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本物の家電せどりマニュアル

はこれだ！ 

家電量販店まるごとせどり！ 

家電、CD,DVD,ゲーム、 

利益がでるものは 

なんでもせどっちゃえ！ 

 

   モロミ著 
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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。 

このレポートの著作権はモロミに属します。 

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

切の責任を負わないことをご了承願います。 

このレポートを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。 

このレポートに記載されている URLはクリックできます。 

できない場合は最新の AdobeReade を下記のページよりダウンロー

ドしてください。（無料） 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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はじめまして。 

モロミと申します。 

このたびはご覧いただきありがとうございます。 

現在、家電せどりとアフィリエイトをメインに活動しております。こちらが

2013 年 4 月の実績です。 

  

アカウントを２つ持っていまして 

この他にもヤフオクで 50 万円ほどの売上があり, 

合計して月商 500 万円利益 100 万ごえを達成しました。 

 

また数十人のかたにせどりコンサルをしてきて 

多くの方を稼がせることもしてきました。 

 

 



本物の家電せどりマニュアル 

 

4 

 

現在はアフィリエイトも実践しており、 

半自動で毎月 50 万円以上稼いでいます。 

 

【他の ASP にも 10 万円ほどの収入があります】 

 

2015 年 1 月には独自コンサル企画で 

月収 1500 万円を達成することができました。 

 

さらに詳しい自己紹介はこちらをご覧ください。 

http://okinawanohoshi.com/profile 

では、早速本題にはいっていきます。 

http://okinawanohoshi.com/profile
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第１章 家電せどりとは 

せどりとは一般的に店舗で商品を安く買い、 

ヤフオクやアマゾンで買値よりも高く販売し 

利ざやを得ることを言います。 

せどりには色々な商品の種類があります。 

 

１、本 

２、CD 

３、DVD 

４、ゲーム 

５、おもちゃ、フィギア 

などなど、扱う商品が多岐に渡ります。 
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私がお教えする手法は家電量販店に行き 

家電製品をメインに様々なジャンルの商品を仕入れ、 

販売する手法をお教えします。 

 

 

ある家電量販店の店内です。 

 



本物の家電せどりマニュアル 

 

7 

 

 

家電量販店は家電製品はもちろんのこと、 

ゲーム、CD、DVDなど 

仕入れられる商品の宝庫です。 

私は家電量販店に行ったら 

いつも両手で持てなくなるぐらいまで仕入れます。 

 

 

1店舗のみでここまで仕入れることができ、 

複数の店舗を回ればもっと仕入れることができます。 
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家電量販店は全国で大小何千店舗もありますので 

全国各地で家電せどりはできます。 

 

これは2014年のデータです。順位は売上高順です。 

1位 ヤマダ電機 1兆8939億円 4410店舗 

2位 ビッグカメラ 8298億円 38店舗 

3位 エディオン 7666億円 1212店舗 

4位 ケーズHD 7011億円 426店舗 

5位 ヨドバシカメラ 6908億円 21店舗 

6位 上新電機 4017億円 233店舗 

7位 ノジマ 売上高 2184億円 177店舗 

 

家電量販店にもそれぞれ特色があります。 

地域や会社によって扱っている商品、 

値段が違いますのでライバルが増えても 

全く稼げなくなるということは有り得ません。 
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また、大型スーパーのイトーヨーカ堂、イオン、西友や 

ホームセンターやディスカウントショップでも実践することができます。 

 

自分が住んでいる地域の仕入れ先を検索する方法として、 

iタウンページを活用するとよいです。 

 

こちらを参考にしてみてください。 

 

iタウンページで仕入先を検索する方法 

http://okinawanohoshi.com/itawnpage-5129 

 

 

ではどのように仕入れ、 

どのように販売するかということを、 

次の章から詳しく説明していきます。 

 

 

 

http://okinawanohoshi.com/itawnpage-5129
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第２章 販売方法について 

販売方法に関してはフルフィルメンㇳ by Amazon(FBA)を 

利用して販売してください。 

 

 

FBAとは商品をアマゾンに納品し、 

出品者に代わって商品の受注や発送、入金手続きなどをしてくれる 

サービスです。 

 

クレームや返品などの対応もAmazonがやってくれるので作業負担が 

減ります。 
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また自己発送に比べて売れ行きが全然違います。 

FBAを利用して販売するほうが断然売れます。 

 

デメリットとしては 

・手数料が割高 ・返品がされやすい 

などがありますが、 

そのデメリットを凌ぐメリット（商品が断然売れる） 

がありますのでぜひ活用してください。 

 

Amazonのアカウント作成方法についてや、 

せどりに使用する備品や消耗品はこちらを参考にしてください。 

 

Amazonアカウント作成方法 

http://okinawanohoshi.com/amazonaccount-4217 

せどりに使用する備品や消耗品をご紹介 

http://okinawanohoshi.com/sedirusiyou-5545 

 

 

http://okinawanohoshi.com/amazonaccount-4217
http://okinawanohoshi.com/sedirusiyou-5545
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第３章 どのように仕入れるのか？ 

Iphoneの無料アプリを使って商品が売れるか売れないか、 

利益がでるかでないかを調べてから購入します。 

 

そのIphoneの無料アプリの名前は 

「せどりすと」というアプリです。 

 

このアプリ一つさえあれば家電せどりができます。 

 

ドコモのかたはAndroidアプリ「せどろいど」がおすすめです。 

 

 

このレポートでは、 

「せどりすと」を使った仕入れ方法をお教えします。 
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この商品の売れている価格帯や現在の出品数を調べます。 

 

 

赤枠で囲まれたところをタッチします。 

タッチするとモノレートのページに飛びます。 
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このような画面がでてきます。 
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基本的に3か月間のデータを見てください。 

 

この2つのグラフは3か月間の価格推移と出品者数を表しています。 

 

商品相場を把握することで、 

この商品が今後どのような価格で推移するかの予測を立てることができます。 

この商品の価格相場は安定していることがわかります。 

 

注意すべき点は最安値価格が自己発送とFBA商品が混ざっていることです。 

 

そして出品者数を見ると、 

少しずつ出品者が増えてきているのがわかります。 
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このグラフは商品のランキングの推移を表しています。 

線が下にあるほど高い順位ということになり、 

売れ筋商品ということになります。 

 

簡単な見方としては線がジグザグし、上下に動いているほど売れています。 

動きが少ない場合は6か月や12か月スパンで見て判断してください。 

 

次のグラフと照らし合わせてどの価格帯で売れているのか、 

またどのぐらい売れているのかを調べます。 
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この表は最安円価格、出品者数、ランキングと今までのグラフを 

全部あわせた表になっています。 
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「モノレート」を使ってチェックするべき点は 

ランキングがどのぐらい上下しているのかをチェックします。 

 

3月21日は52606位に対して3月22日は21919位と順位が上がっていますので 

商品が売れています。 

新品の出品者が7から６になっているので、 

新品が売れたと予測をたてることができます。 

 

そして3月27日は81430位に対して3月28日は38472位となっています。 

商品は売れているのですが、 

新品の出品者数は増え中古の出品者数は変わりません。 

これはどちらが売れたのか予測が立てづらいパターンですが 

ほぼ間違いなくどちらかの商品は売れています。 
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ランキングが無い商品や出品されてから日が浅くデータがあまりない商品は 

最初のうちは仕入れないほうがよいです。 

 

仕入れるとしても少量だけを仕入れてから、 

様子を見て今後仕入れるか判断してください。 

 

またアマゾンのFBAを利用して販売すると商品手数料がかかります。 

どのぐらい手数料がかかり、いくら残るかを調べなければなりません。 

 

調べる際はアマゾンのFBA料金シュミレーターを使用してください。 

 

この商品を6100円で販売した場合を調べます。 
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FBAを利用して6100円で販売した場合、 

手数料を引いた金額4855円が残るということがわかります。 

 

4855円を基準にしていくらだったら仕入れるかを判断してください。 
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なれてくるとFBA料金シュミレーターを使わなくても、 

いくらで販売すると大体いくらの残るかということがわかってきますが、 

慣れないうちはFBA料金シュミレーターを使用しましょう。 

 

以上で商品を仕入れる判断についての説明は終わります。 

 

こちらも参考にしてみてください。 

 

モノレートの見方を徹底解説 

http://okinawanohoshi.com/amashowamazon-4378 

 

FBA料金シュミレーターの使い方を解説 

http://okinawanohoshi.com/amazonfba-2-4375 

 

 

 

 

 

http://okinawanohoshi.com/amashowamazon-4378
http://okinawanohoshi.com/amazonfba-2-4375
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第４章 調べる商品を選別する 

調べる商品を選別する方法をお教えします。 

 

家電製品、CD、DVD、ゲーム、おもちゃなど 

本来は家電量販店にある商品を一つ一つ調べたほうがよいのですが、 

かなりの時間がかかります。 

 

利益がでる商品というのはポイントがありますので、 

そのポイントに沿って調べていきます。 

 

1、広告チラシをチェック 
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店頭や新聞の折り込みチラシを見てセール品をチェック 

してください。 

 

セール品のなかに利益がでる商品がある場合もあります。 

 

チラシの商品を調べて利益がとれるなら、 

店頭で店員さんに商品の場所を聞いて購入します。 

 

車で来ている場合はよいですが、 

電車や徒歩の場合は最初から大きい商品を購入すると 

その商品だけで持てなくなってしまうので、 

なるべく小さい商品から狙っていったほうがよいです。 

 

またFBAに納品する際にサイズ制限【3辺で160センチまで】が 

あります。 

この制限を超えると自己発送で販売するという形になります。 

 

 



本物の家電せどりマニュアル 

 

25 

 

2、ワゴン品をチェック 

そこそこ大きい規模の家電量販店にはワゴンセール品があります。 
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在庫処分品や型落ち品を安く販売していますので、 

一つ一つチェックしてみてください。 

 

3、1人1点限りの商品をチェックする 

 

広告品や在庫が少ない商品はこのような表示が多いです。 

 

1人1点と購入制限はありますが 

時間帯を変えたりレジを変えたりするのも手です。 

 

また、店員さんにお願いしてみるのも手です。 
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第５章 ネットから仕入れる 

店舗以外からもネットから商品を仕入れるという手法があります。 

その手法を「電脳せどり」といいます。 

 

店舗せどりの場合は店舗が空いている時間に行かなければなりませんが、 

電脳せどりに関しては24時間実践することができます。 

 

主な仕入れ先としては大手家電量販店のネットショップ、 

楽天市場、ヤフーショッピングなどが挙げられます。 

 

仕事が忙しく店舗に行く時間がない場合は 

ネットから商品を仕入れる電脳せどりも取り組んでみるとよいです。 

 

ネットから仕入れる際はポイントサイトを経由したほうが 

ポイントもたまりお得です。 

 

こちらの記事を参考にし、登録してみてください。 

http://okinawanohoshi.com/hapitas-4398 

http://okinawanohoshi.com/hapitas-4398
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第６章 保障について 

気になるところが保障についてだと思います。 

 

ほとんどの国内の家電製品には1年間のメーカー保証がついています。 

自然故障した場合に、購入してから1年間は無料で修理や交換を 

メーカーがしてくれます。 

 

家電量販店で家電製品を買うとレシートと、 

保証書に添付する紙がもらえます。 

 



本物の家電せどりマニュアル 

 

29 

 

この紙が保証書に貼る紙になります。 

記載されている日付から1年間は保障してもらえることになります。 

（保証期間はメーカーや商品によって異なります） 

 

この保証書添付用の紙は手元にとっておき、 

販売するときはこの紙はつけません。 

 

なぜかといいますとアマゾンで商品を購入した場合、 

商品が届いた際に一緒に添付されている納品書がありますが 

自然故障した場合に保証書と一緒に送られてきた納品書を 

添付することによって対応してもらえます。 

 

しかし全部のメーカーが対応してくれるとは限りません。 

 

メーカーによっては納品書を添付しても対応してくれない 

可能性がありますので、保証書添付用の紙を手元に持っておき、 

納品書でも対応してくれない場合は商品を自分に送ってもらい自分で 

対応することになります。 
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私自身そのようなことは今までありませんので、 

めったにないと思います。 

 

デジタルカメラやビデオカメラは保証書添付用の紙はもらえず、 

保証書に日付入りの印鑑を押されますので 

いつからいつまでの保証があるということをしっかりと商品説明文に 

書いたほうがよいです。 

 

書かないと例えば、 

「3月6日に買ったのに何で3月2日の保証印が押されているんだ！」 

と購入者からクレームがくる可能性があります。 

 

私の場合はデジタルカメラやビデオカメラなど保証書に日付入りの印鑑が 

押される場合はコンディション説明でいつから保証があるということを書き、 

それ以外の商品に関しては万が一のために保証書添付用の紙だけは保管し、 

コンディション説明に保証については書きません。 
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FBAを利用して販売すると無条件で1か月間はどんな理由でも 

Amazonは返品を受け付けますので、 

商品が故障していなくても返品は少なからずあることは 

認識してください。 

 

購入者都合の返品は理由にもよりますがAmazonに抗議すると 

商品代金の半分ほど補填される可能性がありますので、 

納得がいかないことをAmazonに伝え抗議したほうがよいです。 
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第７章 今まで販売してきた商品 

今まで私が店舗で仕入れ販売してきた商品をご紹介します。 

参考にしてみてください。 

１． CANON デジタルカメラIXY 220F 光学5倍ズーム広角24mm IXY220F 

 

仕入れ価格が7000円 

販売価格が11500円 

差額4500円 

 

デジタルカメラなどは色違いの商品も販売されていることが多いので、 

調べてみるとよいです。 
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２． ミヨシ MCO 折りたたみ Bluetooth キーボード 

アイソレーション式 ブラック TOR-BT01 

 

仕入れ価格 1980円 

販売価格 5980円 

差額 4000円 

 

Amazon自身も販売していたのですが、 

Amazonよりも200円ほど価格を下げて出品していたら3日で売れました。 

Amazon自身が販売している商品もAmazonよりも少し価格を下げたら 

売れます。 
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３． LOGICOOL スピーカーシステム 2.0ch PCスピーカー Z520 

 

仕入れ価格 3780円 

販売価格 7980円 

差額 4200円 

 

スピーカーはサイズが大きい物も多いので、FBAを利用する際はサイズに注意し

て仕入れてください。 

大型商品は手数料も変わってきます。 

 

以上となります。 
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利益がとれる商品を見つけるためには数多くの商品を見ることです。 

これは店舗仕入れもネット仕入れも一緒です。 

 

数多くの店舗をまわり数多くの商品を調べることにより、 

店舗の特色や商品の相場がわかってきます。 

 

行動することにより利益のとれる商品も見つかるようになり、 

効率も上がっていきます。 

 

利益がでる商品が見つからないと早々に諦めることはせず、 

ひたすら行動していきましょう。 

 

そうすることで必ず成果はでます。 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。 
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せどりの最新手法をYOUTUBEで公開しています。 

いち早く動画を受け取りたい場合は登録してください。 

https://www.youtube.com/user/kadensedorimoromi 
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