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部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規

に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合がありま

す。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに

誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任負わないことをご了承願います。 

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレポートの利用することにより生じたい

かなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことを

ご了承願います。

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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■はじめに■ 

初めまして！レポートをダウンロード

していただき、ありがとうございます。 

爆速高利益せどらーノア

と申します。 

本業以外に複数のキャッシュポイントを増やそうと

思って副業で始めたせどり。 

数か月で本業以上の稼ぎを得ることが出来るようにな

りました。それ以来、せどりの世界でもドップリと浸かって

います。 

せどりと言ってもただ単に同じことをやっていても面白く

ないので今では一撃！高利益！といったレアな商

品をゲットできる方法も探求しています。 

詳しくはこちら→ http://bit.ly/2ohhFVX 

 

http://bit.ly/2ohhFVX
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第１章 全国のおいしい穴場スポット 

全国には、おいしい穴場スポットがございます！ 

はい！それは・・・・ 

フリーマーケットです！ 

フリマとはフリーマーケットの略語です。 

今やフリマと言えば、メルカリ。  

当たり前のようにメルカリで買ったり、売ったりしている

と思いますが、フリマとは外で開催されているフリーマー

ケットが本家本元です。実はおいしい市場なんです。 
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リアル版フリーマーケットには 

お宝品が眠っていることをご存知でしょうか？ 

ほんとにおいしい市場ですよ-------- 

 

 

広告や予告された目当ての商品など、最初から無いの

でライバルなんて不在です。 

そのフリーマーケットでおいしい商品をゲットする

方法を説明していきます。 
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第２章 立ち回りの仕方 

非常にシンプルです。 

一般出品者と業者さんを見分けて 

一般出品者から購入するだけ！ 

 

一般出品者と業者さんは参加目的が違います。 

一般出品者：知人に無料で譲ったり、捨てたりするぐ

らいなら少しでもお金に換えたい。 

業者さん：商売としてお金儲けのために出店している

ので利益を上乗せして売りたい。 

 

全てがこの考えに当てはまるわけではないですが、 

大方、これに当てはまります。 
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そもそものスタンスが違います。 

簡単に言うと、 

一般出品者・・・利益度外視で売りさばきたい。 

業者さん・・・利益重視で投げ売りはしない。 

一般出品者は相場からかけ離れた値付けをしたり、交

渉することにより、値引きの融通がかなり効きます。 

素人なので交渉の駆け引きも慣れていません。 

 

なので、仕入れの対象として 

一般出品者をターゲットにします！ 
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実際の外観イメージ例を紹介します。 

 

↑業者さん 

テントも用意して値札も用意して綺麗に商品を

並べている。 

業者さんは用意周到です。 

このような業者さんは素通りでよいです。 
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↑一般出品者 

テントも用意してなくて、地べたに乱雑に商品

が並べられている。 

いかにも即席でやって来た一般出品者さん。 

簡単に見分けられますよね？ 

一般出品者を狙い撃ちしましょう！ 
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第３章 開催場所の探し方 

(1) 検索エンジンで探す 

開催場所は自分の行けるところを狙って 

〇〇(地域名)＋フリーマーケットで 

ググってみましょう。簡単に見つかります。 

(2) 専用サイトで探す 

他の方法として便利なサイトがあり

ます。 

1) フリマガイド http://furima.fmfm.jp/ 

2) フリーマーケットへ行こう！       

http://www2j.biglobe.ne.jp/~tatuta/  

3) フリーマーケット・フリマの公

式サイト http://www.fleamarket.gr.jp/ 

都会ならどこかで開催されているので毎日、仕入

れに行けます。 

田舎でも土日で開催されていることが多いので、

副業の方には便利ですね。 

 

http://furima.fmfm.jp/
http://www2j.biglobe.ne.jp/~tatuta/
http://www.fleamarket.gr.jp/
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第４章 過去にゲットした商品例 

 

こちらの商品はボッテガ・ヴェネタの財

布（中古）。 

 

表題に挙げました 200 円仕入れで

8500 円の売却。 

 

※最初からこの価格で売っていた訳で

はないので、この価格で買うことができた

カラクリをまとめの章で説明します。 
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こちらの商品はプラダの財布（新品）。

ギャランティカード付。 

 

1000 円仕入れで 12000円の売却。 

 

※最初からこの価格で売っていた訳で

はないので、この価格で買うことができた

カラクリをまとめの章で説明します。 
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スイッチ ニンテンドー 本体（中古）。 

 

15000 円仕入れで 36000 円の売却。 

 

※最初からこの価格で売っていた訳で

はないので、この価格で買うことができた

カラクリをまとめの章で説明します。 
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こちらの商品はミラクルちゅーんず! ミ

ラクルポッド（新品）。 

 

2000 円仕入れで 26000 円の売却。 

 

※最初からこの価格で売っていた訳で

はないので、この価格で買うことができた

カラクリをまとめの章で説明します。 
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第５章 うまく仕入れるコツ 

単刀直入に言うと、 

まとめ買いを匂わせて値引き交渉する！ 

です。 

最終的にまとめ買いして値切ると、1 品あたりの仕入れ

価格を結果的に下げられます。 

まとめ買いの数が多ければ多いほど効果大です。 

 

それから、 

フリーマーケットの運営時間を利用する！ 

です。 

 



利益率 80％超え！200円が 8500円に化ける?ライバル不在だから一撃ゲットは当たり前！  

高利益のお宝商品が眠る市場を素通りしてますよ！～全国のおいしい穴場スポット～ 

 

Copyright (C) 2018 爆速高利益せどらーノア. All Rights Reserved. 
- 17 - 

いくつかのケースに分けて説明します。 

〇開催オープン時の場合 

開催時間前に並ぶことまでしなくてよいですが、オープ

ン時を狙う場合のメリットとして、いち早くおいしい商品を

ゲットできる可能性があります。 

おいしい商品は早く売れてしまうので、売れてしまう前

に目星を付けて早くゲットします！ 

 

相場を度外視した値付けでいきなり出品している場
合もあります。 
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〇遅れて来る出品者を狙い撃ち 

必ず遅れてくる出品者がいます。特に慣れていない初

心者のバイヤーが多いです。 

 

箱を出している最中にめぼしい商品を見つけたら、そ

の箱ごとください！と言って狙い撃ちです！ 

遅れて来ているので焦りの気持ちに釘をさします！ 
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〇開催時から中盤にさしかかった時 

オープンから時間が経ってしまうと、出品者もそろそろ

疲れが出てきます。訪れる購入者もまばらになるケース

もあります。 

 

出品者が早く帰りたいという気持ちに便乗して一気に

値切りましょう！ 
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〇マーケット終了間近で総取り 

一掃処分したいと意気込んで来た一般出品者は出

来れば商品を持ち帰りたくないです。全て売り切りたい
と思っています。 

 

常連でなければ、次に出品する予定も無いので出来れ

ば、売り残して持ち帰りたくないです。 

その思惑にチャンス！ 

〇〇円でここの全部をください！と言って総取り
しましょう！ 

 

結局のところ、開催中のどのタイミングでも買取のチ

ャンスがあることが分かりましたでしょうか？ 
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第６章 まとめ 

リアル版フリーマーケットの攻略方法として 

 

一般出品者をターゲットにする。 

時間帯を読んで攻めの交渉をする。 

一般出品者の心理を先読みする。 

まとめ買いを前提に大幅に値切る。 

 

先に挙げたゲット商品は元々、安い価格で販売されて

いませんでした。しかしながら、上記の戦術を最大限に

駆使して最終的に値下げ交渉をして安い価格でゲット

できます。 

はい、これがカラクリです。 
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フリーマーケットなんて全国どこでも開催されていて

いますが、横目で素通りしていませんか？お宝商品が眠

っているのにもったいないです。 

 

フリーマーケットは誰でも入場できます。 

何度か足を運んだら分かりますが、そのフリーマーケッ

トの特徴が見えてきます。 

常連の出品者が多いフリーマーケット 

新規出品者がよく出入りするフリーマーケット 

特徴が掴めたら時間をかけずに即買いできます。 

さあ、開催場所・日時を調べてフリーマーケット

へ行ってみましょう！ 



利益率 80％超え！200円が 8500円に化ける?ライバル不在だから一撃ゲットは当たり前！  

高利益のお宝商品が眠る市場を素通りしてますよ！～全国のおいしい穴場スポット～ 

 

Copyright (C) 2018 爆速高利益せどらーノア. All Rights Reserved. 
- 23 - 

第７章 おまけ情報 

ここまで業者さんには目を向けないと話をしました。 

 

しかしながら、フリーマーケットに度々、足を運ぶように

なると、必ずいつも居る業者さん（おっちゃん等）がいま

す。 

何も買わなくてもいいのですが、話かけて仲良くなると、

おっちゃんは色々なことをしゃべってくれます。 

『いつもいつも大変ですねーーーーーーー』 

『こんなのどこで仕入れているんですか？』 

『ああ、これは〇〇の△△で仕入れるんだよ。』 

ふむふむ、メモメモ・・・・・ 

ってな感じで仕入れ先までゲットすることも可能になっ
てきます。 

 

フリーマーケットに足を運ぶだけでも長い目で見たら、

かなりおいしい情報も得られます。 
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■自己紹介■ 

 ハンドルネーム：爆速高利益せどらーノア 

 座右の銘：人生一度きり 

 自己紹介 URL：http://bit.ly/2ohhFVX 

■発行者情報■ 

 発行責任者：爆速高利益せどらーノア 

 ノア公式 Line@：こちらへ 

 

 メールアドレス： 

mailto:ishida.yuu.info@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：

「副 業 でも月 収 1 0 0 万 円 以 上 を最 短 最 速 で稼 ぐためのネットビジネス方 法 」 

http://www.kasegooo.net/ 

 メルマガ：「大金を稼ぐ道のり無料講座」 

http://bit.ly/2GrydlH 

http://bit.ly/2ohhFVX
https://line.me/R/ti/p/%40ttz7997m
mailto:ishida.yuu.info@gmail.com
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