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中古ゲーム物販のメリット 

メリット 1：在庫回転が早い 

「在庫回転が早い」＝「在庫が残りにくい」 

メリット 2：覚える商品が少ない 

利益商品を把握＝「利益商品を見つけやすい」 

メリット 3：リピート仕入れができる 

商品入手経路が広く、利益商品を見つけることがで

きれば、縦積みも可能。 

メリット 4：基本、小さくて軽い 

徒歩や電車移動であっても、大量仕入れが容易に行

える。送料・保管料も安い。 
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中古ゲーム物販のデメリット 

デメリット 1：検品作業 

動作確認のためのゲーム機本体を準備する先行投資

が必要となります。 

デメリット 2：商品によっては高単価 

ゲーム機本体などの場合、仕入金額が高額になって

しまいます。 

デメリット 3：ライバルが多い 

コンデションや説明文、写真などで差をつけよう。 
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仕入参考データ 

実際に販売した実績データの公開となります。 

なお、全文にも価格の記載がありますが、マニュア

ル作成者および、協力者における実績をもとに作成

しています。出品者のアカウント実績、写真、説明

文や出品者数や他のセラーの出品状況により価格は

変動しますので、一つの指標として受け止めてくだ

さい。 
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ソフト 

ポケットモンスター銀 

仕入 1,100円 

非常に良い 3,980円 

 

モノレートからは全く想像できない金額ですが、1～

2か月ぐらいで売れていきます。 
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スーパーファミスタ 5 

仕入 510円 

非常に良い 2,480円 

 

大乱闘スマッシュブラザーズ DX  

仕入 1,000円 

非常に良い 3,980円 

 

どこでも見かける商品ですが、値付けの差が激しい

商品でもあります。 
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ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ 

仕入れ 300円 

良い 1,480円

 

最近 110円で見かけるようになってきました。 

カセット系は、バッテリー交換することで非常に良

いでの高値狙いや回転率アップが図れます。 

しかし、専用工具の購入や半田付けの技術が必要に

なります。 

 



- 13 - 

第 2次スーパーロボット大戦 Z再世

篇 

仕入 100円 

良い 1,280円 

 

ペルソナ 3ポータブル PSP the 

Best 

仕入 100円 

良い 1,270円 
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オレンジポケット-リュート-通

常版 

仕入 110円 

良い 2,980円

 

PC版に 18禁ゲームがある商品のようです。この手

の商品はマニアの方がターゲットになるため、低回

転ですが高利益につながるものが多いです。 

同級生 2 

仕入 1,000円 

非常に良い 2,980円
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日常（宇宙人）PSP 

仕入 110円 

良い 1,480円 

 

星のカービィ 20周年記念 

仕入 300円 

非常に良い 2,999円 

 

盤面キズが多いものでしたが、研磨機で修復して販

売しました。 
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恋姫夢想 PS2 限定版 

仕入 500円 

非常に良い 3,082円

 

 

マール DEジグソー 限定版 

仕入 300円 

非常に良い 2980円 

 

 

 



- 17 - 

イナズマイレブン GO2 

仕入 300円 

非常に良い 1,980円 

 

 

SDガンダム GG オーバーワールド 

仕入 100円 

良い 1,000円 
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周辺機器 

ポケットステーション 

仕入 550円 

非常に良い 2,980円 

開発ツールが出回って、一部の PCマニアに人気の

商品です。状態によりさらなる高値も可能です。 
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AVアダプタ PS 

仕入 280円 

良い 1,280円 

 

音響機器につなぐために利用するマニア向け商品。 

 

パチスロコントローラ

玄人 

仕入 1650円 

非常に良い 7,980円
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Wii U GamePad スタンドセット 

仕入 110円 

良い 980円

 

むき身でよく見かける商品です。 

 

チャージボーイ SP 

仕入 110円 

良い 2,480円

 

最近見かけなくなってきましたが、比較的早く売れ

ていく商品です。 
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バーチャコップ（ガン付き） 

仕入 280円 

非常に良い 2,980円 

 

液晶では使えない商品なので、動作確認にブラウン

管テレビが必要です。 

 

Vitaクレードル 

仕入 500円 

非常に良い 2,480円 
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Xbox360コントローラ 

仕入 1,680円 

非常に良い 5,480円 

 

 

ミッションスティック

SS 

仕入 500円 

非常に良い 3,980円 
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ゲーム機 

【ファミリーコンピューター】  

レトロゲーム機の定番

品です安定して売れて

いる商品ですが、状態

によって価格差が激し

い商品です。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い 1,480 3,980前後 

非常に良い  8,000～ 

ほぼ新品  10,000～ 

カセットの読み込み不良は接点復活剤で直る。 

古いゲーム機なので劣化・汚れているものが多い。 

出来るだけきれいなものを選定すること。 
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ジャンクでの店舗仕入れ目安（遊べるセット） 

本体    550円 

ACアダプタ  330円 

RFスイッチ  550円 

計 1480円 
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【スーパーファミコン】  

こちらも定番商品で

す。 

ファミコンと同じ

く、カセットの読み

込み不良などは接点復活剤で直る商品も多いです。 

仕入れも同じく容易にできます。回転重視の価格設

定で効率よく販売していきましょう。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～1,500 3,000～ 

非常に良い ～3,000 6,000～ 

ほぼ新品  10,000～ 

コントローラのスタートボタン・Aボタンの不具合

が出ていることが多い。 
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ジャンクでの店舗仕入れ（遊べるセット）目安 

本体   330円 

ACアダプタ 330円 

接続ケーブル 330円 

コントローラ 500円以下（2個セットで） 

計 1500円まで 

 



- 27 - 

【ツインファミコン】  

 

ファミコンとディスクシステムが一体になった商品

です。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～3,000 9,800～12,800 

非常に良い  15,000～ 

ほぼ新品   

基本的ディスクシステムが動作不良でジャンクにな

っている事が殆どです。ディスクシステムは大半が

ゴムベルト交換で直ります。 
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【ゲームキューブ】  

ジャンク仕入れでは、本体は安

いがコントローラーが高くなっ

てしまうことが多く、組み合わ

せでは仕入れ値が高くなりがち

です。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～1,500 3,000前後 

非常に良い  5,000～9,800 

ほぼ新品   

付属品を揃えてエンジョイパックにして販売する事

も出来ます。 

ジャンク品で基本セットを組むよりも、コントロー

ラや周辺機器だけで販売した方が利益は出やすい商

品です。 
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【NINTENDO64】  

通常カラーはさほ

ど高く売れにくい

です。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～1,000 2,500～3,000 

非常に良い  5,000～ 

ほぼ新品   

狙うなら特定カラーモデル。クリアブルー・ミッド

ナイトブルー・クリアレッドなど。 

クリアブルーが比較的仕入れしやすいです。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～2,000 5,000～ 

非常に良い  8,000～ 

ほぼ新品   
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【WII】  

ジャンク仕入れ基本

セットで利益を出す

は難しい商品です。 

狙うなら組み合わせ

で別カタログ。 

本体とリモコンプラス同梱カタログスポーツリゾー

ト同梱カタログなどWiiは仕入れ値が安い割に本体

や周辺機器の色々な組み合わせで販売出来るので、

ジャンク品での販売がやり易い商品です。 

スポーツリゾート同梱版 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～3,000 6,000 

非常に良い  10,000前後 

ほぼ新品   
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【WII U】  

徐々に中古価格が下が

り始め仕入れしやすく

なってきた商品。 

通常モデルよりはソフ

トバンドル版の方が利

益は取りやすい。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～5,000 9,800～14,800 

非常に良い  14,800～19,800 

ほぼ新品   

バンドル版にもソフトがダウンロード版でなけれ

ば、通常パッケージにバンドルの付属品を組み合わ

せて販売が出来る為、販売方法はやり方多数ありま

す。 
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【プレイスレーション】  

後期型ほど回転良く

販売価格も高め傾

向。SCPH-7000番

からデュアルショッ

クコントローラーになり、画質も向上している。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～500 3,000前後 

非常に良い ～1,000 4,000～8,000 

ほぼ新品  10,000～ 

PSONE 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～1,000 4,000前後 

非常に良い  6,000～ 

ほぼ新品   
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【プレイスレーション２】  

 

PS2は大きく分けて箱型と薄型があります。 

箱型は SCPH30000番以上が仕入れ対象。 

例 SCPH-50000 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～1,210円 5,000前後 

非常に良い  7,980～12,800 

ほぼ新品  15,000～ 

特に限定カラー系が高値で販売しやすい。 

ジャンクコーナー未チェック 1000円以下で落ちて

いる事があるので、あれば積極的に動作チェックが

おすすめです。 
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良い（遊べるセット）での仕入れ目安 

本体    550円 

コントローラ  330円 

接続ケーブル  110円 

電源ケーブル  110円 

メモリカード  110円 

計 1210円 
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【プレイスレーション３】  

PS3で特に人気は初代 

20GBと 60GBモデルで

す。 

初代は PS1PS2PS3のすべ

てのゲームが遊べるので未

だ人気商品です。 

その他も売れてはいますが、箱入り非常に良いでの

高値売りが中心となりやすいです。 

CECHA00（60ＧＢ） 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～5,500 12,800  

非常に良い  19,800 

ほぼ新品  30,000～ 
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CHCH2000B(250GB) 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～4,400 9,000前後 

非常に良い  15,000 

ほぼ新品  19,800 
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【PSX】  

HDDレコーダー機能付

きのゲーム機です。 

モデルナンバーによって

価格は変わりますが、どのモデルも 10000円以上で

の販売できます。 

特徴としては PS1、PS2のソフトが遊べる商品で

す。 

仕入れ判断は PS1、PS2の動作確認し、リモコンは

ヤフオクで購入可能です。 

専用コントローラーは本来 4mケーブルだが安く手

に入らなければ、せめて PS２の純正ホワイトを付け

て出品しましょう。 

最終モデル DESR-7700は付属品を揃えて非常に良

いなら 19800円で販売可能です。 
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【ＸＢＯＸ】  

 

初代のＸＢＯＸは本体構造が一般パソコンに類似し

ている事で、改造したりする方が多く未だに人気が

あります。 

出品者の増減が激しい商品ですが、基本的に回転の

良い商品です。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～4,000 9,800 

非常に良い  12,800 

ほぼ新品  19,800 

ジャンク未チェック 1,100円で落ちていることも。

手間をかければ 2個１で直したりもできます。 
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【ＸＢＯＸ３６０】  

ＸＢＯＸ３６０はソフ

ト同梱版など非常に多

くの種類が出ており、

分かりにくい商品で

す。 

XBOX３６０ (２５０GB)＆Kinectモデル 

状態 仕入金額 販売価格 

良い   

非常に良い ～7,000 12,800～15,000 

ほぼ新品   

ノーマルタイプ 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～2,000 4,000 

非常に良い  6,000～7,000 

ほぼ新品   
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【メガドライブ】  

メガドライブは１と２との

主な違いは、サイズ変更と

モノラル出力からステレオ

出力へ変更された点など。 

関連商品であるメガ CDも 2種類出ている。 

メガドライブ本体 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～2,000 5,980～ 

非常に良い  9,800～12,800 

ほぼ新品   

メガ CDはフロントローディングタイプなら良いで 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  20,000～ 

非常に良い  30,000～ 

ほぼ新品   
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メガ CDトップローディングタイプ 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  15,000前後 

非常に良い  20,000～ 

ほぼ新品   
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【セガサターン】  

ジャンクでも保証品でもか

なり数が出回っている商品

です。 

 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～2,200 5,980～9,800 

非常に良い ～4,400 15,000前後 

ほぼ新品   

 

レトロゲームの共通の特徴としては、状態による価

格のふり幅がかなり大きいという事と、こんなに高

くても買う人はいるという事を覚えてください。 
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【ドリームキャスト】  

セガサターン同様市場に出回

っている数は多いが、若干仕

入れ価格が高い傾向。 

販売価格もセガサターンと同

じような傾向なので、仕入れ対象となる商品は少な

く感じる。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～2,200 5,980～8,000 

非常に良い ～5,000 15,000前後 

ほぼ新品   

カタログに MILCD対応版があるが、見分け方は 

 

基本〇の数字が８と９の物 

出品者が少ない為売り抜けしやすい。 
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【PC エンジン】  

 

PCエンジンもレトロゲームの定番人気商品です。 

初代は RFスイッチで TVと接続するタイプ 

2代目、3代目コアグラフィクスはビデオケーブル

での接続タイプです。 

希少なものが多く、ジャンク流しでも利益が出る物

もありますので、見かけたらヤフオクもチェック。 

初代 PCエンジン 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  9,800～ 

非常に良い  19,800前後 

ほぼ新品   
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【PC-FX】  

かなりマニアックなゲーム機

ですが、ハード、ソフトとも

にプレ値傾向のある商品で

す。 

 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  12,800～ 

非常に良い  19,800～ 

ほぼ新品   

また、ソフトもそうタイトル 61作品しかなく、ゲ

ームタイトルによってはかなり高額で取引されてい

るので、見かけたらチェックしましょう。 
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【ネオジオ】  

 

こちらもかなりレアな商品ですが、販売価格は 3万

円以上と高値取引されている商品です。 

ゲームソフトが ROMカートリッジタイプなので、

通電出来れば、CDタイプより壊れにくいのが特

徴。 

基本セットはアーケードコントローラーなので、出

来る限り本体と、アーケードコントローラーを付け

たセットで販売。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  10,000～ 

非常に良い  20,000前後 

ほぼ新品   
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【ゲームボーイ】  

 

ゲームボーイ系は模造品が多い為、気を付けなけれ

ばいけません。 

特に限定品系の模造品が多く出回っています。 

不安なら Amazon以外の販路で考えましょう。 

ゲームボーイアドバンス SP、ミクロ辺りは状態次第

で高値販売出来ます。 

ゲームボーイアドバンス SP 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  5,000～ 

非常に良い  7,980～9,800 

ほぼ新品   

 



- 48 - 

ゲームボーイミクロ（ファミコンカラー） 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  12,000～ 

非常に良い  19,800前後 

ほぼ新品   
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【任天堂 DS 系】  

 

DSLite 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～500 3,000前後 

非常に良い  10,000～ 

ほぼ新品  10,000～ 

３DSLL 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  5,000～ 

非常に良い ～5,000 13,000前後 

ほぼ新品   
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【プレイステーションポータブル】  

 

ポータブルゲーム機の定番商品です。 

仕入れ頻度も高く、回転も速い為、見かけたら積極

的に確認しましょう。 

PSP-2000・3000でバッテリー無しなら 2000円以 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～3,000 6,000～9,800 

非常に良い ～5,000 10,000～ 

ほぼ新品   
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【プレイステーション VITA】  

 

メーカー生産終了に伴って徐々に新品価格が上がっ

てくる商品です。 

2000番台 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～5,000 12,000前後 

非常に良い  20,000前後 

ほぼ新品   

今後ジャンク相場は下がってきているので、メンテ

ナンスできる人なら利益が取りやすくなってくる商

品だと思います。 
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【ゲームギア】  

基本的にノーメンテナンスで動

く商品はほとんどない商品。大

半がコンデンサ不良を抱えてい

ます。 

状態 仕入金額 販売価格 

良い ～5,000 10,000前後 

非常に良い ～7,000 15,000前後 

ほぼ新品   

メンテナンス出来るならジャンク 1500円くらいで

仕入れてメンテナンスした方が利益は大きくなりま

す。 
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【スワンクリスタル】  

ワンダースワン系特にス

ワンクリスタルは本体の

色によってかなり販売価

格が異なります。 

クリスタルブルー、クリスタルオレンジなどは比較

的入手しやすい反面あまり高値では売りにくい。 

ワインレッド、クリアブルー、クリアブラックは入

手しづらい反面高値での販売が期待できます。 

クリスタルオレンジなど 

状態 仕入金額 販売価格 

良い  3,000前後 

非常に良い  8,000前後 

ほぼ新品   

箱付きで状態の良い物があれば仕入れ候補として覚

えておきましょう。 
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【PC エンジン GT】  

 

店頭ではなかなか見かける事は

ないと思いますが、覚えておい

ても良い商品です。 

ヤフオクジャンク相場で 2万円

～ですので、壊れていても相場に対して利益があれ

ば仕入れ候補となります。 

過去にブックオフの訳アリ品 980円で落ちていたこ

ともありますので、ハードオフよりブックオフなど

方が安く拾える可能性はあります。 

動作品なら回転は良くないですが Amazonなら 4万

くらいで販売出来ます。 

動作品で仕入れ 2万円くらいなら利益が出ますね。 
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仕入れの進め方 

1. ルールを決める 

あなたは月にいくら欲しいですか？ 

すべての物販に言えることですが、必ず目標値の設

定をお願いします。 

中古ゲーム物販では、利益率 30％を一つの目安とし

てください。 

例えとして、月粗利 10万円を目標とするならば、

約 33万円分の売上が必要となります。 

また、この粗利から移動の経費、梱包経費、配送料

などが経費をマイナスしていく必要ですので、実利

はさらに少なくなります。 

また、目標達成の期間は最低でも３か月必要と考え

て予算準備や活動計画を立てていきましょう。 
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いろいろな方がこの辺の考慮していなくて「このマ

ニュアルは詐欺だ！！」と発しておられます。ビジ

ネスである以上、明確な計画を立て、目標へ向かっ

て進んでいかなければ結果は出ませんので、間違い

のないようにお願いします。 

目標が決まると、今度は現実の確認をします。それ

は仕入れ予算の把握です。 

目標を目指して仕入れを行うと、多額の支出が発生

します。これが 1か月以内に回収できれば良いので

すが、物販を始めた時点では計画通りの資金回収が

難しくなる場合があります。これが積み重なると、

資金ショートによる「黒字倒産」になってしまいま

す。 

そうならない為にも、スタート時点で使える仕入れ

予算、月額で仕入れに使える金額を明確に決めてお

きましょう。 
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2. ツール 

まずは無料のツール「アマコード無料版」の利用か

らのスタートで問題ありません。また、基本 iPhone

のできるだけ最新に近いものを推奨しています。

iPhoneのスペックは、店舗における検索時間を左右

します。Androidは機種により OSバージョン等が

特殊なためアプリの不具合が多いです。 

私はソフトバンク iPhone8と、ドコモ回線格安スマ

ホ Android6.0の 2台持ちです。 

リサーチツールは「せどりすとプレミアム」、価格

改定ツールはマカドを利用しています。  

http://www.sedolist.info/premium/
https://www.infotop.jp/click.php?aid=359175&iid=66736
https://www.infotop.jp/click.php?aid=359175&iid=66736
https://www.infotop.jp/click.php?aid=359175&iid=66736
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仕入れ（基本編） 

どの物販でも同じですが、個々の事情や予算によっ

て進め方は変わります。 

ここでは、Amazon出品で予算が少ない副業スター

トの方を基準に進行していきます。 

1. 仕入基準を決める 

まずは予算に合わせて標準の 1商品の仕入れ限度額

を決めましょう。 

限度額を決めておくとリサーチ対象が明確になるの

で、時間の短縮や売れるまでのストレス軽減につな

がります。 
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2. まずは「むき身」で小さなものから 

予算が少ない方にまずお勧めしたい

のは「むき身」商品です。 

要はパッケージのない商品です。

「むき身」商品は従来の商品（パッ

ケージ・説明書がセット）に比べ

て、価格が安くなっています。その中でもソフトは

比較的新しいものが見つかるケースがあるので、回

転率を重視した仕入れ方がお勧めです。周辺機器も

回転が良いものが見つけやすいです。 

 

また、FBA納品の配送料金も安くすみますし、電車

移動でも仕入れが可能です。 
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仕入金額が安いため利益金額も安いですが、低単価

仕入れの場合は回転 1か月以内、利益率約 30％をク

リアできている商品は、粗利 100円であっても優良

商品と考えましょう。 

3. ワゴンセール 

当然ながら店舗が早く処分したい商

品ですので、レトロ商品、訳あり商

品などの安い商品に巡り合えます

が、利益につながる商品は少ないと

考えてください。 

また、利益が抜ける商品があっても回転が悪い場合

が多いです。 

予算に合わせて中長期の仕入れと考えましょう。 

ただ、お宝発掘の可能性を秘めています。 
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4. 大型「限定版」、周辺機器、ゲーム機 

ある程度予算が出来てきたら、「限

定版」や大型周辺機器のリサーチを

追加していきましょう。大型のもの

は Amazonへの配送料金や保管料金

が高くなるため、ライバルが仕入れ

対象から外している可能性があります。店舗として

もスペースを取るため、早く売り切りたいために値

下げ対象になりやすいです。 

しかし、1店舗にある棚数も少ないので、全頭リサ

ーチしてもストレスがかかりません。 
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ゲーム機本体の基本的な仕入れ方  

ジャンク品の動作品、もしくは動作確認して販売 

本体のみの場合は、最低限の付属品を揃えます。こ

の一式を揃えることを【すぐ遊べるセット】（コン

デション：良い）と称しています。また、本体のみ

の出品は Amazon規約違反になります。 

  

【すぐ遊べるセット】とは 

〇本体 

〇コントローラー 

〇ACアダプタ 

〇TV接続ケーブルなど 

（データ保存用メモリカードなども検討） 
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ショーケース内などの状態の良い商品 

ショーケースに入っているものは、店舗において自

信がある商品です。 

確認は当然必要ですが、非常に良いでの状態売りを

基準に仕入れて高値販売を目指しましょう。箱入り

で傷汚れが無い商品なら非常に良い以上での販売と

なります。 

※写真をしっかり撮る

事が前提の価格設定で

す。 

 

 

 

 

 

ほぼ新品での販売（例） 

PSP3000  

箱付き仕入れ目安 ～5,000円 

ほぼ新品なら  19,800円～ 
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5. 最後にソフト棚のリサーチ 

いよいよパッケージのあるゲームソフト仕入れとな

ります。 

まずは「むき身」で得た経験を活用して、売れた商

品を仕入れていきましょう。 

次に、聞いたこのある商品からリサーチなど、自分

のスタイルで進めていってください。 

あとはランキングや粗利率、ROIなどいろいろな基

準を考慮して、仕入れ商品の選定をしていきましょ

う。また、この棚をリサーチし始めると、一撃の

5,000円の商品より、500円×10本を探す方が早く

て確実であることを感じると思います。 
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6. 仕入れのポイント 

ゲーム仕入れの最大のポイントは「回転率の良さ」

です。 

自分自身で仕入基準基準を決めて、価格差だけで仕

入れをしないように注意しましょう。 

そのために需要と供給のバランスを見極めが必要で

す。モノレートで販売数（需要）と出品数（供給）

を確認していきましょう。しかし、ソフトの場合は

「可」「良い」コンデションは写真がない出品もラ

イバルに該当してきます。ただ、価格競争の必要は

ありませんので、値下げ合戦には参加しないように

注意しましょう。しかし、自己発送と FBAでの差別

は発生します。 

また、ゲームは本体、周辺機器に関してはコンデシ

ョン売りが当然なため、しっかりとした説明文や写

真が必須となります。 
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他にもセット売り、ばらし売りの手法がります。こ

れについては応用編にて説明します。 

なお、カートリッジタイプ（FC・SFC・GB・GBA

など）はバックアップ電池内蔵のものがあります。

電池がダメになっているものはデータ保存ができま

せんので、動作確認で必ず確認してください。 

7. 販売のポイント 

個人が店舗仕入れで Amazonゲーム販売をするコツ

は、業者仕入れ系の出品者と差別化を図る事が必要

です。 

業者仕入れ系の出品者はとにかく数が多いので安値

で裁くことがメインになります。可で複数出品や写

真無しなどが殆どです。 
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その出品者とまともに戦っても大きな利益を取るこ

とが難しいので、1個 1個丁寧に出品して販売価格

を少しでも高くすることが必要です。 

なるべく付属品を揃える事や、商品状態を良くして

販売することで、販売価格は高くても売り抜けやす

くなります。 

また、ゲームは Amazonだけでなくヤフオクやメル

カリでも販売方法次第で高く売ることが出来るの

で、キャッシュフロー優先なら Amazon以外での販

売がおすすめです。 

その代わり Amazonよりも販売戦略が必要となる

為、より高く売る為の思考力が必要になってきま

す。 
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検品・クリーニング他（基本編） 

1. 動作確認は必須 

ビジネスを進めるにあたり信用は一番の財産・資産

となります。 

動作確認を行わず出品→販売、お客様の手元で不具

合が発覚するのは、その信用を失うこととなりま

す。動作確認用の機器、ソフトを少しずつ準備して

いきましょう。 

ソフトの場合、起動確認のみで問題ありませ

ん。 

DS系やカートリッジ系の場合、抜き差しし

ないと起動しない事があります。 

その際は、接点復活剤（画像は KURE製）を綿棒な

どにつけて金属部に塗布して下さい。乾燥後の再確

認で 1度に起動できるようになるはずです。 
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周辺機器・ゲーム機の動作確認には専用ソフトが必

要な場合があります。この辺も考慮して仕入れをす

るか決めていくことも必要です。 

2. クリーニング 

動画参照（リンク） 

まずは値札はがしを行います。 

この際にラベルはがし溶剤（画像は

DAISO製）の使用をお勧めします。 

プラスチック製のスクレバーもあれば便利です。 

次に基本的な作業として、アルコールでの

拭き作業となります。 

消毒エタノールをプッシュ式の容器（画像はセリア

商品）に入れて使用すると便利です。ペーパータオ

ルなどを使用して優しく拭きあげてください。 

https://youtu.be/SBBY89yIJD8
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ディスクタイプの盤面の汚れに関しては、

ディスククリーナー（画像は DAISO製）

を利用してください。 

柔らかい布で優しく拭きあげましょう。 

3. 梱包 

動画参照（リンク） 

基本的にはクリスタルパックもしくは、梱包材（プ

チプチ）の使用をお勧めします。 

私の場合は、PS2・PS3・PS4などには DVDサイズ

のクリスタルパック、Vita・DS・３DSなどには CD

サイズのクリスタルパック、PS・周辺機器・ゲーム

本体は梱包材（プチプチ）と使い分けています。 

クリスタルパックは予算と好みで検討してくださ

い。しかし PSの梱包材（プチプチ）はケースの割 

https://youtu.be/SeTe4HnMRFs
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れの可能性があるので、実施することをお勧めしま

す。（あくまでも自己責任で） 

また、むき身の CD・DVDには不織布ケースを使用

しましょう。 

限定版・SFCケースアリには、B5サイズのクリス

タルパックを使用します。 

実は梱包に関しては自己満足の部分でもあります。 

なお、梱包材の使用は自己配送を基準にしています

ので、自己責任で都合に合わせていただければと思

います。 

4. FBA 納品 

ヤマト便を使用して複数小口で発送する場合、120

サイズを基準にすると安くなります。1個で出す場

合は 160サイズが望ましいです。 
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ゲームの場合は箱に入る量が多いので、受注機会を

失わない為にも、1箱単位での FBA納品をお勧めし

ます。 

5. 自己配送 

自己配送を考えている方は、専業であるか家族の協

力者がいる場合、または外注を手配できる方のみが

考えてください。 

FBA納品は確かにコストがかかりますが、作業の煩

雑さを軽減できます。 

それぞれの立場を考慮して選択してください。 

効率化・自動化が必要な部分です。 

  

結論：FBA の利用がお勧め！！ 
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仕入れ（応用編） 

1. セット販売 

Wiiリモコンプラス・ヌン

チャク・センサーバーの

セットです。 

この商品、中古でなかな

か見かけないですよね。

見つからないなら作ってしまえばいいのです。 

例）リモコン・ヌンチャ

ク・センサーバーを別々で

購入して、セットにすれば

Wiiリモコンプラス追加パ

ックの完成となります。 
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【仕入基準】  770～1100円 

リモコン  ～550円 

ヌンチャク ～110円 

センサーバー ～110円 

【販売目標】  3,000円 

【利益】   996～1326円 
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2. ばらし売り 

ゲームキューブにゲームボ

ーイプレーヤーがセットに

なっている商品です。 

ゲームキューブソフトは

Wiiでも出来ることもあり、購入波形はあまりよく

ありません。 

しかし、コントローラ・ゲームボーイプレイヤー単

体として販売すれば回転も

速く、かつ高利益を狙うこ

とができます。 

また単体でも入手が可能で

す。 
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＊ゲームボーイプレーヤー（メディアなし） 

1480円での販売ができます。 

＊2019年 11月時点でエンジョイパックは、ばらし

売りよりセット売りをお勧めします。市場の状況に

合わせて対応してください。 

  

【仕入基準】 

エンジョイパック   ～2,980円 

【販売目標】 

ゲームボーイプレーヤー  3,980～円 

（メディア付き） 

コントローラー   3,980～円 

【利益】     3,470～円 
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検品・クリーニング他（応用編） 

1. 盤面クリーニング 

動画参照（リンク） 

CD・DVDの盤面にキズが

付いているものは、割引対

象になっています。 

専用の機器を使ってキズを

消して、利益増につなげま

しょう。 

また、「盤面にキズありません」と説明文に明記で

きるのはメリットになります。 
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まとめ 

ゲームせどりの良さは 

・回転が早く 

・仕入れが安く 

・どこでも仕入れが出来る 

副業から始める方にお勧めのジャンルです。 

ジャンク商品をうまく組み合わせることで、副業で

も利益 20万円達成できます。 

また、他のジャンルと違い、モノレートだけでは判

断できなく PDCAの繰り返しで独自の販売価格を決

めていき、ライバルとの差をつけることが出来ます

ので、相場に左右されることが少なくなります。 

堅実な固定収入を確保するために、トライ＆エラー

を繰り返して目標へ向けて頑張っていきましょう。 


