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■はじめに■ 
はじめまして。夫婦でせどりを実践している秘書

せどら～のおけいちゃんです。 

だんなさんは堅物エンジニアせどら～のあるお

さんと申します。本せどりの職人です（笑） 

 

第 1弾では、忙しくて時間のない方や主婦の方でも実践可能な 

Google Chromeの拡張機能を利用したリサーチの効率化及び低資金でも

出来る時短せどりと無在庫せどりを紹介しました。 

 

第 2弾では、店舗でも電脳でもオールジャンルでも、アマゾンで販売す

るセラー全員が関係するあることをお伝えしました。 

アマゾンの支払い方法のメリット、デメリットの説明の後、売上増加に

有効な支払い方法であるはずのコンビニ決済を利用した保留テロの回

避方法を説明しました。またアマゾン設定マジックを利用したちょっと

ブラックなネタを披露しています。 

 

第 3弾では、第 2弾と同じく、大切な商品の価値を下げ、大幅に利益を

下げてしまう恐れもある価格競争から、商品を守るためにコンディショ

ンをうまく利用して価格競争に巻き込まれない方法についてお伝えし

ました。 

またツールを使った価格改定、また上下限設定などを利用した価格改定

トリックで自ら相場を調整する方法についてもお伝えしました。 
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第 4弾では、古本せどりでオススメのジャンルや実際にわたしたちが売

った商品で利益の取れた商品をご紹介しています。店舗では安く仕入れ

られますが、電脳もプラスすることをオススメしています。 

 

主に高利益の商品をご紹介させて頂きましたが、少し利益率を落とすと

回転もよくリピート出来る商品はたくさんみつけることが出来ます。実

践済で現在も稼ぎつつけている古本せどりの生きたノウハウをお伝え

しました。 

 

第 5弾では、さらに進化した古本電脳せどりを実践していく上で非常に

便利な書籍横断検索システムブックマークレットという設定について

動画でお伝えしました。しかもとても簡単です。 

 

第 6弾では、第 5 弾の改訂版として 

本せどりで利益の出る商品の見つけ、在庫を簡単に在庫を探す方法を書

籍横断検索システムブックマークレットを使って実際に探していきま

す。その際に中古ではなく新品を探す方法をご紹介しました。 

 

第 7弾では、電脳本せどりでさらにリスクを減らす仕入れ方法をご紹介

していきます。それはずばりお取り置きです。 

直近の店舗あるいは取りにいける範囲の店舗にキープすることにより、

無在庫で販売することができます。仕入れ値の高い新品商品の場合には、

リスクがありません。 

 

第 8弾では、わたしが初めてチャレンジした電脳トレカせどりを実践し

た際に見つけた、初めての方でも出来る効率的な方法についてお伝えし

ていきます。 
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第 9弾では、せどらーの悩みでもある「パートナー」にせどりを理解

してもらえた上に仲良くラブラブになって、そしてホクホクになれる

ブルーオーシャンなせどりをご紹介しました。あるブランドを見るだ

けで OK です。 

 

そして今回の第 10 弾では、アパレルせどりで、大きく稼げるよう差別

化していくために、経験者から盗み出す魔法のトークについて解説い

たします。 
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■第１章■ 
～ウインドウショッピングでのセールストークⅠ～ 

 

対面販売ではない、ネット上でのフリマである「メルカリ」ですが、本

文にセールストークが入っているだけで売れゆきが変わります。 

 

そんなこと言われても・・・服なんて売ったことないし。 

っといった方がほとんどですよね。 

 

ちなみにファッション大好きなおけいちゃんもアルバイトでほんの少

しの販売経験しかありません。 

 

そういうときに一番勉強になるのは、ショッピングです。 

せどりではなく、自分の買い物です。 

 

そしてウインドウショッピングにして下さい。 

買ってはいけません（笑） 

 

ウインドウショッピングでいいので、アパレルブランドショップを回っ

てください。 

 

このブランドはどういうお客さんがターゲット層なのか、テイストなど

を聞いたりすると、メルカリ本文に書くセールストークの良い勉強

になります。 

 

おけいちゃんは自然に「わたしアラフォー卒業生ですがこのブランド

OK ですか？」って聞いたりします。 

せどらーだと怪しまれる？こともなく色々教えてくれます。 
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例えば 10 代～20 代のヤングブランドと思っていたブランドが、親子や

3 世代（おばあちゃんまで）で購入して行かれますよとかしゃべってく

れます。 

 

またそのお店でのお客さんのファッションを見てください。 

 

それだけでも、年代だけでなく、コンサバ系なのか、流行を意識したト

レンド系なのか、主婦向けなのか、ミセス向けなのかテイストがわかっ

てきます。 

あとはデパートや専門店のフロアやエリアで見るとわかりやすいです。 

 

デパートならヤング、トレンド、ミセスなどのフロアに分かれている店

が多く、ターゲットの年齢層がだいたいわかります。 

 

例えば神戸ブランドの「アンタイトル」はトレンドフロアに入っていま

すが、「23 区」はミセスのフロアに入っていることが多いです。 

 

前述のブランドはテイストやデザインは似ていますが、サイズ感が違い

ます。同じ「38」でもアンタイトルと 23 区では少し違います。23 区の

ほうがゆったり作られています。 

 

ですが、メルカリのお客さんは自分の好きなブランドのサイズはだいた

いわかっていますので、必要に応じて実寸を測ればいいと思います。 

 

わたしは質問がきたら実寸を計測してコメントでお返しする程度です。 

 

自分がセールスされて欲しくなった、もしくは誘惑に負けて買ってしま

ったトークを良く覚えておいて下さい。 

 

メルカリのお客さんは遠慮なく値切りますし、基本価格で動きますが、

ステキなセールストークはメルカリのお客さんにも響くはずです。 
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■第２章■ 
～ウインドウショッピングでのセールストークⅡ～ 

 

では実際どんなトークがいいのか、例をあげてみていくことにします。 

相手から見えない、わかっていない情報を伝えるといいと思います。 

相手に寄り添う感じで文章を書くことを心がけましょう。 

 

＜色・柄＞を押したいとき 

 

明るい色のとき（黄色、緑など） 

例文 

今年のトレンドは黄色ですので、おしゃれ度アップ

間違いなしです。 

日本人に肌なじみのいいどんな人にもお似合いに

なる黄色です。 

 

暗い色のとき（グレー、黒など） 

例文 

落ち着いた感じで着こなせて、コーディネートに

失敗することはありません。 

定番色は流行もなく長い間使えるので、おススメ

です。 

 

華やかな柄のとき 

例文 

小花柄の華やかなインナーになります。1 枚で着るのは

もちろん、シャツやジャケットのインナーのチラ見せも

とてもステキです。 
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＜素材＞を押したい時 

 

天然素材 100％（綿、麻、ウール、シルクなど） 

 

例文 

 自然のお素材を使っているので、着心地抜群です。 

 天然素材ならではの、風合いの良さがあります。 

 

 

 

混紡（合成繊維など） 

 

例文 

 少しポリウレタンが入っていることによりほど

よいストレッチがきいています。 

 洗濯も楽で、シワになりにくく、アイロンいら

ず！お手入れが簡単です。 
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■おわりに■ 
 

いかがでしたでしょうか。 

 

アパレルせどりについての第 2 弾のレポートとなりました。 

私のせどりのはじまりがヤフオクでの自分の服の処分だったこともき

っかけで、最近ではアパレルせどりをメインに取り入れています。 

 

前回同様メルカリでのレディースアパレルせどりのレポートを書かせ

て頂きました。 

アパレルは着なくなった服を売ることからはじめて頂けますし、 

仕入れ金も安く、初心者の方も比較的簡単に出来るせどりだと思ってお

ります。 

 

また中級者の方で、アマゾンだけに依存するせどりではなく、リスクを

分散するにもメルカリでのアパレルせどりは、皆様のせどりライフにも

有効ではないかと考えております。 

 

今回はメルカリでさらに早く高く売るための、隠し味的なノウハウにつ

いて書かせて頂きました。全く難しくありませんし、むしろ楽しいので、

ぜひ実践してみてください。 

 

メルマガでは、時間のない副業の方や初心者の方を対象に、 

最近はアパレルがメインですが、古本せどりおよび電脳せどりの効率化

など有益な情報を配信しています。レポートでは書ききれない有益な情

報を配信しています。 

 

バックナンバーもご用意していますし、最近情報発信に関するメルマガ

もはじめました。よろしければご登録下さい。 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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メールアドレス：okeichan233@gmail.com 

このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください♪ 

 

メインブログ：「夫婦でせどり 秘書せどら～ おけいちゃんのブログ」 

http://okeichan3.xsrv.jp/ 

秘書をしながら、夫婦でせどりを実践するアラフォー卒業生おけいち

ゃんの奮闘記 

 

メルマガ：「夫婦でせどり 秘書せどら～ おけいちゃんの奮闘記」 

https://canyon-ex.jp/fx20259/1 

毎日のせどり日記を中心に発信しています。 

堅物エンジニアせどら～のあるおさんも登場します。 
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■無料レポート紹介■ 
お忙しくて時間のない方でも実践できる内容を発信できるよう日々努

力しております。よかったらお読みください♪ 

 

第 1弾レポート♪ 

ライバル皆無のガラ空き地帯を遂に発見～！！ 

無在庫、低資金で初心者でも楽勝～30万円の〇〇せどり！ 

稼げるジャンルまで大暴露しちゃいます！秘書せどら～ おけいちゃん 

第 2弾レポート♪ 

恐怖！アマゾン〇〇テロであなたの在庫が凍結される危険が！！ 

でもこれさえあれば、回避できちゃいます♪自分の身は自分で守らなきゃね。そ

してアマゾン設定マジックを利用したちょっとブラックなネタも披露しちゃいま

す～ 秘書せどら～おけいちゃん 

第 3弾レポート♪ 

まるで、あやつり人形！？ライバルが勝手に価格を上げてくれる衝撃～！相手の

価格すら自在に操作する価格改定トリックを遂に公開！ 

〇〇〇〇〇〇〇を変えるだけで、価格競争から抜け出せます！ 

秘書せどら～おけいちゃん 

 

第 4弾レポート♪ 

ライバル激減！高利益な○○せどり エピソード 1利益ウマウマ 60%越えも！若い

子が大好きでついつい持ち歩いちゃう３つのジャンルを大解剖！ライバルが突破

できない 4 つの壁を簡単に壊す方法も暴露しちゃいます！！秘書せどら～ おけ

いちゃん 

http://okeichan3.xsrv.jp/report/1st_okeichan_report2.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/1st_okeichan_report2.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/1st_okeichan_report2.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/2nd_okeichan_reort2.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/2nd_okeichan_reort2.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/2nd_okeichan_reort2.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/2nd_okeichan_reort2.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/3rd_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/3rd_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/3rd_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/3rd_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/4th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/4th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/4th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/4th_okeichan_report.pdf
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第５弾レポート♪ 

在庫アルアル！利益ザクザク！笑が止まらずお腹がいたい〜電脳せどらー必須の

あのボタン。見つからないとお悩みのあなた、そんなときはこの秘書にお任せを。

仕事は早く効率的にしましょうね！秘書せどらーおけいちゃん 

 

第 6弾レポート♪ 

改！在庫アルアル！利益ザクザク！笑が止まらずお腹がいたい〜電脳せどらー必

須のあのボタン。中古ばかり見てません？目線を変えたら見えてくるノーリスク

な〇〇せどり。初心者さんも簡単に出来ちゃうんだから。秘書せどらーおけいち

ゃん 

 

第 7弾レポート♪ 

200％ノーリスクな〇〇〇〇〇せどり。セール？中古？ライバル？店員？一切無縁

で優雅にリサーチ♪そんなせどりがあるって知ってました？初心者さんにも簡単

に出来ちゃうんだから！秘書せどらーおけいちゃん 

 

第 8弾レポート♪ 

ライバル皆無でブルーオーシャンな○○○せどり、知ってますか？！知らないか

ら？難しいから？そんな参入障壁をぶち壊す方法をここに一大公開！誰もやって

ない今こそ、初心者さんもどんどん稼いじゃいましょう！秘書せどらーおけいち

ゃん 

 

第 9弾レポート♪ 

所持金が少ないカップルでも低資金でラブラブ＆ホクホクになれる魔法のアレ♡ 

ある地域の◯◯◯ドこそ そんなカップルの救世主！秘書せどらーおけいちゃん 

http://okeichan3.xsrv.jp/report/5th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/5th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/5th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/5th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/5th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/6th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/6th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/6th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/6th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/6th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/7th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/7th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/7th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/8th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/8th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/8th_okeichan_report.pdf
http://okeichan3.xsrv.jp/report/8th_okeichan_report.pdf
http://www.tenbai-tosyokan.jp/search/detail/?book_id=1552&issuer_id=36
http://www.tenbai-tosyokan.jp/search/detail/?book_id=1552&issuer_id=36
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たいあなた！答えはとっても簡単！ 
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秘書せどらーおけいちゃん 
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最後までお読み頂きありがとうございました 

秘書せどらー おけいちゃん 


