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みんながスルーしている 

１円の○○〇が 5000 円

に大変身⁉ 

今すぐあなたでも出来る 

プロだけが知ってる 

３つのポイントを伝授！ 

皆に知られる前にあなたはコッソリ 

稼ぎまくってくださいね！ 
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 はじめに 

■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■ 

このレポートの利用に際しては、以下の条件を遵守してください。 

このレポートに含まれる一切の内容に関する著作権は、レポート作成者、副業起業大学、

神速カメラ転売スクールに帰属し、日本の著作権法や国際条約などで保護されています。 

著作権法上、認められた場合を除き、著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部

を、複製、転載、販売、その他の二次利用行為を行うことを禁じます。 

これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事、刑事を問わず法的責任

を負うことがあります。 

レポート作成者は、このレポートの内容の正確性、安全性、有用性等について、一切の保

証を与えるものではありません。また、このレポートに含まれる情報及び内容の利用によ

って、直接・間接的に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 

このレポートの使用に当たっては、以上にご同意いただいた上、ご自身の責任のもとご活

用いただきますようお願いいたします。 

 

 

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

はじめまして、副業起業大学学長 林 知史と申します。 

カメラ転売の業界ではサトシという名前で活動しています。 

私は２０１３年６月まで会社員をしていましたが１日の労働時間や 

役職の責任や労働時間の割に報われない会社員という生き方に疑問を感 

じ、一念発起しカメラ転売という中古カメラに特化した「せどり」 

で起業を始め、同年１２月売上６００万円、月収１１４万円を達成 

し、翌年５月月収３００万円、９月、月収８００万円。 

個人事業から２年で法人化し、最高月商３０００万円、 

最高月収２０００万円と順調に伸ばし、現在は会社員や子育て主婦 

社会的弱者が自分の力で稼ぐ力を身につけ豊かなライフスタイルを 

身に着ける活動の一環として副業起業大学を運営しています。 

カメラ転売は中古カメラに特化した「せどり」なのですが、通常の 

アマゾンせどりとは資金回転やプラットフォーム、商品特性など異な 

る点が非常に多く、収益性が全く違うのが特徴です。 

これから副業やせどりを志される方、現在せどりで活躍されている 

方にも是非知っていただきたい、稼ぎ方が「カメラ転売」なので 

す。是非あなたのビジネスを強くしライフスタイルに良い影響を与 

えることを祈念しております。 

さらに詳しい情報はコチラ 

 

 

 

 

 

 

 

http://fukugyokigyou.com/report/muryoupuresent.pdf
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カメラはエメラルドオーシャン 

せどりの日本国内における現役ユーザーはかるく１０万人を超え、ネットショ

ップなどインターネットで物販をする人の人口は６０万人を超えるといわれて

います。会社バレを懸念し、事業者登録していない人などを含めると３倍～５

倍になるのかもしれません。つまり３００万人くらいはネット物販を実践して

いる可能性があり日本人の４０人に一人！ 

学校のクラスに置き換えると１クラスに１人くらいはネット物販をしている時

代！ということになります。 

そんなネット物販が普及している中で、「カメラ転売」というカテゴリを見てみ

ると 

市場規模５兆円！！ 

と言われるカメラ市場において 

正確なデータはないのですが主な市場となるヤフオクやアマゾンを見ても 

実践者が５００人にも満たない！ 

アクティブユーザーで見ると１００人以下というガラ空き市場が 

カメラ転売ということになります。 
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カメラは必要資金が高い？ 

カメラ転売の市場がガラ空きなのはお伝えしましたが、ではなぜこの副業、せ

どりが盛んな時代なのに「カメラ」の市場はガラ空きなのでしょうか？ 

 

それはカメラという商材が、 

・なんだか難しそう 

・売れるとは思わない 

・仕入れ資金が高そう 

といった誤解が障壁となり未だに参入者が少ない市場と言えるでしょう。 

たしかにカメラの中には数百万するような商品もあるのですが、そのような商

品はごく一部だけで、私たちカメラ転売でメインで扱う商品の価格帯はせいぜ

いが 

１万円～２０万円くらいがメインと思われます。 

それでも仕入れ資金が高い！と感じる方のために今回は 

１万円以下で仕入れできる商品を公開いたします。 
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低価格で仕入れ出来る場所 

以下の商品を低価格で仕入れ出来る場所は 

・ヤフオク 

・中古カメラ屋さん 

・リサイクルショップ 

・ジモティ 

など 

その中でも、今回誰もがネット上で効率よく仕入れが可能なヤフオク！ 

を対象にご案内します。 

 

 

ヤフオクで仕入れて、ヤフオクで販売することで利益が取れますので 

一度チャレンジしてみてくださいね！ 
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定価格で高利益を狙える商品５選！ 

 

１）CANON FD 50mm 1:1.8 S.C. 

 

この商品はヤフオク上で１円で落札されています。実際の支払いにはたいてい

６００円から８００円程度の送料が必要になりますので、仕入れ金額として 

１０００円でお釣りがくるイメージです。 

 

ではこの商品を我々のようなカメラ転売ヤーが上手に販売するとどうなるでし

ょうか？ 

 

はい、このように４８８０円で販売が可能です。 

片方はなぜ、1 円という激安で安く落とされて、片方はなぜ高く売れるのか？に

ついては後述します。 

これ１個で３５００円程度の利益が見込めます。 

 

３５００円という利益金額が高いか、安いと感じるか？は人それぞれでしょう

けど、会社員のお給料で３５００円あげようと思えばどれだけの頑張りをしな

いといけないでしょうか？そう考えるとすごくないですか？ 

 

これくらいの価格帯ならおこずかい程度でも気軽に取り組めるのではないでし

ょうか？ 
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２）CANON NEW FD 50mm F2 

 

こちらは３００円で落札されていますね 

それではこれをプロが転売するとどうなるでしょうか？ 

 

 

 

はい、こちらも４０００円超えで売れています！ 

次々見ていきます。 

 

 

３）CANON NEW FD 135mm F2.8 
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４)CANON FD 28mm F2 S.S.C 

 

 

 

 

 

 

この商品なんかは１撃で利益１万円以上取れていますね！ 

 

５）CANON NEW FD 35mm F2 

 

 

 

 

 

はい、これも５倍くらいの価格差で一撃利益１万円以上が取れるこ

とが分かると思います。 
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価格差が発生する理由 

【中古品の特性】 

それではなぜ、同じヤフオク上で同じ商品に価格差が発生し利益が出てくるの

でしょうか？ 

それが新品商品には無い！ 

「中古商品」ならではの【価値観の差】なのです。 

先ほどご紹介した商品は主に１９７０年代に発売され、すでに製造から４０年

ほどの年月を経たアンティーク的な要素を持っています。 

 

アンティークというのはご存知のように 

価値を感じない人からすると「ただの不用品」ですし、家に置いておくだけで

邪魔に感じる人もおられる「ゴミ同然」の場合があるのです。 

 

ですが、それと同時に今でも古い時代のカメラを愛するファンがおられますの

で、そのような方からすると現代に現存する「貴重なお宝」という価値観があ

るのです。 

 

【タイミングの差】 

またヤフオクはアマゾンとは違いオークションという仕組みがありますから 

欲しい人がオークションを見ているタイミングと、見ていないタイミングがあ

りますから、不用品は要らない、と処分する人しかいないタイミングでは安く

落札されますし、このときが仕入れとしては絶好のタイミングとなり 

 

また逆にマニア層の方が見ておられるタイミングになると予想もつかない高値

で売れることがあるのです。不用品価格で仕入れてお宝価格で販売することも

可能なのがカメラ転売の面白いところでもあります。 
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素人とプロの差 

 

アマゾンを利用したせどりとは異なりカメラ転売の場合、お客様は主に 

カメラ好き、写真を撮ることが好きな方となります。 

ですので、出品写真も下手な人よりうまい人から購入したくなる！ 

という現象が起きますので、気軽に不用品販売をしている素人さんとプロとで

は価格に差が出ることが多く、それが利益につながるのです。 

 

競争相手が少ない 

また先ほどご紹介した商品は、現在流通している商品とは扱い方が異なり 

プロ転売ヤーでも「操作方法」を知らない人も意外と多く、なんとなく面倒く

さそう、という考えから「仕入れ対象」から外している人がとても多い機種で

あり、先ほどの事例のように安く仕入れることが可能なのです。 

また、操作方法が現行機種と異なることから 

「あれ？故障してる！」 

と勘違いする人も多く、安値でほりだしたり、勘違いで「ジャンク品」扱いす

る人もおられ、それも利益が出やすい要因となっています。 

 

また、カメラ転売ヤーの多くは最低でも１品５０００円～１万円の利益が取れ

ないと作業効率の観点から仕入れをしようとしないために、先ほどの価格帯の

商品はスルーする傾向にあります。 

 

事実、私はこの業界５年目になり従業員も３年はカメラ転売をしていますが、

先ほどの商品をあえて仕入れることはありません。 

初心者の頃に２回ほど仕入れたくらいで、あとはスルーし続けています。 

 

それでは次に先ほどの商品「ＦＤレンズの操作」について動画で見てみましょ

う。多くのプロ転売ヤーでも知らない人が多いので、これをマスターすること

で、早速仕入れて利益を出すことが可能です。 
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 FDレンズの絞り羽開き方動画 

 

上の画像をクリックすると YOUTUBE に飛びます。 

 

この絞り羽の動かし方がわからず、「ジャンク品」として出品する人が意外

と多いです。 

それを仕入れて正常に動作することがわかれば、 

故障品価格で仕入れて正常品価格で販売できるので 

簡単に利益が取れるようになります。 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/k-zi7B2_wCU
https://youtu.be/k-zi7B2_wCU
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仕入れ・検品時の３つの注意点 

・動作するか？ 

・外観のキズの状態は？ 

・レンズの状態、キズ、カビ、クモリ、ゴミ 

 

１・動作するのか？ 

今回お伝えした「FD レンズ」は現行機種のデジタル（電子接点）のものではな

く、「電気信号」を一切使わないマニュアルレンズとなっています。 

ですので、電子基板があるわけではないので、故障しにくい機種になっていま

す。例）電卓は電子機械なので故障しますが、そろばんは故障しませんよね！？ 

 

なのでマニュアルレンズの動作は 

・動画の絞り羽とピントを合わせるために回すリング 

が左右にスムーズに動くかどうか？ 
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２．外観のキズはどうか？ 

外観に使用感が少なければその分高く売れますし 

へこみやキズがあると、その分売れる価格が安くなる可能性があがります。 

特にレンズのガラス部分のキズは写真写りに影響が出るので気を付けてください。 

 

 

３．カビクモリレンズの状態 

 

レンズにカビやくもりがあると写真写りに影響が出る場合があるので 

敬遠されがちです。 

ですが素人さんでは何がカビで何が曇りか？ 

わからない方もおられるので一例ですが画像を載せておきます。 

 

中には顕微鏡で見ないとわからない程度のものもありますが 

それくらいなら売れる価格には影響がないので心配せずに仕入れていきます。 
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カビの例 

 

 

クモリの例 左正常 右 大クモリ 
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これくらい３つのポイントがわかれば OK です！かんたんですね！ 

こういった点に注意して仕入れと検品をして稼いでいきましょう！ 

 

まとめ 

 

 

今回は１万円以下で仕入れできる商品を解説しましたがいかがでしたか？ 

これ以外にも低価格で高利益を生み出せる商品はたくさん存在します。 

 

新品せどりとは違い、カメラにおける中古品はこのように「価格競争」という

概念が無く、全ての商品において「プレ値」で販売する感覚となります。 

 

不要と感じる、もしくは価値が少ないと感じる人から安く仕入れて 

価値を感じる人に高値で販売できる！ 

 

そして、４０年５０年も前の商品が延々と未だに繰り返し売れ続け、 

利益を生み出すことから、「新しい商品を探す」という 

リサーチ地獄から解放されるのがカメラ転売なのです。 

去年売れたものが今年は売れない！ 

また新しく売れるアイテムを探さなくてはいけない！ 

稼ぎ続ける限り一生リサーチをし続けなくてはいけない！ 

そういったことと「無縁」なのがカメラ転売です！ 

ぜひ、この参入者の少ないエメラルドオーシャンの中古カメラ市場で 

アマゾンの規約変更におびえることなく安定した利益を得続けてくださいね！ 
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おまけ 

１０００円で仕入れて１円から出品し３日後に１万円の利益が出た例 
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 著者について 

 

＝＝＝＝発行者情報＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■発行者 サトシ 

■連絡先： m4g17p226+camera@gmail.com 

■副業起業大学 HP http://fukugyokigyou.com/univ/ 

■カメラ転売ブログ： http://camerasaikou.com/ 

■林 知史公式 HP: http://hayashisatoshi.com/ 

■facebook： https://www.facebook.com/hayashisatoshi68 

メッセージ不要でお気軽に友達申請してくださいね 

（名前や顔写真のない人はスパムとみなしてお断りします） 

■【成功者続出カメラ転売無料メルマガ】 

https://gold-clover.net/p/r/qLDRonPP 

※このレポートをダウンロードされた方は 

「カメラ転売で年収１０００万稼ぐ無料メルマガ」に代理登録されます 

mailto:m4g17p226+camera@gmail.com
http://fukugyokigyou.com/univ/
http://camerasaikou.com/
http://hayashisatoshi.com/
https://www.facebook.com/hayashisatoshi68
https://gold-clover.net/p/r/qLDRonPP
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