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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、 

繰り返し売れる商品シリーズ第二弾として、 

ถว้ย สวสัด！ี 

な商品をご紹介します。 
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第１章 ถว้ย สวสัด！ี 

 

文字化けじゃないですよ？ 

 

さて、何語でしょうか。 

 

 

サワディー カップ！ 

 

そう！ 

 

今回のテーマは、 

 

タイの輸入食品だ！ 
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え？売れるの？ 

 

 

て思いましたか。 

 

いやいや 

 

 

めちゃくちゃ売れますよ。 

 

 

では、こちらをご覧下さい。 
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仕入れ価格：970円（97円×10個） 

FBA販売価格：2,980円 
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ランキングの波形は地味ですね。 

でも。 

よく見ると、波が動いていないのは 

 

商品が売り切れてしまい、 

出品者がゼロの期間があるから 

からなんです。 

 

ちゃんと売れています。 

 

仕入れ値と販売価格の 

価格差もありますので 

充分利益が取れる商品ですね。 

 

お次はコレ！ 
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仕入れ価格：124円 

FBA最低販売価格：668円 

 

 

 



いつでもどこかんた仕入れ【その 2】仕入れ時間はたったの 10 分！ 

はい、次はコレいっときましょう！ 

～季節、イベントに関係なく毎月 1000件以上の注文を頂いちゃっている方法をこっそり教えます。～ 

 

Copyright (C) 2015 タロー. All Rights Reserved. 
- 11 - 

とっても薄利な商品ですが、 

利益率は悪くありません。 

 

仕入：124円 

販売：668円 

手数料：399円 

粗利：145円 

 

仕入れた金額よりも、 

利益額の方が大きいですからね。 

 

利益率で考えると、 

悪くないと思います。 

 

では、こんなのはどうでしょう。 
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仕入れ価格：324円 

FBA最低販売価格：850円 
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こちらも、 

利益は 100円ちょっとでしょうか。 

 

ただし、回転も良く、 

納品しておけば確実に売れていく商品です。 

 

こういった商品を、 

FBA倉庫に送っておくだけで、 

毎月、安定した収入を確保することができます。 

 

何店舗もお店を巡るのも良いですが、 

繰り返し売れる商品を取り扱っていれば、 

商品の売れ行きにあわせて、 

在庫補充するだけで継続的に稼ぐことができます 

 

そう、重要なのは 

何度でも、繰り返し売れるということです。 
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ちなみに、今回紹介した商品は、 

全部楽天で買えます。 

 

もしかすると、 

このレポートを見た他の人が、 

同じ商品を仕入れてしまい、 

売れなくなってしまうかもしれません。 

 

でも、大丈夫です。 

こういう商品はいくらでもありますので、 

根気よくリサーチし、 

 

あなただけの 

繰り返し仕入れるものリスト 

を、どんどん充実させていきましょう。 
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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。。 

今回ご紹介した商品は、どれも薄利多売ではありますが、 
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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：「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「爆酔どり通信@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？「爆酔せどり通信」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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