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今、爆発的人気のカメラ転売！！ 

しかし残念ながら稼げる人はごくわずかです。 

なぜならみなさん独学で実践するからです。 

今回、私の人生を変えたカメラ転売の攻略法を 

あなたのために完全マニュアル化いたしました！ 

サトシ流カメラ転売を実践して是非稼いでください！！ 

ネットビジネス歴ゼロのド素人が 

たった３か月で月収３０万円稼ぐことが可能

な攻略本！ 



 

カメラ転売歴１年で年収１０００万円稼いだ、 

サトシのノウハウ満載！！ 

副業で可能！ 

起業も可能！ 

完全在宅もOK! 

主婦でも可能！！ 

パソコン音痴でも可能！ 

顔出し不要！ 

地方在住でも可能！ 

学歴不問！ 

カメラの知識ゼロでも出来る！ 

小資金でも実践できます！！ 

実際にカメラ転売で現役で稼いでいるサトシ

の手法、思考法を公開！！ 

 

あなたもサトシ流カメラ転売を 

すぐに実践して稼いでください！！ 
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第３章ハイパービジネスで稼ぐ 

は？ 

月収３０万円稼ぐ 

サトシ流カメラ転売 

 
秘伝１．『１品５０００円３日の法則』こそが、カメラ転売が物販最強と



言われる所以だ！！ 

１． カメラ転売は、本当に簡単に素人さんでも利益をポンポンと 

出すことができます！ 

基本的に儲かるカメラを仕入れて販売するから 

赤字になることがありません！！ 

 カメラを仕入れて、ヤフオクで売る！ 

出品して３日後には利益を載せてお金が返ってくる！！ 

そのお金を持ってまたカメラを仕入れる！ 

 また３日後には利益を載せてお金が返ってくる！ 

このように繰り返して稼いだ利益を複利で中古カメラに再投資 

していくビジネスがカメラ転売です！！ 

 あなたの投資資金に応じて始めることができますし 

１日から３日で売れて、現金が返ってくる現金商売です！！ 

 

掛け売りはありませんし、取引先が飛んでしまうこともありません

し、カメラは腐りませんので飲食店や生鮮品のように格下げロスや 

廃棄ロスもありません！ 

 

また、アパレルのように人気の移り変わりがほとんど無く 

季節によって寒くなってきたから、「夏服半額！」といった 

捨て値で安売りしなくてもいいんです！ 



 

最短１日から３日で現金が増えて返ってくるという 

資金回転が非常に速いのも大きな特徴です。 

さらに、稼いだ利益を複利で再投資していけば、非常に短期間で爆

発的に利益が増えていきますので、小資金しか準備できない方でも 

短期間に利益を増やすことができます！！ 

 

例えば、自己資金１０万円でスタートした方が、3 ヶ月後には、自

己資金が１００ 万円にまで増えていたという方もおられます。 

わずかたった 3 ヶ月で、自己資金が１０ 倍になるというような 

夢物語が現実に起こるのです！！ 

 

ではサトシ流カメラ転売を実践すると、いったいあなたに何が起こ

るのか、少しお話ししておきましょう！ 

これからお話しすることは、すべて事実に基づいた内容です！ 

① 知識ゼロ、経験ゼロでも、初月から利益を稼げます！ 

カメラに関する知識やヤフオクでのオークション転売の経験がま

ったくない人でも、初月からいきなり利益を稼ぎ出すこともできま

す。もちろん独学で実践している人は難しいと思いますが 

私のコンサル生でしたら１ヶ月目から１０万円 

２か月目には３０万円稼ぐことも可能です！ 



 

私が実践した時は、１ヶ月目はマイナスで３万円＾＾； 

２か月目は利益１６万円ほどだったと記憶しています。 

３か月目で利益４０万円くらいの利益でした。 

ですので、３か月トータルの利益額が５３万円でした！！ 

 

もちろん初めの資金量や人によって早い遅いはありますが 

きちんと指導通りに実践する方はきちんと稼げますし 

みなさん遅くとも半年後には５０万から６０万円は稼いでおられ

ます！ 

 

５０万円６０万円を稼ぐのはカメラ転売の世界では当たり前で 

トップセラーと言われるのは月に１００万円以上稼ぐ方達です。 

 

私自身、カメラ転売を始めて１００万円の収入を目標にして 

ネット仕入だけで１１４万円の月収を達成しました！ 

 

② なぜ、カメラ転売は稼げるのか？ 

ではなぜ素人が簡単に稼げるのでしょうか？ 

それは中古カメラに圧倒的魅力があるからです！ 

 



写真やカメラに興味のないあなたはカメラが売れる商材だなんて 

にわかには信じられないでしょう？ 

私も始めはそうでした＾＾； 

 

でもよく考えてください！ 

あのカメラ愛好家には有名なショップ 

カメラのキタムラは全国に１２００店舗もあるそうですよ！！ 

 

あの大きな家電量販店ビックカメラやヨドバシカメラなど 

カメラをアピールした屋号ですよね？ 

カメラ専門店からあんなに大きく成長されています！！ 

 

カメラに興味ない人間には理解できませんが 

カメラ人気は昔から絶大なのです！！ 

そんな人気のカメラですが、なぜ中古が売れるのでしょう？ 

それは新品に比べて圧倒的に安いんですね！ 

たとえば今でも人気の CANON EOS 1D MARK3 

という機種を例に出しますと 

発売当時は５０万円ほどしたそうですが、現在の中古は 

９万円ほどで購入できます。 

他の機種も同様です！ 



あなたも憧れの欲しいものがそんなに安くなっていれば 

買いたいと思いませんか？ 

 

カメラではわかりにくいので自動車に桁を合わせて説明すると 

数年前５００万円のクラウンが９０万円で買えるようなものでしょう

か？イメージできますか？ 

 

とても人気の中古カメラですが、ヤフオクでは 

さらに安く買えると評判なのです！！ 

 

しかも転売業者が増えたおかげで競争が良い方向に働き 

良質の中古カメラを安価で手にするならヤフオク！と 

カメラ愛好家が大勢ヤフオク！を見ています！！ 

 

それは他のカテゴリとは比べ物にならないほどの 

人気ぶりで、だからこそ１円から出品しても 

３日後には安定して相場まで上がる！という現象が起こります！！ 

その高い人気があるからこそ、素人が１円出品しても相場までは 

安定して値段があがり、赤字になりにくいのです。 

 

③ 従来のせどり、転売ビジネスとの決定的違いとは？ 



まず、１品当たりの利益額が違います！ 

古本せどりの数十円の利益と違いカメラは基本１品５０００円の

利益がでます。 

というより、正確には１品で５０００円以上の利益が出るものを仕

入れていきます。 

せどりでも高額な利益が出るものもあるでしょうけど、そのような

商品は回転が遅く、数日で売れるなんてことはありませんよね？ 

数か月、半年、下手したら１年後とか、、、 

カメラは１日から３日で売れて利益が返ってきます！！ 

 

あと一般の新品転売ビジネスはどうか？ 

儲かる商品のリサーチが大変ですよね！ 

常に雑誌やニュースを常に見て、世間の関心にアンテナを張り 

新製品の情報や、女性雑誌のランキングなどリサーチが大変です 

たとえば人気のアイフォン関係の商品が新発売されたら 

家電量販店に徹夜で並んで買い込んだりして市場に出回らないよ

うにして定価より高い値段で転売する。 

しかし売れるのは発売後数日間だけ、、、 

メーカー生産が追いつき、正常に出荷すればいきなり値崩れして赤

字だらけ 

すぐに転売業者との値下げ合戦で、見込んだ利益が出ない！ 



あのタブレットが新発売と聞けば、徹夜で並ぶ、、、 

一時は利益が出てもブームが去るか、メーカーの在庫が正常なら 

すぐに他の商品を探さないと、もう儲からない！ 

 

最近では SONY のＰＳ４が新発売されて儲かると踏んだ友人が 

予約しまくり買い込んだけど、供給量が追い付いていて 

どこのお店でも普通に買えたため、プレ値を期待して 

買い込んだ人は捌くのに大変だったとか、、、 

※プレ値とは品切れを起こしている商品に対して 

転売者が買い込み、定価以上のぼったくり価格 

つまりプレミアムな値段で主にアマゾンで売ること。 

震災があった時に需要があった３０円くらいのペットボトルの 

水を買い込み高価格のプレ値とかで販売していた人もいて 

問題視されていた。 

というように一般の転売は儲かる商品探しが難しく 

ずっと、リサーチし続けなくてはいけない点がカメラとは違います。 

 

カメラの場合、人気機種を扱うことで１度売って儲かれば 

また、同じ商品を探して売ればまた儲かるのです！！ 

つまり１度の経験が次につながり、経験を増やすほど 

リサーチが簡単になっていき、作業時間が減っていくのです！ 



 

あとは新品と中古の違いも大きいです！ 

中古ならではの特殊性がカメラを稼ぎやすいものにしています 

では新品せどりにないその特殊性となんでしょうか？ 

 

・すでに生産中止もしくは新機種発売サイクルが長いために 

中古品ですら希少で人気がある 

・発売当時、高価だった人気のカメラやレンズが 

中古なら手頃な値段で買える 

・レンズは１個あればいいというものではなく色々集めたくなる 

いわゆる「レンズ沼」、コレクション性 

・流通量が減ってくると、希少性が増し逆に値上がりしてくる 

・コンディションや付属品によって価格が大きく異なる 

・地方と都市でも価格差が大きい（一般的には、地方のほうが価格

が高い傾向にある） 

・基本的にはコピー商品、偽物が無く、安心して取引できる。 

一般のブランド品は真贋の目利きが必要 

・人気機種が決まっていて、１度覚えれば商品リサーチは 

ほとんど必要ない 

・同一商品であっても、コンディションや値付けをする人の主観に

よって価格が大きく異なる場合がある 



・お金に糸目をつけないマニア層や富裕層が顧客層である 

・オールドカメラやレンズほど価値が高く、プレミアム価格がつき

やすい 

・入手困難なレアな商品が存在する 

・人気機種は、販売サイクルが非常に早く、最短１日で売れてしま

うので資金回転が早い 

・商品自体が小さいので、在庫管理がしやすく、あまり場所を必要

としないので、在宅ビジネスに向いている 

・世界中にカメラ愛好家がいる。販売先が多く飽和がまずない。 

・カメラは壊れにくく、５０年以上昔の物がいまだに現役で使えた

りする。ロスが出ない！ 

・基本的に右から左なので、販売の手間が少ない！ 

・中古品はある種１点ものなので、競合という考えが間違ってる。 

 

こんな感じでパッと思いつくだけで、いろいろと特徴がありますが 

他の物販を経験されている方には夢のような商材ではないでしょう

か？ 

物販ビジネスにおいて、すぐに市場が飽和して、儲からなくなってし

まうような商品では、安定したビジネスは構築できませんし、 

稼ぎ続けることもできません！ 

飲食店などはその典型でしょう？！ 



 

一時のブームで店をドンドン出店しても流行が過ぎれば 

あっという間に撤退する、、、 

長年儲かって営業できるお店はほんのわずかですよね？ 

 

カメラのリサーチが楽なワケとは？ 

 

カメラ転売の特徴としてリサーチが他の転売に比べて楽です 

人気商品はずっと根強い人気がありますので、 

何度取り扱っても儲かり続けるのです。 

また、同じ商品をずっと販売していても儲かり続けるので、 

新しい商材を絶えず探し回って、儲かる商品をリサーチし続けるという 

従来のネット転売ビジネスにありがちなリサーチ地獄もありませんし、 

仕入れる都度のかんたんな価格リサーチくらいで 

仕入れを判断できますので、 

その点も中古カメラ転売のメリットと言えるでしょう。 

 

④ 『１品５０００円３日の法則』 

サトシ流カメラ転売では１品当たりの目標利益額を５０００円で設定し

て仕入れを行います！ 

そして仕入れた商品を即日出品して、３日後に売れる！ 



（早いモノ、慣れた出品者は１日での販売も可能） 

もちろん５０００円の利益が上乗せされて手元に現金で返ってきます！ 

 

最低利益基準を５０００円に設定しているだけで 

資金量によってはそれより低い１０００円とかの利益基準で仕入れても

いいですし、逆に１品で１０万円の利益が出ることもあります。 

 

たとえばの例でお話しします 

初期資金が１０万円と仮定して 

２万円の商品を５個仕入れます。 

それぞれが５０００円の利益を増やして手元に返ってきます。 

すると２５０００円×５個＝１２５０００円です 

初日から３日後に１０万円が１２５０００円になりました！ 

今度は２万円の商品を６個と５０００円の商品を１個、計７個の仕入れが

できますね。 

また３日後７個それぞれが５０００円の利益を増やし返ってきます。 

初日から６日後には利益で３５０００円＋２５０００円で 

６万円の利益です所持金は１６万円になっています。 

では次は８個の仕入れができますね。 

今回は利益４万円で２０万円の資金に増えています！ 

初日から９日後に１０万円の資金が倍の２０万円になりました！ 



これを繰り返すと１２日後に２５万円 

１５日後には３１万円、１８日後３８万円、２１日後４８万円 

２４日後６０万円、２７日後７５万円、３０日後９０万円以上！ 

あくまでも理論値ですが、サトシ流カメラ転売はこのような 

考えの元、実践することで爆発的に資金と利益を増やします！！ 

ですので、儲かった利益は無駄使いせずに全額再投資することに 

意味があります！！ 

 

もちろん実際の流れでは個々の金額が違ったり 

各人それぞれの資金量も違いますのでこの計算通りにはいきません。 

あくまでも計算上の理論値です。 

 

⑤ カメラ転売は飽和しないのか？ 

毎年数百名のカメラ転売実践者が参入しますが 

私が稼ぎにくくなったと感じたことはありません！ 

むしろ、日を追うごとに稼ぎやすくなっています＾＾ 

少し、私の今までの流れをお話しします。 

 

私がカメラ転売を実践し始めたころは副業でしたので 

それこそ寝る時間も惜しんで、カメラ転売を頑張ったものですが 

実践して４か月目には１日の労働時間２時間から４時間で 



月に６０万円を稼げるようになっていました！ 

半年を過ぎるころにはサトシ流が開花したのか 

１日の労働時間わずか１時間から２時間という短時間で 

６０万円稼げるようになり、いや本当のことを言いますと 

働かない日が月に半分くらいありました！ 

 

働かないで何をしていたのか？ 

その時、私はアメリカドラマの「２４」を再度見始めてハマってしまい 

仕事をほとんどしなくなりました。 

ドラマをすべて見終わると、私の大好きなゲーム「COD」シリーズの最新

作が発売されて購入し、１日中ゲームをしていましたので 

「怠けすぎだ！」と家族やカメラ転売の同期に叱られもしました。 

それでも安定的に６０万円から７０万円稼いでいましたので 

その片手間っぷりに同期や他のカメラ転売者から 

「ノウハウを教えてくれ」とも頼まれるようになりました。 

 

そんなに短時間労働で完全片手間でのカメラ転売でしたが 

とうとう月の利益１１４万円を達成してしまいました！！ 

完全に飽和という言葉は当てはまりませんよね！！ 

 

ここから大事なお話をしますのでしっかりと頭に叩き込んでくださいね。 



世間ではよく、「カメラ転売はもう飽和しているよ！」という人がいます。 

 

  そんなことは全然ありません。 むしろ逆です！！ 

先ほどの私の経験から言っても飽和なんてありえませんし  

正しくカメラ転売を実践し、お客様に喜んでいただける出品者が 

 ヤフオクに増えることで、カメラを欲しがるお客様が 

ヤフオクに集中してきているので ヤフオクのカメラカテゴリの売り上

げは年々、急増しているのです！ 

 

  それはどういうことか？ 

 

  ヤフオクでカメラを買う人がドンドン増えているのです！！ 

市場が賑えば私のカメラも売れやすくなるのです♪ 

 

  街の商店街をイメージすればよくわかると思います 

  商店街に大勢の人（お客さん）が集まれば、どのお店もよく売れて 

活気づきますよね？ 

たいしておいしくもないようなものを売っているお店でも 

それなりに売り上げがでるでしょ！？ 

 

  逆に集客の悪い、人がいないさびれた商店街の場合なら 



どんなに人気のチェーン店などがあってもまったくお客さんも寄り付

かずに売れずにすぐに潰れますよね？ 

ですから、「飽和・稼げない」など言っている人は 

正しい知識を持っていませんし、 

 正しく実践せずに稼げなくて、愚痴をこぼしているだけだと思います。 

むしろ飽和という言葉をすぐに使う人は何も行動できない 

臆病者に多いのです！ 

ビクビクと行動できないから当然稼げないのです！ 

 

 何の商売をするのもそうなんです 

 繁盛する店と潰れるお店！ 

 たとえば日本中にラーメン屋さんがたくさんありますが 

 ラーメン屋さんが飽和するといいますか？ 

  むしろ、ラーメン屋さんがたくさん集まれば 

 「観光名所」「ラーメンストリート」「激戦区」などど呼ばれ 

注目されて集客ができ、普通より繁盛するでしょう？ 

どこのお店にも行列ができませんか？ 

 

 もちろんそんな中でも潰れるラーメン屋さんも出てきます。 

 どんなお店ですか？ 

経営者ではなくてもわかるでしょう！ 



・味が悪い 

 ・接客サービスが悪い 

 ・立地が悪い 

 ・値段が異常に高い 

 ・お客様の気持ちを理解できない 

  ・そもそも商売がわかっていない 

  そのようなお店は潰れるのです！ 

 

  でもこれらを理解していない売れない経営者はこう言います。 

 ・不景気だから売れない 

 ・最近の客は味がわかってない 

 ・周りにラーメン屋が多すぎる 

 ・ラーメンブームは終わった 

  とにかく自分の悪いところが理解できていないのです。 

売れない理由が自分にあることがわからない！ 

（そもそも理解できてないから売れないのです） 

 

 この売れない人達の意見を参考にすると当然あなたも稼げません！ 

 単純なことですよね。 

カメラに置き換えて考えてみましょう！ 

・立地がいい。ネットなので世界中からアクセスがある 



・正しいノウハウで行うことでお客様に喜んでもらえる 

・販路がヤフオクなので集客力抜群 

・一般のカメラ屋さんよりも安価なので人気がある 

・物流が良い時代なので、購入後すぐに届く 

・多くの出品者がいるのであらゆる商品が手に入る 

 

お客様が集まりやすく、買いやすい条件がととのっていますよね。 

こういったことも理解せずに何でも「カメラ転売は飽和」 

「カメラ転売は終わった」ってすぐに言う人は 

何のビジネスにおいても成功できない人です！ 

 

稼いでいる人でそんなことを口にする人を私は見たことありません！ 

 

これに関連してよく言われるのが「相場」の話です 

・相場が下がって損しないですか？ 

もちろん、商品によっては価格相場の変動もありますが、 

販売相場が下落しても、それに連動して仕入れ相場が値下がりしますので、

ほぼ同じ値幅で稼ぎ続けることができます！ 

今までに何度も説明しているようにカメラは基本、仕入れて３日での 

販売サイクルです。 

ですので、その短期間に販売相場がいきなり下がるということは 



まずありません。 

あるとすれば、滅多に無い新機種が発売されたときでしょうか？ 

ですがカメラカテゴリの特徴として、最新機種には目もくれず 

古いものにしかないクラシックならではの写り、味を求める方が 

大勢おられます。 

ですからいきなり値下がるというのを私は経験したことはありません。 

 

また、ある一定レベルまで相場が下がっていくと、 

仕入れと販売の値幅がなくなってきますので、 

今度はヤフオクでの出品量が減少してきます。みんながリサーチして出品

しますので、儲からないと解れば出品しませんよね？ 

そうすると、需要に対して供給が足りていない状況（誰も出品していない）

になりますので、 

また相場は値上がりしていきます。 

株などのように資産価値が突然ゼロになることはありません！！ 

 

 

 

 

 

．恐怖や不安を乗り越える 



月収３０万円稼ぐ 

サトシ流カメラ転売 

 
 サトシ流カメラ転売。心構えと準備編 

秘伝２．カメラ転売を始める前の準備について 

１． カメラ転売は、『お小遣い稼ぎ』ではなく、『ビジネス』です！ 

さあ、今日からカメラ転売に取り組んでバリバリ稼いでいきましょ

う！ 

でもその前に、あなたの頭に入れておいてほしいことがあります！ 

それは、カメラ転売は、単なるお小遣い稼ぎではなく、『ビジネス』だと

いうことです。 

これは副業だろうが、本業だろうが関係ありません。 

具体的には、会社での仕事のように売り上げや利益などの営業目標を 

きちんと立て、営業目標の達成に向けた戦略や 

戦術を考えて、日々計画的に実践していってほしいのです 

この『ビジネス』視点を持って、カメラ転売に取り組んでいる人は、 

非常に短期間で大きな成果を出せています。 

このようにいうと、難しく感じたり拒絶する方もいるかもしれませんね。 

しかし心配はご無用、なにも難しいことではありません。 



具体的な項目としては、まず月の売上／利益／販売個数／単価／利益率の

目標数値 

を設定し、そこから週間での売上／利益／販売個数を設定してから、仕入

れ個数などを算出して、 

毎日の行動計画を立てていきます。 

【トップセラーＡさんの営業目標と仕入れ計画】 

＜月間目標＞ 

売上：４００万円 

利益：１００万円 

販売個数：１００個 

単価：４万円 

利益率：２５％ 

＜週間目標＞ 月間目標を４で割る 

売上：１００万円 

利益：２５万円 

販売個数：２５個 

単価４万円 

利益率２５％ 

＜仕入れ週間計画＞ 

仕入れ金額：１２０万円 

仕入れ個数：３０個 



仕入れ単価：４万円 

 

このように細分化していけば１日の目標が明確にわかりますよね。 

 

詳細は、後ほどご説明しますが、まずはカメラ転売を『ビジネス』と捉え

て、きちんと数字と行動をマネジメントしていくことが重要です。 

単なる『お小遣い稼ぎ』であれば、時間が空いたときに、何となく仕入れ

を行ない、何となく出品して、なんとなく利益が出ていたという感じで 

十分でしょうが、『ビジネス』と捉えて実践していくとなると 

経営者としてのマインドも必要です。 

『お小遣い稼ぎ』という感覚で取り組むのではなく、 

ひとりの経営者として取り組む『ビジネス』だと 

いうことを常に意識して取り組んでください。 

 

２．『ビジネス』は、投資とリターンという概念を持つことが必須 

このマニュアルを読んでいる方の中には、会社員として働く方や個人事業

主としてお仕事をしている方、経営者として事業を行なっている方、 

いろいろいらっしゃるかと思いますが、カメラ転売で成果を出すためには、

絶対に欠かせないことがあります。 

それは、”投資”と”リターン”という概念をきちんと理解しておくこと

です。 



① 金をもらう前に、先に支払うのがビジネスである 

特に、会社員の方や請負型の個人事業主の方は、この”投資”と”リター

ン”という概念をいつも頭の片隅に叩き込んでください。 

これらの人は、作業をした報酬として給料や請負費を企業から支払っても

らうことに馴れています。 

しかし、『ビジネス』というものは、価値に対して報酬（リターン）が発

生するものであり、その報酬（リターン）を生み出すためには、まず投資

をしなければなりません。 

ここでいう、投資とは、お金かもしれませんし、時間かもしれません。 

とにかく、自分が持っている金、時間を先に相手に支払わなければならな

いのです。それがビジネスです。 

その支払ったもので生み出す価値に対して、お客様が対価を支払ってくれ、

それが報酬（リターン）として、自分に返ってきます。自分が投資した以

上のリターンが返ってきてはじめて、その投資は成功したことになります。 

しかし、なかなか稼げない多くの人は、このビジネスの大原則である、投

資するという概念がなく、先に報酬を得ることばかり求めてしまいます。 

カメラ転売も、中古カメラを仕入れて、販売するという物販ビジネスです

ので、まずは仕入れて先にお金を支払うことができないと、 

いつまでたっても稼げるようにはなりません。 

ですので、『ビジネス』とは、投資とリターンで成り立っていることを忘

れないようにしましょう。 



 

② リターン（利益）を計算してから投資する 

非常に当たり前のように思われがちですが、事前にリターンを計算せずに、

何となくで仕入れをしてしまう方もたくさんいます。 

きちんと利益が見込めるという前提で、中古カメラやレンズを仕入れて、

それを販売するのが商売なのですが、適当に仕入れをしてしまうと、場合

によっては大きな赤字になりかねません。 

きちんと見込み利益を計算してから、儲かる商品だけを仕入れていくから

こそ、利益が積み上がっていきます。 

カメラ転売ではすべて、オークファンでデータを見て、（リサーチ） 

利益予測を確認してから仕入れをするので、まず赤字になりません。 

リサーチせずに、自分の勝手な思い込みで仕入しないようにしましょう。 

 

③ 利益を再投資して、さらに売上と利益を伸ばす 

お小遣いを稼ぐ感覚の人に多いのですが、せっかく稼いだ利益をそのまま

趣味などにすべて使ってしまっていては、いつまでたっても、 

資金は増えていきません。 

やはり、カメラ転売を『ビジネス』と捉えて、稼いだ利益は再投資してい

くことで、より大きなビジネスに育てていくことができます。 

ビジネスを大きくしていくことができれば、作業の外注化やスタッフの雇

用など、自身の作業負担を軽減していくことも可能になりますし、 



さらに仕入れ資金が大きくなればなるほど、売上・利益ともに増大させて

いくことができます。 

秘伝１．でもお話しましたが、カメラ転売の真髄は、複利でお金を増やし

ていくことにあります。 

きちんと収益を再投資していくというビジネスマインドをぜひ心掛けて

くださいね。 

 

３．投資をするためには、元手となる資金が必ず必要！ 

『ビジネス』における投資とリターンという概念が必要不可欠だというこ

とは理解していただけたかと思いますが、投資をするためには、当然元手

となる資金が必要です。 

先ほども言ったとおり、一言で投資といっても、さまざまなものがありま

すが、個人で物販ビジネスを行なう際には、やはり最初の仕入れをするた

めの資金がどうしても必要になります。 

ゼロ資金ではスタートできないということです！ 

一般的に、新しく事業を始める際には、自分の預貯金や借り入れをして、

スタートされる方がほとんどです。 

つまり、自己資金で足りない場合は、借金をして、初期投資を行なうのが

通常です。 

これからカメラ転売で大きく稼ぎたいと思っているあなたが、 

もし豊富な自己資金を持っていたとしたら、 



かなり有利にビジネスをスタートすることができるでしょう。 

なぜならば、自己資金の量によって、仕入れ可能な金額が変わり、 

１度に仕入れられる個数や価格帯、数多くの利益が見込める商品を仕入れ

ることができれば、それだけ多くの利益を１度に生み出すことができるか

らです。 

しかし、必ずしも多額な自己資金が必要かというと、そんなことは全くあ

りません。 

自己資金が少なくて済むのが、ネットビジネスのよいところであり、さら

に利益を複利で高回転できるのが、カメラ転売の最大の利点ですので、 

小額の自己資金からでもビジネスをスタートできますので、 

ご安心ください。 

自己資金について小額、多額といっても人によって基準が違うと思います

ので、少しだけ私の感覚をお話しします。 

 

普通に何かのショップを経営しようとすれば数千万円単位での自己資

金が必要になりますね？ 

小さなお店でも自己資金１０００万＋借入１０００万円など 

しかし、カメラ転売ではネットにつながるパソコン１台 

スマホ、撮影機材があれば仕入れ資金は１０万円から３０万円も 

あればスタートできます。 



１０万円では仕入れ量がかなり限られるので、利益を早く多く増やすの

はかんたんではありませんが、３０万円あれば資金が増えるのを体感でき

ます。 

もちろん１００万円、２００万円あれば心強いに決まっています。 

でも３００万円もあっても１度に使いきれないので 

そんなにいらないなあ！というのが私の感想です。 

 

では、自己資金をほとんど持っていない人は、どのようにすれば、カメラ

転売をスタートできるかについて、これからいくつかアイデアをご紹介し

ます。 

 

４．どのように初期資金を準備するのか？ 

①不用品をすべてヤフオク！に出品する 

まず、１番かんたんで取り組んでいただきたいのは、 

家にある不用品をヤフオク！に出品することです。 

これが意外と利益になったりすることが多く、さらにヤフオク出品の練習

にもなります。 

使わなくなった家電製品や携帯電話、洋服や書籍、ＣＤ、ＤＶＤ、ゲーム

ソフトなど、家に置いていても邪魔になるだけですが、 

それらをヤフオクに出品してみると、結構いい値段で売れて、 

利益が出るものがあります。 



元手ゼロで自己資金が増えるので、ぜひ家にある不用品はすべてヤフオク

出品しましょう！ 

家の整理ができて、経験が積めて、資金が増えるのでおすすめです！ 

もう一歩踏み込めば、たとえば手放したくない物であったとしても 

お金で買えるものであれば、いったん売って資金に変えてしまい 

カメラ転売で資金が大きく増えてから買い直すというのも有りだと 

思います。 

 

②自己アフィリエイトを行なう 

クレジットカードやＦＸ口座の開設などが、アフィリエイト報酬も高額で

オススメです。具体的な自己アフィリエイトの方法がわからない方もご安

心ください。メルぞうなどの無料レポートスタンドには、 

この手の無料レポートがたくさんありますし、そちらを参考にしながら自

己資金を増やしてください。（自己責任で実践してください） 

 

③超低金利の借り入れを行なう 

地方自治体には、さまざまな融資制度が存在します。 

その中には、信じられないような超低金利でお金を貸してくれる制度があ

りますので、これらを利用した方がいいでしょう！ 

これらは各自治体や情勢により条件が違うので、資金が無い方は 

積極的に相談してみてください。 



自己資金ゼロでほぼ無収入の方が１００万円を金利１％ほどで 

借りれたというのを報告いただいてますので、是非チャレンジしてくださ

い。 

以上のように、自己資金を作る方法はいろいろとありますので、 

可能なかぎり自己資金づくりは行なったほうがよいでしょう。 

 

５．初期資金ゼロでもカメラ転売をスタートする方法とは？ 

これからお話することは、あくまでも自己資金が用意できなかった方向け

の方法になります。 

すでになんとなく想像できているかもしれませんが、初期資金ゼロでもカ

メラ転売をスタートする方法とは、「クレジットカード」を活用すること

です。 

例えば、クレジットカードに３０万円の枠があるとすると、まず最初に３

０万円すべてを使ってカメラを仕入れ、それを転売し、売り上げたお金を

もとに、それ以降仕入れしていきます。 

きちんとクレジットカードの支払日を押さえておけば、問題なく初期資金

ゼロでカメラ転売を実践することは可能です。 

カメラ転売ではその資金回転の速さが武器ですので 

支払いを怖がる必要はありません。 

ただ、基本的には、現金で仕入れを行なっていくことを推奨していますし、

当然ですが各自の責任において、実践してください。 



 

 

６．ヤフオク出品する前に準備しておくこと 

中古カメラをヤフオクで出品していくために、事前に準備しておくことが

いくつかあります。 

① ヤフオク！への利用登録 

まずは、ヤフオク！で出品するための利用登録を行なうことが必要です。 

（すでに、Yahoo!プレミアム会員の方は読み飛ばしてください） 

＜ステップ① Yahoo! JAPAN ID の取得＞ 

下記にアクセスして、必要事項を記入し、ID を取得してください。 

●「Yahoo! JAPAN ID の登録画面」 

やり方を動画で見たい場合は↓ 

ヤフオク ID の取得動画はこちらです 

 

https://account.edit.yahoo.co.jp/registration?.done=http%3A//auctions.yahoo.co.jp/&.src=auc&ckey=&fl=100
http://youtu.be/0_hr8FxElv8


 

＜ステップ② Yahoo! プレミアム会員への登録＞ 

「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に同意いただき、画面の指示に従って

登録を行ってください。 

月額 380円（税抜）が必要ですがこれからカメラでバリバリ稼ぐために 

必要な経費ですので、ケチらないでください。 

以上、同様に２回繰り返して 

出品用（販売）の ID と落札用（仕入れ）の ID の２個を取得してくださ

い。仕入用 ID はプレミアム会員である必要はないですが 

万が一の時の保険の適用など優遇もありますので 

プレミアム会員になっておいても損はないです。 

プレミアム会員にならない場合は本人確認などの各手続きが必要に 

なりますので、各ヤフーの指示に従って認証作業を完了してください。 

 

②出品に必要になる機材 

次は、出品する際に必要になる機材です。主な機材としては、商品撮影用

の写真を撮るための撮影機材になります。 

・デジタル一眼レフカメラ 

・レンズ 

・外部ストロボ 

・撮影ブース 



 

実際にサトシがどのような機材とブースを使用しているか？ 

動画でご紹介いたします。 

・サトシの撮影機材 

・サトシの撮影ブース 

・その他小道具 

 

② 梱包＆発送に必要になる備品類 

 

梱包や発送をする際に必要になる主な備品は、以下のとおりです。 

① ダンボール 

カメラやレンズを発送する際に主に使うダンボールサイズは、 

「６０サイズ」か「８０サイズ」になります。 

スーパーなどで無料でもらってきてもいいですが、廉価なダンボールも売

っていますので、毎回ダンボール調達に時間を使うくらいなら、 

下記のようなサイトで購入してください。 

決して送られてきたら嫌な気分になるような汚い箱は使用しないでくだ

さい。 

●アースダンボール 

http://www.bestcarton.com/ 

http://youtu.be/bO-oSK6ptI0
http://youtu.be/eaoqogReMT8
http://youtu.be/FcF9daAz6sA
http://www.bestcarton.com/


 

・新聞紙 

新聞紙については、緩衝材として利用します。購読されている方はそれを

取っておいて再利用してください。もし、資金に余裕がでてくれば別途緩

衝材になるものを購入することをおすすめします。 

・ガムテープ 

ダンボール箱をとめるためには、ガムテープを使います。１００円ショッ

プでも売っていますので、 

最寄りの１００円ショップで購入しておいてください。 

・エアキャップ（プチプチ） 

カメラやレンズは、衝撃には非常に弱いので、かならずエアキャップでし

っかりと梱包しておきます。 

エアキャップについては、前述した『アースダンボール』や 

『アマゾン』でも売られていますので、そちらで購入してもいいでしょう。 

 

クレームを防ぐ梱包方法の動画 

 

 

http://youtu.be/2nj_SZpNR44


７．カメラの出品前に必ずやっておくべきこと 

ここのパートは、中古カメラ出品の前の準備として、とても 

大切ですので、かならずお読みください！！ 

 

カメラ出品前にかならずやっておいてほしいこととは、 

ヤフオク評価を上げておくことです。 

最近、ヤフオクの出品基準が厳しくなっており、評価数が少ない出品者が

数万円の商品を複数出品していると、一方的に出品制限をかけてくるとい

うケースが増えています。 

これは、主に無在庫販売をしている出品者や詐欺を働こうとしている出品

者を取り締まる意図で、行なっていることですが、正直言って、 

「疑わしきは、すべてヤフオクＩＤを停止せよ！」 

との指示が出ているがごとく、評価数が低いと軒並み出品制限を掛けられ

てしまいます！！ 

（本当にそんな指示が出ているかはわかりません！） 

ただ、安心していただきたいのは、ＩＤを停止されても、ヤフー側の指示

に従い、手続きをすれば 3～７日程度で、制限解除されるようです。 

ですので、万一、ヤフオクＩＤを停止されたら、慌てることなく、ヘコむ

ことなく、迅速に対応してください。 

 

ちなみに私は評価を１００個集めてからスタートしたので 



制限や凍結されたことはありません＾＾ 

 

ヤフオク評価については、中古カメラを出品する場合、ヤフオク評価で５

０程度を貯める必要があるといわれています。 

（※注：必ずしも評価５０以上あれば、絶対に大丈夫ということではあり

ません） 

ちなみに、評価数は、落札評価でも、出品評価でもどちらでも構いません。 

現在、ヤフオク評価が低い、もしくはまったくない方は、 

落札で評価をすばやく集めてしまいましょう。 

落札評価を集める場合、落札価格が安くて、送料も安い商品を落札すると、

効率よく評価を集めることができます。 

また、同一ヤフオクＩＤからの評価はいくら集めても「１」とカウントさ

れますので、違う出品者から商品を落札して評価を集めていくようにしま

しょう！ 

ヤフオク評価を一瞬で貯める方法 

 

秘伝３．カメラ転売で稼ぐための１０のマインドセット 

 

この章では、カメラ転売でしっかりと稼げるようになるためのマインドセ

ット（考え方）について、解説します。 

http://youtu.be/73xilFimjuA


一般的に、マインドセットが非常に重要だという話はよく聞きます。そし

て、もちろんあなたの心の声もよく聴こえてきます。 

 

「もうそんな話はいらんって！」 

「早く手っ取り早く稼げる方法を教えろ～」 

わたしもあなたと同じように、マインドセットの話と聞くと、そんな風に

思っていたタイプです。いや、今でも割とそう思ってしまいます＾＾； 

 

しかし自慢ではないですが、ビジネス書や自己啓発書なども何冊も読んで

ますし、５０万円から１００ 万円以上するセミナーにも数回参加し、自

己投資と信じて、いろいろな商材や塾、セミナー、コンサルに数百万円を

使ってきました！ 

無駄遣いだったとは思いたくありませんが、それで直接稼げるようになっ

たかと言えば、正直稼げるようにはなりませんでした。 

しかし、今自分がカメラ転売で稼げるようになってみて、 

数多くの方にカメラ転売で稼ぐためのノウハウを教えていると、 

やはりマインドセットが必要不可欠な要素だと痛感していますし、 

今までの自己投資の蓄積が今の稼ぎに役立っていると思います！！ 

 

カメラ転売のノウハウの同じことを同じ人から同じように学んでも、 



マインドセットがしっかり頭にインプットされている人とマインドセッ

トを軽んじている人では、稼げる速さ！稼ぎの金額！に差が出てしまいま

すし、極端な話が稼げる人と稼げない人に分けられてしまうほどです！ 

 

もちろん、カメラ転売はやり続ければ、誰でも稼げるようになりますが、 

稼げない期間が長くなると、当然嫌になりますし、本当に稼げるか？ 

とても不安になり、カメラ転売を辞めてしまうと思います。 

ですからあなたにはすぐに稼げるようになってほしいわけです。 

 

これからお話することは、実際に私がカメラ転売で月収１００万円以上を 

達成するために実践し、常に頭に入れていた思考法！ 

中古カメラ転売で「稼げるようになるためのマインドセット」になります。 

つまり、今現在、稼げていない人がこれから月収１００万円プレイヤーに

なるためのマインドセットについて取りまとめたものです。 

非常に大切なことばかりですし、あらゆるビジネスにも共通の 

成功法則ですので、いつでも見えるところに貼っておいてください！ 

うまくいかないときに、これを見ていただくこと、そこにヒントが隠され

ていることが多いです。 

ちなみに、私もスマホの待ち受けにして、今でも毎日見ています。 

 

 



⽉収１００万円マインドセット 

１．素直な心で受け入れるべし 

２．よりポジティブな言葉を使うべし 

３．恐怖や不安を捨て乗り越えるべし 

４．お金を気持ちよく使うべし 

５．はじめから楽をしようとしない 

６．たくさん失敗（＝成功のための経験）を積むべし 

７．成功者の真似をするべし 

８．行動量を最大化させるべし 

９．「ありがとう！」「感謝」をたくさん集める 

１０．明確な叶えたい目標を持つべし 

 

１．素直な心で受け入れるべし 

どんなことでもそうですが、すでに結果を出している人から学んだことを

そのまま素直に実行することが、一番効果的であり、 

効率的な学びとなります。 

わたしも含めて、多くの人が自己流になりがちで、 

今までの経験や過去の成功・失敗体験などが 

素直に実行するということを邪魔してしまいます。 

特に、当たり前と思われることについては、 

「そんなこと知っているよ！」 



と思いがちです。 

しかし、知っていることと、実際にそれが正しく実行できることには、 

大きな隔たりがあるものですし、 

当たり前のことを当たり前のように実行し続けることもなかなか難しい

ものです。 

すでに実績が出ているノウハウを入手した後は、とにかくそのまま実践し

てみてください。 

素直な心で学び、実践できる人が、稼げるようになります！！ 

 

２． よりポジティブな言葉を使うべし 

普段から前向きな考え方と行動を取っている人には、 

不思議と良いことが起こります。 

思わぬ激安商品を仕入れられたり、出品している商品がすごく競り上がっ

ていったり、即決価格で売れてくれたり・・・。 

そのためには、常にポジティブな言葉を使い続けることが大切です。 

代表的なポジティブな言葉とは、 

ありがとう！ ツイてる！ 最高！ 楽しい！ うれしい！ 面白い！ 

というものです。 

とにかく、毎日これらのポジティブな言葉を口癖のように言いまくるだけ

でも、不思議といいことが起こるようになります。 

逆にネガティブな思考、言葉を使う方はそのような悪いことを 



引き寄せてしまいます。 

 

もう少し、カメラ転売に関係ある話をすると、例えば出品の際に、商品の

不具合について記載するときにも、ネガティブな言葉で記載するのか、 

ポジティブに捉えて記載するかで、落札価格は全然変わってきます。 

ポジティブな言葉を当たり前に使える人が、稼げるようになります！！ 

例）ネガティブ ×キズが目立つので、神経質な方は入札しないでくださ

い。 

ポジティブ ○キズが少なく気持ちよくご使用いただけます。 

 

３．恐怖や不安を捨て乗り越えるべし 

ほとんどの方がはじめて中古カメラ転売に挑戦されると思います。 

よく分からないカメラやレンズをはじめて仕入れる際は、 

とても恐怖や不安を感じます。 

なぜならば、赤字になったらどうしようという想いで、 

頭の中がいっぱいになるからです。 

しかし、きちんとヤフオク相場を調べて、商品のコンディションを確認し

て、購入していけば、ほとんど赤字のリスクなく、 

仕入れすることができるのが、中古カメラでもあります。 

そして、もし赤字になりかけても、後述するあるテクニックを使ってしま

えば、赤字になることを未然に防ぐこともできるのです！ 



それにも関わらず、いつまでも恐怖や不安に捕われていては、 

いつまでたっても行動ができず、なかなか成果を出すことができません。 

恐怖や不安により、カメラの仕入れができないと、利益が上がらないばか

りか、稼ぐためのスキルを身につける機会までも失ってしまい、 

どんどん負のスパイラルに突入していしまいます。 

小さな１歩でもいいので、恐怖や不安を乗り越えて、 

商品を仕入れてみてください。 

その 1 歩が必ず大きな１歩へとつながっていくものです。 

そして、正しい準備をしっかりして、実践すれば、何も怖がることはない

のです。 

恐怖や不安を捨てて乗り越えられる人が、稼げるようになります！！ 

 

４．お金を気持ちよく使うべし 

たくさん商品を仕入れて、販売し、多くの利益をあげていくためには、お

金を気持ちよく使うことが非常に大切です。 

たくさん商品を仕入れると、一時的にせよ、お金が少なくなってしまった

と感じる人がいます。 

そういう風に感じる人は、仕入れに対する抵抗が働いてきて、 

お金を使うことができなくなります。 

あなたは、毎日数十万円の買い物を１週間、個人でしたことがあります

か？ 



もちろん、そんな経験はないという方がほとんどだと思いますが、中古カ

メラ転売で稼いでいる人は、毎日数十万から日によっては１日で１００万

円を仕入れに使います。 

これだけ仕入れられるということは、お金を手放すことにブレーキが働い

ている人では絶対にできません！ 

どんどんお金を手放すことに対するマインドブロックをはずしていく 

必要があるのですが、まず最初にしてほしいことは、自分の財布にできる

限りお金を入れておくことから始めてください。 

財布については、長財布で最低限のキャッシュカードやクレジットカード

とお札以外は、何も入れません。 

間違っても、たくさんのレシートやポイントカード、 

小銭などで財布をパンパンにしてはいけません。 

財布は、お金の家なので、いつもキレイな状態で、気持ちよくお金が支払

えるような状態になっていることが重要です。 

お金に執着が強い人ほど、財布の中にはお金以外の不要なものがいっぱい

で、肝心のお金は全然入っていないものです。 

お金を気持ちよく使えない人は、ぜひ財布を整えることからスタートして

みてください！ 

たくさん仕入れられれば、儲かるとわかっていても、気持ちよくお金を手

放せない人は、ある一定の金額以上の仕入れを行なうことができません。 

お金を気持ちよく使える人が、稼げるようになります！！ 



お金を気持ちよく送り出し、「友達をたくさん連れて帰ってきてね」 

このような気持ちで使いましょう！ 

 

５．はじめから楽をしようとしない 

ここで、質問がひとつあります。 

「あなたは、楽してお金を稼ぎたいと思いますか？」 

どうですか？答えはでましたか？ 

わたしは、楽してお金が稼ぎたいと思っています！＾＾ 

あなたはどうですか？ 

苦労してお金を稼ぎたいですか？それとも、楽して稼ぎたいですか？ 

こういう聞き方をすると、多くの人が「楽して稼ぎたい！」 

と思うでしょう！！ 

正直言って、楽してお金を稼ぐことはできます。 

ここでは、感情や倫理的なことは置いておいて、 

事実として、楽して稼いでいる人がこの世には存在しているわけですから、

楽して稼ぐことはできると断言できます。 

しかし、この事実には、もうひとつの側面が存在します。 

それは、多くのネット起業家たちが黙っていることであり、 

商売上あまり語りたがらないことです。 

それは、 

現在、楽して稼いでいる人も、最初はやるべきことをしっかりとやって 



稼げるようになったという事実です。 

この事実があまり語られないので、ネットビジネスに挑戦する多くの人が

勘違いしてしまいます。 

それは、「最初から楽して稼ぎたい！」と思うことです。 

どんなネット起業家でも、最初から楽して稼げるようになった人はあまり

いません。 

集客のインパクトやマーケティング上、最初から楽に稼いだ感を演出しま

すが、実は必死に努力して稼がれた方がほとんどです！！ 

もちろん、ゼロではないと思いますが、最初はいろいろと試行錯誤したり、

失敗もしたりしながら、 

結果的にどんどん効率的に稼げるような仕組みづくりをして 

稼げるようになってから楽をしています。 

最初はあえて、面倒なことや非効率だと思われることにも、 

貪欲に取り組んでみてください！ 

その経験があるからこそ、もっと効率のよいやり方を発見したり、レベル

の高い仕事ができるようになります。 

はじめに楽をしようとしない人が、稼げるようになります！！ 

 

６．たくさん失敗（＝成功のための経験）を積む 

「わたしは絶対に失敗したくない！」 

失敗恐怖症の人がなんと多いことか・・・。 



多くの成功者が言っていますが、失敗は成功の母であり、数多くの失敗を

経験し、それを学びに変えることで、成功への階段を上ることができます。 

カメラ転売でできるだけ早く稼げるようになりたいと言う人に 

よくアドバイスしているのは、 

「とにかく数をこなしてください！」 

ということをお伝えしています。 

たくさんの商品を仕入れて、売れば売るほど、たくさんの経験が積めます。

その経験のほとんどすべてに、なにかしらうまくいかない部分が含まれて

います。 

代表的なものでいうと、 

・高値で仕入れてしまう 

・出品しても全然思うような値段まで競り上がっていかない 

・お客様からクレームが入ってしまった 

などなど、数え上げればキリがないほど、いろいろな失敗も生まれてきま

す。 

ですが、それでいいのです。 

誤解を恐れずにいうと、とにかくたくさん失敗したほうが、誰よりも早く 

大きく稼げるようになります。 

１回も失敗したことがない人は、１回もチャレンジしなかった人だけです。 

そして、「私は失敗しました！」という人は、途中であきらめてしまった

人です。 



成功するまで挑戦し続けている人には、失敗など存在しません！ 

すべて成功するために必要な学ぶ経験なのです！ 

失敗を学びに変えるのか、失敗のまま終わらせてしまうのか。 

これも、その経験をどのように捉えるかで、結果は１８０度違ってきます。 

たくさん失敗（＝成功のための経験）を積む人が、稼げるようになりま

す！！ 

 

７．成功者の真似をするべし 

モデリングという言葉があります。 

もともとは、神経言語プログラミング（ＮＬＰ）で使われているスキルで

すが、簡単にいうと、すでに結果を出している人のやり方を 

そのままマネするということです。 

具体的に何をマネするかというと、結果を出している人の考え方やフォー

カスしていること、そして言葉の使い方や具体的な行動のやり方などです。 

カメラ転売で言うと、高値で売っているトップセラーの売り方を真似して

みることです。 

具体的には、出品ページをそっくりそのまま同じようにしてみることです。 

厳密に言うと、著作権やらなんやら主張する人がいますので、 

まったくそのままパクるというのではなく、 

参考にしながらリライトして、商品説明文を書いてみたり、 

トップセラーと同じような商品の 



角度で商品画像を撮影したりします。 

使っているテンプレートも同じものにして、送料設定や出品期間もすべて

同じにします。 

自己流を入れてしまう前に、まずはまったく同じようにモデリングするこ

とで、自分に足りないものも見えてきます。トップセラーと同じことをし

て、同じような結果が出ないとすれば、モデリングした 

部分とは違う点に改善すべきことがあることもわかります。 

そうして始めて、オリジナルな部分を取り入れてみたり、少し応用してみ

たりすべきです。 

初心者のうちは、とにかくすでに稼いでいる人を徹底的に細部にいたるま

で、モデリングしましょう。 

成功者の真似をする人が、稼げるようになります！！ 

 

８．行動量を最大化させる 

ビジネスで結果が出せない人に共通した特徴がひとつあります。 

それは、行動量が圧倒的に少ないということです。 

結果を生み出すために必要なことがひとつだけあるとすれば、 

それは行動以外にはありえません。 

どんなにすごい稼げるノウハウやスキルがある人でも、それを行動に起こ

さないかぎりは、お金は一銭たりとも稼げるようにはなりません。 

あなたも自分自身の過去をよく振り返ってみてください。 



うまく結果が出せなかったときと、素晴らしい結果が出せたとき。 

その違いは、具体的な行動をどれだけしたかに比例していませんか？ 

なかなか結果を出せない人にありがちなのが、自分のできる最低限の行動

しか取らないことです。 

最小限の努力で、最大限の成果を生み出すことができれば理想的ですが、

最初からそんな意識でいると、 

いつまでたっても稼げるようにはならないでしょう。 

そうではなくて、自分にできるありとあらゆることを、 

できる限り数多く実践してみると、 

その中のいくつかがうまくいったりするものです。 

カメラ転売でいうと、まずはとにかくたくさん仕入れ先を 

見て回ることが重要です。 

これは、リアル店舗だけでなく、ネット店舗を見て回ることでもあります。

たくさん仕入れ先を訪れて、 

いろいろと儲かる商品を探してみることです。 

そして、仕入れができたら、その後はとにかくたくさん出品してみること

です。たくさん仕入れて、たくさん出品すればするほど、 

仕入れもうまくなり、出品ページもレベルアップしていきます。 

そうすることで、安く仕入れて、高く売れるトップセラーに１歩ずつ近づ

いていきます。 

行動量を最大化する人が、稼げるようになります！！ 



９．「ありがとう！」「感謝」をたくさん集める 

すべてのビジネスで言えることですが、たくさん感謝されるビジネスが最

も稼げるビジネスです。 

お客様はもとより、取引先やパートナーなど、数多くの方から 

「ありがとう！」と言われるようになる 

と、結果的に稼げるビジネスになっているものです。 

中古カメラを販売する上で、非常に大切になるのが、「信用」です。 

高額な商品も多い中古カメラカテゴリーですので、 

実際に手にとって商品を見ることができないこともあり、 

信用できる出品者からでないとお客さまは買いたいと思いません。 

そうなると、ヤフオク評価が非常に重要になってきます。 

ヤフオク評価に、「非常に悪い」がついているというだけで、値段が競り

上がらなくなってしまいますし、 

いろいろとお客さまから細かい質問が多くなってきます。 

逆に、すべての取引において、「非常に良い」と評価されている出品者は、

高値で落札されることが非常に多くなります。 

さらに、ヤフオク評価には、コメント欄がありますので、そこでお客さま

「ありがとう！」という感謝の 

言葉にあふれている出品者は、信用力もあるセラーとして、多くのお客さ

まが安心して入札してくれるので、常に高値で落札されるようになります。 

また、近江商人の言葉に、「三方良し」というものがあります。 



お客様、取引先、自分の３者がそれぞれ利益を取れる、「Win-Win-Win」

の関係になっている商売のことです。（本来は、売り手良し、買い手良し、

世間良しです） 

すべての人に、「ありがとう！」と言ってもらえる商売をすることで、「笑

売」になっていきます。 

カメラ転売でいいますと、カメラも喜ぶ４方良し！の精神で商売しましょ

う。使われずに埋もれていたカメラがまた使用してもらえる！ 

きっとカメラも喜ぶに違いありません。 

笑うかどには福来たるですので、末永く稼ぎ続けるためには、みんなが笑

える笑売になっていなければなりません。 

「ありがとう！」をたくさん集める人が、稼げるようになります！！ 

 

１０．明確な叶えたい目標を持つべし！ 

あなたはカメラ転売をなぜやろうと思ったのですか？ 

いろいろな事情があったと思いますが 

その理由をノートや紙に書いて、トイレの壁などに貼っておきましょう。 

少し恥ずかしいかもしれませんが 

大丈夫です、他人に見られることはないでしょう！ 

あなたの実現させたい目標や理由を毎日脳にインプットさせることで 

脳はあなたが寝ている間もバックグラウンドで働いて 

あなたの目標を達成させるための答えを常に探してくれます！！ 



これが出来ていないと、少しのミスや赤字、クレームなど 

ちょっとした障害が出ただけで、あなたは思考を停止して 

行動が止まり稼ぐことができなくなってしまいます！ 

自分で脳を上手にコントロールしましょう！ 

 

秘伝４．まず最初にやるべき３つのこと 

１． 思考！ 

結果を出せる人と出せない人の違いとは？ 

これからあなたには、実際にカメラ転売で稼いでいくのですが、 

しっかりと成果が出せる人となかなか思うような結果が出せない人には、

大きな違いがあります。 

それは、目標と目的が明確になっているかどうかということです。 

目標とは、「目指すべき理想の姿」であり、 

目的とは、「そうなりたい具体的な理由」です。 

そのどちらが欠けていても、思うような結果は出せません。 

目標と目的という両輪がきちんと明確な人は、モチベーション高く、 

どんどん行動が起こせて、 

気がついたら自然と結果を出せていることが多いものです。 

そして、目標と目的を持って、具体的な行動を起こしていけば、 

どんなことでもその実現に向けて近づいていくことができます。 



そのためにも、まずは次のような３つの質問を自分に問いかけてみてくだ

さい。 

①「何を」（目標） 

②「なぜ」（目的） 

③「どのように」（具体的な行動） 

この３つの質問に答えるだけで、あなたがやるべきことが見えてきます。

ぜひ、少し時間を取って、 

３つの質問について考えて、答えを書いてみてください。 

２．達成したい目標設定を行なう 

まずは、将来の夢やビジョンについて、考えてみましょう。 

・あなたは、将来の夢は何ですか？ どんなことを実現したいと思ってい

ますか？ 

・どこで、どんな家に住みたいですか？ 誰と一緒に、どんな生活を送っ

ていたいですか？ 

・どのような仕事をしたいですか？ どのようなスタイルで働きたいです

か？ 

・どんなモノが欲しいですか？ 何にお金を使いたいですか？ 

制約を設けずに、想像力をフル活用して、思うままにどんどん夢を膨らま

せてください。 

【何を実現したいのか？】 

● 



● 

● 

● 

● 

次は、少し現実的に、その夢やビジョンの実現に向けて、カメラ転売では

どれくらい稼いでいきたいかを考えてみましょう。 

具体的には、3 ヶ月で達成したい目標数値を設定します。 

例えば、3 ヶ月後に売上 300 万円、利益 50 万円、個数 100 個という目

標を設定したとして、そこから月間の売上と利益目標を 

段階的なステップアップになるよう、 

各月の営業目標を設定してみまし 

ょう。 

ＳＴＥＰ．１  

3 ヶ月目の目指すべき営業目標を設定します。 

＜3 ヶ月目の月間営業目標＞ 

売上：300 万円 

利益 50 万円 

個数：100 個 

ＳＴＥＰ．２ 

 2 ヶ月目と 1 ヶ月目の目指すべき営業目標をブレイクダウンしてみる。 

＜2 ヶ月目＞ 



売上：150 万円 

利益：25 万円 

個数：75 個 

＜1 ヶ月目＞ 

売上：75 万円 

利益：12.5 万円 

個数 50 個 

ＳＴＥＰ．３  

さらに、月間目標から、週間の仕入れ目標などを考えていきます。 

＜1 ヶ月目＞ 

売上：75 万円⇒ 週間目標売上：20 万円／ 週間で仕入れ金額 25 万円

を目指す！ 

【夢やビジョンの実現に向けた営業目標は？】 

＜3 ヶ月後の月間営業目標＞ 

●売上： 

●利益： 

●個数： 

＜2 ヶ月目の月間営業目標＞ 

●売上： 

●利益： 

●個数： 



＜1 ヶ月目の月間営業目標＞ 

●売上： 

●利益： 

●個数： 

●週間の仕入れ目標： 

 

３．目標を達成したい理由を明確にする 

せっかく立てた目標も、それが実現されなければ、単なる絵に描いた餅に

なってしまいます。 

そうならないためには、その目標を達成したい理由が何よりも重要です。 

よく目標設定をする際に陥りがちな過ちは、夢やビジョン、目標数値の設

定にとどまり、この目標を実現したい理由が明確になっていないことです。 

目標というものは、それを実現したいだけの明確な理由がない場合は、 

絶対に実現されません。 

逆に言うと、理由が明確になっていれば、どんなことでも実現できてしま

うとも言えます。 

そういうと、そんな簡単なことで、何でも実現できたら、苦労しないよ！

という声が聞こえてきそうですが、これがマインドセットの１０番です。 

目標を何がなんでも達成したいと思うだけの理由があれば、 

人間は目標達成のために毎日行動し続けることができます。 

そのように脳にインプットするのです。 



例えば、 

・とにかく今月、30 万円稼がないと、来月家族を養えない！ 

・人間関係が最悪で、仕事もつまらない、今の会社では働きたくない！ 

・会社を辞めて、個人事業で独立したい！ 

・副業で稼いだ収益で、年 2 回は家族で海外旅行に出かけたい！ 

・利益の 20％を再投資して、自分の資産を築いていきたい！ 

などなど、自分の将来の夢やビジョンにつながるような 

理由づけができれば、その目標達成に向けたモチベーションが 

自然と湧いてきます。 

ただ、何となく稼ぎたいからという理由ではなく、本気でやる気になる明

確な理由を見つけてください。 

これさえ見つかれば、どんな大きな目標でも、 

きちんとステップさえ踏んでいければ、必ず達成できるでしょう。 

 

【なぜ、その目標を達成したいのか？】 

① 

② 

４．具体的な行動計画を立てる 

夢や目標とその理由が明確になった後は、いよいよ具体的な行動計画を立

てます。 



その目標達成に向けて、具体的にどんな行動を取っていけばいいのかを、

とにかく思いつく限り、たくさん書き出してみましょう！ 

ここで重要なことは、どんな小さなアイデアでもいいので、目標達成につ

ながるのではないかと感じたことを書き出してみることです。 

たくさん書いていく中で、思いもよらない面白いアイデアや成果に直結し

やすい行動が出てきます。 

例えば、 

・毎日、店舗やネットで最低１個は仕入れをする 

・毎日、５個づつ、儲かる商品をリストアップしていく 

などの毎日取り組むべき行動計画から、 

・メーカーの商品パンフレットの説明文を参考に、商品説明文をリライト

してみる 

・一度買ってくれたお客様に、何かほしい商品はないか問い合わせメール

をしてみる 

・新しく仕入れた商品をリスト化して、お客様に新着情報としてメールし

てみる 

など、売上アップにつながるアイデアまで、いろいろと考えて、 

リストアップしてみます。 

会社員の方でしたら会社の営業ノウハウを当てはめても面白いかもしれ

ません！ 



数多くのアクション項目の中から、優先順位が高いと思われるものをリス

トアップし、毎日それに取り組んでみてください。 

行動が変われば、結果が変わりますので、目標達成に向けて必要だと思わ

れる行動をとにかくたくさん取っていきましょう！ 

【どのような行動を取っていくのか？】 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 

 

月収３０万円稼ぐ 

サトシ流カメラ転売 

 
秘伝５．儲かる商品を見つける商品リサーチ法 

 

１．カメラ転売特有の商品リサーチに関する考え方 



ほとんどのネット転売ビジネスでは、常に儲かる商品を探し続けなければ

なりません。 

なぜならば、儲かる商品を見つけて、それを仕入れて販売しているうちに、

ライバルたちに真似されて、価格競争に陥り、すぐに儲からなくなってし

まうからです。 

しかし、カメラ転売では、基本的に儲かる商品を探し続けるための 

商品リサーチはまったく必要ありません。 

仕入れる都度に価格を再確認する程度です。 

なぜならば、儲かる商品は、ずっと儲かり続けるからです！！ 

これは、すでに生産中止になっていて、流通量が限られている中古カメラ

という商品特性のおかげです。 

需要に対して、供給量は常に不足している機種こそが、儲かる商品であり、

流通量に限りがあるので、需要を上回るほど急激に供給量が増えることは

ほとんどありません。 

ですので、儲かる商品を知っていて、利益が出る価格で仕入れられれば、

すぐに利益が確定するのが、中古カメラなのです！ 

以上のような、中古カメラ特有ともいうべき事情を理解していただいた上

で、カメラ転売における商品リサーチに関する考え方について、 

解説します。 

先ほどもご説明したとおり、儲かる商品はずっと儲かり続けるのが 

中古カメラカテゴリーですので、 



まず必要なことは、 

「どの商品が儲かるかを知っていること」 

だと言えます。 

つまり、儲かる商品を見つけ出すことが、まず最初に必要な商品リサーチ

です。 

ずばり、この商品が儲かるということもお話できますが、まずはあなた自

身が自分で儲かる商品を探し出せるよう、 

商品リサーチの方法を具体的に解説していきましょう。 

 

２．もっとも簡単な儲かる商品の探し方とは？ 

通常、儲かる商品を見つけることは、非常に時間がかかる、難しい作業で

す。 

なぜならば、まずどんなカテゴリーの商品が儲かるかが分からないからで

す。 

つまり、儲かる商品を探す場合は、まず最初に『儲かるカテゴリー』を探

さなければなりません。 

しかし、カメラ転売では、『中古カメラ』というカテゴリーに特化してい

ますので、儲かるカテゴリーを探す作業は必要ありません！ 

では、具体的にどうやって儲かる商品を探すのか？ 

今回、誰でもできる儲かる商品のすごく簡単な探し方を特別に大公開しま

す！ 



それは、 

「トップセラーが販売している商品を探すこと」 

です。 

そこで、まず最初のステップとしては、オークデータでトップセラーが誰

であるかを調べることからスタートします。 

ここで言うトップセラーとはカメラ転売で 

月に１００万以上稼いでいる人です。 

ショップは除きます。 

●「オークデータ」 

http://data.aucfan.com/home 

 

動画で見るトップセラーの探し方と解説はこちら 

 

 

秘伝６．サトシ流『仕入れノート』の考え方 

１．仕入れノートは必要か？ 

http://data.aucfan.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=BhWWlU2lM0A


長期的に安定して稼ぎ続けるためには、きちんとヤフオク相場や仕

入れ価格の変動を押さえておくことが非常に大切です。 

その意味でも、数多くの儲かる商品のヤフオク相場や仕入れ価格を

把握することと、仕入れ対象の商品の中でも、現在とくに利益が出

やすい商品が何であるかを理解して仕入れておけば、 

赤字になることはほぼありません！ 

中古カメラカテゴリーでは、儲かる商品はずっと儲かり続けるとい

うことは、すでにご説明したとおりです。 

その儲かる商品をどれくらい知っているかが、仕入れ力にも影響し

ますし、安定した売上と利益を出すためにも、 

絶対に欠かせない情報になります。 

トップセラーがリアルタイムで販売している商品をきちんとオー

クデータとオークファンを使って、商品リサーチしたあとは、 

どんどん仕入れノートに儲かる商品を追加していきましょう！ 

こうして、あなただけの「儲かる商品リスト」が出来上がっていき

ます。 

そして、カメラ転売に取り組む期間が長くなればなるほど、 

この儲かる商品リストは増えていきますので、 

どんどん稼げるようになっていきます。 

 

では、仕入れノートとは具体的にいったいなんでしょう？ 



私がカメラ転売を始めたころは手帳くらいのノートに 

カメラの写真をプリントアウトして、 

仕入れ先、仕入れ値、ヤフオクの最安値、最高値など 

事細かく記入したノートを作成して、持ち歩き 

仕入れにお店に行け！というものでした。 

私も最初はノート作りをしていましたが 

これは全くの無意味です！！ 

正確には意味はあるのですが、ほとんど役に立ちません！！ 

じゃあ何のために長々と説明してるんだ？ 

そこが問題なのですが、ノートは頭の中に作ればいいのです！！ 

実際に仕入れノートを作成していた 

とある塾生のお話をしましょう。 

 

とある塾生の Uさんは塾で教わった通り、手帳サイズのノートを

買い、それに調べたカメラの写真をプリントアウトして貼り付けて 

データを記入していました。 

副業でカメラ転売を実践しているものですから、実践できる時間が

少ないのですね。それなのに馬鹿丁寧に仕入れノートを作成してい

るものですから、肝心の仕入れも出品も全然できていません！！ 



だって、ただでさえ検索スピードも遅くリサーチに慣れていないの

に、写真をプリントアウトしてるんですよ！それだけでも相当な時

間が必要になるでしょう！ 

結局初めの２か月間は仕入れノート作りに夢中になり 

販売実績はゼロでした！！ 

データ自体はオークファンで検索すればいいだけなので 

手帳は必要ないのです。 

そんな時間があれば仕入れて売るを繰り返した方がよほど 

経験になるし、データの蓄積になります！！ 

実際に仕入れに行ったときにも記入したページがどこなのかわか

らずに、記入していない商品の方が圧倒的に多いわけなので 

仕入れノートはなんの役にも立ちませんでした！！ 

そんなわけで、ノートは頭の中に作成しましょう！！ 

足りない部分はオークファンを見れば一目瞭然です。 

 

 

２． 売上記録をつけよう！ 

仕入れノートは頭の中に作成すればいいと説明しましたが 

売上記録を頭の中で管理するのは不可能です。 

売上記録はノートもしくはエクセルなどでデータをきちんと残しましょ

う！ 



私はエクセルが苦手なので１００均に売っている 

「金銭出納帳」に記入して管理しています。 

 

 

秘伝７．カメラの基本知識とチェック方法 

１．カメラの専門用語 

このマニュアルを読んでいるほとんどの人があまりカメラについて詳し

くないと思います。 

それで全然構いませんし、むしろ余分な知識がないほうが、必要最低限の

ことを素直に学べますので、どうか安心してください。 

ただ、ある程度の基本的な用語の理解は必要ですので、以下の専門用語は

今からでいいので理解しておいてください。 

◆オートフォーカス（AF） 

オートフォーカスとは自動（オート）でピント（フォーカス）を合わせて

くれる仕組みのこと。 

◆マニュアルフォーカス(MF) 

 



マニュアルフォーカスとはファインダーや液晶モニターを見ながら、手動

で焦点（ピント）を調整すること。 

◆露出 

写真を撮るのに必要な光を得る事。 

シャッタースピードと絞りによって調整します。 

◆絞り 

一眼レフカメラに入ってくる光の量を調整する穴の大きさのことです。F 

値で表されます。この値を 

操作することでボケをコントロールできます。絞りの数値を大きく設定す

れば穴は小さくなり、ボケが発生しやすくなります。逆に小さく設定すれ

ば穴は大きくなり、ボケが発生しにくく、全体にピント 

が合った写真になります。 

◆焦点距離 

レンズが像を結ぶ点の距離のことで、単位はミリを使います。焦点距離の

数値が小さいほど、被 

写体が小さく広角レンズとなり、大きければ被写体が大きく望遠レンズと

なります。 

◆低速シャッター 

動いている被写体の動きを生かし、スピード感がある写真を撮影する時に

使う機能です。絞り値が変化したり、手ブレに注意する必要があったりと

色々な予備知識が必要となります。 



◆バルサム切れ 

バルサム切れとは、レンズとレンズを貼り合わせる接着剤が劣化した場合

に、間に空気が入り、 

虹のような光の干渉縞が現れる現象のことです。程度によって、撮影にも

影響しますが、あまり気にする必要はありません。 

 

２．カメラとレンズ各部の名称 

◆カメラ本体の各部名称 

レンズの名称 

３．仕入れる際にチェックすべきポイント（カメラ編） 

①外観コンディションをチェック 

カメラ全体のアタリ（へこみ）やキズ、スレ、塗装はがれなどをチェック

します。 

http://youtu.be/Xk5W8sDlI8Y


当然ですが、外観はキレイなほうが値段が上がります。 

②シャッタースピードのチェック 

まず、大前提としてきちんとシャッターが切れるかどうかチェックします。 

もしシャッターが切れない場合は、シャッターが壊れているか、電池が必

要な機種だと電池が入っていない可能性があるので、電池を入れてから、

シャッターを切ってください。 

次に、低速シャッターをチェックします。 

シャッターが表示どおりのスピードで切れているかどうかをチェックし

ます。 

例えば、シャッタースピードが１秒なら、きちんと１秒間シャッター幕が

開いていればＯＫです。 

③ファインダーのチェック 

ファインダーを覗いてみて、ホコリやチリの有無や程度をチェックします。 

また、カビがないかも見ておくとよいでしょう。 

④シャッター幕のチェック（フィルムカメラの場合） 

カメラ本体の裏ブタを空けて、シャッター幕をチェックします。 

シャッター幕が破れたりしていると、きちんとした写真が撮れませんので、

必ず確認しましょう。 

⑤巻き上げ動作の確認（フィルムカメラの場合） 

撮影終了後、フィルムがきちんと巻き上がるかを確認します。 

４．仕入れる際にチェックすべきポイント（レンズ編） 



①外観コンディションをチェック 

レンズ全体のアタリ（へこみ）やキズ、スレ、塗装はがれなどをチェック

します。 

当然ですが、外観はキレイなほうが値段が上がります。 

②光学系のチェック 

レンズ自体のクモリやカビ、キズなどの有無や程度をチェックします。 

③マウント部分のチェック 

４．仕入れる際にチェックすべきポイント（レンズ編） 

①外観コンディションをチェック 

レンズ全体のアタリ（へこみ）やキズ、スレ、塗装はがれなどをチェック

します。 

当然ですが、外観はキレイなほうが値段が上がります。 

②光学系のチェック 

レンズ自体のクモリやカビ、キズなどの有無や程度をチェックします。 

③マウント部分のチェック 

マウント部分の部品欠けやキズ、汚れの有無をチェックします。 

① オートフォーカス動作のチェック（オートフォーカスレンズの場合） 

きちんとオートフォーカスが動いているかをチェックします。 

レンズのチェック方法動画 

 

秘伝８．仕入れの基準と価格帯 

http://youtu.be/sWUSrI1SIKw


１．カメラやレンズのコンディションについて 

サトシ流カメラ転売で取り扱うカメラやレンズは、 

基本的にはすべて中古品です。 

ですので、まったく同じ品名であっても同じ商品というものは無く、 

そのコンディションによって、価格は変わってきます。 

そして、コンディションとは、外観のコンディションと内部のコンディシ

ョンに分かれます。 

カメラやレンズの外観コンディションがキレイで、内部コンディションの

状態がよいものは、非常に人気があります。 

つまり、コンディションのよいものは、高値で取引されますし、コンディ

ションの悪いものは安値になりがちです。 

ですので、簡単に言うと、外観や内部のコンディションのよいカメラやレ

ンズを安く仕入れることができれば、非常に利益が狙えるということがで

きます。 

また、カメラ転売で取り扱う中古カメラというものは、発売後すでに数年

～数十年たっているものがほとんどで、何かしらの不具合があるのが当然

です。（不具合＝故障では無い） 

ある意味、中古品だということ自体がすでに不具合のひとつ 

とも言えなくもありませんね。 

中古品なわけで、いつ何時、壊れてもおかしくないわけですから・・・。 

つまり、大前提として、わたしたちが取り扱う中古カメラというものは、 



何かしらの不具合があって当たり前！ 

だということを覚えておいてください。不具合がひとつもないものは、 

新品以外にはありえません。 

 

２．具体的にどんな不具合があるか 

では、中古カメラやレンズにおける具体的な不具合についてみていきまし

ょう。 

ここで解説する不具合は、撮影に影響ある不具合もあれば、まったく影響

のない不具合もあります。 

また、不具合の程度によっても、価格が変化してきますので、 

不具合の程度を見極めることこそ、 

中古カメラを仕入れる際に必要とされる、仕入れの目利きと言えます。 

しかし、この仕入れの目利きというものは、ある程度の経験が必要になり

ますので、当初は仕入れの際に店員さんや出品者さんに代わりにチェック

してもらえば、自分自身で目利きができなくてもまったく問題ありません

ので、安心してください。 

ですが、自分自身でチェックできたほうがもちろんよいので、 

少しずつ馴れていきましょう。 

≪カメラ本体の主な不具合≫ 

◆アタリ（へこみ） 



「アタリ」とは、何かに激しくぶつけたことがあることを意味するもので、

内部にその衝撃が及んで 

いたり裏蓋が割れていたり正しく閉まらないこともあります。 

アタリがあると、値段が上がりにくい傾向にありますので、仕入れの際は

注意が必要です。 

特に写真のような頭（ペンタ部という）の部分のアタリはカメラ転売では

致命傷です！値があまり上がりません。 

 

◆キズやスレ 

中古品ですので、使用にともなう多少のキズやスレは、ほとんどの商品に

あります。 

ですので、あまり気にする必要はありませんが、キズやスレが少ないもの

は、コンディションがよいと言えますので、逆にアピールポイントになり

ます。 

◆ファインダー内のチリやホコリ、ゴミ、カビ 



ファインダー内部に細かいチリやホコリ、ゴミがある場合があります。撮

影にはまったく影響ありませんが、ファインダーを覗いたときに、気にな

るかどうかはチェックしておく必要があります。 

カビについても、その程度によっては視界が確保できない場合もあります

ので、きちんと被写体が見えるかどうか確認しましょう。 

◆液晶漏れ 

液晶が漏れ出ている状態のことをいいます。液晶部分がきちんと視認でき

れば、撮影にはまったく影響ない不具合ですので、気にせず仕入れて大丈

夫です。 

◆シャッターが切れない 

当たり前ですが、シャッターが切れないと撮影できませんので、撮影に影

響ある不具合になります。 

ジャンク品のカメラなど、シャッターが切れないものも売られていますの

で、きちんとシャッターが動くかどうかは必ずチェックしましょう。 

◆シャッタースピード異常 

適正なスピードでシャッターが動いていない状態のことです。特に、低速

シャッターと言われる１秒 

や 1/2 秒、1/4 秒、1/8 秒などがきちんと動いていない場合があります。 

尚、シャッタースピードについては、どのような写真を撮りたいかによっ

て、使うシャッター速度が変わりますので、一概にシャッタースピード異

常がすべて撮影に影響ある不具合だとは言えません。 



つまり、低速シャッターを使わない人にとっては、低速シャッターの精度

が正しかろうが、異常だろうが問題ではないということです。 

ただし、異常が見られた場合は記載する必要があります。 

◆シャッター幕が破れている 

シャッター幕が破れていると、光が漏れてしまいますので、きちんとした

写真が撮れませんので、撮影に影響ある不具合になります。 

シャッター幕が破れているカメラは撮影に影響あるジャンク品 

ですので、よほど安くない限り仕入れしないほうが無難です。 

◆フィルムの巻き上げができない 

フィルムの巻上げができないものも、通常使用に問題ある不具合があるジ

ャンクカメラになります。 

もちろん、フィルムを直接手巻きで巻き上げることもできる場合がありま

すが、巻き上げ異常のカメラは”使えないジャンク品扱い”になります。 

◆電源が入らない 

電源が入らないと何も動かないので、完全な”使えないジャンク品”です。

部品取りと観賞用以外に利用価値はありませんので、仕入れしないほうが

無難です。しかしヤフオクにはジャンクを欲しがる変わった方がたくさん

おられますので、相当安く仕入れられるなら仕入れてみるのもありです。 

しかし、不具合箇所はきちんと記載しましょう！ 

 

≪レンズ本体の主な不具合≫ 



◆アタリ（へこみ） 

レンズは非常にデリケートなものですので、アタリは極端に嫌われます。

レンズ外観の外枠がわかにアタリがある程度までが許容範囲で、 

それ以上のアタリのあるレンズはよほどの激安品以外は 

仕入れないほうがいいでしょう。 

のちのち故障する可能性も高いです！ 

◆キズやスレ 

中古品ですので、使用にともなう多少のキズやスレは、ほとんどの商品に

あります。ですので、あまり気にする必要はありませんが、 

キズやスレが少ないものは、コンディションがよいと言えますので、 

逆にアピールポイントになります。 

◆レンズ内のクモリやカビ 

レンズのクモリやカビについては、その程度によって撮影に影響ある場合

があります。 

『大クモリ』と言われるレンズは、撮影に影響ありますが、『小クモリ』

だと撮影にまず影響ありません。 

『小カビ』程度であれば、あまり目立ちませんし、気にしないお客様も多

いですが、『大カビ』や『カビ多数』などになると、気にされるお客様も

多いので注意が必要です。 

◆レンズ内のゴミやホコリ、チリ 



レンズ内のゴミやホコリ、チリについては、通常撮影にはまったく影響あ

りません。 

これも程度の問題により、気にするお客様は気にしますので、あまりにも

ヒドイ場合はきちんと商品説明文に状態を正確に記載しておきましょう。 

※新品でも極微細なチリの混入があることがあります。 

◆バルサム切れ 

バルサム切れも程度によっては、撮影に影響します。これは、自分ではな

かなか判断がつかない場合も多いので、店舗で購入する場合は、店員さん

に撮影に影響あるかどうか聞いてみましょう。 

ネット仕入れの場合は、安くない限り避けておいたほうが無難です。 

◆オートフォーカス異常 

オートフォーカスが正常に作動しない場合があります。マニュアルフォー

カスであればピント合わせできますので、撮影には使えますが、通常撮影

には影響ある不具合になります。 

◆ズーム異音、AF 鳴き 

ズームした際に、ズーム音が大きかったり、「ギー、ギー」といった不快

音が鳴ってしまう現象です。 

撮影には影響ありませんが、嫌がるお客様もいますので、仕入れの際には

注意が必要です。 

３．外観がキレイで価格が安い商品がオススメ 

中古品である以上、すべてにおいて完璧な商品は存在しません！ 



この大前提を絶対に忘れないでください。 

完璧な商品が存在しない以上、不具合の一切ない完璧な中古品をどんなに

探しても、そんな商品はありませんので、仕入れを行なう際は、何かしら

の不具合のあるものを仕入れていくことになります。 

（不具合＝故障では無い） 

そして、安い商品であればあるほど、多くの不具合を抱えているもので、

最も安い商品は 

『外観はボロボロで、機能的にも壊れている』 

というものです。 

また、ヤフオクで中古カメラを転売する場合は、やはり外観のキレイさが

非常に重要になります。 

最も利益が見込める商品は、 

「外観は非常にキレイで、多少の不具合はあるが、撮影にはまったく影響

がないカメラやレンズ」だと言えます。 

まず第一に、外観が非常にキレイであることは、非常に重要です。 

ヤフオクでは、実際に商品を手に取って確認できるわけではなく、すべて

は写真での確認になります。外観がキレイなものは、写真映えしますので、

当然お客様にも喜ばれます。 

また、不具合があればあるほど、仕入れの段階での値段は安くなりますの

で、不具合はあったほうが転売側としてはいいわけです。 



しかし、その不具合が、撮影に影響あると、故障品（＝ジャンク品）にな

ってしまいますので、撮影に影響がない範囲の不具合がある商品でなけれ

ばなりません。 

つまり、私たちが仕入れるべき中古カメラやレンズは、 

「外観は非常にキレイで、多少の不具合（キズやスレ、カビなど）はある

が、撮影にはまったく影響がないカメラやレンズ」 

になるというわけです。 

４．価格とコンディションのバランスで仕入れは決まる 

中古のカメラやレンズ相場というものは、いろいろな不具合の有無に応じ

て、減点方式で値段が決定されています。 

例えば、新品同様のカメラ本体だと、５万円という価格がついているカメ

ラがあるとします。 

同じ商品でも、 

・外観にキズやスレがあると、３万円になります。 

・さらに、シャッタースピードに異常があると、１．５万円になります。 

・さらに、シャッター幕が破れている、０．５万円になります。 

このように、不具合の有無、つまりコンディションによって、中古カメラ

やレンズの値段は決まっていきます。 

ですので、必ずしも安ければそれでいいというのではなく、価格とコンデ

ィションのバランスで適正価格が決まっていきますので、 

ここが仕入れのひとつの肝になります。 



正直言って、価格とコンディションのバランスについては、これが正解と

いうものはなく、販売するお店によっても、マチマチです。 

キタムラでの値段の査定が不明瞭な動画 

特に、外観コンディションについては、査定する人の主観的な感覚になり

ますので、キズやスレの程度によって、評価は分かれる場合がほとんどで

す。 

初心者の方でも参考になるひとつの仕入れ基準としては、 

外観が比較的キレイで、撮影に影響ある不具合がないカメラやレンズが 

ヤフオクの平均相場よりも 

安ければ、それは仕入れ対象になる商品だと言えます。 

上記は、あくまでもひとつの基準で、それが絶対というものではありませ

ん。 

ここがカメラ転売初心者の方が一番難しいと感じる部分だと言えますが、

逆に言うと、価格とコンディションのバランスをうまくついた仕入れと販

売ができれば、安く仕入れて、高く売るという 

理想的な商売ができるとも言えます。 

こればかりは、すべて取り扱ったカメラやレンズの個数が何よりも経験値

として必要になってきますので、とにかく数多くの中古カメラの売買を繰

り返す中で、体得していってください。 

５．ジャンク品には２種類ある 

本章の最後に、ジャンク品と言われる商品について解説しておきます。 

http://youtu.be/gmorimnW_5k


一般的に、中古カメラやレンズにおけるジャンク品というものは、 

いろいろな不具合があるからこそ、 

ジャンク品というカテゴリーに括られているわけですが、 

その不具合の程度はさまざまです。 

まったく使用できない故障品もあれば、外観にいくつかアタリやキズ、ス

レがあるだけで、通常撮影にはまったく問題がないカメラやレンズもあり

ます。 

その基準は、販売するお店によって、千差万別です。 

ですので、ジャンク品と一言でいっても、 

①使えるジャンク品 

と 

②使えないジャンク品 

に 

区別することができます。 

私たちがヤフオク！で転売していくジャンク品とは、 

①使えるジャンク品になります。 

もちろん、②使えないジャンク品にも、お客様のニーズがありますので、

こちらでも利益を取ることは十分できます。 

具体的なニーズとしては、「部品どり」や「研究用」などに使われます。 

ですが、初心者の方は、①使えるジャンク品を激安で仕入れて、相場どお

りに売っていくだけで、 



しっかりと利益が取れていきます。 

また、ジャンク品に対して、理解しておくべき重要なことがあります。 

それは、お店側が設定しているジャンク品の基準とお客様が持っているジ

ャンク品の基準には大きな乖離かいり（認識の違い）があることです。 

先ほども説明したとおり、お店側がジャンク品と認定する商品は、 

お店側のいろいろな基準によってマチマチです。 

お店側が通常品として陳列している商品のコンディションによっても、 

変わってきますし、在庫の量によっても変わってくる場合もあります。 

しかし、私たちがお取引するお客様の側には、確固たるジャンク品の基準

があります。 

それは、 

※ ジャンク品＝撮影に影響ある不具合があるカメラやレンズ 

という基準です。 

つまり、ジャンク品とは、故障している中古のカメラやレンズだというこ

とです。 

きちんと商品チェックができるようになれば、、お店側では「ジャンク品」

として販売されていた、撮影に影響ない不具合を持つカメラやレンズを仕

入れて、ヤフオクでは撮影にはまったく影響ない 

「通常品」として販売することができます。 

ジャンク品の値段で仕入れて、通常品の値段で売るわけですから、１０

０％赤字にはなりません！ 



これが中古カメラ転売における、ひとつの仕入れと販売の理想形になりま

すので、しっかりと理解しておいてください。 

使えるジャンク（正常品）が儲かる！！ 

 

秘伝９．中古カメラ販売店から仕入れるテクニック 

１．儲かる商品がザクザクあるリアル仕入れ先はココだ！ 

では、実際に仕入れを行なう際に、具体的にどんな仕入れ先があるのかご

紹介していきましょう。 

＜全国の仕入れ先＞ 

まず、全国どこにいても中古カメラを仕入れることができる仕入れ先があ

ります。それは、みなさん 

もご存知の『カメラのキタムラ』です。 

 

カメラのキタムラでは、中古カメラの買取・販売を行なっており、全国に

チェーン展開していますの 



で、全国どこに住んでいても最寄りのカメラのキタムラで中古カメラを仕

入れることが可能です。 

また、後ほど詳細に説明しますが、カメラのキタムラではネット中古店も

あり、ネットで購入した商品を最寄りの店舗まで配送してもらうこともで

きます。これにより、ネットで購入しても送料無料で商品を受け取ること

ができます。 

しかもクレジットカードが使えて、Tポイントも貯まるのでおすすめです。 

ですので、現在お住まいのエリアから一番近いカメラのキタムラをぜひチ

ェックしてみてください。 

●『カメラのキタムラ』店舗検索ページ 

http://sss.kitamura.jp/ 

 

キタムラネットのリサーチ方法 

 

＜東京の中古カメラ販売店リスト＞ 

続いて、日本で一番中古カメラが集まっている東京の仕入れ先になります。 

ここでは、関東近郊にお住まいの方には、ぜひオススメな仕入れ先をご紹

介します。 

●中野エリア 

【フジヤカメラ】 

http://www.fujiya-camera.co.jp/ 

http://sss.kitamura.jp/
http://youtu.be/gmorimnW_5k
http://www.fujiya-camera.co.jp/


国内外を問わず、多くのバイヤーが中古カメラの仕入れ先としてい

るのが、東京都中野区にあるフジヤカメラです。 

フジヤカメラの特徴は、『非常に商品回転サイクルが速い』ことで

す。 

毎日、中古のカメラやレンズがどんどん入荷され、数多くのバイヤ

ーがそれを仕入れていきます。 

そのスピードは日本随一といっていいほどで、その圧倒的な商品回

転サイクルを支えているのは、やはり『価格の安さ』です。 

特に、午前 10 時の開店時には、他の中古カメラ店では売っていな

いような驚きの価格で、比較的 

コンディションのよい中古のカメラやレンズが販売されています。 

それを求めて、中国や韓国、ベトナム、タイなどから、わざわざバ

イヤーが仕入れに来ているほどで、最近では数十名の国内外のバイ

ヤーが開店前に並んでいます。 

また、フジヤカメラには、いくつかの『バイヤーズルール』が存在

します。 

まず、開店前には、店頭にて『場所取り』が必要になります。 

各バイヤーさんは、お店の紙袋を順番に置いていて、お店の開店前

まで他の場所で時間をつぶしています。 

店頭で長時間並んで待つと、周囲の店舗や通行人の方に迷惑が掛か

りますので、開店 15 分前 



の 9：45 頃までは、あまり店頭では並ばないようにしましょう。 

開店 10 分前になると、店員さんが出てきて、2 階から入店したい

バイヤーさんを誘導してくれます。 

2 階から入店したい方は、その指示に従って、順番に 2 階に並ん

でください。 

そして、開店後は、ゆっくり順番に入店していくことになります。 

入店後は、各自で商品を探し、購入したい／商品チェックしたいと

思う商品を見つけたら、店員さんを呼びます。 

そして、そのまま商品をチェックしてもいいですし、他の商品を見

たい場合は、取り置いてもらうことも可能です。 

その際には、自分の名前をしっかりと店員さんに伝えましょう。 

尚、商品を取り置いてもらえるのは、20～30 分ほどです。その間

に会計を済ませないと、また陳列 

棚に戻されてしまいますので、くれぐれも注意してください。 

フジヤカメラは、関東でカメラ転売を実践する者にとっては、 

もっとも大切な仕入れ先のひとつです 

ので、関東の方はもとより、地方にお住まいの方でも東京にお越し

の際は、ぜひ訪れてみてください。 

＜新宿西口エリア＞ 

【マップカメラ１号店】 

http://www.mapcamera.com/ 

http://www.mapcamera.com/


マップカメラ 1 号店での仕入れは、フロアが B1F と 3Ｆ、4Ｆ、5

Ｆに分かれています。 

朝１０時にフジヤカメラで仕入れした多くのバイヤーさんが、 

１０：３０にオープンするマップカメラに 

集合し、開店前に並んでいます。 

こちらは、新宿という土地柄もあり、フジヤカメラよりも 1 割か

ら２割ほどは高値ですので、商品の 

仕入れ価格はよく確認してから仕入れることが大切です。 

 

＜マップカメラ１号店 B1F フロア＞ 

ライカやハッセルブラッドといった舶来系のオールドカメラを中

心に取り扱っているフロアになりま 

す。こちらでは、初心者の方向けにライカ製品が展示されてもいま

すので、一度も触ったことがない方は、ぜひこちらで実際に製品を

手に持って、使い方などを店員さんに教えてもらうといいでしょ 

う。かなり勇気がいる高級な雰囲気ですが、、、 

【マップカメラ２号店】 

http://www.mapcamera.com/ 

マップカメラ２号店は、主にフィルムカメラとコンパクトデジタル

カメラやミラーレスカメラを中心に取 

り扱っています。 

http://www.mapcamera.com/


【カメラのキタムラ新宿中古買取センター４F】 

http://blog.kitamura.jp/13/4259/ 

新宿という場所柄、早く売り抜けたい商品などを、現状で安く販売

していることが多く、ライカ委託品、ジャンクカメラショーケース

コーナー、現状デジタルなど仕入れが安くできます。 

また、商品は６ヶ月保証をつけていただけるものも多く、全国規模

で展開しているカメラ店ですの 

で、高額商品のカメラを購入するとＴカードのポイントもどんどん

貯まっていきます。 

リアル店舗を仕入れ先としてよく回るバイヤーさんたちは、カメラ

のキタムラのネット中古店で探した商品を、このキタムラ新宿中古

買取センターに取り寄せし、商品チェック後に購入するといった 

ことも多いお店になります。 

さらに、毎週末に１０％割引をするコーナーもありますので、 

平日に値段をチェックしておいて、 

週末の１０％割引になってから、購入するといったテクニックもあ

ります。（売り切れていなければですが、、、） 

こちらの店舗は、ビルのワンフロアだけですので、ここでの仕入れ

は、ざっと見られるようになれば、 

５～１０分ほどでチェックすることができます。 

http://blog.kitamura.jp/13/4259/


私はここで１品１０万円の利益が出るものを仕入れたことがあり

ます！ 

【新宿中古カメラ市場】 

http://www.nsi-jp.com/camera.htm 

 

こちらの店舗は、まさに”市場”といった印象で、委託販売のカメ

ラが多いお店になります。 

ここのシステムを利用して稼いでいる古参のバイヤーさんも多く、

中野フジヤカメラで仕入れた商品を、そのままこの新宿中古カメラ

市場に置いてもらい、委託販売してもらっていたりします。 

http://www.nsi-jp.com/camera.htm


これは、新宿の相場は、中野フジヤカメラの相場よりも１～２割ほ

ど高いものが多く、その価格差 

を利用して、長年稼いでいらっしゃる方たちもいます。 

また、このお店の商品は、すべて現状品のものになりますので、１

週間の動作確認以外は、基本的には保証もなく、返品も不可です。 

ですので、きちんと自分で商品をチェックできるようにならないと、

なかなか安心して仕入れできないといった特徴もあります。 

しかし、最近では事前に不具合箇所をたずねたら教えてくれるよう

になりました。 

主な取り扱い商品は、舶来のライカやローライフレックスの 

二眼カメラや、国産のニコン、キャノン、 

コンタックスなどのフィルムカメラが中心になります。 

ほとんどデジタルカメラの在庫はありませんので、フィルムカメラ

で状態のよい商品が安価に売られていれば、それを仕入れていくと

いった感じになります。珍しい掘り出し物があるかも？ 

【中古カメラ BOX】 

http://camerabox.web.fc2.com/ 

http://camerabox.web.fc2.com/


 

こちらの店舗は、新宿中古カメラ市場と販売方法が近いようです。 

委託品の商品も多く、ショーケースの中には、かなり幅広い年代の

カメラが許容量の 3 倍を超える 

勢いで、ところ狭しと並んでいます。 

ジャンク品も非常に多く、こちらでも商品の目利きが試させるお店

でもあります。 

また、店内は、中古カメラで埋め尽くされていますので、何度も足

を運び、ショーケースを見て、 

どんな商品が眠っているのか、宝探しのように探していくスタイル

になります。 

ニコンＳシリーズやライカといったマニア層に人気の高いオール

ドカメラも多く、通常では入手困難 



な商品が、マニアの趣味価格で販売されています。 

客層自体も年配のカメラマニアが多く、そのカメラマニアが在庫整

理のために委託でカメラを売りにきたりしています。 

若い女性は値引きしてもらいやすいようです。 

＜新宿東口エリア＞ 

【カメラのアルプス堂】 

http://www.alpsdo.com/ 

 

こちらの店舗では、完全にＢ級品狙いでいきます。 

店内には、Ｂ級品コーナーのショーケースがあり、非常に割安な価

格で掘り出し物があります。 

もちろん、Ｂ級品ということで、何かしらの不具合があるからこそ、

驚きの値段で売っているわけで 

http://www.alpsdo.com/


すが、あまり撮影に影響ない不具合の場合も多く、それを狙って毎

日チェックしているバイヤーさんもたくさんいます。 

カメラの世界では信頼と実績こそ、長く商売を続ける秘訣だと思い

ますが、カメラのアルプス堂さんは査定がしっかりしており、通常

の買取仕入れとは違い、業者競りで恐らく損切りもあって仕入 

れているのではないかと思うほど、状態の良いものもＢ級品として

並べています。 

本来の基準を外れているものは非常に安く提供してくださいます。 

また商品説明も的確で、そのコメントは次にオークション上で販売

するときも、盛り込んで販売します。 

店員さんも非常に親切な方が多いので、自分で商品チェックをして

もよくわからない場合は、積極的に店員さんに相談して、仕入れる

かどうかを判断してもいいでしょう。 

また、Ｂ級品以外にも、たまに安いレンズが売っていたりもします

ので、Ｂ級品コーナーを確認した 

後は、他のコーナーもしっかりと見てみてください。 

【カメラのキタムラ新宿・大ガード店】 

http://blog.kitamura.jp/13/8351/index.html 

http://blog.kitamura.jp/13/8351/index.html


 

こちらのお店は、新宿西口を出て、大ガードのほうへ向かった先に

あります。 

新宿西口のカメラ店が集中しているエリアとは、ちょっと離れてい

る関係で、あまりこちらまで足を運ばない人も多いです。 

ですので、意外な掘り出し物がずっと残っていたりするので、数日

に１度は足を運びたいお店です。 

このお店は、以前から、都内で仕事をしているプロカメラマンの機

材が出回ることが多く、メーカー 



のプロサービス（報道関係専門の修理をするところ）が施した、プ

ロ改造機と呼ばれるものが並びます。 

プロ機は一般の人が必要の無い、限定的な改造が施され、その希少

性から、マニアの間で高値で取引されています。 

ただし本当に現場で使われたものが流れてくるので、「どのように

使ったらカメラはここまで凹んだ 

り擦り減ってしまうのだろう？」というくらい、ものすごい酷使状

態のものが並びます。それでも値段 

がつくのでマニアックなものは、それだけ流通しないものなのだと

いうことがわかります。 

その他、商品量も多く、クラッシックから大判 4×5（シノゴ）、最

新デジタル機器まで安定しているの 

はさすがです。 

それ以外にも、中古の取扱説明書やカメラアクセサリー類（交換フ

ァインダー、グリップ、ストラップ、 

フィルター、キャップなど）も非常に種類が豊富で、商品の付加価

値を高めるために、これらの付属品を購入して、商品とセット販売

するときにも便利なお店となっています。 

 

＜目黒エリア＞ 

【三宝カメラ】 



http://www.sanpou.ne.jp/ 

 

業界ではその価格設定が中古カメラ業界の中でもかなりの比重を

占めていて、三宝価格なる言葉があり、それを基準にしている販売

店もあるくらいです。 

非常にコンディションのよい商品が多く、商品査定もしっかりして

いますので、安心して購入することができる店舗でもあります。 

また、商品にもよりますが、保証期間も１２ヶ月と中古カメラ店と

しては最長の保証期間が設定さ 

れているのも、うれしいかぎりです。 

主な取扱商品も、オールラウンダーと言うべき感じで、国産のフィ

ルムカメラ、デジタル一眼レフ、 

コンパクトデジカメから、各種の交換レンズ、そして舶来のオール

ドカメラにいたるまで、幅広い商品がラインナップされています。 

さらに、同一機種であっても、コンディションのわずかな違いで、

いろいろな値幅で陳列されており、 

コンディションと価格を見ながら、商品を仕入れることができるの

も、このお店の特徴だといえます。 

また、割とキヤノンやニコンのプロ機と呼ばれる商品（キヤノンの

1D シリーズやニコンのＤ一桁シリーズ）も、驚きの値段で売られ

ていることがありますので、このあたりも要チェックになります。 

http://www.sanpou.ne.jp/


以上が、関東地方にお住まいの方の仕入れ先としてオススメする中古カメ

ラ店になります。 

この他にも、秋葉原や銀座、上野などにも、数多くの中古カメラ店があり

ます。 

また、東京以外の関東エリアにも、中小のカメラ店はたくさんありますの

で、ぜひいろいろとお店を回ってみてください。 

各店それぞれに特徴がありますが、どこのお店であっても、儲かる商品は

たくさんありますので、 

ぜひご自身と相性のよい仕入れ先を探してもらえればと思います。 

 

 

＜名古屋の中古カメラ販売店リスト＞ 

続いて、中部エリアにお住まいの方にオススメの仕入れ先をご紹介します。 

【トップカメラ】 

http://www.topcamera.co.jp/ 

 

 

http://www.topcamera.co.jp/


 

中部エリアの代表店といえば、こちらのトップカメラになります。 

直接、仕入れにいけない方でも、トップカメラのネット中古を利用して、

購入する人もたくさんいるほど、掘り出し物のカメラやレンズが豊富にあ

ります。 

全体的には、そんなに割安感があるわけではないのですが、その中に混じ

って意外なほどコンディションはいいのに、格安な商品が眠っていたりす

るので、じっくりと商品を品定めしながら、仕入れを検討していくとよい

でしょう。 

尚、商品の回転サイクルはそんなに早くないので、毎日仕入れに行くとい

うよりは、週に２～３回程度、足を運んでみて、商品チェックをしていき

ます。 

また、店員さんと仲良くなれば、 

「何か掘り出し物のカメラやレンズは入ってませんか？」 

と聞いてみるのもいいかもしれません。 



地方のお店は、東京に比べると、バイヤーさんも少ないので、足繁く通っ

ていると、すぐに店員さんに顔を覚えてもらえ、仲良くなることができる

というメリットがあります。 

それを生かして、お得意さんになってしまえば、思わぬ掘り出し物を 

ＧＥＴできるチェンスがありますので、ぜひチャレンジしてみてください。 

中部地方の方には、今回ご紹介したトップカメラとカメラのキタムラ、そ

して名古屋市内の中小カメラ店を中心に、リアル仕入れされることをオス

スメします。 

コメ兵 

http://komehyo.jp/top/CSfTop.jsp 

こちらのお店はカメラ館が充実していてジャンクコーナーもあります。 

基本的にジャンクは自己責任で仕入れる形ですが、私は丁寧に不具合箇所

やどの程度使用できるか？など丁寧に説明していただけました。 

広い店内で、気持ちよく仕入れ出来るお店です。 

 

 

＜大阪の中古カメラ販売店リスト＞ 

最後に、関西エリアでオススメの仕入れ先をご紹介します。 

今回、ご紹介するのは、在庫量が多い大阪エリアのカメラ店舗になります。 

【八百富写真機店】 

http://www.yaotomi.co.jp/ 

http://komehyo.jp/top/CSfTop.jsp
http://www.yaotomi.co.jp/


 

ＪＲ大阪駅から徒歩１分ほどの地下街にあり、非常にアクセス至便なカメ

ラ屋さんです。 

なんと驚きの年中無休で朝８：３０から営業しているお店で、非常に豊富

な在庫を誇っています。 

基本的には、コンディションと価格のバランスが絶妙で、なかなか相場よ

りもお値打ちな価格で買うことが難しい店舗でもありますが、 

たまにＢ級品が混じって陳列されているので、それを見つけ 

て仕入れていくかたちになります。 

基本的には、「保証付」の商品が多い店内の中で、「現状品」という商品を

探していくとＢ級品の場合がほとんどですので、そちらが狙い目です。 

 

【カメラのナニワ梅田中古買取センター】 



http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/umeda/index.html 

 

大阪の中心地、梅田にある店舗で、在庫点数も約 1500 点にものぼると

言われています。 

カメラのナニワグループは、関西を中心にチェーン展開している中古カメ

ラ店ですので、その在庫量はもとより、商品回転も比較的早く、お買い得

な商品も定期的に入荷しています。 

ですので、交通のアクセスもよい店舗ですので、こまめに見ておきたい店

舗です。比較的儲かる商品が多いように思います。 

 

【カメラのナニワ西梅田中古買取センター】 

http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/nishi-ume/index.ht

ml 

http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/umeda/index.html
http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/nishi-ume/index.html
http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/nishi-ume/index.html


こちらも梅田にほど近い西梅田駅のドージマ地下センターにあるカメラ

のナニワです。 

そんなに在庫数は多くありませんが、こちらはジャンクのレンズコーナー

があり、掘り出し物を何度か仕入れたことがありますので、ご紹介してお

きます。週に１～２回ほど、たまに覗いてみる程度でよいでしょう。 

【カメラの大林】 

http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/nishi-ume/index.ht

ml 

こちらは、非常に状態のよいカメラやレンズが多く、多少割高になっても、

とにかくコンディションのよいカメラやレンズがほしいと考えている、お

客さまをターゲットに商売を考えている方には、お勧めです。 

もちろん、中には割安なものもありますが、全体的には価格は高めですの

で、多少高くてもコンディション最高のものを仕入れて、それを高値で売

っていくという戦略のもと、仕入れていくタイプのお店になります。 

在庫については、フィルム・デジタルともに豊富にあります。 

良いコンディションのものを扱うお店ですので、 

正常なジャンク品は格安で掘り出してきますので要チェックです！ 

定期的に会員向けに行われるセールは激安品もあります！ 

 

 

 

http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/nishi-ume/index.html
http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/nishi-ume/index.html


【カメラのナニワ心斎橋本店】 

http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/shinsaibashi/index.

html 

中古カメラ・レンズの品揃えとしては、日本最大級のお店になります。 

その圧倒的な在庫量は凄まじく、東京のカメラ店舗でも、１店舗あたりで

これだけの品揃えをしている店舗はほとんどないでしょう。 

ただ、それだけの在庫の中から利益が見込める商品を探し出すという労力

もかなり必要だとも言えますので、多少時間を掛けてでもしっかりとショ

ーケースを見て、儲かる商品を探していってください。 

主な取扱商品も、国内外の人気カメラやレンズがフルラインナップされて

ますので、こちらで売っている商品は、ほぼ人気機種で儲かるチャンスが

ある商品だと考えてもらっていいでしょう。 

店員さんによって値引きが可能な店員さんや 

難しい店員さんがおられますので観察してみてください。 

 

２．国内リアル仕入れの具体的な仕入れテクニック 

テクニック① ジャンク品やＢ級品を狙う 

各店には、だいたいジャンク品コーナーというものが設置されています。 

そこには、通常品とは異なり、不具合があって激安な商品がまとめて置い

てありますので、 

http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/shinsaibashi/index.html
http://www.cameranonaniwa.co.jp/shop/naniwa/shinsaibashi/index.html


その中から撮影に影響のないジャンク品を見つけ出せれば、即買いしまし

ょう。 

また、Ｂ級品も同様の理由でオススメです。 

ただし、本物のジャンク品が多数ですので見極めが大切です。 

 

テクニック② 本体のみのデジタル一眼レフカメラを狙う 

ジャンク品やＢ級品ではないのですが、付属品がないという理由から激安

に販売されている商品があります。 

それは、デジタル一眼レフカメラです。 

通常、本体の他に、バッテリーとチャージャーが最低限必要になるのが、

デジタル一眼レフなのですが、そのバッテリーとチャージャーすら付属し

ていないものだと、非常に安価な価格設定になるものがほとんどです。 

その本体のみを激安で購入しておいて、バッテリーとチャージャーは、

Amazon やヤフオクで格安な汎用品を仕入れて、本体に付属してあげれ

ば、問題ありません。 

汎用品であっても、通常使用にはまったく問題ないですし、 

新品を付属してあげるので、劣化が進んだバッテリーなどよりは、 

お客様に喜ばれる場合もあります。 

 

テクニック③ レンズは撮影に影響ないクモリやカビ、キズのあるものを

狙う 



レンズの値段というものは、外観コンディションよりも、光学系と言われ

るレンズ本体のコンディションに左右されます。 

ですので、レンズ本体にクモリやカビ、キズのあるものは、総じて値段が

安くなります。 

しかし、それらの不具合があるからといって、すべてのレンズが撮影に影

響が出るかというと、そんなことはありません。 

むしろ、ほとんどのクモリやカビ、キズなどは、撮影に影響しない場合が

多いというのが現状です。 

もし、仕入れる際に不安な場合は、店舗で購入する場合は、店員さんに、 

「この不具合は、撮影に影響ありますか？」 

と聞いてみてもよいでしょう。 

「ご自身でご判断ください！」と言われる場合もありますが、 

だいたい教えてくれます。 

 

秘伝１０．ネットショップから仕入れるテクニック 

 

１．儲かる商品がザクザクある国内ネット仕入れ先はココだ！ 

国内のネット仕入れ先として代表的なものには、 

①カメラのキタムラネット中古 

②中古カメラポータルサイトＪ‐カメラ 

② ヤフーオークション 



の３つがあります。それぞれに特徴がありますので、具体的にみていきま

しょう。 

① メラのキタムラネット中古店 

http://www.net-chuko.com/buy/index.do 

【主な特徴】 

業界最大手のカメラのキタムラのネット中古店になります。 

全国各地のカメラのキタムラの在庫から、商品を仕入れることが可能で、

その豊富な在庫量は他 

のネットカメラ店とは比べ物になりません。 

買い方としては、全国のキタムラ各店の個別ページより商品を申し込み、

最寄りのキタムラまで商品を取り寄せて、店頭で商品確認後に購入すると

いった流れになります。 

ネット中古ではありますが、店頭で商品確認ができますので、 

安心して購入できます。 

店員さんと仲良くなるチャンスでもあります。 

 

② 中古カメラポータルサイトＪ‐カメラ 

http://j-camera.net/ 

【主な特徴】 

大手のカメラのキタムラやマップカメラなどに加え、地方にある中小カメ

ラショップも多数参加して 

http://www.net-chuko.com/buy/index.do
http://j-camera.net/


いる中古カメラ検索サイト。検索した際は、登録してあるすべてのお店の

在庫から検索できるので、 

何か特定の商品を探している場合はとても便利です。 

カメラファン   Ｊカメラ同様のポータルサイトです 

http://camerafan.jp/ 

 

③ ヤフオク！ 

http://auctions.yahoo.co.jp/ 

【主な特徴】 

常時たくさんの中古カメラやレンズが取引されており、多数の個人出品者

とストア出品者が混在しているので、落札価格の値幅も大きくなる場合も

多い。タイミングよく落札できると非常に割安に商品を仕入れることが可

能です。 

ヤフオクリサーチ方法 

≪仕入れテクニック≫ 

①  タイトルや写真、商品説明文がテキトーなものを狙う 

タイトルが商品名のみであったり、写真がキレイに撮れていないもの、商

品説明文にコンディションなどがきちんと記載されていないものは、 

値上がりしませんので、安値で落札できます。 

②  中途半端な開始価格の商品を狙う 

http://camerafan.jp/
http://auctions.yahoo.co.jp/
http://youtu.be/4ecULTzjqro


たとえば「Ｎｉｋｏｎ Ｆ５」の平均相場は、25,000～30,000 円ですが、

開始価格を 17,800 円にして出品すると、 

ほとんど競り上がらず終了する可能性が高いので、このような中途半端な

開始価格の商品も仕入れチャンスとなります。 

③終了日時が変なもの（深夜や早朝、日中など）や早めの終了日時のもの

を狙う 

終了時間が変なものは、単純にその時間帯に入札しようとする人が少ない

ので、競り上がることが少ないので、そのような商品を見つけた場合は、

ウォッチリストに入れて、スナイプ入札を掛け 

ておくと比較的簡単に安値で落札できます。 

 

おまけ  

マップカメラ 

https://www.mapcamera.com/ 

↓マップカメラのリサーチ方法 

注意点と解説動画 

 

 

 

 

https://www.mapcamera.com/
http://youtu.be/IsXzZuH8Zos


月収３０万円稼ぐ 

サトシ流カメラ転売 

 
秘伝１１．ヤフオク販売で稼ぐための３大ポイント！！ 

 

１．まず『非常によい』と１００％評価されている出品者であること 

中古カメラを扱う上で一番大切なことは、お客様の信頼をできる限り 

たくさん得ることです。 

中古商品は新品商品とは異なり、一つひとつコンディションが違うので、

買い手側は、しっかりと正確にコンディションが書かれているのかどうか

が非常に気になります。 

出品者が、１００％『非常によい』と評価されていると、 

・「この人は、正確に、偽りなく、商品説明文を書いている」 

・「撮影されている商品画像と実物のカメラやレンズに相違がない」 

・「落札後の出品者とのやりとりが安心できる」 

と評価され、お客様も安心して、興味のある商品に入札できます。 

数多くの方に入札してもらえば、もらえるほど、価格は高騰していきます

ので、高値で落札される 

出品者は、１００％『非常によい』と評価されている人が多いです。 



ですので、もしすでに持っているヤフオクＩＤの評価に、『非常に悪い』

が１つ以上ある場合は、 

新たにヤフオクＩＤを取り直したほうがいいかもしれません。 

２．『信用第一』の取引を心がけること 

中古カメラは比較的高額な商品も多く、コンディションも個体によってマ

チマチです。 

だからこそ、出品者が記載する商品説明や取引対応などが、信用に足るも

のかどうかは、非常に大切なポイントになってきます。 

本当は外観にダメージがあるのに、「外観が非常にキレイな極上品です」

と説明したり、お客様にウソをつくような商品説明文を記載して、結果的

に高値で落札されたとしても、お客様のお手元に届いた際に、写真や商品

説明と現物の商品に大きな違いがあった場合、間違いなくクレームとな 

って返ってきます。 

お叱りを受けるだけならまだいいですが、『非常に悪い』と評価されてし

まい、評価コメントでも否定的なコメントを記載されてしまうと、信用は

ガタ落ちです。 

例えば、 

「商品説明はウソばかりで、まったく信用できない出品者です。皆さん、

この出品者から商品は落札しないよう、気をつけてください。」 

などと、評価コメントで書かれてしまうと、もうそのヤフオクＩＤでは、

商売にならないと考えていいでしょう。 



一度、地に落ちた信用を取り戻すことは非常に難しく、 

本当にコンディションの素晴らしい商品を出品したとしても、 

まったく値段が上がらなくなってしまいます。 

すべての取引で、お客様に喜んでいただき、『非常に良い』という評価を

積み上げていくことが、 

高値で落札される出品者になる最短距離であり、信用第一でお取引させて

いただくことが重要です。 

また、お客様の信用度を高めるためには、『スピード』も非常に重要です。 

取引連絡は迅速にお送りし、入金確認後に即日発送を心掛けることで、お

客様は安心します。 

迅速かつ丁寧に対応していると、出荷した商品にこちらが見落としていた

不具合があったとしても、許してくれたりします。 

ある出品者は、お客様が入金する前に、先送りで商品をお届けして、 

お客様をビックリさせている方もいます。 

お客様の期待を超えるスピードで対応することで、信用を高めることがで

きるのです。 

最後に、お客様との信頼関係が一番試される、クレームについても少し触

れておきます。 

商品に関するクレームについては、ほとんどの場合、双方の感覚の違いに

よって起きるものです。 

こちらが「ほとんどスレなどなく、非常にキレイ」だと思っていても、 



お客様が「わずかに 1mm スレがあるからキレイじゃない」ということ

は、十分起こりうることです。 

コンディションの評価については、主観的なものなので、こうした双方の

感覚のズレにより、クレームが発生してしまいます。 

その際も、きちんとお客様のご意見をしっかりとお聴きし、相手の立場に

たって適切に対応していけば、逆に真摯に対応してくれた出品者として 

評価され、信用を高めることにもつながります。 

クレームをきちんと対応して、お客様に感謝されたりすると、 

そのお客様がいつの間にかリピーターとしていろいろな商品を 

購入してくれたりするものです。 

カメラ転売での取引については、すべての取引において、お客様に喜んで

いただけるよう対応し、信用第一で取り組んでいきましょう。 

 

３．『パソコンの先には人がいる』ことを常に意識しておくこと 

ヤフオク転売ビジネスも、他のネットビジネスと同様に、 

パソコンを使ってお客様とやりとりをするわけですが、 

あくまでも仕組みとしてヤフオクというネット上のプラットフォームを

利用しているに過ぎず、リアルの物販ビジネスと同様に、 

パソコンの先にはひとりのお客様（＝人間）がいます。 

常に、お客様のことを考えながら、取引を心掛けていないと、ちょっとし

た配慮のなさによりお客様 



からの評価を下げてしまうことがよくあります。 

・取引連絡の言葉づかいが馴れ馴れしい 

・商品の梱包が適当である 

・商品が汚れていたり、ホコリがついたままになっている 

など、一般のヤフオクの個人出品者がしがちなことですが、私たちはビジ

ネスとしてカメラ転売をし 

ているわけですから、お客様に喜んでもらえるサービスを提供すべきです。 

例えば、高級百貨店等に行くと、商品を買った時に、とても綺麗で上品な

包装紙にわざわざ包んでくれますよね。 

きれいに包んでもらうと、とても気持ちいいと思いませんか？ 

カメラの場合でも同じです。 

カメラは、精密機器ですので、しっかりとエアーキャップなどで、 

厳重に梱包してあるかどうかが、百貨店の包装紙と同じ役割です。 

しっかりとエアーキャップで丁寧に包んで発送することで、 

受け取ったお客さまはとても気持ちよくなります。 

『パソコンの先には人がいる』ことを常に意識して、商売に取り組んでい

きましょう！ 

自分に置き換えればどうすればいいかわかりますよね！ 

 

 

秘伝１１．ヤフオクでの中古カメラ販売の流れ 



●「すぐにわかる！ Yahoo!オークション使い方ガイド」 

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/transaction/index.htm

l 

 

また、はじめてヤフオクで商品を出品する方は、ぜひ次のサイトを参考に

しながら、まずはヤフオクの利用登録を行ない、オークションに出品して

いきましょう。 

●「商品の売り方ガイド」 

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/transaction/index.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/transaction/index.html


http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html 

１．ステップ① 出品する商品の写真撮影を行なう 

ヤフオクでの出品を行なうにあたり、まずは出品する商品の写真を撮影し

ておきます。 

詳しい撮影技術については、次章を参考にしていただければと思いますが、

この商品写真が綺麗に撮れているかどうかで、落札価格にも大きな違いが

出ますので、しっかりと上手な写真を撮影できるように、 

練習することが必要です。 

写真のスキルというものは、どれだけたくさん枚数を撮影したかによりま

すので、撮影セッティングを 

いろいろ試しながら、少し時間を取って撮影練習をしましょう！ 

また、ヤフオクの出品登録では、基本的には３枚しか写真を掲載できない

のですが、商品説明欄に直接画像を張り付けてあげることで、 

さらに７枚の写真を追加掲載できます。 

ヤフオク出品方法動画 

複数枚撮影した商品写真を追加掲載するためには、下記のサービスを活用

します。 

●「フォトアップ無料版」 

http://photo-up.jp/ 

３． ステップ② ヤフオクで出品ページを作成する 

ヤフオク出品方法動画 

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
http://youtu.be/IIffa_E7FmQ
http://photo-up.jp/
http://youtu.be/IIffa_E7FmQ


●「＠即売くん」 

http://www.noncky.net/software/sokubaikun/ 

Ｍａｃユーザーさんは、上記の「＠即売君」は使用できませんが、ＯＳに

関係なく使用できる「＠即 

売くんＷＥＢ」というサービスがあります。こちらは、ＷＥＢサービスで

すので、Ｍａｃでも使用可能です。 

●「＠即売くんＷＥＢ」 

http://www.noncky.net/sys/soku/form.php 

中途半端な価格でスタートすると、ほとんど入札が入らず、 

価格が競り上がらずに、安値で落札されてしまいますので、 

オークション形式で出品する場合は原則的に１円出品にしてください。 

また、即決価格については、オークファンで調べた最高値もしくはそれ以

上の価格を設定すると、 

その価格に向かってどんどん値上がりしていきますので、オススメです。 

開催期間については、最短２日～５日の間で設定していきます。目安とし

ては、デジタル系の商品は２～３日、 

フィルム系（マニュアル系）の商品は３～５日くらいで考えてください。 

原則としては、欲しい人がたくさんいる人気商品は短い期間でも値上がり

が期待できますが、欲しい人が限られるマニア商品は、 

比較的出品期間を長めに取るというかたちです。 

 

http://www.noncky.net/software/sokubaikun/
http://www.noncky.net/sys/soku/form.php


最低落札価格設定について 

これを設定してしまうと、たとえ１円出品したとしても 

ウォッチリストも入らず、入札件数も少なく、 

競り上がっていかない場合が多いので、最低落札価格は入れないようにし

ましょう。 

３．ステップ③ 取引ナビで落札者と連絡を取り合い、商品を発送する 

①マイオークションの「出品終了分」をクリック後、以下の画面から「取

引連絡」をクリックします 

②「連絡先、支払い、発送などについて」をチェックし、メッセージを記

載して、送信します 

落札後に、最初に落札者に送るメッセージになりますので、必要事項をし

っかりと記載してメールを送りましょう。 

以下は、「連絡先、支払い、発送などについて」で送るべきメッセージの

雛形です。 

＜メッセージ文例＞ 

=======================================================

======= 

●● 様 

お世話になります。山田太郎と申します。 

このたびは、ご落札いただき、誠にありがとうございます。 

お取引終了までどうぞよろしくお願いいたします。 



早速ですが、お支払い方法などにつきまして 

ご連絡させていただきます。 

①お支払いですが、落札代金 19,500 円になります。 

送料は、着払いになります。 

お支払い方法は、かんたん決済か銀行振込です。 

銀行振込先） 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

六本木支店普通 

11111111 

ヤマダタロウ 

ゆうちょ銀行 

記号：111111 

番号：11111111 

ヤマダタロウ 

②最後に、下記ご返信お願いいたします。 

名前： 

郵便番号： 

住所： 

電話番号： 

Ｅメール： 

支払方法： 



入金予定日： 

以上、ご確認の上、ご返信いただければと思います。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

***************************************** 

中古カメラ・レンズ専門店 

『カメラのヤマダ』 

担当：山田太郎（やまだたろう） 

yamayamada@yahoo.co.jp 

東京都渋谷区上原 1-1-1 

03-0000-0000 

④ 入金確認を行ないます 

出品数が増えてくれると入金確認作業だけでも膨大な時間が必要になり

ます。 

④入金確認後、商品を梱包して、発送する 

まず、商品の梱包にはダンボール箱と包装材、緩衝材の３つが必要になり

ます。 

ダンボールのサイズは、60 サイズと 80 サイズでほとんどのカメラやレ

ンズは発送できますので、 

安価なダンボール箱を事前に購入することをオススメします。 

●「アースダンボール」 

http://www.bestcarton.com/ 

http://www.bestcarton.com/


また、包装材として使用するのは、エアキャップです。 

エアキャップは、上記のアースダンボールにも売っているので、そちらで

一緒に購入すると楽だと 

思います。 

最後の緩衝材は、こちらも購入し他方がいいですが、 

最初は古新聞でも十分です。 

新聞を購読されている方はその新聞紙を取っておいて、緩衝材として利用

してください。ゴキブリなどが混入する可能性があるので拾って来たり 

スーパーでもらうのはやめておきましょう！ 

梱包方法動画 

⑤お客さまからの入金後、「商品を発送しました」をチェックし、 

メッセージを記載して、送信します 

できる限り、取引ナビでの連絡の回数は減らして、効率よくコミュニケー

ションを図っていきたいので、 

「入金を確認しました」というメッセージは送らずに、 

入金確認後に商品を発送してからまとめて連絡を入れます。 

以下は、「商品を発送しました」で送るべき、メッセージの雛形です。 

＜メッセージ文例＞ 

=======================================================

======= 

●●様 

http://youtu.be/2nj_SZpNR44


お世話になっております。 

山田です。 

本日、ご入金を確認いたしました。 

迅速なお振込み、誠にありがとうございます。 

つきましては、商品を発送いたしました。 

◆伝票番号： 1111-1111-1111 

◆追跡サービス 

http://k2k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijoinput.jsp 

到着まで、もうしばらくお待ち下さいませ。 

何かございましたら、お気軽に取引ナビより 

ご連絡下さいませ。 

今回は気持ちのよいお取引をありがとうございました。 

また、機会がございましたら、今後ともよろしくお願いいたします。 

山田 

４．ステップ④ 評価コメントをつける 

①出品終了画面から、「評価する」をクリックして、「落札者の評価」画面

を開きます 

②評価を選択し、「評価コメント」を記入します 

基本的には、「非常に良い」という評価をします。 

そして、評価コメントについても、しっかりと記入するようにしましょう。 

以下は、評価コメントの雛形です。 



＜評価コメント文例＞ 

=======================================================

=== 

素晴らしい落札者様でございます。 

ご連絡や入金も大変スムーズで、全てにおいて安心して 

お取引できました事に大変感謝しております。 

今後とも是非お付き合いいただきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

第１３章儲かる商品写真が撮れる究極の撮影方法 

１．カメラ転売で推奨している撮影機材 

①カメラ、レンズ、ストロボ機材 

通常、ヤフオクでの商品撮影というと、あまり本格的な撮影されない場合

が多いですが、中古カメラカテゴリーのお客さまは、 

当たり前ですが、写真愛好家の方ばかりです。 

ですでの、きちんとした商品画像でないと、全然相手にされません！ 

つまり、非常に安値で落札されてしまうことになりますので、 

コンパクトデジカメなどではなく、 

きちんとデジタル一眼レフカメラでの撮影を行なうことになります。 

サトシ流で推奨している撮影機材一式は以下のとおりです。 

カメラ機材紹介動画 

http://youtu.be/bO-oSK6ptI0


②撮影ブースを用意する 

実際の商品撮影では、きちんとした撮影ブースをセットして、商品撮影し

ていきます。 

まず、100 円ショップなどで売っているパイプとジョイント部品を使っ

て、土台を作ります。 

ココで重要なのがパイプの長さです。高さが 40～50cm 横幅８０cm 

のものを用意してください。 

次 

次に、背景になる白い布を用意してください。少し大きめのサイズのほう

が使いやすいかと思います。 

●ユザワヤ 

http://www.yuzawaya.co.jp/ 

最後に、レフ版（白色）を購入して、天板にします。 

アマゾンなどで，丸型レフ板（シルバー／ホワイト 80ｃｍ）1500～3000 

円ほどで購入できます。 

●Amazon.co.jp 

http://www.amazon.co.jp/ 

 

 

サトシの適当な撮影ブース紹介 

 

http://www.yuzawaya.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/
http://youtu.be/eaoqogReMT8


２．売れる写真が撮れるカメラセッティング 

①レンズの焦点距離 

レンズの焦点距離は、「45ｍｍ～55mm」に設定します。 

小さい数字の焦点距離で撮影すると画像がいびつになる。 

②オートフォーカスの設定 

レンズ本体のオートフォーカスを「ＯＮ」にします。 

③撮影モードの設定 

「ＭＯＤＥ」を押しながら、シャッタースピードダイヤルを回して、撮影

モードをマニュアルモード「Ｍ」に設定します。 

⑤ 絞り値の設定 

Ｆ値変更ダイヤルを回して、Ｆ値を設定します。Ｆ値は、「Ｆ13～Ｆ18」

の間で各自調整してください。 

⑥ 撮影メニューのカスタム設定 

撮影メニューのうち、仕上がり設定、サイズなどを変更します。 

「ＭＥＮＵ」ボタンを押して設定します 

＜撮影メニューのカスタム設定＞ 

●仕上がり設定： 「より鮮やかに」に設定 

●画質モード： 「ＢＡＳＩＣ」に設定 

●画像サイズ： 「サイズＳ」に設定 

●ＩＳＯ感度設定： 「６４０」に設定 

⑦ストロボの設定 



ストロボの「Ｍ」ボタンを押し、「1/8」または「1/16」に設定します。 

「Ｍ」ボタンを押して設定します 

 

私のカメラの設定はただのオート（A）です！ 

 

３．高値落札が期待できる商品写真とは？ 

高額品である中古カメラは、やはり購入に際して、よく商品の外観をチェ

ックしたいものです。 

しかし、実際に商品を手にとって確認できないのがヤフオクです。 

ですので、実際に手にとって商品をチェックしているような写真であれば、

購入に際して安心感が増します。 

具体的に言うと、できるかぎり死角をなくすことと、 

お客さまが思う「ココだけはチェックしたい！」と 

いうポイントをきちんと押さえて、写真撮影されているかどうかも大切な

ポイントです。 

そして、背景は「白色」で、商品本体のカメラやレンズが浮き上がってみ

えるような写真が高値で売れる商品写真になります。 

そのための撮影技術として、バウンズ撮影を行ないます。 

バウンズ撮影とは、ストロボ光を天板に反射させて、間接光を被写体に当

てる撮影技術のことです。 



バウンズ撮影にすることで、全体のトーンが柔らかく、自然な印象を与え、

立体感が出て、周りも明るくなるという特徴があります。 

すでにご用意いただいた、撮影ブースにより、ストロボを天板に向けて発

光させるだけで、バウンズ撮影できますので、 

そんなに難しい技術ではありません。 

以下に、バウンズ撮影した際の写真イメージとして、わたしが撮影したも

のを掲載していますので、 

このような写真になっていればＯＫです。 

もし、同様の写真が撮れない場合は、ストロボの発行量と絞り値の設定が

合っていない可能性が高いので、いくつか設定を変更しながら、 

何度も撮影して調整してください。 

こればかりは、ご自身で調整いただかないと最適なセッティングになりま

せんので、ぜひがんばって撮影してください。 

 

＜高値落札が期待できる商品写真例＞ 

４．具体的な撮影ポイントボディ編 

①最も大切な一枚目の撮り方 

ヤフオクに出品する際に、一番重要になってくるのが、一枚目の写真にな

ります。 

商品検索時のサムネイル写真にも使用される画像ですので、これらがキレ

イに撮れていないと、 

http://youtu.be/1EHeop4rJWU


クリックすらしてもらえない可能性すらあるのです。 

その一枚目に求められる要素は、商品の種類と全体的な外観コンディショ

ンが伝わる写真を撮影をすることです。 

以下の写真でいうと、「CANON EOS Kiss X2」という商品であることと、

全体的に非常にキレイ 

な外観であることが一目で伝わると思います。 

②２枚目以降の写真は、正面以外の各部の状態を撮影する 

特に押さえておきたいのが、以下のような底部の状態をしっかり見せる写

真を撮影しておくこと 

です。 

多くのカメラ愛好家は、底部の状態により、そのカメラの使用感を判断し

ています。 

底部に激しいスレ・キズがあると、「結構、使い込んだカメラなんだな」

という風な具合です。 

③付属品をすべて揃えて撮影する 

今回、出品している商品に付属しているものがあれば、それを残らずすべ

て揃えて、一枚撮影しておきます。 

なぜならば、同じ種類で、同じようなコンディションの商品であれば、次

にチェックしたいのは、具体 

的にどんな付属品がついてくるのかを確認したいお客さまが多いからで

す。 



この写真を撮影していないと、お客さまから質問をいただくこともありま

すので、忘れないように撮影しておきましょう。 

レンズの撮影ポイント 

 

秘伝１４．ヤフオク出品で押さえるべき６つのポイント 

１．カメラ特有の検索されやすい『タイトル』の書き方 

まずは、『タイトル』の書き方について解説していこうと思います。 

分かりやすいように実際にヤフオクで売られている商品のタイトルを分

析していきましょう。 

キャノンの代表的なフィルムカメラに『F-1』というカメラがあります。 

ヤフオクのトップ画面から、『キャノン F-1』と検索すると、以下のよう

な商品が検索に引っかかり 

ました。 

例１） 「キャノンＦ－１」 

例２） 「美品★CANON キャノン F-1 前期型★点検済／保証付」 

どちらのタイトルが魅力的かは、一目瞭然だと思いますが、少し解説して

いきましょう。 

まず、メーカー名の英語表記、日本語表記は必須です！ 

例） CANON キャノン／ NIKON ニコン 

そして、文字間は半角だけ空けます。 

http://youtu.be/taSZeXMF4Jo


これは、タイトルには、文字数制限がありますので、少しでもキャッチー

なタイトルにするために、 

全角スペースで無駄な文字数を使わないためです。 

また、半角スペースを空けておかないと、きちんと検索されない場合があ

りますので、注意が必要です。 

例） 

○ CANON キャノン EF 28-70mm f2.8 L 

× CANON キャノン EF28-70mmf2.8L 

文字がくっついていると、正確に検索されません。 

また、タイトルに商品のコンディションを入れるようにします。 

私たちが取り扱うカメラは中古品ですので、商品のコンディションが一目

で分かるようにタイトルにコンディションを明記することが大切です。 

例）美品／ 良品など 

その他には、保証があれば保証付であることをタイトルにも明記しておき

ます。 

中古商品なので、商品について保証してくれているか、保証してくれてい

ないかで落札価格がか 

わってきます。ですので、一目で分かるようにタイトルに保証がある場合

は「保証付」と明記することが大切です。 

例）保証付／ ５ヶ月保証など 

２．お客様の視点にたった『商品説明文』の書き方 



ヤフオクで中古カメラを買うお客様にとっては、実際に商品を自分の手に

取って、商品チェックすることができません。 

買う側としては、やはり自分の目で見て、商品を触ってみて、購入を決断

することが一番なのですが、 

その代わりに、出品者がきちんと商品チェックをして、 

商品説明文に書いてあげることが大切です。 

ですので、できるだけ詳しくコンディションを書いてあげることで、 

安心感を与えることができます。 

例えば、フィルムカメラの場合では、 

● 外観、シャッタースピード、シャッター幕、モルト、巻き上げ、ファ

インダー、露出、など 

その状態をきちんと評価し、商品説明分に記載してあげることが大切です。 

例） 

カメラの外観は、ほとんどスレ・キズなく、非常に綺麗な状態です。 

シャッタースピードも高速から低速まで、全速ＯＫです。 

シャッター幕も汚れやよれもなく、非常に綺麗で、モルトも問題ございま

せん。 

ファインダーも非常にクリアで、巻き上げも大丈夫です。 

露出計もしっかりと動いています。 

ここまでは、商品説明文に必ず書いていただきたいことになりますが、 



それ以外にも高値で落札されるためには、いくつか自分なりに工夫してみ

ることも重要です。 

例えば、そのカメラ、レンズで撮れる写真の特徴や魅了を語ると、 

その商品を探していたお客様がさらにその商品が欲しくなり、 

高値で落札されるようになります。 

このあたりの詳細なテクニックについては、次章で詳しく解説していきま

す。 

３．カメラ販売で必要な『商品写真』とは？ 

カメラは中古と言っても、非常に高額なものがほとんどです。また、中古

だからこそ、外観のコンディションも千差万別です。 

ですので、中古カメラ販売における、商品写真に求められる絶対的要素は、

死角をなくし、すべての角度で写真を撮ってあげることです。 

ネットオークションと言う性質上、手に取って商品を見ることができない

お客さんは出来る限り、写真からその商品の情報を得たいと考えます。 

なので、死角なく、商品のすべてを見せてあげることが大切です。 

次に大切になるのが、商品画像の鮮明さです。 

カメラやレンズのボディの状態がよくわからないような明るさだったり、

ピントがズレてしまっている 

商品写真では、お客様は商品の外観コンディションをきちんと確認できな

いため、非常に不安に感じてしまいます。 



不安に感じるような商品を高値で落札しようとは思いませんので、結果的

に安値で落札されてしまいかねないので、くれぐれも注意しましょう。 

詳細な撮影テクニックについては、前章で解説したとおりです。 

売れる商品写真を撮影できるようになる知識は、記載していますが、 

実際に上手に撮影できるかどうかは、また別の問題です。 

ですので、他の出品者の写真と比較して、かなり上手く魅力的な写真が撮

れるようになったなと感じるまで、とにかく商品写真を撮りまくってくだ

さい！！ 

ただし、「今日１日撮影の練習をしていました！」なんて 

無駄なことはやめてくださいね！ 

出品を繰り返していく中の実践で練習を兼ねてください。 

そうやって経験を積むと非常に撮影スキルが高まり、思わず欲しい！ 

と思われる写真が撮れるようになります。 

 

４．基本的な『価格設定』の考え方 

次に、出品価格について解説していきます。 

基本的な考え方としては、「１円出品」していくことになります。 

１円から出品することで、落札日を自分で決めることができるので、資金

管理、資金回転を自分で 

コントロールすることができます。 



中古カメラのいいところは、１円出品したとしても、最短２日の出品期間

で、相場どおりにきちんと売れることです。それにより、非常に短期間に

売買を成立させ、資金回転させていけるので、 

小額の資金でも効率よく資金を増やしていけるのです。 

そのためにも、１円出品は絶対に避けては通れません。 

一方で、このマニュアルを見ている方の中には、１円出品が怖いと思って

しまう方もいるかもしれません。 

しかし、１円出品を怖がる必要はまったくなく、 

数多くのセラーさんがみなさん１円出品しているのが、 

カメラカテゴリーですので、どうか安心してください。 

具体的に言うと、１円から出品しても利益が出る価格で商品を仕入れてお

けば、大丈夫だといえます。 

オークファンで商品を検索する場合に、過去に１円出品されていて、競り

上がって落札された価格を調べます。 

そして、その価格以下で仕入れていけば、赤字のリスクを少なくできます

し、過去に１円から出品されて競り上がったことがありますから、 

ある程度安心して１円からでも出品していけます。 

よほどの人気のない古いカメラでないかぎり１円で落とされることなん

てありません！！ 

 



一方、１円出品に対して定額価格での出品がありますが、もちろん定額出

品する場合はあります。 

これは、1 円出品ではあまり競り上がりにくい商品に対してのみ、利用

していきます。 

例えば、非常にマニアックな商品で、競り合う人が少ないような商品の場

合、１円出品だとなかなか競り上がっていかないので、そのような商品は、

定額出品していきます。 

このように、基本的には１円出品で回転よく販売しながら安定して利益を

上げつつ、マニアックな商品を定額出品して、大きく確実に利益を抜いて

いきます。 

５．カメラ独特の有効な終了日を意識した『出品期間』 

私たちが販売するカメラを買う人のライフスタイルを分析していくと、や

はり週末に撮影に出掛ける 

ことが多いようです。 

ですので、できるだけたくさんの人に落札日にチェックしてもらいたいの

で、土日ははずし、平日の落札日を設定します。 

特にオススメなのが、「月曜日」と「水曜日」になります。と 

１年ほど前は言われていましたが今はいつでもいいのではないか？ 

とも言われています。 

一応、１年前によく言われていたことを記載しておきます。 



去年はいろいろと落札日を変えて出品してみた結果、統計的には「月曜日」

と「水曜日」が競り上がりやすいようです。 

また、カメラやレンズを出品する際の出品期間についてお話すると、 

人気のあるデジタルカメラや 

オートフォーカス（AF）レンズは「2～3 日間」、フィルムカメラやマニ

ュアルフォーカス（ＭＦ）レンズは、 

「3～5 日間」になります。。 

仮に、「月曜日」と「水曜日」に落札日を設定したとすると、以下のよう

になります。 

①デジタルカメラとＡＦレンズの出品例） 

2 日間： 出品（日曜日） → 落札（月曜日） ／ 出品（火曜日） → 落

札（水曜日） 

3 日間： 出品（土曜日） → 落札（月曜日） ／ 出品（月曜日） → 落

札（水曜日） 

②フィルムカメラとＭＦレンズの出品例） 

3 日間： 出品（土曜日） → 落札（月曜日） ／ 出品（月曜日） → 落

札（水曜日） 

4 日間： 出品（金曜日） → 落札（月曜日） ／ 出品（日曜日） → 落

札（水曜日） 

5 日間： 出品（木曜日） → 落札（月曜日） ／ 出品（土曜日） → 落

札（水曜日） 



以上は、あくまでもひとつの目安になりますので、ご自身の状況などによ

って、出品日や落札日が変化しても大きな影響はありません。 

自分なりの出品日と落札日を設定して、ルーティン化してもらいたいと思

います。 

６．効果的な出品オプションとは？ 

ヤフオクには、いくつかの出品オプションというものがあります。出品オ

プションとしては、①取引オプションと②ＰＲオプションに分かれます。 

活用して効果がある出品オプションは以下のとおりです。 

＜①取引オプション＞ 

・入札者評価制限あり 

・自動延長あり 

・早期終了あり 

以上のようなオプションを利用してください。 

尚、自動再出品は、定額出品で販売していく際に、利用するとよいでしょ

う。 

ちなみに、取引オプションの中に、最低落札価格の設定がありますが、こ

ちらは利用しないようにしましょう。 

入札者の立場からすれば、１円出品されている商品なのに、最低落札価格

が設定されているもの 



は、入札意欲が下がる商品として映ってしまいます。入札意欲が下がると

いうことは、競り上がりにくい商品になってしまいますので、相場よりも

安い値段までしか値上がりしていきません。 

ですので、最低落札価格は設定しないようにしてください。 

結果的に希望価格までもいかずに落札すらされません。 

＜②ＰＲオプション＞ 

・注目のオークション 

ＰＲオプションの中で利用するものは、「注目のオークション」のみです。

この注目のオークションを 

設定することで、検索上位に表示されるようになりますので、積極的に活

用してほしいと思います。 

私は一律２０円しか入れてません。 

 

秘伝１５．利益を最大化させるトップセラーの販売テクニック 

通常、ヤフオクで中古カメラを購入する際には、必ず商品をキーワード検

索して、ウォッチリストに入れておき、終了時間前に入札していきます。 

商品をキーワード検索した際に、複数の同一商品が一覧表示されますので、

自分の商品がクリックされてはじめて、お客様にウォッチリストに入れて

もらえる、または入札してもらえる可能性が出てきます。 

ということは、お客様に自分の出品ページを見てもらえるよう、 

タイトルを工夫するのは至極当然のことだと言えます。 



ここで、思わずクリックしたくなる『タイトルコピー』とはいったいどう

いうものかを見ていきましょう。 

①希少性をアピールする 

中古カメラカテゴリーでは、年代モノのカメラやレンズが多いので、非常

に外観がキレイな商品や使用感の少ない商品は、非常に希少でレア度が高

いです。 

また、商品自体が限定品だったりする場合も、その事実をしっかりと訴求

することが重要です。 

中古カメラは、生産台数が非常に少ないものや、ある特定の地域で生産さ

れたものが非常に高額になったりする場合があります。 

たとえば、世界 3500 台限定のフィルムカメラや旧西ドイツで生産され

ていたオールドレンズなど、 

その出自と希少価値をしっかりとタイトルや商品説明文でアピールして

あげると、驚くような値段で落札されたりします。 

そういった場合、タイトルコピーにもその希少性をアピールするタイトル

コピーをつけてあげると、 

非常にクリック率やウォッチリスト率が高まりますので、ぜひどんどんア

ピールしてあげてください。 

例）希少性の高い商品であることをアピールできるキーワード 

希少／ 激レア／ 最終型／新品同様／ シャッター回数１０００回／限定

生産 



②間接的に商品コンディションの良さをアピールする 

商品コンディションについて、タイトルでもしっかりアピールすることは

すでにお伝えしました。 

たとえば、「極上品」や「美品」といった表記がそれにあたりますが、間

接的に商品コンディションの良さを伝えることも非常に効果的です。 

また、中古品ならではの事情を加味すると、 

やはりメーカーのサービスセンターなどで、点検整備 

されているもののほうが、お客様からは喜ばれますし、 

オーバーホール（以下、ＯＨ）されているものは、 

通常よりも高値で取引されています。 

商品自体のコンディションの良さは大切ですが、 

こういったそれ以外の部分でも商品コンディション 

の良さをアピールすることで、高値落札が見込めます。 

例）間接的に商品コンディションの良さをアピールできるキーワード 

付属品完備／ 元箱付／ 保証付／ 点検・整備済み／ＯＨ済み 

中古カメラの場合、やはり商品のコンディションが一番気になるところで

すので、直接的に商品コンディションを訴求するだけでなく、 

間接的にお客様に程度のよさをイメージさせてあげてください。 

例えば、上記のように「元箱付」ということは、 

きちんと元箱を大切に取っておくような几帳面で丁寧 

な人が大切に使ってきた商品なのではと想起してくれます。 



他のキーワードも同様ですので、ぜひ積極的に活用してみてください。 

③ 自の商品特性をアピールする 

中古カメラカテゴリーには、このカテゴリー独特のマニア心を 

くすぐるポイントがあります。 

それは、まったくの同一商品であっても、それが生産された時代や地域な

どで、大きく人気が異なり、 

それに比例して、値段も全然違ってくるということです。 

生産された時代や地域などにより、レンズの描写や色味が非常に独特なも

のになったり、カメラ自体の精密さがまったく違っていたり、 

現在の工業製品としてのカメラやレンズからは想像もつかないような 

独自の商品特性を持っていたりするオールドカメラやレンズが存在しま

す。 

具体的な判別ポイントとしては、シリアルナンバー（ ●●万番台）や生

産地域（ made in WestGermany など）などで、調べることができます。 

また、中古品の場合、商品本体だけでなく、発売当時の付属品がすべて揃

っていたり、元箱がついていたりしたほうが、大切に保管されていた商品

だと評価されます。 

さらに、マニア心をくすぐるものに、発売当時のパンフレットやメーカー

保証書が付属していたりすると、もう天井知らずの恐るべき値段まで競り

上がったりします。 

商品特性に加えて、さらに付加価値が高められるポイントがあれば、 



ぜひそれをタイトルコピーで 

アピールして、マニア心をくすぐってあげてください。 

例）独自の商品特性をアピールできるキーワード 

オールドツァイス独特のボケ味／ 西ドイツ製／ ●●万番台／ 超レアな

デッドストック品 

２．買いたい気持ちに火をつける『商品説明文』 

中古カメラカテゴリーにおける商品説明文というのは、大きく分けて３つ

のパターンにわかれています。 

＜パターン①＞ 

・商品のコンディションのみ記載されているもの 

これは、出品されている商品の状態について簡単に記載されているものに

なります。 

外観コンディションや動作状態などを説明するものです。 

＜パターン②＞ 

・商品コンディション＋ 商品情報 

商品コンディションに加えて、出品している商品の概要が記載されている

ものになります。 

商品情報に関する主な情報源は、メーカーＨＰなどでその商品の基本的な

スペックや一般的な特徴について説明するものです。 

＜パターン③＞ 

・商品コンディション＋ 商品情報＋ 独自の価値 



商品コンディションと商品情報に加えて、さらに今回出品している商品な

らではの独自の価値について記載します。 

例えば、前オーナーの情報や入手経路、実際に撮影した場合にどんな写真

が撮れるのか、コンディションに対する割安感のアピール、 

どのような撮影シーンで活用すべきかの提案など、 

その商品独自の価値を積極的に伝えるような説明をしているものです。 

この３つのパターンのうち、お客さまの買いたい気持ちに火をつけるのは、

もちろん＜パターン③＞ 

の商品説明文になります。 

３．マニアの心をくすぐる『写真掲載術』 

カメラマニアをお客さまとして掴めると、通常の相場とはまったく異なる

価格で売れるようになります。 

つまり、ヤフオク相場の上限を超えた驚くべき価格で商品が売れたりしま

す。 

仕入原価は変わらなくても、売上価格が大きく値上がりしていけば、その

分の利益は大きく取れるので、カメラマニアに買ってもらえるようになる

と、利益がかなり爆発していきます。 

例えば、キヤノンのフィルムカメラに、「Canon EOS-1V HS」という機種

があります。 

・通常の落札価格： 30,000～40,000 円 

・カメラマニアの落札価格： 80,000 円～100,000 円 



カメラマニアの心をくすぐることができれば、同じ商品であってもこれく

らい値段が変わってきます。 

実際に中古カメラ店で売られている値段は、ある程度相場が決まっていま

すので、仕入れ価格としてはどちらもそんなに変わりません。 

（約 25,000～35,000 円程度） 

しかし、売れている値段は全然違うわけで、利益でいっても 2 倍くらい

違ってきます。この結果を見ると、いかにマニアの心をつかむかが、 

稼げる利益に直結してきますので、何としてもカメラマニア 

に買ってもらえるようにしたいものです。 

そして、カメラマニアがどんなところを見ているかというと、 

基本的には商品の外観コンディションの 

クオリティであり、それが如実に伝わるのが商品写真というわけです。 

通常の写真と比べて、カメラマニアが特に気にするポイントというのがい

くつかあります。 

カメラマニアが一番気にしているポイントをクローズアップして写真で

見せてあげることで、商品クオリティの高さがストレートに伝わり、 

その希少性を理解してもらえらば、圧倒的な高値で落札されると 

いうわけです。 

 

４．消費者心理を押さえた『価格戦略』 

サトシ流カメラ転売では基本的に１円出品を推奨しているのですが、 



それは資金回転を最重視しているからです。 

このあたりのことは、『１品５０００円 3 日の法則』をもう一度思い出し

てほしいのですが、1 ヶ月のうち、 

資金を何回転できるかによって、月商と月収が変わってきます。 

そして、できる限り相場の上限で売っていくことをぜひ目指してもらいた

いと思います。 

そのためには、戦略的に価格設定をする視点が必要です。 

では、どうやって価格を相場の上限に近づけていくかというと、 

即決価格を相場の上限価格以上に設定する 

ということです。 

例えば、オークファンで調べた相場の上限が 50,000 円だとすると、多く

の人は即決価格を 50,000 

円に設定しがちです。 

しかし、それでは即決価格以下の値段で終わる可能性が非常に高いです。 

なぜかというと、顧客心理からすると、１円出品からスタートして、即決

価格が設定されていたとす 

ると、その即決価格よりも安く買いたいというのが、お客さまの心理です。 

ということは、ヤフオク相場の上限で売りたいと思うのであれば、ヤフオ

ク相場の上限価格以上の 

価格を即決価格に設定しなければ、その値段では売れないということです。 



つまり、50,000 円で売りたいのであれば、即決価格は 59,800 円もしく

は、69,800 円という価格を設定すべきなのです。 

ヤフオクで中古カメラを買いたいお客さまは、できるだけお買い得だと思

える買い物をしたいものです。 

極端な話をすれば、お得感さえ演出できれば。相場より高くてもお客さま

は喜んでお金を出してくれます。 

また、オークションのお客さまは、「売り手の言い値では買いたくない！」

という心理がありますので、 

そのほかの価格戦略としては、 

高値で即決価格を設定しておいて、「値下げ交渉あり」で出品する 

といった売り方もできます。 

自分が 50,000 円で売りたい商品があったとすると、即決価格を 69,800 

円で定額出品して、「値下げ交渉あり」にしておきます。 

そうすると、お客さまから値下げ交渉が入ってきますが、その提示された

金額が 50,000 円以上で 

あれば、それで売り切っていけば狙った以上の利益が取れていきます。 

お客さまからすると、出品者が 69,800 円という即決価格を設定したとこ

ろに、1 万円以上安い価格 

で値下げ交渉を入れて、それで交渉成立すれば、かなり安くお得に落札で

きたと感じることになります。 



最後の価格戦略としては、まったくありえない価格で売っていくというの

があります。 

③即決価格を自分の売りたい値段に設定する 

たとえば、ヤフオク相場の上限で 50,000 円の商品を、即決価格 98,000 

円で売っていくというやり方です。 

ヤフオク相場以上の価格で売ろうと決断すると、今までと同じ売り方では

絶対にそんな値段では売れないので、まったく新しい売り方を工夫しよう

とします。 

仕入れる商品のコンディションも変わるでしょうし、もっとキャッチーな

タイトルを考えるかもしれません。 

商品説明のコピーライティングもカメラマニアが心打たれるような文章

を書かないといけませんし、写真もマニア視点に立った角度とクオリティ

を実現しなければなりません。 

それが実現できたときは、本当にヤフオクの相場などまったく関係ない、

自分が売りたい圧倒的な高値で売ることができます。 

目指すべき出品者としての完成形は、『自分の売りたい値段で売り切って

いけるパワーセラーになる』ことですので、ぜひそこを目指してがんばっ

てください！ 

。 

 

 



５．赤字リスクをゼロにする『出品取消し』 

物販ビジネスにおける最大のリスクは、赤字リスクです。 

仕入れを行なうために、先行投資しているわけですが、仕入れ価格以上で

売れなければ、赤字になってしまいます。 

さらに、ヤフオクの場合、オークションシステムになりますので、予想価

格に競り上がらずに落札されれば、原価割れになってしまい、 

赤字となってしまいます。 

しかし、ヤフオクには、出品者保護のために、 

「オークションの取消し」 

というシステムが用意されています。 

これは、自分が売りたくない値段の場合、すでに入札が入っていても、取

消し手数料の 540 円（14/4/1）を支払えば、いつでもオークションを取

消しすることができます。 

このオークションの取消しをうまく利用することで、理論的には赤字リス

クをゼロにすることができます。 

具体的なやり方としては、落札終了時刻 10 秒前で価格が、仕入れ値に届

いていない時は、 

「オークションの取消し」をします。 

入札者がいる場合はオークションを取り消すのに 540 円かかりますが、

そこはけちけちせずに赤字にならないように取り消しましょう。 



オークションの特性として、タイミングというものがかなり影響してきま

すので、 

「今日はたまたま、値が上がらなかったので、もう一回！」 

とその日、値が上がらなかったことを気にせずに取り消して再出品してく

ださい。 

赤字で利益を目減りさせるのではなく、しっかりと黒字もしくはトントン

でオークションを終わらせる 

ことで、きちんと利益を積み上げていけるようになり、 

たくさん出品すればするほど、利益が増えていく黒字サイクルになってい

きます。 

ですので、戦略的に「オークションの取消し」を活用しながら、 

きちんとタイミングの会う日に落札し 

てもらうことで、見込み利益をしっかり取っていきましょう。 

秘伝１６．完全無欠なクレーム対応術 

１．クレームに対する基本的な考え方 

まず、もっとも大切になってくるクレームというものに対する認識につい

てみていきましょう。 

一般的にクレームというとネガティブなものと捉えられがちです。つまり、

お客さまからの文句がクレームだという考え方です。 

こういう風に考えてしまうと、お客さまからクレームを頂戴するのが、す

ごく嫌なものになります。 



一方、お客さまからのクレームを違う捉え方をする人たちがいます。 

「クレームとは、お客さまからの個人的なご意見である」 

という考え方です。 

あなたにお勧めしたいのは、この後者の考え方です。 

私たちが取り扱う商品は、中古品ですので、そのコンディションは 

千差万別。その評価についても、 

非常に主観的な要素が多いものです。その商品をどのように評価するかは、

人それぞれです。 

ある商品を見て、Ａさんは「全体的にとてもキレイですね！」というかも

しれませんし、Ｂさんは、 

「少しスレがありますね！」というかもしれません。 

同じ商品であっても、その人の主観により評価がわかれてしまうのが、 

中古品なのです！！ 

ですので、中古カメラやレンズについても、個人の主観的評価に左右され

ることも多く、出品者が 

すごくキレイだと評価しても、非常に評価が厳しいお客さまからは、その

ように評価されないことがあります。 

そうした場合、クレームというかたちで、お客さまから個人的なご意見を

頂戴します。 



そして、そのご意見について反論してみてもまったく意味のないことで、

お客さまが気に入らない商品を無理やり売りつけてしまうと、悪い評価を

受けてしまい、信用を失墜してしまいます。 

ですので、まずはクレームというものは、あくまでもお客さまの個人的な

意見だと捉え、それを過度に怖がることなく、商品コンディションに関し

て意見の相違がある場合は、お客さまが納得できるかた 

ちで対応すればよいというのが、クレームに対する基本的な考え方になり

ます。 

お互いの個人的な意見をぶつけ合っても、何の解決もみられませんので、

その点はどうか気をつけてください。 

２．具体的なクレーム対応の仕方（電話編） 

もし、お客さまからクレームを頂戴したら、どのように対応することが適

切なのでしょうか。 

正直言って、ケース・バイ・ケースということになるのですが、基本的な

対応というものもあります。 

まずは、クレームがきた時は、時間をあけずに対応することが大切ですの

で、すぐにお客さまに直接お電話してみましょう。 

取引ナビでメールでクレームを頂戴したとしても、こちらからはお電話す

ることが効果的です。 



それは、電話の方が、お客さまのご意見やご指摘いただいている部分の細

かいニュアンスなどが伝わりやすく、コミュニケーションのズレが起きに

くいと言えます。 

そして、クレーム対応の基本的なスタンスは、 

「一緒にその問題を解決して差し上げる」 

ことです。 

まずは、最後まで誠実に対応することを伝え、お客さまに安心感を持って

もらいます。 

その上で、具体的にどのような対応がご希望なのかをしっかりとお聴きし

ます。 

ここで注意が必要なのは、間違ってもお客さまがご指摘している部分につ

いて、頑なに否定してはいけないということです。 

もちろん、ご指摘いただいた部分がおかしい場合もありますので、 

その場合は懇切丁寧にご説明して納得してもらうことも大切ですが、 

その場合であってもあくまでもお客さまの立場になって、 

対応していきましょう。 

クレームに対する具体的な電話対応については、まずは下記のような 

セリフからスタートされると、 

お客さまとクレームバトルをすることなく、スムーズに会話できます。 

＜電話対応における最初のメッセージ例＞ 



=======================================================

========================= 

「わたくし、先日ヤフーオークションにて、○○を販売いたしました、□

□と申します。」 

「△△さまから取引ナビより、ご連絡を頂戴した件で、ご連絡させていた

だきました。」 

「今回のお取引ですが、△△さまにご納得していただいて、気持ちよくお

取引できるのが一番大切 

だと、わたしも考えております。ですので、ご納得いただけない場合は、

喜んで返品・返金対応いた 

しますので、まずはご安心くださいませ。」 

このメッセージの効果は絶大です！ 

お客さまが高圧的に態度でクレームをする一番の原因は、 

「自分が納得できない商品にお金を支払いたくない！」 

という単純な理由です。 

ですので、返品・返金対応する旨を最初にきちんと伝えてあげることで、

この出品者はきちんとわたしの立場になって話を聞いてくれる存在 

なんだと思っていただくことが重要です。 

電話対応する場合は、ぜひともご活用ください。 

「今回、△△さまからご指摘いただいた点について少しお話を聞かせてい

ただけないでしょうか。」 



・ 

・ 

・ 

「△△さまのご指摘はわかりました。では、具体的に今度のご対応なので

すが、せっかくのご縁です 

ので、ぜひ△△さまにお引取りいただきたいと思っております。もしよろ

しければ、●●円をお値引き 

させていただきますが、いかがでしょうか。」 

⇒値引き対応でＯＫならそれで対応していく 

・ 

・ 

・ 

（返品・返金希望の場合） 

「かしこまりました。返品・返金希望ということですので、具体的な返品・

返金対応についてご説明さ 

せていただきます。」 

「まず、今回お送りした商品をご返送いただきたいのですが、返品対応の

場合、すべてのお客さまに 

送料はご負担いただいておりますので、よろしくお願いいたします。」 

「また、当方にて、すべての出品経費をご負担いたしますので、落札手数

料のみご負担くださいま 



せ。」 

「尚、ご返金については、当方に商品が到着次第、すぐにご返金いたしま

すので、お手数ですがご返金用のお振込み口座情報をお知らせくださいま

せ」 

「最後になりますが、今回のお取引は返品による取引未成立のため、お互

いに評価なしということでお願いいたします。」 

「では、迅速にご返金差し上げたいと思いますので、大変お手数をお掛け

いたしますが、ご返送の手続きをよろしくお願いいたします。」 

「△△さまとのご縁は今後も大切にして参りたいと思いますので、ぜひま

たのご利用をお待ちしております。本当にありがとうございました！」 

=======================================================

========================= 

以上、このような流れでクレームには対応していきます。 

もちろん、これは参考例ですので、このようにスムーズにいくかどうかは、

あなたとお客さま次第です。 

特に、返送料と落札システム手数料をご負担いただけるかどうかは、 

お客さまの反応を見ながら、 

慎重に提案してください。 

こちらに完全なる非がある場合には請求するべきではありません。 

当然、そのような費用負担は絶対にしたくないというお客さまもいらっし

ゃいますので、その場合は、 



＜費用負担は絶対にしたくない方への対応例＞ 

=======================================================

===================== 

・ 

・ 

・ 

「わかりました！」 

今回は特別にすべての費用をご負担します。 

ただ、このままですと、当方も赤字ですので、もしそのほかに何かお探し

の商品があれば、ぜひ教えていただけませんか？」 

と切り返して、次の直接取引を引き出し、絶対に費用の持ち出しで終わら

ないよう、最後まで商売人根性を見せていただきたいと思います。 

以上のように、電話で対応すれば、お客さまの反応に合わせて、 

柔軟にクレーム対応できますし、 

お客さまとの関係強化も図れます。 

さらに、その後の直接取引を掴み取ることもできますので、ぜひ積極的に

お客さまにお電話してみましょう。 

３．具体的なクレーム対応の仕方（メール編） 

クレーム対応については、基本的には電話対応を推奨しているのですが、

どうしても電話できない 

場合は、メールにて対応することになります。 



どんなに電話をお掛けしても、お客さまが電話には出てくれない場合もあ

りますし、それによってクレームに対する初期対応が大幅に遅れてしまう

と、問答無用で『非常に悪い』という評価をされる怖れもあります。 

ですので、電話対応が難しい場合は、適切にメールで対応していきましょ

う。 

まず、前提として意識することとして、メールで連絡をすると、 

細かいニュアンスが伝わりずらく、変な誤解が生まれやすいということで

す。 

特に、商品のコンディションについて、メールでどんなに記載し合っても、

実際に見てみないことには詳細はわかりませんし、お客さまに直接話を聞

いてみないとわからないことは多いです。 

まずは、電話対応のときと同様に、ご納得いただけなければ返品・返金対

応をする旨をメールで伝えて、その上で、今後の対応についてご提案して

いきます。 

＜メールでのクレーム対応のポイント＞ 

①こちらには、返品・返金する用意があることをお伝えする 

②値引きもしくは返品どちらが希望かを確認する 

③返送料と落札システム手数料はすべてのお客さまにご負担いただいて

いることを説明する 

③ 振込み口座を確認する 

⑤取引未成立のため、双方評価しない旨を記載する 



お客さまからクレームのメールが来た後に、以下のような取引メールを返

信して対応します。 

＜クレームへのメール対応例＞ 

△△さま 

お世話になっております。○○と申します。 

このたびは、ご連絡を頂戴し、誠にありがとうございます。 

先ほど、お電話差し上げましたが、お取り込み中のようでしたので、 

メールにてご連絡させていただきます。 

さて、今回ご指摘いただいた点についてですが、△△さまがご納得 

いただけないようでしたら、返品・返金対応させていただきますので、 

まずはご安心くださいませ。 

ただ、商品ページにも記載していたとおり、中古品という性質上、 

完璧な商品はございませんし、写真や説明文でもご確認いただいてから 

ご入札いただいたと当方も理解しております。 

また、せっかく頂戴した△△さまとのご縁ですので、もしよろしければ 

□□円お値引きさせていただきますので、お引取りいただけないでしょう

か。 

もし、お引取りいただけず、ご返品希望の場合は下記のような流れになり

ます。 

①送料元払いにて、下記までご返送願います。 

〒111-1111 



東京都渋谷区上原 1-1-1 

○○ ○○ 

090－1111-1111 

②商品到着後、落札代金をご返金いたします。 

（※お振込み口座をお知らせください。） 

尚、ご返品の場合、すべてのお客さまに送料および落札システム手数料を 

ご負担いただいております。 

当方は、出品料、注目のオークション代、梱包代、人件費等、すべての 

出品経費を負担いたしますので、よろしくお願いいたします。 

③返品による取引未成立のため、双方評価なし。 

返品の場合、取引未成立ですので、双方ともに評価なしでお願いいたしま

す。 

以上、お値引きまたはご返金対応で、△△さまのご希望をお知らせくださ

いませ。 

どちらかご希望どおりに対応させていただきます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

上記のメールもあくまでも参考例ですので、お客さまから届いたメールに

合わせて、柔軟に対応し、 

失礼のないよう、迅速に返信していきましょう。 

ただ、必要以上に気を使い過ぎるのも逆効果になりますので、 



こちらの主張・要求が正しくあれば、毅然とした態度で、 

それを主張することも大切です。 

メールであっても真摯に対応し、「ありがとう！」と言っていただけるよ

うな対応を目指しましょう！ 

 

４．『非常に悪い』を事前に回避する方法とは 

中古カメラを販売する上で一番大切なのは、販売者としての『信用力』で

す。 

これは、きちんとしたお取引を継続的に行ない、信用を積み上げていかな

くてはなりません。 

そのひとつのバロメーターになるのが、『非常に良い』という評価の数と、

『非常に悪い』がゼロだと 

いうことです。 

特に、『非常に悪い』がゼロだという事実が最も重要で、どんなに多くの

『非常に良い』評価があろう 

とも、『非常に悪い』評価があると、出品者として信用されなくなってし

まいます。 

ですので、この『非常に悪い』という評価をいかに防ぐかは、とても重要

な課題といえます。 

そして、今回のクレーム術の最後に、『非常に悪い』を事前に回避する方

法を特別にお伝えしよう 



と思います。 

その具体的な方法とは、 

取引連絡の発送完了メールの際に、次の１文を追加してメールをお送りす

るだけです。 

＜『非常に悪い』を回避するメッセージ文例＞ 

万一、商品到着後に初期不良や不具合などございましたら、 

必ず評価コメントの前にご連絡下さいますよう 

お願い申し上げます。 

当方、信用第一でオークションに取り組んでおりますので、 

できる限りお客様に喜んでいただける取引を心掛けて 

おります。 

何かございましたら、お気軽に取引ナビよりご連絡下さいませ。 

この１文を追加するだけで、お客さまから一方的な『非常に悪い』という

評価は事前に回避できま 

す。まず、事前に取引ナビにて、ご連絡がいただけますので、悪い評価が

つかないよう、誠実に対 

応すれば何も心配はいりません。 

ネットオークションで中古品を取り扱っている以上、イメージと実物との

違いはどうしても避けられないことです。 

ですので、お客さまからご意見を頂戴することはあって当然なことですの

で、それにヘコむ必要もなければ、過度に怖がる必要もありません。 



とにかく、悪い評価を頂戴しないよう、何か不満があれば取引ナビでご連

絡をいただけるようにして 

おきましょう。 

 

月収３０万円稼ぐ 

サトシ流カメラ転売 
おわりに 

秘伝１７．カメラ転売が持つ無限の可能性とは？ 

１．世界中のカメラ愛好家がお客さんになる 

中古カメラの人気は留まることを知らず、日本のみならず世界中で数多く

のカメラ愛好家が存在します。 

特に、これからは中国やインド、東南アジア諸国などが非常に有望で、現

在でも富裕層を中心に日本のデジタル一眼レフカメラや高級望遠レンズ

などを買い漁っています。 

中古のカメラ埋蔵量でいうと、日本は世界Ｎｏ．１であり、その良質で豊

富な中古カメラを求めて、世界中からバイヤーが日本で仕入れをして、本

国へ送っているのが現状です。 

わざわざ海外から日本に移り住んで、数多くのバイヤーたちは日本の中古

カメラを買い漁っています。 



世界中にカメラ愛好家はいますので、今後の中国やインド、東南アジア諸

国を中心とした国々の 

経済発展に向けて、今後さらに中古カメラの輸出需要は高まってくるもの

と思います。 

２．仕入れ先も販売先もワールドワイド 

国内での仕入れや販売だけでなく、これからは海外から仕入れたり、海外

へ販売したりするほうが非常にチャンスは大きくなります。 

例えば、ebay や海外ネットショップから中古カメラを仕入れて、国内の

ヤフオクで転売することもできますし、逆に日本国内にあるカメラやレン

ズを ebay などを使って海外輸出転売でも利益を出すことができます。 

すでに、私の周りでも中古カメラの海外輸出で稼いでいる人もたくさん出

ていますし、ヨーロッパ相手にも有望なビジネスになってくるで 

しょう。 

まさに、世界規模でカメラ販売ビジネスを展開するチャンスが到来しよう

としています！ 

３．カメラが売れれば、何でも売れる！ 

今回、中古カメラ転売に関する数多くのノウハウやテクニックをご紹介し

てきましたが、このカメラ転売ノウハウを身につければ、 

カメラ以外の儲かる商品でもしっかりと稼ぐことができるようになり 

ます。 

基本的な転売ビジネスに関するすべてのノウハウやテクニックが、 



このカメラ転売を実践することで 

身につきますし、そうすることによって、儲かる商品であれば、何でも売

れるようになります！ 

基本的な商売のやり方はすべて同じであり、例え、カメラが儲からなくな

っても、その転売ノウハウを生かせばなんでも売れます。 

ですので、まずは、カメラ転売からスタートして、将来的にはその時代の

トレンドに合った儲かる商品を国内外へ販売していけるようなワールド

ワイドな転売マスターをぜひ目指していただきたいと 

思います。 

 

サトシ 


