
 

 

あの○○サイトをリサーチするだけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

電脳が難しいなんて思っているそこのあなた！ 

毎日でも仕入れが出来ちゃう  

私の秘密のサイト教えちゃいます！！ 

これで仕入れが出来なかったら 

電脳は諦めて下さいね（笑） 

 

 

著作者：なみきけん 

超簡単！電脳仕入れ！！ 
すき間時間でプラス１０万円！ 
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■ 推奨環境 ■ 

本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 AdobeReader をダウンロード（無料）してください。 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

■著作権について■ 

本レポートは、著作権法で保護されている著作物です。本レポートの使用に関し

ましては、下記の点にご注意ください。 

本レポートの著作権は、著作者なみきけんに属します。 

著作権者の許可なく、本レポートの全部または一部をいかなる手段においても、

複製、転載、流用および転売（オークション含む）をすることを禁じます。 

 

本レポートをダウンロードした時点で下記の事項について許諾されたものといた

しますが、もし、許諾を拒否される場合は、速やかに本レポートのデータを破棄し

てください。 

 

（１）本レポートは、著作権者の許可がない限り、複製、転載、流用および転売等

することを禁じます。もし、複製、転載等を望まれる場合は、書面またはメー

ルにて著作権者まで了承を得てください。 

（２）上記第二条に違反した場合、また他不法行為に該当する行為が発覚した場合、

関係法令に基づき損害賠償請求を行う場合もあります。 

（３）本レポートに記載している情報は、作成時点での著者の見解等であり、著者

は情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。本レポートの作成にお

いては万全を期しておりますが、万が一不正確な情報や誤り等がございまして

も、著者・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。 

（４）本レポートに記載してあることを実践するにおいては自己責任でお願いしま

す。それによって生じた如何なる結果につきましても、著者・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。 

 

http://get.adobe.com/jp/reader/
http://get.adobe.com/jp/reader/
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■はじめに■ 

こんにちは 

なみきけんです。 

このたびは私のレポートをダウンロードして

いただきましてありがとうございました。 

現在美容室を経営するかたわら 

副業として、1 日１~２時間程度の仕入れで 

毎月コンスタントに 40 万オーバーの利益を稼いでいます。 

せどりって難しいですか？ 

NO です！ 

あんまり稼げないイメージがあるんですけど・・？ 

NO です！ 

時間がある人じゃないとできないんじゃ？ 

NO です！ 

自己紹介でも書いていますが、 

私は現在５４歳です。 

パソコンもネットくらいしかやったこがなく、 
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本業も朝８時に家を出て、帰るのは２３時頃です。 

休日も週１日しかありませんし、 

家では 1 歳児の子育て真っ最中です！ 

でも、出来ちゃうんです！！ 

ちょっとのすき間時間と 

ちょっとのやる気さえあれば 

スマホだけでも OK です！ 

トイレの中でだって出来ちゃいますよ（笑） 

 

なんでもそうですが、 

まずは「やってみること」が大事ですよね！ 

やったもん勝ちになりましょうよ！ 
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第１章 ベストゲートを利用した仕入れ方法 

 

ネットショップで仕入れられないと思っていませんか？ 

実はとても簡単なサイトがあるんですよ！！ 

それは・・・↓ 

 

 

 

 

                          です。 

ここからアクセスできます↓ 

                                              

http://www.bestgate.net/ 

 

 

 

http://www.bestgate.net/
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ベストゲートのトップページから右側にある 

「値下がり情報」をクリックして開きます。 

 

 

 

 

最初のページに表示されているランキングは 

左側のカテゴリーの、 

「スマートフォン・タブレット」「パソコン」「カメラ」 

「AV機器」「家電」「自動車・バイク・自転車」「楽器」です。 

最初は「値下がり価格が大きい順」に並べられています。 
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ここからカテゴリーを選んで 

「値下がり率が大きい順」に並び変えます。 

下の赤丸にある値下がり率です。↓ 

 

すると値下がり率の大きい順に並べ替えられますので 

値下がり率が「-３０%以上」！ 

もしくは値引き額「-１０００円以上」！  

の商品を一つ一つ調べてみましょう。 
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だいたい上から１０位前後くらいまでが 

値下がり-３０％くらいになりますから 

そんなに膨大な数ではないので、 

わりと簡単に調べられます。 

しかし、この数字より下回っていても  

利益が取れる場合もありますので 

慣れてきたら幅広く検索してみましょう。 

 

最初に表示されているランキングを調べたら次は 

「PCソフト」「DVDソフト」「ゲーム」「おもちゃ」など 

その他のカテゴリーを調べて下さい。 
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ベストゲートは特定の時間に更新されているのではなく 

 

1日に何回かランダムに更新されています。 

時間を置いて何度かチェックするだけでも 

仕入れ対象商品が見つかりますので 

毎日チェックしてみましょう。 

 

仕入れ対象商品が見つかったらハピタスを経由してから 

購入するとポイントもつきます。 

また商品状態や型番など、しっかりチェックしてから 

購入するようにしてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 



超簡単電脳仕入れ！ 

Copyright © 2013 なみきけん all rights reserved.  

10 

この値下がり情報から、 

 

下の１０位にあるエレコムのヘッドフォンを見てみます。 
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１９２２円➡３８８４円 
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下のパソコンパーツは 

 

 

９７０１円➡１５８００円 
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このようにチェックしていきます。 

 

またショップでのひとつ商品を見つけたら 

色違いの商品を調べてみたり 

ここのショップは最安値商品が多いから 

全部の商品を調べてみたり 

検索対象を広げてみましょう。 

 

それとネットショップから購入したら 

必ずメルマガ会員になりましょうね。 

ショップからのメルマガも仕入れの 

情報収集のツールになります。 

セール情報や、セール品が紹介されているため 

チェックしてくださいね。 
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第２章 価格.comを利用した仕入れ 

 

次は誰でも一度は検索したことがあるこのサイト 

価格.comです。 

 

ここからアクセスできます ↓ 

http://kakaku.com/pricedown/ 

 

 

 

 

 

http://kakaku.com/pricedown/
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価格.comは、カテゴリー多くがあるので 

全部のカテゴリーを調べるのは大変ですが、 

月に何度かは全部調べてみるといいでしょう。 

仕入れ対象商品が見つかり、 

それがリピート仕入れにつながっていきます。 

 

 

価格,comの大幅値下げランキングを使います。 
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このようにカテゴリー別に値下げ率が出てますので、 

値下げ率５０%以上をリサーチしていきます。 

基本的にはパソコン周辺機器、家電、カメラを中心に 

探しますが、カテゴリーはかなりあるので、 

独自に得意な分野を見つけましょう。 

アウトドア用品や DIY工具なども 

じゅうぶん仕入れ対象商品が見つかります。 
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マウスを見てみます。５位のバッファロー ですが 

 

ショップの売り場に行くをクリックすると 

そのネットショップに行きますが、 

グーグルの拡張機能で価格比較プライスチェッカーや 

クローバーサーチ Bなどを加えておくと 

ほかのネットショップでさらに安い商品が見つかる場合もあ

ります。 

 

９８０円➡１８４０円 
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次は SDカードですが 

 

１３位にあるトランセンドが 

 

６８０円→１８８０円 
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最後に１位のシュレッダーですが 

 

 

９８０円→４４８０円 

このシュレダーは価格.comからグーグルの拡張機能を使い 

他のサイトで９８０円で見つけました。 
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グーグルの拡張機能ですが、パソコンのプラウザを  

GoogleChrome グーグルクロームに変更すると 

使用出来るようになります。 

グーグルクロームには、付属機能で 

便利な「拡張機能（エクステンション）」というものがあります。 

簡単に言うと、クロームで出来る事が増える感じです。 

電脳せどりに使用できるものも沢山ありますので 

使いやすいようにカスタムするとよいでしょう。 

こちらから↓ 

http://www.google.co.jp/chrome/browser/desktop/index.html 

自動価格比較／ショッピング検索（Auto Price Checker） 

amazonの商品最下部に主なネットショップの 

現状価格が表示されますので、プレ値があった際には 

該当ネットショップからワンクリックで仕入を行う事が可能で

す。 

クローバーサーチ B 

amazonの商品ページの左下に主なネットショップの現状価格が

表示されます。 

簡単にプレ値を探す事がこれで出来ます。 
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またネットショップからの仕入方法として、 

アウトレット品や在庫処分品を中心に探しましょう。 

次の章でも解説しますが、 

大抵の家電量販店のネットショップやメーカー直営の 

ネットショップは在庫処分コーナーやアウトレットコーナー

があります。 

アウトレット品や在庫処分品は通常より商品が安くなってお

り、生産終了品も多数あります。 

アウトレットで箱汚れなどの訳あり品でも、十分新品で出品

できる場合も多いですが、ショップに問い合わせて状態を確

認してから購入しましょう。 

生産終了品は供給がないため、需要がある商品に関しては 

プレ値で売れることもあります。 
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第３章 ホームセンター                           

 

ホームセンターといっても店舗ではありません。 

ホームセンターにもネットショップがあるんですよ。 

カインズ、ケーヨーD2、コメリ、ビバホームなど 

ほとんどのホームセンターにはネットショップがあります。 
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コメリのサイトを見てみましょう 

 

ここからアクセスできます ↓ 

http://www.komeri.com/ 

 

このようにアウトレット特集のページがあります。 

またアウトレット専用のページがなくても、 

検索でアウトレットや在庫処分などと入力すると 

見つかる場合もあります。 

 

 

 

http://www.komeri.com/
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アウトレットページで見つけた工具セットですが 

 

 

 

６９８０円→１１８３８円 
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また浄水器が 

 

 

 

９８０円→１８１９円 

ホームセンターでは幅広い商品が仕入れができます。 
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第４章 メーカーサイト 

 

家電に限らず多くのメーカーには 

ダイレクトショップがあります。 

ダイレクトショップにもアウトレットコーナーがあります。 

 

下は NECのダイレクトショップです 
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ちょっと見てみますね。液晶ディスプレイですが 

 

 

８９００→１６９７８円 
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ここはアイリスオーヤマのサイトですが 

 

 

 

 

このようにアウトレット SALE のコーナーがあります。 
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４６２２円→６９００円 



超簡単電脳仕入れ！ 

Copyright © 2013 なみきけん all rights reserved.  

30 

このようにメーカー直のダイレクトショップにも 

仕入れ対象となる商品はたくさんありますので、 

ひとつひとつ探してみましょう。 

慣れるまではちょっと時間がかかるかもしれませんが、 

グーグルの拡張機能をうまく使うと 

より効率よく探せるようになります。 

 

最後に気を付けてほしいのですが、 

あまりにも安い価格がある時があります。 

メーカーサイトやホームセンターなら大丈夫ですが、 

見知らぬネットショップだと詐欺サイトの可能性もありますの

で、よく調べてから購入しましょう。 
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最後に 

心から感謝いたします。 

 

このレポートを選んで頂き 

そして、最後まで読んで頂いたことに感謝しております。 

電脳が苦手と思ってるあなた！ 

実はとても簡単なんです。 

店舗での仕入れと同じように 

在庫処分品やアウトレット、生産完了品を探すだけです。 

スマホで外出先からでも、 

ちょっとした空き時間でも出来ちゃいます！ 

せどりはやった分だけ結果がついてきます。 

このレポートがあなたの新たな一歩になれば 

幸いに思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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■自己紹介■ 

 

１９６２年東京生まれ。 

美容室を経営しながら、夜はキャバクラのヘアメイクをしています。 

せどりを始めたのは２年前に３度目の結婚をし子どもが産まれまして 

子どもが成人する頃はもう７０オーバーになってしまう！ 

７０過ぎまで元気に美容師として働けるか？？ 

それと、収入があるのはいいけれどあまりにも時間に束縛され過ぎて 

もっと子どもとの時間を作りたいとゆう気持ちからでした。 

自由な時間と収入の両方を手に入れるにはせどりはもってこいですね。 

美容師とゆう仕事柄、お客様がいない時間空いてます。 

合間の時間を使って、パソコンとにらめっこ。 

はじめの月は、売り上げ４０万 利益１０万 

２か月目 売り上げ７０万 利益１８万 

３か月目 売り上げ９０万 利益２５万 

４か月目で 売り上げ１００万 利益３０万を突破しました。 

今は本業合間に電脳仕入れと 休日の買い物ついでの店舗仕入れで 

コンスタントに月４0 万オーバーの利益を出してます。 

美容の仕事もせどりも好きな 54 才 1 歳児のパパです。 
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■■■ 発行者の情報 ■■■ 

 

 発行責任者：なみきけん 

 メールアドレス 

ken@namikeys.xsrv.jp 

 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：「せどりのぶろぐ」 

http://namikeys.net/ 

 自由な時間と収入を求めて、せどりで稼ぐブログ 

 すき間時間で給料以上を稼ぐ方法を暴露しまーす。 

 

 メルマガ：「自由な時間と収入を！」 

 すき間時間に稼ぐ秘訣や、秘密の情報を配信してます。 

 https://twelfth-ex.com/rg/44478/1/ 

 

http://namikeys.net/

