
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

     

電脳ネットショップの 

仕入れが難しいって？？  

あ、もしかして 

クローバーサーチとかつかってます？ 

それじゃ見つからないですよね（笑） 

ネットショップは、 

〇〇〇のサイトをチェックするだけで、 

ザクザクお宝でてきますよ！！ 
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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 
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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。
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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 電脳仕入れは苦手ですか？ 

 

 

電脳仕入れが苦手な人の悩みは、 

１、仕入れ先がなかなか見つけられない 

２、仕入れ出来る商品がなかなみつけられない 

３、店舗仕入れの方が楽 

など大まかにこんなところだと思います。 
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店舗仕入れの方が直接商品を確認できるので 

安心感があり仕入れしやすい。 

そーいった理由から電脳にあまり力を入れない 

せどらーさんが多いです。 

逆に言うとだからこそ電脳仕入れの方が 

ライバルが少ないとも言えます。 

 

ネットショップでの仕入れ方は基本的に店舗と同じです。 
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キーワードは 

アウトレット 

型落ち品 

処分品 

在庫処分 

などで探します。 

これは、なるべくリスクを少なく仕入れをすること、 

多数の出品者による価格競争や 

アマゾンの在庫復活、メーカー再販などの 

リスク回避にもつながります。 
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第２章 メーカー直販ショップどは 

 

では、どーいったネットショップから仕入れればよいのか、 

それはメーカの直販ショップです。 

なぜ楽天や Yahoo、他のショッピングモールではないのかというと 

メーカー直販ショップはほとんど 

グーグルの拡張機能に引っかからないんですね。 

ということは 

他のせどらーさん達の目にとまらない ＝ ライバルが少ない  

ということになります。 
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ほとんどのメーカーは直販ショップを持ってます。 

一部を紹介しますと、 

ロジクール、  

NEC、  

アイリスオーヤマ、  

タニタ など 

他にもメーカーは数多くありますので、 

検索してみましょう。 

メーカーのホームページを見て 

ダイレクトショップがあるかないか確認します。 

まれにメーカーサイトとダイレクトショップが 

リンクしてないメーカーもありますので、 
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検索ワードとしては 

【メーカー名 直販】 

【メーカー名 ダイレクトショップ】 

【メーカー名 オンラインストア】 

【メーカー名 アウトレット】 

などメーカー名とキーワードを組み合わせて検索すると良いでしょう。 

こんなメーカーのアウトレットもあるんですよ！  ↓ 
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第３章 実践編 

では実際に仕入れてみましょう 

ロジクールのアウトレットショップです。 
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上の３つが利益取れますね！！ 

 

 

２６５００円→４０７５０円 
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７３１５円→１２０６０円 
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１０３７５円→１６５５９円 
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キャノンオンラインショップです 

 

 

 

 

これはセット販売ですが、利益が出そうですね！！ 
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２０８００円→２９４００円 

カメラだけでも利益取れますね 
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セット販売のため 

０円→２８００円 
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最後にドライブレコーダーなどのセルスターです 
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８０００円→１５１２０円 
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このようにメーカーのダイレクトショップは 

かなり仕入れ対象がみつかります。 

メーカーによっては会員登録をしないと 

アウトレットコーナーに入れないところもありますが、 

どこのメーカーでも会員登録することによって 

メルマガ等でお得な情報も入手することができますので 

情報をうまく使い仕入れに生かしましょう！！ 
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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。 

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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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 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/ 
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