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今、爆発的人気のカメラ転売せどり！！  

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  

月収３０万円稼げるよう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！  

独立、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  

今すぐに実践して稼いでください！！  
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【攻略本について】  

この攻略本は私サトシが自身が運営するコンサルやスクールで 

数多くの月収１００万円セラーを産み出してきた 

秘匿性の高いノウハウです! 

かつて超限定公開で定価２０万円であっという間に売り切れた 

スクールで使用する教材を初心者にもわかりやすいように 

簡易要約版としてまとめてあります。 

よくある無料レポートのように「あちこちのリンクをたらい回し」に 

されて「よくわからない」ということが無いように 

上から順番に読み進めていただければいいように作成しておりますので 

理解を深めながら読み進めて、実践することをおすすめします！ 

是非、この教材であなたの副業人生に利益をもたらすことを 

切に願っております！！ 

 

 

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  
 

いきなりですが、カメラは物販最強の商材です！！  

あなたが物販の経験があるなら見比べてみてください。  

カメラが最強な理由 

・カメラには流行り廃りがない  

・古いものでも売れる  

・難しい知識は不要、初心者で可能  

・修行期間が不要、あっても１か月  

・カメラは腐らないから廃棄、値下げしなくてよい  

・カメラは壊れにくいので、配送にも便利  

・大きな在庫スペースがいらないので自宅でも可能  

・食中毒のリスクがない  

・原産国表示、添加物表示がいらない  

・アレルゲンとも無縁  

・基本的に偽物、コピー商品がない  



・世界中から愛される日本のブランド品  

・カメラは捨てることなく、代々受け継がれる  

・カメラを扱い怪我や病気をしない（危険要素が無い）  

・最短１日で売れるので資金回転が早い  

・天候、雨や台風などで農産や水産のように入荷が減ることはない  

・ネットで販売できるので集客に困らない  

・広告、宣伝費が必要ない  

・地代、家賃は（ヤフオク手数料）は売った後に発生なので 

少資金から出来る！  

・販売にかかる手間が少ない、人件費が不要、少ない  

・２畳ほどのスペースで開業可能  

・完全在宅で完結なので主婦にも便利  

・通勤時間不要、交通費不要  

・老若男女、年齢、容姿不問、学歴不問、地方在住可能・牛肉や魚などのように偽

装しなくても売れる  

・１個から仕入れが可能なので大量ロット仕入れしなくてよい  



・特殊な仕入れルート、人脈など不要  

・とにかく儲かる！！  

パッと思いつくだけでもこのような利点があります！！  

逆を言えば他の物販はこれらのリスクがあるということです！！ 

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せどりです！！  

 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 

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２０万円  



２か月目には６０万円稼ぐことも可能です！  

３か月目には１１０万円稼ぐ生徒さんもいます！！ 

  

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！！  

  

なぜ私とコンサル生とで 

このような差が出ているのでしょうか？ 

それだけ私が学んだような世間一般の高額塾では 

出し惜しみしてノウハウを教えてくれないし、 

サポートも無く稼ぐことが難しいのです！！  

それがこのインフォ業界の当たり前です！！ 

その反面、最強最新のノウハウをお伝えしてサポートする  

私のコンサル、サトシ流カメラ転売せどり塾では 

短期に大きく稼ぎやすくなっているのです！！  

  

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！  

しかも完全片手間でです！！ 

カメラ転売の世界で月収１００万を超す人は大勢おられますが 

私のように１日１時間未満の作業で、完全在宅で片手間で稼ぐ人は 

ほとんどいないのが現状でしょう！ 

私が稼いできた日々を綴るブログはコチラ  

② なぜ、カメラ転売は稼げるのでしょうか？  

ではなぜ素人が簡単に稼げるのでしょう？ 

それは中古カメラという商品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？ 

私も初めはそうでした＾＾；   

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！！ 

意識していないと見たことすらないのでは！？  

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？  

http://camerasaikou.com/


カメラ専門店からあんなに大きく成長されています！！  

カメラに興味の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。  

他の機種についても同様です！  

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！使いたい！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、ヤフオクでは世間のカメラ屋さんより、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  

１日から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。 

この基本原則をきちんと理解しておいてください！！ 

「素人が出品しても相場まで上がりやすい 」 

  

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。  

一般の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 

なかなかありませんよね？ 

数週間、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、正常に出荷され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！ 

アマゾンなどは自動で値下げするツールが売られているほど 

値下げ合戦が激しく、値下げが日常茶飯事です。 

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！  

アマゾンの在庫復活におびえる日々、、、 

  

最近では アップルの iPhone6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 で販売すること 

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。  

最近では「アナ雪」「妖怪ウオッチ」でしょうか。  

でも１年後にも安定して売れると思いますか？  

  

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、儲かる商品探しを続けなくてはいけない点が 

カメラとは全然違います。  

  

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！  

 儲かるものを見つけたら、また同じものを仕入れればいいのです！！ 

 

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」というコレクション性  

・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。 

（１部バッテリーなど付属品には偽物のうわさもあります。）  

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 （仕入れ都度の現在価格リサーチのみ必要） 

・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 。 

だから安く仕入れて高く売ることが可能！ 

・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ため 

底辺のクレーマーを相手にしなくていい。  

・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。  

・新品せどりのように急激な値下がりがなく、 

仕入れて出品までに赤字になるようなことが無い！  

  

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？ 

例）ワッフル、白いたい焼き、創作居酒屋、コンビニなど  



  

③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。  

  

『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！ 

（注意）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  

６万円の利益ですから、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。 

ですがこの流れを強く頭に入れて仕入れと販売を行ってください。  

おすすめの目安は５万円以上の仕入れ金額なら１品５０００円の利益。 

それ以下なら１０％の利益を想定しましょう。  

  

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＾＾  

それは私だけでなく、正しく実践する全てのプロが体感しています！ 

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時間くらいで 

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２０分から１時間という短時間で  

６０万円以上から８０万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（カメラ転売）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８０万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。 

これが私のコンサルの始まりです。  

  

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！！ 

ドンドンやらなくなっていったのに収入は増えていく！！ 

（作業効率とノウハウが確立された） 

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！！  

市場が賑えばあなた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！？    

私はショッピングモールや百貨店にテナント店長として 

統括責任者をしていましたので、こういうアンテナは 

一般人より鋭いです。 



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！  

飽和という言葉を自分がやらない理由付けにしているのです！ 

ビクビクと行動できないから当然稼げないのです！  

  

あなたにもこれから様々な恐怖や不安が訪れると思いますが 

ビクビクと行動できない人にはならないでください。 

 

 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」などと呼ばれて 

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。 

これはあらゆる業種に当てはまることです。 

  

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、買いやすい条件が整っていますよね。  

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！ 

よく理解してくださいね！ 

相場が下がるということは、仕入れ値も下がるということです！！  

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。  

一般のせどりでよくあるような、代行業者にお任せして出品までに 

尋常じゃない日数がかかりその間に価格が半値に！！ 

なんてリスクはありません！  

  

ですがカメラカテゴリの特徴として、最新機種の新品には目もくれず  

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。  

ですからいきなり大幅に値下がるというのを私は経験したことは 

ありませんが、新機種発売のアンテナは 

プロとして張っておきましょう！！  

  

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  

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 

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 

  

資金を作ろう！！  

 

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、 

これからひとつアイデアをご紹介します。  

  

どのように初期資金を準備するのか？  

①家の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 

ヤフオクに出品しましょう！  

  

  

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  

  

  

＜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。  

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


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。

（けちる金額でもない）  

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  

http://youtu.be/bO-oSK6ptI0
http://youtu.be/bO-oSK6ptI0
http://youtu.be/eaoqogReMT8
http://youtu.be/eaoqogReMT8
http://youtu.be/FcF9daAz6sA
http://youtu.be/FcF9daAz6sA


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/  

  

・新聞紙、緩衝材新聞紙については、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。  

http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/


・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。 

梱包材に関する説明動画  

  

クレームを防ぐ梱包方法の動画  

 

●ネットバンクを開設しよう 

これからカメラ転売を実践していく中で毎日のように 

銀行口座から振り込みと入金確認をすることになります。 

その時にわざわざ銀行まで行って、振り込んだり入金確認しないようにしてください。 

手元のスマホやパソコンからすべてできるようにしておきましょう！！ 

では、ここでお勧めの口座をいくつかご紹介しましょう。 

 

１、 ゆうちょ銀行。日本全国にあるので地方の方やご年配の方は必ずと言っていいほ

ど使用されています。 

２、 ジャパンネットバンク。こちらはヤフオク！との相性がよく手数料も安く、簡単

決済された時の入金速度も速いので必須です。 

３、 有名メガバンク。これは日本人の多くが利用していると思われる銀行です。三菱

ufjやみずほ、三井住友などが代表ですね。 

これら３つがあれば十分と思いますが、ご自分の戦略に応じてチョイスしてください 

http://youtu.be/SppNkNUG0Z8
http://youtu.be/2nj_SZpNR44
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、 

出品用 IDの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、行なわれていることですが、 

正直言って、  

 真面目にヤフオクに取り組む人には非常に迷惑ですが 

評価が少ないまま、始めると確実に ID停止されてしまします。 

  

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 

凍結されたことは一度もありませんので、解除方法は知りません。 

  

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 

１００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１００以上あれば、絶対に大丈夫ということではありません

が、１００貯めた人で停止は聞いたことがありません）  

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  

 

 

 

月収３０万円稼ぐサトシ流カメラ転売  

  

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  

http://youtu.be/73xilFimjuA
http://youtu.be/73xilFimjuA


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。 

あなたもそのような経験はありませんか？  

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。  

ただしショップは除きます。   

仕入れと販売をする前に、、、  

あなたは今後カメラ転売で利益を出していくので、確定申告が必要になります。その

時のために仕入れの領収書、仕入れの交通費の領収書など  

カメラ転売に必要で使用したお金の領収書はすべて保管しておきましょう！！  

例）カメラ、レンズ、バス、地下鉄、電車、パソコン代、配送費、梱包資材、ネット

代、電気代、などなど  

  

 古物商許可を取得しよう！ 

古物を買い取って売るのはもちろん必要ですし  

•古物を買い取って修理等して売る。  

•古物を買い取って使える部品等を売る。  

•古物を買い取らないで、委託売買をして手数料をもらう。  

•古物を別の物と交換する。  

•古物を買い取ってレンタルする。  

•国内で買った古物を国外に輸出して売る。  

•これらをネット上で行う。  

これら上記に該当する場合許可が必要です。  

ですので結果的にはカメラ転売には必要です。  



  

ただ、ここからは法律と関係なく実例をお話しますと  

  

みなさんほぼ９９％以上の人が古物許可なくカメラ転売をスタートしています＾＾；  

（私はこれを推奨しているわけではありません）  

  

だいたいみなさんのパターンで行きますと  

  

ある程度稼げるようになってから取得している人がほとんどです。  

でも、カメラ転売で稼ぐことを決めている場合は 

いきなり取得しておいた方がいいと思います＾＾  

  

金額的には書類代、申請費用、プレート代合わせて、２万５０００円くらいのもので

すので  

  

お金があるなら早めに取得しておいた方がいいですね＾＾ 

申請してから許可が降りるのにだいたい４０日の日数が必要 

と言われています！！  

ある日突然、何らかの事情で許可証の提出が必要になっても  

申請してから４０日くらい必要なために、前もって取得しておく方が安心です＾＾  

融資を受ける場合にも必要です 

私の場合は申請してから５６日かかりました。 



  

あと、古物商許可をググって調べると  

「取得代行業者」というものがたくさんヒットします！！  

でも、この許可の取得は住民票や身分証明証（免許証などではない）など 

必要書類を役所で発行してもらい、 

管轄内の警察署に提出すれば OK なので  

わざわざ、高いお金を出して「代行」を頼む必要は一切ありません！！ 

代行業者や行政書士に頼んでも役所回りは自分でしないといけませんし 

許可証を貰いに最後、警察署に行かなければいけないのですが 

それも自分でしなくてはいけません！！ 

ですので、代行なんて何も代行してくれていないのと同じで 

ただのお金の無駄使いです。  

そんなお金があるのなら１品でもカメラを買って売ってる方が 

よほど良いですよ！！  

古物許可の申請方法はググればいっぱい説明してくれているサイトがありますが   

結局は最初に管轄の警察署に出向き、必要書類を教えてもらうことからスタートしま

す。  

（居住地域により必要書類が異なることがあるため）  

それから、関係役所で書類を集めて再度、警察署に提出→約４０日後許可される！  

といった流れですので、古物商許可の申請をしたい方は  

１度、ググって予備知識だけ入れて警察署に行ってくださいね。 

  



この許可証は中古品転売を国の公安委員会に認められた証ですので 

堂々と商売できますよね！！ 

カメラ転売が詐欺だとか、転売は禁止行為だとかいう訳のわからない人がいますけど  

国の公安委員会が認めているんだから、法律で認められた 

きちんとしたお仕事であることがわかると思います。 

あなたも古物商許可を取得して胸を張って堂々と稼いでくださいね！！  

 古物許可についての動画 

  

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。 

その他、わからないことはグーグル検索する癖をつけましょう。  

◆オートフォーカス（AF）デジタル系商品  

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) マニュアル系、フィルム系商品 

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、 

http://youtu.be/pRFXCKctYWY?list=UUA34Ci7DbCxfQcitguge_3Q


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（写る範囲が広い）レンズとなり、 

大きければ被写体が大きく望遠（ズーム）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。 

  

その他カメラについてわからないことはググれば大抵わかります。  

ですから現在カメラの知識がなくとも全然大丈夫です！！  

  

２．カメラとレンズ各部の名称  

上、動画で解説しています 

 

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。  

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。  

http://youtu.be/Xk5W8sDlI8Y
http://youtu.be/Xk5W8sDlI8Y


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、カビ、曇りの 

有無や程度をチェックします。   

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。  

機械式フィルムカメラの動作確認動画 

 

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  

http://youtu.be/AVN9DOP9mb8


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  

  

仕入れの基準と価格帯  

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。  

◆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、 

http://youtu.be/sWUSrI1SIKw
http://youtu.be/sWUSrI1SIKw


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。 

◆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。  

 

 



◆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。 

価値はずいぶん下がります。  

◆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、「キー、キー」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。 

外観がキレイで価格が安い商品がオススメ  

 

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。  

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、販売するお店や人によっても、 

マチマチです。  

これからあなたが販売する中で自分基準を作ることになります。 

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、 

http://youtu.be/gmorimnW_5k
http://youtu.be/gmorimnW_5k


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突いた 

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。 

初心者が扱う商品についての解説  

 

 

次からは実際に仕入れをしていただきますが 

仕入れには価格リサーチが必要です！ 

オークファンを利用した価格リサーチのやり方を解説します。 

まずはオークファンにアクセスしましょう 

 

オークファンでのリサーチ方法動画 

リサーチのやり方がわかれば実際にお店に行ってみましょう！！ 

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 

http://youtu.be/jvtH6NGwM1w
http://youtu.be/jvtH6NGwM1w
http://aucfan.com/
http://youtu.be/JniDCftKwms


『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 

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  

http://sss.kitamura.jp/
http://sss.kitamura.jp/
http://youtu.be/gmorimnW_5k
http://youtu.be/gmorimnW_5k


  

＜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/  

  

  

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/  

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。  

 

  

【カメラのキタムラ新宿中古買取センター４F】  

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


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。 

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。  

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、雑居ビルの２階にあります。  

初めての人が入るのには勇気がいる雰囲気ですが入ってしまえば 

なんてことなくまさに”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。 

 

http://blog.kitamura.jp/13/4259/
http://blog.kitamura.jp/13/4259/
http://www.nsi-jp.com/camera.htm
http://www.nsi-jp.com/camera.htm
http://www.nsi-jp.com/camera.htm
http://www.nsi-jp.com/camera.htm


【中古カメラ BOX】  

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

  

  

１階道路に面した看板です。  

わかりにくい場所にあります。左に入ってください。  

  

  

先ほどの看板を左に入っていくと下に降りる階段があります。   

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


入口、店内ともに非常に狭いです。  

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。  

 

～～～～～～～～～～～  

新宿レモン社３階  

関西のカメラのなにわグループです。  

品数はそれほど多くないものの、儲かる商品が良く見つかるお店です。他のお

店に比べてバイヤーさんがあまりこないのでゆっくり商品を見ることができま

す。  

  

＜新宿東口エリア＞  

【カメラのアルプス堂】  

http://www.alpsdo.com/  

  

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。  

 

  

  

【カメラのキタムラ新宿・大ガード店】  

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

  

http://www.alpsdo.com/
http://www.alpsdo.com/
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。  

 

＜目黒エリア＞【三宝カメラ】  

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

  

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。 

 

＜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/  

  

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。  

 

  

【カメラのナニワ梅田中古買取センター】  

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


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。  

比較的儲かる商品が多いように思います。 

女性は値引きしてもらいやすい傾向にあります＾＾  

このお店のすぐ数メートル横にはカメラのキタムラもあるので合わせて仕入れに行き

ましょう。  

  

【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  

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。 

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


 

ご自身でも色々探してみてください。  

お宝の眠るお店があるはずです！！  

 

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。  

地方在住者には必須の仕入れサイトと言えます！！  

一昔前はヤフオク仕入れだけで月収６０万円は神様扱いでしたが 

現在私は１００万円超えしています。  

ヤフオクリサーチ方法  

  

月収３０万円稼ぐサトシ流カメラ転売  

  

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。  

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


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。  

 

『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  

・入金されてからの連絡、配送が遅い 

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！  

 クレームを防ぎ、喜ばれる梱包動画 

http://youtu.be/2nj_SZpNR44


  

 

ヤフオクでの中古カメラ販売の流れ  

ヤフオクが初めての方はこちらの流れを把握しておきましょう！ 

●「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.html


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」 

 

１． ステップ① 出品する商品の写真撮影を行なう 

２． 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/  

フォトアップ解説動画 

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
http://youtu.be/IIffa_E7FmQ
http://youtu.be/IIffa_E7FmQ
http://photo-up.jp/
http://photo-up.jp/
http://photo-up.jp/
http://photo-up.jp/
http://youtu.be/0AcFwVcduvk?list=UUeZNafccoxUecUk_IEIQI8w


 

●「＠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  

 

即売くん解説動画 

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 

価格設定について 

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１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１～３日、  

http://www.noncky.net/software/sokubaikun/
http://www.noncky.net/software/sokubaikun/
http://www.noncky.net/sys/soku/form.php
http://www.noncky.net/sys/soku/form.php
http://youtu.be/EkQiUZlPkcg?list=UUA34Ci7DbCxfQcitguge_3Q
http://youtu.be/IIffa_E7FmQ


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。  

  

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． 落札されたら 

 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。山本太郎と申します。  

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。 お支払い

ですが、落札代金 ４８０００ 円＋送料１２００円です  

（北海道、沖縄、離島の場合＋５００円です）  

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 口座 

口座番号 11111111  

名義 ヤマモトタロウ  

ゆうちょ銀行  

記号：111111  

番号：11111111  

名義 ヤマモトタロウ  

最後に、お手数ですが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  

『カメラのヤマモト』  

担当：山本太郎（やまもとたろう）  

yamayamoto@yahoo.co.jp 東京都渋谷区 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/  

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。  

http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/


最後の緩衝材は、こちらも購入した方がいいですが、 

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  

お世話になっております。  

山本です。  

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。  

http://youtu.be/2nj_SZpNR44
http://youtu.be/2nj_SZpNR44


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。。  

今回は気持ちのよいお取引をありがとうございました。 

お手数ではありますが、無事に商品が届きましたら 

「評価」から連絡をくださいませ。 

折り返し評価を送らせていただきます。 

※評価が不要な場合は当方にも評価をしないでください。  

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。  

山本  

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  

・CANON か NIKONのデジタル１眼レフカメラ 

キヤノンなら EOS KISS Ｘ２、Ｘ３などが安価でお勧めです。 

機種はあなたの予算に応じて決めてください。 

http://youtu.be/bO-oSK6ptI0
http://youtu.be/bO-oSK6ptI0


ただし、あまり古いものを選ぶとバッテリーが使えなかったり 

パソコンに対応していなかったり、不都合があります。 

お近くのキタムラなどで相談されてもいいでしょう。 

・レンズは手ぶれ補正付の焦点距離１８－５５ｍｍを購入してください。 

・外部ストロボは対応機種をカメラ屋さんで聞くといいでしょう。 

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/  

  

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


  

サトシの適当な撮影ブース紹介  

  

 

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。  

  
  

  

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、 

http://youtu.be/eaoqogReMT8
http://youtu.be/eaoqogReMT8


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１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。  

 

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。  

  

 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、ローライの２眼フィルムカメラに、「ROLLEIFLEX 2.8F」 

という機種があります。  

・通常の落札価格： 80000～120,000 円  

・カメラマニアの落札価格：180,000 円～250,000 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。 

こういったマニアを掴めるアピールと販売が出来るようになれば 

本当のトップセラーと言えるでしょう！！ 

しかし、同じカメラ転売のプロ同士であっても売れている値段は 

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。 

同じ商品を同じ金額で仕入れても、利益を出せる人と出せない人がいるわけです。で

すから仕入れ金額に目安はあっても 

正解はありませんし 

儲かる商品もその販売者の経験やレベルによってバラバラなのです。 

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れば、 

圧倒的な高値で落札されるというわけです。  

一つくらいはカメラ専門誌などを読んで、マニア特有の言い回しなどを 

覚えて出品に活かすといいでしょう。  

  

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。  

 

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！  

おまけ 

ブラックリストの解説音声  

  

月収３０万円稼ぐサトシ流カメラ転売  

 

カメラ転売が持つ無限の可能性とは？  

世界中のカメラ愛好家がお客さんになる  

http://youtu.be/6Efih4dO6t4?list=UUA34Ci7DbCxfQcitguge_3Q


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。  

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ことも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！  

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。  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝―― 

 

私のようなパソコン初心者からでもヤフオクを利用した 

夢のせどり転売で稼ぐ方法もメルマガでレクチャーしています！！ 

解除も簡単なのでお気軽にどうぞ！ 

 

著者：サトシ 

無料ブログ：http://camerasaikou.com/  

メルマガ登録はコチラ 

１５万円以上儲かる商品リストプレゼント付無料メルマガ 

お問い合わせ：m4g17p226@gmail.com 

 

最後までご覧いただきありがとうございます。 

 

http://camerasaikou.com/
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=201668
mailto:m4g17p226@gmail.com

