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■著作権について 

本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊子の著作権は、発行者にあります。 

本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。 

 

■使用許諾契約書 

本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行者(以下、

乙と称す)との間で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封するこ

とにより、甲はこの契約に同意したことになります。 

 

第１条 本契約の目的： 

乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲が非独

占的に使用する権利を承諾するものです。 

 

第２条 禁止事項： 

本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本

冊子から得た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活

動および電子メディアによる配信等により一般公開することを禁じます。

特に当ファイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は、自らの事

業、所属する会社および関連組織においてのみ本冊子に含まれる情報を

使用できるものとします。 

 

第３条 損害賠償： 

甲が本契約の第２条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、

違約金が発生する場合がございますのでご注意ください。 

 

第４条 契約の解除： 

甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書を

解除することができるものとします。 

 

第５条 責任の範囲： 

本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が

生じたとしても一切の責任を負いません。 
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はじめに 

 

どうも、古瀬京介と申します。 

 

現在、副業でせどりを行い安定的に収入を得ています。 

 

その経験を元に【給料以外に毎月１０万円以上稼ぐためのせどり術】 

というメルマガを発行しています。 

 

メルマガ読者さんには、優先的にせどりの濃いノウハウをお渡ししてい

ます。 

 

 

僕が現在進行形でせどりで稼いでいる方法を知ってもらい、給料だけで

の生活に不安を抱えている人やもっと収入を増やしたと考えている人を

応援したいという思いからこのレポートを作成しました。 

 

このレポートでは、店舗せどりにおいて非常に重要な 

“仕入先となる店舗”について具体的に書いてあります。 

 

経験者の方は仕入先の拡大はもちろん、初心者の方も仕入先のイメージ

ができ、即行動できるような内容になっています。 

 

仕入先の紹介はもちろん、どんな商品をそこで仕入れることができるか

なども僕の経験をもとに書いています。 

 

必ず参考になると思うので、最後まで読んでみてくださいね！ 
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１.リサイクルショップ 

 

 

 

せどりで最初に思い浮かぶのはリサイクルショップじゃないでしょう

か？ 

 

ブックオフ、ハードオフ、オフハウス、ホビーオフ、ガレージオフ、セ

カンドストリート、トレジャーファクトリー、トイプラネット、鑑定団、

個人経営のリサイクルショップ 

などなど 

 

様々なリサイクルショップがありますね。 

もちろん、どのお店でも仕入れができます。 

 

主に中古商品にはなりますが、新品商品が売られていることもあります。 

 

リサイクルショップの新品商品は利益が取りやすいことが多いので要チ

ェックですね。「未使用品」や「未開封品」の記載があるものは要チェッ

クです！ 

 

また、中古商品は利益率が新品商品を比べて高いので、 

新品だけでなく中古商品も取り扱いましょう。 
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２.家電量販店 

 

 

 

家電量販店とリサイクルショップは誰でもイメージする店舗ではないで

しょうか？ 

 

ヤマダ電機、ビックカメラ、ヨドバシ、K’s デンキ、コジマ、ソフマッ

プ、ジョーシン、ノジマ、デンキチなど 

 

他にも様々な家電量販店があると思います。 

基本的に狙う商品は黒モノ家電ですね。 

白モノ家電は、冷蔵庫とかエアコンとかは仕入れできるかもしれないけ

ど、手間ばかりかかってしまうのでオススメできないです。 

 

パソコンや、パソコン周辺機器、カメラ、調理器具、美容器具など様々

な商品を仕入れることができます。 

 

店舗の独自セール品（日替わり商品）、家電量販店側の不良在庫、プレ値

になっている商品が狙い目です。 

「在庫あーる」というサイトを使うと簡単にプレ値の商品を見つける事

ができるのでおすすめです。  
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３.おもちゃ屋 

 

 

 

トイザらスが一番有名でしょうか？ 

トイザらス以外にもフィギュア、プラモデルショップなどもありますね。 

 

“おもちゃ”は非常に良いジャンルです。 

特に１１月〜１２月のクリスマスの時期にはバンバン売れます。 

 

親は子供には無限に投資します。 

なので、取り扱わないのはもったいないですね。 

 

僕の好きなレゴブロックもよく売れるジャンルです。 

レゴ、モノレール、トミカ、ポポちゃん、リカちゃん、など最初は一つ

のジャンルを絞ってリサーチしていくのもいいかもしれませんね。 

そうすると、商品を見た瞬間 

「あ、これ仕入れできる商品だ！」 

といった感じで効率的に仕入れができるようになります。 
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４.ホームセンター 

 

 

 

ホームセンターは全国に様々なお店があり、以外と穴場です。 

 

膨大な商品量を前に、どんな商品を見たらいいのかわからなくなるので

はないかと思います。 

 

狙える商品は主に処分品と、セール品です。 

また、プレ値になっている型落ちの家電や、おもちゃが売っている場合

も多いです。 

わざわざ、おもちゃを買いにホームセンターに行く人は少ないですよね

w 

だからこそ、売れ残っていて仕入れができる場合があります。 

 

チラシとかを参考にして、仕入れができそうな商品をあらかじめリサー

チしておくのも非常に効率的です。 

 

また、個数制限がない店舗が多く、大量に仕入れができるメリットもあ

ります。 
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５.ディスカウントストア 

 

 

 

ディスカウントストアと言ったらドンキホーテを思い浮かべるかもしれ

ませんが、他にも様々なお店があります。 

 

オリンピック、ジェーソン、ミスターマックス、トライアルなど 

 

全国展開せず地域限定のお店が多いので、調べてみるとお宝店舗を発見

できるかと思います。 

 

ここでは、処分品はもちろん、全体的に低価格になっていることが多く、

仕入れがしやすいです。 

その分、ドンキホーテなどの有名店舗ではせどりをやっている人が増え

たため、安売りをしているタイミングで自分が来店できるかどうかと言

った、運の要素もあります。 
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６.ゲーム販売店 

 

 

 

ゲオ、ワンダーグー、ツタヤなど 

 

これも地域限定のお店が多い印象なので、調べてみると色々出てきます。 

 

仕入れができるジャンルは主にゲーム機、ゲームソフト、DVD、CD です。 

 

プレ値商品の回収にも使えますし、中古のゲームソフトも格安で販売し

ているものを狙っていきます。 

 

また、レンタル落ち商品も一手間加えれば、中古出品にはなりますが、

問題なく販売できます。 

 

トレカやおもちゃなども売っていることもありますね。 

トレカは知識をある程度つけないと仕入れることが難しく、 

仕入れをしている人が少ないのでおすすめのジャンルです。 

 

僕は遊戯王を高校生の時に遊んでいたので、その知識を元に仕入れがで

きています。  
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７.ショッピングモール 

 

 

 

ここからは意外な仕入先について紹介していきます。 

 

ショッピングモールはイオンやヨーカ堂など、全国にたくさんあります

ね。 

なんでも売っているので仕入れができないことがないくらいです。 

 

セール品を仕入れるのはもちろん、プレ値商品の回収にも役立ちます。 

 

僕はあまりアパレルを仕入れる機会は少ないですが、 

８０％オフとかになっている商品は仕入れることもあります。 

 

アパレルは全般的にモノレート分析ができないので、アマゾンで公開さ

れているランキングやレビュー、メルカリやヤフオクなどで検索すると

相場がわかり仕入れができます。 
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８.ドラッグストア 

 

 
 

ドラッグストアはさすがに仕入れできないだろ。 

と思った人もいるとは思いますが、普通にできます w 

 

ジャンルはコスメと日用品です。 

 

また、ペット用品、ペットフードなども仕入れることができます。 

 

日用品の買い物ついでに、リサーチしてみるのも面白いですね。 

 

型落ちの電球やメディアが半額以下で売られている場合があります。 

体温計や、血圧計なども安く売っている場合がありますね。 

 

積極的に行く必要はないですが、行ってみると思わぬお宝商品を発見で

きるかもしれませんよ！ 
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９.書店 

 

 

 

書店と言ってもたくさんのお店がありますね。 

 

CD や DVD も売っているお店もあります。 

 

書店では主に、プレ値になっている雑誌や、名車コレクションなどの毎

月創刊される付録がついた本などですね。 

あらかじめリサーチをしておくと、有利に立ち回ることができます。 

 

一般的な本は定価以上で販売する事が原則できない決まりがあります。 

ですが、付録付きの本は例外で、プレ値で販売する事ができます。 

 

一般的な本だとしても、Amazon 販売の場合は中古出品でプレ値で販売す

ることも可能なので、覚えておくといいかと思います！ 

 

トレンドを最速で抑えて、柔軟な立ち回りをしないと厳しいですが、仕

入れができるのでおすすめです。  
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１０.コンビニ 

 

 

 

ここも意外な仕入先なのではないでしょうか？ 

 

コンビニでは書店でも説明した雑誌や、処分品などですね。 

レジの横や、雑誌コーナーの横に処分品コーナーがよくありますよね。 

 

また、一番クジも狙えます。 

 

１番クジのラストワン賞や他の景品の相場を調べ、全て購入した場合に

収支がプラスになるかを計算して仕入れをします。 

 

A 賞、B 賞が残っていてラスト１０枚とかだとほぼ確実に利益が出たり

します。 

 

ワンピースやナルト、ドラゴンボールなど人気アニメのフィギュアなど

は高い値段がつくことが多いのでおすすめです。 

  



【仕入れができる店舗一覧 ver2】 

-  – 

Copyright (C) 古瀬 京介 All Rights Reserved. 

13 

１１.アウトレットモール 

 

 

 

アウトレットモールでも仕入れができます。 

 

アパレルはもちろん、生活雑貨やおもちゃ、ベビー用品、生活用品など

様々なジャンルの商品を仕入れる事ができます。 

 

全体的に値段が安くなっているので、仕入れがしやすいです。 

 

アパレルに関しては、季節の変わり目の少し前から、 

５０％〜８０％オフとかで投げ売りしてきます。 

そのタイミングで仕入れてすぐに販売してもいいですし、 

資金に余裕があれば１年待ってから売るのもありです。 

 

Amazon で販売することもできますが、メルカリやヤフオクなど他の販路

もうまく使い販売していくといいです。 
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１２.テーマパーク 

 

 

 

これも意外な仕入先だと思います。 

 

ディズニーはもちろん、USJなども仕入れができます。 

夢の国が仕入先に…。 

 

仕入れをする商品は期間限定の商品です。 

 

３０周年限定だったり、ハロウィン限定だったり毎月、毎年のように限定商品が発

売されます。 

 

そんな、限定グッズを集めている方は全国にたくさんいます。 

ですが、例えば北海道に住んでいる方が、 

毎月ディズニーに行くのは難しいですよね？ 

 

なので、高くても買ってくれるわけですね。 
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おわりに 

 

いかがだったでしょうか？ 

僕がいつも仕入れをしている店舗を紹介しました。 

 

商品を仕入れたいけど、具体的にどこで仕入れをすればいいかわからない方や、

仕入先の拡大をしたい方の参考になれば嬉しいです。 

 

せどりは行動すればするほど在庫がたまっていき、 

自然と注文件数も増えてきます。 

 

なので、最初は大変かもしれませんが諦めずに行動を続けて欲しいです。 

 

世の中には「やる人」と「やらない人」２種類の人間がいます。 

 

「やる人」が勝つのは当たり前ですよね？ 

 

継続は力なりです。 

 

 

また、僕のメルマガではせどりについての濃いノウハウをたくさん提供しています。 

最も重要な基礎の部分についても詳しく解説しています。 

 

これからもどうぞよろしくお願いします。 

 

それでは、またメルマガでお会いしましょう！！ 
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