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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。 

 

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。 
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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。 

 

そして今回の第 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

ていきます。 
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第１章 アパレルせどり 

そのせどりとは・・・・この章のタイトルの如く 

アパレルせどりです。 

しかも新品ではなく古着です♪ 

は？？今更アパレル？しかも古着？？ って声が聞こえますが、このレポートを 

とにかく最後まで読んでみてください。 

 

そして出品先は、アマゾンではなく 

ヤフオク あるいは メルカリ です。 

 

ますます、今更感が強いって思います（笑）おけいちゃんも実際そう思いましたから。 

ではまず、なぜそう思ったのか、デメリットについて書いてみますね。 
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(1) アパレルせどりのデメリット 

 

① 古着の場合、検品、写真撮影、梱包、出荷がめんどくさい。 

② アマゾンで販売でないので、FBA への納品ができず自己発送となる。 

（こちらについては、外部業者へ委託も可能なので、その限りではありません） 

③ 同じものをリピート販売というせどりではなく、モノレートもないため

難そう。 

 

とまあ、このあたりをおけいちゃんは感じました。 

なぜそう思ったかというと、若かりしころ、自分の不要品をヤフオクで売っていて、 

①のめんどくささにぶつかり、やめてしまいました（笑） 

でも一時期は本格的にやっていて、簡易トルソーがずっと押入れに転がっていました。そ

して、なぜか捨てることが出来ず、未だに置いていました。 

いつか時間を作ってあふれる洋服を、出してお金に変えられたらなと思っていました。 

ということで①の問題は・・・ 

検品や写真撮影、梱包などの時間的な制約がネックになっていることがわかりました。

このことに関しては続きで後述します。 

時代は流れ、スマホの時代になり、ヤフオクもアプリで出品出来るようになりました。 

古本せどりでは何点かヤフオクで出品し、即金で入金になることにも魅力を感じつつ、ア

マゾンでのモノレートにたよるせどりからなかなか脱却できずにいました。 
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そして 3 年前に開始されたフリマアプリのメルカリに注目しました。 

 メルカリの利用者層は、10～40 代ぐらいの女性 

 ヤフオクの利用者層は、30～60 代ぐらいの男性 

（一概には言えませんが一般的にそう言われています。） 

ということを知り、レディーズ中心のわたしは、ヤフオクではなく、メルカリで出品

してみようと思い、再チャレンジすることにしました！ 

 

では、引き続き、②と③のデメリットについて考えてみましょう。 

 

②のアマゾンでの販売ではないため、自己発送になる 

→こちらも①と同じく時間的な制約がネックとなっているので、後述することにします 

 

③のモノレートがないため、難しそう 

→こちらについてはキーワードで検索していくことになります。 

 

③の問題についてはこのレポートでの肝の部分をお話しますので、 

解決します♪どうぞお楽しみに♪ 
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(2) アパレルせどりのメリット 

アパレルせどりのめんどくささについて、前述してきましたが、こちらではメリットにつ

いてお話していきます。 

① めんどくさいと思われているアパレルせどりは、ライバル皆無の

ブルーオーシャン！ 
 

アパレル＝めんどくさいのイメージがあることで、参入障壁が高く、仕入れに行ってもせ

どらーと遭遇することはほぼありません。 

 

ということで、今はやりのせどりと逆行する昔ながらのアパレルせどりは、 

超超ブルーオーシャンなんです。 

 

アパレルせどりでのオススメの仕入先のひとつにブックオフがあります。 

ブックオフと言えば、古本、CD、DVD、トレカ、店によっては、小型家電も置いて

います。 

 

その中でもアパレルのオフハウス、ブックオフバザールなどは大量の衣類であ

ふれかえっていますが、せどらーらしき人は見当たりません。 

 

そして、女性がレディーズを物色していても店員から怪しまれることも皆無です！ 

 

実際、わたしは正直ブックオフでの古本せどりが苦手でした。 

店員とお客さんの目が気になるからです。ですが、アパレルの仕入れをするには、 

 

自分の買い物のように仕入れをすることが出来る！ 

ので、店員の目は気になりません。 
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じゃあ、男性である僕達はどうしたらいいの？？ 疑問ですよね！当然です。 

 

 

話が少し逸れますが、パートナーのいらっしゃる男性せどらーさんは 

 

 

奥さんや彼女にせどりを理解してもらえていますか？ 

 

理解をしてくれていても手伝ってもらえたりしていますか？ 

 

 

 

うちはたまたま、夫婦せどらーですが、 

 

当初わたしもあるおさんの古本せどりに興味がなくブックオフでも、いつも休憩コーナー

でお茶をしながら待っていました。 

 

今はもうなくなってしまいましたね（笑） 

 

電脳を教えてもらってからは、古本せどりを手伝うようになりましたが、店舗は人の目が 

気になって好きになれませんでした。 

 

そして今回、あまり好きではないブックオフの 

ブックオフバザールに仕入れに行きました。その感想は・・・ 

 

 

 

楽しい！ 

かわいい服や知ってるブランドが、いっぱい。 

これなら売れなくても着れる！ 
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そしてなんと言っても一番の魅力は 

 

 

安 い ～～！！！！ 
 

 

こんなにストレスがなくて楽しくてせどりがこの世に存在してたのか～って思いました。 

 

 

なので、男性せどらーのみなさん、ぜひパートナーと一緒に仕入れに行ってみて下さい。 

 

きっとせどりに興味を持ってくれて、目利きで商品を抜いてくれますよ♪ 

 

そしてその先の未来は・・・ 

 

ラブラブ＆ホクホク 

ブルーオーシャンでラブラブホクホクになれるのは、アパレルせどりです。 

 

 

少し話が戻りますが、デメリットの 

 

 

古着の場合、検品、写真撮影、梱包、出荷がめんどくさい。 

アマゾンで販売でないので、FBA への納品ができず自己発送となる。 

（こちらについては、外部業者へ委託も可能なので、その限りではありません） 

アマゾンに出品する際でも、古本ならラベル剥がし、検品、出品登録 FBA へのラ

ベル貼り、ダンボールでの出荷これだけは発生しますよね？ 
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＜ラベル剥がし＞ 

→アパレルの場合はタグにぶら下がっている値札に貼り付けられているので、ハサミ

で切れば OK。特にめんどくささはありません。 

というよりラベル剥がしよりは簡単です。 

 

 

＜検品＞ 

→古本の場合も、汚れ、オレ、スレ、書き込み、帯のあるなしなど、それなりにたく

さんあります。 

アパレルの場合も汚れ、毛玉、付属品のあるなしなど、ほぼ同じで特別めんどくさい

ということはありません。 

 

＜写真撮影・梱包・出荷＞ 

→このあたりは、アマゾンでは必須ではないので、手間な部分になりますが、前述し

た仕入れ金額の安さ！でカバーできるのではないでしょうか。 

この部分に関しては慣れもかなりあるので、そこまで問題ないと思われます。 

 

では引き続き、メリットについてお話していきますね。 

 

 

② アパレルは仕入れに困ることない、低資金高利益率のせどり！  

ブックオフバザールでも、ブックオフと同じく「ところてん」された商品が転がって

います。ノーブランドコーナーにもブランド品が混じっていて、オール 200 円コーナ

ーでも十分仕入れが出来ます。 

 

デメリットにあった 

同じものをリピート販売というせどりではなく、モノレートもないため

難そう。 
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アパレル（特にレディース）市場の商品ってものすごい数の商品が流通されています

よね？ 

衣食住の「衣」で一番上に来ていますし、今の日本経済は女性が買い物をすることに

より回っていると言われています。 

ということは仕入れに困ることはないのです。 

モノレートに頼ってリピート販売しなくても売れる商品はたくさんあるのです。 

いかがでしょうか？デメリットは 3 つとも解決してしまいましたよね。 

 

ではここから、ある着目すべき点についてお話していきます。 

レディースでもなんでもかんでも売れるわけではありません。 

特に初心者のうちはある地域のブランドをリサーチしていくと失敗がありません。 

それはファッションの町 

神 戸 ブ ラ ン ド 

今回は主に神戸のアパレル企業「ワールド」から販売されているブランドの実績をご

紹介します。 
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第２章 ある地域のブランド 

アンタイトル Untitled 
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昔からあるアンタイトルですが、安定的に人気があります。 

おけいちゃんもブックオフで 200 円→1,400円で売りました。 
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リフレクト Refrect 
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リフレクトは 30 代以降のミセス向けブランドですが、主婦に人気があります。 
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チェスティ（Chesty） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワールドではないですが、姉妹でプロデュースしている元読者モデルのブランドです。 

数量限定の商品が多いので、見つけたら即買いです。高く売れます♪ 
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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 
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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はじめてのレポートだったので、回りくどくなったかもしれません。 

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あり、一度原点に返って

せどりをしてみようと考えました。 

今回はヤフオクではなく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。 

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、一生懸命書

かせて頂きました。 

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。 

バックナンバーもご用意しています。 

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ので、よろしければご登録下さい。 
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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 

 

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 
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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 
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■発行者情報■ 

発行責任者：夫婦でせどり 秘書せどら～ おけいちゃん 

 

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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