
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

副業カウンセラー 竹之内礼子 

  ～ キラメキ通信 ～ 

第２話コメント 特典プレゼント 

 



① フリルトップス 

 

 

◆売り上げ◆  最高 2000円前後 

◆利益◆     平均 900円前後 

◆配送方法◆  ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆販売数◆    20着程 

 

中国輸入で初めて仕入れた記念すべき商品。 

色違いで 5着ずつ購入。 

 

合計 10着仕入れたがわずか 2日程で全て完売。 

売れる物を仕入れたら売れる！という感覚を初めて実感。 

すぐに追加で仕入れ注文！ 



② パールカーディガン 

 

 

◆売り上げ◆  最高 2500円前後 

◆利益◆     平均 1000円前後 

◆配送方法◆  ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆販売数◆   10着程 

 

こちらも中国輸入で初めて仕入れた商品。 

こちらも 2.3日以内で 5着売り切った。 

 

3センチ以内で梱包すれば一番安く発送できるため、 

梱包には色々と工夫してし、みごと全て最低価格の送料で取引成立。 



③オーバーサイズパーカー黒×オレンジ色

 

 

◆売り上げ◆   最高 3500円前後 

◆利益◆      平均 1500円前後 

◆配送方法◆   ゆうゆうメルカリ便、60サイズ 

◆販売数◆     10着程 

 

他の色も仕入れ先には売っていたが、 

メルカリでは売れていなかったので入荷しなかった。 

 

もし入荷していたら赤字確定だったと思うとぞっとする。 

仕入れる時は必ず自分が売る媒体で売れている物以外は仕入れないと肝に銘じた。 



③オーバーサイズパーカー白×黒色 

 

 

◆売り上げ◆    最高 3500円前後 

◆利益◆       平均 1500円前後 

◆配送方法◆    ゆうゆうメルカリ便、60サイズ 

◆販売数◆     10着程 

 

前項目に続きこちらのカラーも売れるアイテムだった。 

 



④ オレオティシャツ 黒 

 
 

◆売り上げ◆    最高 2300円前後 

◆利益◆       平均 1500円前後 

◆配送方法◆    ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆販売数◆     20着程 

 

売れるスピードがとにかくすごかった。 

１日 5着位は売れていた。利益も良かったので、だいぶ稼げた。 

 

こういうアイテムを見つけると、あとは仕入れのタイミングや 

値崩れのタイミングにアンテナをはる事が大切。 

毎日きちんとチェックして対策を考えた。 



④ オレオティシャツ 青 

 

 

◆売り上げ◆      最高 2300円前後 

◆利益◆        平均 1500円前後 

◆配送方法◆      ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆売った枚数◆     20着程 

 

利益が黒同様、だいぶとれたアイテム。 

送料も厚さ３センチ以内で発送可能だったので送料も安く済み、 

お得なアイテム。 

  



⑤ リーフ柄ビキニ 白 

 

 

◆売り上げ◆   最高 3500円前後 

◆利益◆      平均 2000円前後 

◆配送方法◆   ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆販売数◆     20着程 

 

今まで扱った商品の中でも利益も良く、回転数も良かった。 

毎日発送で忙しく、本業と副業でほぼ一日が終わってしまう程。 

発送を外注化しようか本気で考え出した。 

  



⑤ リーフ柄ビキニ 黒 

 

 

◆売り上げ◆    最高 3500円前後 

◆利益◆       平均 2000円前後 

◆配送方法◆    ゆうゆうメルカリ便、 ゆうパケット 

◆販売数◆     15着程 

 

こちらも売れたが、白よりかは売れ行きは下がった。 

他にも黄緑や黄色など仕入れ先には売っていて、個人的にも気に入り 

仕入れたかったが、メルカリでは売れていなかったので、 

物販仲間にも相談した結果、白黒のみにした。 

もし仕入れていたら赤字になっていた… 



⑤ おしゃれビキニ  

 
 

◆売り上げ◆   最高 3000円前後 

◆利益◆      平均 1500円前後 

◆配送方法◆   ゆうゆうメルカリ便、 ゆうパケット 

◆販売数◆     10着程 

 

売れるタイミングが難しかった。 

売れなくなったらパタリと止まったりした。 

利益がとれるうちに売りさばく様に意識したアイテム。 

  



⑤ チェック柄長袖シャツ 

 

 

◆売り上げ◆    最高 3000円前後 

◆利益◆      平均 1500円前後 

◆配送方法◆   ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆販売数◆     30着程 

 

毎年売れる鉄板アイテム。仕入れれば必ず売れた。 

しかし、バーバリー柄に似ている事から、説明文に【バーバリーに似ている】などと記

載するとアカウントが危なくなるという情報もあった。 

 

日々注意しながらの出品。 

このアイテムから学ぶ事は沢山あった。 

  



⑤ ビッグパーカー 黒 

 
 

◆売り上げ◆    最高 3000円前後 

◆利益◆       平均 1500円前後 

◆配送方法◆    ゆうゆうメルカリ便、 60サイズ 

◆販売数◆     10着程 

 

送料が 60サイズの時と 70サイズの時があったので、 

梱包の時に一生懸命小さく畳んだ。 

 

クレーム防止の為、出品の際、説明欄に、お客様にもお求めやすくする為、小さく畳

んでの簡易梱包にて発送する旨も伝えた。 

 

この一言がクレームに繋がるか否かの別れ道になる時もあるので 

是非取り入れて欲しい。 



⑥ ビッグパーカー ベージュ 

 

 

◆売り上げ◆    最高 3000円前後 

◆利益◆      平均 1500円前後 

◆配送方法◆   ゆうゆうメルカリ便、60サイズ 

◆販売数◆     10着程 

 

こちらは色違いの黒と同じ位売れた。 

冬になると厚さのある洋服が多くなるので、送料が気になるところ。 

 

でも利益の良い商品を見付ける力が付いてくるとさほど送料は気にもならなくなる。 

リサーチ力って大切だなと感じたアイテム。 



⑦ コクーンワンピース 

 

 

◆売り上げ◆    最高 2200円前後 

◆利益◆      平均 1200円前後 

◆配送方法◆   ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆販売数◆     10着程 

 

地味にぽつぽつ売れた。 

しかし追加で仕入れる程の売れ行きではなかった。 

 

利益としては 1000円超えていたので満足。 

物販では常に何かが売れる状態を作っておく事でメンタルも落ち着く。 

 



⑧ 赤シャツ 

 

 

◆売り上げ◆    最高 1800円前後 

◆利益◆       平均 900円前後 

◆配送方法◆    ゆうゆうメルカリ便、￥ゆうパケット 

◆販売数◆     5着程 

 

3日に 1回位売れたアイテム。 

仕入れをする時に枚数合わせで発注したアイテムだったので、正直ちょっと不安では

あったが、全て問題なく売り切る事ができた。 

 

発注する時にやっぱり気になってしまうのが国際送料や関税だ。 

あまり慎重に細かく計算するよりかは、なんとなくやってみると大体の送料などもわか

ってくるので、まずは自分の感覚でやってみる事も必要。 

 

結果、利益はトータルとれるわけだし、物販はスピード勝負。 

慣れる事が一番大切。 

  



 

⑨ チェックワンピース 

 
 

◆売り上げ◆    最高 3500円前後 

◆利益◆       平均 2000円前後 

◆配送方法◆    ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆販売数◆     20着程 

 

記憶に残るほど売れるスピードが早かった。出品してわずか1時間で5着売れ、次の

日の夜には、合計 10着売り切った。 

 

何が良かったのか考えてみたところ、出品した時間帯が良かった事、そしてシーズン

的にも入学式のシーズンであり、お子さんを持つ母親達は忙しい中、洋服を探してい

たのだ。 

 

出品時間帯は夜 8時半だったのを明確に覚えている。 

ちょうどその時間帯に、母親達はメルカリを開けるタイミングだったという事になる。 

いかに出品時間帯が大切かが思い知らされた。 

 

利益もかなり良かったので、すぐに追加で仕入れ発注をした！！ 

  



⑩ マリン系青シャツ 

 

 

◆売り上げ◆   最高 1800円前後 

◆利益◆      平均 900円前後 

◆配送方法    ゆうゆうメルカリ便、ゆうパケット 

◆販売数◆    5着程 

 

国際送料等を考慮し、おまけで発注したアイテム。 

利益は 1枚 900円前後とあまり良くないが、5着売れば利益 4,500円。 

塵も積もれば山となる。まさにこの言葉。 

仕入れなければ利益はゼロ。こつこつと毎日取り組んだ。 

  



いかがでしたでしょうか!(^^)! 

 

10万円稼ぐと聞くと、 

「そんなの無理…出来るわけないじゃん！」 

と思った方もいると思います。 

 

しかし、売れる根拠をしっかり見つけてから、 

仕入れをすれば決して難しいことではありません。 

 

何が今売れていて、仕入れをするタイミングはいつがいいのか。 

色は何色を仕入れる？サイズは Sサイズ？Lサイズ？ 

 

自分の好みや勘で仕入れをしても高確率で成果は出せません。 

 

【稼ぎたい】が目標ではなく、【暇つぶしに】程度ならば好きなものを仕入れて、 

売れたらラッキーという感覚で良いと思います。 

 

しかし、本気で稼ぎたい！ 

と思うのであれば、自力で稼ぐ力が必要です。 

 

正しい方向に、正しい努力をする事がとても大切です。 

結果がでなければ、何が原因かを必ず見つけて、次に生かすことが重要です。 

 

 

ぜひ参考にして、取り組んでみてくださいね！！ 

               

 

 

～ キラメキ通信 ～ 

副業カウンセラー 竹之内礼子 


