
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） 
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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傍ら、副業せどらーとして 

週１~２回程度の仕入れで 

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！ 

なんでもそうですが、 

まずは「やってみること」が大事です！ 

やったもん勝ちになりましょう！！ 
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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」に並べられているので、 
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これを「値下がり率が大きい順」に並び変えます。 

 

 

 

そして値下がり率が「- 3 0 %以上」！ 

もしくは「- 1 0 0 0 円以上」！  

の商品を一つ一つ調べて行きます。 
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この数字はあくまでも効率を考えた数字です。  

その数字を少し下回っている商品も 

調べたほうがよい場合もあります。 

 

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わけではなく、 

1 日に数回ランダムで更新されています。 

ベストゲートを１日２回ほど時間を置いて 

チェックするだけでも結構な利益がとれますので 

毎日チェックするようにしてください。 

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は、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。 
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上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 



超簡単電脳仕入れ！！ 

すき間時間にプラス 10万円！ 

 

Copyright (C) 2016 なみきけん. All Rights Reserved. 
- 12 - 

 

 

９７０１円➡１５８００円 
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ネットショップでのひとつの商品を仕入れたら 

色違いの商品を調べてみるとか 

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るなど 

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。 

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 

チェックして下さい。 
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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/ 

 

ここでネットショップを開拓し、 

仕入れ先となる店舗もかなり増えました。 

http://kakaku.com/pricedown/
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価格.comは、たくさんのカテゴリーがあるので 

調べるのが初めはたいへんですが、１ヶ月に１，２度は全部調

べた方が良いですね。 

利益が取れる商品が見つかり、それがリピート仕入れにつなが

ります。 

 

価格, c o m の大幅値下げランキングを使います。 
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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。 
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マウスを見てみますが５位のバッファロー  

 

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 

 

 

２９８０円→４４８０円 

このようにわりと簡単に見つかります  
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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。 

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定価よりも高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 
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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。 
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NECでちょっと見てみますね 

 

 

８９００→１６９７８円 
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ここはアイリスオーヤマですが 
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４６２２円→６９００円 
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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。 

 

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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■おわりに■ 

最後までご覧いただきありがとうございました。 

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アウトレットや在庫処分品、 

生産完了品を探すだけです。 

スマホだけで外出先からでも、 

トイレの中でも仕入れが出来ちゃいますよ（笑） 

 

せどりはやればやった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■ 

 ハンドルネーム：なみきけん 

 座右の銘：いつでも今がいちばん楽しい！！ 

 

 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。 
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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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