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■推奨環境■  

 

・この教材上に書かれている 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■  

・この教材は著作権法で保護されている著作物です。 

 下記の点にご注意頂きご利用下さい。  

 

・この教材・レポートの著作権は“完全在宅せどらー＠エビカツに属します。  

 

・著作権者の許可なく、この教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。 

 

・この教材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。  

 

・この教材は秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この教材の全部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。  

 

・この教材に書かれた情報は、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。  

 

・この教材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。  

 

・この教材のご利用は自己責任でお願いします。この教材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。 
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このレポートでご紹介させて頂くのは、 心身に障がいがあ

る、 子供が小さく、子育に忙しく毎日クタクタ…等で 

働きたいが、色々な事情で外で働く事ができない方に向けて

私の経験から「せどり初心者」の方向けに 

自宅でしかも隙間時間で実践できる転売方法をご紹介させて

頂きます。  

 

色々な事情で悩み苦しい思いをされていらっしゃる方に読ん

で頂き、少しでも悩みから解放されることを願い、応援させ

て下さい。 

本日はレポートをご覧頂き、 誠にありがとうございます。  

障がい者せどらー＠エビカツ と申します。  

主に新品のオールジャンルで完全在宅・電脳仕入れで 

稼いでいます。  

■はじめに■ 
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第１章 Amazon でプレミアム値段になっている商品の検索方法 

 

「プレミアム値段になっている商品を探すなんて難しそう」 

と思っていませんか？大丈夫で全くしないで下さい(^^♪ 

凄く簡単ですので、すぐに探す事ができます。 

さあ皆さんもやってみましょう！ 

見つければ見つける程、楽しくなりますよ( ◠‿◠ )  

では、さっそくやってみましょう♪ 

 

Amazon のメインページで、先ずはご自身得意（好き）なカテゴリーを 

選択して下さい。 

次に検索窓に「-Amazon」と入力して検索ボタンをポチっとして下さい。 

 

検索結果は全て現在 Amazon 本体で入荷待ちなどの在庫切れ商品が 

一発で検索できます！ 

ねっ、簡単でしょ(^^♪ 
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例１ 

 

この商品は定価 3218 円（税込）ですが、Amazon 本体が入荷待ち状態の為、4100 円とプレ値になっています！ 

 

-Amazon 

と入力するだけ この商品を例にします。 



在宅でしか働けない障がい者の私がわずか２ヶ月で月収１０万円を稼いだ方法！ 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazon 本体の定価は 10 日先まで 

入荷がありません！ 

現在の価格が\4100 

差額 ￥882  
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第２章 仕入れ判断 

検索結果から利益がでるか？売れる商品か？を判断する。 

・判断方法としてまずは「各カテゴリーの手数料」を把握する。 

・「FBA 料金シュミレーター」で利益率を確認する。 

スマホなら「Amacode」というアプリで商品検索するだけで利益計算が 

簡単にできます。 

・「モノレート」で売れ行き動向を見る。 

※「モノレート」よりも正確で使い易く、機能満載のツールがあります！ 

このツールに関しましては私の LINE@にご登録頂けましたら、お教えさせて 

頂きます。LINE@ID: lso8278p  、URL:https://line.me/R/ti/p/%40lso8278p 

・ライバル数を確認し、飽和していないかをチェックする。 

・良い商品で購入者が満足しているかをレビュー数、星の数をチェックする。 

・価格変動を見て、値引き競争に巻き込まれないかをチェックする。 

・時期を外すと売りにくくなるので、トレンド系／季節商品は時期がずれない

ように注意する。 

・自分のアカウントで出品できるかを必ずチェックする。出品規制商品だと

Amazon で販売できないので、メルカリやヤフオク等の他販路で利益が取れる

販売ができないかもチェックする。 
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商品のカテゴリー 販売手数料率 

本 15% 

ミュージック 15% 

DVD・ビデオ 15% 

TV ゲーム 15% 

PC ソフト 15% 

エレクトロニクス(AV 機器&携帯電話) 8% 

カメラ 8% 

パソコン・周辺機器 8% 

（エレクロニクス商品、カメラ商品、パソコン・周辺機器)

アクセサリー 

10%、もしくは 50 円のいず

れか高い方 

Kindle アクセサリ 45% 

ドラッグストア 10% 

ビューティ 10% 

文房具・オフィス用品 15% 

ホーム(家具・インテリア・キッチン) 15% 

白物家電 15% 

大型家電 8% 

DIY・工具 15% 

おもちゃ&ホビー 10% 

スポーツ用品 10% 

カー＆バイク用品 10% 

ベビー&マタニティ 15% 

ペット用品 15% 

産業・研究開発用品 15% 

食品&飲料 10% 

時計 15% 

ジュエリー 15% 

服&ファッション小物 15% 

シューズ&バッグ 15% 

その他のカテゴリー 15% 
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FBA シュミレーター 

 

FBA で\4100 で販売する場合、\3288 が損益分岐点となります。 

例）定価\3218 で仕入れると\70 が利益となります。仕入れの際にポイント還元 

が大きくなければ仕入れ対象にはなりませんね…。 



在宅でしか働けない障がい者の私がわずか２ヶ月で月収１０万円を稼いだ方法！ 

 12 

モノレート 
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12 ページの表から発売日までは高値で取引されており、出品者も少ないが、 

ランキングを見ると売れ行きが鈍いのが分かります。 

 

※ この発売日までに出品する行為を≪予約転売≫と言います。 

≪予約転売≫は事前にオンラインや店舗で定価で予約した商品を定価以上で販売す

る転売方法です。この方法は限定商品や人気商品で予約で入手できなかった人が発

売日に欲しいという欲求に応える販売方法です。基本、自己発送になります。 

 

発売日近くから徐々に出品者が増え、値段も下がってきています。 

同じく発売日前後からランキング上位をキープし続けています。 

 

この結果からかなりの人気商品ですが、≪予約転売≫ではなく、今から転売商品と

して仕入れるのは危険です。しかし、クリスマス商戦で値段が上がる可能性はゼロ

ではありませんので、定点観測をするのもいいかもしれませんね。 
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例２                      ￥６９８２ 

 

 

 波形からかなりの売れ行きだとわかります。 

最近、出品者が減った為に価格が高騰し、ランキングが落ちた 
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14 ページの 3 つのモノレートのグラフから 

①「昨年の発売からかなり安定的に売れ続けている」 

②「最近出品者が減ってきた」 

③「ライバルが減ったので価格が高騰」 

④「価格高騰の為、ランキングが下がり気味」 

 以上 4つの事が分かります。 

 

価格高騰でランキングが落ちたのなら、いくらなら売れるのか？ 

その価格でも利益が取れる仕入れ先があるか？ 

 

この結果を踏まえて、第４章で紹介するオンラインストアなどで安く仕入れられる

所がないかを探す作業をする。➡あれば仕入れ！ 

 

この作業をすればするだけ、稼ぎにつながっていきます！ 

 

慣れるまでは、疲れたりもするでしょうから、無理せずご自分のペースで 

行ってください。 

それができるのが「完全在宅」転売の最大の魅力の一つです♪ 
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第３章 出品規制メーカー一覧表 

A BATHING APE HUNTER 

Abercrombie & Fitch IL BISONTE 

adidas LeSportsac 

BenQ Japan LONGCHAMP 

BOTTEGA VENETA LOUIS VUITTON 

BROTHER MARC BY MARC JACOBS 

BURBERRY Mila schon 

CANADA GOOSE MINNETONKA 

CANON MONCLER 

CAPTAIN STAG NEW BALANCE 

CASIO NIKE 

CHAN LUU NIKON 

Chloe OLYMPUS 

Christian Louboutin Orobianco 

CK CALVIN KLEIN PANASONIC 

COACH PANERAI 

Daniel Wellington Paul Smith 

Dior PENTAX 

DJI Polo Ralph Lauren 

Dunhill RAY-BAN 

Ed Hardy RICOH 

emu Salvatore Ferragamo 

EPSON SIGMA 

Ergobaby SONY 

FENDI TAMRON 

FJALL RAVEN TATRAS 

FUJIFILM TIFFANY 

Giorgio Armani TOD’S 

GOPRO TOMS SHOES 

GOYARD TORY BURCH 

GUCCI VANS 

GUESS Vivienne Westwood 

Hoppetta   
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16 ページが私が知っている限りの出品規制メーカーです。 

最近の Amazon の出品規制はカテゴリー、メーカーとも厳しくなったり、ゆるくなっ

たりと不安定な状況です。 

 

【重 要】 

・仕入れる前に必ず PC なら「Amazon セラーセントラル」の商品登録ページ、 

スマホなら「Amazon セラーセントラル」アプリで登録できるかチェックするよう

にして下さい。 

・ Amazon で販売できなくても簡単に諦めずに、他の販路（メルカリなどのフリマ 

アプリやヤフオクなど）で利益がでないかもチェックしてみて下さい。 
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第４章 仕入れサイト 

 電脳仕入れ先のほとんどは、誰でも知っていて実店舗も存在する有名な企業の 

オンラインショップです。 

 

電脳（オンライン）仕入れを難しく考える必要はありません。 

有名なネットショップサイトでも十分に利益が取れる価格で購入することができます。 

 

これからご紹介させて頂きますオンラインショップ以外でも利益が取れる価格で 

仕入れる事が可能です。 

 

オンライン上に存在するあらゆるショップが仕入れ対象店舗です。 

固定観念にとらわれず、ご自身でもリサーチしてみて下さい。 
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家電系オンラインショップ 

・ヨドバシ.com http://www.yodobashi.com/  

 

・ビックカメラ.com http://www.biccamera.com/  

 

・ケーズデンキオンラインショップ http://www.ksdenki.com/  

 

・コジマネット  http://www.kojima.net/  

 

・ヤマダウェブコム http://www.yamada-denkiweb.com/  

 

・ノジマオンライン http://online.nojima.co.jp/ 

 

・Joshin web http://joshinweb.jp/  

 

・ソフマップドットコム  https://www.sofmap.com/ 

 

・EDION ネットショップ http://www.edion.com/  
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その他オンラインショップ（１） 

・タワーレコード http://tower.jp/ 

 

・HMV http://www.hmv.co.jp/  

 

・TSUTAYA http://shop.tsutaya.co.jp/  

 

・楽天ブックス http://books.rakuten.co.jp/   

 

・ブックオフオンライン http://www.bookoffonline.co.jp/ 

 

・オムニ７（セブンネットショッピング） http://7net.omni7.jp/ 

 

・PC DEPOT http://www1.pcdepot.co.jp/ 

 

・トイザらスオンライン http://www.toysrus.co.jp/   
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その他オンラインショップ（２） 

・Wowma! https://wowma.jp/ 

 

・楽天市場 http://www.rakuten.co.jp/  

 

・YAHOO!ショッピング http://shopping.yahoo.co.jp/  

 

・ドン・キホーテ http://www.donkimall.com/  

 

・ロハコ https://lohaco.jp/ 

 

・ポンパレモール http://www.ponparemall.com/  

 

・駿河屋 http://www.suruga-ya.jp/ 

 

・あみあみ http://www.amiami.jp/ 
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第５章 まとめ・注意点 

 ・「-amazon」で検索し、見つけた商はその時に仕入れ先が見つからなくても、 

せっかくみつけた商品ですので、リスト化していって下さい。 

リストが財産となりますので。 

 

・ カテゴリー別手数料は基本的な利率を掲載しております。 

本年 2017 年は 12/31 まで値引きキャンペーン中です。 

詳しくは下記 URL をご参照下さい。 

https://services.amazon.co.jp/services/fulfillment-by-amazon/conssip.html 

 

・ 「エビカツ式完全在宅転売」は外で働けない方を対象に作成させて頂きました。 

ですので、色々なご事情があるかと思いますので、決して無理はしないで下さい。 

マイペースで無理なく、今まで収入にならなかった時間が少しでも収入になる。 

それだけでも凄い事ですよね(^^♪ 
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■ おわりに■ 

  いかがでしたでしょうか。  

  今まで色々な事情で「外では働けない」とあきらめてしまっていた方々の 

  背中を一押しできればいいなぁと思い、このレポートを作成しました。 

 

  何もせずに立ち止まっていても絶対に前には進みませんよね。 

  まずは一歩前に進んで下さい。 

  微力ながら応援させて下さい。 

 

Amazon で転売をこれから始めたいと思っておられる方で、基本的な事や 

  アカウント作成方法など、このレポートを活用するための基礎知識は 

  私の LINE@にご登録頂けましたら、２つのレポートをダウンロードして頂けます。 

  是非ご登録の上、ご活用下さい。 

 

  最後までお読み頂き、ありがとうございました。 
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■ 発行者情報■   

 

《発行責任者》：障がい者せどらー＠エビカツ 

プロフィールはこちらです。 

 

メールアドレス ： ebikatsuebikatsu@gmail.com 

このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

 

メインブログ：「障がいがあっても稼げるんだー～エビカツ式在宅転売ブログ～」 

http://ebikatsublog.wordpress.com 

 

メインメルマガ：障がい者でもできた完全在宅せどらーの徒然情報局 

        https://my122p.com/p/r/iEp3eylS 

 

 

   LINE@ID : lso8278p   

            

 

https://line.me/R/ti/p/%40lso8278p 


