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http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 
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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セドラー☆健一に属します。 

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ものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商

材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。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時

は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段に

よる解決を行う場合があります。 

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。  



そんなモン売れるんかい！？先入観を捨てて、目線を変えるだけ！

セドラー☆健一が超高利益を出した、”変な”商品を一挙公開！仕入

れのポイントも解説します。 

 

 

Copyright (C) 2016 セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 4 - 

■はじめに■ 

この度は僕の無料レポートをダウンロ

ードして頂き、ありがとうございます！ 

この無料レポートを作成しました、健一

と申します。 

 

～自己紹介～ 

初めまして！千葉県在住の健一と申します。僕は元々平凡なサラ

リーマンだったのですが、せどりとの出会いで人生が大きく変わり

ました。 

本業と並行しながらせどりの作業を日々続けた結果、１年後には

月商３５０万円を売り上げ、今ではせどりの会社を設立し、脱サラ

を果たしております。 

せどりは諦めずに続けて行けば、必ず成功が待っています。その

ために、この無料レポートが、あなたのお役に立てる事を願ってい

ます！ 

 

いよいよ次のページから始まります！ 
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第１章 ライバルに差をつけるためには？ 

 

最近はテレビや本などで盛んにせどりが紹介され、参入も楽とあ

って、セドラーが全国で急増しています。 

つまり、これからは、ライバルにいかに差を付けて、大きな利益

を出せるかがカギになってくるわけです。 

あなたがライバルに差を付ける方法は何ですか？？人よりとにか

く早く行動してライバルを出し抜く、高額な塾に入ってその道のプ

ロにみっちり教わる、色々方法はありますね。 

 

僕が普段やっているのは、 

先入観をとにかく捨て、目線を変えると言う事です。 

つまり、他のセドラーが目を付けないところに目を付けて、高利

益を出すと言う事ですね。 

 

今回の無料レポートでは、セドラー☆健一が今までに実際に販売

して高利益を出した商品の中から、ライバルが参入しにくい、ちょ

っと変わった商品を紹介します。 
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第２章 実際に高利益を出した商品を紹介！  

(1) SONY リモコン三脚 

 

仕入れた場所：ヤフオク 

仕入れ価格：４９６０円 

販売価格：１２８００円 

利益率：４６．５％ 

売れるまでの日数：８日 

※利益率は、Amazon 手数料を差し引いて計算しています。 
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仕入れづらいポイント 

 三脚で儲かるイメージがない人が多い。 

 最初に買った時、ランキングが３８万位。 

 

なぜ仕入れられたのか？ 

 

モノレートのランキングを見ると、３８万位と言うかなり悪いラ

ンキングでした。しかし、よく見ると、単に出品が無かったため、

ランキングが悪いだけでした。 

商品が売れなければランキングは下がります。つまり、出品その

ものがなければ、売れる訳がないので、たとえみんなが欲しがって

る商品でも、ランキングは悪くなります。 

３８万位と言う順位ではありましたが、じっくりモノレートを見

てみると、出品者が現れてから居なくなるまで、ほんの数日しかあ

りませんでした。つまり、出品さえあればすぐ売れる商品なのです。 

 

モノレートをしっかり見れば仕入れられます！ 
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(2) イメーション ＭＯディスク 

 

仕入れた場所：ハードオフのジャンクコーナー 

仕入れ価格：５８０円 

販売価格：２８００円 

利益率：６３．５％ 

売れるまでの日数：４３日 

※利益率は、Amazon 手数料を差し引いて計算しています。 
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仕入れづらいポイント 

 ジャンク品のコーナーにごちゃ混ぜに置いてあっ

た。 

 ＭＯはかなり昔の物だから使ってる人なんかいな

い、と言う先入観を持ってる人が多い。 

 

なぜ仕入れられたのか？ 

 

もう今ではすたれていて、誰も使っているはずない…そんな先入

観は捨てて下さい！ 

ＭＯは確かに使ってる人は非常に少ないですが、作っているメー

カーもかなり少ないので、むしろプレミア化しているのです。 

しかも、ジャンク品コーナーのゴミのような山の中に埋まってい

たので、それを掘り返してまで探すセドラーは少ないです。 

 

すたれている物こそ、実はお宝なんです！ 
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(3) 久松 つけもの用のカメ 

 

仕入れた場所：ビバホーム 

仕入れ価格：３２４０円 

販売価格：７９８０円 

利益率：４３．３％ 

売れるまでの日数：１２日 

※利益率は、Amazon 手数料を差し引いて計算しています。 
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仕入れづらいポイント 

 でかい、重い、割れる。 

 バーコードがある事を知らず、調べない人が多い。 

 店頭にほこりをかぶってむき出しで置いてあった。 

 

なぜ仕入れられたのか？ 

 

これは見ただけで嫌になるセドラーが多いでしょう。でかいし重

いし、簡単に割れそう。ほこりかぶっていて汚いし、そもそも検索

出来るのか？ 

問題ありません。こんなむき出しの商品でも、ちゃんとバーコー

ドがあり、モノレートでも波形が出ています。 

表面が汚れていても、拭けば綺麗になりますし、お店の人に頼ん

だら壊れないようにしっかり梱包してくれたので、そのまま配送す

る事も可能でした。 

 

面倒な商品であるほど、ライバルが少ない！ 
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(4) 初音ミク タペストリー２枚セット 

 

 

 

仕入れた場所：千葉鑑定団 

仕入れ価格：２５９２円（1296 円×2 個） 

販売価格：７５８０円 

利益率：４７．２％ 

売れるまでの日数：５０日 

※利益率は、Amazon 手数料を差し引いて計算しています。 
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仕入れづらいポイント 

 バーコードがない。 

 単品では売れず、セットで販売するしかない。 

 似たような商品が沢山ある中から見つけた物で、全

部調べるのはすごく手間。 

 

なぜ仕入れられたのか？ 

 

バーコードがないからと言って、調べるのを諦めてはいません

か？そんな商品こそ、チャンスかもしれません。ビーム（バーコー

ド読み取り機）に慣れたセドラーは、嫌がって検索しません。 

この商品のような、クジの景品やオマケなどは、バーコードがな

いため、お店も調べるのが面倒で、適当な値付になっているのです。 

しかも、この商品は、単品では売れた形跡がなく、２種セットに

する事で売れた品物です。同じお店で似たような複数の商品を見つ

けたら、セットで販売出来るか考える癖を付けましょう。 

バーコードが無かったら迷わず手入力で検索！ 
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(5) コロナ電業 防犯ステッカー 

 

 

 

仕入れた場所：ダイシン百貨店 

仕入れ価格：３５０円 

販売価格：１９８０円 

利益率：４９．６％ 

売れるまでの日数：５日 

※利益率は、Amazon 手数料を差し引いて計算しています。 
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仕入れづらいポイント 

 ワゴンセールの一番下にあった。 

 ペラペラの小さいステッカーで、見た目は値段が付

きそうに思えない。 

 

なぜ仕入れられたのか？ 

 

いかにも安そうな、ペラペラのステッカーです。儲かりそうには

ないですが、だからと言ってスルーしてはいけません。それはただ

の先入観なのです。 

また、ワゴンセールの奥の方にあって、薄っぺらいため、商品を

どかしながらしっかり見ないと見つからないような物でした。 

しかも、こちら合計５枚あったため、利益は５倍です。５枚あっ

ても軽いしかさばらないので、納品も楽々です。 

 

売れるはずがないと、勝手な自己判断は禁物！ 
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(6) マイルストーン テレビ壁掛け用フレーム 

 

 

 

仕入れた場所：エディオンネットショップ 

仕入れ価格：９５００円 

販売価格：２４８００円 

利益率：４３．２％ 

売れるまでの日数：１４日 

※利益率は、Amazon 手数料を差し引いて計算しています。 
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仕入れづらいポイント 

 でかい（９０ｃｍ×５４ｃｍ） 

 重い（１７．７ｋｇ） 

 ネットの商品ページに JAN コードも型番もなく、

商品の特定が困難であった。 

 

なぜ仕入れられたのか？ 

 

でかくて重い、それだけで大多数のセドラーは避けます。しかも

商品の特定が難しく、商品の写真を見ながら Amazon ページで複数

の商品を見比べ、やっと購入する事が出来ました。 

ネットショップのタイムセールで１台限定でしたが、上記のよう

な理由から、数時間過ぎても売れずに残っていました。 

ちなみにこんなに大きくても、はこ BOON で発送出来ましたし、

FBA への納品も問題なく受領されました。 

 

タイムセールはライバルが見ない様な物から検索！ 
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(7) 塗装ハゲだらけ、しかも異臭がする炊飯器 

 

 

 

仕入れた場所：ヤフオク 

仕入れ価格：３９７２円 

販売価格：９８００円 

利益率：４１．０％ 

売れるまでの日数：２２日 

※利益率は、Amazon 手数料を差し引いて計算しています。 
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仕入れづらいポイント 

 内がまの塗装がはがれ、まだら模様になっていた。 

 付属品が一切無く、本体のみだった。 

 仕入れ後に気づいたが、異臭を放っていた。 

 

なぜ仕入れられたのか？ 

 

中古品を仕入れた事があるセドラーは多いでしょう。しかし、そ

んなセドラーでも、このジャンルは中古が売れるはずがないって、

決めつけてはいませんか？ 

今回のような、食べ物を扱う炊飯器、肌に直接触れるシェーバー

やヘッドホンなどは、誰が使ったか分からない中古を嫌がる人は確

かに多いですが、嫌がらない人もいると言う事なんです。 

あと、炊飯器であれば、本体さえあれば使えます。付属品も箱も

ない商品でも、ちゃんと売れるんですね。あと、当然ですが、難が

ある商品は、状態をしっかりと明記して販売しましょう。 

 

中古品は予想以上に広いジャンルを扱える！ 
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第３章 おすすめ無料レポート紹介 

 

今回は最後に中古家電を紹介しました。家電は中古でもバンバン

売れる、非常に熱いジャンルです！ 

僕がせどりを始めたばかりの頃から色々アドバイスを頂いている、

「体育会系せどらー★おぎ」さんが作った、中古家電に特化した無

料レポートを紹介いたします。 

 

こちらも完全無料です。ぜひご覧下さい！ 

http://mailzou.com/get.php?R=90538&M=35648 

『お金が落ちてるのと同じです！あなたの利益率って低すぎな

い！？50%はざらですよ！【稼げちゃって仕方ない がっちり中古

家電せどり！】高利益の秘密を極秘に公開！』 

 

体育会系せどらー★おぎさんからの紹介文 

せどりを始めて間もない人は、手を出しにくい中古家電せどり。リスクと手間を減

らすことで、グググーッと高利益率を実現できます！そのコツやポイントをわかりや

すく教えちゃいます♪♪ 

 

http://mailzou.com/get.php?R=90538&M=35648
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■おわりに■ 

ここまでご覧いただきありがとうございます。 

今回紹介した商品は、セドラーがなかなか手を出しにくい物です

が、かなり大きな利益を取る事が出来る物ばかりです。 

せどりで大事なのは、いかにライバルに差を付けるか、ライバル

がやらない事を出来るか、そこが特に重要です。面倒な事、やりた

くない事をあえてやるからこそ、大きな利益が出る事を、是非知っ

ておいてくださいね。 

 

■自己紹介■ 

 

 ハンドルネーム：健一 

 

 座右の銘：楽はしない、偉ぶらない、誰のせいにもしない 

 

 自己紹介 URL：http://garnetz.space/ 

 

 

 

http://garnetz.space/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/
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■発行者情報■ 

 

 発行責任者：健一 

 

 メールアドレス：gynfo7472927612@gmail.com 

 このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

 

 メインブログ：「『せどり』を始めて１年で起業！脱サラ！独

立までの歩みと自由な日々」 

ブログトップページ：http://garnetz.space/ 

 健一がせどりの日々をブログ配信し、皆さんがもっと儲け

られるようにアドバイスします。 

 

 メルマガ：「健一流せどり術！初心者から始めて副業で月１０

万円！」 

メルマガ登録：https://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV 

メルマガ解除：https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/ 

 メルマガではレポートやブログでは書けないような最新情

報・有料級の情報を書いていますので、上記登録フォーム

より、普段お使いのメールアドレスを登録して下さい。 

 

mailto:gynfo7472927612@gmail.com
http://garnetz.space/
https://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV
https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/
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これからもよろしくお願い

します！ 

 


