
仕入れ店舗リスト
革靴徹底解析解体新書



【禁止事項】          

 利用者による本サービスの利用に際して、以下の行為を禁止するものとする。          

          

管理者及びユーザー以外の第三者に本サービスで提供されるデータ及びその画面を利用、閲覧させる行為。          

尚、利用者の不適切な管理          

第三者による使用などを起因とする損害についての責任は、利用者が負うものとし、当方は一切の責任を負わないものとする。          

本サービスで提供されるデータを複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案          

データのコピー&ペーストなどの行為          

本サービスの情報を改ざん、あるいは不正ログイン等を行うなどして運営を故意に妨害する行為。          

以上の禁止事項を違反した場合、管理者都合にて無条件で契約解除とする。          

          

          

【守秘事項】          

利用者及び当方は、本規約の有効期間中及び本規約の終了後も、本規約及び本サービスを遂行する過程において          

相手方から開示され又は知り得た技術上又は営業上の情報を営業秘密として保持するものとし、          

事前に書面による相手方の承諾を得ることなく、これを第三者に対し一切開示・漏洩しないものとする。          

          

【利用者責任】          

利用者が本サービスを利用することによって第三者に損害を与えた場合、利用者の責任と費用をもって解決し、当方に損害を与えないものとする。          

万が一、第三者が本サービスを利用することによって利用者に損害を与えた場合、利用者と第三者間の責任と費用をもって解決し、当方に損害を与えないものとする。          

利用者が不正または不当な手段や方法によって弊社に損害を与えた場合、利用者は当方に対しその損害を賠償するものとする。          

          

当方は、利用者が本サービスを利用することによって被った特別損害、間接損害、付随損害、結果損害を含むいかなる損害について、一切の責任を負わないものとする。          

漏洩厳禁
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戦略立てをしましょう
店舗戦略例 
一日8店舗×週4日間稼働 

一店舗平均3足～8足 

96足～256足 

一足平均利益単価1500円～4000円 

上記例だと利益 

最低144,000円～最大1,024,000円 

※あくまで例ですが、実際にはこれ以上月の利益取れている方はいます。

7%8%10%
11%

29%

35%

0

50

100

4 月 5 月 6 月 7 月

0

50

100

4 月 5 月 6 月 7 月



戦略立てをしましょう

下記の数字をいじりご自身で収支戦略を組み立てていきましょう。 

稼働月○日×一日周る店舗数○店舗 

×仕入れ足数○○足×目標平均単品利益単価○○円＝収入 

例 

稼働月8日×一日周る店舗数6店舗×仕入れ足数4足×目標平均単品利益単価2000円＝384,000円



セカンド 
ストリート

仕入れやすさ 
★★★★★



店舗詳細

➤ 姉妹店舗 「ジャンブルストア」（JUMBLE STORE） - 衣料品専門店
舗。都心部を中心に展開。「セカンドアウトドア」（2nd 

OUTDOOR） - アウトドア用品専門店舗。「スーパーセカンドスト
リート」（Super 2nd STREET） - 大型店舗。 

➤ 全国608店舗（2018/09現在） 

➤ 集中分布地域　東京・埼玉・千葉・神奈川・名古屋・大阪



仕入れにあたり

➤ ポンタカードを作りましょう

ポンタカード 
全国のセカンドストリート・ジャンブルストアで、共通ポイント【Ponta】が利用できます。 

利用方法 
ポイントを貯める 
店舗でのお買い上げ/お買取の際、オンラインストアの購入の際に 
100円（税抜）ごとに1ポイント貯めることができます。 

ポイントのご利用 
1ポイント＝1円相当として、店舗・オンラインストアにてご利用できます。 
注意事項 
　　　　店舗で利用の場合は、提携外クレジットカードでのお支払い時はポイント付与の対象外です。 
　　　　また、オンラインショップでクレジットカード支払の場合はポイント付与対象外となります。 
　　　　ポイント付与には一部対象外の商品があります（金券・貴金属・DVD・CD・ゲームなど） 
　　　　商品1点ごとにポイントを計算し、合計ポイントの小数点以下を切り捨てたポイントを加算します。 
　　　　そのため税抜き価格の合計と加算ポイント数が異なる場合があります。 
　　　　一部、ポイント付与の対象外、ポイント付与率の異なる商品、サービスがあります。 

※公式ページ抜粋 
リンクURL↓↓↓ 

https://www.2ndstreet.jp/static/index/guide-members

https://www.2ndstreet.jp/static/index/guide-members


仕入れにあたり
➤ 会員になりましょう。

セカスト会員特典 
特典その１ 
初回限定会員登録クーポン 
全販売価格より10％オフ！ 
店頭での買取金額10％アップ！ 
※Pontaカード登録完了時点から31日間何度でもご利用頂けます。 

特典その２ 
誕生日クーポン 
※お誕生日クーポンはお誕生日2日前までに 
Ponta会員IDのご登録を完了していただく必要があります。 

※公式ページ抜粋 
リンクURL↓↓↓ 

https://www.2ndstreet.jp/static/index/guide-members

https://www.2ndstreet.jp/static/index/guide-members


https://itunes.apple.com/jp/app/sekandosutorito-janburusutoa/id922865689?l=ja&ls=1&mt=8

iPhoneの方

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.geonetworks.reuse.app

Androidの方

会員アプリダウンロード

https://itunes.apple.com/jp/app/sekandosutorito-janburusutoa/id922865689?l=ja&ls=1&mt=8


店舗解体新書
各アパレルカテゴリーごとに 

靴カテゴリーも分かれて陳列してあるので、 

見逃し、取りこぼしが無いように 

気をつけて下さい。

（アウトドアならアウトドア系の靴、ストリートならばストリート系の靴のような形）



店舗解体新書

セカンドストリートで多く落ちている革靴タイプ 

Aタイプ★★ https://youtu.be/9LdejghVcv0 

A２タイプ★★★★ https://youtu.be/k6uI1KCu3fg 

Bタイプ★★ https://youtu.be/2FsCpukoTMA 

Cタイプ★ https://youtu.be/V1mAoLOTN8s 

Dタイプ★★★★★ https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

https://youtu.be/9LdejghVcv0
https://youtu.be/k6uI1KCu3fg
https://youtu.be/2FsCpukoTMA
https://youtu.be/V1mAoLOTN8s
https://youtu.be/GJfLV1NvkTg


店舗解体新書
セカンドストリートのプライス

通常金額 30%値引き 50%値引き
時期物は時期外になると割引になる傾向があります。 

夏はスエード・ブーツ・起毛系を 

冬はマリンブーツ・サンダル・デッキシューズを 

仕入れていきましょう



※棚上ディスプレイ商品に注意

よく見落としがちなのが棚上のディスプレイ商品です。 

高級系（B～C）の革靴がディスプレイされている時があります。 

Bであれば6,000円以下、 

Cあれば10,000円以下は見落とさないようにしてリサーチかけていきましょう 

○店舗解体新書



※レディースゾーンにあるブランド棚に注意

全ての店舗では無いですが 
よく見落としがちなのがレディースゾーンのブランド棚です。 
レディースゾーンですがハイブランドのメンズ商品が混ざってます 
ヴィトン・グッチ・プラダ・コーチら辺は狙い目です。 

○
店舗解体新書



セカンドストリート攻略法

➤ Dタイプ（500円～2000円の定価格帯で）で安定したコンスタ
ントな仕入れを起こす事。 

➤ ビジネスシューズコーナーよりもスニーカーや革靴が混合して
いる棚でDタイプを狙う事。 

➤ 閉店時間が遅い店舗（最長AM０時まで）があるので他の店舗
が閉店した後し、最悪後回しに出来る。 

➤ 店舗で店員によっては値下げしてくれる可能性も有り。 

➤ レディース売り場のラグジュアリー棚にもメンズ品がある時が
あるので必ずチェックして下さい。



トレジャー 
ファクトリー

仕入れやすさ 
★★★★★



店舗詳細

➤ 全国70店舗（2018/09現在） 

➤ 集中分布地域　東京、千葉、埼玉、神奈川、福島、大阪・兵庫



仕入れにあたり

※公式ページ抜粋 
リンクURL↓↓↓※公式ページ抜粋 

リンクURL↓↓↓ 

➤ https://www.treasure-f.com/service/point.html
公式ページ抜粋

➤ トレファクアプリをダウンロードしましょう 
例・月に50万円分仕入れれば5万円分仕入れられます。 

物販本気でやっていけばすぐに溜まっていくので後々大きな利益率アップになりますので必ず作ってください

https://www.treasure-f.com/service/point.html


店舗解体新書

トレファクで多く落ちている革靴タイプ 

Aタイプ★★★ https://youtu.be/9LdejghVcv0 

A２タイプ★★★ https://youtu.be/k6uI1KCu3fg 

Bタイプ★★https://youtu.be/2FsCpukoTMA 

Cタイプ★ https://youtu.be/V1mAoLOTN8s 

Dタイプ★ https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

https://youtu.be/9LdejghVcv0
https://youtu.be/k6uI1KCu3fg
https://youtu.be/2FsCpukoTMA
https://youtu.be/V1mAoLOTN8s
https://youtu.be/GJfLV1NvkTg


トレファク攻略法

➤ セカストは汚くて安い物。トレファクは値引きされて安い物 

➤ 季節商材で季節の変わり目に値引きされている物を狙う。 

➤ 週ごとに値引きされる事があるので、良さそうな商品は目星
をつけて定期的に顔を出す事。 

➤ SALE棚がある店舗は必ず確認。 

➤ トレファクスタイルではあまり仕入れできません。



店舗詳細

　　トレファクの値札　　　　　　　　　　値引きタグ

トレファクは季節物関係なく売れ行きが悪いと値引きになる可能性があります。 

目星をつけて定期的に顔を出していきましょう。 



オフハウス
仕入れやすさ 
★★★★★



店舗詳細

➤ よく勘違いされますがHARD・OFFには衣料品はありません。 

➤ 全国321店舗（2018/09現在） 

➤ 集中分布地域　全国

系列グループ



店舗解体新書

オフハウスで多く落ちている革靴タイプ 

Aタイプ★★★ https://youtu.be/9LdejghVcv0 

A２タイプ★★ https://youtu.be/k6uI1KCu3fg 

Bタイプ★ https://youtu.be/2FsCpukoTMA 

Cタイプ★★ https://youtu.be/V1mAoLOTN8s 

Dタイプ★ https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

https://youtu.be/9LdejghVcv0
https://youtu.be/k6uI1KCu3fg
https://youtu.be/2FsCpukoTMA
https://youtu.be/V1mAoLOTN8s
https://youtu.be/GJfLV1NvkTg


オフハウス攻略法

➤ 当たるときは大量に仕入れられますが、仕入れられないとき
は全く仕入れられません。セカスト中心に周り寄れるならば
寄ってみるといった感覚で構いません。 

➤ 比較的一番お店側の知識が乏しいと思われます。Cタイプが
ノーブランドで落ちている事もあるので、タグにブランド名
が記載されてない場合はチェックしてみる事。 

➤ 仕入れられる店舗と仕入れられない店舗が明確なので自分の
ホーム店舗を作りそこだけチェックするような形で仕入れを
起こして行きましょう。



店舗解体新書
オフハウスのプライス

値札の上からさらに値札が貼り付けられているものは 

値下げされている場合が多いので要チェックです。



モードオフ
仕入れやすさ 
★★★★★



店舗詳細

➤ 全国30店舗（2018/09現在） 

➤ 集中分布地域　東京・埼玉・神奈川　（仙台１・新潟１・長野１）

系列グループ



店舗解体新書

モードオフで多く落ちている革靴タイプ 

Aタイプ★★ https://youtu.be/9LdejghVcv0 

A２タイプ★★ https://youtu.be/k6uI1KCu3fg 

Bタイプ★★ https://youtu.be/2FsCpukoTMA 

Cタイプ★★ https://youtu.be/V1mAoLOTN8s 

Dタイプ★★ https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

https://youtu.be/9LdejghVcv0
https://youtu.be/k6uI1KCu3fg
https://youtu.be/2FsCpukoTMA
https://youtu.be/V1mAoLOTN8s
https://youtu.be/GJfLV1NvkTg


モードオフ攻略法

➤ 関東中心にしかありません。駅近やアーケード街に良くある
ので駐車場がないことが多いです。 

➤ 店舗が基本的に小さいです。オフハウスと一緒で仕入れられる
店舗と仕入れられない店舗が明確です。自分のホーム店舗を
作りそこだけチェックするような形で仕入れを起こして行き
ましょう。



店舗解体新書
モードオフのプライス

　　モードオフの値札　　　 値引きタグ



ブックオフ
PLUS

仕入れやすさ 
★★★★★



店舗詳細

➤ 全国55店舗（2018/09現在） 

➤ BOOKOFF＋洋服

系列グループ



店舗解体新書

ブックオフスーパーバザーで多く落ちている革靴
タイプ 

Aタイプ★ https://youtu.be/9LdejghVcv0 

A２タイプ★ https://youtu.be/k6uI1KCu3fg 

Bタイプ★★ https://youtu.be/2FsCpukoTMA 

Cタイプ★★ https://youtu.be/V1mAoLOTN8s 

Dタイプ★ https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

https://youtu.be/9LdejghVcv0
https://youtu.be/k6uI1KCu3fg
https://youtu.be/2FsCpukoTMA
https://youtu.be/V1mAoLOTN8s
https://youtu.be/GJfLV1NvkTg


ポイントカードを作りましょう。
ポイント還元率 
ブックオフのポイントカードは、 
100円で1ポイントもらえます。 
還元率1%になります。 

売る際もポイント付きます。 
同じく100円で1ポイント。 
買取値が安いので買い取りでのポイントはあまり期待出来ません。 

※基本は還元率1%ですが、店舗によって異なる場合もあります。 

※出張買取・ブックオフオンラインでは、ポイントが貯まりません。 
ポイントカードは、あくまでも店頭でのやり取りのみで使えます。 

※ポイントは1年間利用（貯める・使う）がなかった場合、失効します。 
1年のうち1回利用すればいいので、そこまで気にしなくていい感じです。 
また、期間限定ポイントもあり、その場合は有効期限が変わります。



ブックオフ
スーパー 
バザー
仕入れやすさ 
★★★★★



店舗詳細

➤ 全国41店舗（2018/09現在） 

➤ BOOKOFF＋洋服・ブランド品・雑貨・スポーツ用品・食器

系列グループ



店舗詳細

➤ ショーケース内や、ヤフオク出品中タグの物は仕入れ非対象 

➤ 全国十数店舗（2019/01現在） 

➤ 集中分布地域　関東



店舗解体新書

ブックオフスーパーバザーで多く落ちている革靴
タイプ 

Aタイプ★ https://youtu.be/9LdejghVcv0 

A２タイプ★ https://youtu.be/k6uI1KCu3fg 

Bタイプ★★ https://youtu.be/2FsCpukoTMA 

Cタイプ★★ https://youtu.be/V1mAoLOTN8s 

Dタイプ★ https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

https://youtu.be/9LdejghVcv0
https://youtu.be/k6uI1KCu3fg
https://youtu.be/2FsCpukoTMA
https://youtu.be/V1mAoLOTN8s
https://youtu.be/GJfLV1NvkTg


ドンドン 
ダウン
仕入れやすさ 
★★★★★



店舗解体新書

ドンドンダウンで多く落ちている革靴タイプ 

Aタイプ★ https://youtu.be/9LdejghVcv0 

A２タイプ★ https://youtu.be/k6uI1KCu3fg 

Bタイプ★ https://youtu.be/2FsCpukoTMA 

Cタイプ★https://youtu.be/V1mAoLOTN8s 

Dタイプ★★ ★  https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

https://youtu.be/9LdejghVcv0
https://youtu.be/k6uI1KCu3fg
https://youtu.be/2FsCpukoTMA
https://youtu.be/V1mAoLOTN8s
https://youtu.be/GJfLV1NvkTg


店舗詳細

➤ 全国43店舗（2018/09現在） 

➤ 集中分布地域　東京・埼玉・千葉・神奈川・名古屋・大阪



ワンダー 
レックス

仕入れやすさ 
★★★★★



店舗解体新書

ワンダーレックスで多く落ちている革靴タイプ 

Aタイプ★ https://youtu.be/9LdejghVcv0 

A２タイプ★ https://youtu.be/k6uI1KCu3fg 

Bタイプ★★ https://youtu.be/2FsCpukoTMA 

Cタイプ★★ https://youtu.be/V1mAoLOTN8s 

Dタイプ★ https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

https://youtu.be/9LdejghVcv0
https://youtu.be/k6uI1KCu3fg
https://youtu.be/2FsCpukoTMA
https://youtu.be/V1mAoLOTN8s
https://youtu.be/GJfLV1NvkTg

