
初心者必見！

せどりを始める為の準備方法

せどりサーファー

ゴードン



■著作権について

本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。

本冊子の著作権は、発行者にあります。

本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。

■使用許諾契約書

本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行者(以下、乙と称す)との間

で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封することにより、甲はこの契約に同意した

ことになります。

第1条 本契約の目的：

乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲が非独占的に使用する権利

を承諾するものです。

第2条 禁止事項：

本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本冊子から得た情報を、

乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メディアによる配信等により

一般公開することを禁じます。特に当ファイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は、

自らの事業、所属する会社および関連組織においてのみ本冊子に含まれる情報を使用できる

ものとします。

第3条 損害賠償：

甲が本契約の第２条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、違約金が発生する場

合がございますのでご注意ください。

第4条 契約の解除：

甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書を解除することができ

るものとします。

第5条 責任の範囲：

本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が生じたとしても一切

の責任を負いません。



初めまして、ゴードンと申します。

年齢　31歳

現在　ニート中　

趣味　サーフィン　ネットビジネス（どちらも本気！）

副業でネットビジネスの「せどり」をしてコツコツ稼いでいます。

最近の実績です。

　↓↓↓

月に10万円前後の利益を出せるようになりました。



ブログもやっています。

コチラ

↓↓↓

詐欺被害にあった、せどりサーファー　ゴードンのブログ

http://surfing.jpn.com/

メルマガです。

せどりサーファー　ゴードンのメルマガ通信
↓↓↓

http://v5form.jp/IMG/fr/gord/6zEx7D

プロフィールも書いています。

よろしければ見て下さい。

コチラ

↓↓↓

http://surfing.jpn.com/article/85856458.html



目次
銀行口座..............................................................................................................................................6
クレジットカード.....................................................................................................................................7
携帯電話（ガラケー orスマホ）............................................................................................................9
梱包資材・ダンボール箱...................................................................................................................10
せどりの経費.......................................................................................................................................11



今回のレポートは、せどりを始める為に必要な事をまとめてみました。

銀行口座

売り上げを振り込んでもらう為の口座が必要となります。

ネットビジネスを始めると同時に、ネット銀行の口座開設を

することをお勧めします。

楽天銀行・ジャパンネット銀行が有名です。

僕はどちらの口座も持っています。

☆楽天銀行

☆ジャパンネット銀行

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BW9SF+EEKLGA+74E+6A4FM
https://login.japannetbank.co.jp/cgi-bin/NBPFAF01?__gid=0000&__type=0003&__sid=00000&__fid=NBGAF120&B_ID=1&__uid=0000&SikibetuId=2009000005
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2BW9SF+EEKLGA+74E+6A4FM
https://login.japannetbank.co.jp/cgi-bin/NBPFAF01?__gid=0000&__type=0003&__sid=00000&__fid=NBGAF120&B_ID=1&__uid=0000&SikibetuId=2009000005


クレジットカード

Amazonマーケットプレイスを利用する際は、クレジットカードを

持っている事が利用条件となっています。

必ず作っておきましょう。

あと、仕入れの際もクレジットカードで支払いをしていくと便利です。

支払いが翌月になるのでその前に利益が出てしまえば資金の回転がとても楽になります。

ハピタスというポイントサイトから提携することをお勧めします。

☆ハピタス

https://m.hapitas.jp/register?i=20189053
https://m.hapitas.jp/register?i=20189053


パソコン＆ネット環境

「せどり」を始める際に、

パソコンとインターネットは必要不可欠です。

Amazonやヤフオクのサービスを使用する際に、必須となります。

「せどり」だけではなくネットビジネス全般を始めるにあたって

この環境だけは整えてください。



携帯電話（ガラケー orスマホ）

携帯電話は、仕入れの際に現地で相場を調べるのに必要となります。

コレがないと実践は不可能に近いです。

必ず用意してください。



梱包資材・ダンボール箱

「せどり」を実践する為には、必ず梱包が必要です。

商品が売れた時の発送や、FBA（フルフィルメント　バイ　アマゾンの略）という

Amazonのサービスを使用する際に必要となります。

＊FBAとは、アマゾンの倉庫に出品した商品を保管してもらい、

売れると、梱包・発送をアマゾンの方ですべて行ってくれるという

サービスです。

仕入れた商品をAmazonn倉庫に送るだけで、あとはすべてやってくれるので

とても楽です。

少し手数料は掛かりますが、それだけの価値があると思うので

利用する事をお勧めします。



せどりの経費

「せどり」というビジネスは、安く仕入れて、高く売るという至ってシンプルなビジネスですが

仕入れるということは、資金を使う、いわゆる投資です。

なので、始める為の資金は絶対に必要です。

■仕入れ代

まずせどりで初めて仕入れをするなら、ブックオフの 105円コーナーで

仕入れをすると良いでしょう。

105円だと定価との差額が大きい商品が多い為、利益の出る商品が結構な割合で見つかります。

僕も、最初に始めた時は 105円からの仕入れで利益を上げてました。

10％OFFクーポンや 20％OFFセールなど、安く仕入れができます。

■梱包資材・ダンボール代

商品の発送する際に梱包する為の資材が必要となります。

封筒、テープ、緩衝材、プチプチ、など

100円均一で、購入すると良いでしょう。

まとめて購入するなら、ホームセンターの方が安価だと思います。

ダンボールは、近くのスーパーなどでタダもらって来ると良いです。

僕は、近くのドラッグストアーでお菓子の箱をもらってきて発送しています。

スーパーだと汚れているものがあるので、あまりお勧めはしません。



■携帯のツール代

相場を調べる、携帯ツール代です。

もちろん有料のツールが良いですが、

無料でも優秀なツールがあります。

僕のお勧めは、「せどりすと」です。

コレ、無料です。

Amazonの平均ランキングがわかるアマショウと

連動しているので、とっても使いやすいです。

カメラ機能でバーコードの読み取りも出来るので、

検索スピードも問題無いです。

むしろ速いです。

僕も最初は「せどりすと」で、月に 3万以上の利益を

上げる事ができました。

一つだけ難点があります。

それは電池の消耗が早いということです。

カメラ機能を使っているのでしょうがないですけど・・・

持って 2～3時間ですね。

有料のお勧めツールは、「せどり風神」です。

使った感想は、もう「圧巻！」の一言です。

とにかく速いです。

http://www.infotop.jp/click.php?aid=264043&iid=52326
https://itunes.apple.com/jp/app/sedorisuto/id497296369?mt=8


■パケット定額（必須！）

検索するのにネット接続が必要になりますので、

パケット定額にしていることが大事です。

月額 5000円前後ですかね。

必ず契約してから実践して下さい。

料金が大変な事になります。

出来ればあった方がいい物



■プリンター

納品書の印刷、FBAに発送する際に箱に貼る配送ラベルの印刷

商品の管理ラベルの印刷などに必要となります。

■バーコードリーダー

せどりの間ではビームと言われています。

商品の相場を調べる際に、いくつかの方法があります。

1、商品名で検索。

2、ISBNなどの商品コードを手入力で検索。

3、カメラでバーコードを読み取り検索。

4、バーコードリーダー（ビーム）で検索。

この方法が通常の相場の調べ方なのですが、

1～4の順番でスピードが違ってきます。

細かく説明しますと。

・商品名と商品コードだと、2倍くらいの差があります。

・商品コードとカメラ読み取りだと、3倍くらいの差があります。

・カメラとビームだと、3倍～5倍くらいの差があります。

僕の体感ではですけどね（＾＾）

つまり、



ビームめちゃくちゃ速いです。

せどりは、検索できる数が多いほど利益が上がるので

ビームは手に入れたいところですね☆

以下参照

一番安くて良質なビームです。

MS910

稼いでる「せどらー」のほとんどがコレを使っています。

高いですけど、圧倒的な高性能です。

KDC200

http://amzn.to/1gl3w0F
http://amzn.to/1gre5Sh


以上で、本レポートは終了です。

お疲れ様です。

これから、せどりを始める方にとって、役立てて頂ければ幸いです。

自分で稼げる能力を身につけると、ホントに楽しくなりますよ☆

ぜひ、これからネットビジネスに参入する、あなたに挫折をしてほしくないので

これからも役に立つレポートを製作していきます。

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

失礼しました。

質問などがあれば、気軽にメールください。

コチラから

↓↓↓

http://surfing.jpn.com/article/87516396.html

もし良かったら過去のレポートも見てください。

　

過去のレポート

調子に乗ってヤフオクで仕入れた商品が○○品だった！？

http://sufin.sakura.ne.jp/sblo_files/surfin/image/sippai-8347e.pdf

せどりで利益を出す為には・・・
http://sufin.sakura.ne.jp/sblo_files/surfin/image/sedoriderieki.pdf

Ｃｙｆｏｎｓをさくらサーバーにインストールする方法

http://sufin.sakura.ne.jp/sblo_files/surfin/image/cyfonsin.pdf

http://sufin.sakura.ne.jp/sblo_files/surfin/image/cyfonsin.pdf
http://sufin.sakura.ne.jp/sblo_files/surfin/image/sedoriderieki.pdf
http://sufin.sakura.ne.jp/sblo_files/surfin/image/sippai-8347e.pdf
http://surfing.jpn.com/article/87516396.html


名前　ゴードン

年齢　31歳

趣味　ネットビジネス　サーフィン　旅行　娘と遊ぶこと（全部本気or全力）

　

副業でせどりを実践中！!

メインブログ　

詐欺被害にあった、せどりサーファー　ゴードンの逆襲　　

http://surfing.jpn.com/

メルマガ　

http://v5form.jp/IMG/fr/gord/6zEx7D

[プロフィール]

24歳になったばかりのことでした、僕の一番の趣味である

大好きなサーフィンをきっかけにリアル詐欺にあったのです。

いつものように行きなれたサーフポイントで

サーフィンをしていました。

今日も楽しかったなっと思いながら気持ちよく海からあがったときに、

知らない中年のおじさんから声をかけられました。

最初はサーフィンの話で盛り上っがっていました。

すこし溶け込んできたところで、仕事を紹介されました。

その中年のおじさんは一人で会社を

経営している社長だとのことでした。

業務用調理器具のメンテナンスの仕事でした。

内容はそう珍しくないものでした。



技術的な仕事でしたので、弟子として雇われました。

そこで一年間働きました。

その一年間は最初の4ヶ月は仕事があったのですが、

それからちらほらになり、最後の3ヶ月は

ほとんどないに等しい状態でした。

その一年間で、ことごとくお金をだまし取られました。

無人契約機の10万円、仕事で使う車のローン、未払いの給料、

全部あわせて総額 250万円の負債を負わされたのです・・・・

私を騙したおじさんは、消えるようにいなくなりました。

それから音沙汰無く、全く連絡の取れない状態になってしまいました。

弁護士、探偵にも相談しましたが、私には払えない高額なお金が

必要でしたので結局泣き寝入りすることなったのです。

とても悔しい思いをしました。

人が怖くなりました。

まさか自分が人生で詐欺に会うなんて思ってもみなっかったからです。

それから、毎月借金を返済して6年の月日が経ちました。

その間、結婚して、長女が生まれました。

幸せでした。

でも毎月の借金返済、今の仕事の給料もだんだん減ってきたので

お金に困る日々が続きました。

このままだと、一生お金に苦労して生きていくんだと

常に思うようになり不安な日々がばかりでした。

私には夢があります。

それは、新婚旅行でハワイに行きました。貧乏旅行でしたけど、とても

楽しかったです。

このときにハワイに住みたい！！っと心から思うようになりました。

夢は、家族でハワイに行く！です。

もちろんサーフィンも目当てで！



それをどうにか実現したくて、ある日ネットで「ハワイ移住」で

検索して調べていると。

ハワイと日本の二重生活をしている方のブログを発見しました。

どうやってやっているのか気になったので、詳しく調べていった所・・・

ネットビジネスで経済的自由を手に入れたから、

可能だということがわかったのです。　

ホントに目から鱗でした。

それから、ネットビジネスについてひたすら調べました。

私の知っていたネットビジネスは、

オークションと株・FXくらいでしたけど

他にもあることを知ってビックリでした。

最初に知ったのは、「アフィリエイト」でした。

あるアフィリエイターのブログを読んだことがきっかけでした。

そのブログで、「せどり」の事も

詳しく書いていたので早速「せどり」をはじめました。

最初は、さぐりさぐりでしたが徐々に稼げるようになりました。

失敗を繰り返して、少しづつ成功のパターンを掴んできました。

そして、初めてから五ヶ月で月に

10万以上稼ぐことができる様になりました。

自分でもビックリですけどね・・・

ネットビジネスで確実に稼げることがわかったので後はやるだけです！！

そう、夢に向けて

目標があると頑張れますね！

大事です。目標は。夢は。

せどりの実績を生かして、自動化が可能なアフィリエイトにも挑戦していくつもりです。



ココまで読んで頂けたのら、とても嬉しいです！

これからの作成していく無料レポートを最後まで読んで頂いた方には

特典も用意していく予定です。

次回のレポートも楽しみにしててください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

それでは、失礼いたします。

作者　ゴードン

メールアドレス　naminori.gordon04@gmail.com

メールマガジン　http://v5form.jp/IMG/fr/gord/6zEx7D

mailto:naminori.gordon04@gmail.com
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