
【パソコンのお金儲け】 
☆ヤフオクお宝箱 スーパーツール☆ 

 

儲けたければこれを読め！ 

    月１００万稼いだヤフオク情報 
                   あの焼酎はどうやって手に入れるか？ 
 

 

 

大切なお知らせ 

 

無料ファイルのダウンロードを有難うございました。 

 

メールマガジンに代理登録されますのでご了承下さい。 

 

ものぐさ１０年なまくら流金儲け のんびりさくさく３億円 

「１０年間働かない男の【ゴールドクラブＩＰニュース】 

http://goldtensi.com/gold.htm 

 

また、下記マガジンへ登録していただきますと有料のソフトが無料プレゼント（再販権利

品のみ）されたり、良い情報が無料で手に入ったりと、たくさんのサービスがあります。 

確実に読めるアドレスで登録してください。 

 

必ず得するマガジンでもちろん無料です。 

 

カプライト 

「パソコン１台１億円 招き猫の在宅起業」 

主婦でも楽々 さくさく３億円 

http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/11517.html 

 

 

このファイルは再配布不自由にしてください。 

 

あなたはこのレポート（１５８００円相当）の再販権を得ています 

あなたはこのe-bookをあなたの商品の販促品として有料無料を 



問わず自由にお使いいただける権利を有しました。 

また、販売権をつけてお好きな値段で売る権利も所有しています。     
Copyright © K.Ichikawa 2007 All Rights Reserved. 

http://goldtensi.com 

 
黄金天使 

http://goldtensi.com 
 

「１０年間働かずして巨額の財をＰＣ１台で成した男」 
http://goldtensi.com/gold.htm 

 
e-mail 

mahoroba@aqua.ocn.ne.jp 
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内容は著作権により法的に保護されています。 

電子ブックですので通常の本と同じ著作物となります。 

自由に再販可能ですが、著作物としての権利を放棄しているわけではありませんので、 

このままお使いいただく分にはなんら問題ありません。 

 

金額もあなたがいくらでも自由に設定して転売してください。 

もちろん販促用に無料配布しても結構です。 

 

情報の内容は事実から得られた１００％信頼の置ける実践的なファイルとなっています。 

 

この内容を元に応用して「かなり」稼ぐことができるようにも記載してあります。 

従ってヤフオクで稼ぐことも転売で稼ぐこともできます。 



両方で稼いでも良いでしょう。 

 

いずれにしてもあなたはこのファイルを手に入れた瞬間から、いずれを実践しても 

「間違いなく」儲けることが可能です。 

あとはあなたの行動力とちょっとしたアイデアにかかっています。 

 

メールマガジンでのＰＲや独占広告、ネット掲示板や投稿、ホームページやブログ、さらに

はアフェリエイトなどいくらでも宣伝の道はあります！ 

 

また、最後には有益な情報をご紹介させていただきました。 

現在まで私が知る限りの最強ツールです。 

 

皆さんはそれこそヤフオクを始めてあっという間に月間利益が１００万円にもなった空前

の情報を知りたいと思いませんか？ 

 

これは私が知る限り最強のヤフオクツールであり、「本当に」この通りにやると誰でも「か

なり大きな」利益を上げることができるという驚きのツールです。 

自分でも信じられない巨大な利益をまるで素人だった私まで得ることができた驚きをあな

たも体験するでしょう。 
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■パソコン１台で１億円を生み出す超魔術！ 

         あなたのＰＣが現代の錬金術となる。 
 



１．初めにお読み下さい 
 

 

この情報ファイルは経験に裏打ちされた大変貴重なノウハウになっています。 

 

ただ単に何かを机の上で調べただけの高額落札情報とか、実体のない情報ではなく、実

践の中から得られてきたいくつかを記載してあります。 

 

私は暇があるせいでたくさんの商材を試しに買ってみてはそのまま試しているのですが、 

いい加減な有料情報がたくさんありますよね。 

私はＩＤまで削除されてしまったことが２回、ブログを削除されたことが１回あります。 

 

とんでもない情報が有料で売られているものです。 

 

この無料レポートは有料で売られているそのような情報より役立つ面多々あると思いま

す。 

 

特に、商材はいくら高額落札情報を持っていても、それをどこで入手するのかということ

になると、過去のどの情報もお手上げです。 

 

実際にそれらの商材をどこでどのように入手するのか、ということになると、 

ほとんどできないことに気が付きます。 

 

落札情報の相場などなら、それはオークションの統計ページで見れば済むことで、最も肝

心なことが欠け落ちている、というのが従来のヤフオク情報です。 

 

ヤフオクで何も知らない素人でもちょっとした知識を入れればほぼ間違いなく利益を得ら

れる商材群というものは確かに存在しています。 

また、それらは手に入れるのにそれほど難しくはありません。 

 

今ネットで金儲けの話がたくさんありますが、そういう人でもほぼ必ずヤフオクには参加し

ています。 

 

なぜか。 

理由は簡単です。 

ヤフオクはネット最大の販売市場、アクセス市場を持っており、誰でも非常に簡単に物を

売ることができるからです。 

しかも出品さえしてしまえばあとは寝ていても２４時間休みなく稼動してくれるのです。 



 

その上、嬉しいことに物によっては飛ぶように売れて、大変な高値になることも多いので

す。 

 

また、誰もが知りたいあの有名な焼酎の入手の仕方もこのファイルに入っています。 

手に入れれば労せずして２万円から３万円が儲かるのですからたまりません。 

この方法は後述しています。 
 



２．薄利多売か多利小売か 
 

 

私はヤフオクでは毎月１００万円以上の収入があります。 

 

通常、１００万円だと利益はせいぜい多くても３０万円程度ですが、私の場合には 

６０万円～８０万円くらいあります。 

片手間にやってこの利益です。 

 

本格的にやれば月に数百万円は可能です。 

 

その秘密は扱う商材によるのです。 

薄利多売は発送を伴うヤフオクにはあまり向きません。 

発送の労力は大変です。 

 

多利小売こそが発送を伴うヤフオクには向きます。 

 

そんな商材があるのかといえば、あるのです。 

それが私を成功させてくれました。 

 

そしてこの商材との出会いと、そこから試行錯誤の結果得られてきたノウハウこそが 

多利小売を実現させてくれるのです。 

 

ニフティや初期のメールマガジンでも月間で１２０万円以上の純収入を記録したことがあ

ります。 

 

のちのち、このメルマガシステムでは月間１０００万円以上の売り上げをもたらすようにな

りました。 

これはまだ世間に情報商材のアフェリエイトがなかった頃です。 

 

メルマガでは情報を扱っていましたので、売り上げはそのまま利益になっています。 

 

そんなところから私はどうしても利幅の大きな商材にしか魅力を感じませんが、 

小さな利益のものも儲かるという確信があれば必ず仕入れて出品いたします。 

 

一つ数百円から１０００円程度を稼ぐ商材など、私にいわせればごろごろその辺に 

転がっています。 

はっきりいっていくらでもあるのです。 

 



このツールではヤフオクを中心にその極秘ノウハウや、売れ筋情報など、 

皆様が成功するには最も必要とされる情報を中心にお伝えしたいと思っています。 

 

有益情報がたくさんありますので、じっくり読んでください。 

必ず役立つ情報やノウハウにめぐり合えるでしょう。 
 



３．何も知らないままで探り当てた驚異の商材 
 

 

 

 

さて、ヤフオクで最も手軽に始められるものといえば、手元にある不要なものの出品です

が、ヤフオクでも必ず落札されて、しかも物によっては大変高額になるものがあります。 

これはどこの家庭にでもあるものですが、とくに古いお宅にはたくさんあります。 

 

それはいわゆる面子（めんこ、メンコ）です。 

私がヤフオクを始めた頃、一番たくさん出品したものがこのメンコでした。 

昔の古いものであればかなり高値になることもあります。 

 

私が見た中で一番高額だったものは「七色仮面」の写真メンコでした。 

昭和３０年代頃の写真メンコで、１シートのものでした。 

切れば２０枚になるワンシートの物です。 

 

普通は一枚１００円がいいところで、２０枚でも２０００円です。 

 

これがいくらになったと思いますか？ 

 

数千円と考えた人はすぐにでもヤフオクを始める価値があります。 

少なくともその価値を見出しているといえます。 

 

その金額驚くなかれ７万円です。 

 

これは中堅の画家の落札金額より高値になります。 

 

一枚の本物の油絵よりはるかに高い金額で、たった１枚の昔のメンコのシートが売れた

のです。 

 

中堅画家の絵画は市場ではけっこうするものが多いのですが、ヤフオクではかなり安く

売買されています。 

ということは仕入れも安い場合が多い、ということです。 

 

絵画もそうですが、中古品として市場に出る場合、よほど有名な人の作品以外はそれほ

ど高くは売られません。 

 

また、メンコではまだまだ色々高値を呼ぶものがあります。 



 

メンコの話は私がヤフオクを始めて間もない頃でびっくりしたものの一つです。 

 

昭和３０年代頃のメンコは非常によく落札される商品の一つで、私が出したものは 

１００％落札され、ヤフオクで買ったものでも、きちんと説明して写真をきれいに写した 

ことなどにより、すべて私が買った値段よりは高い金額で売れました。 

５００円のものが３０００円以上になったこともあります。 

通常、６倍で売れる町の商品はないので、利益率からいえば非常に良いことになります。 

つまり大儲けとはこのことです。 

 

「ピロンの秘密」「ジャガーの目」「怪傑ハリマオ」「月光仮面」「ナショナルキッド」 

などなど、この頃のテレビドラマの写真版メンコであれば必ず落札されます。 

 

一枚ずつばらばらで、折れなどがあっても良いので、そういうものは５枚～１０枚程度を 

一つとして１０００円くらいから出品すれば良いのです。 

それで数千円以上になることも多いのです。 

「ピロンの秘密」は写真版のシート物で２万円くらいでした。 

 

この頃の人気ドラマでは「赤銅鈴之助」や「少年ジェット」「スーパージャイアンツ」など、 

盛りだくさんであり、押入れのどこかにこんなものが残っていませんか？ 

あればすぐにでも出品するべきです。 

 

オークションの自動入札でどれだけ上がるか、楽しみが増えます。 

 

オークションに出品するときは必ず「自動延長」にチェックを入れます。 

締め切り５分前ごろから入札があると、そこからさらに５分間終了時間が延長します。 

私は１時間くらいそうして終了時間が伸びたことがあります。 

 

当然落札金額は相当高くなっています。 

最終的な落札価格が２０万円以上とか３０万円以上というケースもかなりあります。 

これらはすべて絵画です。 

この仕入れは高くても２万円程度でした。 

 

どれほど儲かるかお分かりになると思います。 

 

 

次の月光仮面の写真メンコは昭和３０年代のもので、折れたり曲がったり大分傷みがあ

ります。 



ヤフオクでの落札価格は３０００円以上。（５０００円以上だったように思いますが） 

下のシート物は５０００円くらいで落札されています。 

メンコは以外に見つけやすく、売りやすい商品の一つです。 
 

 



 

メンコのほかには次のようなものもよく売れます。 

 

総じて古い紙ものは良く売れます。 

 

写真は「スター絵合わせ」 

５枚２０００円くらいで買いましたが、落札価格は１枚が３０００円から５０００

円でした。 

拡大部分写真もきちんと載せて折れている箇所などがあればそれも正確に記載し

ます。 

写真で示せばベストです。 

というより欠点があれば、必ずそれは説明文に記載し、写真を載せることが信用さ

れることにつながります。 

 

下の写真は石原裕次郎や美空ひばり、長島茂男や当時の有名女優などがたくさん載

っています。 

やはり今ではなかなか手に入らないので珍しいのでしょう。 

 

従って値段はあってないようなものであり、欲しいと思う人が複数いれば値段は上

がることになります。 
 



 
 



４．なつかしグッズは売れ筋の一つ 
 

 

 

 

また、この頃の雑貨品はヤフオクでもよく落札されている商品の一つで、 

総じて「なつかしグッズ」は良く売れている商品群のひとつであり、小遣い 

稼ぎくらいはすぐにできるものの一つです。 

 

錆付いた昔のブリキなど、物によっては何万円もなることが良くあります。 

皆さんは昔の古いものなどが押入れや物置から出てきたら捨てていませんか？ 

捨てる前にまずヤフオクへ出品することです。 

 

それらはいらない人や関心のない人にはただの錆びたおもちゃで、普通なら 

捨ててしまうしかないようなものですが、コレクターはまったく別の価値観を持って 

いるのです。 

自分で物の価値は決めない方がいいようですね。 

 

 

一つの例として、皆さんは使い古された便器が売れるか？ 

と訊くときっと眉をひそめるでしょう。 

 

昔どこかの家で実際に使われていた和風の便器（大小）であるため、 

きれいなはずはありません。 

しっかり洗ってあるとはいえ、それ以上には取れない黄ばみや汚れがあるのは 

当たり前です。 

 

そんなものは当然のことながら捨ててしまうのが普通です。 

 

ところが、これを買う人はいるのです。 

ヤフオクでも以前３５００円くらいで落札されていました。 

 

しかも、何人も入札している人がいるのです。 

つまりはそれだけ需要があるということになります。 

そのほとんどは昔の染付けの便器です。 

良いものは何万円という値段で売られていることがあります。 

使い古された昔の便器ですよ。 

 

皆さんもこのような発想を持つことをお勧めいたします。 



そうすればなんでも売れるということの意味が次第に分かるようになってきます。 

 

 

私は実はこの古い昔の便器が何に使われるのか分からなくて、ある日古いものに関心

のある女性に聞いてみたことがあります。 

 

すると彼女はいうのです。 

「その中に植木などを植えたりするらしいけど…。染付けのものはおしゃれでもともと高価

だし」 

というのです。 

 

実際に、庭に便器を置いて花や植物を植え、それを鑑賞する人も多いのだそうです。 

 

それ以外にも使われるのでしょうが、多くは花壇などに使うといいます。 

 

この間もよく行く和骨董の店でこの染付けの便器がいくつか置いてあり、店の女の子に 

訊いてみると、この間外人さんが買って行きました、というのです。 

 

使い古された便器など普通は誰も売ろうとは思わないが、これが売れるのです。 

しかも、２万円とか３万円とかでも買う人がいるのです。 

 

 

教訓としては、商材を選ぶとき、自分で物の価値を決めない、ということです。 

特に古いものはそうです。 

 

自分のもっている価値観などは、自分が生きてきた世界だけの小さなものであり、 

多種多様な価値観が存在するのが地球なのだ、と思うことです。 

 

すると意外なものが売れるという理由も分かるような気がします。 

だからとにかく何でも売ってみることです。 

捨ててしまおうと思っているものがあったら、まずヤフオクへ出品してみましょう。 
 

 



５．有名なあの焼酎はどうやって手に入れる？ 
 

 

 

ヤフオクで落札金額が高くなるような商材について書かれた情報がありますが、 

実際にそれらを仕入れるとなるとなかなか現実には難しいものばかりです。 

落札相場はオークションの統計ページを見れば分かります。 
 

http://www.aucfan.com/ 
 

 

一番大切なことはその商品をではどうやって手に入れるのか、ということです。 

 

ひとつここであの有名な焼酎の入手方法をお知らせいたします。 

 

仕入れ価格の何倍もの値段で売れる有名な焼酎の「森伊蔵」があります。 

送料を入れても日本全国で３２００円～４０００円位で買うことができます。 

ヤフオクでは２万５千円から３万円くらいで売れるので、実に一本で８倍から１０倍 

の値段で売れることになります。 

 

一本でも手に入れば間違いなく２万円以上労せずして儲かることになるわけです。 

毎月１５日から２５日までが申し込み期間で電話をして申し込むことになります。 

 

（099-239-1111：ＩＰ電話は不可） 

 

見事当選したかどうかは翌１日から１４日までの間は同じ電話番号にかけて 

聞くことができます。 

 

この「森伊蔵」よりもっと確実性の高い商材があります。 

それは古本屋巡りをすることです。 

古本屋には数十年以上前の昔の古い美術書が良く置いてあります。 

 

その中には木版画の付いている画集などもよくあります。 

 

表紙も中味もぼろぼろであるため、１冊が１０００円から１５００円位で売られています。 

一例としては「日本裸体美術全集」（全６巻：高見沢木版社）など。 

 

その他東郷青児が裸婦の写真を写して全ページに特集された「３人のビーナス： 

別冊アトリエ」なども高値となります。 



こちらは７００円から１５００円くらいで売られています。 

丹念に探すとちょくちょく見つかります。 

私の場合はどちらも５０００円から１２０００円くらいで落札されています。 
 

「幻の写真集 あの東郷青児画伯が撮影した裸婦写真集！」 
 

などのようにタイトルにはできるだけアピールするように書くか書かないかで 

落札金額に影響いたします。 

それが古いものであればその年代を記載すると一層効果があります。 

なかなか手に入らない珍しいものであれば、それを記載します。 

 

古本屋を探すときに心がけることは、「非常に古い」本をまず探して、 

その中を見ます。 

木版画の付いているような本ならほぼ高値になります。 

 

また、自分が見て珍しい面白い本だと思う場合、人もそう思う場合が多いでしょう。 

今では見たことも無いような珍しい古い本だと、かなりの値段になることが多いのです。 

 

その場合、本の汚さや古びた感じを自分の好みで判断しないことが必要です。 

古本に価値を見出す人は汚れなどをまるで気にしないからです。 

 

あまりぼろぼろでは困りますが、古さはステータスとも考えられます。 

 

新しい普通の本はヤフオクではなく、アマゾンに出しておけばそのうち売れるでしょう。 

しかし古い珍しい本はヤフオクの方がずっと高値になり売りやすいのです。 
 

 

 



６．意外によく出てくる何万円にもなる古い貨幣 
 

 

 

皆さんのご家庭のどこかに「寛永通宝」はありませんか？ 

あればすぐにその通貨を調べてみることです。 

 

「寛永通宝」は山ほどあり、１００枚でも数千円程度ですが、その中にはよく 

「和同開珎」が混ざっていることがあるのです。 

 

特に旧家などの屋根裏とか床下にたくさんあったとか、あるいは押入れや 

物置の中にどさっとあった、という場合には十分に調べてみることです。 

 

「和同開珎」は寛永通宝と比べると年代的古さもあって状態が悪いものが多いの 

ですが、それは気にすることはありません。 
 

骨董品を収集している人は古いことなどは気にしません。 

問題はそのものに価値があるかどうかです。 
 

「和同開珎」とかろうじて読み取れるほど文字が擦れてしまったものもありますが、 

それも気にせずもしあったら「１枚ずつ」出品することです。 

「寛永通宝は」大量にまとめて出品しないとだめですが「和同開珎」は１枚ずつで 

十分です。 

 

その1枚が何万円にもなります。 

 

文字がかすれてかすかにしか見えないようなものでも、数千円以上で落札されます。 

ただし「和同開珎」はその貴重さゆえに贋物もよくあるといいますので、説明欄には 

「床下から出てきたものをそのまま出品いたしますので真贋はわかりません」 

と書いておけば良いでしょう。 

間違ってもこのような真贋の不明なものについては「本物です」とは書いてはいけませ

ん。 

そう書くと大変な高値になりますが、それが偽物であった場合、あとから大変なことになり

ます。 

真贋は分からない、と書いても、写真を見てたくさんの人が入札をして結果、高値となる

のです。 

 

写真は拡大画像もきれいに写して出品することが大切です。 

そのように書いておいても状態の良いものは何万円にもなるのです。 



 

 

ヤフオクへとりあえずなんでも出品してみることですが、出品するものがない、 

という人もいるかもしれません。 

 

物置や押入れを探せば使っていないものや、案外高額になるものがあったりします。 

自分には価値のないものでも、他のある人にはお宝であったりするものもいくらでもあり

ます。 

 

古びた「和同開珎」なども関心のない人にはそのまま見過ごしてしまいますし、 

錆びているようなものが売れるわけがないと、関心のない人は思ってしまい、 

そのまま捨ててしまうケースさえあります。 

これが何万円にもなるということに気が付くか付かないか、この差は大きいといわざるを

得ません。 

「和同開珎」は実は意外によく見つかります。 
 

旧家の屋根裏から見つかった寛永通宝の貨幣数百枚の中にこの「和同開

珎」が１０枚以上混ざっていたケースを知っています。 

これだけで何十万円にもなってしまいます。 
 

押入れや物置を探せばカビの生えたような珍しいものが出てくるかもしれません。 

あるいは蔵などがある家庭なら、間違いなく自分に分からなくても人には「お宝」といえる

何かがあるはずです。 

どんな小さなものでもよいので、古い珍しいものがあったらとにかく出品してください。 

 

小さな昔のソフビ一つが１万円以上になったりする時代です。 

ヤフオクにもソフビはたくさん出ています。 

常にチェックしていればどんなものが高くなるのか,そのうち分かるようにもなるでしょう。 

 

知り合いから昔持っていたソフビを安く買ってヤフオクで売るのも一つの手です。 

その中には貴重なものが混ざっている可能性もあるのですから。 

というより、古い珍しいソフビならほぼ間違いなく高値落札となります。 
 



 

７．破産管財物件を手に入れる 
 

 

 

ところで、出品する商品を考えている人お勧めなのが、ヤフオクの中にある、 

ある商品です。 

 

ヤフオクからヤフオクへの転売など難しいと思うかもしれませんが、そんなことは 

ありません。 

 

究極の方法もありますが、ここでは簡単な仕入れの方法と転売の方法を 

お知らせいたします。 

 

ヤフオクの中には「破産管財物件」「倒産品」「金融品」などのタイトルをつけて 

出品されている商品がたくさんあります。 

これは専門の業者などが行っており、衣類から日用品までたくさん出てきています。 

それも一つの出品に衣類１０枚とか２０枚とか、大工道具５個セットとか、というものが 

格安で出ています。 

 

オークションの性質上値段は少し上がりますが、それでも一枚数千円の服が１０枚セット 

で１万円以下で買えればヤフオク内で商売ができます。 

というのも、１０枚などまとめて買っても困るけれど、１枚とか２枚だったらほしい、 

という人はたくさんいるのです。 

定価が安いものは２～３点まとめて利益がでる値段で、定価が高いものは１点ずつ 

出品すれば着実にさばけて稼ぐことができます。 

 

例えば５０００円のものだったら２枚で（仕入れが一枚１０００円だったら） 

３０００円から、という具合です。 

 

ただし人気のありそうな商品は低額からの出品の方が入札がたくさん見込めます。 

その結果金額が必ず最後には上がります。 

終了間際に入札してくる人が多いので、終了３分前に１０００円であっても、終わって 

みたら４０００円を超えていた、というケースはいくらでもあります。 

 

人気商品ほど終了間際に入札がたくさん入ります。 

リサイクルショップなどへ行くと、新品の同じ日用品や雑貨品が格安で売られている 

ことがありますが、調べてみるとヤフオクで出品されたこういう倒産品などを落札して、そ

れに少し上乗せした金額で売っています。 



一つ一つの単価は小さくても、地道に確実に稼ぐという努力は必要です。 

 

「倒産」「破産」などのキーワードで探してみてはどうでしょうか。 

 

商材はいくらでも見つかるはずです。 

あとはあなたのアイデアとやる気一つでしょう。 
 



 

８．ただで手に入れて売る 
 

 

 

 

只で手に入れたものを売ると丸々儲かりますね。 

こういうアイテムは結構あるのですが、一番集めやすく売りやすいのが、おまけの類で

す。 

 

中でも携帯ストラップとかキーホルダーとかは集めやすく、売れるアイテムの一つです。 

最近はキーホルダーより携帯ストラップの方が多いのですが、これをたくさん集めて 

出品すると、内容によってはかなり高額で落札されます。 

ただし、同じ種類のものばかりではいけません。 

何種類か集めて、出品します。 

 

例えば３０個くらいまとめる場合、その中に同じものは３つくらいまで。 

種類にして１５種類くらいでまとめるといいです。 

 

別にバッチなどのノベルティー商品を混ぜてもＯＫです。 

 

少し前までヤマト運輸でも携帯の面白いストラップを行くと只でくれました。 

売っているものではないものばかりとなるので、ものめずらしさと、やはりこういう 

コレクターもいるものなのです。 

「非売品」として目立つアピール表現をつけて出品するとよいでしょう。 

 

どこかで見つけたら確実にゲットしてきて集めてください。 

小遣い銭くらいは十分に稼げます。 

 

特に非売品のコレクターズアイテムは間違いなく売れます。 

 

また可愛いものは必ず入札がいくつも入ります。 

 

知人友人に不用品をもらって売れば丸々儲けになります。 

段ボール箱を渡して「いらんものがあったらこれに入れておいてくれ」といっておけば 

意外にそれに入れておいてくれたりします。 

 

｢いらないものがあったらくれないか｣ 

というより、 



「いらないものがあったらこれに」 

といって箱を渡しておけば、ほぼ確実に何か入れておいてくれます。（笑） 

 

箱があるとそんな心理が働くのでしょうね。 

坊主丸儲け、という言葉がありますが、箱渡せば丸儲け、となります。笑いが止まりませ

ん。 

 

ただし、そうしてもらったものの中には何の価値もないようなものもあるかもしれません。 

それに対して文句などを言うことは決してしてはいけません。 

常に感謝する気持ちを持つが大切です。 
 



９．何が高額になりやすいか？  

高値になりやすく手に入れやすい商材 
 

 

 

皆さんは一度に大きく稼げる商材とこつこつと小さな利益でも的確に 

出品点数を増やしてオークションをする方法のどちらを好みますか？ 

 

多くは一度に大きな利益を生み出す商材を出品したいと思います。 

 

しかし、現実にそういう商品がそんなにあるわけではありません。 

家庭の中にあるものは限られています。 

このあたりの情報については最後にご紹介してあります。 

 

ヤフオクで最も活況がある分野はアンティークやコレクション、美術品ですが、 

これらはある程度の知識を持っていた方が便利です。 

 

例えば文化勲章を受章していたり人間国宝になっていたりする人物の作品は 

高額になりますが、それだけに贋作も多くなります。 

しかし、ヤフオクを見ているとこれらの作品がたくさん出品されています。 

その大半は「鑑定はない。本物かどうか分からない」と書かれています。 

 

それらの作品で、見たところ大変良いできばえの作品は大変高額になっています。 

 

皆さんも物置や倉庫などある場合には探してみると古い美術品や陶磁器などが 

あるかもしれません。 

旧家ならかなり可能性は高くなります。 

日ごろからこれらのカテゴリをよく見て、あるいは雑誌などで見ておくと、 

参考になることはたくさんあります。 

 

私も美術品についてはまったくの素人でしたが、この美術品、骨董品などとの 

出会いは大きな転機となっています。 

 

その気があれば誰でも参入でき、すぐに成果が上がるところがヤフオクの 

可能性を物語っています。 

 

そして何より、それらが大変安く、かなりの率で手に入る方法を見つけたのです。 

これはその気があれば誰にでもできます。 

 



また、これらの商品はすでにお気づきのように、「値段があってないようなもの」です。 

だから思わぬ高額落札なることがあるのです。 
 



 

１０．２４Ｋｇｐの商材は物によっては確実に儲けられる 
 

 

 

 

また、こつこつと数百円から１０００円、２０００円と稼ぐのであれば、これらの商材は 

古本屋とかリサイクルショップにもたくさんあります。 

 

私はリサイクルショップで２４ｋｇｐの商品をよく買いますが、金杯や銀杯以外の商品だと 

結構値段が上がることがあります。 

 

２４ｋｇｐの菊のご門入り朱肉入れは５００円で買ったものでしたが、これを１０００円から 

出品すると５０００円くらいで落札されました。 

 

別のある金杯の８個セット（桐箱入り。未使用新品）は１９００円くらいで買いましたが、 

４５００円で落札されています。 
 

 
 

このくらいの商品でいくつも出品してコンスタントに稼ぐことは一番良い方法といえます。 

 

陶器やキッチン用品なども見た目に良いものは安く買えて売り易い商品です。 

 

漆製品などで名のあるものは、古いものでもかなり高額になります。 

また、２４ｋｇｐの金杯や銀杯の場合、セットで桐箱に入っている状態の良いものであれば、

それは売りやすく利益は出やすい商品です。 

上の例にある金杯８個セットはその良い例です。 

 

もともとは１８０００円位しているものですから、１万円で買っても安いのです。 

リサイクルショップには商売になる商材がたくさんあります。 

 

こういう小さなものは知人や友人などから買い取ったりしていってもいくつも集まります。 

普通は１０００円から２０００円程度のものを売って数百円稼ぐというのは儲けの利益とし

ては実は多い方です。 

本来商売はそういうものです。１００円ショップを見ればお分かりと思います。 

どんなに売っても１００円ショップが一つの商品を売って１００円の利益が出ることはあり

ません。 
 



１１．１００万円絵画が１万円で手に入った 
 

 

 

私は１５箇所くらいのリサイクルショップを頻繁に回っており、たくさんの商材を今まで 

買ってきてはヤフオクへ出品してきました。 

 

中にはとてもよい工藝額絵や陶板などを２０００円で２点買い求めたら、それがヤフオク

では両方で８万円近くになったことがあります。 

 

これは買うときにすでにそのくらいになるだろうと予測していました。 

そのリサイクルショップの社長とは顔なじみになっていて、私が店舗に入ったときに仕入

れた商品だったそうです。 

そこでは３９８０円で売る予定で値札を付けようとしているところへ、私が話しかけたわけ

です。 

「今だったら２０００円でいいです」 

というので、即座に２点４０００円で買いました。 

 

ある有名工芸家の色紙サイズの作品ともう1点は棟方志功の陶板でした。 

工房で作られたものでしたが、それはヤフオクではかなり高値になりやすいものです。 

工房物で１点物ではないのですが、それでももともとは大変高価なものです。 

私からその作品を買った人はそれでもかなり得をしたことになります。 

もちろん工房物ですから贋物の出る余地はありません。 

 

また、よく行く別のリサイクルショップでは素晴らしい外国画家の油絵が１万円で売られて

いました。 

私もその名前は知りませんでしたが、気になって裏のシールを元に調べてみたら、今もあ

る画廊でそのサイズの作品が１００万円で売られていることが分かりました。 

 

恐らくはこの絵を売った人は、何かのことでもらったか、あるいは父親などが購入して、そ

れを何かがきっかけで自分のものになり、値段を知らないまま売ったのでしょう。 

 

店の方でもよく分からず、立派な額だったので１万円で売ることにしたのでしょう。 

店の仕入れは恐らく３０００円程度だったと思います。 

このようなことは実はちょくちょくあります。 

私自身は何度か経験しています。 

 

もちろんこれも出品いたしました。 

値段が分かっているので高値落札となったことはご推察のとおりです。 



良い絵画は大変よく売れる商材の一つです。 
 



 

閑話休題   写真の写し方と載せ方 
 

 

 

 

下は輪島塗の額。 

きれいな額絵のときには高額になりやすい。 

下は３０００円で購入して落札価格は１２０００円ほど。 

まともに買えば相当に高額な作品です。 

 

ヤフオクでは写真は３枚までしか載せられないので、写真はこのように全体写真と、部分

写真をいくつか載せる。 

リンクさせて何枚か写真を載せる方法もあります。 
 

 
 



 
 



１２．ヤフオク、メルマガ、時代を先取りすることが成功の秘訣 
 

 

 

 

私は昔ニフティサーブの掲示板を使って色々ビジネスをしていました。 

その後メールマガジンというツールを使って、この頃のニフティからメルマガへの移行期

に月間では最高で１２０万円以上の純利益を出したことがあります。 

 

メルマガではずっと数十万円から１００万円程度を稼ぐことができました。 

 

そして読者数を増加させていって、最終的にはメルマガビジネスは１ヶ月メールを出すと

１０００万円を超える売り上げをもたらしくれるようになりました。 

今情報起業で稼いでいる人はほとんどメルマガを主力としています。 

 

メルマガは宣伝広告のツールとしては最も効果的です。 

 

それはもともと関心のある人を対象として集めているからで、私が発行していたメルマガ

は初期の頃、多いもので２０００人くらいでしたが、広告効果は通常では考えられないほ

ど大きく、通常２０００人のメルマガだと、何万円もするものはせいぜい０．０５％～０．１％

ほどで２～３人売れればいい方です。 

しかし、私の場合には一誌で１％以上の高確率でした。 

また、合計では１万人程度のメルマガで、売れた率は合計すると４％以上あります。 

大変効果的な媒体であることが分かります。 

４００人に３万円の商品を売ると１２００万円になります。 

 

のち、相互紹介を繰り返して１０万人を超える人数を集めたのですが、ここまで来ると年

収は億を越えることが可能となります。 

今、自分で登録してくれるアドレスのメルマガで１０万人以上いるメルマガは、例外なく巨

富を築いているはずです。 

 

メルマガはいつまでもそのメルマガだけで同じ商品が売れ続けることは無理ですが、 

数誌をうまく回転させ、ＰＲ方方法などを変えることによって相当に効果的です。 

 

現在では昔のように人数が一度に多数集まることは難しく、お金をかける必要がありま

すが、相互広告などで気長に増やせば集金ツールとしては大きな力を発揮いたします。 

 

これらのノウハウもかなり売れているところを見ると、ヤフオクやメルマガでひと稼ぎしよ

うという人は予想以上に多く、ここには新しいビジネスのネタが際限なく広がっているよう



に思います。 

 

現在はヤフオクも５００万人ほどの参加者がいるということですが、これは今後ますます 

増えていくでしょう。 

一時期のニフティサーブがそうであったように、ヤフオクは今後も他のネットオークション

を圧倒することは間違いないでしょう。 

 

ニフティサーブは掲示板機能を早く画像ファイル付きでオークション式にしていれば、 

おそらく現在のヤフオクと２分するネットオークションになっていたかもしれませんね。 

ヤフオク以前のネット販売ではニフティサーブの掲示板ビジネスが圧倒的に効果的でし

た。 

 

時代を先取りしてアイデアを行動に移す、それが何のビジネスでも成功の秘訣だと思い

ます。 



１３．終わりに 

      私からのアドバイス 
 

 

 

その気があれば誰でも参入でき、すぐに成果が上がるところがヤフオクの 

可能性を物語っています。 

 

 

また、広告宣伝を必要とする場合にはメマガほど適した媒体もないのでは 

ないかと思います。 

 

初めからあきらめていると何もできませんが、行動するところには必ず結果が 

付いてきます。 

 

先んずれば人を制す！ 

という言葉はチャンスを大きく広げる一つの教訓といえるでしょう。 

 

くれぐれも自分で物の価値を決めないようにしてください。 

価値を決めるのは、あなたの出品物を見つけた入札者なのです。 

 

この世の中には使い古された便器さえ買う人が確かにいます。 

それも何人もいるのです。 

さらにはそれが数千円、あるいは物によっては２万円以上で売られ、それでも買う人がい

るのです。 

全国には実にたくさんの使い古された便器を買う人がいるのです。 

 

今まであなたはそんなことは想像もしなかったでしょう。 

 

このことを忘れないでいると、ビジネスチャンスは今後、必ず生かすことができます。 

 

意外な発想を持つということをあなた自身が見出したからです。 
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１０年間働かずして巨額の財をＰＣ１台で成した男 
―ものぐさ１０年なまくら流金儲け 

 

ある方法を持つメルマガマーケティングで一月１０００万円以上を稼ぎ出した男の方法 

１週間食べるものさえなかった男の奇跡の成功物語 

そのすべてのノウハウをあなたにも 

http://www.goldtensi.com/gold.htm 
 

 

しあわせが向こうからやってくる 
 １分！  おんなりょく（女力） 
 

男はこんな女が大好き 

 

好評発売中 

http://www3.ocn.ne.jp/~mahoroba/iionna2.htm 
 

 

近日発売！ 

「自分でもびっくり！ 購入７０００円→落札４７万円 ヤフオクど素人でもこれだけ儲かった」 

http://goldtensi.com/gekiyasutop.htm 

アップロードは３月初旬 


