
2021年現在のお宝商品１３点公開

その１．厳選お宝ＣＤ７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。

売価　４，９９９円

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

　２．Cosmic Words

　　　　　　　　　鈴木賢司 KENJI JAMMER

　　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　４，９８０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．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　５，０００円

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

　

　４．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　８，７８２円

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

キーワード：麗美、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/exec/obidos/ASIN/B00T0GEKSS
https://www.amazon.co.jp/REIMY/e/B002E4AC4O/ref=dp_byline_cont_music_1


　５．稲妻の夜~ニルス・ライヴ!

　　　　(紙ジャケット仕様)

Nils Lofgren 

　　　　売価　フリー

★参考相場価格　６，０００円台

★Amazon が品切れの場合は高値で販売★

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５アーティスト品目及びキーワード周辺の商品は、

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。

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


★続いて、仕入れが手頃な価格で売れやすいＣＤ２品目

　６．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
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　７．　　ＳＯ　ＲＥＡＬ

　　　　　　　  小比類巻かほる  

　　

　　　基本的仕入れ値　５００円以内

　　　　売価　１，５００円

https://amzn.to/2TlAPOcB%E3%81%BB%E3%82%8B%2Cpopular

%2C304&sr=1-16     

こちらの内容に関しても、メルマガへの返信や

専用グループチャットワークでのご質問に

お答えしますので、ご遠慮なくどうぞ。

https://amzn.to/2TlAPOcB%E3%81%BB%E3%82%8B%2Cpopular%2C304&sr=1-16
https://amzn.to/2TlAPOcB%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
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00005HDKX
https://www.amazon.co.jp/HOUND-DOG/e/B000AQTI0W/ref=dp_byline_cont_music_1


その２．高値コンビニコミック本６品目

まずはこちらのリンクから、音声配信をお聞きください。

コンビニコミックが高値で売れる秘密とは？＞＞

★では実際に売れた商品を公開します！

全て仕入れは１１０円～３００円です。

　１．静かなるドン ゴッドファーザーの憂鬱篇

     　　(My First Big SPECIAL)　新田 たつお

　　　

　　　販売実績価格:￥１，８００程度　

　　　現在アマゾン在庫切れ！

　　　　アマゾン販売ページ

　在庫切れの場合は、値段は自分で決められます！

 

https://raku-sedori.com/tenbai-tokutenn/
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4091198333
https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E7%94%B0-%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%8A/e/B004L2B4NA/ref=dp_byline_cont_book_1


2． 極道の母 vs.秋野!女の戦い編　

(My First Big SPECIAL)  　  新田 たつお  

販売実績価格　￥2,200

アマゾン販売ページ

現在アマゾン最安値は￥２９，９８０！

　　　　　

　　３．静かなるドン 理江の反乱!?篇

　　　(My First Big SPECIAL)　新田 たつお

現在アマゾン価格　

￥２，４８０～￥９，８００

見つけたら即仕入れですね

アマゾン販売ページ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4091196225
https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E7%94%B0-%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%8A/e/B004L2B4NA/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.jp/%E9%9D%99%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%83%89%E3%83%B3-%E6%A5%B5%E9%81%93%E3%81%AE%E6%AF%8Dvs-%E7%A7%8B%E9%87%8E-%E5%A5%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E7%B7%A8-First-SPECIAL/dp/4091197590/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%A5%B5%E9%81%93%E3%81%AE%E6%AF%8Dvs.%E7%A7%8B%E9%87%8E!%E5%A5%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84&qid=1626597708&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E7%94%B0-%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%81%8A/e/B004L2B4NA/ref=dp_byline_cont_book_1


★付属ステッカーがあるもののみ仕入れ対象に！

時期でシリーズ商品のどれかが値上がりします。

　４．湘南爆走族 伝説の湘爆結成編

(My First Big SPECIAL)　吉田 聡

　　記念湘爆ステッカー付きです。

　微スレ・わずかな傷みがございますが

　比較的状態は良く、全体的に読むのに

　支障はございません。

　　　　　　　　　　　　漫画喫茶落ち品ではありません。

　　　　　　　　　　　　　＊こんな商品出品紹介で OK です。

販売実績価格　￥2,200　　アマゾン販売ページ  ＞＞  

現在のアマゾン最安値は￥３１，０４９！

通常でもステッカーシール付きなら

そこそこの高値で安定して売れます。

https://www.amazon.co.jp/%E6%B9%98%E5%8D%97%E7%88%86%E8%B5%B0%E6%97%8F-%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%B9%98%E7%88%86%E7%B5%90%E6%88%90%E7%B7%A8-First-Big-SPECIAL/dp/4091194230/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B9%98%E5%8D%97%E7%88%86%E8%B5%B0%E6%97%8F+%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%B9%98%E7%88%86%E7%B5%90%E6%88%90%E7%B7%A8&qid=1626612466&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E5%90%89%E7%94%B0+%E8%81%A1&text=%E5%90%89%E7%94%B0+%E8%81%A1&sort=relevancerank&search-alias=books-jp


安いものからドンドン売れて、次第に高値になっていくので

随時見つけたら、  1      ページ目のステッカーがあるのを  

確認即仕入ですね。

　　５．ボギー THE GREAT 2

　　　販売価格　￥１，３８６

　　　　アマゾン販売ページ

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9C%E3%82%AE%E3%83%BCTHE-GREAT-SHUEISYA-HOME-REMIX/dp/4834244156/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8


　６．ジパング 史実にはない戦史の結末

 　　　(講談社プラチナコミックス)

かわぐち かいじ

　★このシリーズもプレミアム商品が

　　　出てきやすいですね。

販売価格　  ￥１，３６２  

アマゾン販売ページ  ＞＞  

http://www.amazon.co.jp/dp/406385888X?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%90%E3%81%A1-%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%98/e/B00J8SP2DA/ref=dp_byline_cont_book_1


★最後に★

先ほどの音声をもう一度聞いていただきながら

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。

自分でお宝商品を見つけることができるようになります。

安い時に仕入れて、高く売ることも可能です。

ただしかさばるので、送料には注意が必要です。」

メルマガで随時補足情報も配信していきます。

メルマガへの返信や

専用グループチャットワークでも

ご質問にいつでも

お答えしますので、ご遠慮なくどうぞ。

今後ともよろしくお願いいたします。

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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