
不用品販売で資金
を

作る方法
簡単に出来るので即実践して、まず資金作りましょう



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。

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。



どこのご家庭にもある自宅・実家などの不用品。邪魔だと思い今まで捨てた
り、リサイクルショップで処分していた方は少なくないかと思います。

要らなくなった子供服・家電・アクセサリー。

今まで捨てたりリサイクルショップに持って行って二束三文にされていた商
品。メルカリならいくらで売れると思いますか？？

基本的なは平均、店舗より高く売れやすいのがフリマ等になるので、捨てた
り売れないと決めつける前に、 まずはメルカリを見てみましょう。

第一章 捨てる前にちょっと待った！
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ダウンロード数：8 , 0 0 0  万

メルカリは年間流通総額は 3 , 7 0 0  億円を超え、サービ ス開始からの約５年間で
の累計総額は１兆円を超えるま さに日本最大級の個人売買サポートアプリです。

メルカリでは、子供服や漫画本、D V D、ゲームなどあらゆるものがメルカリで
は売れていきます。

ヤフオクでもなかなか見かけないコアなアーティストグッズやガスコンロまで
多種多様のものが出品されています。

https://www.mercari.com/jp/


メルカリ登録すればメルカリの中でも初めての方向けに丁寧な説明など
が載ってますので大丈夫ですが念のために何故、これだけ世間にメルカ
リが流行ったかと言うと手軽さが下記に示されてる感じです。



ヤフオクや他のオークションサイトなど販路は様々ですが、メルカリは買いや
すく、売りやすい環境が整っています。

しかも先の資料通り手数料は売り上げの 10％、登録料も出品料も 0 円と、お
手軽度満載で、女性のユーザーさんが特に多いフリマアプリはとにかく手軽
に始められることがポイントです。

女性が始めやすいと言うことはもちろん男性でも始めやすいかと思います。

確かにリサイクルショップでは手間もかからずに買い取ってもらえますが、
メルカリは簡単操作で出品でき、代金回収から振込まで確実かつ安全に行って
くれるため、出品する側も安心してやり取りができます。

メルカリはこんなものも売れるの？と思うほど沢山の商品が出品されています。

ですから家族が不用品として捨てようとしていたもの使わなくなった不用品や
頂きもの。

全てがお金に変わるという意識（アンテナ）を張ってみてください。



第二章 事前準備

①アプリのダウンロード各ストアからアプリをダウロードしてください。
また、同時に PC でもアプリをダウンロードしてください。

スマホからログインができれば同じアカウントで PC からもログインが
でき出品や買い物、いいね、コメント可能です。





② 登録 ダウンロードができたら、設定画面より必要事項を登録します。

•  ニックネーム
•  メールアドレス
•  パスワード
•  招待コード (任意 )

を入力していきます。画面は次のページにあります。



これが終わりますと「携帯電話の番号を入力」画面に移りますので携帯
電話の番号を入力してください。



登録した電話番号に上記の通知が来ますので、そこに記載されている認証番号
を下記に記入します。
認証番号が正しく入力されていたら、 ここでメルカリの登録は完了です。



③ 初期設定

まずはサイドメニューの設定をタップします。



プロフィールから順に設定して行きましょう。

• プロフィール
ニックネームとプロフィール欄が出てきます。
出品者であれ購入者であれ、実際に売買するにあたり、購入者さんに安心して
取引をしてもらうために、自己紹介をしましょう。

以下のテンプレートをご参考ください。
あくまで参考にして、ご自身でオリジナルの文章に変えてください(^_^;)

＜参考挨拶文＞
ご覧頂き有難うございます。「充分な検品と丁寧なやり取り」「迅速な対応」
を心掛けて出品しております。
価値あるものだけを極力お安く出品しておりますのでご覧になってください！
★コメント返信について
平日は仕事をしておりますので、できるだけ早めの返信を心がけておりますが、
どうしても少しお時間をいただいてしまう場合もございますので予めご了承下
さいませ。



＜参考挨拶文＞続き

★発送・梱包について
極力、早目の発送を心掛けておりますが、仕事の関係で、お時間を頂く場合もござい
ます。
又、基本的にお値下げは承っておりませんが、まとめ買い等の場合はお気軽にご相談
いただければと思います＾＾

★トラブル防止
交渉中であっても先にご購入された方を優先させて頂きます。即購入もOKです！
安価で利益の少ない商品が多いですので商品によってはリサイクル箱の利用など出来
るだけけ安い発送方法でお届けしておりますので予めご了承ください。

商品の状態は、最大限わかりやすく記載をしているつもりですが、写真の写り方など
見た目と実物と異なる場合がありますのでご了承ください。

また、商品の状態などで気になる点等があれば、お気軽にご質問下さい。
よろしくお願いいたします。



• 住所
住所は正確に記入して下さい。間違った住所だと商品が届かない場合があり
トラブルとなる場合もございます。

• 支払い方法
設定ができてないと、お目当ての商品を見つけた時に、先に他の人に買われ
る場合がありますので、こちらも正確に記入しましょう。

・対応している支払い方法
＜クレジットカード・コンビニ/ATM 支払い＞
手数料 100 円かかります。
※支払期限があり、期限が切れるとキャンセルされます。

＜携帯キャリア支払い＞
※ドコモ、au、ソフトバンク手数料 100 円かかります

＜おススメの支払い方法＞
クレジットカードのポイントがたまりますし、決済が簡単でスムーズなので、
クレジットカード支払いがお勧めです。



大まかな会員登録は以上になります。
あとは電話番号を登録し、本人確認を済ませた
ら実際に取引開始です！
次のページからは実際の出品の仕方などを説明
していきます



第三章
初心者でも簡単に利益を最大化できる
メルカリのノウハウ



では実際に、自宅の不用品がいくらで売れているか確認して出品してみましょう！

①価格相場をリサーチ

私は以前にスーツで営業の仕事が長かったので新品の着ていない

カッターシャツも多く残ってたので、それを出品するのに検索してみました。

左の写真のように虫眼鏡が検索する所になってま
すので
「カッターシャツ」
と入れて検索してみます。

この場合だと平均１５００円から２０００円位が
相場かな？と思われます。

因みに色の指定で例えば
「カッターシャツ ブルー」
と入れるとブルー（青色）がピックアップされて
更に検索内容が絞れます。



②写真加工（今では携帯で簡単な加工が可能です）
→写真加工とアプリを検索してみてください。
ほかの出品者との差別化を図りましょう。画像の明るさなどに少
し手間を加えるだけで購買意欲が高まります。
加工しなくても最新のスマホであればなるべく綺麗に写すだけで
も反響が変わっていきます。

③商品説明文
→最初はほかの出品者の説明文をコピペし、語尾や言い回しなど
を多少変えてみてでも良いかなと思います。
徐々にオリジナルティを出していければ良いかな？と思います

ので、まずは色々、出品してみて売れる感覚を磨いて下さい。
あと注意が必要なのが最低限のマナーとして出品商品が新品か

中古にあたるのかを、きちんと正直に明記することも大事です。
例えば傷があるなら傷の場所や度合いなども、きちんと説明明

記の上で購入頂くと後々のトラブルを避けられますのでご注意下
さい。



④出品価格について
→メルカリの手数料は 10％です。場合によっては手取り額が同じ
場合があります。この辺りの微妙な配慮も 5 ケタと 4 ケタだと印象
が多少変わります。

（例）

出品価格 10,000 円→手数料 10％1,000 円 手取り額 9,000 円

出品価格 9,999 円→手数料 10％999 円 手取り額 9,000 円

受け取り金額は変わりませんが購入者側からすると５桁と４桁で
イメージ変わりますよね。
あと、よく店舗で見られるのが９９８円とか１９８０円など金額

が端数の方が人間の購買心理を刺激するらしいので少し意識してみ
てください。



⑤沢山の方に見て頂くために
→メルカリは一時間の間で数え切れない量の商品が出品されています。という
ことは自分の商品が短い時間ですぐに埋もれしまいます。
そこで自身の商品を常に真新しく沢山の人に閲覧して頂くには商品ページを

更新しましょう！説明文を一文字変える・金額を 1 円変えるなどで最新情報と
してページが更新されます。

⑥メルカリのピークタイムは 21 時
→フリマアプリの最大のポイントは、『スマホ一つで手軽に買い物』です。
ユーザーさんのほとんどは仕事・家事・子育てが一段落した時間、21 時前後

が最も活発になるピークと言われております。よって出品・更新は 21 時前後が
ベストになります。

⑦価格交渉やコメントについて
→コメントなどはなるべく早めに且つ丁寧に返しましょう。よくコメント欄で
『○○円に値下げできませんか？』という質問があります。もちろんその金額で
よければ交渉成立ですが、相手も人です！
『○○円はいかがでしょうか？』と質問返しをすることで交渉ができます。
利益最大化を目指しましょう。



⑧発送はより小さく、送料もしっかり計算
→梱包時はなるべく小さく梱包しましょう。配送しようとする商品の大きさにも
よりますが段ボールでなくても紙袋などに入れて梱包でも十分です。
私自身も最初の頃は失敗経験がありますが、特に初心者の方によくありがちな

のが、売れたのはいいけど送料を考えたら、マイナスになってしまったと言う事。

現在ではメルカリ自体が、ゆうゆうメルカリ便などをやっていて配送費を安く
収めることもできます。規格外の送料の計算はこちらを参考にしてください。

http://www.shipping.jp/

私自身、今でも時々、商品の大きさによって調べる時がありますが送料、どれ
で配送すれば安くなる？を調べるのにメルカリのマイページの中にメルカリ便と
は？と説明がありますので参考にされると良いかと思います。いかに送料を安く
すませるかも利益の最大化の重要な部分ですので意識して下さい。

http://www.shipping.jp/


【シーズンイベントは狙い目】

時期やタイミングによって普段売れるないものも高値で売れたりしています。
下のキーワードに派生する商品を出品してみるのも良いかと思います！

１月・正月・成人式・忘年会・新年会・福袋

２月・バレンタイン・節分・花粉症・受験

３月・ホワイトデー・花見・ひな祭り・引っ越し・卒業

４月・始業式・入学式・入社シーズン・桜

５月・母の日・GW・子供の日・鯉のぼり

６月・梅雨・父の日・衣替え・ジューンブライド

７月・海開き・夏祭り・花火大会・お中元・ボーナス

８月・夏祭り・盆踊り・お中元・花火大会・夏休み



９月・運動会シーズン・紅葉・敬老・SW 

１０月・紅葉・ハロウィン・衣替え

１１月・七五三・初冬・冬のボーナス

１２月・クリスマス・大晦日・冬休み・お歳暮



以下の商品は先のカッターシャツと同じく私自身が家にあった商品を出品し
て売れたものです。 中には本当に出した瞬間に売れる商品も有ります。
基本的に福袋に入ってた商品で使わなかった商品、景品で当たった商品、友

人や親戚に貰った商品などなどです。

スマートウォッチ ITDEAL IP67完全
防水 活動量計 心拍計 血圧計

キャリーバッグ 3WAY 軽量 最大容量
46L ２泊３日



此方はコンサートへ行った時に現地でしか手に入らないガチャの商品や、
グッズなどですが物によっては定価よりも高く売れる場合もあります。
もし自分がコンサートへ行く時は予め下調べしていく方が良いでしょうね。
商品によっては、それでツアー代金をペイ出来る時も有りますよ！！

ゆずマン タンバリン 新品未開封 弾き
語り名古屋ドームツアー 拍手喝采

B'Z ライブ ミラー ピンク ＆ 会場配
布用チラシ



番外編
「０円仕入で利益が取れる！？」
最後に番外編として、０円で仕入れができ、フリマアプリで販売することでノーリスク

で利益を得る方法をご紹介したいと思います。

それでは、早速０円で仕入れができる ①フリーペーパー

商品をご紹介していきます。



著名人が表紙になったフリーペーパーはメルカリで売ることができます。
フリーペーパーですからコンビニや駅のホームなどでも簡単に手に入りやすく当然０ 円
です。

ゆうメールやクリックポストで １００ 円から２００円くらいの送料で全国に送れます

②残り僅か！安室奈美恵

ＨＭＶフリーペーパー３冊

特に引退や不祥事等で話題になるとその人の

名前が付いているものがよく売れていきます。

フリーペーパーも同じです。



松ぼっくりはクリスマスの飾り付けや子供の工作用のため購入
する方がいます。加工済みも未加工も売れていま す

③ 松ぼっくり ④どんぐり



誰もが見たことあるＣＭの化粧品です。
高価なので、 無料サンプルを安く買う層がいるので、メルカリで売れてい
ます。繰り返しはもらえませんが、他の化粧品に派生させてリサーチすると
良いです。



【まとめ】

ご覧頂いて如何でしたでしょうか？

こんな商品が簡単に売れていきます。他にも、もちろん、まだまだあ
りますが低単価のものから、中には、これが、こんな値段で売れるの？
というお宝商品までメルカリは販売ができます。
メルカリで売るコツは、とにかく要らないものでも出品してみるとい

うことです。ダメもとで出している物が、意外と売れていきます。
不要品を売る事によって家も綺麗になり一石二鳥になりますしね(^_^;)

また、実家や友人の不用品を譲り受けただけで資金が作れるという点
では、本当に手軽に始められます。
慣れてくると、リサイクルショップの１００円のものが実はメルカリ

高く売れるなんて言う事もあります。現に私はリサイクルショップに
あった綺麗いめの女性用鞄が５００円仕入れが３５００円で売れたこと
もありましたし((´∀｀))

ぜひメルカリを活用して資金を作りましょう。


