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■はじめに■ 

    

当レポートをダウンロードいただきありがとうございます。 

タロー と申します。 

 

北海道在住で、せどりは 2年ほど前から始めました。 

元々は東京で会社員をしていましたが、 

現在は会社を辞め、せどりで生計を立てています。 

 

自由な時間ができたので、画像の通り酔っぱらってばかりいる 

ダメな人ですが、宜しくお付き合いくださいませ。 
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～略歴～ 

2013年 12月：とある投資系のメルマガで「せどり」を知り、せどりを始める。 

2014年 7月：月商 100万円を突破。 

2015年 3月：月商 160万円を突破。専業へ移行。 

2015年 7月：月商 270万円を突破。北海道へ帰る。 

～略歴以上～ 

 

今回のレポートでは、 

家電や古本せどりに行き詰っている方、少額でも確実に資金を回転させたい方、 

せどりにできるだけ時間をかけたくないという方へ、 

新たな分野を提案させていただきます。 
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第１章 店舗仕入れ。キツくないですか？ 

 

せどりといえば。 

ブックオフや家電量販店を回っては、商品に付いているバーコードを調べ、 

利益が出る商品を探し出すというのが一般的なやり方だと思います。 

 

確かに、凄腕のせどらーであれば、一日に数十万円～数百万円もの 

商品を仕入れ、利益を積み重ねることも可能でしょう。 

 

しかしながら、せどり初心者にとって、店舗にある膨大な商品群から、 

仕入れられる商品を見つけ、利益を出し続けるのは、 

なかなか難しいことだと思います。 
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結局、何も見つけられず、仕入れが徒労に終わる日も少なくないと思います。 

また、仕入れられたとしても、 

ライバルの仕掛けた価格競争に巻き込まれることもあるでしょう。 

せどりで初心者が利益を出し続けるというのも簡単ではありませんよね。 

 

実は、私もライバルの多い店舗仕入れは得意ではありません。。 

 

でも、仕入れられるものは、古本や家電だけではありません。 

いきなりですが。。。 
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駅やデパート、スーパーで仕入れができたら 

めっちゃ楽じゃないですか？ 

 

 

まだまだ、ライバルが目をつけていない商品はたくさんあります。 

では、どうやって私がその存在を知りえたのか、簡単な経緯を説明します。 
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第２章 意外な事実。 

 

とある日、地方の実家から、荷物が送られてきました。 

中身は、米やカップラーメン、お菓子など。 

 

単身東京に住む私へ、地元からの救援物資が届いたわけです。 

 

その中に、地域限定のお菓子が入っていました。 

私の好物でもありますし、東京には売っていない商品なので、 

 

「これ、Amazon でも買えるかな。」と、調べてみると驚き。 

その商品がなんと。 
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Amazonでは、 

定価の倍以上の価格で販売されていたのです。 

 

さらに驚いたことに、モノレートでも、しっかりとその価格で売れ続けているのです。 

つまり、 

 

定価で仕入れて繰り返し販売することが可能な商品 

 

だったのです。 
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他にも利益の出せる商品がないか、リサーチを続けました。 

そうすると、見つかる見つかる。 

 

そんな商品はいくらでも存在していました。 

 

すぐに、それらの商品を販売することにし、 

Amazon へ食品カテゴリの出品申請を済ませました。 

 

※食品を取り扱う場合、 

事前に Amazon へ食品カテゴリの出品申請を行う必要があります。 
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第３章 仕入れられる商品とは。 

 

仕入れられる商品はいくらでもありますが、その中でも見つけやすいのは、 

 

地域限定で販売されている「お菓子」です。 

 

日本各地には、せどらーがまだ目をつけていない、または参入が非常に少なく、 

定価を超える価格で何度も売り続けられる多くの商品が存在しています。 

 

それでは、私の見つけた、各地方のご当地お菓子の一部をご紹介しますので、 

今後の仕入れの参考にしていただけると幸いです。 
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（1）北海道地方 

 

 

税込定価   ：1,080円 

Amazon販売価格 ：1,750円 

差額   ：  670円 

▼モノレート 
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（2）東北地方 

 

 

税込定価   ：  648円 

Amazon販売価格 ：1,480円 

差額   ：  832円 

▼モノレート 
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（3）関東地方 

 

 

税込定価   ： 648円 

Amazon販売価格 ：1,480円 

差額   ：  832円 

▼モノレート 
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（4）中部地方 

 

 

税込定価   ：1,080円 

Amazon販売価格 ：1,980円 

差額   ：  900円 

▼モノレート 
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(5)九州地方 

 

 

税込定価   ：1,080円 

Amazon販売価格 ：1,980円 

差額   ：  900円 

▼モノレート 
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ほんの一部ですが、紹介をさせていただきました。 

1 つあたりの利益は数百円と薄利ですが、 

 

重要なのは 

同じ価格で、何度も仕入れて売れること 

です。 

 

きちんとリサーチすれば、こういった商品はいくつでも見つけられます。 

都道府県名・県庁所在地名など、キーワードを組み合わせリサーチしてみましょう。 
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まだまだ、せどらーの参入の少ないご当地お菓子はたくさんあります。 

 

地の利を活かせば、地元の駅や大型スーパー、デパートからも仕入れは出来ます。 

 

他のせどらーが気づいていない商品を見つけられれば、 

 

繰り返し何度も販売できます。 

 

こういった繰り返し売れる商品を、数十～数百と増やして行くことで、 

流行りに流されることなく、安定した利益を得ることができるようになります。 
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■おわりに■ 

 

いかがでしたでしょうか。 

私は、こういった商品をいくつも取り扱っており、リスト化しています。 

 

私のお店には、月間で 1000件を超える注文が入りますが、 

FBA を利用しているので配送等の手間はかかりません。 

 

また、全ての商品が新品のため、購入者からの返品やクレームもほぼありません。 

同じ商品を複数個納品しておけば、あとは在庫がなくならないよう、 

都度補充すれば良いだけです。 
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さらに、仕入れる商品がネットショップに置いてあれば。。。 

在庫の減り具合を見て、ポチポチと購入するだけで仕入れは終わりです。 

そう、ものの 10分ほどで、1日の仕入れ作業は終わってしまうのです。 

 

私の場合は、ネットで買えない物を週に 1回程度 

まとめて仕入れに行き、後はポチポチだけで済ませています。 

 

余った時間は、新たな商品のリサーチに使っています。 

あと、気分が乗らなければススキノへ飲みに行っちゃいます。 

※これが一番多かったり。。 
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今回ご紹介した商品は、どれも薄利ではありますが、 

値崩れもほぼ起きず、確実に資金を回転させることが可能なため、 

精神的に非常に楽ですね。 

 

強いて注意点を挙げるなら、 

FBAの食品カテゴリ申請を事前に通す必要があること、 

食品を取り扱う上での Amazon規約を順守する必要があります。 

 

とはいっても、それほど難しいことではありません。 

食品カテゴリにまだチャレンジされていない方は、 

これを機に取り組まれてはいかがでしょうか。 
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■自己紹介■ 

ハンドルネーム：タロー 

メインブログ：「酒を飲みたきゃせどりで稼げ！タローの爆酔せどり日記。」 

http://tairan.main.jp/ 

自己紹介 URL：http://tairan.main.jp/prof 

 

■メルマガ「北酒場せどり通信@タロー」の登録はコチラから■ 

いつでも二日酔い？そんなタローが何故稼げるのか！？               

それは、他のせどらーが気づけない商品をこっそり販売することが得意だからです。

じゃあ、なにを売っているのか？「北酒場せどり通信」では、商品リサーチの秘訣や、

実際に私が販売した商品を紹介します。尚、泥酔状態にて書き上げることが多い

ため、超有料級情報が垂れ流されるかも！？よろしければご登録ください。 

メルマガ登録フォーム：http://sentence-ex.jp/fx/taro01 

 

 

http://tairan.main.jp/
http://tairan.main.jp/prof
http://sentence-ex.jp/fx/taro01
http://sentence-ex.jp/fx/taro01
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■発行者情報■ 

 発行責任者：タロー 

 メールアドレス 

taro_sedori@sentence-ex.jp 

 このレポートへのご意見、 

ご感想をお聞かせください。 

 

 

最後までお読みくださり、 

ありがとうございました。 
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