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    稼げるようになった仲間と香港での対談はコチラ 

 

 

まずはおめでとうございます！ 

 
あなたはこのプレゼントを受け取ったことで成功への階段を見つけました！ 

 

ですがあなたはこのプレゼントを受け取っただけでは成功はできません。 

このプレゼントを一つ一つしっかりと精読し、実践することで 

成功への階段を昇ることとなります。 

 

 

上記の動画は、私のプレゼントを受け取り 

 

私と出会い、私の教えを受けて成功した生徒さんの一人です。 

 

ブラック企業に毎日苦しみながら会社を辞めたい一心で頑張って 

スクールに入ってわずか３か月でお給料を超す収入を稼ぎ会社を退職。 

 

その後わずか２か月で月収１００万円を達成し 

ご自分の会社を経営する社長にまでなりました！ 

 

 

安心して下さい！ 

https://youtu.be/p2LnL32vtTs
https://youtu.be/p2LnL32vtTs
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このような人は一人だけではなく大勢います！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

子育てしながら月収６０万円達成した主婦 

 

 

就活に苦しむ大学生であっても 

 

月収１２万円のフリーターであっても 

 

家事と子育てに追われる主婦であっても 

 

上司の顔色をうかがうだけのダメ会社員でも 

 

年金生活をしているお年寄りでも 
 

 

様々な環境の方が私と出会い、カメラ転売と出会い 

 

月収３０万円、５０万円、１００万円、３００万円と稼ぎ 

 

https://youtu.be/u18H_auIynY
https://youtu.be/u18H_auIynY
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人生を向上されてきました！ 

 

 

すでにビジネスをお持ちの方は私のカメラ転売を取り入れて 

年収で１億円になった生徒さんもおられます。 

 

あなたも変われます！！ 
 

あなたも手に入れたい自分を想像しながら 

 

安心して取り組んでください。 

 

 

 

 

これからあなたにお見せする教材は 

 

かつて私が「２９万８０００円」のコンサルを受けた 

２００名ほどの方だけに配布した教材となります。 

 

つまりは 

 

この教材を手にすることが出来るのは 

２９万８０００円が必要！ 

 

ということなのです。 

 

 

その購入者に知られたらクレームが殺到するであろう教材を 

 

あなたには無料で差し上げたのですから 

 

「どうせ無料の情報だろ！」 
 

と、甘く見ることなく 

 

ぜひ、無駄にすることなく実践してください。 
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私が苦労して大金をつぎ込んだ結晶 
 

私がカメラ転売系の塾やコンサルに２００万円以上投資して 

 

３年以上自身で実践してきた内容を数年かけて作り上げた教材ですので 

 

本当のところを言えば、無料で公開したくはないのです！ 

 

どうか、世間に公開したり転売したりしないでください。 

 

 

あなたがカメラ転売を実践して稼ぐ以外の用途に使うことは 

厳重に禁止させていただきます。 

 

 

私は現在、会社組織として運営し、優秀な顧問弁護士がおりますので 

 

そういった非常識、非道徳な人を見つけたときは容赦なく 

告訴、損害賠償させていただきます。 

 

 

 

と、あなたがそのような酷い人でないことを 

私は信用しています！ 
 

この世の中、信頼関係が大事です。 

あなたも私のことを信用してくれないといけませんし 

逆に私もあなたを信用しなくてはいけないと考えています。 

 

だからこそ、この教材を無料で差し上げることが出来るわけですから。 

 

 

なぜ、無料で公開するの？ 
 

 

そう、普通なぜ無料で公開するのか？ 

 

不思議に思いますよね！？ 
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普通にインフォトップなどで数万円で販売できる内容ですし 

 

仮に１９８００円で販売しても１０００個売れば 

２０００万円くらいの利益になるわけです。 

実際に３０万円から５０万円、２００万円でも私のコンサルを受ける人が 

いるわけですから１９８００円で１０００個販売するぐらい 

わけもないことです。 

 

 

 

大金を捨ててまで無料にした理由 
 

 

私のメルマガと合わせて見ていただければわかりますが 

私もかつてはお金や会社のことで苦労し 

家族に迷惑をかけてきた過去があります。 

 

といってもほんの３年ほど前までそのような状態でした。 

 

 

それがカメラ転売と出会い、いろんな人に支えられ稼げるようになり 

生まれ変わった自分が今ここに存在します。 

 

 

私は１日に３０分も働けば月に数百万円稼げるようになりました。 

ある程度自由な収入を手にすることができるようになり 

 

お金持ちではないけど、お金に困ることもなく 

 

組織に縛られない生活ですから、自由な時間が増えました！ 

 

 

ふと思い立って、軽井沢のリゾートに予定も立てず 

何泊もしたり、 

アイデアを考えるためだけに、いい空気、おいしい料理、静かな環境で過ごす！ 

 

そのために旅行に行くことが習慣になってきました。 
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よく行く軽井沢のリゾート、ベッドが４つもあり 

室内で温泉に入れますし、ロビーに行けば 

好きなだけドリンクもフルーツも有機栽培に野菜も食事もいただけます。 

 

 
 

昼ごはん食べながら突如思いついて、たどり着いた城崎温泉 

 

私はたいてい予定を立てず思い付きで行動します。 
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富士山が良く見える温泉宿 

 

 
露天風呂からの景色を見ながらビジネスのアイデアを練る 

（温泉に濡れないように袋にスマホを入れたので変な写り。） 
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マカオで、中国人とビジネス 

 

 
新宿に２週間滞在して疲れ切ったとき 

 

 
熊本黒川温泉（震災前）、温泉がぬるいめなので、つかりながら 

パソコンしていた場所 
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マーライオンとマリーナベイサンズを同時に撮れる構図 

海外のビジネスを学ぶためだけに行ってきました。 

 
ブログを書くためだけに行く近所の展望レストラン 

 
ぼ～っとしたくて鳴門の大潮あたりを１週間滞在したとき 
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ビジネスのアイデアを練るためだけに３日間こもった北海道のホテル 

 
最近行ってきた香港尖沙咀 

 
香港に行ってもプールサイドでごろ寝してメルマガ書くだけの私 
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ちなみに海外に行くときの飛行機はビジネスクラスです。 

狭い、地面を歩かされると聞いている LCCには乗ったことがありません。 

 

 

これを見てどう思いましたか？ 

 

会社員の頃は旅行の経験もなくパスポートすら持っていませんでした。 

 

「すごいでしょう」 

 

そんな自慢がしたいんじゃないんです！ 

 

 

 

今ではこのようにある程度自由に出かけたり 
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好きなように連泊したりできるようになりましたが、、、 

 

 

 

しかしながら！！ 

 

 

付いて来れる仲間がいない！！のです。 

 

 

あなたも仲間になりませんか？ 
 

 

私の周りに私と同じように稼ぎながら 

しかも自由な時間を満喫できる仲間がいないわけです！ 

 

 

時間はあってもお金はない 

 

お金はあっても時間がない 

 

もしくはそのどちらも持っていない 

 

 

もちろん会社員の頃の友人なんて、飲みに行くお金すらありません。 

 

 

 

これはさすがに寂しいわけです！！ 

 

 

 

そう思って始めたのが私の活動です！ 

 

 

稼げる仲間を増やそう！ 

 
私と同じように自由に稼ぎ、自由な時間を満喫できる 

気の合う仲間を私が育てればいいのだ！ 

 

そう気が付き、私はブログやメルマガ、スクールを始め 
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今に至るわけです。 

 

 

 

そして今では稼げるようになったたくさんの仲間を作ることが出来 

一緒に海外にまで行けるようになりました。 

 

 

これらの活動が世間に注目されはじめ 

 

雑誌に取材されたりしはじめました。 

 
 

 
 

関西でリポートの神様と言われるタレントさん「タージンさん」とのツーショット 

わざわざ、私のオフィスまで取材に来ていただいたり 
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書籍を出版するまでになりました。 

 

発売当時アマゾン kindleランキング２位 

３部門で１位を獲得 

 

 
 

 

３年前まで借金に苦しむ会社員でした 
 

こんな私もつい３年前まで普通の会社員だったわけです。 

 

なんの才能もなく、資金もなく、人脈もない 

 

あるのは借金と 

 

やる気だけでした。 
 

こんな私でも出来たわけです。 

そして多くの生徒さんが稼ぎ、生まれ変わっています！ 

 

 

あなたにも出来ます！！ 

 

あなたも稼げます！！ 

 

あなたも生まれ変わることが可能です！！ 

 

ぜひ、あなたもこのチャンスを生かし生まれ変わり 

https://www.amazon.co.jp/dp/B01LZL9Q5O


p. 15 

 

そして、気が合うなら私の仲間になっていただけたらと思います。 

 

 

それではいつか実際にあなたとお会いできる日を 

心から楽しみにしています！！ 

 

 

著者と仲良くなろう 
 

 

◆林 知史（サトシ）のブログ 

http://camerasaikou.com/ 

 

◆【林 知史 facebook】 

https://www.facebook.com/hayashisatoshi68 
 

メッセージなしでお気軽に友達申請してください。 

（顔写真、名前のない人はスパムとしてお断り） 

 

◆サトシのメルマガ 

http://business-party.net/lp/?page_id=196 
 

 

メルマガは pcアドレスをお勧めします。 

携帯やスマホのアドレスでは配信拒否される可能性が高いです。 

 

 

http://camerasaikou.com/
https://www.facebook.com/hayashisatoshi68
http://business-party.net/lp/?page_id=196


 

        

【カメラ転売

概略編】 

 

初心者が副業で月収３０万円稼ぐ           

カメラ転売攻略本永久保存版 
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１分で仕入れできてしまう動画はコチラ 

さて、この動画を見てもらえばわかるようにカメラ転売はとても簡

単なのですが、、、 

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。   

なぜなら正しい方法を知らずに実践するからです。  

https://youtu.be/z4tnPrJ-y4M
https://youtu.be/z4tnPrJ-y4M
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今回、私の人生を変えたカメラ転売の攻略法を編み出し   

あなたのために完全マニュアル化いたしました！   

サトシ流最強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！  

  

・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！  
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・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！！   

あなたもサトシ流最強カメラ転売を   

今すぐに実践して稼いでください！！   

 

 

 

 

 

 

 

 

【著作権について】 

    

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

このレポートの著作権は作成者林 知史および株式会社ゴールドクローバーに属します。    

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流

用、転売等することを禁じます。    



p. 4 

 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。    

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、   

この商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じ

ます。   著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、  関

係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合が

あります。 このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の実体験に基づく見解等で

す。    著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有し

ます。    このレポートの作成には万全を期しておりますが、利益を保証するものではありま

せん。  万一誤り、不正確な情報等がありましても、   

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。    

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、   

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。   

このコンテンツはノウハウの提供ですので返金やクーリングオフの対象外です。   

全て自己責任において実践してください。   

  上記事項に違反、発覚した場合、法的処置を取り違約金として 1000 万円を賠償していただ

きます。   

 本教材の価格は予告なく変更されることがあります。   

 購入者が社会通念上、モラルに反する行為、言動をする場合、強制退会してもらいます。   

その場合も返金はありません。   

 

 

 

【カメラ転売の優位性】  

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。  
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まずはカメラの優位性をしっかり理解してください。  

これを理解していないと根本的な稼ぎが理解できません。 

 

・カメラには基本的に流行り廃りがない   

・古いものでも人気があり売れる   

・販売に難しい知識は不要、初心者でも可能   

・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   
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・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実践可能  

・自宅で開業できるので通勤時間不要、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   

・１品当たりの利益が大きいので扱う個数が少なくても稼げる  
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・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   
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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のです！   
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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、  
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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！！  

しっかりとカメラ転売の優位性を理解して 

あなたの収入を加速してください。  

 

ではサトシ流最強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  
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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１００万円超える方もおられます！！ 

トータル利益１５０万円以上！！  

（もちろん指導通り頑張ることが前提です）  

   

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５０万円くらいでした！！   

   

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？

それだけ私が経験した世間一般の塾やコンサルでは 

ノウハウを出し惜しみして教えてくれないし、  

そもそもノウハウを持っていなことも多々あります。 

そしてサポートも無く稼ぐことが難しいのです！！   
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それがこのインフォ業界の当たり前です！！  

その反面、最強のノウハウをお伝えしてサポートする   

私のスクール、サトシ流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個人の決意、努力量によ

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１００万円以上利益を稼ぐ方達

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 

ネット仕入れだけで月収１１４万円の月収を達成しました！   

しかも完全片手間でなのです！！  
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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、（実際は 10 分から 15 分）しかも

完全在宅、片手間で稼ぐ人はほとんどいないのが現状でしょう！  

   

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？  

それはあなたに販売の才能があろうとなかろうと  

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   
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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？  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  

カメラの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９万から

１０万円ほどで購入できます。   
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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

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   
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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！！  

ポイント！「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

なんてことはありませんよね？  
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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？  

儲かる商品は何か？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、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、、、   
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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 とあるゲーム機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、予想に反して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、、、   

※プレ値とは主にアマゾンで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１０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「半沢直樹」「あまちゃん」「レイコップ」でしょうか。   

でも数年後にも安定して売れると思いますか？  

また新しく儲かる商品を探さないといけませんよね！？   
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というように一般の転売は儲かる商品探し（ネタ）

が難しく  ずっと、商品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！   

 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！！ １年後も３年後も５年後も同じ商品が売れ続けるのです。 

  

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？   
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・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」と呼ばれるコレクション性 。  

・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   

・同じものでも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   
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（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非常に早い   

・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！   
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・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い

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？ 
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例）ワッフル、白いたい焼き、創作居酒屋、コンビニなど   

   

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、同じものを何度扱

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。   
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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！  

（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。   
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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   
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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！！  

 

これを完全に理解し実践すると 10万円の資金を 

わずか１６週間で１０００万円にまで利殖することが可能にな

ります！！  

   

もちろん実際の流れでは個々の仕入れ金額が違ったり   
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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かない

こともあります。  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   
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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６０万円の利益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？   
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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   
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「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。  

そ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！！ 
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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）  

  

この頃には他の月収１００万円セラーからもコンサルを申し込ま

れるほどに私の仕入れ、販売レベルは他を圧倒していました！  

  

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   
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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。  
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逆に集客の悪い、お客様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。  
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 何の商売をするのもそうなのですね  。  

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？   

ラーメンが売れなくなる日なんて法律で禁止でもされない限

りあり得ないのです！  
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  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！  
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決して飽和が原因ではありません。   

   

  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   

・従業員が悪い  

 ・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。  
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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知名度があり集客力抜群   

・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 、品数豊富。  

   

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！   

実際のところ何をやっても稼げてない人でしょう！？  
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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！   

言ってるのは何も成功したことが無い人だけ！！  

   

これに関連付随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、商品によっては多少の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。   
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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、新機種発売が発売されれば旧型は一時期相場が下

がることが予測されるので新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。  
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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！！   

それだけカメラはリスクが少ないのです。 

 

これらをしっかり理解してカメラ転売に取り組んでいけば 

他の物販と比べても圧倒的成果を出すことが可能となります。 

 



 

        

【始める前の

心構え編】 

初心者が副業で  

月収３０万円稼ぐカメラ転売攻略本 

永久保存版 
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少しのことで利益が大きく伸びた生徒さんの感想はコチラ 

 

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！と言いたいところですが   

https://youtu.be/ea4doxZey8A
https://youtu.be/ea4doxZey8A
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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。  

逆に言うと、これを理解しないと大きく稼ぐのが難しいとも言えま

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。  
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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。 

（すでに難しいですか？） 

例えば、、、   

例【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％   
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＜週間目標＞ 月間目標を４週間で割る売上：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＞ ２割増し  

仕入れ個数３０個  

仕入れ単価：４万円 から５万円  

   

さらに１週間は７日なので７で数字を割れば１日当たりの目標 

（ノルマ）がわかります。  

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。  

  

上記の数字はあくまでも慣れた人の目安なので  

初心者のうちの目指す利益は売り上げの１０％くらいを見込んで計

画しましょう。売上３万円なら想定利益３０００円が目安。 
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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  
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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、主婦業の片手間な方など   

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。   
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① お金をもらう前に、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。 

要はお金を「もらってる」という感覚です。   

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、 

作業に対して報酬が発生するのではありません。 

いくら作業しても成果を出さなければ

意味がない。 
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逆に成果が出てれば作業はどうでもいいのですが 

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

んし労働かもしれません。  

とにかく、自分が持っているお金、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。   

（何か得たいものがあるときは、それに見合った何かを 

代償に支払わなければいけない）  

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、  
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先に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。   

いいですか？   

大事なことですのでもう１度言いますよ！   

仕入れ（投資）をしないと報酬 

（リターン）はありません！！   

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。  

何事においてもまずは「自分から先に出す」   
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② リターン（利益）を計算してか

ら投資（仕入れ）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、 
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オークファンで過去のデータを見て、  

（リサーチ）自分が販売したときにいくらで売れるのか？ 

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。  

それではビジネスではなくただのギャンブルとなります。 
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 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。   

動画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 
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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！   

（資金＝手持ち現金でなくともよい！）  

 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。   
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つまり、自己資金で足りない場合は、  

借金（融資）をして、初期投資を行なうのが通常な

のです。  

ビジネスではこのように自分のお金ではなく他人のお金を利用して

稼ぐことが常識です！！   

 これはビジネスでは必要不可欠な概念ですので、 

頭に入れておいてください。 

（神速メソッドの資金ゼロから稼ぐ方法、ゼロ円で仕入れが出来る

お宝サイトは神速サイトにて案内しております）  

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、   
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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。  

単純に目の前に儲かる商品があっても、仕入れをする資金が足りな

ければ仕入れができない⇒儲からない！ということです。   

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

の自己資金もしくは借金が必要になりますね？   
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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。 

（少ないことが有利という意味ではない）   

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こと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。  

  

世の中は公平です！！  



p. 17 

 

小資金から始めることが出来る分、資金が多い人と同じような 

結果が欲しい人は「行動と努力」で補えばいいのです。  

逆を言えば、資金を増やす努力をした方が  

簡単に大きな結果が出るということでもあります。   

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。   



p. 18 

 

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！   

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！  もちろん親戚やご近所さんの不要品をタダでいただいて、資

金に変えるのもおすすめです！！   

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。   
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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、   

 

メルぞうへのリンクはコチラ 

http://mailzou.com/ 

そちらを参考にしながら自己資金を増やしてください。   
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わからない方は「メルぞう」「無料レポートスタンド」など調べて

みてください。   

（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 

（超重要）  

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２００万円を金利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。   
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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。 

（神速サイトでは具体的融資、タダでもらえる助成金なども案内し

ていますので、ご確認ください）   

   

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、  
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まず最初に３０万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。それどころか上手に運用することでポイントで

旅行に行ったり、キャッシュバックなどを活用することで実質的な

利益額のアップをなります。   

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。  
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中にはクレジットカードの借金を怖がる人もいるでしょう！！  

しかし、借金で怖いのは借りたお金を浪費することです。   

   

たとえば、お金を借りてパチンコに行く！  風俗で使う！ブランド

バッグなどの高級品を買う！   

これらの使い道はただの浪費ですので借金を返す目途などあるわけ

もなく、いずれはパンクするので怖いです。   
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しかし、浪費ではなくカメラに投資の場合は怖くありません。   

たとえばクレジットカードで１００万円借りたとして金利が年利１

５％の場合、１ヶ月当たりの金利はたった１２５００円です。   

たった１ヶ月１２５００円の手数料を払うことで、毎月３０万円５

０万円  

１００万円と稼げるなら１２５００円の手数料が惜しいですか？こ

こで数十万円の利益を得るために１２５００円の金利が怖いと思う

ならあなたは商売に向いていません！   

サラリーマンやアルバイトの方が向いているでしょう。  

  

私の個人的おすすめは「銀行融資」です。  

これはお堅い銀行ではなく、楽天銀行（私もココ）やオリックス銀

行など、比較的審査がゆるい銀行で借り入れを行うことです。  

もちろん「ビジネスに使います！」と言えば事業性の物には借りれ

ませんのでそこらへんも  
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ご自身の環境に応じて考えてください。 

※もっと具体的かつ有効な方法は別途神速メソッドで紹介いたしま

す。
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１万円の利益を出すのは簡単な動画はコチラ 

あなたがこの動画のように簡単に利益を出す日を迎えるために 

しっかりと準備をしていきましょう！ 

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）    

https://vimeo.com/183284819
https://vimeo.com/183284819
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＜ステップ① YAHOO! JAPAN ID の取得＞    

下記からにヤフーにアクセスして、必要事項を記入し、ID を取 

得してください。   

ヤフーのトップページはコチラ    

やり方を動画で見たい場合は↓    

 

■ヤフオク ID 取得方法の解説動画はコチラ   

    

    

http://www.yahoo.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
https://youtu.be/0NLZlLPcbp0
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＜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。  

（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。    
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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 （キヤノンかニコン）がおすすめ   

・標準レンズ （手ぶれ補正付１８mm-５５mm）   

・外部ストロボ （ニコン SB-26がおすすめ）   

・撮影ブース （アマゾンなどで購入可能 XLサイズがおすすめ）実

際にサトシがどのような機材を使用しているか？動画でご紹介 

いたします。    
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■・サトシの撮影機材動画はコチラ   

  

③ 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。    

 

 

 

https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
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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://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
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・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。    

・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。   
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■クレームを未然に防ぐ梱包方法動画 はコチラ  

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！！   

中には「銀行まで行けば手数料がタダなので、銀行まで行ってま 

す」とか言う人がいますが、はっきり言ってナンセンスです！！  

そこに行くまでの交通費、そして１番貴重な限りある時間が無駄 

です！！そのような時間があれば１個でもカメラを仕入れた方が 

遥かに儲かります。   

では、ここでお勧めの口座をいくつかご紹介しましょう。   

https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
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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。  私はゆうちょ、楽天、UFJの３つを使って

います。  

注意：住信 SBI銀行はヤフオクのかんたん決済に利用できないの 

でその点は注意です。   
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さあ！ヤフオクを始めよう！   

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 １週間程度で、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。    
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ちなみに私が始めた当時は評価を１００個集めてからスタートし 

たからか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。   

ヤフーの指示に従うしかありません。  ヤフオク評価については、

中古カメラを出品する場合、 

ヤフオクの 

評価を３０程度を貯める程度でヤフオクに慣れていただければいい

です。 現在ではむやみに評価を貯めても停止になるときは停止 

になるのであまり評価を貯める意味が無くなりつつありますが  

初心者がヤフオクの取引に慣れる練習には欠かせませんので  

必ず３０個は評価を貯めながらヤフオクやネットでの入金や支払 

いに慣れてください。  

 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。    



p. 12  

  

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！  これも１週間以内にためてくださ 

い！！   

 

■ヤフオク評価の貯め方と注意点動画    

https://youtu.be/90P-qV3j07Q
https://youtu.be/90P-qV3j07Q
https://youtu.be/90P-qV3j07Q
https://youtu.be/90P-qV3j07Q
https://youtu.be/90P-qV3j07Q
https://youtu.be/90P-qV3j07Q
https://youtu.be/90P-qV3j07Q
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これからあなたが大金を稼いでいくための準備ですのでしっかり取

り組んでくださいね。  

  

  



 

  

      

林 知史はやし さとし 

      

      

カメラの基本知識

とチェック方法 
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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。 

カメラ転売で稼ぐ人の９５％以上はカメラの知識ゼロからスタート

しますので、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。  

言葉となんとなくの意味を知れば大丈夫です。 

覚えなくてはいけない重要度を★の数でランク分けしておきます。 

 

★★★必須で覚えること 

★★なんとなく覚えること 

★言葉だけ知っておけばいい程度 

   

★★★ 

◆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。 
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★★★ 

◆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、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。  レンズの場合、商品名の F 値に表されます。   

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。 

 

むしろ「Ｆ値」という言葉の方が頻繁に使いますので重要度が高い

です。 

例）F2.8 
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★★★    

◆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。 

例）７０－２００ｍｍ  

 

 ★  

◆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。 

私はいまだによくわかっていません。    

    

カメラの知識に詳しいサイトはコチラ   

 

http://diji1.ehoh.net/
http://diji1.ehoh.net/
http://diji1.ehoh.net/
http://diji1.ehoh.net/
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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ググれば全然大丈夫です！！    

※ググる⇒グーグル検索すること   

   

     

   

レンズの不具合バルサム切れの例   

レンズ同士を貼り合わせている樹脂がくもったり、剥がれてしまう

現象のこと。   

古くは“バルサム”といわれる天然樹脂を貼り合わせに用いていた

ため、「バルサム切れ」というようになった。   

比較的古いレンズで見受けられることが多いが、合成樹脂を使用す

るようになった現代のレンズでもしばしば発生する。   

バルサム切れは、重症となると写りにも大きく影響してしまう。 

修理はできないわけでもないが、手間がかかり費用も嵩むため、現

実的でない場合が多い。「バル切れ」とか、単に「バルサム」とい

う言い方もされる。   

参考）カメラファン   

   

http://camerafan.jp/cc.php?i=185
http://camerafan.jp/cc.php?i=185
http://camerafan.jp/cc.php?i=185
http://camerafan.jp/cc.php?i=185
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◆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。    

当然ですが、外観はキレイなほうが値段が上がります。 

なので外観は販売価格を左右する大事な要素です。   

 

②シャッターが切れるか？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、 

http://youtu.be/Xk5W8sDlI8Y
http://youtu.be/Xk5W8sDlI8Y
http://youtu.be/Xk5W8sDlI8Y
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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。（フィルム機の場合）    

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、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。 
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■フィルムカメラの動作確認動画はコチラ   

 

 

 

■デジタル１眼レフの動作確認動画はコチラ   

 

https://youtu.be/wOMNHuYPsRQ
https://youtu.be/wOMNHuYPsRQ
https://youtu.be/wOMNHuYPsRQ
https://youtu.be/wOMNHuYPsRQ
https://youtu.be/wOMNHuYPsRQ
https://youtu.be/1ObleRuRTQI
https://youtu.be/1ObleRuRTQI
https://youtu.be/1ObleRuRTQI
https://youtu.be/1ObleRuRTQI
https://youtu.be/1ObleRuRTQI
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フィルムカメラ 

 

デジタルカメラ 
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４．仕入れる際にチェック

すべきポイント 

（レンズ編）    

チェック項目のステップ 

 

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    

レンズの後ろ側をマウント部と呼びます。 

その部分が摩耗していないか？をチェックします。 
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④オートフォーカス、手ぶれ補正が動作するかチェック 

 

電子部品が正常に動作するのか？リングはスムーズに回るのか？ 

各部位動きが正常なのかをチェックします。 

 

 

■レンズのチェック方法動画はコチラ   

 

https://youtu.be/xM30WgkFRSM
https://youtu.be/xM30WgkFRSM
https://youtu.be/xM30WgkFRSM
https://youtu.be/xM30WgkFRSM
https://youtu.be/xM30WgkFRSM
https://youtu.be/xM30WgkFRSM
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  マニュアル系レンズ 電子端子がない 

 

 デジタル系レンズ 電子端子あり 

https://youtu.be/xM30WgkFRSM
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林 知史はやし さとし 

      

      

トップセラーの撮影編 
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カメラ転売における撮影 

 

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。  

 

スマホのカメラの性能がいいといっても 

Camera愛好家の目をごまかすことはできません。 

 

もちろん、高値売りを望まないのであればスマホでも売ること自体

は可能ですが   

サトシ流で高値売りをして利益を大きく出すために推奨している撮

影機材一式は以下のとおりです。 
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■サトシの撮影機材動画はコチラ   

   

・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。   

   

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。   

ニコンの SB-26がスレーブ発光できて便利です。   

※スレーブ カメラのフラッシュに反応して外部ストロボも光る。   

https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
https://youtu.be/_38JY2ntdKM
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メーカー問わず使用でき、ケーブルでつなぐ必要もない。   

   

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。    

撮影ブースは出来るだけ高さ６０cm くらい   

横８０cm くらいの大きなものがお勧めです。（XL サイズ）ご自宅

の都合で小さくなっても大丈夫です。   

   

「アマゾン 撮影ブース」などで検索してください。   

●Amazon.co.jp    

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

   

    

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

使用レンズは手ぶれ補正付の１８－５５mmです。   

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。    

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、「Ｆ1１～Ｆ18」の間で各自調整してください。 

    

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    
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●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    

これらの調整はご自宅の照明や日光の入り具合などでも変わります

ので、写真を撮りながら調整するしかありません。   

 

どうしても難しい場合はオートで撮影しましょう   

私のカメラの設定はただのオート（A）です！    

    

撮影に詳しいサイトもあるので参考にしてみてください。    

    

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。   

  

http://www.a-syasin.com/
http://www.a-syasin.com/
http://www.a-syasin.com/
http://www.a-syasin.com/
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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。   

   

下の写真３枚はヤフオクに載せる「カメラボディの基本構図」です

ので必ずこの構図で 

３枚を撮影してください。    
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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＞    

    

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、    

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。   

  

上の写真でいうと、「CANON EOS 1D MARK Ⅳ」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    
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特に押さえておきたいのが、２枚目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、使い込んだカメラだ

な」という風な具合です。    

底部、液晶面、右側面の３面がわかるように撮影します。   

   

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。   

 

 

４．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。    
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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。  

  

逆を言えばそのような「暗い、ピンボケ」は安く仕入れやすいとい

うことです。  

   

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！！  
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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。    

 

５レンズの基本構図   
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このレンズの３枚の写真も「基本の構図」なので必ず撮ってくださ

い！！   

   

   

 



 

  

      

林 知史はやし さとし 

      

      

ヤフオクで稼ぐ 3大ポイント 

販売編 
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ヤフオク販売編！！ 

    

評価を死守しろ！ 

 

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、    
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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、「傷一つないキレイな極上品で

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。    
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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。 

 

  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。  

 

 

クレームについて 

 
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、 
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お客様が「わすかに 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
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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！    
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 ■クレームを未然に防ぐ梱包方法の動画   

    

   

ヤフオクでの中古カメラ販売の流れ 

 

ここからはヤフオクの手順を解説していきます。 

すでにヤフオクに慣れている人はサッと流し読みしていただけれ

ば大丈夫です。 

 

●「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/trans

action/index.htm l    

https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
https://youtu.be/B7pPDwq_9tM
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/transaction/index.html
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/transaction/index.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/transaction/index.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/transaction/index.html
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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/sell/fl

ow1.html   

 

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。    

複数枚撮影した商品写真を追加掲載するためには、下記のような

サービスを活用します。 

 

http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/guide/sell/flow1.html
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●「フォトアップ無料版」  

 

  http://phoup.jp  

 

   

●「＠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    

http://photo-up.jp/
http://photo-up.jp/
http://photo-up.jp/
http://www.noncky.net/software/sokubaikun/
http://www.noncky.net/software/sokubaikun/
http://www.noncky.net/software/sokubaikun/
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://www.noncky.net/sys/soku/form.php
http://www.noncky.net/sys/soku/form.php
http://www.noncky.net/sys/soku/form.php
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■即売君できれいに出品ページを作る方法動画   

 

 

 

 

 

   

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   

    

これらの出品や複数の写真をアップし管理するために私は有料ツー

ルを使用しています。   

 

https://youtu.be/QH2EiPxAdUI
https://youtu.be/QH2EiPxAdUI
https://youtu.be/QH2EiPxAdUI
https://youtu.be/QH2EiPxAdUI
https://youtu.be/QH2EiPxAdUI
https://youtu.be/v2245PGIZKA
https://youtu.be/v2245PGIZKA
https://youtu.be/v2245PGIZKA
https://youtu.be/v2245PGIZKA
https://youtu.be/v2245PGIZKA
https://youtu.be/v2245PGIZKA
https://youtu.be/v2245PGIZKA
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必須ではないですが、効率化したい人にはお勧めです。  

 

  

★ヤフオクをトータルで効率化し稼ぎやすくするツールの説明動画   

    

 

ツールの詳細を見てみたい場合はコチラ 

 

 

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。    

https://youtu.be/yaEgjka6AyQ
https://youtu.be/yaEgjka6AyQ
https://youtu.be/yaEgjka6AyQ
https://youtu.be/yaEgjka6AyQ
http://www.internal.co.jp/ad/e/?aid=a551a3ecf4ba1b
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自分が売りたい金額を設定するのではありません。   

   

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、    

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、   

基本的には最低落札価格は入れないようにしましょう。   

   

ただし、仕事の都合などでパソコンの前で取り消しを監視出来ない

場合などには赤字を防ぐ意味で設定する場合もあります。   

   

自分の自己紹介欄には   

「お客様に信用してもらえるような文言でご挨拶しておきましょ

う」    

   

落札されたら   
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 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基本的に落札者さんから最初のメッセージを受け取ることになり

ますので、  

「お支払い」連絡がきてから入金を確認します。  

③配送が完了したら「追跡番号」を記入し、配送連絡のボタンを押

し、評価して完了です。  

取引の流れはヤフオクの取引ナビ使い方ガイドをご覧ください。  

 

 入金確認について  

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。   

１日の作業の中で１５時に一斉に確認する！など決めておきましょ

う。   

    

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://topic.auctions.yahoo.co.jp/tradingnavi/guide/
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/tradingnavi/guide/
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/tradingnavi/guide/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
http://www.bestcarton.com/
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また、包装材として使用するのは、エアキャップ（プチプチ）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、こちらも購入した方がいいですが、資金が少ない

なら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。   

ただし、古新聞でもきれいに使ってくださいね！   

   

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！   

   

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、必

要であれば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、ただし丁寧、迅速なコミュニケーションを図っていきま

しょう！  

    

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。 
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＜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。    

   

    

【送料について】   

１５年３月３日よりヤフオク規約が改定されました。   

詳しくはコチラ   

送料については落札者様との取引ナビの回数を極力減らすために   

「着払い」にすることをおすすめします。   

ですが現状、送料を一律にしてもペナルティは無いようです。   

私は一律１２００円を設定しています。   

   

また、ある程度配送実績が増えてきたら（月に２０個とか）運送会

社さんに運賃の交渉をしてみましょう。   

運送会社、営業所、担当者や交渉能力にもよりますが通常料金より

通常料金よりは安くなることが多いですので、しっかり交渉しまし

ょう。 

  

http://topic.auctions.yahoo.co.jp/notice/rule/post_1146/
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/notice/rule/post_1146/
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/notice/rule/post_1146/


 

  

      

林 知史はやし さとし 

      

[日付] 

仕入れ店舗パーフェクトガイド 
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儲かる商品がザクザクある

リアル仕入れ先はココだ！    

 

 

仕入れツアー、生徒さんの感想動画はコチラ 

 

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。   

  

 

 

 

https://youtu.be/4QbeSVj9-zs
https://youtu.be/4QbeSVj9-zs
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＜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   

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。    
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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/    

   

＜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://sss.kitamura.jp/
http://sss.kitamura.jp/
http://sss.kitamura.jp/
http://sss.kitamura.jp/
http://sss.kitamura.jp/
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.fujiya-camera.co.jp/
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.fujiya-camera.co.jp/
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東京中野駅前写真   

 

 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。    

東京はもとより関東に住むバイヤーにとって欠かせない仕入れ先と

なります。    

私も関西在住でありながら初心者の頃、夜行バスでよく仕入れにき

たものです。 

カメラ転売ヤーの聖地といえるでしょう。    
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キヤノンがメインの１階正面です。 

    

コチラの写真がニコンがメインの２階への階段です。    

会談上がって突き当り正面にはおいしいコーヒーの「ルノアール」

さんがあります。  

    

こちらは本館の斜め前にあるジャンク館です。    

コチラの店内ではスマホのリサーチが禁止されています。    
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リサーチする場合は店の外でリサーチしましょう。    

    

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

ーがそれを毎日仕入れていきます。    

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、   

わざわざ海外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。    

近隣店舗の苦情もあり、日々ルールが変化しているようです。   

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 1０分前の 9：５０ 頃までは、あまり店頭では

並ばないようにしましょう。    

早く来たときはルノアールさんでヤフオク仕入れもいいもんです。

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。    
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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「ハイっ！」と呼びます。  

  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。   
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＜新宿西口エリア＞    

    

【マップカメラ】    

http://www.mapcamera.com/    

マップカメラでの仕入れは、フロアがメーカーごとに分かれていま

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 割高な

イメージですが、その中でも高額品は安売りされていることも多く  

私、個人的には大好きなお店となります！！   

http://www.mapcamera.com/
http://www.mapcamera.com/
http://www.mapcamera.com/
http://www.mapcamera.com/
http://www.mapcamera.com/
http://www.mapcamera.com/
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＜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。 

初めての方にはかなり勇気がいる高級な雰囲気ですが、、、 

あと、マップカメラは５０００円以上の購入で無料で配送してくれ

るので都合に合わせて、利用するのもいいでしょう。   

    

【カメラのキタムラ新宿中古買取センター４F】    
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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。    

    

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！    

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

 

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

私は１品１０万円利益の商品を何度も仕入れています。   

 

   

【中古カメラ BOX】    

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

    

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

   

 

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
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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。    

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。   

若い女性客は値引きしてもらいやすいようです。    

    

    

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。    
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クレジットカードで支払いをすると数％の上乗せをされるので現金

で仕入れた方がいいお店です。    

ちなみに銀座にもレモン社があります。こちらは品数も相当ありま

すが、どちらもフィルム系の方が儲かる商品が多いように感じま

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。 

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

この店に限らずきちんと挨拶して店内に入り、店員さんと仲良くな

った方がいいです。   

また、Ｂ級品以外にも、安い商品が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。    
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【カメラのキタムラ新宿・大ガード店】    

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。    

左側の階段から２回に上がってください。   

このお店は商品量も多く、クラッシックから大判、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、    

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


p. 19 

 

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。    

先ほどのアルプスとセットで見に来たいお店です。   

特にダブルレンズセットに付ける「ジャンクレンズ」を仕入れるの

にはもってこいのお店です。    

    

＜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   

http://www.sanpou.ne.jp/
http://www.sanpou.ne.jp/
http://www.sanpou.ne.jp/
http://www.sanpou.ne.jp/
http://www.sanpou.ne.jp/
http://www.sanpou.ne.jp/
http://www.sanpou.ne.jp/
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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、こまめに見に来た

いお店です。    

      

その他秋葉原など    
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 秋葉原のキタムラ    

普通のマンションの４階にエレベーターで上がってください。    

こちらも初めての人は入りにくい雰囲気ですが    

キタムラはこのような普通のマンションの上にあることも多いで

す。    

１度入ってしまえば、普通の明るい店内ですので気軽に入ってみて

ください。    

割と商品量が多く、価格設定も低い目で仕入れしやすいお店です。    

秋葉原は他にも中古カメラを扱うお店がありますので色々散策して

みると面白いです  
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秋葉原のソフマップなど、、、   

 

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 

主だった中古カメラ店になります。    

この他にも、秋葉原や銀座、上野、荻窪などにも、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。    

大事なのは楽しみながら仕入することです！！   
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＜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/    

    

    

    

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。  

http://www.topcamera.co.jp/
http://www.topcamera.co.jp/
http://www.topcamera.co.jp/
http://www.topcamera.co.jp/
http://www.topcamera.co.jp/
http://www.topcamera.co.jp/
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 特にレジカウンター反対側のガラスショーケースは要チェックで

す！ 

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いませんか？」 

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。    

それを活かして、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。   
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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://komehyo.jp/top/CSfTop.jsp
http://komehyo.jp/top/CSfTop.jsp
http://komehyo.jp/top/CSfTop.jsp
http://komehyo.jp/top/CSfTop.jsp
http://komehyo.jp/top/CSfTop.jsp
http://www.yaotomi.co.jp/
http://www.yaotomi.co.jp/
http://www.yaotomi.co.jp/
http://www.yaotomi.co.jp/
http://www.yaotomi.co.jp/
http://www.yaotomi.co.jp/
http://www.yaotomi.co.jp/
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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.h

tml    

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

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

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
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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。    

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
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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！    

    

       

【カメラのナニワ心斎橋本店】    

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

ndex. 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。 
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これらのお店以外にも多数の儲かるお店があります。    

大阪中央区日本橋のトキワカメラ  

 

http://www.tokiwa-camera.co.jp/sitemap.html  

 

などなど、  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！！  

ご自身に合ったお店を発掘していきましょう！！ 
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儲かる商品を見つける商品リサーチ法 
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   儲かる商品を見つける 

商品リサーチ法    

 

 

リサーチ、仕入れるべき商品と利益の動画はコチラ 

 

 

 

１． カメラ転売特有の商品リサーチに関する考え方   

  

まずあなたに知ってほしい事実があります。 

「せどり」をはじめとする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。 

https://youtu.be/m6VBPhHC9hk
https://youtu.be/m6VBPhHC9hk
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これは価格差がある商品！という意味ではなく 

文字通り「何が儲かるのか？」を調べる必要があるのです。 

 

とくに一般的なせどり手法では、、、 

あなたがそのビジネスをする限り一生、今儲かる商品が何か？を 

調べ続けなくてはいけない！  

という真実があるのです。 

 

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。 

 

そして売れる商品という流行り廃りトレンドが常に時代の流れと共

に目まぐるしく変わるから、売れる商品も変わるから！です。 

去年はものすごく欲しかった商品も今年は見向きもしない。 

あなたもそのような経験はありませんか？   

それが一般的な市場というものです。  

 

 

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。    

仕入れる都度に今の相場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。    
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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のか？ 

カメラ初心者のあなたは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。 
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ですがご安心ください！ 

あなたがカメラの知識がなかったとしても   

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。  

   

●「オークデータ」    

http://data.aucfan.com/home    

http://data.aucfan.com/home
http://data.aucfan.com/home
http://data.aucfan.com/home
http://data.aucfan.com/home
http://data.aucfan.com/home
http://data.aucfan.com/home
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オークデータ無料版では直近１週間分のデータを見ることが出来ま

す。詳しくデータを解析したい人は有料版にするのもいいですが 

特に有料版を使わなくとも無料で十分と感じています。 
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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？    

 

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！    
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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の所属していた塾の指導では 

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！！   

  

私が初心者の頃に在籍していたカメラ転売塾のお話です。  

実際に仕入れノートを作成していた、とある他の塾生の事例  

    

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。   

この作業には考えただけでも膨大な時間が必要です。    
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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 

彼の販売実績はゼロでした！！   

 塾の指導どおりの行動でしたが彼は１円も稼げませんでした。  

   

結局はデータ自体はオークファンで都度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 

ずに見る必要の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！！    

これは某有名塾の１番の意味不明な指導でした。 

   

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。   

仕入れ帳は頭とスマホだ！！    
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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。    

   

   

    

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    

   

    



p. 10 

 

③古物商許可を取得しよう！ 

 

カメラ転売をするうえで必要な許可が古物商許可です！ 

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。    

    

カメラ転売で稼ぐことを決めているあなたの場合はいきなり取得し

ておいた方がいいと思います＾＾    

持たずに実践することは社会的には犯罪です。   

    

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    
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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＾＾  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。 
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  ★行商するにチェック！ 

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はコチラ 

 

https://youtu.be/qzCxjfmxonc
https://youtu.be/qzCxjfmxonc
https://youtu.be/qzCxjfmxonc
https://youtu.be/qzCxjfmxonc
https://youtu.be/qzCxjfmxonc
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