
ＨＩＫＡからの購入特典【秘密の転売商品情報】

【ゆるせど】にかなり近い感覚のお宝商品群３０点公開！

その１．マニアックＣＤ１４選

　１．　THE LIVE 3

　　　　　　　M-BAND 

2001 年に発売された「THE LIVE」、

2005 年に発売された「THE LIVE 2」

に続く、シリーズ 3 枚目。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0027BED76?ref=myi_title_dp 

　２．Cosmic Words

　　　　　　　　KENJI JAMMER　鈴木賢司 

　　1. RUMINATE 2. 理由なき反抗　

　　3. ジャスト・アイ・ライク・ディス 

　　 　他収録。　売価　４６５０円

https://www.amazon.co.jp/dpB00C3VI1YQ?ref=myi_title_dp 

キーワード：Ｍバンド、鈴木賢司（Kenji Jammer ）

https://www.amazon.co.jp/M-BAND/e/B001LHZ0XS/ref=dp_byline_cont_music_1
https://www.amazon.co.jp/dp/B00C3VI1YQ?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.co.jp/KENJI-JAMMER/e/B001LHZLQ4/ref=dp_byline_cont_music_1
https://www.amazon.co.jp/dp/B0027BED76?ref=myi_title_dp


　　３．L. A. Blues Authority, Vol. 5

　　　　　　L.A. Blues Authority 

　参加ギタリスト　

　パットトラヴァース・ニールショーン・

　ジェフワトソン・レズリーウエスト・　

　エリックゲイルズ・リックデリンジャー  

　ジョーリンターナー・グレンヒューズが

　ボーカルで参加 　売価　４，６００円

https://www.amazon.co.jp/dp/B01G473Y3W?ref=myi_title_dp

 

　　４．yes we’re SINGLES

　　　　　　　　REIMY

　収録曲　

　　01.JUST ONLY YOU　02.シャドー・プレイ

　　03.恋する時間　04.愛を騷がない

　　05.fa・ri・ra　06.最後の優しさ

　　07.SPEED OF LIGHT(U.S.A Remix)

　　　　　　　　　　売価　４，９９０円

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00T0GEKSS 

キーワード：L. A. Blues Authority、各ギタリスト名、

　　　　　　ジョー・リン・ターナー、グレンヒューズ、麗美

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00T0GEKSS
https://www.amazon.co.jp/REIMY/e/B002E4AC4O/ref=dp_byline_cont_music_1
https://www.amazon.co.jp/dp/B01G473Y3W?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.co.jp/L-A-Blues-Authority/e/B000AQ40R8/ref=dp_byline_cont_music_1


　5．フォトグラフィック・スマイル

　　　　　　　　MR.BIG(UK)  

　　

「フォトグラフィック・スマイル」

「恋するロミオ」「グッバイ・ワールド」

　他、全 10 曲を収録したセカンドアルバム

　

　　　　　　　　　　売価　４，８８０円

https://www.amazon.co.jp/dp/B000056H4Q?ref=myi_title_dp 

　

　６．ORDINARY LIFE

　　　　　　　　中村雅俊

　オリジナル・アルバム・コレクション・

　シリーズ第 15 弾。「普通の生活」

「彼女は二度チャイムを鳴らす」他、

　全 9 曲収録のアルバム 　

　　　　　　　　　　売価　２，４９８円

https://www.amazon.co.jp/dp/B00005EPIH?ref=myi_title_dp 

キーワード：MR.BIG(UK)単なる MR.BIG は X、中村雅俊

https://www.amazon.co.jp/dp/B00005EPIH?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E9%9B%85%E4%BF%8A/e/B000AR9D24/ref=dp_byline_cont_music_1
https://www.amazon.co.jp/dp/B000056H4Q?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.co.jp/MR-BIG-UK/e/B002E4E12I/ref=dp_byline_cont_music_2


　

　７．Nils Lofgren　1ST

　　　　　Nils Lofgren 

　　　　売価　６，３４６円

https://www.amazon.co.jp/Nils-Lofgren/dp/B000XCZHBW/

ref=pd_cp_15_2/356-3647817-7062226?

_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000XCZHBW&pd_rd_r=3828e5af-d7a7-428d-8790-

a01b10779cd3&pd_rd_w=x1DfW&pd_rd_wg=ofOtz&pf_rd_p=960f7b64-96bc-43a7-

8a7a-

4c4bb301da91&pf_rd_r=DJMN3J44P6HVSQQ487X7&psc=1&refRID=DJMN3J44P6HVSQQ

487X7 

　８．稲妻の夜~ニルス・ライヴ!

　　　　(紙ジャケット仕様)

　　　　　　Nils Lofgren 

　　　　売価　７，２６３円

https://www.amazon.co.jp/dp/B00H9N3I1Y?ref=myi_title_dp 

キーワード：ニルスロフグレン（基本的に高値アルバム多し）

以上の８品目及びキーワード周辺の商品は、

https://www.amazon.co.jp/dp/B00H9N3I1Y?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.co.jp/Nils-Lofgren/e/B000APWEUY/ref=dp_byline_cont_music_1
https://www.amazon.co.jp/Nils-Lofgren/dp/B000XCZHBW/ref=pd_cp_15_2/356-3647817-7062226?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000XCZHBW&pd_rd_r=3828e5af-d7a7-428d-8790-a01b10779cd3&pd_rd_w=x1DfW&pd_rd_wg=ofOtz&pf_rd_p=960f7b64-96bc-43a7-8a7a-4c4bb301da91&pf_rd_r=DJMN3J44P6HVSQQ487X7&psc=1&refRID=DJMN3J44P6HVSQQ487X7
https://www.amazon.co.jp/Nils-Lofgren/dp/B000XCZHBW/ref=pd_cp_15_2/356-3647817-7062226?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000XCZHBW&pd_rd_r=3828e5af-d7a7-428d-8790-a01b10779cd3&pd_rd_w=x1DfW&pd_rd_wg=ofOtz&pf_rd_p=960f7b64-96bc-43a7-8a7a-4c4bb301da91&pf_rd_r=DJMN3J44P6HVSQQ487X7&psc=1&refRID=DJMN3J44P6HVSQQ487X7
https://www.amazon.co.jp/Nils-Lofgren/dp/B000XCZHBW/ref=pd_cp_15_2/356-3647817-7062226?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B000XCZHBW&pd_rd_r=3828e5af-d7a7-428d-8790-a01b10779cd3&pd_rd_w=x1DfW&pd_rd_wg=ofOtz&pf_rd_p=960f7b64-96bc-43a7-8a7a-4c4bb301da91&pf_rd_r=DJMN3J44P6HVSQQ487X7&psc=1&refRID=DJMN3J44P6HVSQQ487X7
https://www.amazon.co.jp/Nils-Lofgren/e/B000APWEUY/ref=dp_byline_cont_music_1


高値安定で回転も早い（売れやすい）ですが、

通常仕入れ値も高いのがネックです。

ただし意外にヤフオクで落札しやすいので、検索して

仕入れを狙いましょう。

続いて、仕入れが手頃な価格で売れやすいＣＤ品目

　９．FAVORITE THINGS～

　　　ハウンド・ドッグ・ベスト 1987-1992

　　　　　　　　HOUND DOG 

　基本的仕入れ値　２８０円

　　　売価　１，４００円

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00005HDKX 

　　１０．リッチ・アンド・フェイマス

　　　　　　　ブルー・メルセデス 

　　基本的仕入れ値　５００円以内

　　　売価　１，７４０円

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0000653A  E   

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0000653AE
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0000653AE
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%87%E3%82%B9/e/B002E0WJR6/ref=dp_byline_cont_music_1
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00005HDKX
https://www.amazon.co.jp/HOUND-DOG/e/B000AQTI0W/ref=dp_byline_cont_music_1


　

　　　１１．ザ・コスモス・ロックス

　　　　　　  クイーン  +  ポール・ロジャース   

　　基本的仕入れ値　５００円以内

　　　売価　１，２００円

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B001CRGTZ0 

　　　　１２．メリー・クリスマス

　　　　　　　 マライア・キャリー

　　　基本的仕入れ値１０８円～２８０円

　　　　　期間限定売価　１，２００円程度

　　　　　都度売価調整が必要

https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0002ZEZF4/

ref=tmm_acd_used_olp_1?

ie=UTF8&condition=used&qid=1568666299&sr=1-5 

＊注意　11 月からクリスマスまで、現在でも必ずシーズンに

　　　　値上がりしています。余裕があれば秋までなら

　　　　ゴロゴロ仕入れできますので、底値で仕入れるのがコツ。

https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0002ZEZF4/ref=tmm_acd_used_olp_1?ie=UTF8&condition=used&qid=1568666299&sr=1-5
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0002ZEZF4/ref=tmm_acd_used_olp_1?ie=UTF8&condition=used&qid=1568666299&sr=1-5
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0002ZEZF4/ref=tmm_acd_used_olp_1?ie=UTF8&condition=used&qid=1568666299&sr=1-5
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B001CRGTZ0
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9/e/B002E4LVNK/ref=dp_byline_cont_music_1


　　　１３．　　ＳＯ　ＲＥＡＬ

　　　　　　　  小比類巻かほる   

　　基本的仕入れ値　５００円以内

　　　売価　２，１００円

https://www.amazon.co.jp/SO-REAL-%E5%B0%8F%E6%AF

%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B/dp/

B00005G4JH/ref=sr_1_16?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF

%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3IO0D53Z5I3MR&keywords=

%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B

%E3%81%BB%E3%82%8B+

%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88&qid=1568665551&s=music&sp

refix=%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B

%E3%81%BB%E3%82%8B%2Cpopular%2C304&sr=1-16 

そして意外なお宝商品は・・・
　

　　　１４．TUBEST

　　　　　　　　　　TUBE 

　　基本的仕入れ値　５００円以内

　　　売価　１，８１９円

https://www.amazon.co.jp/TUBE/e/B000APBR3O/ref=dp_byline_cont_music_1
https://www.amazon.co.jp/SO-REAL-%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B/dp/B00005G4JH/ref=sr_1_16?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3IO0D53Z5I3MR&keywords=%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B+%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88&qid=1568665551&s=music&sprefix=%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B%2Cpopular%2C304&sr=1-16
https://www.amazon.co.jp/SO-REAL-%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B/dp/B00005G4JH/ref=sr_1_16?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3IO0D53Z5I3MR&keywords=%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B+%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88&qid=1568665551&s=music&sprefix=%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B%2Cpopular%2C304&sr=1-16
https://www.amazon.co.jp/SO-REAL-%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B/dp/B00005G4JH/ref=sr_1_16?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3IO0D53Z5I3MR&keywords=%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B+%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88&qid=1568665551&s=music&sprefix=%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B%2Cpopular%2C304&sr=1-16
https://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E6%AF%94%E9%A1%9E%E5%B7%BB%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%82%8B/e/B002E0XVU0/ref=dp_byline_cont_music_1


これは２００３年盤のリンクです。

https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000099UCH/

ref=tmm_acd_used_olp_sr?

ie=UTF8&condition=used&qid=1568667193&sr=1-6 

　

そして１９９８盤のリンクはこちら

https://www.amazon.co.jp/TUBEST-TUBE/dp/B00005G3BF/

ref=olp_product_details?

_encoding=UTF8&me=&qid=1568667193&sr=1-6 

https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000099UCH/ref=tmm_acd_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&qid=1568667193&sr=1-6
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000099UCH/ref=tmm_acd_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&qid=1568667193&sr=1-6
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000099UCH/ref=tmm_acd_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&qid=1568667193&sr=1-6
https://www.amazon.co.jp/TUBEST-TUBE/dp/B00005G3BF/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=&qid=1568667193&sr=1-6
https://www.amazon.co.jp/TUBEST-TUBE/dp/B00005G3BF/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=&qid=1568667193&sr=1-6
https://www.amazon.co.jp/TUBEST-TUBE/dp/B00005G3BF/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=&qid=1568667193&sr=1-6


ＣＤの場合は、こういう年代により値段の違う場合があります。

ただし日本のポップスの場合は、ケースの裏表紙か、盤そのもので

製作年度を確認して「１９８９年盤です。・・・」の文言で

出品すれば、規約違反でもなくクレーム発生もほぼありません。

＊洋楽やこだわりのありそうなジャンル（ジャニーズ系・プログレッシ

ブ・ロック・ハードロック系統）は避けた方がいいです。

あくまでも自己責任で行って下さい。

安い方で仕入れて、高く売ることも可能です。

あまり推奨できませんが、間違えて仕入れた場合の対策に

覚えておくといいです。

以上、応用すれば自分なりのお宝商品を見つけられる可能性があります。

ぜひ【ゆるせど】仕入れのついでに、探してみてください。

こちらの内容に関しても、メルマガ配信やチャットでのご質問に

お答えしますので、ご遠慮なくどうぞ。

その２．高値コンビニコミック本１６品目

まずはこちらのリンクから、音声配信をダウンロードしてください。

私の運営ショップに飛びます。０円で音声配信がダウンロードできます。

https://hikacd.stores.jp/items/5cb72524adb2a10605319ae9 

こちらのノウハウは追加事項がありますので、別でＰＤＦ作成しています。

早急に追加配布しますので、音声配信を１度聞いていただき

なぜコンビニコミック本が、転売で利益が出る商品群なのか確認ください。

https://hikacd.stores.jp/items/5cb72524adb2a10605319ae9


利用規約
■著作権について

本教材と表記は、著作権法で保護されている著作物です。本教材の著作権は発行者にあり

ます。本教材の使用に関しましては、下記の点にご注意ください。

■使用許諾契約書

本契約は、本教材を入手した個人・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。本教材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教材に含まれる情報を、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：

本教材に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本教材から得た情報

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教材に含まれる情

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：

本教材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。

発行者情報

発行者：ＨＩＫＡ
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