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【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。 

 

このレポートの著作権は作成者に属します。 

 

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

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。 

 

 

【推奨環境】 

 

このレポートに記載されている URL はクリックできます。 

 

できない場合は最新の Adobe Reader を下記のページよりダウンロードし

てください。（無料） 

 

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

 

 

  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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第一章 ブックオフの特徴 

せどりの仕入先として、一番よく耳にするのが 

ブックオフだと思います。 

僕がせどりを開始した当時はワンデーサンクスパスという

10％OFF のクーポンがあり非常に美味しかったのですが 

これは昨年の８月で廃止になりました。 

 

それと同時にブックオフせどらーが激減。もう仕入はキツ

イと言われていますが、実際はそんなことはありません。 

 

ちなみに僕は多い月で 100 万円以上、未だにブックオフで

仕入が出来ていますので、今後も仕入先の一つとして 

お世話になっていきましょう。 

 

ブックオフの魅力としては、その圧倒的な在庫数です。 

 

本はもちろん、僕がメインで扱っている CD・DVD におい

ても、あれだけ充実した在庫は他のお店にはありません。 
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反対に言うと、在庫量が多すぎてリサーチが出来ない。 

ここにチャンスがあります。 

見るべきポイントは次の章でお伝えしていきますね。 

 

ブックオフは直営店と、FC 店（フランチャイズ）に 

分かれます。 

 

僕の主観では FC 店の方が値付けに自由さがあるように 

感じます。（直営店もお店によってはラフですが） 

 

また、セールは FC 店に多いと言われているため、 

見分け方を以下でご確認ください。 

 

 

 

まずはブックオフの HP から店舗を検索。 

http://www.bookoff.co.jp/shop/ 

 

そして、ページ上部の検索窓を見てみてください。 

(次ページの赤丸の部分です) 

http://www.bookoff.co.jp/shop/


  【店舗攻略 ブックオフ編】 

- 6 – 

Copyright (C) 2016 なをや. All Rights Reserved. 

 

http://www.bookoff.co.jp/shop/shop○○.html 

のような URL になっているはずです。 

 

この○○の数字に注目してください。 

 

この数字が２から始まっている店舗は直営店、 

１から始まっている店舗は FC 店です。 

 

直営と FC では通常時の値付けが違ったりもするので、 

軽く頭に置いておくと傾向が掴みやすくなります。 

 

セール情報はこちらで確認出来ます。 

http://www.bookoff.co.jp/event/sale/ 

http://www.bookoff.co.jp/event/sale/
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基本的には週末が多いですが、地域によって 

セール開催時期は異なりますので、 

時々チェックすることをオススメします。 

 

HP で告知されないセール（シークレットセール）が 

行われている場合もあります。 

 

まったくセールが開催されない地域もありますが 

なにも問題ありません。 

 

北海道も、セールがあったとしても 

洋服のセールばかりですので（笑） 

 

 

 

次の章でチェックすべきポイントを確認していきましょう。 
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第二章 ブックオフのチェックポイント 
 

ブックオフには色んな商品が置いてありますが 

ここからは、メインで扱っている CD・DVD を中心に 

進めていきますね。 

 

大量にある商品もポイントだけ絞れば 

効率よく検索することは可能です。 

 

1 つの店舗にかける時間を減らせた場合、 

1 日に回れる店舗が多くなります。 

 

回った店舗数と稼ぎは直結しますので 

時間短縮のためにも、以下のポイントはしっかり 

おさえておいてください。 
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・ラベルシールを見極める 

どこのお店でもそうですが、ラベルシールやプライス 

カードには仕入のヒントが隠されています。 

ブックオフ仕入の際は、まずラベルシールを見てください。 

 

上から 

「商品タイトル」 Fan Service～ 

「アーティスト」 Perfume 

「ディスク枚数」 4 枚組 

などが記されています。 

そして一番下が、インストアコードと価格です。 
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ブックオフの価格は税込表記になっています。 

ここに付いているバーコード（インストアコード）は 

ブックオフ独自のモノなので、 

モノレートや通常のアプリでは検索できません。 

有料のせどりすとプレミアムは対応していたと思いますが、 

加入していない方は特別、必要ないです。 

大体の商品はパッケージの背面に通常のバーコードが 

見えていますので、そちらから検索していきましょう。 

 

そして、チェックすべき大きなポイントがここ。 
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画像のなかにある「16.04」という表記。 

これが、2016 年 4 月を意味しています。 

つまりこの商品は４月に入荷した、ということになります。 

売場に並べられてから日が浅い商品の方が 

チャンスは大きいので、 

最初はここが 16.04以降（直近２カ月）の新しい商品 

に絞ってリサーチしていくのが効率的です。 

 

また、古い商品が価格改定されたときにも 

ラベルシールは貼り替えられます。 

この部分の日付が浅い商品（今で言えば 16.05）は入荷直後、

もしくは価格改定直後の商品ということになり 

ライバルがまだリサーチしていない可能性が高いため、 

重点的にこの部分をチェックしていきましょう。 
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もちろん、16.03 以前の商品すべてが利益の出ないもの 

ではありません。 

リサーチに余裕が出てきたときには、 

そういった商品も手に取ってみてくださいね。 

余談ですが僕は元々、音楽もドラマ、アニメも疎いです。 

アーティストについてや作品の予備知識などはリサーチと

共に付いてきますので、最初は要りません。 

まずはラベルの情報からリサーチを進めてみてください。 

 

 

・３本以上揃っている商品を狙う 

ブックオフでは「同一商品が３本以上揃った場合は 

独自の判断で値下げしても良い」 

という権限が店長に与えられています。 

これを「３本ルール」といいます。 ※命名なをや 
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一般的に、何点も同じ商品がある＝売れないもの 

というような感覚があるものの 

気前の良い店長のお店では、まとまって一気に安くなって 

いるケースもあります。 

必ずリサーチするようにしてください。 

 

また確認した時点では高くて仕入対象にならないものでも、

お店の売上が悪い時はこういった商品から値下げしていく

傾向にあります。 
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ポイントとしては、毎回リサーチしなくても良いです。 

価格を確認するだけで良いので、捨てないでください。 

 

そして店舗数を重ねていくと 

「希少なのに３本揃っている商品」と 

「ただ売れ残っているだけの商品」 

の見分けが出来るようになってきます。 

前者の場合は売れ残っている原因が価格であることがほと

んどですので、価格改定の際は一気においしくなります。 

この時にオイシイ想いをするのは、 

日頃から価格をチェックしている人です。 

他のせどらーは面倒でほとんど見てもいないので、 

気付かずにごっそり残っている時も多々ありますよ。 
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・セールコーナーをリサーチする 

〇○％OFF のワゴンが設けられている店舗もあります。 

全店舗にあるわけではなくお店によって異なりますが、 

遭遇した際には是非リサーチしてみてください。 

投げ売りのような価格で販売されているものも見かけます。 

 

108 円や 500 円の投げ売りもあります。 
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ここで１つ注意点。 

ワゴンには状態の悪いモノも多く混じっています。 

(日焼け、ヘコミ、割れなど) 

これらの状態すべてを仕入対象から除外という 

わけではないですが、 

それによって利益がとれなくなるようであれば 

購入しないように気を付けましょう。 

過去には、全体的に上手にヤケていた商品に 

まったく気づかなかったことがありました。笑 
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第三章 利益が出やすいジャンル 
 

基本的には前述のポイントを意識してリサーチしていく 

のですが、僕が仕入れていて利益になりやすいジャンルを

お伝えしておきます。 

以下をご確認ください。 

 

・大型商品 

・商品登録なし 

・趣味・その他 

・５００円以下 

・特典付属 

 

これらについて、１つずつご説明していきます。 
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・大型商品 

ブックオフでは、通常棚に並べられない大きさの商品が 

別のエリアで展開されています。 

 

ここ、ほとんどのせどらーが見ていません。 

発送が面倒なのか重くて持ち運びが嫌なのか… 

利益も大きいのにもったいない。 

このエリアは余裕があれば全頭しても良いかと思います。 
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そもそも大きいだけで商品数は少ないので。 

基本的なスタンスは前述の通り、 

新しいモノからリサーチでオーケーです。 

 

以前に販売したときはもう少し高かったですが 

仕入価格は 5,950 円でした。 

間違いなく買いますよね？ 

大型商品は、要チェックです。 
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・商品登録なし 

ブックオフではアマゾンから商品検索している 

店舗も多いです。 

以前「アマショーにないんだけど！」とブックオフの 

カウンターから聞こえてきたときはビックリしました。 

※アマショーは以前のモノレート。 

この「モノレート(アマゾン)にない」商品が、 

ブックオフでも商品登録なしの商品になります。 

ラベルはこんな感じで、タイトルの記載がありません。 
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ようは、アマゾンに商品登録がなくてよくわからない。 

といった商品です。 

これぞ、ヤフオクに持ってこいの商品。 

ヤフオクでキーワード検索したら普通に出てきます。 

これらは何を基準に値付けをしているのかは謎ですが、 

まさしく無法地帯。 

破格で売っていることが多々あります。 

これが 950 円。 
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これが 1,250 円。 

 

今では既にアマゾンに商品登録されているものでも 

当時はなかった商品が沢山あります。 

更に言うと、検索が下手な店員さんが 

見つけられなかっただけかもしれません。 

そして、このバーコードは読み込んでもヒットしないため 

有難いことにビームせどらーはスルーします。 
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やる気のない店員さん、ナイス！と言いたくなる 

オイシイ商品が多いので、 

見つけた際は是非リサーチしてみてください。 

 

 

・趣味・その他 

ブックオフにはこういうコーナーが設けられています。 
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その他・教養など表記はバラバラですが、意味合いは一緒。 

ここもせどらーが寄り付きません。 

これには明確な理由があります。 

何の商品なのかが、全っ然わからないのです。笑 

初めて見る商品が未だにゴロゴロあります。 

 

人間、無意識に自分が知っているジャンルへ傾くもの。 

何も知らずブックオフへ出向くと、ほぼ間違いなく 

音楽、ドラマ、アニメのいずれかへ行きます。 

その他のコーナーはそういった意味でも 

ライバルが少ないので、必ずリサーチしましょう。 

商品数もさほど多くありません。 

 

この中でもオススメなのが 

「エクササイズ」と「ミュージカル」です。 
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ミュージカルはレンタルされないものがほとんどなので、

ファンは観たければ購入するしかありません。 

 

今はちょっと値が下がっていますが元々は１万円以上でも

バンバン売れていました。 

調子が良い時はアマゾンの出品者から刈り取っても 

十分に利益が出ます。 

この、趣味・その他においてはアマゾンの方が利益を多く

取れる商品もあるので、見比べてみてください。 
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・５００円以下 

CD・DVDは500円以下でまとめられている棚があります。 

(通常棚に混じっている店舗もあります) 

商品量が多いので、すべての商品を検索する必要は 

ありません。 

 

むしろ最初はスルーで良いくらいなのですが、 

慣れてきたら仕入対象としてみてください。 
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以前まで通常のプロパー棚で売られていたものが 

500 円以下の値付けに落ちていたりすることが多いです。 

このコーナーを全頭するよう教えている塾もありますが… 

ほとんどは利益が出ない商品なので、 

慣れてから取り掛かる形で問題ないと思います。 

 

この辺が 1 巻 250 円で落ちていたりもしますので 

余裕が出てきたらリサーチしてみてください。 
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・特典付属 

メディアの価値は特典の有無で大きく変化します。 

ばら売りすれば利益額が格段に増えるので、 

よく確認するようにしましょう。 

※ばら売りに関しては「ヤフオク販売の心得」を参考に 

なさってください。 

 

 

主な特典としては 

 

ミュージック：トレカ・生写真・ポストカード 

アニメ：アニメイト限定、とらのあな限定 

 

などがあり、 

 

商品をリサーチしたときにヤフオク落札価格の振り幅が 

大きい場合、特典の有無が関わっているケースが多いです。 

(同一商品なのに落札価格の開きが大きい場合) 
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ブックオフでは特典欠品＝200 円引きとなっていますが 

実際の取引では 200 円以上の価値があるものばかりなので 

付属品は購入時にレジで確認するようにしてください。 

 

ちなみに、帯は付属品には含まれません。 

付属しているにこしたことはないですが 

販売価格にそこまで大きな影響はないという印象です。 

 

帯は日本独自の文化とされているため e-bay など海外へ 

CD を販売する際は「日本正規品」をアピールする大事な 

ポイントになるため必須。 

ただ、国内で販売する上では 

そこまで気にしなくても良いか…と思います。 

 

特典欠品の場合には積極的に値引き交渉をしてください。 

たとえ 200 円でも言ってみるだけタダですので。 

※帯の欠品は基本的に値引きしてもらえません。 
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さて、先日見つけたのがこの商品。 

 

 

ブックオフの売値が 2,450 円です。 

「Flower 花時計 dvd」で検索してみてください。 

（検索後、落札相場のタブへ切り替え） 

 

3 月 9 日に 2,300 円で落札されているのが 

確認できましたでしょうか？ 

 

 

次に確認して頂きたいのがこちら。 
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お分かりになりますか？ 

付属の「ポストカード単体」でもこの価格で売れています。 

 

このポストカードは 7 枚で 1 セットになりますので 

ポストカードをばら売りするだけで 

仕入原価を十分に回収できるということになります。 

(相場はメンバーの人気によって変わるため 7 枚すべてが 

この価格帯では売れません) 
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落札履歴を見ても、ポストカードが付いていない状態で 

2,000 円前後で売れる商品ですから、 

ポストカード付属で 2,300 円の販売はもったいない！ 

としか言いようがないですね。 

 

ポイントとしては、こういう特典が付属していても 

ブックオフでの売値は変わりません。 

1 つ 1 つをそこまで管理している余裕がないためです。 

 

ここに大きなチャンスがありますので、リサーチする際は

商品単体の価値と合わせて特典もしっかり確認するように

していきましょう。 

 

「〇〇欠品のため 200 円引」という表記がある商品は 

その特典の価値を調べてみると、 

次に出会ったときの販売方法がイメージ出来ますよ。 
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おまけ 

 

ブックオフではラベルシールを確認するということを 

お伝えしましたが、これは CD・DVD 以外にも使えます。 

 

というのも、本に貼られているこのプライスシール。 

季節によって色分けされています。 

 

1-3 月 ：黒 

4-6 月 ：緑 

7-9 月 ：青 

10-12 月：赤 
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今でいうと「緑」のラベルシールを重点的に見ると良い 

ということになります。 

…って、何気なく撮ってきたこの商品、 

今見たら 800 円も値下がりしていますね。 

 

怠慢なのか、サービスなのか？笑 

これだけで利益が取れそうです。 

 

ラベルシールと違ってこのシールの値下げは手作業なので、 

割と雑な価格改定が目立ちます。 

 

もし本をリサーチする際は、 

シールの色も参考にしてみてください。 
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終わりに 
 

いかがでしたでしょう。 

ブックオフ、イケそうじゃないです？笑 

 

ほとんどがアマゾンの最低価格に合わせてあるので一見 

仕入が難しいように思いますが 

ヤフオクも利用すれば、まだまだ抜け道はあります。 

 

逆を言うと、アマゾンしか販路がないせどらーにおいては 

ブックオフから足が遠のいているのが現状なので、 

ヤフオク販売も覚えて美味しく仕入れていきましょう。 

 

付属品への認識が甘いのが、特に熱いです。 

注目してみてくださいね。 

 

そして店舗内の並びがどこへ行ってもほとんど一緒なので、 

初めて出向く店舗でも効率よくリサーチすることが出来る

のもメリットになります。 
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こちらの教材ではムダを省き、見るべきポイントを 

かなり絞ってお伝えしたかったため 

内容を大分ピンポイントに作成しました。 

 

「ヤフオクせどりマニュアル」に記載してある 

初回限定なども併せてリサーチしてみてください。 

 

ハッキリ言ってブックオフは今後、 

ヤフオクが出来る人の独壇場になっていくと思います。 

現に２年前の塾で一緒だった知り合いのせどらーは 

「メディア卒業」という人がほとんどです。 

 

店舗によっては値付けが高いお店もありますが 

商品量・店舗数ともに一番豊富な店舗になりますので、 

攻略して稼ぎに繋げていきましょう！ 

 

 

 

 

※不明な点などあれば、遠慮なく必ずご質問ください！ 


