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■推奨環境■ 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の Adobe 

Readerを無料でダウンロードしてください。 

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

■著作権について■ 

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

い。 

このレポートの著作権は いため に属します。 

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

用、転売等することを禁じます。このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなし

ます。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一

部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

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

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

す。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに

誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、

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

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレポートの利用することにより生じたい

かなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことを

ご了承願います。

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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■はじめに■ 

この度は無料レポートをダウンロードいただきありがとうござい

ます。 

いため と申します。 

詳しい自己紹介はこちらに記載しておりますのでよろしければ

ご覧になってください。 

                      http://itame35.com/2016/01/14/zakki-34/ 

 

☆ いため せどり歴 ☆ 

2014年にサラリーマンをしながら副業で「せどり」を開始 

当時は中古 CDをメインに仕入を行い色々な可能性を求め徐々に多ジャンルへシフト。 

色々と模索していく中で「ジャンク品」に手ごたえを感じジャンク品をメイン商材に決める。 

ジャンク品メインで安定した利益を叩き出せるようになり自分なりのノウハウを構築する 

ジャンク以外のノウハウを構築するべく新品の薄利多売路線へシフトする 

2015年に手ごたえを感じ会社を退職、法人会社を設立する。 

現在は常に変化し続ける「せどり業界」について日々研究を重ねる 

 

 

 

http://itame35.com/2016/01/14/zakki-34/
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今回のレポートは… 

 

「簡単な DVD/Blu-rayの電脳仕入」 

 

について解説していきたいと思います。 

 

 

簡単な DVD/Blu-rayの電脳仕入れとは… 

 

 

 

Amazonの商品ページを利用します。 

(｀･ω･´)ｷﾘｯ 
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第１章 基本となる仕入先は… 

基本的な仕入先は… 

このコーナーです。↓ 

 

 

GEO や TSUTAYA でよく見かける 1000 円コーナーですね。(^^;) 

これじゃ…電脳仕入ではなく店舗仕入じゃねーか!!!!!! 

と言う声が聞こえてきそうですが、順を追って説明します。(^^;) 
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第２章 DVD/Blu-ray1000 円コーナーの仕入 

このコーナーでの仕入は基本的に… 

 

「キーワード検索」「画像検索」 

により検索します。 

JAN コード検索はしません。(｀･ω･´)ｷﾘｯ 

 

何故なら… 

 

JAN コードの下に本当の JAN コードが

隠されているからです。(｀･ω･´)ｷﾘｯ 
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例えばこちら↓ 

 

この JAN コードを普通に検索すると… 

 

こんな感じで仕入れ対象になりません…(^^;)   
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しかし… 

一皮むくと隠された JAN コードが出てきます。 

 

この JAN コードで検索すると…

 

仕入れ対象のニオイがしてきましたね。(。-∀-) 
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ここで Amazon の商品ページを確認するとあることに気が付きます。 

  

それは…コレですね。↓ 
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この新しいモデルのページをクリックすると… 

 

先ほど紹介したこのページが表示されます。 

カンの良い方ならもうお分かりですね。(。-∀-) 

 

安いページで仕入て高いページで販売す

れば良いんじゃね？ 

と言うことですね。(。-∀-) 
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最早何も言う事はないですが、あえて言わせてもらえれば… 

 

この方法で仕入れることで簡単に安定し

たリピート仕入が出来る。ヽ(ﾟ▽ﾟ*) 

 

と言うことです。(｀･ω･´)ｼｬｷｰﾝ 

 

 

簡単ですね～( ´▽｀) 
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第３章 この仕入れの注意点… 

それはコレですね…↓ 

 

 

廉価版の帯がシュリンクの内部なのか外部なのかですね…(^^;) 

 シュリンクの外部に帯があればシールをはがすことで別の商品ページで販売できますが… 

シュリンクの内部に帯がある場合はお手上げです。Ψ(￣∇￣)Ψ 

 

ここだけ注意しましょう。(・ω・)ノ 
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■おわりに■ 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。 

いかがでしたか？？ 

 

今回は Amazon商品ページを使った簡単な電脳仕入のやり方を解説しました。 

 

普段見ている Amazonの商品ページも色々な情報が詰まっています。 

 

実践している方は意外と少ないですが Amazonは仕入れ先としてかなり優秀です。 

 

しかも… 

 

 

繰り返し仕入も可能なので是非とも Amazon仕入を取り入れてください。^^ 

 

24時間気が向いたときに何時でも仕入れができます。(。-∀-) 
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☆今回レポートをお読みいただいた方へ☆ 

次回もレポートを作成する予定です。 

 

詳細は「メルマガ」にて発信しますので是非メルマガの登録をお願いいたします。^^ 

 

メルマガはこちら 

 

お金は欲しいけど辛いのは嫌…マイペースで「ゆる～く稼ぐ」為のメルマガ 

 

 

 

http://free.sublimemail.jp/regist_init.php?id=414
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■自己紹介■ 

 ハンドルネーム：いため 

 自己紹介 URL：http://itame35.com/2016/01/14/zakki-34/ 

 

■発行者情報■ 

 発行責任者：いため 

 メールアドレス 

itamerumaga03@gmail.com 

 このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

 メインブログ：「スロッターいための不労所得生活」 

 

メルマガ：「お金は欲しいけど辛いのは嫌…マイペースで「ゆる～く稼ぐ」

為のメルマガ」 
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