
 

 

☆☆かんたん電脳仕入れ！☆☆ 

もうこのサイトだけで 

仕入れはいいんじゃね？？ 

家電からカップラーメンまで 

仕入れられる 

あのサイトを徹底解剖！！ 

 

なみきけん 
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■推奨環境■ 

この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 Adobe 

Readerを無料でダウンロードしてください。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

■著作権について■ 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利用下さ

い。 

このレポートの著作権はなみきけんに属します。 

著作権者の許可なく、このレポート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。このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなし

ます。 

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。

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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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、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！ 

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、 

本業も朝８時に家を出て、帰るのは２３時頃です。 
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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 LOHACO（ロハコ）って？ 

 

LOHACOは、家庭で必要なものをスピーディに届ける 

「日常使いのネット通販サイト」です。 

 

ここからアクセスできます ↓ ↓ 

https://lohaco.jp/ 

 

 

https://lohaco.jp/
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LOHACO（ロハコ）の特徴を大きく６つにまとめると 

１、 通販大手アスクルとヤフーが提携して展開する           

日用雑貨から家電まで扱うショッピングサイトになります。 

２、 ティッシュやお米、ベビー用品、ミネラルウォーターなど、       

重くてかさばる日用品が安い。 

３、 当日配送エリア内なら、朝１０時までの注文で当日配送。その他

のエリアでも翌日配送。  

４、 １９００円（税込み）以上の購入で送料無料。 

５、 ヤフーの IDがあればユーザー登録不要ですぐ買い物ができる。 

６、 買い物でＴポイントが貯まる。使える。 

またサポートなどもしっかりしています。 
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第２章 LOHACO（ロハコ）のどこを見ればいいの？ 

ロハコは食品や雑貨、家電まで手広く扱ってます。 

もともと価格は安いのですが、その中で仕入れ対象を探すなら 

 

チェック１、アウトレットセール 

チェック２、L O H A C O セール 

チェック３、まとめ割 

基本的に３つのセールを見ていけば間違いはありません。 
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ロハコのアウトレットは通常棚に加え、 

シークレットやメーカー別、カテゴリー別などの 

特設コーナーもあります。 

 

不定期でアウトドア用品コールマンなどのアウトレットも 

登場しますので、定期的にチェックしましょう。 
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第３章 実践検証 

※リサーチのコツ 

すべての商品をリサーチしていたのでは、 

いくら時間があっても足りません。 

ポイントとして 

・アウトレットコーナー 

・セール特集 

・チラシ掲載品（日替わり品）など 

そこの商品を中心に、割引率の高い順 

そして通常価格と割引価格の差額が大きい 

商品を中心にリサーチしていきます。 
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シークレットアウトレットで見てみますね。 
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エレコムのコンパクトスピーカーが 

 

 

 

３０００円→４６７５円 
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同じくエレコムの PC クーラーが 

 

 

 

５６８０円→８５２６円 



                 かんたん電脳仕入れ！ 

家電からインスタントラーメンまで仕入れられるあのサイトを徹底解剖！！ 

 

Copyright (C) 2016 なみきけん. All Rights Reserved. 
- 14 - 

ここで見てほしいのですが 

 

３点以上の購入で割引になります！ 

これがまとめ割ですね。 

 



                 かんたん電脳仕入れ！ 

家電からインスタントラーメンまで仕入れられるあのサイトを徹底解剖！！ 

 

Copyright (C) 2016 なみきけん. All Rights Reserved. 
- 15 - 

エプソンのプリンターですね 

 

 

１０７７８円→１５８７６円 
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ヘルス＆ビューティーも見てみますね 

 

 

 

 

６９８円→１８５７円 
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雑貨では 

 

 

 

７９８円→２４７９円 
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１４５８円→２９１６円 
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食料品も 

 

 

 

 

１９８０円→３２６４円 
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他にも過去に仕入れた商品では、 

      

４９８０円→１０２６０円           ２８６０円→６４８０円 

 

など、ロハコでは幅広いジャンルでの仕入れが可能です！！ 

ただ食料品などは賞味期限がありますので 

仕入れの際は確認してからにしましょう。 
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電脳は店舗せどりと違って、インターネットを使った仕入れなんで、 

在宅ベースで仕入れが完結します。 

これにより、 

・移動時間ゼロ 

・交通費ゼロ 

・完全在宅だから副業が会社にバレない 

・重い荷物も気にせず購入できる 

  

などなど、非常に多くの効果を発揮します。 

自宅でサクサク仕入れをする事が出来れば、 

小さなお子さんがいらっしゃる主婦の方でも 

気軽に仕入れが出来ちゃいますね。 
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■おわりに■ 

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。 

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

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



                 かんたん電脳仕入れ！ 

家電からインスタントラーメンまで仕入れられるあのサイトを徹底解剖！！ 

 

Copyright (C) 2016 なみきけん. All Rights Reserved. 
- 23 - 

 

■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 URL：http://namikeys.net/sample-page/ 

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。 

１年前にせどりを始めて 

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 

コンスタントに売上１５０万オーバー 

月４0万オーバーの利益を出してます。 

 

 

 

http://namikeys.net/sample-page/
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■発行者情報■ 

 

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：すき間時間に稼ぐ「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/
https://twelfth-ex.com/rg/44478/1/

