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■著作権について 

このマニュアルは著作権法で保護されている著作物です。 
このマニュアルの著作権は株式会社Falcomに属します。 

著作権者の許可なく、このマニュアルの全部、または一部をいかな
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。 
本マニュアルの開封を持って下記の事項を同意したとします。 

著作権等への違反行為を行った場合、その他不法行為に該当する行
為を行った場合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を行う場合があります。 

このマニュアルに書かれている情報は、作成時点での著作者の見解
です。 
著作者は事前に許可を得ずに誤りを訂正、情報の更新、見解の変更
等を行う権利を有します。 

このマニュアルは、作成に万全を期しておりますが、万が一誤りや
不正確な情報がありましても、著作・パートナー等の業務提携者
は、一切責任を負わない事をご了承ください。 

2



家電量販店完全攻略 - EXTRA - 

目次 

０、稼ぐ人のマインドセットについて 

１、家電量販店で仕入れをするために 

２、具体的な利益商品発見ノウハウ 

３、値下げ交渉テクニック 

４、発見から回収という流れ 

５、具体的な行動プラン 

６、販売の際に注意すべきこと 

７、価格改定ツールの重要性 

８、まとめ 

3



０、稼ぐ人のマインドセットについて 

この度は、家電量販店完全攻略EXTRAをご購入頂き、 
本当にありがとうございます。 

僕自身が、３年以上の家電量販店での仕入れの経験と知識を 
詰め込んだ渾身の教材に仕上がっています。 

正直、この教材の内容を実践して稼ぐことができなければ、 
他のせどり教材で稼ぐことは難しいと思います…。 

それだけ自信がある内容になっていて、 
出し惜しみは一切していません。 

この教材の目的はただ一つ。 

あなたが家電量販店に行き、 
利益の出る商品を見つけて仕入れ、 
販売し、利益を出して稼ぐこと。 

これに限ります。 

稼ぐ額に関しては、あなたの行動量（時間）に比例します。 

例えば、副業の方は、休日の１日間を仕入れに費やせば、 
５～１０万円くらいは家電量販店だけでも稼ぐことは可能です。 
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1日とは言わず、2日間費やせば、１０～２０万円と 
収益は倍々ゲームのように増えていきます。 

とは言っても、最初にとても大切なことを言うと、 
いくらこの教材を読み込んだとしても、 

「行動」 

をしなければ、稼ぐことはできません。 

僕のメールマガジンでも行動の重要性に関しては、 
何度も解説していますよね。 

なので、必ず教材の内容を実践をしてください。 

最初は上手くいかない部分も何個も出てくるかと思います。 

ですが、そこで諦めてはダメです。 

立ちはだかる壁を乗り越えていくのが、 
自分でビジネスをするということです。 

既に稼ぐ方を輩出している、この教材と僕を信じて、 
ガンガン行動していきましょう！ 

このようにガンガン行動して新しいことにチャレンジを 
すると必ず何かしらの失敗はします。 
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ですが、失敗を恐れてはいけません。 

失敗があるからこそ、成功があります。 

僕だって、過去に数え切れないほどの失敗をしてきました。 
（もちろん、今だって失敗の連続です。） 

数百万円単位の失敗だってあります… 

ですが、諦めたことは一度もありません。 

諦めたらそこで試合終了です。 
（これは聞き慣れた言葉ですよね笑） 

今まで、稼いでいる人を見てきた中の共通点の一つに、 

「諦めずに継続している」 

というのがあります。 

ビジネスとは難しいもので、 
一瞬で結果を出すことはなかなか難しいんです。 

「継続」しないと中々結果が出ないし、上達しません。 

ここまでくると根性論のように聞こえますが、 
１０人中８人くらいはすぐに諦めます。 

なので、僕みたいな失敗しても諦めない人が 
結果的に勝ち残ることができるんです。 
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なので、あなたも必ず利益を出して勝ち残ってください。 

０章は結果を出すための考え方について、解説をしました。 

途中で諦めた人で結果を出した人は誰もいません。 

僕を信じて期待する以上に、 
自分のことを信じてください。 

自分ならできる！！！ 

と自信を高めて自分の力で稼げる自分をイメージしましょう！ 

洗脳みたいですが、 
これが結構大切です。笑 

他人に洗脳されるのは嫌ですが、 
自分で自分を洗脳するのは自己コントロールの一種なので、 
非常に効果的です。 

それでは、次の章から具体的な内容に入っていきます。 
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１、家電量販店で仕入れをするためには？ 

家電量販店で仕入れを行うための準備 

家電量販店で仕入れをする際に用意するのはスマートフォン
（iphone）とリサーチアプリのみです。 

リサーチアプリは、 

「Amacode」 

https://itunes.apple.com/jp/app/amacode 

が無料で利用できます。 

初心者の方はアマコードの使用をおすすめします。 
こちらの教材を推薦してくれた布施さんが開発したアプリです。 

これが無料で利用できるのは本当にありがたいですw 

利益計算方法に関しては、僕が作成した動画がありますので、 
そちらを参考にしてください。 
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「せどりでの仕入れの際に行う３つの利益計算方法」 

https://youtu.be/HnKB3SXrntk 

ちなみに僕が利用しているアプリは、 
「Amacode pro」と「せどりすと プレミアム」 
になります。 

月額の費用がかかるアプリになりますが、 
仕入れの効率が段違いに良くなります。 

慣れてきたら、導入することをおすすめします。 

最初は無料のアプリでOKです！ 

詳細はこちらを参考にしてください。 

https://briefbogen.biz/archives/2221.html/ 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また、「Amazon Sellerアプリ」もダウンロードしておくと 
いいかと思います。 

「Amazon Seller」 

https://itunes.apple.com/jp/app/amazon-seller 

「Amazon Sellerアプリ」を利用すると、出品規制がされている 
商品や、FBAが利用できない商品を正確に知ることができます。 

あとは、商品のバーコードを効率的にスキャンするために、 
KDC200iというバーコードスキャナを用意しておくと 
リサーチがスムーズになるのでおすすめです。 

「KDC200i」 

https://www.amazon.co.jp/keywords=kdc200i 

10

https://itunes.apple.com/jp/app/amazon-seller/id794141485?mt=8
https://amzn.to/2HpDK15


家電量販店の特徴 

家電量販店では、基本的に新品商品を販売する店舗であるため、 
仕入れる商品は新品商品がほとんどです。 

中古商品と比べると利益率は落ちますが、 
回転は非常に早いのが特徴です。 

家電量販店では基本的に新品商品が販売されているのですが、 
中古商品が販売されている店舗もあります。 

また、一般価格よりも大幅に値下げされている展示品は 
基本的に中古コンディションで販売する必要があります。 

展示品を新品商品として販売することも可能ですが、 
購入者からのクレームなどがあった場合、Amazonのアカウントが 
傷つくため行わないようにしましょう。 

悪い評価を多く付けられてしまうと、カート取得率（カートに関す
る話は後ほど詳しく解説します）にも影響を受けてしまうので、結
果的に売上を下げてしまうことに繋がります。 

Amazonの規約上も違反している行為なので展示品は 
”中古　ほぼ新品 or 非常に良い” 
のコンディションで出品するようにしましょう。 
（もちろん、展示品の状態にもよりますが） 
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店舗に向かう前のリサーチ 

家電量販店からは地域ごとにチラシが発行されます。 

事前にそのチラシの商品をリサーチしておくと、 
楽に仕入れができるようになる場合があります。 

家電量販店のチラシには型番が記入されている事が多いので、 
そちらを参考にリサーチしましょう。 

また、日替わり商品なども仕入れがしやすいので要チェックです。 

「シュフー」というサイトで周辺地域のチラシを無料で見る事がで
きるので、そちらを利用するといいです。 

「シュフー」 

http://www.shufoo.net 

スマホアプリもあるので、スマホでも 
簡単にリサーチする事が可能です。 

12

http://www.shufoo.net


家電量販店で仕入れができる商品とは？ 

家電量販店での仕入れで、 
簡単に利益のある商品を発見するためには 

「型落ちの商品」 
「一時的な値下げ商品」 
「プレ値になっている商品」 

に反応できるようになればいいのです。 

逆にこの３種類の商品しか基本的に 
仕入れができないと思って構わないです。 

これがわかっているだけでも、リサーチにかける時間を 
大幅に減らせるので、必ず覚えておいてください。 

後ほど、この３種類を見分けるノウハウを惜しみなく 
公開するので、そちらを参考にしてくださいね。 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型落ちの商品が利益が出しやすい理由 

型落ちの商品が利益を出しやすい理由はシンプルで、 
実店舗はどんどん新商品を販売したいので、古い商品（型落ちの商
品）は値下げをしてでも早く売りたいと考えています。 

新しい商品が入荷すると陳列する場所も確保しないといけないの
で、古い商品が邪魔になるわけです。 

つまり、店舗も商品を早く回転させたいので、 
処分価格にしても早く売ろうとするんですね。 

しかし、型落ちの商品でも限られた人には 
まだまだ需要があります。 
私たちが販売をする販路はAmazonなので、 
日本全国の人がお客さんになります。 

なので、最新商品と比べると多少人気のない型落ちの商品でも 
問題なく販売できるわけですね。 

しかも、型落ちの商品は次回の入荷が基本的にないような商品なの
で、需要が残っていれば価格はどんどん上がっていきます。 
（もちろん、すべての商品の値段が上がるわけではありません
が。） 
店舗は不良在庫と考えるので、値段を下げていく。 
↓ 
もう入荷のない商品なので需要があれば、 
Amazonの価格は上がっていく。 
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これらのことから、大きな価格差が生まれ、 
仕入れができるわけですね。 

なぜ価格差が生まれるのか？ 
なぜこの商品が売れるのか？ 

子供のように常に疑問を持ち、疑問を解決するために調べたり考え
たりしていくと商品知識も豊富になり、 
仕入れがどんどん簡単にできるようになっていきます。 

今回はそれぞれの家電量販店で 
・型落ちの商品 
・一時的に値下がりしている商品 
・プレ値になっている商品 
を発見するノウハウ、テクニックを紹介していきます。 

この内容を暗記するくらいまで、何回も見直して、 
実店舗での仕入れに役立ててください。 
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仕入れ基準 

具体的なノウハウの解説に入る前に、 
仕入れ基準について解説していきます。 

仕入れ基準に関しては人それぞれ、自身の資金状況などと相談しな
がら自身の基準を最終的には定めていく必要があります。 

しかし、どのくらいにしていいのかわからないという方は 
初心者の方に非常に多いです。 

初心者の方の目安としては、 

利益率　２０％以上 
利益額　３００円以上 

の条件を満たす商品を仕入れていくと、比較的安定します。 

利益率と利益額を低く設定しすぎてしまうと、値下がりが起こった
ときに一気に赤字になってしまうことが多くなってしまいます。 

その商品のランキングとも相談して臨機応変に対応していく必要が
ありますが、最初はこの基準を守れば問題ないかと思います。 

売れ行きは、モノレートの跳ねが最低でも６回以上跳ねている商品
を仕入れるようにしましょう。 

できれば３ヶ月スパンで６回は跳ねていた方がいいです。 
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モノレートの使い方や、注意点に関してはこちらの動画で解説して
いるので、参考にしてください。 

「モノレートの見方　分析方法について　注意点を解説」 

https://youtu.be/GrCeHg7heh4 
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２、具体的な利益商品発見ノウハウ 

家電量販店はそれぞれに独自の在庫管理を行っています。 

仕入れができる理由は、その在庫管理の情報を商品の値札に 
記載していることにあります。 

値札を見るだけで型落ちの商品であるかどうかを判断することがで
きるため、目利きができない初心者の方でも仕入れが可能になりま
す。 

その型落ちの商品を一目で見つける方法と 
細かなテクニックについて解説していきます。 

ヤマダ電機 

特徴 

・店舗数が他の家電量販店と比べると多い 
・都内と地方で傾向が異なる 
・集約店舗と通常店舗でセールの仕方が違う 
（店名に本店が付く店舗、LABIが付く店舗は要チェック） 
・大量購入が比較的容易にできる 
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ノウハウ・テクニック 

値札の左下にEの文字が書いてる商品は供給終了のの商品です。 

つまり、次回の入荷はなく、全国のヤマダ電機の在庫分のみという
型落ちの商品になります。 
新商品などはAやBなどの文字が記載されている事が多いです。 
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こちらは、値札の上から黄色い値札が貼ってあるので、めくらない
とEランクの商品かどうかは見れないですが、 
ポイント還元率が１％になっている事がわかるかと思います。 

こちらの商品は家庭用電話の親機ですが、 
この商品１つで４５４３円の利益商品です。 
モノレートでわかるように、売れ行きも非常にいい商品ですね。 

ヤマダ電機では１０％ポイント還元の商品が多いのですが、 
このように、１％還元と記載してあったり、 
「さらにポイント還元」と記載されている値札は要チェックです。 
ちなみに、「さらにポイント還元」は１％である事が多いです。 

ポイントを多く還元できないほど、 
現金値下げしてありますという証拠です。 
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あとは、左上の写真の値札にKの文字が書いている商品も 
型落ちの商品である確率が高いです。 
小さい値札では右上にアルファベットの記載があります。 

こちらの商品は急激な需要で在庫切れを 
起こした商品です。 
赤丸の部分で出品者がいなくなっていることがわかるかと思いま
す。 
その後は、１万円前後で販売ができています。 

仕入れがしやすい商品としては、 
黒モノ家電全般と玩具、ゲーム関係の商品になります。 

具体的には、PC周辺機器、美容家電、家庭電話親機子機、電球関
係、スマホアクセサリー、CD、DVD、ゲーム機本体、ゲームソフ
ト、玩具全般になります。 
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もちろん、ここに書いた商品以外にも白物家電の関連商品、 
消耗品（掃除機の紙パックや、浄水器の交換用）なども 
仕入れることが可能です。 
（白物家電とは、冷蔵庫や洗濯機の大型家電のことです。） 

白物家電でも利益が出る商品を発見することは可能ですが、 
商品の発送の手間などを考えると初心者の方には 
あまりおすすめできません。 

商品の単価が高いですし、アマゾン倉庫への納品する際も 
単品での納品だと配送料も多くかかってしまいます。 

自己発送でも対応できますが、自宅に白物家電を保管しておくのも
スペースの圧迫になってしまいますからね。 

ですので、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等の白物家電のリサーチは 
慣れてくるまではしなくていいかと思います。 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ヤマダ電機の価格管理 

ヤマダ電機は全国の店舗で値段が統一であることがほとんどです。 

もちろん、店舗の独自セールで価格が変更されている場合、 
地域ごとに変更している場合もあるので、 
店員さんに確認をとる必要はあります。 

価格が変更されていない場合でも、レシートの情報などがあれば、
他の地域でも価格を同一にしてもらえることがあるので、 
確認してみると仕入が可能になります。 

つまり、１店舗で利益の出る商品を発見できたら、他の地域の 
ヤマダ電機でも同じ商品を仕入れることが可能なわけです。 

そして、ここで一番重要なのが、店舗ごとの店員さん・バイトの 
仕事の速さによって値札の切り替え時期が違うという事。 

あるヤマダ電機の値札は５００円になっているが、 
他のヤマダ電機の値札は４０００円のまま。 

しかし、その４０００円の値札の商品をレジに持っていくと 
値段は５００円になるんです。 

これを”レジ落ち”と呼んだりします。 

いち早く情報を察知することによって、 
他の店舗でも大量に利益商品を回収できるんですね。 
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先ほども書いたように、地域ごとの売価変更されていない可能性も
あるので、実際に値段が変更されているのかを店員さんに確認して
から購入することをおすすめします。 

値札の張替えが早い店舗とそうでない店舗を見分ける方法は、 
定期的にヤマダ電機を訪れてリサーチする他ないです。 

最初からわかる情報ではないだけに、 
発見できると他のライバルを圧倒できるので、 
意識してみてくださいね。 

資金が少ない方の正攻法 

仕入れに使える資金が少ない方にとって、 
ヤマダ電機は非常にいい仕入先になる場合があります。 

ヤマダ電機の最終投げ売り価格はなんと２円。 
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２円とはならなくても、１０円、１００円の商品は多くあります。 

決算期付近の２月３月はこのような商品が多く発見できる時期で
す。もちろん、１年中探せば見つかります。 

２円で購入すれば、仕入れ資金が少なくても 
大量に仕入れができそうですよね？ 

以前は、２円仕入れ→２０００円売りというイヤホンが 
仕入れてすぐに販売できました。 
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Amazonで販売できない商品でも、ヤフオクやその他フリマサイト
で販売することを考えれば、仕入れの幅も広がるので、 
ぜひチェックしてみてください。 

２円なら最悪売れなくても痛くありませんし、オフハウスなどのリ
サイクルショップに持っていっても２円以上で買い取ってくれるこ
とがほとんどです。 

その他、手書きの値札は必ずチェックしましょう。 

あとは、タイムセールなどの値札もあるので、 
普通とは違う値札を発見したら、 
必ずリサーチするようにしてください。 

家電量販店の攻略の７割は値札（POP）が重要です。 
その他３割は、店舗ごとの癖を発見することと、 
店員さんとの交渉（関係作り）が大切になってきます。 
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玩具仕入れをするためには 

玩具は商品の棚に置いてありますが、紙の値札がなく、 
値段シールが貼ってる事がほとんどです。 

つまり、Eランクの商品か判断する事ができないことが多いです。 
（紙の値札がある商品もありますが、半数以上の商品は値段シール
で値段を確認することになります。） 

Eランクの商品がわからないのなら、仕入れるのが難しいのでは？ 

と思いますが、安くなっている玩具を見分けて 
簡単に仕入れを行う方法があります。 

１、ワゴンに入っている玩具を全てリサーチする。 

ここに入っている商品はわかりやすく処分商品なので、 
価格が安くなっている事がほとんどです。 
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２、お買い得シールが貼ってある商品をリサーチする。 

このシールが貼ってある商品も安くなっていて仕入れがしやすい 
商品になるので、必ず検索するといいです。 

玩具コーナー、DVD・CDコーナーでよく見かけます。 

３、黄色い紙の値札の商品をリサーチする。 
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玩具コーナーによく貼ってある、こちらの商品も 
要チェックの商品になります。 

４、値段が切りのいい数値になっている商品。 
（例：３０００円　５０００円　などの切りがいい値段） 

こちらは、シールになっている小さい値札の商品をリサーチする際
に使えるテクニックです。 

基本的にこの４つを抑えておけばヤマダ電機で玩具を 
大量に仕入れる事が可能になります。 

そして、これに関しては紙の値札ではないので、大幅に値引きされ
た後でもシールを張り替えられていない事が多いです。 

つまり、値札シールでは４０００円と書いてあってもレジに持って
行くと値段が下がる”レジ落ち”ができる可能性が高いジャンルで
す。 
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ヤマダ電機　大処分蚤の市 

年に１度群馬県で開催されるせどらーの 
ボーナスタイムみたいなイベントです。 

来場者の８割以上は転売屋の方々だと思います。 

ですが、圧倒的に安いので大量に仕入れができます。 

朝が非常に激戦です。 

ですが、途中で在庫の補充があるので、 
朝はあまり取れなくても、チャンスはあります。 
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会計時に同一商品は１人２個までと言われるので、 
複数人でチームで参加しないとなかなか大量に仕入れができませ
ん。 

「リサーチ係」 
「商品取り置き係」 
「荷物運び係」 

がいると、うまく仕入れが回ります。 

参加する際は、友達や家族に協力してもらうと 
非常にいい仕入れができます。 

この日だけで、数十万円の利益を取る事が容易にできます。 

値崩れを回避するために、同一商品を 
なるべく多めに回収したいところですね。 

関東にお住いの方は是非足を運んでみるといいかと思います。 

次は、ビックカメラについて解説していきます。 
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コジマ・ビックカメラ 

特徴 

・値札での攻略がしやすい 
・おもちゃ関係は全品１０％～３０％オフが当たり前なので仕入れ
がしやすい。 
（ビックカメラとコジマの合併店舗に限る） 
・８０００円以上の購入で、自宅へ無料で配送してくれるので、 
遠方の店舗でも仕入れがしやすい。 

ノウハウ・テクニック 

ビックカメラは数年前にコジマを買収し、 
合併している店舗が増えました。 

ヤマダ電機で説明したのと同じで、こちらの店舗も値札で 
型落ちの商品を判断する事ができます。 

コジマ単品の店舗も、ビックカメラと合併している店舗 
どちらでも値札の形式は同じです。 
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値札の左のほうに記載されている三角マーク（赤丸の中）が 
下の方に位置している商品が型落ちの商品です。 

３枚目の写真（１０９８０円の商品）のように 
一番下に位置している商品です。 

このような値札の商品をリサーチすると 
利益の出る商品である可能性が高いです。 
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また、１枚目（４４８０円の商品）の値札の上部（青丸の中）に記
載している「〇〇%引」の値引率が高い物を優先してリサーチして
いくと利益商品を発見しやすいです。 

この乖離率（値下げ幅）を見逃さないようにしましょう。 

それ以外には、値札の上または、商品に直接「在庫処分」 
「処分特価」などの値札が貼ってある商品が 
利益商品である事が多いです。 

「アウトレット特価」の記載も要チェックです。 
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また、手書きの値札があるのですが、これも要チェックです。 

仕入れがしやすい商品ジャンルはヤマダ電機と大体同じです。 

玩具の場合は棚に置いてある商品の場合だと、 
値札を貼っていない商品も多数ありますが、 
箱に紙の値札が貼ってあるものは利益が出る商品である確率が高い
です。 

値段だけが記載されているシールではなく、 
先ほど紹介したような大きめの紙の値札が 
セロハンテープで商品に直接貼り付けられています。 

また、キリのいい値段の商品も積極的リサーチしていきましょう。 
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あとは、ワゴンに入ってる商品は必ずリサーチするようにしましょ
う。 

ワゴンの商品は誰でも発見する事ができる反面、みんなリサーチす
るためタイミングが合わないと利益商品が残っていない可能性が高
いです。 

しかし、どうせないだろうと思いリサーチしないというのは 
機会損失になる可能性があるので、 
必ずリサーチするようにしましょう。 

複数購入する方法 

これは、どの店舗でも使えるテクニックになりますが、 
お一人様１点しか買えない商品を多数買う方法があります。 

それは、会計レジを分けるテクニックです。 

玩具会計レジ、ゲーム会計レジ、一般レジなど、複数のレジが存在
する店舗ではそれぞれのレジで購入する事が可能です。 

あとは単純に高利益の商品に関しては、家族や友人を巻き込んで、 
複数購入したり、朝と夜で２回に分けてその店舗に行って購入した
りしましょう。 

レジの店員さんが変われば、複数購入のチャンスです！w 
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ケーズデンキ 

特徴 

・顧客ターゲットの年齢層が他の量販店と高いので、 
田舎にある事が多い 
・ポイント還元という概念はなく、すべて現金値引 
・どんな商品でも、交渉すれば、値下げしてくれる確率が高い 
・原価を割った対抗値引はほぼ行ってくれない傾向にある 

ノウハウ・テクニック 

まず、あんしんパスポートという赤いカードは必ず作りましょう。 

また、ケーズアプリも値引クーポンなどをもらう事ができるため使
うといいかと思います。 

ケーズデンキでも値札で在庫管理の状況がわかります。 

値札の右下の色が、緑色もしくは赤色になっている商品が 
型落ちの商品です。 

そして、そこにはアルファベットが２文字あるのですが、 
この文字の２文字目に秘密が隠されています。 
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このアルファベットは値引可能幅を示していて、 

S＝30％ A=25% B=20% T=15% Y=10% R＝５％ 

までの交渉が可能と言われています。 
（確実にこの額面割引されるわけではないです。） 

全体的に値段が高くて仕入れができないなーと 
思う人が多いと思いますが、値下げ交渉が前提の店舗ということを
覚えておきましょう。 

下の写真では値札の右下が赤色に染まり、「YB」と記載されてい
ますね。 
つまり、値下げ交渉をすれば２０％引きになる可能性があるという
事です。 
右の写真のように、ヤマダを超える1円での販売もたまにあります 
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他店舗の交渉材料（レシートなど）を持っていると強いですが、 
ない場合でも値下げは可能です。 
アルファベットのコードを参考に高い値引率を狙っていきましょ
う。 

交渉の際はシンプルに 

「この商品安くなりませんか？」 

と伝えれば大体安くしてもらえます。 
（型落ちの商品は特に） 

ガツガツいける方は、 

「もっと安くして！」 

など言ってみると、大幅に値下げしてもらえる場合が 
あるかと思います。 

僕の場合は、１０％～１５％安くなったらすぐに 
「それでお願いします！」と言ってしまいますが…笑 

また、ケーズデンキはオープン日は非常に仕入れがしやすいです。 

日替わり商品が非常に利益が取りやすい商品が多いのと、 
値引交渉が効きやすいです。 

ヤマダ電機の時と同様にケーズデンキでも格安仕入れができるタイ
ミングがあります。 

39



エディオン 

特徴 

・中国地方、中部地方、近畿地方に多くある 
・店舗によって特徴が違う 
・基本的には大量仕入れはできない事が多い 
（少し離れた田舎の店舗では友好的に仕入れができる店舗もあり） 

ノウハウ・テクニック 

”在庫処分”と書かれた黄色と黒の値札が貼ってある商品を 
重点的にリサーチしていきましょう。 

または、”奉仕品”と書かれた値札など、 
安くなっている事が記載してある値札は要チェックです。 

ビックカメラと同じで”〇〇％引”と書かれた値札にも反応できると
仕入れがしやすいです。 

また値札が、２枚貼りしてある商品は値下がりしている可能性が高
いため要チェックです。 

本質はヤマダ電機やビックカメラと変わりません。 
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慣れてくると、安さに反応できるようになります。 

エディオンは異常なほど値下げをする傾向があるので、 
そこも魅力の一つです。 

ヤマダと同様にレジ落ちもよくする店舗なので、 
一度利益の取れた商品をリスト化するなどして、 
他店舗でも回収できるように準備しましょう。 

ヤマダよりも、価格に関しては同一の値段に 
管理されている傾向にあります。 

この他には、値段の下２桁が８０円になっている商品は値下がりし
ている商品に多くみられます。 
確実に利益が取れる商品ではないですが、 
傾向として多いので、要チェックです。 

価格がキリのいい数字になっているのは、 
どの家電量販店にも使えますが、 
エディオンでも使えます。 

ゲーム関連の商品については、 
特に周辺機器が安く仕入れができることが多いです。 

あとは、ポイントカードを作るのを忘れないでくださいね！ 
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ノジマ 

特徴 
・せどらー、転売屋を他の店舗と比べると激しく嫌っている 
・大量購入すると、購入を制限させられたり、ブラックリストに登
録される 

ノウハウ・テクニック 

基本的に、ノジマは転売屋をすごく嫌っているので、 
大量購入はまずできません。 

店員と良好な関係を築けば可能になる可能性もありますが、 
店員にも迷惑をかけてしまうことになる（本社から安く大量に販売
した店員に注意がかかる）かもしれないので、 
大量購入をすることはなるべく避けましょう。 

しかし、こんだけ転売屋を嫌っている店舗だからこそ、 
利益商品はザクザク見つかる場合もあります。 
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ノジマも値札で判断する事ができ、”赤札”と書いてる値札を 
重点的にリサーチして行きましょう。 
下の画像の青丸のように”赤札”と書いてある商品です。 
 

店舗によっては、ザクザク利益商品が見つかる店舗があります。 

しかし、ここで注意が必要で、利益商品がザクザク見つかる店舗で
は、その店舗の店員または店長は非常に厳しく購入制限をしてくる
店舗の可能性が高いです。 

なので、不審に思われない程度をレジに持って行って 
会計する必要があります。 
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これに関しては実体験があるので、ご紹介します。 

僕の場合は、以前ノジマで仕入れをした際に 
大量に利益商品を発見できて、 
カゴ２箱分をレジに持って行きました。 

（その際、１人1つまでなどの店頭に記載があったルールを 
しっかり守っていました。） 

そうすると、レジにいた店員が 

「明らかな大量購入なので、購入をお断りします。」 

と言ってきて全ての商品をレジの後ろに 
持っていかれてしまいました。 

今までそんな事が一度もなかったため、 
一瞬フリーズしました。笑 

当時は大学生だったので、 

「大学のイベントで使うものなので、 
購入させていただけませんか？」 

と言ったところ、 

「いや、無理です。」 

とのこと。 
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最後のあがきで、 

「個人的に遊ぼうと思っていたこちらのゲームだけでもお願いしま
す。」 

と言ったところ、 
「いや、無理です。」 

の一点張り… 

よっぽど厳しいわけですね。 

他の方にも色々お話しを聞いたところ、わざと買わせる素振りを見
せてポイントカードを出すと、そのポイントカードに登録している
人をブラックリストに入れて、今後買えなくさせたりされた方もい
るみたいです。 

ポイントカードを使わなければいいんじゃないの？ 

と思う方もいるかと思いますが、 
ポイントカード会員でないと、 
大特価の商品を購入することができない店舗も多いです。 

ここまで、転売に厳しい店舗だからこそ、 
利益商品は残っている可能性は非常に高いので、 
怪しまれない程度に仕入れをすることをおすすめします。 

常識的な個数（数十個はNG）を超える購入などは極力避けましょ
う。 
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Joshin電機 

特徴 

・電子値札になっているが、問題なくスキャンは可能。 
・ヤマダ電機と比較すると、転売対策は多少されているが、問題な
く仕入れができる。 

ノウハウ・テクニック 

電子値札になっていますが、 
そこに型落ちの値下げ商品を見極める方法があります。 

値札の右下に　U、Z、× 印が書いてあるものを 
スキャンしていきましょう。 

また、そのような商品は値札の上または下に”在庫処分ー新製品と
入れ替えのためー”と書いてあるものをチェックしましょう。 

値段の左横にも”処分”の文字が書いてあるので、 
わかりやすいですね。 
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家電だけでなく、ゲームソフトなども仕入れが可能です。 
このように黄色い値札のように目立つ値札が貼ってある商品は 
リサーチするようにしましょう。 

48



ベイシア電機 

特徴 
・店舗数が非常に少ない。 
・日替わりや、広告の品が比較的仕入れやすい。 
・店舗数が少ない分、競合も少なし。 

ノウハウ・テクニック 

ベイシア電器は値札に赤色の丸シールが貼ってある商品が型落ちの
商品である確率が高いです。 
右上の青丸の中のシールです。 
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壁にかかっている商品でも、赤丸シールが貼ってある商品はリサー
チするようにしましょう。 
また、大処分の文字が記載されている商品は大きく値下げされてい
る商品である可能性が高いです。 

こちらの商品は値札に赤丸シールが貼ってあるので、 
型落ちの海外でも使用できるドライヤーです。 

モノレートをみてもらうとわかるように、 
4000円付近でならよく売れています。 

このように利益商品を発見することができますので、 
積極的にリサーチしてみてください。 
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ヨドバシカメラ 

特徴 

・都内に多くある 
・税込み価格表示であるので、高く感じる 
・駅に密接している事が多いので、逆に車で行く人が少なく狙い目 

ノウハウ・テクニック 

ヨドバシカメラでは一般的な値札での攻略はできません。 
値札だけで、型落ちの商品かを判断することはできないんです。 

しかし、特価商品や在庫処分品はわかりやすく黄色の値札が 
ある事が多いので、それを参考にしましょう。 

値引率も記載してある事が多いので、 
そこに反応できると仕入れがしやすいです。 

また、週末になると”特価セール”という 
特売のワゴンが出てきます。 

店舗によりますが、週末にはチェックする価値がありますよ。 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ポイントカードの有効活用 

ケーズデンキ以外の家電量販店では、 
ポイント還元があることが多いです。 

「たかがポイントでしょ…」 

と軽視する方が多いですが、 
利益を多く残すためには非常に重要です。 

”ポイント＝現金” と思っても間違いないほど重要です。 

ポイントをもらえれば、次回の仕入れの際に使えるわけなので、 
ポイント還元率も加味しながら仕入れを行うと、 
仕入れの幅が広がります。 

処分品はポイント還元率が少ない傾向にはありますが、 
プレ値商品の回収などの際には定価購入であることが 
ほとんどなので、１０％のポイント還元であることが多いです。 
（店舗、商品ジャンルによりますが） 

また、値下げ交渉の際にも活用できます。 

ヤマダ電機を例に挙げると、現金値引よりも、ポイント還元加味で
の値引きの方がお得に購入できることが多いです。 
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税別６０００円の商品が 

パターン１　税込５５００＋１０％ポイント還元 

パターン２　税込５３００円＋３％ポイント還元 

みたいな感じです。 

５３００円の方でお願いします！ 

と言いたくなりますが、ポイントを考慮した価格で 
安い方を選択するようにしましょう。 

パターン１はポイントを考慮すると４９５０円 

パターン２はポイントを考慮すると５１４１円 

約２００円の差が生まれてきます。 

１０個仕入れができる商品であった場合、 
約１０００円の差が出てきます。 

細かいと思うかもしれませんが、 
このような数字を大切にする方のほうが 
稼いでいる人が多いです。 

”塵も積もれば山となる”ことを忘れないようにしましょう。 

僕も数％のポイントでも無駄にはしません。 
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ポイント活用の裏技と節税に関して 

ここでは、少しマニアックな内容になりますので、 
スルーしていただいても大丈夫です。 

家電量販店で溜まるポイントを次回の仕入れで使うのもいいです
が、自身の生活用品の購入に使うことで、 
確定申告の際に節税になります。 

ポイントを仕入れに使ってしまうと、その分取れる利益は多くなり
ますが、事業所得が増える分、税金の支払い額も多くなってしまう
わけですね。 

ポイントを使っての仕入れだと、ポイントを使って実際に払う金額
を記帳することになります。 

収入を増やして、消費を最小限にすることが 
お金を素早く貯める方法です。 

ポイントはいくら獲得しても現金のように所得税等はかからないの
で、ポイントで生活しているせどらーの方もいるくらいです。 

知っているか知っていないかで年間で換算すると非常に大きな差が
生まれるので、”ポイント”をしっかりと意識して仕入れを行いま
しょう。 

家電量販店だけでなく、他の店舗はもちろん、ネットショップでも
非常に重要になってきますので活用しないのは勿体無いです。  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３、値下げ交渉テクニック 

家電量販店のほとんどで店頭での値札から 
値下げができることが多いです。 

交渉をしなかったら、勝手に下がることはないので、 
”交渉するかしないか”で大きく利益が変わってきます。 

恥ずかしいから、面倒だからとしない人が非常に多いですが、 
わざわざ高くお金を支払い商品を買っているのと同じです。 

もちろん、１００％思い通りに値下がりするわけでは 
ありませんが、今回紹介したノウハウで発見した型落ちの商品 
であれば８割くらいの確率で値下げ交渉が成功します。 

型落ちの商品は店舗としては、 
不良品で早く売り抜けたいと考えていますからね。 

ノウハウの部分で少し解説している内容ですが、難しいことはなく 

「この商品安くなりますか？」 

だけでもOKです。 

そこで提示してきた金額に納得いかなかったら、 
グイグイいける方は、 

「もう少し安かったら買います！」 
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など、追撃してみてください。 

割引率は店員さんと関係性にもよりますが、 
言うだけなのでぜひ試してみてください。 

１０００円値引きしてもらったら、 
１０００円もらうのと同じ事ですからね。 

もしくは、指値を自分から決めて交渉するテクニックもあります。 
この方法での値下げ交渉の方が大幅な値下げが期待できます。 

僕は、以前ヤマダ電機で９０００円の商品を 

「５０００円だったら欲しいんですが、 
５０００円になりませんか？」 

とこちらから指値を提示して交渉しました。 

すると、店員さんがタブレットで調べた後に、 

「税込５０００円で大丈夫ですよ。」 

とのこと。 

自分の想定の一歩上の価格を提示しても通る可能性があるので、 
ぜひ交渉の際に取り入れてみてくださいね。 

駆け引きみたいな感じですね。 
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プレ値になっている商品を簡単にリサーチする方法 

事前にプレ値になっている商品の情報を収集していると、 
家電量販店に出向いた際に商品を見ただけで 
仕入れができるようになります。 

また、近くの家電量販店に電話して在庫状況を確認した上で 
仕入れに行ければ、利益が確定している状態で 
仕入れることができるので、非常に楽になります。 

「でも、プレ値の商品のリサーチって面倒なんじゃないの？」 

と思うと思いますが、一瞬で多く売れているプレ値の商品を 
発見するテクニックを紹介します。 

「在庫あーる」 

http://zaiko-aru.com/ 
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こちらのサイトを用いるとプレ値の商品を 
とても簡単に見つけることができます。 

定価より価格が高い商品を選択し、 
知りたい商品のジャンルを選択します。 

その後、ランク順を選択すると、非常にランキングが高く売れてい
る商品でありなおかつ定価越えしているプレ値の商品を 
素早くリサーチすることが可能です。 

前日比の横に記載されている価格の差額が 
大きければ多いほど利益が取りやすい商品になります。 

「在庫あーる　プレ値商品の発見方法」 

https://youtu.be/GrCeHg7heh4 

見つけ方を解説した動画を参考にしてください。 
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このように数ページ見て、差額があり、売れている商品を記憶して
おくか、ノートやスマホのメモ帳などにメモしておくと、 
仕入れの際に役立ちます。 

ジャンルだけでも覚えておきましょう。 

例えば、おもちゃであればベイブレード関連の商品が 
プレ値になっているのがすぐにわかるかと思います。 

ゲーム関係であれば、アミーボをよく見かけるかと思います。 

このような商品の”キーワード”を覚えておけば、仕入れに行った際
にそれに関連する商品を発見した際はリサーチする事ができます。 

周到な準備が勝利を招くというように、 
プレ値リサーチ後の店舗訪問は非常に強力です。 

商品がプレ値になる過程での市場の在庫状況は、 

Amazon自体の在庫がなくなる 
↓ 
Amazon以外のネットショップの在庫がなくなる 
↓ 
実店舗の在庫がなくなる 

このように、店舗の在庫がなくなるのは 
ほとんどの場合で最後なので、 

「プレ値の商品なんて既に店舗でも販売されていないよ」 
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と思う方もいるかと思いますが、仕入れが可能なわけです。 

直近では任天堂Switchが約１０ヶ月間ずっとプレ値の状態でし
た。 
それでも、大量に仕入れて販売していた方が多くいたのは事実で、
当時の任天堂Switchの出荷の８割は大手家電量販店に供給されて
いて、そのうちの半数以上はヤマダ電機に卸されていたなんて話も
あるくらいです。 

その他にも、プレ値の商品を素早く把握する方法があります。 

Twitterで情報を得るテクニック 

Twitterにはプレ値になっている商品や、今後なりそうな商品を定
期的にツイートしている人がいます。 

実際に僕も活用しているTwitterアカウントの方が運営している 
ブログを２つ紹介しておきます。 

プレミアの王道さん 
http://blog.livedoor.jp/oudoutenbai/ 

レアハンターさん 
http://rare-hunter.com/ 

Twitterアカウントをフォローしておくと、早く情報を得る事がで
きるので便利です。 
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プレ値の商品を回収しまくるテクニック 

プレ値の商品を１日で数十個、数百個と 
回収しているせどらーがいるのは事実です。 

この人たちがどうやって回収しているのか？ 

何か裏技があるのではないか？ 

と思う方も多くいるかともいますが、 
非常にシンプルです。 

基本的には情報収集をして、足を運ぶということだけです。 

情報収集は家電量販店の仲良くなった店員さんに次回入荷の日程を
教えてもらったり、Twitterなどで入荷の情報を 
常に収集しているのです。 

ネット在庫の復活にはツールを用いることで、 
プレ値の商品を簡単に回収できてしまいます。 
（ツールに関しては調べれば無料のものもあります。） 

あとはその入荷情報を参考に実店舗に足を運び、 
仕入れを行います。 

ここで、家族に協力してもらったり、知り合い、友達に 
協力してもらう事で、お一人１個のみの壁を超え、 
人数分だけ複数購入する事ができます。 
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本気で取り組んでいる方は、 
店舗にいる周りの知らない人を巻き込み 
仕入れを行っています。 

一緒に少し並んでくれて、購入できたら１０００円払いますと言え
ば、協力してくれる人はいると思いませんか？ 

やさしそうなおばさんに頼むと、 
もはやお金を受け取ってくれない事の方が多いくらいです。 
（フレンドリーでやさしそうな人、 
もしくは中高生に頼むといいです。） 

これだけやれば大量に回収できるわけですね。 

一人の経営者としての視点を持ち、1000円払って、5000円回収で
きるなら、それは回収できるだけやった方がいい案件になるわけで
す。 
外注さんを募集して、回収に店舗回るのを日給１万円にして、１０
台回収できるルートを組めば、自分は４万円プラスになります。 

自分の手は２本しかないので、大量に集めたかったら、他人の力も
借りるという視点も意識してみてください。 

一気に収益が伸びる秘訣です。 

しかし、このプレ値の商品の回収はおまけ程度に考えていつでも 
家電量販店にいけば仕入れができる力を身につけてくださいね。 
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４、発見から回収という流れ 

利益商品を発見した後は、その商品を 
さらに仕入れることを考えます。 

1つで1000円の利益の商品が１０個買えれば 
利益は１０倍になりますからね。 

この考えが非常に重要で、回収を行わないと 
常に急かしない仕入れになってしまいます。 

この回収は家電量販店での仕入れのメリットの一つでもあります。 

ヤマダ電機での回収の際を例にして解説していきます。 

値下げ交渉まで終わった段階で、 

１、その店舗のバックヤードにある在庫を確認する。 
２、その県の他のヤマダ電機の在庫を確認してもらう。 
３、在庫があるのであれば、取り寄せor取り置きしてもらう。 

基本的にはこの流れになります。 

以前は全国のヤマダ電機の在庫を確認して教えてくれたのですが、 
最近は在庫情報をあまり教えてくれない店員さんも増えてきまし
た。　 

ですが、基本的にその県の在庫くらいは教えてくれるので 
積極的に確認して利益を膨らませることを考えましょう。 
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ヤマダ電機で購入し、他の家電量販店で回収することも可能です。 

その際は、ヤマダ電機で購入したレシートや、 
値札の写真を用意しておくと、交渉の材料になります。 

つまり、ヤマダ電機で安く購入できた材料（証拠）を 
基軸にして他の家電量販店でその価格以下もしくは、 
その価格同等まで安くしてもらい仕入れを行います。 

地方の方では、家電量販店同士が競合していない店舗も多いので、
交渉が通らない店舗もありますが、基本的には同等の価格まで値段
を落としてくれる事が多いです。 

都内と比べると、価格交渉が厳しい分、 
他店舗在庫の回収は比較的簡単にできます。 

都内では家電量販店同士の競合が激しいため、 
交渉が通りやすい傾向にあります。 

ですが、他店舗の在庫状況の確認であったり取り置きに関しては 
地方と比べると厳しい印象ですね。 

都内、地方の特徴を掴みつつ、回収の際には役立ててください。 

基軸となる利益商品を発見し、回収というステップを踏むことで、 
仕入れが圧倒的に楽になります。 
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５、具体的な行動プラン 

様々の優秀なノウハウを知っていても 
行動しなければ何の意味もありません。 

ここでは、あなたが家電量販店のノウハウを知り、 
実際に行動する際の指針について解説していきます。 

まずは、店舗せどりで稼ぐためのマインドセットについてです。 

現在進行形で使えるノウハウを知ったあとは、行うのは行動のみ。 

「知覚動考」 

という言葉を徹底することに集中します。 

知って、覚えて、動いて、考える。 

この順番が、 

知って、覚えて、考えて、動けない。 

となってしまう人が非常に多いです。 

考えてみると、やっぱり無理そうだとか、難しそうだとか言って、 
動けなくなってしまう人が非常に多いんですね。 

動いてから考えるクセをつけましょう。 
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もう一つは、トータルでプラスであれば問題ないので、 
恐れずに仕入れをしてトライアンドエラーを繰り返すこと。 

失敗を恐れて行動ができない、仕入れができない人は多いです。 

人は成功から学ぶよりも、失敗からの方が 
より多くのことを学びます。 

失敗を恐れずにどんどん店舗に出向き、 
リサーチを行いましょう。 

稼ぐために始めたせどりがノウハウ収集で終わってしまっては 
何の意味もないです。 

稼ぐという本当の目的を忘れず、行動することに集中しましょう。 

ここからは実際に行動内容について解説していきます。 

ノウハウを参考に 

「型落ちの商品」 
「一時的な値下げ商品」 
「プレ値の商品」 

に反応して、ひたすらにリサーチしていきます。 

ノウハウを参考にリサーチすると、 
むやみにスキャンするより２０倍以上効率がいいかと思います。 
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具体的な行動ステップ 

お仕事をされている方は、本業が休みの日を1日使い、 
先ほど説明したようにリサーチしていきます。 

１日１０００スキャンを目標にリサーチを行いましょう。 
（最初は少し大変ですが、後々必ず楽になります。） 

無闇にスキャンするのではなく、 
必ずノウハウを参考にリサーチしてください。 
↓ 
そうして、仕入れ判断（モノレート分析）の経験値を増やしていき
ます。 
↓ 
モノレート分析ができるかできないかで、 
仕入れの幅は大きく変わってきます。 
とにかく多くのモノレートのグラフを見て 
感覚をつかんでいきましょう。 
↓ 
仕入れた商品をFBAを用いて販売して、仕入れた商品の販売スピー
ドを計測し仕入れた商品が売れて行く感覚を知りましょう。 

計測の方法としては、出品の際にSKUを自由に変更することができ
るので、そのSKUを出品した日程に設定しておくと、売れた際にい
つ出品した商品なのかを確認することができます。 
この後に解説する価格改定ツールを利用すれば簡単に設定できま
す。↓ 
以降、繰り返し。 
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これを１ヶ月間くらい繰り返すと、以前仕入れができた商品と同じ
商品を他店舗で仕入れをしたり、利益商品を見つけるスピードが 
格段に上がっていることを実感するかと思います。 
大量行動した結果として、 
目利きができるようになってくる感覚が身につきます。 

商品知識もついてきますね。 

そうすると、商品と値段を見ただけで、 

「この商品仕入れができるのでは？」 

「この商品はこの価格では高いな。」 

と反応できるようになるのです。 

商品と値段を見ただけで反応できるようになれば、 
あとは稼ぎたいだけ店舗に出向けばいい好循環になります。 

何事も最初が一番大変なものです。 

慣れてくれば非常に簡単に利益商品を発見できるようになるので、
そうなるためにも大量行動して相場観を付けていきましょう。 

初心者の方向け 

まず、近くの店舗のヤマダ電機のEランクの商品を全て 
検索する勢いでリサーチをします。 
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最初なので、予想以上のEランク商品の多さに挫折してしまう人、 
全部スキャンしても利益が出る商品を発見できない人が 
いるかもしれません。 

しかし、そのくらいで挫折してしまっていては今後ずっと、 
店舗せどりで稼ぐことはできないかと思います。 

僕も様々なノウハウを学んだあとは、全力行動あるのみでした。 

知識を得たあとは、実際に行動しなければ、 
全く意味がありません。 
知識のインプット、行動しながらアウトプット。 

これが結果を出すための最短最速の方法です。 
急がば回れというように裏技みたいなものはありません。 

始めたばかりの方は商品知識も少なく、どれが安くてどれが高いの
かという相場観という部分を鍛える必要があります。 

相場観を鍛えるためには、効率的なスキャンをこなす以外に 
方法はないです。 

最短最速で結果を出し、未来永劫稼ぎ続けるためだと思い、 
愚直に行動しまくるというのを徹底してください。 
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中級者の方向け 

ある程度仕入れはできているが、ヤマダ電機でしか仕入れをしたこ
とが事ない方や、中古商品のみを仕入れ対象として仕入れを行なっ
ている方がいるかもしれません。 

そんな方は、1つの店舗に固執する事なく、 
今回解説した店舗全てに行ってみることをおすすめします。 

仕入れができる店舗が多くなれば仕入れの量も多くなり、 
結果的に利益も必ず伸びます。 

中古商品のみを扱ってきた人は、 
新品商品を扱うとキャッシュフローが格段に良くなります。 

店舗の好き嫌いをせず、 
どんな家電量販店でも仕入れができるようになる必要があります。 

みんなが仕入れしにくいなーと思う店舗を極めてこそ、 
自分だけのテリトリーとなり取れる利益も増えていきます。 
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６、販売の際に注意すべきこと 

家電量販店で仕入れた商品に関しては、全国の店舗で同じ価格で 
仕入れができる都合上、多数のせどらーが仕入れることによって 
一時的な値下がりが起こることがあります。 

ここでの対処法は２通りあります。 

１つ目は、その値下がり合戦に乗り、 
最速で販売する事を考える方法。 
（場合によっては損切りをしてキャッシュフロー最優先する） 

２つ目は、価格を固定しておき、値下がり合戦が終わった後に、 
自分が見込んだ金額で販売する方法。 

基本的にはこの２通りの方法があります。 

互いの方法にメリット、デメリットはあります。 

臨機応変に対応していく必要はありますが、 
許容できる在庫保管期間によって選択する必要があるかと思います 

つまり、せどりを初めて間もない方は、 
多く仕入れて素早く多く販売する事に集中する必要があるため、 
１つ目の対処法を行う必要があります。 

FXでもそうですが、損切りできないのが人間です。 

自分の損を認めたくないという思いから、ずるずると損失ばかり膨
らましてしまいます。 
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資金が少ないうちは損切りしてでも商品を 
回転させることを考えると資金繰りが良くなります。 

最初は仕入れ資金も潤沢に使えるわけではないかと思いますので、 
仕入れた商品を素早く販売し、その売上でさらなる仕入れを 
行った方が利益の増加は早いです。 

利益が少なくなってしまったとしても、数ヶ月在庫を持っている方
が大きなリスクであると考える方がいいです。 

在庫を持つビジネスの都合上、 
損失が出てしまう商品は必ずあります。 

「トータルでプラスになればOK」 

この考えを常に持ち、トライアンドエラーを繰り返していくしか 
結果を生み出せません。 

値下がりが怖いから仕入れが全然できないという方もいるかと思い
ますが、すべてが値下がりをするわけではないですし、 
それを恐れていたら何も仕入れができなくなってしまいます。 

２つめの方法は寝かせる手法になりますが、 
安定して見込んだ額の利益で販売することができます。 

あなたは型落ちの商品を基本的に仕入れているわけですから、 
メーカーからの供給は既になく、 
店舗またはネットにある在庫のみです。 
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つまり、安く出品している出品者の商品が売れていけば、 
値段は段々と切り上げて上がっていきます。 

供給は既にないわけですからね。 

もちろん、見込んだ金額になるまでにどのくらいの期間がかかるの
かは、完全に予想することは難しいですが、 
大体の目安なら慣れてくるとモノレートの動きから 
判断できるようになります。 

モノレートの超細かい分析 

常に様々な商品のモノレートのグラフを見ることをお勧めします。
気になる商品は、エクセルなどに商品リストを作っておいて、定期
的に商品の動向を観察するのも非常に勉強になります。 
→仕入れを見送った商品だったり、１００個在庫あったが、１０個
の仕入れに抑えた商品などなど 

モノレートを観察する時のポイントは、出品者数と価格、ランキン
グがどのように変動しているかです。 
「出品者数が徐々に減って、増えている気配がないな」とか、「急
激に増えたのはなんでだろう？」とかモノレートから考えるべきこ
とは無限にあります。 
それを自分の解釈だとしても自分に落とし込んでいくことで、未来
のモノレートのグラフの動きがなんとなく見えてきます。 

「これは値下がりしそうな商品だな」 
というのも結構な確率で見えてきます。 
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７、価格改定ツールの重要性 

既に価格改定ツールを利用している方もいるかもしれませんが、 
利用がまだの方は僕が現在使用している 
最強のツールをご紹介します。 

・なぜ価格改定ツールが必要なのか？ 

Amazonで商品を販売する際に、ある程度の規模感（商品点数５０
点以上が目安）になってくると、価格改定ツールが必須になってき
ます。 

それは、Amazonの商品ページのシステム上、 
新品商品で他の出品者と差をつけるためには販売価格と 
Amazonポイント付与率の２つの項目しか基本的にないからです。 
（厳密には出品者の評価やコンディション説明で多少の影響はあり
ますが。） 

ですので、素早く商品を販売するためには 
値段を常に最安値に合わせる必要があるんですね。 

それを毎日手作業でやっていたのでは、多くの時間が奪われてしま
うのは考えてみればすぐにわかるかと思います。 

その作業を機械にやってもらうというイメージです。 

在庫をできるだけ抱えないことが理想であるので、 
早く販売することに注力することが非常に重要になってきます。 

それを可能にするのが価格改定ツールというわけです。 
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・最強の価格改定ツール　” D-plus ” 

商品点数が５０点以上で、手動での価格改定が手間に感じてきた方 
月利が５万円を超えた段階の方はすぐに使い始めたほうがいいで
す。 
価格改定ツール　D-plus 
 

https://dplus-tools.com 

３０日間無料で使える特典がついていますので、 
手軽にお試しもできます。 

商品の登録作業の時間も圧倒的に早くなります。 

体感で１０分の１くらいの時間で終わります。 
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最初はライトプランで十分かとは思います。 

商品点数が既に多い方や、電脳せどり（Amazon刈り取り）も 
実践したい方はスタンダードプランの方がいいかと思います。 

ここからは、実際に使える機能を紹介していきます。 

常に高値で販売するには（カートの仕組みを知る） 

どんな商品でもAmazonを利用して販売をしているとどうしても、
値下がり合戦は起こります。 

「出品者みんなが値下げしなければいいのに…」 

と思うかもしれませんが、需要と供給のもと価格は推移するので、
供給が増えれば必ず値段は下がります。 

もちろん、それを上回る需要があれば 
値段が下がることはありませんが。 

とは言っても、常に高値で販売できるような 
工夫をすることは可能です。 

Amazonでは、”カート”というものがあり、 
自分が出品している商品がこのカートに選ばれると 
商品が売れやすくなります。 

カートは合う条件のもと、グルグルと出品者の間で移り変わります 
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これはAmazon自体がカートを取っている例です。 
 

こちらは、「タカトシ総本店」というFBAを利用している出品者が
カートを取っている例です。 

Amazonでは、「カートに入れる」のボタンを押すと、ここに表示
されている出品者の商品が買われる仕組みになっています。 
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Amazonで商品を購入する購入者のうち、８０～９０％の人がこの
「カートに入れる」のボタンを押して商品を購入しています。 

つまり、カートに自分が出品している商品が表示されていれば、 
圧倒的に売れやすくなるというわけです。 

どうしたら、カートを取ることができるのか？ 

それは様々な要因がありますが、 

・出品価格 
・FBA利用しているかどうか 
・Amazonポイント付与率 
・出品者の評価 
・在庫数 

基本的にはこの５つの項目で 
カートの入りやすさが決まると言われています。 

ここで、FBAを利用していることを前提にした場合、 
一番カートに影響するのは”出品価格”になります。 

しかし、出品価格が最安値の人が絶対にカートを取れているという
わけではないんです。 
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例えば、上図のように出品者が４人いたとします。 

この時、カートがA~Cの間で順繰りしている状態です。 
値段に幅はありますが、2700円でもカートが取れていますね。 

この時、一般の価格改定ツールだと価格改定後は2500円の最安値
に値段を合わせてしまうことになります。 

しかし、実際には2700円で販売することが可能なのに… 

ここで、D-plusのカート最高値合わせの設定にすると、 
図のように2700円に価格を改定してもらえます。 

200円の差ではありますが、１０個販売したら、 
2000円の差になります。 

１ヶ月間で全商品この設定を使って価格改定すると、 
数万円～数十万円の差が出てきます。 

”安く買って高く売る。” 

ここが全てなので、常に高く販売することを意識しましょう。 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急激な値下がり合戦に飲み込まれないようにする方法 

価格改定ツールを利用する時に心配になるのは、どこまでも価格が
下がっていってしまうのではないかというものだと思います。 

確かに、ただツールを利用しただけだと、 
どこまでも値段が下がり予期しない価格で 
販売してしまうことがあります。 

これを回避するために大切なのは、 
”下限値”を設定すること。 

いくらまでなら値段が下がってもいいのかを設定しておくと、 
急激な値下がりで安値で販売しなくて済みます。 

このように急激な出品者の増加により、一時的に値段が下がって
6000円ほどまで下がっています。 

ですが、１ヶ月ほど待つと、8000円台に価格が戻っているのがわ
かると思います。 
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全ての商品がこのように値段が戻るわけではないですが、 
ランキングが高い商品はこのように値段が戻ってくる確率が 
非常に高いです。 

なので、利益率を１０％は確保できる価格で下限値を設定しておく
と不意の値下がりで安値で販売してしまう心配はなくなります。 

その他、使える機能などは下記の内容を参考にしてください。 

https://dplus-tools.com 

ツールを使い始めると、「スタートマニュアル」をもらうことが 
できるので、設定などはそちらを参考にしてもらえればと思いま
す。 
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８、まとめ 

いかがだったでしょうか？ 

最後の最後でさらなるサービス動画です！ 
 

https://youtu.be/0je8yDefhQs 

こちらの教材を語り尽くした、 
１時間半くらいにも及ぶ動画セミナーになります！ 

最初はあなた自身で一通り読んで欲しかったので、 
最後の最後での公開です。 

教材を一通り読み、 
動画セミナーで復習をして 
着実に自分の知識にしてください。 
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ここに書いてあること以外にも、 
実践をすれば新しいノウハウや知識が 
どんどん自分の知恵と経験になってきます。 

明日には家電量販店に行く！ 

くらいの意気込みで行動していきましょう。 

教材の内容で難しかった部分や、 
解説が足りなかった部分などあれば、 
何でも聞いてください。 

この教材は、あなたが家電量販店で利益商品を発見して、 
稼ぐための教材です。 

主役のあなたが稼ぐことができなければ、 
本末転倒です。 

なので、疑問点、質問などあればLINE@又はメールの方で 
サポートさせていただきますので、 
お気軽にお問い合わせください。 
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LINE@ サポート 

ID : @furuse 

URL : https://line.me/R/ti/p/%40dnn4495i 

メール サポート 

アドレス :  support@falcom-inc.co.jp 

それでは、家電量販店での爆益を願ってます。 
実践報告などもお待ちしていますね！！ 

古瀬 京介
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