
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
さくら(＾◇＾) 

仕入れを待ってる、 

『あの子たち』の 

静かなサインを 

見逃さないで〜〜！！ 
 

※再現性 MAX の仕入れ情報アリ！！ 

イオンで仕入れできない 

あなたは負け組せどらー！！ 

イオニストさくらは、 

３つの○○を見ているだけで 

ガンガン仕入れているよ♪ 

知らないなんて絶対ソンだね！ 
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■推奨環境■ 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の Adobe 

Readerを無料でダウンロードしてください。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

■著作権について■ 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

このレポートの著作権は さくら に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一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。このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなしま

す。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部

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■ 

ダウンロードいただき、ありがとうございます！！ 

せどりで 全国を旅する 

イオン大好き せどらー＠さくら☆ と申します！ 

どうぞよろしくお願いいたします♪♪ 

 

 

 

 

 

《さくら って誰？？》 

某大手百貨店の 元エレベーターガール。 

全国旅するイオニストとして、買い物・お出かけ・旅行先などでの 

ついで仕入れで、せどりを楽しみながら 稼ぐ毎日を過ごしています。 

ビジネスも家庭も大切にする、輝く自分を目指しています！！ 

詳しい自己紹介や せどり情報などは、下記をご覧ください。 

http://kosurf.net/ 

 

http://kosurf.net/2016/09/08/post-5/
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第１章 ○○に狙いを定めよ！！ 

店舗仕入れに行くのに、まず思い浮かぶのが イオン ですね。 

 

 

イオンの中でも、狙いを定める商品は、ズバリ 

『キャラクターグッズ』です！！ 
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しか～し！！ 

日本最大のショッピングモールだけあって、 

店舗数・商品数も多く、仕入れのチャンスも大きいですが 

莫大な商品の中から、利益の出る商品を 

しかも限られた時間の中で見つけるのは至難の業… 

なぁ～んて、決めつけてはいけませんよ！！ 

イオンでは、たった３つのサインを見るだけで 

簡単に仕入れる商品を見つけることが出来るんです！ 

ポイントは、仕入れを待ってる商品たちの 

連れてって～♪という、静かなサイン を見逃さない事ですよ！ 

それでは、順に紹介していきます。 
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(1) まずはワゴンをチェック！ 

よく食料品のスーパーで、「半額」「○割引」などの、 

お値打ち品のシールが 貼られているのを見たことがあると思います。 

 

同様に、イオンでせどりができる商品を探す場合にも、サインがあります！ 

値札の上に「上部が赤いシール」を貼っている値札を探しましょう。 

 

 「○○円均一」 

 「クリアランス」 

 「商品入れ替えのため…」 

などのポップが出ているので、見つけやすいと思います。 

 

「ポケモン」「妖怪ウォッチ」「アナ雪」などの 

キャラクターものは、薄利の商品でも 高回転でよく売れているので、 

複数仕入して利益を取ることができます。 



 

イオンで仕入れできない、あなたは負け組せどらー！！ 

イオニストさくらは、３つの○○を見ているだけで、ガンガン仕入れているよ♪ 

 

Copyright (C) 2016 イオニストせどらー@さくら. All Rights Reserved. 

- 8 - 

第２章 通常棚でも見つかります！ 

ワゴンだけでなく、通常の棚にも、赤い値札の商品があります。 

通常の棚には、下のほうの段や隅っこの方に置いてあることが多いので 

注意してみてください。 

 

狙い目は「赤札」「赤いシール」 

 

 

 

また 商品の値札ではなく、通常の棚の、通常の値段表示の値札にも 

貼られていることがあるので、よくチェックしてみましょう。 
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また、赤いシールが貼られている商品以外にも、 

値引きされているものがあります。 

「1000 円」「2000 円」「3000 円」など のキリのいい価格の場合、 

商品を早く売りたい…等の理由で値引きされているようです。 

      

とくにおもちゃコーナーの 

◆アンパンマン  ◆ディズニー 

◆ジブリ   ◆サンリオ 等の 

キャラクターグッズで利益が取れることが多いです。  
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第３章 商品陳列の違和感をチェックしよう！ 

まずはこの写真をよーく見てください。 

文房具売り場に 

キャラクターの 5冊組のキャンパスノートが売っていました。 

 

何か違和感を感じませんか？？ 
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先ほどの写真を拡大してみます。 

↓↓ 

 

キーワードは「在庫限り」! 

この白雪姫のセットのみ明らかに品薄になっています。 

在庫限りということは、メーカーでも欠品の可能性が高く、 

アマゾンを見てみると、定価超えてしている人気商品だと分かります。 

ディズニーのプリンセス関連はどのジャンルでも人気が高く、 

しかも限定生産なので、在庫切れ→プレミア化しやすい商品が多いです。 

その他のキャラクターでも、まだ薄利ですが定価超えしている商品もありますので、 

アマゾンでの売れ行きを見ながら、定価で仕入れておくのも良いでしょう。 
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また、「モバイル会員限定割引」や 

店舗のレイアウト変更のため「コーナーまるごと在庫限り」 

など、ポップでさりげなくお知らせしているものもありますので、  

「普段と違う？！」 違和感に気づいたら、早めにチェックしておきましょう。 
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■おまけ■ 再現性 MAX！今すぐ稼げる仕入れ情報！！ 

キャラクターグッズの中でも、ダントツにおいしいのは、 

リラックマのぬいぐるみ です！！ 

ぬいぐるみはカサばるのと、季節ごとに新商品が発売されるので、 

 割と早めにワゴンに移動されたり、 

 通常棚でも、値引きシールが貼られていることも多いです。 

棚の奥に、プレミア化したお宝・旧シリーズが眠っていることも！！ 

 

￥９８０ → ￥２１７０ 
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￥９８０ → ￥４２００ 

 

￥１０８０ → ￥１７８０（大量仕入れＯＫ） 
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■おわりに■ 

レポートはいかがでしたか？？ 

イオンでの仕入れの最大のメリットは、 

「全国どこのイオンでも、見るポイントは同じ！」 

買い物・お出かけ・旅行先などで、 

イオン・イオンモールを見つけたら、 

気軽にフラッと、ついでに仕入れが可能です！！ 

限られた時間の中で、お得に・賢く・楽しみながら♪ 

有意義な せどりライフをお過ごしくださいね！！ 

最後までご覧いただき、ありがとうございました！ 
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■発行者情報■ 

 発行責任者：イオン大好きせどらー＠さくら 

 メールアドレス 

39surf@japan-ex.jp 

 このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

 ブログ：「イオン大好きせどらー＠さくら☆全国旅する主婦せどり」 

http://kosurf.net/ 

 全国旅するイオニストとして、買い物・お出かけ・旅行先 など 

ついで仕入れで、せどりを楽しむコツや、せどり情報をお届けします。 

 メルマガ：「さくらのイオン大好き☆せどり通信」 

 「普通の主婦」が、「夫にナイショ」で、「そぉ～っと、ガッチリ稼ぐコツ」を 

 日々、配信しています。是非、登録してくださいね！！ 

https://maroon-ex.jp/fx31580/3rJxMd/ 

 

※次回のレポートも 

 まもなく配信予定です！！ 

 お楽しみに～～♪♪ 

 

 

mailto:39surf@japan-ex.jp
http://kosurf.net/
https://maroon-ex.jp/fx31580/3rJxMd/

