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初心者必須！ 

ゼロから資金を 

ザクザク生み出す 

錬金術！！ 

 
月収 100万円セラーは 

あなたに隠れて全員これをやっている！ 
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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 

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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カメラ転売サトシ 

■はじめに■ 

初めまして。私は副業起業大学のサトシと申します。 

このレポートを手にとっていただきましてありがとうございます。 

是非あなたのお役にたてていただければと思います。 

このレポートと私との出会いがあなたの人生を変えるものとなれば幸いです。 

 

というのも、、、 

私も迷える子羊だった、、、 

当時、私は鮮魚専門店に勤める会社員でした。 

朝は５時から魚の買い付けに出かけ、仕事が終わるのが１９時までの長時間労働。 

さらには上司や部下との人間関係や収入の少なさと将来の不安に思い悩んでいました。 

そう、、、 

ほんの少し前まで私もあなたと同じように収入や人間関係などかかえきれないほどの 

不安や問題、悩みを抱えていた一人だったのです。 

 

 

このまま定年までずっとこの生活を続けると思うと本当にゾッとしました、、、 
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カメラ転売との出会い 

そんな絶望の中ネットサーフィンをして効率よく稼げる副業を探していたのですが 

そこで出会ったのがカメラ転売という中古カメラに特化したせどりです。 

物販は資金が命 

 

カメラ転売は小資金から始めることは可能ですが、 

物販において資金は多ければ多い方が有利に進めることができる 

ということは紛れもない事実です。 

資金量が多いほど、たくさんのカメラやレンズを仕入れることが出来ます。 

つまりたくさんの仕入れができるということはたくさんの利益を稼ぐことができる！ 

ということです。 

 

カメラ転売でカメラ１個当たりの利益が５０００円とか１００００円のというのは 

本当に当たり前のことですから、仕入れれば仕入れるほどオイシイのです。 

さらに少し高額な商品であれば１品売っただけで３万、５万、１０万といった利益を得る

ことも 

全然可能なので、そういった商品を仕入れるためにも資金があった方が絶対に得なわけで

す。 

 

ですので、今回第１章ではカメラ転売やせどりビジネスを行うにあたって 

まず初めにやらなければならない「資金づくり」についてお伝えしていきます。 

現時点で資金が少ない人はもちろん、ある程度資金がある人であったとしても 

やった方がいい理由もありますので是非取り組んでみましょう。 
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不用品販売をやってみましょう 

 

そこで最初の資金つくりに１番におすすめするのが不用品販売です。 

これはカメラ転売ビジネスを始め、ヤフオクを使って商売を行う物販ビジネスでは 

基本中の基本と王道とも呼ばれるはじめの一歩です。 

 

ヤフオクの不用品販売は「商品を出品するだけ」であとは 

落札、売れるのをを待っておけばビジネスとして利益を出すことができます。 

呼び込みをしなくてもフリマに行かなくてもいいですし、お仕事に行っていてもいいので

す。あとは勝手に売れてお金を受け取り配送するだけです。 

 

そういった取り組む難易度という点で、ヤフオクでの不用品販売は他のビジネスに比べ 

圧倒的に簡単なのです。 

 

アマゾンでは家の不用品を売るのはハードルが高いのですが、日本国内のオークションサ

イトとしていまや老舗となり、不用品売買で大きく育ったヤフオクならかんたんに不用品

を売却することが可能です。 
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不用品の販売でやることは？ 

 

①家の不用品を集める 

②ヤフオクのＩＤを作成する 

③ヤフオクに商品を出品する 

 

たったのこれだけです。 

出品の仕方さえ最初に知ってしまえば、あとは片っ端から出品していくだけです。 

「即金性」も非常に高く、売った瞬間に利益になるのも魅力的です。 

 

たかが不用品販売、されど不用品販売 

 

さらに不用品販売には資金つくり以外にも重要なメリットがあります。 

不用品を販売すればお客様のやり取りや発送までの手順も経験することが出来 

ヤフオクＩＤの評価もたまりますので出品ＩＤの信頼性も上がります。 

今後のカメラ転売やせどりビジネスを行う上でも非常にメリットになるという意味でも非

常によいのです。 

 

そしてここからが非常に大事！ 

不用品を出品する際にその商品の相場をオークファンで検索してみると 

※オークファン、、、ヤフオクの過去の落札履歴、物の相場を知れべることが出来るサイト。 
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オークファンはコチラ 

 

 

同じ商品なのに落札価格が全然違って差がある・・・なんてことに気づくかと思います。 

高く落札されているものと低い価格で落札されているもの、、、 

 

これはオークションなのでただのタイミングの問題という場合も 

ありますが、すべてがそうかというと、、、決してそういうわけではありません。 

やはり理由があるのです。 

 

例えば、、、 

商品の傷が目立つ・オークション終了時間が深夜や早朝・画像が暗い・出品説明文が適当 

出品カテゴリが違う、、、などなど価格が上がらない確率が高くなる要素というのはたくさ

ん存在します。  

 

オークファンを見て「なぜ高値で落札されているのか？」を学び 

自分の出品に生かしていくということは今後ビジネスをしていくうえで非常に大切です。 

不用品販売とはいえ、そういったことを考えながらやるかやらないかで今後の展開は 

大きく変わっていくでしょう。 

 

ただし、利益を高く取ろうとして出品してしまうと売れないため、１円出品をおすすめし

ます。 

そこで利益が取れなかったとしても、どうすれば売れるのか、どうすれば利益を最大化で

きるのか考えるための経験や知識をえることができるのでよしとしましょう。 

この考え方や戦略の重要性が理解できる人はカメラ転売をやっても必ずうまくいきます！ 

http://aucfan.com/
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この不用品販売からカメラ転売ビジネス、そして情報販売という流れがビジネスを非常に

展開しやすくステップアップしやすい方法となりますのでぜひトライしてみてください。 

 

そして何より家がすっきり、きれいになりますよ(笑) 

 

 

ヤフオクＩＤの作成方法 

 

カメラ転売に取り組むのであればまずは不用品販売から始めましょうと 

お話してきましたが、肝心のやり方がわからないという方もいらっしゃるでしょう。 

 

そこでヤフオクのアカウントの作り方をお伝えしていきたいと思います。 

非常に簡単ですので説明を見ながらやってみましょう。 

 

下記ＵＲＬよりヤフーのページを開いてください。 

YAHOO! JAPAN: http://www.yahoo.co.jp/ 

 

http://www.yahoo.co.jp/
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開くと下記の画像のページに飛ぶので赤丸の新規取得をクリックしてください。 

 

そうすると下記のページになりますので必要事項を入力し登録してください。 
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登録できたらログインしましょう。 

先ほど登録したＩＤとパスワードを入力します。 

 

ログイン後、トップページ左上のヤフオクをクリックします。 
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次にオークション出品をクリックします。 

 

 

そうするとプレミアム登録のための画面になりますので登録してください。 

 

そうするとプレミアム登録のための画面になりますので登録してください。 

 
 

登録できたら 
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最後に出品者情報を登録しましょう。 

これで完了です。「オークション出品」のボタンより出品が出来るようになります。 

 

リサーチについて 

ヤフオクで不用品を販売するときに 

気になるのは一体いくらで売れるのか？ということでしょう。 

カメラ転売ビジネスをするうえでも商品の価格や相場を知る必要があり、その相場の

幅を利用して利益をとっていきます。これをリサーチと言います。 

 

ですので自分が販売する商品の価格や相場をリサーチする必要があり、そのために

オークファンというサイトを利用します。 

 

オークファン：http://aucfan.com/ 

http://aucfan.com/
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使い方は簡単で検索窓に自分の調べたい商品をいれて検索するだけです。 

基本的には「メーカー名 商品名 型番」を入力して検索し、さらに絞れるようであれ

ば絞っていきます。 

 

この検索キーワードにおいてもいれるキーワードによって全然商品履歴が出てこなか

ったり 

全然違う商品までたくさん出てきたりする場合もあるので、ここもいろいろ考えながら

入力してみるといいでしょう。 

 

そして、先ほども少し述べましたが、オークファンを使うことによって過去のオークショ

ンの落札相場がわかるためそれを参考に出品すれば自分の商品が少しでも高く売れ

るようにいろんな工夫が出来ますし少しでも高値での販売を図ることが出来ます。 

 

高く売れている商品の出品方法を真似したり、安く落札されている商品はなぜダメな

のかを 
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出品履歴から読み取り今後のカメラ転売ビジネスを行っていくうえでのヒントを得てみ

ましょう。 

不用品販売の実例 

ここでは実際にどんなものがお金に変わるのか？見てみましょう。 

古雑誌 

 

 

古い雑誌でもマニアが買ってくれる場合もあるんですよね 
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ラジカセ 

 

 

 

ラジカセなんて割と押し入れに捨てずにあるのでは？ 
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空きビン 

 

 

空きビンなんて普通の人はゴミとして捨てるでしょうね！ 

この他にも空き缶も価値があるものがありますよ！ 
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ビックリマンシール 

 

筋肉マン消しゴム 
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欄間 

 

古銭 

 

家の倉庫にある、という人が意外と多いようです。 
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松ぼっくり・どんぐり 

 

 

家の中にはないかもしれませんが、このように落ちているものでもヤフオクに出品すれば

お金になるものがたくさんあります。 

他にもいろいろあるので家の不用品をオークファンで調べてみてくださいね！ 
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 １円出品について 

さきほど、ちらっと不用品を出品するときは１円出品してみましょう！なんていいました

が・・・ 

例えば、あなたの出品したい商品が何万円も出して買った商品だったとしたら、、、 

１円で出品するのは勇気がいるんじゃないでしょうか？ 

 

なのでまずはオークファンであなたの商品の落札相場を見てみましょう。 

で、出てきたその商品の入札件数に注目してみてください。 

 

もしこの入札件数が１０件とか２０件入っていて金額がある程度ついているものなら 

それは１円で出品しても競り上がる確率の高い商品です。 

つまり世間の需要がある商品ということです。 

恐れずに１円で出品してみましょう。 

 

しかし入札件数が１件とか 2,3件の商品ついては 1円出品ではなかなか価格が上がらない 

可能性があります。 

1件で落札価格が 1円とかで 10円とかで落札されているものが多い商品に関しては 

そもそもその商品自体に現在の需要としては価値があまりないということです。 

そういった商品に関しては、相場の真ん中か少し低めで設定した金額で出品しておくとい

いかもしれませんね。 

その際は、高値で売れている商品をできるだけ真似してくださいね。 

 

だけどあくまで不用品の出品ですので、利益をそこまでは求めてはいけません。 

せっかく買ったものだから 

できるだけ高く売りたい・・・と思う方もおられることでしょう。 

 

だけど利益を出そうとして、 
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なかなか売れない、、、 

資金が増えない、 

不用品を処分できない、、、 

ということになってしまっては時間がもったいないのです！ 

この不用品販売は単発的に月収１０万円は達成できても 

３０万円や１００万円を継続して稼ぎ続けることはできません。 

もちろん方法はいくつかはありますが、あくまで今回はカメラ転売をするためのステップ

です。 

 

なので、そこに無理して時間を消費してしまうことは長期的な目線で見るとマイナスです。 

ビジネスにおいて大事なのはスピードですので不用品販売はさっさと終わらせてカメラ転

売に移っていきましょうね。 

 

だから、別に安い価格だったとしてもお金が手に入ればそれでいい・・・ 

要らないものを全て出品して、スッキリしてカメラ転売を始めよう！  

もし高く売れたらラッキー！くらいに思って取り組むことをおすすめします。 

 

あなたがいま現時点で目指すべき目標は 

カメラ転売ビジネスに早く移って大きく稼いでいくということを忘れないでください。 

 

それでは第 1章はここまでです。 

つぎは第 2章でお会いしましょう。 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。 

 

To Be Continued・・・ 
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 発行者情報 

 

＝＝＝＝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 
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