
年収を360万向上させる 
ハードオフの 

儲かる商品＆お店リスト 



はじめに 
～体感し、実際に儲けてみよう～ 

ご覧いただき、ありがとうございます。 

ブログでもご紹介しましたが、 
ハードオフは穴場中の穴場です。 

儲かる商品がゴロゴロと・・ 
お宝が眠っているのに、誰も気づかない・・ 

いえ、気づかないのではなく、気づけないんです。 

なぜなら多くのプロバイヤーは 
高い商品ばかりを狙います。 

なのでハードオフに売ってるような 
低単価商品には目もくれません。 

そういう人たちは血眼になって 
高い商品を求めて争っています。 

しかし、あなたはそんなことする必要がありません。 

あなただけは 
ライバルのいない場所で儲けることができます。 



ハードオフで購入できるものは1万円以下の 
安い商品ばかりですが、、 

実は、そういう商品が一番儲かります。 

多くの人が無視するからこそ、 
儲かる商品が眠っているんです。 

ハードオフはブルーオーシャンです。 
一人勝ちできる市場です。 

あくせく働かず、争うこともせず 
“ただマネするだけ”で儲けることができます。 

今日はそんなハードオフで儲かる商品を 

画像付きで紹介します。 

このリストを片手に 
仕事帰りに近くのハードオフに寄るだけで 
あなたの給料は月+30万円になります。 

年収でいうと 
+360万円です。 



想像してみてください・・ 
あなたの財布に+30枚のお札が入っている事を・・・ 

あなたはそのお金でなにをしますか？ 

女の子に素敵なプレゼントを渡すのもいいですね。 

カメラ転売は単なる宝探し、 
小学生でもできるビジネスです。 

カメラ転売=お宝さがし 
カメラ転売は埋もれたお宝を探し出すだけです。 

頭を使う必要はありません。 
経験も、知識も何も必要ありません。 

ただ見つけるだけです。 
小学生にもできる簡単な稼ぎ方です。 

誰でもできるのに誰もしないから 
やった人だけが儲かります。 

やった者勝ちです。 

シンプルにマネするだけ。 



巷には結果の出せない商材や情報がゴロゴロしています。 

そのわりに稼げない情報も山のようにあります。 

しかし、このPDFで”稼ぐ”を体感できるでしょう。 

ただ同じものを見て、 
同じように売れば良いだけだからです。 

嘘だ、と思うなら実践して 
実感してください。 

僕は実際このメゾットで儲かってます。 

それでは儲かる商品をお伝えします。 



「超簡単！儲かるための3ステップ」 

①ハードオフに行く 
②お宝を見つける 
③メルカリに出す 

①ハードオフに行く 

まずは家の近くのハードオフに行ってみてください。 
ハードオフは全国各地にあります。 

ほとんどのお店がカメラを扱っているので、 
儲かる商品が見つかります。 
車で行くことをオススメします。 



・狙う場所 

ハードオフに入って、狙う場所は緑札とジャンク箱コーナーです。 

★緑札コーナー 

緑札はジャンク品を扱ったコーナーです。 

ジャンク=ガラクタですが、 
このガラクタの中に儲かる商品が眠っています。 

この中からお宝を探します。 

★ジャンク箱コーナー 



ジャンク箱コーナーにも 
儲かる商品が大量に眠っています。 

ここには500円～1000円程度で 
買えるものがほとんど。 

それなのに 
5000円以上で売れるものがゴロゴロあります。 

まずあなたが狙うべきは 
緑札とジャンク箱コーナーになります。 
ここを攻めてみてください。 

②お宝を見つける 

儲かるお宝商品を 
画像付きで紹介します。 

 

狙うべき商品はこの5つです。 
↓↓ 

・YASHICA Electro 35 
・CANON Autoboy3 
・CANON AE-1 
・KONICA C35 
・KONICA 現場監督 



・YASHICA Electro 35 ※マーク付き！！ 
 
 



↑ 
この商品はおよそ4000円～6000円で売れます。 
2000円以下で買いましょう。 
緑札、ジャンクコーナーでよく見つかります。 

 
ヤシカは右図のように 
「GTN」や「GT」、「GS」 
といったマークがついているもの
を狙ってください。 

このいずれかが買いてあるものを
狙ってください 

・CANON Autoboy３ 
 

 



↑2000円から4000円で売れます。 
これも緑札、ジャンクコーナーで見つかります。 
300円から1000円くらいで売っています。 
1000円以下で買いましょう。 

・CANON AE-1 

 

↑3000円から4500円で売れます。。 
こちらも2000円以下で買いましょう。 



・KONICA C35 
 

↑2000円～4000円で売れます。 
この商品は最近人気が上がっています。 
500円以下でよく売っているので、その価格で買いましょう！ 



・KONICA 現場監督 

↑2000円～4000円で売れます。 
北海道でよく見かけます。 
これも非常に人気ですぐに売れます。 
1500円以下で買いましょう！ 



～その他の儲かる商品リスト～ 

上で紹介したものが、よく見かける商品で 
売れ行きがよく、儲かりやすいです。 

まずはこれらがないかチェックしてみてください。 

ここからはその他の儲かる商品を紹介します。 

「Olympus 35DC 」 

売れる値段：4000～6000円 
買いたい値段：2000円以下 



「Olympus TRIP35 」 

売れる値段：4000～7000円 
買いたい値段：2500円以下 

「Canon AF35ML」 

売れる値段：3000～6000円 
買いたい値段：2000円以下 



「Canon AF35M」※上のMLと間違えないように 

売れる値段：2000～3000円 
買いたい値段：500円以下 

「Canon EOS5」 

売れる値段：5000～7000円 
買いたい値段：3000円以下 



「Canon EOS7」 

売れる値段：6000～8000円 
買いたい値段：3000円以下 

「Canon Autoboy2」 

売れる値段：2000円ほど 
買いたい値段：500円以下 



「Canon 50mm F1.4 SSC （レンズのみ！！）」 

売れる値段：4000～5500円 
買いたい値段：2000円以下 
 



「KYOCERA SAMURAI X3.0」 

売れる値段：3000～7000円 
買いたい値段：2000円以下 

「Canon AutoboyS」 

売れる値段：2000～4000円 
買いたい値段：1000円以下 



他にも儲かる商品はたくさんありますが、 
比較的よく見かけるものは以上となります。 

これらの商品を見つけたら 
仕入れてみましょう！ 

・仕入れるときの注意点 

ジャンクか動作品か関係なく、 
上記商品の「買いたい値段」以下で売っていたら 
買いましょう。 

ジャンク品として売っても 
利益が出るように値段設定しています。 

もし、動作するようなら 
「買いたい値段」より 
少し高く仕入れてもOKです。 

あまりに激しく損傷、汚れている場合 
購入を見送ってください。 
（部品がない、飛び出しているなど） 

汚れやキズ程度なら問題ありません。 



・動作チェックについて 

最初は方法が分からないと思いますので 
動作チェックはしなくて構いません。 

動作未確認、またはジャンク品として 
出品してください。 

ジャンク品として扱っても売れます。 

慣れてきたら、動作チェックを行った方が 
高く売れますし、自信を持って商品を扱えます。 

ただ最初は「儲かる」という実感をつかんで 
頂きたいです。 

③メルカリに出す 

ハードオフで仕入れたものを 
スマホで撮影した後、 
メルカリに出してみてください。 

メルカリは手軽にできるからで 
ヤフオクでも構いません。 

とにかくすぐに出品しましょう。 



メルカリの出品方法を 
動画で解説しています。↓↓ 

→メルカリの出品方法 

マネするだけでOKです。 

出品後は売れるのを待つだけです。 
3日以上売れない場合は、値段を数百円下げて 
再度出品してみてください。 

～儲かるハードオフの店舗～ 

僕が実際にハードオフに行って、 
「儲かる商品が多い」と感じたお店をピックアップしました。 

もちろんこの他にも儲かる店舗はたくさんあります。 
参考程度にご利用ください。 

県名 ハードオフ
福岡 ハードオフ新宮店
福岡 ハードオフ 久留米善導寺店
福岡 ハードオフ 久留米国分店
福岡 ハードオフ筑後ゆめモール
佐賀 ライフガーデン鳥栖店
熊本 ハードオフ オフハウス 熊本北店

https://youtu.be/gyPt-wJzRSc


カメラのキタムラのおすすめ仕入れスポットも 
おまけでお伝えします。 

熊本 ハードオフ南熊本店
神奈川 ハードオフ藤沢店
神奈川 ハードオフ高座渋谷店
栃木 ハードオフ宇都宮店
埼玉 ハードオフ本庄店
埼玉 ハードオフ庄和町

県名 カメラのキタムラ
東京 新宿大ガード
東京 新宿中古買取センター
東京 秋葉原中古買取センター
東京 東京・日本橋店
東京 東京・錦糸町店
東京 吉祥寺中古買取センター
東京 セレオ八王子中古買取センター
神奈川 横浜モアーズ店
兵庫 神戸マルイ中古買取センター
広島 広島・あけぼの店
宮城県 仙台中古買取センター
北海道 札幌駅西口中古買取センター



最後に・・・ 

「疑うな、信じるな、確かめろ」 

僕はこの言葉が好きです。 

ジャンクで売れるのか？ 
本当に稼ぐことができるのか？ 
ハードオフに儲かる商品が見つかるのか？ 

実際に行動して、確かめてみてください。 

行動が全てを教えてくれます。 

1日2つ買うだけで+30万 

毎月+30万のボーナスを追加したいのなら 
1日に1万円分の利益をあげれば良いのです。 

5,000円儲かる商品を2つ買うだけで十分です。 

あなたは思ったよりも簡単に 
稼ぐことができるので、拍子抜けするかもしれません。 

しかしこれは当然のことです。 



お金稼ぎ=簡単です。 

お金稼ぎは簡単です。 
多くの人は難しいと思うから稼げません。 

しかし、本当は簡単なんです。 

「お金を儲けることは難しい」という 
思い込みこそが最大の敵です。 

思い込みさえなくせれば 
あなたはスムーズに儲けることができます。 

体験が”思い込み”を消す。 

実際に儲かってしまうと 
「なんだ、儲けることって簡単じゃん」 
となります。 

体験、経験がそれまでの 
思い込み、知識、偏見を消し去ります。 

いくら口で説明されても、 
人は経験しないと納得できません。 



僕自身、稼ぐようになるまでは 
「お金を儲けることは難しいんだ・・」 
と感じていました。 

しかしカメラ転売で稼げるようになると 
稼げることが当たり前になりました。 

今では稼げない頃の気持ちが 
薄れてきています。 

行動するしかない。 

しかし、これを読んだ99.9%の人は 
実際に行動しません。 

多くの人は 
「ふーん・・」程度です。 

まず行動しません。 

だからこそチャンスなんです。 
行動するだけで一気にリードできます。 

ライバルは動いていません。 

あなただけが儲かる 
絶好のチャンスです。 



ぜひ、「儲かる」という感覚を 
体験してみてください。 

最後までご覧いただきありがとうございました。


