
おしゃれになって、モテるようになり、性格が明るくなっていく。
ポジティブ思考になって、どんどん人生が上向いて変わっていく。
利益率が半端なく、ライバル皆無でホクホクになる特別なせどり

があるんですが、あなたは知りたいですか？

夫婦でせどり 秘書せどらー おけいちゃんです。

数年前、若かりし頃のわたしは、
ヤフーオークションで自分の服を売ってみたことは
ありました。

着なくなった服がメインでしたが、

もしかしたら、【アパレルブランド】なら、
安く買って高く売ることが出来るかも。

そう思いはじめて仕入れたのが
お正月のデパートに並ぶ福袋でした。

それから数年経ち、夫婦で古本せどりをするようになりました。

そんな2016年6月末、

【ある女性せどらー】と出会ったわたしは、
アパレルせどりを実践することになりました。

【ある女性せどらー】とは

セドリーナV 愛野 まゆこさん

アパレルのレポートをたくさん出していて

アパレルせどりの女性せどらーのリーダーの

まゆさんからコンサルを受けるというご縁を
頂くことになったのです。

わからないところは、まゆさんに教えて頂きながら、

ヤフオクではなく

【メルカリ】でのアパレルせどりがはじまりました。

古本せどりでISBN番号でリサーチして、
モノレートをチェックする

そういうせどりに慣れてしまっていたので、

うまくキーワード検索でお宝を見つけることなんて
出来るのかなと不安でした。

まずはやってみないと気がすまない性格の私は、

とにかくブックオフバザールに下見に行くことにしました。



そして、まずは得意のレディースを物色。
主にブランドチェックです！

うー！！！楽しい！！

最近服を見に行ってなかったから
余計に楽しかったのですー！！

ストレス発散になったのにびっくり♪

楽しみながら「せどり」が出来ました。

下見だったにも関わらず、
これはいけそう！という商品を手に帰宅しました。

そして後日、いよいよ
まゆさんの仕入れ同行の日！

一緒に再度ブックオフバザールに参戦！

ものすごい数の洋服がひしめき合う店頭！！

もうお宝探しのようにワクワクドキドキして、楽しく仕入れが出
来ました。

広い店内を目を輝かせながらウロウロ。

テンション上がりまくります！！そして買い物かごにはあふれる
ほどの商品！

男性の方はせどりにくかったら

パートナーと一緒にせどりしてみませんか？

アパレルせどりはレディースが美味しいですが、女性と一緒に
仕入れするのがオススメです。

ブックオフバザールには、

キッズ、メンズなどのジャンルももちろんたくさんあります
から、一緒に見ていくといいですね。

こんなに仕入れが出来て、資金はたったの

2,300円！！

1枚約200円という低資金での仕入れが可能なのです。

まゆさんと記念撮影♪

でももしかしたら男性は恥ずかしくて
レディース仕入れは無理？

そんな参入障壁は簡単に壊れます。

既出のどんなノウハウよりも低資金＆高利益



実はわたしは、【店舗せどり】が苦手でした。

それは人の目や店員さんの目が気になるのと、

スマホでのリサーチがあまり得意でないからです。

そこには「せどらーらしき人」はどこにもいませんでした。

店員さんのチェックも気になりません。

店舗せどりが苦手だというマインドが
砕け散った瞬間でした

今回はほとんどレディースを仕入れましたが、

メンズを2点ほど。

レディースは自分の好きなものなら、最悪売れなくても着たらいいし。

時期を見て、着たあとに売ればいいので、二度美味しいです。

ではメンズはどうしようかと考えました。

とにかく旦那さんのあるおさんに、あわせてみると

カ ッ コ い い ♪

おしゃれになって別人のようでした。これはモテますね。
（既婚者の場合はご注意を）

 低資金 → 売れなくても着れる

→ おしゃれになる → モテる！！

 高利益 → 資金繰りに困ることがない

→ ポジティブ思考になる

 パートナーと一緒に出来る

→ せどりを理解をしてもらえてハッピーになる

【メリット】はあるけど、
リスクがほとんど見当たりません。

アパレルは、アマゾンで販売するには許可が必要なため

メルカリなどのフリマアプリか

ヤフオクなどのオークションで出品することになります。

ということは・・・

絶対に写真が必要

正直、めんどくさいですが、デメリットを補うほどの

【非 常 に 高 い 利 益 率】

があるのでガンバレます。（後述します）

ブルーオーシャンでせどらーに出会う確率は皆無！

出品がめんどくさい！
そんな幻想にいつまでとらわれてるんですか？



そうは言っても少し面倒ですよね。

でも古本や他の中古の場合でも

検品やラベル剥がしは必要です。

服の場合は、タグに値札がぶらさがっているので、

はさみで切るだけ！

ラクチン♪速攻解決ですね♪

あとは、ヤフオク、メルカリの場合は写真がないとほぼ売れません。

そしてキーワード検索で見てもらえるよう工夫しなければ
見てもらえません。

このあたりをまゆさんにしっかり教えて頂き、

写真を撮り、しっかりと【キーワード】を入れて出品しました。

すると翌日何やらスマホがいつもよりにぎやかでした。

なんと、一昨日の夜に出品した

INDIVIのワイドパンツが売れました♪

送料：クリックポスト164円

1,000円－200円－164円 = 636円利益

636円÷1111円=57％

利益率57％！！！

古本でもなかなかない利益率！！！

このパンツ、もう少し高くでも売れたと思うんですが、

評価を上げる＆売れる！体験
をしてほしいとまゆさんに言われて安く出しました。

でも 利益率57％ ですよ！

他にこんなに簡単に利益の取れるせどりがあるでしょうか。
そして今回売れたパンツには

参考になるコーディネートの写真をプラスしました！

そのあとも、「いいね」や「コメント」もついてスマホが鳴り止むことは
ありませんでした♪

翌日はこちら♪

アンタイトルのワンピース

送料：クリックポスト164円

1,260円－200円－164円 = 896円利益
896円÷1,400円 = 64％

利益率64％！！！

こちらは少し手を加えたことが功を奏しました。

こんな着方したらかわいいよー！とアドバイスも。

まさにアパレルショップの店員さんの営業トークのようですね。

200円→1,111円販売

メルカリ手数料100円

→利益1,000円

200円→1,400円販売

メルカリ手数料140円

→利益1,260円



お次はメンズ
アディダスのジャージ♪

送料：クリックポスト164円

2,700円－500円－164円 = 2,036円利益
2,036円÷3,000円 = 67％

登録後、たったの30分で

利益率67％！

このアディダスジャージのみで

先日の仕入れ金をほとんど全額回収しちゃいました！！

そんなこと言われても、
仕事が店舗の開いてる時間に行けないというあなた。

手持ちの服がありますよね。不要品で結構です。

わたしは13年前に購入したこちらのワンピースの色違い
セットで販売しました。

おけいちゃんはまゆさんに教えてもらったから出来るんでしょう。
初心者の自分には無理！と思われたことと思います。

そうです。ひとりでは出来ませんでした。

どんなに簡単だとは言っても、
やはり売った経験のある人から習うのと

ひとりで実践するのでは売れるスピードが違います。

実際、マイナーブランドは売るのに少し苦労しました。

でも大丈夫！教えてもらった通り

再出品、写真の差し替え、価格の見直し
など、言われたことを素直にきちんと実践したら、ウレマシタ！！

こちらも手持ちの商品のため

仕入れ金0円！

もちろん着用後の
出品なので、

2度以上お得です♪

ここまでアパレルせどりについて解説させて頂きました。
そして長いレターを読んでくれたあなたへ大切なお話があります。

アパレルせどりは仕入れの高い新品せどりなどに比べて、
低資金での仕入れが出来ます。
またツールでのリサーチが出来ないことで、
せどらーの参入障壁が高く、ライバルが少ない。

 他のどんなせどりよりも低資金＆高利益
 パートナーと一緒に楽しく効率的に出来る
 衣食住のトップジャンルで仕入れに困ることは皆無

スペシャルでブルーオーシャンなせどりです。

取り入れるべきなのは間違いないのですが、わたしに何が出来る
ことはないか考えてみました。

アパレルせどりの第一人者まゆさんの直弟子で、

 副業でたったの10日間
 仕入先はたった1店舗
 自宅の不要品のみ

以上のようなありえない条件で、

利益率70％という結果を出した

わたしがあなただけを全力でサポートさせて頂きます！！

500円→3,000円販売

メルカリ手数料300円

→利益2,700円



ビギナーズラック
おけいちゃん愛のコンサルサポートセット

For Apparel 4 Month

アパレルせどりの初心者の方でも簡単に
仕入れから～出品～出荷が出来るよう
マンツーマンサポート致します☆

おけいちゃんはどの情報発信者よりも初心者さんの
気持ちがわかります。

教材販売者より近い立場で、
スクールのサポート期間でもある4ヶ月間、

あなたに徹底的に寄り添います！

①即売れ！出品テンプレート for メルカリ

忙しい毎日の限られた時間での出品は、思ってるよりも
大変なことです。そんな中、出品していかないと売れません。

しかも出品商品説明の文章でキーワードをしっかり書かないと
検索すらされません。

副業で、しかも平日は帰宅後と週末の数時間のみで、

おけいちゃんが実際出品して、

販売実績のあるメルカリ出品商品説明テンプレート
を差し上げます！

教材とは違う観点で、ファッションの最先端都市神戸でセンスを磨い

たおけいちゃんがおしゃれなコーディネート＆セールストークを
伝授いたします。

②究極のスペシャルフォト講座 for メルカリ

メルカリで一番大切なパート。それは【写真】です。
でもその写真を撮るのは、実は至難の技。。。

でも写真が良くなるだけで、売れ行きが全く変わります。

簡単で、購買意欲をそそる写真撮影の魔法の手法
（スマホカメラアプリでの撮影及び加工方法）

をパソコンインストラクターおけいちゃんが、わかりやすく丁寧に
伝授いたします。

③リピート出品サポート for メルカリ

メルカリでテコ入れが必要なパート。それは【再出品】です。
時間がない上に、再出品？それはますます大変！！

高回転で販売するため、ライバルに打ち勝つために

超絶早くて便利な【両刀使い】の秘策を伝授致します。

PCとスマホのハイブリッドで再出品することでガンガン売りましょ～

④おけいちゃんのよろず相談所 for アパレル

未経験のせどりをしていると必ず悩みが出てきます。

ひとりで考えていると、いいアイデアが浮かばず堂々めぐりになって
しまうことも・・・

①から③はもちろんのこと、せどりに関するお悩みやご相談を
何でもお聞きします。

ラインorメールでマンツーマンでコンサルタント致します。
必要時にはSkypeでのコンサルも致します。

あなたのお悩みにおけいちゃんも一緒に寄り添わせて下さい。

☆スペシャル特典☆
先着5名様限定 （教材代実質無料）

⑤おけいちゃんセレクトアパレル商材キット5万円

出品するためには、仕入れ。商品がないと売るにも売れません。
ブックオフバザールでの仕入れがいかに楽で、そして楽しくても、
最初は思うようにいかないかもしれません。

なので、商品はおけいちゃんがご用意します。

売れ筋ブランド（ノーブランドも含む）
即出品出来る商品を出血大サービスにて放出致します♪

しかも【写真】もご用意します。（すべてではなく一部となります）

この季節に即出品出来る、晩夏物、秋物、そして、
おいしい冬物の商品を

なんとなんと！あなたに差し上げちゃいます！

仕入れに行く時間やお金がなくても、とにかく出品するだけで
OK♪

秘書せどらーおけいちゃん限定特典



これだけでもすごいのに、まだまだあります！

実はあるおさんから今回のみ特別なプレゼントがあります。
本気で稼いで欲しいと 願っているからこその極秘特典。

スクール代金即回収！！
⑥あるおプレミアムシークレットコンテンツ

参加してくれた方とおけいちゃんだけの秘密ですが、

ヒントはアパレル相性が良いとでも言っておきましょう。

〇〇〇オフや電脳でも仕入れ出来る、あのジャンルです♪

あるおさんのノウハウを動画やマニュアルで
惜しみなくお伝えします！

Amazonでの販売歴がない初心者さんにも
丁寧にコンサルサポートいたします！

わたしとあるおさんの特典で

即出品が出来て、即利益を回収出来る

スクール代は実質無料！

⑦おけいちゃんの真のアパレルせどりの目

仕入れるものがわからない？
そのお気持ち、本当にわかります。

でも実は稼げる商品って普段の生活の中から簡単に
見つけることができるんです。

そんな目からうろこのびっくり情報方法をファッションの町で
センスを磨いてきたおけいちゃんから伝授します。

⑧おけいちゃんアパレル電脳ツアー（ご予約制）

みんなが知ってるホクホク仕入れが出来るあのサイトでの
電脳仕入れツアーを行います♪

これで店舗に行く時間のない方も安心してアパレルせどりが
出来ます♪

おけいちゃんと一緒にぜひ愛の仕入れしましょう。

⑨永久スカイプ無料券 for アパレル（ご予約制）

稼げるようになるまでアパレルのことは、

なんでもご相談ください。

また別のお悩みも出来る限りご相談に乗ります！

本気で稼いでもらいたい！だからこそ、
おけいちゃんからのスペシャルな特典です



追 伸
辛いときこそ、一歩踏み出すと幸せになれる。

漢字って奥が深いですね。

辛い
幸せ

「辛」という字に横棒を１本足すと「幸」という字になります。

長い人生です。いろいろなことが起こって当然です。
幸せなときもあれば、辛いときもあるでしょう。

たとえ今現在、辛い境遇にあっても、一歩踏み出してみましょう。

一歩踏み出すと一本追加されて、きっと「幸せ」になれます。

【アパレルせどり】は

happinessせどりとなることを確信しています。

アパレルせどりに出会って人生はより良いものに変化しました。

また夫婦でせどりが出来るようになって、
あるおさんという最高のパートナーと毎日幸せに暮らしています。

ケンカも沢山しますが、ふたり仲良くゆっくりとした時間とお金に
余裕も持てて、毎日幸せな時間をすごしてます。

アパレルせどりって本当にすごい力をもっているのに
みんなやらないんです。

めんどくさい、何をみていいかわからない。

そんなの幻想です。

どうか一歩踏み出して幸せになってください。

わからないことは私が全力でサポートします。

アパレルせどりで私、私達が幸せになったように、
これを読んでくれているあなたにも幸せになってもらいたい。

わたしはそのお手伝いを出来ることが何よりの幸せです。

クリック

人生を変えるお手伝いが出来たら幸いです
一緒にがんばりましょう。

ありがとうございました

秘書せどらー おけいちゃん

おけいちゃん限定特典が表示されているか確認して下さい。
すべての特典のお渡しはお盆明けの8月中旬頃となります。

所持金のないカップルが
ラブラブホクホクになって

人生まで変わるアパレルせどり

http://www.infotop.jp/click.php?aid=310972&iid=68447&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=310972&iid=68447&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=310972&iid=68447&pfg=1

