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■はじめに■ 

はじめまして！ 

この度は、僕のレポートをダウンロードして頂きありがとうござい

ます。 

せどり・輸入ビジネスを専業として活動している riki と申します              

 

２０１３年５月、副業雑誌の Big tomorrowを見てインターネットでお金を稼げることを知り、

副業でせどりを始めました。 

 

せどりを始めて半年後には副業収入が３０万円を超えて、この時から専業として活動する事

を目標に日々取り組むようになりました。 

 

その甲斐あって、当初の目標よりも少し遅れはしましたが、 

 

2015年 9月に会社を退職し今現在は、専業としてせどり、輸入ビジネス、  メルカリ転売

と幅広くおこなっています。 

 

このレポートを読んでくれた方と共に成長出来るように頑張っていきますので是非、最後まで読

んで下さい＾＾ 
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第１章  中古仕入れの定番！セカンドストリート  

 

2016年、12月にアマゾンは多くの家電商品の新品出品を規制しました。 

 

パナソニックやソニーなど多くのメーカーや商品が扱えなくなりました。 

 

現在、以下のメーカー商品が出品制限対象 

 BenQ Japan(ベンキュージャパン) 

 BROTHER(ブラザー) 

 CANON(キャノン) 

 CAPTAIN STAG(キャプテンスタッグ) 

 CASIO(カシオ) 

 DJI(ディー・ジェイ・アイ) 

 EPSON(エプソン) 

 Ergobaby(エルゴベビー) 

 FUJIFILM(富士フイルム) 

 GOPRO(ゴープロ) 

 Hoppetta(ホッペッタ) 

 NIKON(ニコン) 

 OLYMPUS(オリンパス) 

 PANASONIC(パナソニック) 

 PENTAX(ペンタックス) 

 RICOH(リコー) 

 SIGMA(シグマ) 

 SONY(ソニー) 

 TAMRON(タムロン) 

 

このショックは、かなり大きかったと思います。 

 

これから新規で販売アカウントを作る人などは、売ることができません。 
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もちろん、これらは全メーカーの数％程度の制限ですので、これらを避けても充分に仕入れは可

能です。 

 

しかし、そうは言ってもパナソニックとかソニー、エプソンなどは家電店に行けば定番商品なので、

外すとなると、痛いのは事実です。 

 

そこで、これからは新品のみの仕入れに留まらず、中古仕入れも視野に入れる事を強くお勧めし

します！ 

 

今回は、多数のリサイクルショップがある中で、全国展開しているセカンドストリートに絞って解説

していきたいと思います。 

 

最近では、せどらーご用達店舗になりつつありますね。 

 

リサイクルショップが増える中、セカンドストリートは、店舗数が 500店舗越えと、非常に多いので 

どの地域にお住いの人でもこのレポートは参考になるはずです。 

 

 

 

 

 

それでは、次章からセカンドストリートでの商品の見つけ方、仕入れの際に気を付けるポイントな

どを解説していきます。 
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第 2 章  商品リサーチ、仕入れで注意すべきポイント 

 

はじめにセカンドストリートで仕入れをする 3 っつのメリットについて解説します。 

 

 

 

メリット 1 圧倒的店舗数 

 

セカンドストリートは、他のリサイクルショップより比べると店舗数が多いので、このセカンドストリ

ートを攻略する事は非常に大きいです。 

 

メリット 2 商品の状態が比較的良い 

 

実際に店舗に行ってもらうと分かりますが、お店の雰囲気も良く店内も清潔で、商品自体も管理

がしっかりとされているので、商品の状態が非常に良いです。 

 

メリット 3 購入商品をプチプチで梱包してくれる 

 

中古商品には、外箱が欠品していることがよくあります。 

 

それらは、Ａｍａｚｏｎの規約上、ビニールやプチプチで梱包してから納品する必要があるのです

が、セカンドストリートでは、購入商品をプチプチで梱包してくれます。 

 

これは、中古仕入れをする上で凄くありがたいことです。 
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それでは、実際にセカンドストーリーで見るべきポイントについて解説していきます。 

 

基本的に入荷した日や、状態などを細かく書いてくれていますので、非常にわかりやすいです。 

 

高額な商品には半年保証などもついているので、万が一の時にも安心して購入することができ

ます。 

 

中古仕入れで、見るべきポイントは 3 っつです 

 

1、 付属品の有無。 

2、 値段 

3、 モノレート 

 

 

 

中古仕入れで、見るべきポイントで付属品は非常に重要です。 
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画像の商品は、ＤＶＤレコーダーですが、リモコンと B－CAS が付属すると記載されていますので、

普通に使用するのには問題ない範囲です。 

 

まず、仕入れるときは必ず付属品確認をおこなってください。 

 

付属品確認が終わったら、Amazon で出品する際の状態合わせをおこないます。 

 

Amazon では、商品コンディションを以下のように定めております。 

 

 

 

これらを参考に、どのコンディションで出品するか決めます。 
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そして、同じコンディションで出品しているライバルセラーがいれば、その価格に合わせて、出品

していきます。 

 

次に値段です。 

 

中古の相場勘は、慣れないうちは苦労する事も多いです。 

 

しかし、新品、中古問わずその商品が安いのかどうかが一つの仕入れ判断基準になります。 

 

例えば、上の画像の商品は DVDレコーダーですが、元々はこのように陳列されていたんです

ね。 
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棚から 3段目の DVDレコーダーは、パイオニア、2006年製で 3,900円 

 

棚から 2段目の DVDレコーダーは、シャープ、2007年製で 1,900円 

 

メーカーの違いや、機能の違いはありますが、年式の新しいものが安いとなると、「相場より

もやすいんじゃないかなぁ？」という心理が働きませんか？ 

 

実際に、棚から 2段目の DVDレコーダーは、大きな利益を生む商品でした。 

 

DVDレコーダーのコーナー、掃除機のコーナー、空気清浄機のコーナーと、商品ジャンルごとに

仕分けされているので、その中で年式比較を取り入れて検索してみましょう！！ 

 

 

最後に、モノレートの見方。 

 

基本的に新品に比べると、中古は回転が落ちるので普段より慎重な仕入れ判断が必要になりま

す。 

 

モノレート―では、新品、中古に分けてグラフを確認できるので、中古のみに設定してグラフを見

るようにしてください。 

 

その際に、過去の相場もキチンと確認しましょう。 

 

極端に今の中古相場が高い場合は、かなり売りにくくなるので注意が必要です。 
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画像の商品は、相場が比較的安定しているので、よく売れている商品ですし、その範囲で出せば

充分に売れますね！ 

 

もっと詳しく中古が売れているか調べたい場合、中古の出品者の増減数で減った数を見て下さ

い。 

 

基本的に中古商品は、1点ものの仕入れが多くなるので、中古で売れたら中古出品者の数も減

ります。 

 

その数を読んでみてもいいです。 

 

 

補足 

 

セカンドストリートでは、セカスト会員登録すると、1 ヵ月間 10%オフクーポンが貰えます。 

 

セカスト仕入れに慣れるためにも、最初にこのクーポンを使って実践してみましょう！ 

 

ただし、他クーポン、割引券と併用はできませんのでご注意を。。 

 

詳しくは下記を参考に 

 

セカスト会員募集 

https://www.2ndstreet.jp/static/index/recruitment 

 

 

https://www.2ndstreet.jp/static/index/recruitment
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第３章 実際に仕入れた激熱商品の紹介 

◆シャープ 250GB DVDレコーダー AQUOS DV-AC72 

 

 

Amazon販売価格 9,300円⇒見込み利益 6,012円  利益率 65% 
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◆brother A3 インクジェットプリンター複合機 MFC-J6573CDW 

 

 

Amazon販売価格 25,000円⇒見込み利益 6,700円  利益率 28% 
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■おわりに■ 

 

今回のレポートは以上になります。 

 

いかがでしたでしょうか。 

 

もし、このレポートを読んで分からないことがあれば下記にメールアドレスを載せているので、お

気軽にお問い合わせください。  

  

今後もせどりで役立つ情報やレポートを作成していきますので、僕のメルマガのほうもチェックし

てくださいね！！  

  

最後までご覧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：riki 

メールアドレス：info＠riki-yunyuu.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：「せどり・輸入ビジネスで資金ゼロから起業」 

http://riki-yunyuu.com/ 

 

メルマガ：「riki の物販情報通信」 

25歳でせどり、輸入ビジネスを始めて 2年後の 27歳で起業しました！資

金ゼロからどうやって起業したのか配信しています 

https://twelfth-ex.com/rg/42300/1/ 

 

公式 LINE＠： https://line.me/R/ti/p/%40lwi3342r 

LINE ID検索から友達追加する場合はこちらの IDで検索してください。

↓↓↓  

@lwi3342r 
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