなたが音楽を聴くのが好きだったり、ゲームをするの

が好きだったり、ぬいぐるみが好きだったり、映画が好きだったり、アイド

ルが好きだったり、アニメが好きだったり――そういったモノがあれば、あ

る程度値段も分かるのではないでしょうか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48



そういう値段の予想がたてられる商品は、そうでない商品と比べて仕入れの

しやすさが段違いです。

今は特に好きなモノや得意なジャンルがなくても、重点的に見る様にすれば

強みは作れます。是非、得意ジャンルを作るという意識を持って仕入れを

行ってみて下さい。きっと自分の成長を実感できる筈ですし、結果にも繋が

ります。
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◎利益額よりも利益率を重視する

上記を簡単に言いますと、

10000円で売れて1500円利益が出る商品(利益率15％)より、

3000円で売れて900円の利益が出る商品(利益率30％)が良い、

という事です。

せどりの仕入基準としては、この利益率と回転率（後述します）を重視して

行います。

是非覚えておいて下さい。

ちなみにこの利益率を簡単に計算してくれるのが、先に紹介しました

『Amafee』というサイトになります。

（こちらのサイトについても後ほど説明します）

以下、利益率の計算方法です。

(一応知っておくと便利です)

[利益率＝（売値－仕入値―手数料含むその他諸経費)÷売値×100％]

要は、売値の内何％が純利益になるかっていう数字ですね。
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◎利益率よりもさらに回転率を重視する

前項で説明した利益率よりさらに大切な、仕入れをする際の核とも言うべき

なのが、この回転率です。

回転率とはつまり、どれだけ商品が売れるか、どれだけ商品が動いてくれる

か、という目安になります。

例えば、出品して1年経っても売れるかどうか分からない様な商品と、出品

して1ヶ月で売れる見込みのある商品とでは、安定感が雲泥の差です。

それに、値下がりがあっても、売れてさえくれれば損は少なくて済みますが、

全く売れない場合は仕入値がそのまま損になってしまいます。

正直な所、大量に仕入れを行えばチェックをしていても何十商品かに１つく

らいはどうしてもそういう商品も出てきます。ですが、それが大量に残って

しまってはそれこそ大損害です。

せどりはこの回転率を確認してから仕入れを行うからこそ、途中で辞める以

外にはほとんど失敗しないと言われているのです。

つまり逆を言えば、売れない商品を大量に仕入れてしまえば大損になってし

まいます。

ですので仕入れに関して、回転率は最も重視すべき事柄であると言えるで

しょう。
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ちなみにこの回転率を確認できるのが、前章でご紹介しました

『モノレート』というサイトになります。

（サイトについては後ほど説明します）
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◎お金の管理は厳格に行う事

基本中の基本ですが、要約すると無理な仕入れはしない、という事です。

もし途中で辞める以外に失敗する可能性があるとすれば、

ほぼこのお金の管理不足ではないでしょうか。

仕入れの際はポイントが付くクレジットカードを推奨しますが、商品が売れ

なければその支払いが滞る様な金額の仕入は、よほどの事がない限りしない

方が良いという事です。

まず、売れる見込みが高い＝確実にすぐ売れる、というワケではありません。

それに、時には値下がりを起こす場合もあります。

それでも売れている実績のある商品ばかりを仕入れますので、大損をする様

な事にはそうそうなり得ません。しかしながら、あまりにタイトな仕入をし

ているとその限りではありませんので、注意が必要です。

クレジットカードの支払いが滞ると、信用情報にキズが付きますので、そこ

は絶対に徹底して下さい。

基本は、支払えない額の仕入れはしない、です。
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◎ＦＢＡを利用する

FBAとは、商品をAmazon倉庫に送っておく事で、注文が入った際の出荷やク

レーム処理などをAmazonが行ってくれるサービスになります。

※FBA = フルフィルメント by Amazonの略称です。

FBAを使うと手数料がかかりますが、それとは比べ物にならない程のメリッ

トがありますので、使わない手はありません。(出荷作業の際に登録できま

すので、詳しい使い方はそちらでご説明します)

また、FBAを使う事の大きなメリットに、カートボックスが取得しやすいと

いう事が挙げられます。カートボックスとは、商品販売ページに表示される

先頭の商品の事です。これは販売価格等によってある程度ローテーションさ

れているのですが、FBAを使用している場合はこのカートボックスの取得率

が大幅に上がります。売れ行きに直接関係してくる事柄になりますので、是

非ともFBAを利用しましょう。

そして、何故このFBAの説明を、わざわざ仕入れに関する本章でさせて頂き

ましたかといいますと、FBAを使うか否かで仕入れをする際のリサーチに若

干の違いが生じるからなんです。

ですので仕入れの際は、このFBA利用を視野に入れて値段の判断を行ってい

きます。

詳しくは仕入れの手順説明の際に行いますので、ここではFBAを利用すると

いう事だけ頭に入れておいて下さい。

※本書では、FBA利用を前提に説明をさせて頂いています。
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３－２

仕入先について

◎店舗仕入れ

仕入先について、まずは店舗仕入れからご紹介致します。

店舗仕入れは、基本どこででも行う事ができます。

有名なのはブックオフや各種リサイクルショップですね。

しかし重要なのは、何を売っているかではなく、売れる商品を如何に安く

売っているか、になります。

これからいくつかおすすめの仕入先を紹介致しますが、あくまでも中田のお

すすめであって、それ以外にも仕入先はいくらでもあるという認識は忘れな

いで下さい。

仕入れる商品がない、という人は、往々にして仕入れに行く店舗の種類が少

ない事が多いです。例えば普段全然仕入れを行えない場所であっても、閉店

セールを行うとなれば話は別になります。

近所にブックオフがないという人も、選択肢は無限にあるので全く問題はあ

りません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55



ただし、稀にせどり禁止の張り紙をしていたり、店員に注意される事があり

ますので、その時は素直に指示に従いましょう。

また、それ以外の迷惑行為も同様です。

（リサーチした商品を乱暴に扱う等）

仮にそれが法律上は全く問題のない行為だったとしても、お店のルールを

守ったりモラルを保つ事が大人としてのマナーですので、そこは徹底する様

にしましょう。
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◎おすすめの店舗仕入れ先

●古本屋

有名なブックオフなどですね。中古品を狙う場合はおすすめできますが、あ

まりに有名な上、せどり禁止店舗もありますので注意が必要です。

●おもちゃ屋

ホビー関連は狙いやすいです。

特にクリスマス時期になると、お店が安売りをするのと同時にAmazonの売上

もかなり上昇しますので、かなりおいしい仕入先となるでしょう。

●リサイクルショップ

主に新古品狙いです。

フィギュアはおいしいお宝が眠っている事も多々ありますのでおすすめです。

また、ショップによってはポイントや値引きが強い店舗もありますので、う

まく活用しましょう。

●ゲームショップ

新品、中古品と両方狙えます。

たまにセールをしている際においしい仕入れができる事があります。さらに、

１つ利益の出る商品を見つけたら、同商品の在庫を一気に仕入れできるので、

それもゲームショップの魅力です。

●家電量販店

新品の家電せどりメインです。

他に、ゲームやホビーも併設して売っているお店もあるので、実は結構ねら

い目になったりします。

こちらも主にセール時が狙い目です。また、在庫がある場合も多いので一気

に仕入れできる場合があります。
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●各種本屋（ツタヤなど）

古本ではなく、新しい本を売っている書店ですね。

ホビーやゲームやＣＤ、ＤＶＤ、さらにはくじ引きの景品のばら売りなど、

実は多岐に渡った商品を展開している事が多いです。

うまくセールとはまれば意外とおいしい仕入れができます。

●アニメショップ

こちらも新古品が狙えます。

それ以外にも、品薄となったプレミア商品など、お宝が眠っている場合も多

く、無視できない市場となります。

●ドンキホーテ

とにかく商品が多岐に渡りますので、色々と仕入れる事ができます。店舗に

よってＰＯＰが貼ってあると思いますが（激安など）、実はＰＯＰによって

微妙に意味が違いますので、その店舗がどういうＰＯＰの貼り方をしている

のか理解し、うまくリサーチする事がで、仕入れできる商品が見つけやすく

なったりします。

●ホームセンター

家電などが、たまに驚きの安さで見つかったりします。

こちらも色々多岐に渡る商品を展開していますので、梱包資材を買いに行く

ついでにでもリサーチすれば、おいしいお宝に巡り会えるかもしれません。

●スーパー（西友や各地方のスーパー等）

スーパー内にあるおもちゃ屋やゲームショップ、家電コーナー等は、各専門

ショップと違って値付けが甘い事が多いです。（変に高かったり安かったり

します）

また、そういう店は売るスペースが狭いのも特徴で、商品入替時期には特に

狙い目と言えるでしょう。

そしてもし１つおいしい商品を見つけられた場合、系列のスーパーで同値段

の在庫がある場合もありますので、一気にかなりの額を稼げる事例もありま

す。
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◎ネット仕入れ

いわゆる、電脳せどりといわれる在宅ワーク形式のせどりは、このネット上

での仕入れを行っています。

お店で値段を調べるのが恥ずかしい、家を中々空けられない、という人には

特におすすめです。

また、そうでない人も、ネットショップやネットオークションはかなり大規

模な市場になりますので、是非手を出して下さい。

理想を言えば店舗とネットの両方で仕入れができれば完璧ですが、ネットだ

けでも十分な利益を得る事ができます。

それでは店舗同様、おすすめの仕入先をご紹介致します。
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◎おすすめの店舗仕入れ先

●ヤフーオークション（その他オークションサイトも同様）

いわゆるヤフオクです。

ネット上で仕入れをするなら外せない仕入先ですね。

中にはほぼこのヤフオクのみで仕入れを行っている人もいる程大きな市場に

なりますので、必ず押さえておいて下さい。

●メルカリ

ヤフオクと同じ様に個人で出品されているサイトです、オークションという

よりはフリーマーケットです。こちらでも商品を仕入れる事ができます。

●各種ネットショップ

ジョーシンやＨＭＶ、ビッグカメラにヤマダ電機など、数え切れない程の

ネットショップがあります。そしてこれらは、全て仕入先になり得ます。

特にセール時がおすすめですので、セール情報を常に入手する様に心掛けま

しょう。

●Amazon

前章でも少しだけご説明しましたが、タイムセール品を買い、適正価格で出

品する事で、利益を得られる事があります。

また刈り取りといい、1人の出品者だけがあまりに安い値段で出品していた

場合は、それを購入して適性価格で売り直す事で利益が上がる事もあります。
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●海外のショップ

難易度は結構高めですが、海外からの輸入という方法もあります。ライバル

が少なく、仕入れしやすいのが特徴です。

特に使われるのがebay（ｲｰﾍﾞｲ）という、世界的なオークションサイトです。

ヤフオクの世界版みたいなイメージですね。

またその他にも、海外のAmazonで購入して日本のAmazonで売る事でも利益

が出せる商品がありますので、使いこなせれば大きな漁場となるでしょう。
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◎とにかく情報収集、活用を！

仕入れをする際に１つ大切なのが、情報収集をしっかり行う事です。

セール情報は勿論ですが、もう１つ、今まで仕入れた商品の情報についても

管理する必要があるのです。

とりあえず今まで仕入れた商品の中でもプレミアがついている物については、

エクセル等使ってリストにしておいて下さい。

そうする事で、ネットオークション等で簡単に検索する事ができますので、

同じ商品を何度も仕入れられる可能性があります。

また、そうやってリストを貯めていく内に自分だけの鉄板商品みたいなモノ

も見つかってきますので、是非とも情報をうまく収集、活用して下さい。
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３－３

仕入の流れ

◎仕入れをする全体的な流れ

では、いよいよ実際に仕入れを行っていきましょう。

仕入れの実際の流れを大雑把にまとめますと、下記の4工程になります。

①店舗、ネットショップで売れそうな商品を見つける

②モノレートで売れ筋、相場を確認する

③Amafeeで利益率を確認する

④回転率、利益率に問題なさそうなら仕入れる　

それほど難しい事ではありませんが、唯一コツが必要になるのが工程①にな

ります。

上記について次項より詳しく解説していきますので、ご覧下さい。
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◎利益を取れそうな商品を探す

お店に仕入れに行った場合でも、ヤフオクで商品を眺めている場合でも、何

にせよまず、利益が取れそうな商品を見つけなければなりません。

せどりをする上で１番努力を要するのがこの工程です。

最初はとにかく、多くの商品をサーチしていきましょう。

最初は中々利益の取れる商品を探し出せないでしょうが、数をこなすにつれ

てある程度を目算で見れる様になってきます。そうなってくると、少ない

サーチ回数でどんどん商品を仕入れられる様になってきますので、最初はと

にかく経験する事です。

それから、うまく利益が取れた商品はリストに残しておいて下さい。繰り返

し仕入れができ、利益を出せる商品も出てきますと、リサーチがグッと楽に

なります。年収１０００万を超える様な人はほぼこのリストを作成して、仕

入れの効率化をしていますので、是非実践して下さい。

そして間違っても、ここで諦めないで下さい。

続ければ、少しずつ利益の出る商品が探せる様になってきますし、効率も上

がってきます。

リストが貯まれば、さらにうまく効率的な仕入れが可能になります。

必要なのは知識ではなく、経験と努力であるという事を、ここでもう1度肝

に銘じてください。
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☆下記、商品を探すテクニックの一例です。

※仕入れのコツ、テクニック等実践的な手法につきましてては６章にて

まとめてありますので、詳しくはそちらをご参照下さい。

●セール品、値引き品を狙う

●ネット上での商品検索の際に、未開封という検索ワードを使う（新品と未

開封を使い分ける人がいる）

●お店のワゴンをチェックする

（意外なお宝が紛れているかも）

●決算時期、商品入替時期を狙う

●クリスマス前はおもちゃが特に狙い目になるので、積極的に狙う

●限定版などを中心にサーチを行う

●スーパーの家電など、狭い売り場の商品を狙う

●タイムセール、アウトレット品をチェックする
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◎モノレートを使ってリサーチをしよう

利益が取れそうな商品を無事見つける事ができましたら、次はその商品が本

当に利益が取れるのか？　本当に売れるのか？　を確認していきましょう。

ここではモノレートというサイトを使って売れ行きと相場を確認します。

URL : http://mnrate.com/

モノレートを使う事で過去に売れた履歴と現在出品されている値段を調べる

事ができますので、それをもって売れ行きと相場を確認できるワケですね。

ちなみに1章で紹介しました『せどりすと』、『せどろいど』のスマホアプ

リは、商品のバーコードを読み込む事でこのモノレートを効率的に使えるア

プリになります。

基本的に、バーコードを読み取れる商品はスマホアプリで読み込み、バー

コードがない、もしくは隠れている、などの場合は、検索キーワードを打ち

込んで該当の商品を探す事になります。
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それでは、実際にモノレートを使っていきましょう。

※仕入れの際は基本スマホを片手に行いますので、次項以降の作業はスマホ

で試して頂いた方が分かりやすいと思われます。（ネットショップ仕入の場

合はＰＣでも問題ございません）

※スマホアプリを使う場合でも、ほぼ同じです。

前項のURLから、上記のページに飛びます。

ここに検索ワードを打ち込む事で商品を探しましょう。

また、検索ワードだけでなくバーコードに表記されている番号を打ち込んで

も検索がかけられますので、ネット仕入でバーコードの番号が見える場合な

どには有効です。

試しに、下記の検索ワードを打ち込んでみます。

『スターオーシャン4』
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すると、上記の様に商品の候補が出てきます。

もしここで候補が出てこなければ、検索ワードが適切でないか、もしくは、

そもそもその商品がAmazonで出品されていない事になりますのでご注意下さ

い。

ちなみにこちらは過去に私が仕入れをした商品になります。

（セール時に、多くの数を新品で仕入れました）

次に、丸で囲んである所をクリックしてみて下さい。
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この画面で売れ行きや相場を確認します。

丸部分（新品）をクリックしてみてください。
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すると、右記の様なAmazonのページに飛ぶと思います。

ここで丸で囲ってある値段が、新品商品のAmazonでの最安値になります。

つまり、商品が売れる見込みの高い販売価格ですね。

ここでAmazonの相場を確認するワケです。
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次に、どれだけ売れているかのチェックを行います。

いわゆる回転率ですね。

まず、丸で囲った部分に注目して下さい。

そしてこちらを、『すべて』、『3ヶ月間』に設定して下さい。
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設定が終わりましたら、次は丸で囲ってある波形を注目して下さい。

こちらはAmazonの商品ランキングを表していて、売れるとランキングが上が

る為、波形は下降し、売れなければ徐々にランキングが下がる為、波形的に

は上昇します。

（グラフの位置的には下の方がランキング上位になる）

基本的にこのギザギザが売れた日で、右記の様に激しく動いている波形は、

この商品がよく売れている事を示しています。
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上記の図は、上が売れている商品で下が売れていない商品になります。

商品にもよりますが、少なくとも直近3ヶ月の間に５～１０個以上は売れて

いる商品を仕入れる様にしましょう。

この売れ行きの良し悪しが回転率と呼ばれるモノで、仕入れの際に最も重要

視すべき所になります。

以上が、基本的なモノレートの使用方法になります。

ただし色々例外もありますので、本章最後の注意点も参照して下さい。
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◎Amafeeで利益率をチェックしよう

モノレートで商品の回転率、販売できそうな価格のチェックができましたら、

次は利益率の確認を行って参りましょう。

ここで使用するのが、Amafee(アマフィー)というサイトになります。

URL : http://amafee.com/

利益率は大体２０％～３０％以上取れる物を目安に仕入れましょう。

ただし、利益率よりも優先すべきは回転率です。

いくら利益が取れそうでも、前項で解説しましたモノレートで全く売れてい

ない様なら仕入すべきではありませんし、かなり回転率がいい場合は１５％

程度でも仕入れたりします。

ただ、やはり目安は２０数％以上を基本とするのが良いでしょう。

では、次項から利益率の調べ方について解説していきます。
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まず前項のURLよりAmafeeを開きます。

そして仕入金額とモノレートで調べた販売見込み金額を入力します。

上記、仕入金額が2000円、販売金額4000円のフィギィアを仕入れると仮定

して入力してみましょう。

※上記図の、①に2000、②に4000を入力

ちなみにフィギュアはホビーになります。
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④のクリックをしますと、上の様な表記が出てきます。

上記の場合、販売価格4000円から仕入値とAmazon手数料を引いた1241円が

利益見込み額となります。

商品のサイズによってAmazon手数料がやや上がったり、売れなければFBAの

倉庫保管料も小額ではありますが毎月かかってきますので、上記はあくまで

見込み利益額となりますが、利益率が31％とれていますので、回転率が良け

れば（商品が売れてさえいれば）問題なく仕入れて良い商品であると言える

でしょう。
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◎仕入れの流れのまとめ

以上が仕入時の流れです。

基本はこの、

商品を探す　→　相場と売れ行きをモノレート(スマホアプリ)で確認

　→　Amafeeで利益率を確認

の流れとなります。

上記工程の中で、回転率と利益率が問題なければ仕入れをします。

しかし、仕入れる際にはいくつかの注意点もあります。

本章の最後は、この注意点をまとめていきますので、仕入を始める前にしっ

かり確認して下さい。

これらを守って仕入れをすれば、ほぼ間違いなく利益の出る商品を得る事が

できるでしょう。

(値下がりする場合もありますので１００％とはいきませんが、これでかな

り失敗を減らせる筈です。)
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３－４

仕入の注意点

◎仕入れの際の注意点

仕入れの章最後では、仕入れをする際の注意点をご紹介していきます。

本章の内容を知らずに仕入れをしてしまうと、仕入れに失敗してしまう確率

が大きく上がってしまいますので、是非とも目を通して頂きたいと思います。
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◎FBA利用の場合の見込み販売額

本書ではFBAを使用したせどりを推奨しています。

その為、仕入でモノレートを使って相場を確認する際、同じFBA出品者の価

格を参考にします。（プライムマークのある値段を参考にして下さい）

上記の場合は最安値の2880円ではなく、丸で囲った値段が参考にする価格に

なります。つまり、3480円が見込み販売額という事ですね。

ただし、FBA出品者がいない場合やあまりにも最安値と価格が離れている場

合は、最安値に送料を上乗せした値段に設定すると良いでしょう。

（基本はカートボックスの取得を目指します）
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◎新古品の仕入れ

市場には新古品という物があります。

新古品とは、物自体は未開封ですが、1度人の手に渡った事がある商品にな

ります。リサイクルショップなんかでよく見かけますが、基本的には新品と

なんら変わりませんので、新品として出品する事ができます。

（Amazonでの新品の定義は未開封である事です。）

新古品は利益がかなり取りやすく、せどりをする上では避けて通れない商品

になります。

しかし、ここで注意が必要になります。

新古品は大抵、未開封品、もしくは未使用品として売りに出されますが、中

には店が未開封品と思っていても、実は1度開封されている場合があったり

します。

その為、新古品の仕入れをする場合には本当に新品かどうか、自分の目でも

しっかり確認する必要があります。

また、ネットオークションなんかで新古品を買う場合は、出品者の評価とコ

メントを参考にしましょう。評価がしっかりついている出品者ならば、商品

の検品もしっかりしている筈です。

ここで開封品を新品として出品してしまいますと、悪い評価や返品に繋がり

ますし、意図的にやれば立派な詐欺行為になります。

お客様への『価値提供』を軸に考え、きっちりとした検品を心掛けましょう。

※詳しくは４章の検品のご説明をご参照下さい。
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◎販売実績が新品か中古品かの確認

モノレートで売れ行きを見る際に、3ヶ月で売れたのが微妙な数量の場合は

注意が必要です。

売れている時の値段と売れているのが新品か中古品かの確認が必要になる事

があるのです。

上記はモノレートのグラフの下にある表です。

（スマホの場合はデータ一覧という所をタップすると出てきます）

そこでまず、売れているのが新品か中古品かの確認を行います。

出品者数が減っている場合はそこで商品が売れたと判断できますので、そち

らで売れた物が新品か中古品かの判断をしましょう。

そしてその売れた時の最低販売価格も見れますので、一緒に確認しておきま

しょう。（販売価格の注意点は次項で説明します）
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◎販売価格の注意点

モノレートは、値段推移を確認する事もできます。

丸で囲った部分の緑線がその時の新品最安値の推移になりますので、急に値

段が高騰している場合や、高騰した後で売れなくなっている等であれば、仕

入は検討した方が良いでしょう。

※この最安値は、非FBA出品者の送料抜きの価格になっています

また、前項でご説明させて頂きました表についても参考にしてみて下さい。

売れた時の最低価格が数字で分かるので、確認しやすいと思います。
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◎同商品の大量仕入れ時の注意

大量に同商品を仕入れる際には注意が必要です。

なぜなら、値段は変動します。

大量に仕入れた商品が売れ残ったり値下がったりした場合、大きな損害にな

る事がありますので、ある程度他の商品でも利益が出る様になるまで、同じ

商品を大量に仕入れるのは控えた方が無難でしょう。

（利益の大半を１商品に頼ってしまうとリスクが大きくなる為）

そして、その際にも大事なのはやはり回転率です。

同じ商品で利益が取れそうな場合は、この回転率を特に重要視して下さい。

売れ残らずにしっかり出て行くかどうか、値段推移が安定しているか、その

辺りの確認が必須になってきます。

ただし、慣れてくればこの大量仕入れが大きな稼ぎの手段になるのも事実で

すので、自分でしっかり判断できる様になった、と感じたらチャレンジする

のが良いでしょう。
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◎出品者にAmazonがいる場合は注意

上記の様に、Amazonが出品している場合は注意が必要です。

Amazonが出品している場合は、カートボックス取得がかなり不利になってし

まう為、回転率が大きく落ちてしまうのです。

全く売れないワケではありませんが、通常よりはかなり売れにくくなる可能

性を頭に入れた上で仕入を行いましょう。
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◎クレジットカードは一括払いで！

仕入れをする際は、クレジットカードの使用を推奨します。せどりの仕入れ

に使う場合は結構な額を年間で使うため、ポイントがかなり大きなメリット

になるからです。

ただしその際に、リボ払いをする事は絶対に避けましょう。

金利を取られてしまう為、ポイント以上の過剰支払いが発生してしまうから

です。額が大きくなれば大きくなる程金利も大きくなります。

クレジットカードは一括払い、これを心掛けて下さい。

そしてクレジットカードを使う際の残高や次月請求額などは、きっちり把握

しておく様にしましょう。

また、仕入れの際、できればクレジットカードは2枚以上あると便利です。
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