
【YUGA 流】

家電・雑貨・ホビーせどり

だけだと資金繰り・利益率に悩ませら

れませんか？	

利益率 30%以上の	

高利益・高回転のセット本

せどりを導入して	

資金繰り・利益率を	

大幅に改善しませんか？

【仕入れリスト特典付き】

高利益・高回転のセット本せどり

最強マニュアル！	

布施優雅 



家電・雑貨・ホビーせどりだけだと資金繰り・利益率に悩ませられませんか？	

利益率 40%以上の高利益・高回転のセット本せどりを導入して	

資金繰り・利益率を大幅に改善しませんか？	

高利益・高回転のセット本せどり最強マニュアル！ 

 
Copyright (C) 2016 布施優雅. All Rights Reserved. 

2 

■推奨環境■ 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の

Adobe Reader を無料でダウンロードしてください。 

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

■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布施優雅に属します。 

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、一切の責任負わないことをご了

承願います。 



家電・雑貨・ホビーせどりだけだと資金繰り・利益率に悩ませられませんか？	

利益率 40%以上の高利益・高回転のセット本せどりを導入して	

資金繰り・利益率を大幅に改善しませんか？	

高利益・高回転のセット本せどり最強マニュアル！ 

 
Copyright (C) 2016 布施優雅. All Rights Reserved. 

3 

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレポートの利用することに

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。



家電・雑貨・ホビーせどりだけだと資金繰り・利益率に悩ませられませんか？	

利益率 40%以上の高利益・高回転のセット本せどりを導入して	

資金繰り・利益率を大幅に改善しませんか？	

高利益・高回転のセット本せどり最強マニュアル！ 

 
Copyright (C) 2016 布施優雅. All Rights Reserved. 

4 

目次 

■はじめに■ ................................. エラー! ブックマークが定義されていません。  

第１章 仕入れ店舗 .............................................................................................. 10 

(1)仕入れる商品の検索方法 ............................................................................ 11 

  (2)仕入れの目安  ············································································ 13 

(3)抜け巻を集める ........................................................................................... 15 

第２章 セット本の出品・梱包 ................................................................................ 19 

(1) 値段設定 ................................................................................................... 19 

  （2） 梱包方法 ················································································· 20 

■特典■ ............................................................................................................. 22 

■発行者情報■ .................................................................................................. 28 

 

 

  



家電・雑貨・ホビーせどりだけだと資金繰り・利益率に悩ませられませんか？	

利益率 40%以上の高利益・高回転のセット本せどりを導入して	

資金繰り・利益率を大幅に改善しませんか？	

高利益・高回転のセット本せどり最強マニュアル！ 

 
Copyright (C) 2016 布施優雅. All Rights Reserved. 

5 

■	はじめに■  

 

このレポート作者の布施優雅（ふせゆうが）と申します。 
 
 
 
この度は当レポートを 
ダウンロード頂き誠にありがとうございます。 
 
 
 
当レポートは私が実際に Amazon 転売（せどり） 

開始 1 年で年商 6272 万円以上を稼ぐ事が出来た 

ノウハウの一部を無料レポートという形で配布させて 

頂いております。 
 
 
 

このレポートに記載してある事は 

全て実際に私がやってきた事なので、 

この通りに実践して頂ければ、必ず結果が出る 

というものになってます。 
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ここで私の簡単な経歴をご紹介させて頂きます。 

2014 年 10 月 Amazon 転売（せどり）をスタート。 
 

 

 

せどり開始 2 ヶ月で 

月商 180 万円（利益率 40%）を達成。 

 

 

 

せどり開始 3 ヶ月で 

月商 350 万円達成（利益率 41%）を達成。 

 

 

 

せどり開始 6 ヶ月で 

月商 650 万円達成（利益率 38%）を達成。 

 

過去、最高月商は 1089 万円。 

 

一年間のトータルの売上を計算すると 6272 万円で利益 

率は 38%でした。 
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私は学歴も資格もインターネットの知識も全く無い状態

でこの Amazon 転売ビジネス（せどり）を始めたので、最

初はとても不安でした。 

 

 

 

そんな私でしたが、Amazon 転売は再現性が高く 

短期間で結果を出す事ができました。 

 

 

 

このレポートでは、私がせどりで結果を出せた 

事に欠かせないセット本せどりについて解説していきます。 

 

 

 

セット本せどりとは、 

本を単品で売るのではなく 1 巻〜5 巻をセットにして販売

するという手法です。 
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今更、本せどり？ 

と思う方もいらっしゃるかもしれません。 

 

 

しかし、高利益・高回転のセット本せどりを 

導入することによって資金繰りが改善したという方や 

 

 

セット本せどりを導入してから 

利益率が 10%以上伸びたという方も沢山居ます。 

 

 

セット本せどりの導入は 

こんな方にオススメです。 

 

●	資金繰りが厳しい 

●	資金が少なくて家電などの大量仕入れができない 

●	家電などを扱っていると返品・返金が多く利益が減る 

●	仕入れジャンルが偏っており、新しいジャンルを開拓したい 

●	利益率を上げたい 

●	ビームなどを使うので店員の目が気になる 

●いい評価が入りやすい 

 

一つでも当てはまるものが 

ある方にはとても魅力的なジャンルです。 

 



家電・雑貨・ホビーせどりだけだと資金繰り・利益率に悩ませられませんか？	

利益率 40%以上の高利益・高回転のセット本せどりを導入して	

資金繰り・利益率を大幅に改善しませんか？	

高利益・高回転のセット本せどり最強マニュアル！ 

 
Copyright (C) 2016 布施優雅. All Rights Reserved. 

9 

ここでセット本せどりの 

メリット・デメリットについて解説します！ 

 

 

セット本せどりのメリット 

 

●利益率がかなり高い（基本的に 30%の利益率） 

●高回転なので資金繰りが楽になる 

●少資金でもできる（基本的に 108 円から 216 円の低単価） 

●仕入れが楽しい（仕入れられる商品が沢山ある） 

●再現性が高いので初心者でも簡単 

●慣れてくると検索することも少なくなるので、効率がいい 

●いい評価が入りやすい 

 

 

セット本せどりのデメリット 
 

●	商品が重いので女性の方などには不向きかもしれません 

●	資金に余裕がある方は単価が安い 

●	セット本は全巻揃わないと出品できない 

 

 

是非、これから解説をする 

セット本せどりのノウハウを参考にして頂き 

ガンガン利益の出る商品を仕入れて稼いでください！！ 
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第1章	 セット本を仕入れる店舗 

 
こちらの章では、セット本の仕入先について 

解説していきたいと思います。 

 

 

仕入先は基本的に古本屋になります。 

中古の本を仕入れ、セットにして販売していく 

というのが基本的な流れになります。 

 

 

主な仕入先は下記に箇条書きしておきます。 

 

1 ブックオフ 

2 古本市場 

3TSUTAYA 

4 ブックマーケット 

5 お宝鑑定団 

 

などがメインの仕入先になりますが、 

自分が住んでる地域のメジャーではない古本屋なども 

結構お宝が眠っている可能性があるので、是非チェック

してみて下さい。 
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1.仕入れる商品の検索方法 

 

 
こちらの章では仕入れる商品の検索方法を解説させて

頂きます。 

 

基本的に私の場合はブックオフの 108 円コーナーにある

セット本をモノレートで検索し、仕入れていきます。 

 

 

例えばこちらの商品 

 

 

「SLAM DUNK(スラムダンク) コミック 全 31 巻完結セット」 
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こちらの商品を検索したい場合、キーワードに 

「スラムダンク」と入れてしまうとセット本ではなく 

1 冊ずつの単体が出てきてしまう可能性が高い為、 

キーワードに「スラムダンク セット」と入れるとセット本

が検索できます。 

 

 

これは他のセット本も同じなので、店舗に行った際に 

何冊かセットになっている本があった場合は 

 

 

「タイトル」 「スペース」 「セット」の順番に打ち込んで 

検索をすると、大体出てきます。 
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2.仕入れの目安 

 

 

私は基本的に 108 円の本を仕入れる事が多いのは 

単に合計金額の計算がしやすいからです。 

 

 

例えば上のモノレートの画像を見て頂ければ 

分かると思いますが、中古の最低価格が 

「5700 円」となっております。 

 

こちらの商品は「31 巻セット」となってるので 

 

 

108 円×31 巻＝3348 円で購入する事ができます。 

 

 

この時点で約 20%の利益は取れるので、 

仕入れてしまっても構いませんが私は 

最低価格を比較対象にしません。 

 

 

後ほど詳しく解説しますが、私は基本的に 

「中古品良い」の FBA 出品者の最低価格に 

合わせて仕入れ、出品します。 



家電・雑貨・ホビーせどりだけだと資金繰り・利益率に悩ませられませんか？	

利益率 40%以上の高利益・高回転のセット本せどりを導入して	

資金繰り・利益率を大幅に改善しませんか？	

高利益・高回転のセット本せどり最強マニュアル！ 

 
Copyright (C) 2016 布施優雅. All Rights Reserved. 

14 

 

 

現在の時点では、この商品の 

「中古品良い」の FBA 出品者の最低価格は 

 

 

7480 円となっておりますので、ここを比較対象にして 

仕入れをしていきます。 

 

 

 

 

 

基本的に購入者は少し位値段が高くても 

頼んだらすぐ来る FBA を利用した出品者から 

購入したいと考えています。 

 

 

少し工夫をしただけで、 

利益率が 36%に跳ね上がります。 
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3.抜け巻を集める 

 

こちらの章では抜け巻の集め方について 

解説していきたいと思います。 

 

 

抜け巻というのは、 

例えば、「１巻〜１０巻」セットの商品があるとします。 

しかし、セット本仕入れをしていると「１巻〜８巻」までは 

揃っているが、「９巻、１０巻」が無いという事がよくあります。 

 

 

揃ってないのに仕入れてしまっても良いのか？ 

という質問をよく受けるのですが、私の場合は 

抜け巻が少なければ仕入れてしまいます。 

 

 

抜け巻が全体の１/3 という基準以内なら仕入れて 

他の店舗または電脳で抜け巻を仕入れ、セットにして 

販売します。 

 

もし、抜け巻がある商品を仕入れた場合は携帯のメモで

も紙でもいいのでメモしておくと探すのが楽になります。 

他の店舗で探す 
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ネットなどで検索すれば直ぐに調べる事ができると 

思いますが、ブックオフは全国に 874 店舗あります。 

 

 

 

A という店舗に「目当ての巻」が無くても 

B という店舗には在庫がある可能性があります。 

 

 

しかも、A 店で仮に他の巻が 108 円で仕入れる事が 

出来たのであれば、かなりの確率で B 店でも 

抜け巻を同じ金額で仕入れる事ができます。 
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電脳で抜け巻を探す 

 

 

揃っていない抜け巻を他の店舗で探すという方法 

とは別にネットショップで抜け巻を仕入れるという方法も

あります。 

 

主なネットショプの仕入先を下記に記載しておきます。 

 

 

ブックオフオンライン 

http://www.bookoffonline.co.jp/book/CSfTop.jsp?bg=12 

 

 

駿河屋 

http://www.suruga-ya.jp/ 

 

 

ヤフオク 

http://auctions.yahoo.co.jp/ 

 

 

などを私は基本的に使って抜け巻仕入れをしています。 

 

 

http://www.bookoffonline.co.jp/book/CSfTop.jsp?bg=12
http://www.suruga-ya.jp/
http://auctions.yahoo.co.jp/
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店舗仕入れまとめ 

 

 

 

1. 商品の検索方法は「タイトル」「スペース」「セット」 

2. 利益率は 20％以上の商品を仕入れる 

3. 比較対象は「中古良い」の FBA 出品者の最低価格 

4. 108 円コーナーの商品だと計算がしやすい 

5. 抜け巻はしっかりとメモをしておく 

6. 抜け巻は他の店舗かネットショップで仕入れる 
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第2章	 セット本の出品・梱包方法 

 

セット本が全巻揃ったら、いよいよ出品をしていきます。 

 

 

出品するに当たって中古の商品を仕入れているので、 

コンディションや値段設定の仕方について解説していき

ます。 

 

 

1. 値段設定 

 

値段設定は基本的には 

「中古品良い」の FBA 出品者の 

最低価格に合わせていきます。 

 

「中古品良い」で出品する場合はブックカバー 

などが破れていないか確認してから仕入れてください。 

 

もし、破損がある商品を仕入れてしまった時は 

念のため、中古品「可」で出品するようにして下さい。 
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2. 梱包方法 

 

バラバラの本をセットで出す場合の梱包する時に 

使う道具は梱包ラップです！ 

 

 
 

こちらの梱包ラップで 

本をまとめて巻くとこのような形になります。 
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上の画像のように巻いておけば 

運送中にバラけてしまうという事も無くなり 

安心して FBA 倉庫に納品する事ができます。 

 

 

セット本の出品・梱包まとめ 

 

1. 価格は「中古品良い」の FBA 出品者の 

最低価格に合わせる 

 

2. 梱包方法は梱包ラップでグルグルと巻く 

 

 

ここまでのセット本せどりのノウハウを 

ご覧頂きいかがだったでしょうか？ 

 

 

是非、こちらのノウハウを実践して頂き、 

結果を出して下さい。 

 

 

 

 

 



家電・雑貨・ホビーせどりだけだと資金繰り・利益率に悩ませられませんか？	

利益率 40%以上の高利益・高回転のセット本せどりを導入して	

資金繰り・利益率を大幅に改善しませんか？	

高利益・高回転のセット本せどり最強マニュアル！ 

 
Copyright (C) 2016 布施優雅. All Rights Reserved. 

22 

【特典】 

 
このレポートの特典として私が実際に仕入れている 

利益の取れる商品のリストをこちらのレポートをダウン

ロードして頂いた方だけに限定で差し上げます。 

 

 

是非、参考にしてみてください。 
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1.モンモンモン

 
2980 円 ： 想定売値 

-864 円 ： 仕入れ値 (29%) 

-720 円 ： Amazon総手数料 (24%) ※消費税込み 

1396 円 ： 利益 (47%) 

 

古本屋で 108 円で揃いやすいです。 

「FBA 中古良い」 最低価格 2980 円（価格は常に変動します） 
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2.あさきゆめみし  

 
3200 円 ： 想定売値 

-1404 円 ： 仕入れ値 (44%) 

-755 円 ： Amazon総手数料 (24%) ※消費税込み 

1041 円 ： 利益 (33%) 

 

108 円で揃いやすい。 

「FBA 中古良い」 最低価格 3200 円（価格は常に変動します） 
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3.うる星やつら 

 
3480 円 ： 想定売値 

-1620 円 ： 仕入れ値 (47%) 

-801 円 ： Amazon総手数料 (23%) ※消費税込み 

1059 円 ： 利益 (30%) 

 

108 円で揃いやすい。 

「FBA 中古良い」 最低価格 3480 円（価格は常に変動します） 
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4. バリバリ伝説ワイド版 

 
7357 円 ： 想定売値 

-2160 円 ： 仕入れ値 (29%) 

-1429 円 ： Amazon総手数料 (19%) ※消費税込み 

3768 円 ： 利益 (51%) 

 

108 円で揃いやすい。 

「FBA 中古良い」 最低価格 7357 円（価格は常に変動します） 
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5.タッチ完全版 

 
4980 円 ： 想定売値 

-1296 円 ： 仕入れ値 (26%) 

-1044 円 ： Amazon総手数料 (21%) ※消費税込み 

2640 円 ： 利益 (53%) 

 

108 円で揃いやすい。 

「FBA 中古良い」 最低価格 7357 円（価格は常に変動します） 
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u 発行責任者：布施優雅 

u お問い合わせ 

Ø https://ssl.form-mailer.jp/fms/b552b7ca425343 

Ø このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

 

u メインブログ：「学歴・資格なんて関係ない！元フリーターが

Amazon 転売開始 1 年で年商 6000 万円以上稼ぐことができた

ブログ」 

Ø http://effort1215.com/ 

Ø こちらのブログでは Amazon 転売、せどりの有益な情報やノウハウを

公開しております。是非覗いてみてください。 

 

u メルマガ：「YUGA 式せどり公式メルマガ」 

 

Ø こちらのメルマガではせどりに関するノウハウや情報を随時配信 

しております。 

https://twelfth-ex.com/rg/37942/1/ 

 

メルマガの解除はこちらから 

     ⇒https://twelfth-ex.com/dm/37942/1/ 
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最後までご覧いただきあり

がとうございました。 


	



