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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。 下記の点にご注意戴きご利用下さい。 
• このレポートの著作権は、製作者に属します。 
• 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。 
• このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。
• このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材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。
 • 著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、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行う場合があります。 
• 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



  

中古せどりを楽しみましょう！
このレポートを作成しました、山崎壱彩(イサイ）と申します。

僕は１０年以上、趣味としてリサイクルショップに通い詰め、仕入れたもの
をヤフオクで販売するという「せどり」を続けてきました。

趣味が高じて、３５歳で個人事業主に転身した、自称リサイクルショップせ
どりマニアです。

今でこそ新品・中古ジャンルを問わず仕入れし、Amazon・ヤフオクで幅広
く活動していますが、自分の原点である「リサイクルショップでの中古せど
り」は、せどりを始めてみたい方にも、幅を拡げたい方にもおススメしたい
ジャンルです。

ぜひ、このレポートを参考に「中古せどり」の可能性に触れてみてくださ
い。

はじめにはじめに



• コンディションにより大きく値段が変わる
•市場価格と店頭価格の差が大きい

•新品は全国同じ商品がありますが、中古は少ない
• ライバルの大多数は新品のみを取り扱っている

•仕入れ単価の低い商品でも利益が出せる
•新品商品より仕入れ価格が低い

低資金仕入れ

価格競争が少ない

高利益率

中古せどりのメリットとデメリット

まず、中古せどりの「メリット」と「デメリット」を確認しましょう

【　メリット　】



•新品商品に比べると売れるまでに時間のかかるものが多い

•商品箱のないものはバーコードが読めない
•型番すらわからない商品もある

•動作確認、清掃、写真撮影
• コンディション説明文書作成

出品作業に時間がかかる

商品検索に時間がかかる

低回転

中古せどりのメリットとデメリット

中古せどりのデメリットは、時間がかかることです

【　デメリット　】



オフハウス
ハードオフ
ブックオフ

メルカリ
ラクマ等
フリマアプリ

ヤフオク！

商品仕入

販売メルカリ
ラクマ等
フリマアプリ

販売力：高
商品価格：高

ヤフオク！
即金性：高
何でも売れる

中古商品の仕入れ先と販路



  

中古商品モノレートの見方

モノレート
https://mnrate.com/

中古・新品に限らず、モ
ノレートを利用して販売
動向を読み解くのが、せ
どりの肝とも言えます。

中古せどりでのモノレー
トの見方を解説します。

新品商品であれば、ラン
キングのグラフに波があ
る＝売れていることで、
仕入れ可能か判断でき
ますが、このグラフだけ
では、新品・中古品どち
らが売れているかわかり
ません。

次項の「最安値一覧」を
確認します。



  

中古商品モノレートの見方

右は、モノレートの「最安値一
覧」を開いたものです。
右側が中古です。

枠で囲んである、ランキング
と、最安価格が太字や斜体に
なっているところが、中古商
品が売れたタイミングです。

中古出品者数が減って、ラン
キングが上昇していますね。
また、下はヤフオクアプリで落
札相場を調べたものです。コ
ンディションによる価格差は、
ヤフオクでも確認できます。



  

　仕入商品紹介　（　１　）

デジタルカメラは取り扱いが多
い商品です。
ねらい目は「防水」「耐衝撃」と
いった、特殊な機能をもったタ
イプです。画素数や年式を基
準に値付けされていることが多
いので、特殊な需要がある機
種が安く売られていることがあ
ります。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  7,452円
売　　　値：16,800円
利 　　 益：  7,675円



  

仕入商品紹介　（　２　）

デジタルフォトフレームも仕入
れやすい商品です。
未使用に近い商品が多く、コン
ディションによる価格差が大き
いため、安く買い、高く売ること
ができます。
本体を包む白い袋も商品価値
を上げるアイテムですので確認
してください。

購入店：オフハウス
仕入れ値：  　972円
売　　　値：  8,800円
利 　　 益：  6,619 円



  

仕入商品紹介　（　３　）

特殊な需要のある商品も、お
店では安く、ネットでは高く売れ
る傾向があります。
こちらは未使用品でしたので、
「ほぼ新品」コンディションで売
れました。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  1,404円
売　　　値：  4,530円
利 　　 益：  2,344 円



  

仕入商品紹介　（　４　）

家庭用プラネタリウムの中でも
ダントツの人気商品。星の数が
圧倒的です。同じ形状で種類
が何種類かありますので、箱な
どを確認しましょう。
付属の恒星原盤（投影する星
が刻まれているもの）の数も確
認が必要です。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  6,372円
売　　　値：11,800円
利 　　 益：  3,919円



  

仕入商品紹介　（　５　）

季節家電は、オフシーズンに相
場より安く値付けされている場
合があります。季節によって価
格差の大きい商品ですので、
保管場所の許す限り仕入れて
おくことをおススメします。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値： 5,292円
売　　　値：22,800円
利 　　 益：15,194 円



  

仕入商品紹介　（　６　）

ヒーターの中でも、デスク周り
で使うものは、夏場でも冷房対
策で売れます。ぱっと見、そん
なに高くなさそうなこの商品で
すが、需要が高く、思わぬ高値
になりました。

購入店：オフハウス
仕入れ値：  1,480円
売　　　値：　7,800円
利 　　 益：  5,010円



  

仕入商品紹介　（　７　）

美容家電では、このナノケアス
チーマーにお世話になってま
す。こちらもプレゼントや景品に
使われることが多いためか、流
通量も多く、程度の良い中古品
も多いです。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  2,052円
売　　　値：　6,980円
利 　　 益：  3,895円



  

仕入商品紹介　（　８　）

ドライヤーもナノケアが人気で
すね。
こちらは箱入りの中古品でし
た。中古品は、箱・説明書のあ
るなしも価格に関わってきます
ので、注意しましょう。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  3,564円
売　　　値：　8,980円
利 　　 益：  4,586円



  

仕入商品紹介　（　９　）

電動サイクルマシンです。自動
でペダルがまわる、リハビリを
目的とした器具ですので、高齢
者施設等からの需要が高いで
す。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  2,484円
売　　　値：　9,800円
利 　　 益：  5,764円



  

仕入商品紹介　（　１０　）

気付けば数が増えていて、余っ
ている家庭も多いのではない
でしょうか。こちらは新品だと結
構なお値段になる商品です。
購入時のまま家で眠っているも
のがあれば、ラッキーかも。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  　324円
売　　　値：　2,000円
利 　　 益：  1,142円



  

仕入商品紹介　（　１１　）

パッケージ未開封でしたので、
コンディション「ほぼ新品」で出
品。少し時間かかりましたが2
カ月ほどで売れていきました。
使用する人は少ないけれど、
必要な人は必ずいる、という商
品も狙い目です。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  4,212円
売　　　値：　8,980円
利 　　 益：  3,805円



  

仕入商品紹介　（　１２　）

事務用品はネット需要が安定
しています。amazonの中古販
売でもどんどん売れていきま
す。

購入店：セカンドストリート
仕入れ値：  2,484円
売　　　値：  7,480円
利 　　 益：  3,347円



  

リサイクルショップは、自分と値付けした人との勝負を楽しむ場所です。

大多数の商品は相場通りの値段が付いています。それでも、ほんの一握り存在す
る掘り出し物を探し、店舗を眺めると、ワクワクします。

ほんとに掘り出し物があるの？って思われるかもしれませんが、自分の経験上、
仕入れ可能な商品は毎週補充されています。店舗仕入れはタイミング次第です。

リサイクル市場が活性化している近年、毎日多数の商品がお店に持ち込まれてい
ます。大量の商品がある中で、すべてのモノを100％相場に合わせた値付けをす
るのは無理、という現状があります。

仕入れに行くなら、平日が狙い目。土日は買取と販売で忙しいはずなので、店舗
に品物が並ぶのは平日の方が多いからです。

商品がたくさんあって、どれを見たらいいかわからないって場合には、値札の日
付を見て新しいものだけをチェックしましょう。

はじめに店舗仕入れのタイミング



  

中古せどりを楽しみましょう！

いかがでしたでしょうか？ 中古せどりは奥が深く、まだまだ書ききれないとこ
ろはありますが、 僕が一番伝えたかったのは、 新品だけじゃなく、中古ジャン
ルも取り組んだ方が差別化になるってことです。

まずは自分の興味のある分野の商品だけでよいので、リサイクルショップやヤフ
オクで、どれくらいの値段で販売されているのかをチェックしてみてください。

きっと出会えるはずです。「これは安すぎる！」という掘り出し物に。

新品転売よりもライバルが少なく、利益が取れるのが中古せどりですので、是非 
好き嫌いせずチャレンジして頂けたらと思います。

 一緒に中古せどりを楽しんでいけたら幸いです。ありがとうございました！

はじめにまとめ



  

メルマガではリサイクルショップで、家電・日用品から家具・ぬいぐるみまで、
どんなものでも目利きで仕入れる「せどりハンター」の日常を書き綴っています。

● レポート発行者
　　　山崎　壱彩（イサイ）

● ブログ
［セドリズム　僕がせどりを好きなわけ］

　　　　　http://www.sedorhythm.com/
● メルマガ
［せどりを楽しむメルマガ（無料メールマガジン）］
　　　https://hope-ex.jp/fx10798/bOik0L

● お問い合わせ
　　　　　ymzk@isai-world.com

著作者情報
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