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「ヤフオク」で買い「Amazon」で販売するだけで、驚くほどの効果が！ 

ヤフオクを利用して「在宅モノ投資」 
 

PRICE CHECK を利用している中で、 

手に入れたい商品ができた場合、一つの購入先としてオススメしたいのが 

ヤフーオークション(以後、ヤフオク)です。 

 

今回ご紹介するヤフオクと Amazon を、 

PRICE CHECK を利用し使いこなすと、 

外で時給をもらって働くよりも断然収入を上げることができます。 

 

なぜなら、外の仕事では時給 800円、時給 1000円などが 

雇われの相場なのに対し、今回ご紹介する方法では、 

やり方によっては在宅で時給 5000円、時給 10000円と 

収入を得ることが出来るのです。 

 

これは自立した収入の得方だからこそ可能なのです。 

今回はその収入の得方をご説明致します。 

 

まず、Amazon プレミアム商品ダウンロードを行います。 

マニュアル→ http://so-bank.jp/tools/premium/walker/alw010003.pdf 

 

BOOK、CD、DVD、GAME、HOBBYなんでも良いです。 

マニュアルのとおりに行い、ＣＳＶファイルを準備してください。 

 

これで調べた商品の稀少性と流行を調べることが出来ます。 

http://so-bank.jp/tools/premium/walker/alw010003.pdf
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ＣＳＶデータは準備出来ましたでしょうか？ 

 

参考までに、今回は私、ＣＤ版でデータを抽出してみました。 

並べ替えで、「アーティストの名前」を選択し、バラバラだった 

並びをアーティストごとに並べてみます。 

 

例えば、このように名前が 1、2件ずつしか出ない商品は 

このアーティストの商品はプレミアム商品があまりないと 

判断できます。 

※あくまでもこのマニュアル作成時の現時点の例です。 

 

 

 

逆にこのように名前が 10、15件と出てくる商品 (今回は来生たかお氏)は 

このアーティストの商品はどれもプレミアム商品としての価値がつくと 

判断できます。 
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柳ジョージ氏、矢沢永吉氏・・・ 

 

 

 

美川憲一氏、美空ひばり氏・・・ 
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その他、たくさんのアーティストがプレミアム商品として 

抽出されています。 

 

ちなみに同じことで 

HOBBYならメーカー別、キャラクター別に並べ替える。 

本なら出版社、著者別に並び変える。 

等それぞれの特徴ごとに応用して抽出します。 

 

この作業で何がわかるかといいますと、 

商品の目利きができなくても、抽出されたデータを見ることで 

誰でもどのような商品、 

どのようなキーワードにプレミアが付きやすいのかを 

判断出来るようになるということです。 

 

キーワードとは、今回でしたら歌手名であったり、メーカー名であったり、 

キャラクターのことです。 

一覧表を見ていると、よく目に付くキーワードに気付いてきます。 

 

それではプレミア商品ばかりのキーワードとしてあがった、美空ひばりさんを 

調べてみましょう。 

こちらは 2000～5000 円の検索結果です。 

 

ヤフーオークションで 美空ひばり CDと検索しますと 
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この料金で出品されています。→ http://cpzs.xsrv.jp/611.html 

 

値段がぜんぜん違いますよね。 

 

それでは、なぜ、このような価格の違い、いわゆる相場のスキマが 

できるのでしょうか。 

 

考え方としてヤフオクは、フリーマーケットなのです。 

希望の商品を探すには、いろいろな出品者さんの出品ブースを見て 

探してまわる必要があります。 

 

商品の出品ページが一つ一つ個別にあり、URL もそれぞれ違います。 

商品を見比べたい場合は、商品ページを行ったり来たりする必要があります。 

出品者により出品テクニックのレベルも全く違ってくるのです。 

 

それぞれの商品ページが独立しているため、商品価格も送料も、それぞれ 

各出品者ごと自由に付けられている現状です。 

中には処分目的で 1 円出品している方や、 

格安で在庫一掃投げ売り販売をされている方もいらっしゃいます。 

 

一方 Amazon は全国のコンビニへ自分の商品を委託で置いておくようなものです。 

全国どこへ行っても、コンビニに行けば購入することができる感覚です。 

出品した商品は、非常に多くの方の眼に触れます。 

 

なぜかというと Amazon の場合、商品の出品ページは一つしかなく、 

URLも商品ひとつに付きひとつしかありません。 

 

同じ商品でしたら 1つのページに一欄表示されるため、 

商品を見比べるのも容易ですし商品ページを行ったり来たりする必要もないのです。 

 

違う出品者様が出品した商品が同じページに一覧で表示されますから 

他の商品の値段もはっきりと分かり、他の販売者さんの最低金額に合わせて出品するなど 

値段を合わせやすい仕組みになっており、 

処分目的や投げ売りは Amazon ではあまり見受けられません。 

http://cpzs.xsrv.jp/611.html
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以上のことから同じ商品でも、相場のスキマを利用し 

このように、ヤフーオークションで 1480 円で即決落札したものを 

  

 

 

Amazon に 5000 円で出品する。 

 

 

 

こんなことが実際に起きます。 

 

これが売れた場合、送料、手数料などを差し引いても 3500円程度の 

収入が発生します。 
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それではまず、あなたがヤフーオークションで落札するために、 

まず、ヤフーオークションに登録してみましょう。 

 

 

■オークションサイトを利用する準備 

今回、ヤフーオークションの登録についてご説明させていただきました。 

まだ、ヤフーオークションに登録されていない方は 

こちらからマニュアルをダウンロードして登録をお願いいたします。 

→ http://so-bank.jp/tools/premium/walker/alw010006.pdf 

 

 

それではヤフーオークションに無事、登録出来ましたら 

先へ進みましょう。 

まずは、こちらヤフーオークション公式サイトへ 

→ http://auctions.yahoo.co.jp/ 

 

右上のログインを選択しましょう。 

 

 

 

 

 

 

http://so-bank.jp/tools/premium/walker/alw010006.pdf
http://auctions.yahoo.co.jp/
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Yahoo! JAPAN ID とパスワード 

を入力し、下のログインボタンを押します。 

 

 

 

ここにあなたの IDが表示されたら、ログイン完了です。 

 

 

 

画面左上のこちらです。 
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■落札するにあたり、気をつけたいこと その 1 

・ヤフオクのその商品の送料について気をつける。 

 

ヤフオクと Amazon に相場のスキマが出来る理由に 

ヤフオクは、出品者それぞれで販売方法が違うということが 

上げられます。  

 

同じ商品でも、販売者により送料にも違いがあるのです。 

例えば、 

 

ワンピース 白ひげのフィギュアを一例として説明致します。 

 

まずはワンピース 白ひげのフィギュアを検索してみましょう。 

 

商品を検索する の横の白い枠に 

1・探したい商品のキーワード(文字)を入力致します。 

2・その横の「すべてのオークション」をクリックし、 

  その下部に表示される商品のジャンルを一覧から選択します。 

 

  今回はフィギュアなので おもちゃ、ゲームを選びます。 

 



Copyright ⓒ 株式会社カプセルＺ All Rights Reserved. 

 

検索をクリックします。 

 

 

 

該当する商品が表示されます。 

おもちゃ、ゲームカテゴリ(517) とは、 

おもちゃ、ゲームカテゴリにて 517点商品がヒットしました。 

と言う意味です。 
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その中から下、送料無料の左のボックスのレ点チェックし 

絞りこむと送料無料の商品だけを表示します。 

 

 

 

絞り込まず商品別に見ていきますとその他でも、 

商品説明欄に地域ごとの値段を掲載している出品者様もいます。 
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こちらの出品者様は、EMS(国際速達郵便)で発送するので 

全国一律 4000 円かかる、と掲載していました。 

 

海外から出品されている方でしょうか？送料が非常に高いですね。 

 

 

 

逆にコチラの出品者様は基本送料無料、一部のみ 800円 

と掲載しています。 

 

 

 

以上、このように出品者様各自が様々な送料設定を 

設定していることがわかります。 

 

この中で一番安いものを選びたいということです。 

 

しかし、もう一つ注意点として 

配送に補償付きで少しお値段がかかる物 

配送に補償なしで送料無料の物などもあります。 

 

高価な取引で、壊れる可能性のあるものでしたら 

補償付きの商品をあえて選ぶ、 

なども商品購入時に気をつけましょう。 
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■落札するにあたり、気をつけたいこと その 2 

・落札後迅速に発送されるか発送時期を気をつけること 

 

相場は生物です。生魚と一緒だとお考えください。 

放っておくと、すぐ腐ります(変動します)。 

美味しく食べるなら、早く頂く必要があるのです。 

 

ヤフオクの出品者様にも個人個人生活があります。 

本業で力を入れて取り組まれている方は 

落札後連絡しすぐに発送できる方もいますが、 

 

サラリーマンをしながら出品されている方など、 

人により次生活の状況は様々ですが落札後、 

取引、発送は土日に行う、など説明されている方もいます。 

 

購入されるなら、商品はなるべく早く手に入れたいもの。 

コチラも購入前気をつけて欲しいポイントです。 

 

例えば、 

この出品者様は夜だけの対応と掲載されています。 

 

 

コチラの出品者様は到着日数は土日、祝日を除いて五日前後と掲載しています。 
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■落札するにあたり、気をつけたいこと その 3 

・熱くなりオークションにお金をかけすぎないこと 

 

この商品に出せる金額はここまで・・・と初めに 

基準を決めておきましょう。 

 

人気の商品、安い商品にはやはりオークションですので 

入札が集まります。 

 

どうしても他の人に取られたくない！と熱くなってしまうと 

当初の予定より購入の値段が高くつき、気づいたら損していた、 

なんて事にもなりかねません。 

 

冷静に、時にはスパッと諦めることも重要です。 
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■落札するにあたり、気をつけたいこと その 4 

・商品をデータごとに並び替えて把握する 

 

ヤフーオークションの出品商品一覧では、商品を並び替えることが出来ます。 

現在価格をクリックすると、価格が安い順に並びます。 

 

 

 

再度クリックすると、価格が高い順に並びます。 

 



Copyright ⓒ 株式会社カプセルＺ All Rights Reserved. 

 

即決価格に関しても同じです。 

即決価格とは、オークション形式ではなく、その金額を出すなら 

即、購入が決まる金額になります。 

 

即決価格をクリックすると、即決価格が安い順に並びます。 

もう一度クリックすると、即決価格が高い順に並びます。 

 

 

 

入札をクリックすると、入札数の多い順に並びます。 

もう一度クリックすると、入札数の少ない順に並びます。 
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入札数の並び替えは、購入したい方の多さ(需要)を知ることが出来、 

人気アイテムのリサーチにも使えます。 

 

また、残り時間をクリックすると、残り時間の少ない順に並びます。 

もう一度クリックすると、残り時間の多い順に並びます。 

 

 

ポイントですが、 

出品終了ギリギリに入札すると、オークションで竸り上がらず 

安く手に入るということもあります。 

 

 

■落札するにあたり、気をつけたいこと その 5 

・マニュアル PRICE CHECKグラフの活用法を参考に、 

値上がり傾向の商品を  安く購入する。 

→ http://so-bank.jp/tools/premium/walker/alw010004.pdf 

 

を商品選びの際、必ず参考にするようにしましょう。 

 

以上、ここまでのポイントを押さえれば、ヤフーオークションで 

安く、早く、人気のある商品を購入することができるでしょう。 

次は Amazonへの出品です！  

http://so-bank.jp/tools/premium/walker/alw010004.pdf
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